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はじめに

　

　国は，地域社会の総体ないし集合としての要素を持っている。したがって，地域の衰退や

地域の消滅は，国そのものの衰退であり，たとえ一部の都市経済が拡大したとしても，国全

体としての発展には結びつかない。我が国においては，猛スピードで少子高齢化が進み，地

域社会ないし地方自治体の在り方が問われ続けている。そして，「平成の大合併」をはじめ

とする地方自治体の相次ぐ合併によって，この数十年間で4000以上存在した地方自治体は，

今日においては1718にまで減少してしまった。地方自治体の合併によって，地域社会の衰

退を食い止め，地域経済は活性化したのであろうか。答えは否である。その結果，日本の多

くの地域において，これまで培ってきた地域の歴史や伝統が薄らぎ，地域経済がこれまで以

上に衰退している。

　私は能登半島の小さな農村の出身であるが，1960年代の活気に満ちた農業や林業を見て育

った。その故郷の人口は3割以下に減少し，小学校や中学校は統廃合され，高校もなくなっ

てしまった。この先，「限界集落」と呼ばれる地域になってしまうのであろうか。そうした

私の経験は決して稀有なものではなく，日本中で数えきれない地区で生じている現実である。

しかし，そうした地域ないし地方自治体ばかりではない。少子高齢化の中にあっても，地域

の特性を活かし，地方自治の底力を発揮している地方自治体も数多く現れてきている。

　私たちは，地域経済を活性化させ地域の社会保障を充実させて住みよいまちづくりを進め

ている地方自治体を訪問するとともに，合併によって消滅した市町村の地域がどのようなま

ちづくりを進めているかを学ぶことにした。本来はフランスをはじめヨーロッパにおいて地

方自治体が個性を失うことなく発展している事例も学ぼうとしたが，新型コロナウイルスの

パンデミックのために現地を訪問し学ぶ機会を持つことはできなかったものの，国内の調査

によって得られた情報を基礎としながら，多数の学者からレクチャーを受けるなどして，今

後日本の地域経済を活性化させ，地域の社会保障を充実させながら，住みよいまちづくりを

進めるために問われている課題を明らかにし，地域の活性化を実現するための政策を提言す

ることを目指し学習してきた。本報告書はその成果である。これまでに調査にご協力いただ

いた各地の地方自治体の関係者や我々の学習をサポートいただいた学者の方々に，この紙面

を借りてお礼を申し上げる。

　国づくりにおいては，国民すべての生存権を保障するためのナショナルミニマムが必要で

あるが，他方で地方自治体による独自の地域づくりや住民の生活の質を向上させ，暮らしや

すいまちづくりを進めることと合わせた政策が問われている。私たちの調査・報告と第63

回人権擁護大会におけるシンポジウムを踏まえた提言がその一助となることを願っている。

第63回人権擁護大会シンポジウム第3分科会実行委員会

委員長　　竹　下　義　樹
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第１編
基調報告

第１章第１章
地方を中心とした地方を中心とした
地域の衰退の現状・要因地域の衰退の現状・要因
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第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

第１編　基調報告第１編　基調報告

第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

第１節　地域の衰退第１節　地域の衰退

１　地方都市の衰退１　地方都市の衰退

地方を中心とした地域の衰退は，日本の各地を訪れると容易に見て取れる。

地方都市の商店街が衰退し，シャッター通り化している状況は，各地で報告されている。

そのデータとしては，中小企業庁「平成 30 年度商店街実態調査」（全国の 12,096 商店街に

調査票を送付し，4,234 件から回答を得た）が存在する。「商店街の最近の景況」としては，

「衰退している」「衰退の恐れがある」の回答が 67.7% を占めた（特に人口 5 万人未満の都

市では 82.1%，人口 5 万～ 10 万人未満の都市では 79.1% を占めた。）。また，商店街の平均

空き店舗率は増加し（平成 27 年度調査 13.17% →平成 30 年度調査 13.77%），空き店舗の今

後の見通しとして，「増加する」と回答した商店街が 53.7% を占めた。商店街における問題

として，「経営者の高齢化による後継者問題（64.5%）」が最も多く，次いで「店舗等の老朽

化（38.6%）」，「集客力が高い・話題性のある店舗・業種が少ない又は無い（36.9%）」の順

に多くなっている。

他方で，地方都市では，駅前に居酒屋や多国籍企業の珈琲店など，大規模チェーンの進

出が進んでいる。前述の実態調査では，チェーン店の商店街加入率は 63.9% にとどまって

いるが，1 商店街当たりのチェーン店舗数は増加したこと（平成 27 年度調査 4.1 店→平成

30 年度調査 5.3 店）が明らかになっている。

地方の郊外では，大手企業の大型店舗が増加している。経済産業省「平成 26 年商業統計

表（二次加工統計表）」によると，店舗面積 1,000 ㎡以上の大規模小売店の人口 1 万人当た

りの数は，全国平均で 1.52 である。最小は神奈川県 (0.96)，2 番目に少ないのは東京都

(0.99)，3 番目に少ないのが京都府 (1.05) であるのに対し，最大は大分県 (2.33)，2 番目

に多いのは福井県 (2.28)，3 番目に多いのは山形県 (2.27)，以下 2.1 以上の県は，福井県

(2.25)，鳥取県 (2.18)，岡山県 (2.18)，島根県 (2.17)，長野県 (2.12) などが続く。総じ

て，大都市部は大規模店の数が人口に比較して少なく，地方は大規模店の数が人口に比し

て多くなっている。

以上から，地方では，昔から存在する地場の商店が衰退し，代わって大都市から進出し

た大型店舗に取って代わられてきている。その収益は，本社のある大都市に吸い取られて

いくことになる。

２　農村・山村の衰退２　農村・山村の衰退

農村や山村は，人口が急激に減少している。基幹的農業従事者（普段仕事として主に自

営農業に従事している者）は，2015 年に 175.7 万人であったが，2020 年には 136.3 万人に

減少した。このうち，65 歳以上の高齢者は 94.9 万人（69.6%）を占め，基幹的農業従事者

の平均年齢は 67.8 歳となっている。農地面積は，主に宅地等への転用や荒廃農地の発生等

により，最大であった 1961 年の 609 万 ha から，2019 年には，約 172 万 ha 減少して 437.2
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第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

万 ha となった（農林水産省「耕地及び作付面積統計」）。耕作放棄地の面積は，2015 年に

は 42.3 万 ha（富山県の面積とほぼ同じ）に上っている（農林水産省「農林業センサス」）。

日本の食料自給率（2019 年）は，カロリーベースで 38%，生産額ベースで 66% であり，低

い状態が長年続いている。

1955 年に 51.9 万人いた林業人口は，2015 年には 4.5 万人にまで減少した（総務省「国

勢調査」）。林業の衰退は，山林の荒廃につながっている。間伐されない人工林は，林内が

暗くて植生に乏しくなり，地面がむきだしになって土砂が流出しやすくなるとともに，木

材としての価値も乏しくなる。そのような人工林が増加している。

地域の産業別就業人口の推移を見ると，生産機能を担ってきた第 1 次産業は大幅に減少

した。第 1 次産業人口は，1952 年の 1689 万人（45.3%）から 2020 年には 213 万人（3.2%）

に減少した。なお，第 2 次産業人口も，1992 年の 2194 万人（34.1%）から 2020 年には 1539

万人（23.1%）と減少している（総務省「労働力調査」図表 1）。

以上のとおり，農村・山村は衰退し，その生産機能は大きく減退し，農地や森林の荒廃

は進んでいる。

1 

 図表1 産業別就業者数の推移（第一次～第三次産業） 1951年～2020年 年平均 

出典：総務省統計局 「労働力調査」 

グラフ作成：独立行政法人労働政策研究・研修機構 
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第２節　地域における不安定就労と低賃金労働の拡大第２節　地域における不安定就労と低賃金労働の拡大

全国的に非正規労働者人口は高い水準が継続しているが，最低賃金の低い地方の方が，非

正規労働者の賃金の低さの影響が深刻である。

総務省「労働力調査」によると，1989 年には約 20% であった非正規労働者の割合は，約

30 年を経て 40% 近くにまで増加した（本章第 6 節 1（1）の図表「正規雇用労働者と非正規

雇用労働者の推移」を参照）。2019 年には，役員を除く雇用者は 5669 万人のうち正規労働

者 3503 万人（61.8%），非正規労働者 2165 万人（38.2%）となった。2020 年は，新型コロナ

ウイルス感染症の問題により，非正規労働者の解雇・雇止めが増加したため，役員を除く

雇用者 5629 万人のうち，非正規労働者は 2090 万人（37.1%）に減少したが，正規労働者は

3539 万人（62.8%）に維持された。いずれにせよ，非正規雇用の割合は，4 割近くの状態が

継続している。特に女性は，2020 年の役員を除く雇用者 2620 万人のうち非正規労働者が

1425 万人（54.3%）を占めている。

非正規労働者の人口は，大都市と地方でそれほど大きな差はない。5 年ごとに実施され

る総務省「就業構造基本調査」では都道府県別・雇用形態別の労働者人口が把握できる。

2017 年の非正規労働者割合の全国平均は 38.2% であるが，非正規労働者割合が 40% 以上の

都道府県は北海道 (40.6%)，埼玉県 (40.1%)，山梨県 (40.8%)，滋賀県 (40.6%)，京都府

(42.5%)，大阪府 (40.3%)，福岡県 (40.0%)，鹿児島県 (40.3%)，沖縄県 (43.1%) の 10 道府

県である。他方で非正規雇用率が低いのは，徳島県(32.6%)，山形県(32.8%)，富山県(33.1%)

などである。非正規労働者の多い県は，人口の少ない県に集中している訳ではない。

ただし，非正規労働者の賃金は，正規労働者の賃金を大きく下回っている。厚生労働省

「令和 2 年賃金構造基本統計調査」によると，男性正規労働者の平均年収は 350.7 万円，男

性非正規労働者は 240.2 万円，女性正規労働者は 269.2 万円，女性非正規労働者 193.3 万

円である。特に，20 代など若年層は正規・非正規の年収はそれほど差が大きくないが，特

に 40 代・50 代の男性は，正規労働者の年収は大きく上昇する一方で（50 代前半で 431.2

万円），正規労働者の年収はほとんど上昇せず（50 代前半で 242.6 万円），年収格差はかな

り大きくなる（図表 2）。

そして，非正規労働者の賃金は，最低賃金の水準に依存する割合が大きい。厚生労働省

「賃金構造基本統計調査」を労働政策研究・研修機構が集計した資料によると，最低賃金

近傍労働者（地域別最低賃金額× 1.15 未満の賃金の労働者）は，2014 年に全国で 13.4% も

存在し，2009 年の 9.2% から大きく増加した。これは，この間の最低賃金の上昇が影響し

ている。また，厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」によると，2019 年時点の全国平

均で，未満率（最低賃金額の改正前に，最低賃金額を下回っている労働者割合）は 1.6%，

影響率（最低賃金額の改正後に最低賃金額を下回ることとなる労働者割合）は 16.3% であ

る（本章第 6 節 1（3）の図表「最低賃金額，未満率及び影響率の推移」を参照）。中央最

低賃金審議会による最低賃金水準のランク付けにおいて，Ａランク地域の未満率は 1.7%，

影響率は 20.5% であるが，Ｄランク地域の未満率は 1.2%，影響率は 11.6% となっており，最

低賃金水準の低い地方よりも最低賃金水準の高い土地の方が，最低賃金が賃金に与える影

響が高まっている。

しかしながら，最低賃金の水準は，2021 年時点で，最も高い東京の 1013 円と，最も低
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い 7 県の 792 円との間で，221 円もの開きがある。時給 1013 円だと 1 日 8 時間，週 40 時間

働いて，月収 17 万 5000 円，年収 210 万円程度となるのに対し，時給 792 円という水準だ

と，月収約 13 万 7000 円，年収約 164 万円程度にしかならない。前者でも大都市で高額な

家賃を負担しながら生活するのは厳しいが，後者だと地方で必須となっている自動車を保

有しつつ生活するのは更に厳しい。

すなわち，非正規労働者による不安定就労と低賃金労働の拡大は，地方の方が進んでい

るものと言える。

1 

図表2 雇用形態，性，年齢階級別賃金 

出典：令和２年賃金構造基本統計調査 結果の概況「雇用形態別」

63回人権擁護第3部会.indd   663回人権擁護第3部会.indd   6 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



7

第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

第３節　進む地方の貧困第３節　進む地方の貧困

１　日本の相対的貧困率１　日本の相対的貧困率

(1) 相対的貧困率

  相対的貧困率とは，世帯可処分所得（世帯内のすべての世帯員の所得を合算）を世

帯人数で調整した値（等価世帯処分）の中央値の 50% を貧困線として，これを下回る

世帯可処分所得の世帯に属する人の割合をいう。この方式は，経済協力開発機構（Ｏ

ＥＣＤ）などで用いられており，国際的に最も普及している相対的貧困率の推計方法

である。

(2) 世界の中での日本

  経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）による日本の相対的貧困率は 15.7%（2018 年）であり，

G7（アメリカ・イギリス・フランス・ドイツ・イタリア・カナダ・日本）の中では，

アメリカの 17.8%（2019 年）に次ぐ高さである（図表 3）。

図表 3

出典：OECD (2021), Poverty rate (indicator). doi: 10.1787/0fe1315d-en (Accessed on 10 
August 2021)

(3) 日本の相対的貧困率の推移

  日本の相対的貧困率は，1980 年代から右肩上がりで悪化し，高止まり状態にある。

子どもの相対的貧困率も，同様に，1980 年代から上昇傾向にあり，今日では実に 7

人に 1 人の子どもが貧困状態にあり（図表 4），ＯＥＣＤ加盟国中，最悪の水準にある。
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第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

図表 4

出典：阿部彩（2021）「日本の相対的貧困率の動向：2019 年国民生活基礎調査を用いて」科学研
究費助成事業（科学研究費補助金）（基盤研究（B））「「貧困学」のフロンティアを構築する研究」
報告書

２　都道府県別貧困率２　都道府県別貧困率

(1) 相対的貧困率との違い

  戸室健作准教授において，都道府県別貧困率を算出するために，「就業構造基本調

査」を統計センターに委託して，オーダーメイド集計してもらい，都道府県別の「世

帯主の就業状態，世帯の主な収入の種類，親族世帯人員，世帯所得別世帯数」の表を

得たものである。

  ここでの貧困率は，総世帯のうち，最低生活費以下の収入しか得ていない世帯の割

合のことである。貧困基準は，「被保護全国一斉調査」（1992 年，1997 年，2002 年，

2007 年）と「被保護者調査」（2012 年）における「最低生活費」を基準にしたもので

ある。

  前述の 1 の相対的貧困率は，可処分所得を高い方から低い方へ並べ，その中央値の

半分を下回る人の割合である。それに対して，都道府県別の貧困率を算出するにあた

り生活保護基準を用いたものである。生活保護基準を用いることは，貧困な人々の割

合を明らかにすると同時に，その基準を下回る生活は決して許されないという意味が

付与される。生活保護基準とは，国家公認の貧困の救済基準でもあるからである。

(2) 進む地方の貧困

  都道府県別の貧困率は，全ての都道府県において，年々悪化する傾向にある。特に

京都以西と宮城以北の地域では，全国の貧困率よりも高い。この傾向は 1992 年から

恒常的に続いている。例えば，沖縄県は 2007 年から 2012 年の間に 5.5 ポイント高まっ

ており，宮城県，青森県もそれぞれ 5 ポイント，5.2 ポイント高まっている。また，

岡山県は 1997 年の 11.5% から 2012 年には 20.6% と約 2 倍に悪化している（図表 5）。
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図表 5　都道府県別貧困率の推移

全国 沖縄 鹿児島 宮崎 大分 熊本 長崎 佐賀 福岡 高知 愛媛 香川

2012 年 18.3% 34.8% 24.3% 23.0% 21.3% 21.5% 22.2% 15.6% 20.6% 23.7% 20.2% 17.2%

2007 年 14.4% 29.3% 21.5% 19.9% 17.8% 18.5% 19.1% 16.4% 16.8% 21.7% 18.2% 14.6%

2002 年 14.6% 30.2% 23.0% 19.2% 18.1% 20.3% 16.3% 14.2% 16.8% 19.8% 17.8% 15.5%

1997 年 10.1% 26.6% 18.2% 15.2% 14.5% 15.2% 12.2% 11.7% 13.7% 16.5% 14.5% 10.1%

1992 年 9.2% 28.4% 20.8% 16.0% 16.6% 15.8% 15.0% 9.8% 12.9% 15.9% 14.4% 9.3%

2012 年－ 1992 年 9.1 6.4 3.5 7.0 4.7 5.7 7.2 5.8 7.7 7.8 5.8 7.9

2012 年－ 2007 年 3.9 5.5 2.7 3.0 3.5 3.0 3.1 － 0.9 3.8 2.0 2.0 2.6

徳島 山口 広島 岡山 島根 鳥取 和歌山 奈良 兵庫 大阪 京都 滋賀

21.8% 16.9% 16.9% 20.6% 16.7% 18.9% 21.5% 17.8% 20.3% 23.2% 22.5% 13.5%

19.4% 15.5% 13.5% 14.8% 15.1% 14.7% 18.8% 11.8% 16.7% 20.0% 18.6% 10.6%

18.5% 13.4% 14.2% 14.8% 14.8% 13.1% 17.8% 13.1% 17.8% 21.4% 21.3% 10.4%

15.9% 12.4% 10.8% 11.5% 9.8% 10.1% 14.5% 8.6% 10.5% 11.2% 15.1% 7.1%

14.4% 10.8% 8.5% 10.8% 12.7% 10.0% 11.8% 9.5% 8.4% 10.4% 12.7% 6.1%

7.4 6.1 8.4 9.8 4.0 8.9 9.6 8.4 11.9 12.8 9.8 7.4

2.4 1.4 3.5 5.7 1.6 4.2 2.7 6.1 3.6 3.2 3.9 2.8

三重 愛知 静岡 岐阜 長野 山梨 福井 石川 富山 新潟 神奈川 東京

15.4% 14.7% 15.1% 14.8% 15.5% 19.1% 11.3% 15.4% 11.2% 16.0% 16.7% 16.8%

11.3% 11.2% 9.4% 10.3% 11.4% 15.2% 12.4% 12.8% 9.9% 13.0% 10.8% 12.6%

10.8% 11.7% 10.4% 11.7% 11.2% 14.3% 11.9% 11.8% 10.8% 13.0% 11.1% 13.8%

8.8% 7.9% 7.0% 7.2% 6.8% 8.9% 7.8% 9.2% 7.2% 7.6% 7.0% 9.4%

7.6% 6.2% 5.9% 6.3% 6.6% 7.4% 7.8% 8.1% 4.9% 7.6% 5.1% 7.6%

7.9 8.4 9.1 8.6 8.9 11.6 3.5 7.3 6.3 8.4 11.6 9.2

4.1 3.5 5.7 4.6 4.1 3.9 － 1.1 2.5 1.3 2.9 6.0 4.2

千葉 埼玉 群馬 栃木 茨城 福島 山形 秋田 宮城 岩手 青森 北海道

14.8% 16.3% 15.4% 15.7% 14.3% 16.9% 16.6% 18.3% 20.2% 19.7% 24.1% 21.4%

11.4% 10.4% 12.9% 11.2% 10.9% 13.7% 13.1% 17.2% 15.1% 16.4% 18.9% 17.5%

9.8% 11.3% 12.3% 10.6% 10.5% 13.0% 11.3% 15.3% 14.3% 15.1% 17.7% 15.1%

7.1% 6.5% 9.2% 7.7% 7.4% 7.5% 7.6% 10.6% 8.7% 10.8% 13.4% 12.0%

5.9% 6.0% 7.9% 7.6% 5.8% 8.0% 6.7% 9.7% 8.6% 10.2% 13.4% 10.8%

8.9 10.3 7.5 8.1 8.5 8.9 9.9 8.6 11.6 9.5 10.7 10.6

3.4 5.8 2.4 4.5 3.4 3.2 3.5 1.0 5.0 3.2 5.2 3.9

出典：戸室健作「都道府県別の貧困率，ワーキングプア率，子どもの貧困率，捕捉率の検討」
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第４節　地域衰退と人口減少・少子高齢化第４節　地域衰退と人口減少・少子高齢化

１　進む人口減少１　進む人口減少

バブルが崩壊した 1991 年以降，人口が減少する都道府県の数は増加を続け，40 道府県

で人口が減少しており，26 道県で人口減少率が前年に比べ拡大しており，秋田県が－ 1.48%

と最も高く，次いで青森県が－ 1.31% となっている。

総人口（外国人を含む）は，2008 年の 1 億 2808 万人（高齢化率 22.1%）をピークに減少

を続け，2019 年には 1 億 2616 万人となり，人口減少率は過去最大の 0.22% となっており，

年間約 50 万人減少し（総務省「人口推計（2019 年 10 月 1 日現在）」），減少数は鳥取県の

人口規模に匹敵する。

今後も人口減少が進み，2050 年には約 1 億人にまで減少する見込みであるとされている

（図表 6。出典：国土交通省「国土の長期展望」中間とりまとめ　参考資料（2020 年 10 月）。

以下，図表 10 まで出典同じ）。

図表 6　日本の総人口の推移

２　進む高齢化，生産年齢人口・若年人口の減少２　進む高齢化，生産年齢人口・若年人口の減少

高齢化率（全人口に占める 65 歳以上の人口比率）は，1990 年には 12.1% であったが，2008

年には 22.1%，2019 年には 28.4% となり，秋田県が 37.2% と最も高く，次いで高知県の 35.2%

となっている（総務省「人口推計（2019 年 10 月 1 日現在）」）。

日本の人口減少を年齢階層別に見ると，2015 年から 2050 年にかけて，高齢人口が 454 万

人増加するのに対し，生産年齢人口は 2453 万人，若年人口は 518 万人減少し，その結果，

高齢化率は約 27% から約 38% へと上昇し，三大都市圏では，他地域に比べ，高齢人口の増
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加が顕著に見られると推計されている。

図表 7　高齢人口の増加，生産年齢人口・若年人口の減少

2050 年の日本の総人口は 1970 年時とほぼ同じく約 1 億人であるが，その年齢構成は大

きく異なり，1970 年の 65 歳以上の人口は 739 万人（7.1%）だが，2050 年は 3,841 万人

（37.7%）と大幅に高齢化している。

図表 8　1970 年と 2050 年の年齢構成比較
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３　出生率の低下３　出生率の低下

出生率は低下し，2019 年時点では，東京圏，大阪圏において合計特殊出生率（15 ～ 49

歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの）が低く，特に東京都では極めて低い（図表

9）。

日本総研の経済・政策レポート「わが国出生数急減の背景と少子化対策の課題」（2021 年

4 月 7 日）によれば，2016 年以降，出生数の減少ペースが加速しており，2015 年までの 15

年間は，おおむね年率▲ 1% の減少ペースであったが，2016 〜 2018 年はおよそ▲ 3% に加

速し，2019 年に▲ 5.8% の大幅減少を記録し，2020 年は▲ 2.8% にとどまったが，2021 年に

はコロナ禍の影響もあり▲ 6% 減少の大台に乗る可能性があるとされている。

図表 9　合計特殊出生率

４　地域における人口減少４　地域における人口減少

国土交通省の推計では，市区町村別に見ると，2050 年までに，558 市町村（全市区町村

の約 3 割）が人口半数未満になり，そのうち 21 市町村が 25% 未満となり，特に，人口が半

減する市町村は中山間地域等に多く見られるとされる。

同じく，国土交通省の推計では，2050 年には，全国の居住地域（１㎞メッシュベース）

の約半数で人口が 50% 以上減少し，約 20% の地域が人が住まない「無居住化地域」となる

可能性があるとされ，また，人口規模が小さい市区町村ほど人口減少率が高くなる傾向が

あり，特に 2015 年時点の人口が 1 万人未満の市区町村で，人口がおよそ半分に減少する可

能性があるとされている。
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図表 10　無居住化地域の割合等
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第５節　社会保障分野における国の責任の後退と地域間格差第５節　社会保障分野における国の責任の後退と地域間格差

第１　総論第１　総論

少子高齢化が進む我が国にあって，社会保障費の増加を抑制するため，国は社会保障制

度改革推進法（2012 年）を制定した。同法は，「受益と負担の均衡がとれた持続可能な社

会保障制度の確立を図る」ことを目的とし（1 条），また，その「基本的な考え方」の中で，

「自助，共助及び公助が最も適切に組み合わされるよう留意しつつ，国民が自立した生活

を営むことができるよう，家族相互及び国民相互の助け合いの仕組みを通じてその実現を

支援していく」とした。これに基づき，「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革

の推進に関する法律」（いわゆる「プログラム法」2013 年），「地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（いわゆる「医療・介護

総合確保法」2014 年）が相次いで成立し，その後地域における医療と介護を抑制する施策

が次々に講じられている。病床削減を進めるため地域の医療機関に対する都道府県知事の

権限を強化し，介護においては，その一部を介護保険から切り離し，市町村事業とするな

ど，さらには，介護を地域の互助（自助に含まれる。）に委ねるなど（「地域包括ケア」），憲

法 25 条の趣旨からすれば，本来公助であるべき社会保障に対する国の責任を大きく縮小

し，都道府県，市町村，地域住民に負担を強いる施策を実施している。

今般のコロナ禍における医療の逼迫は，病床数の削減等この間の一連の医療制度改革の

影響は否定できないところであり，さらに従来の新自由主義的な構造改革政策による保健

所をはじめとする公共部門の削減や縮小が検査・治療の遅滞をもたらし，住民の命と健康

を脅かす大きな要因となった。

地域で安心した暮らせるためには，医療，介護をはじめ住民の命と健康に関わる領域に

ついては，これを抑制する方向ではなく，どこの地域においても医療及び介護のサービス

が受けられるようナショナルミニマムとして国が責任をもって充実させる方向に見直すべ

きである。

現状においては，負担を強いられることになった地方の行政においては，独自のサービ

スや支援を行っており，それが特筆すべきものとして語られることがある。それ自体は，地

域における創意工夫として評価すべきことではある。しかし，それは，住民が享受できる

サービスについて地域間に格差が生じることにもなりうる。医療，介護，住宅，子育て等，

地域住民がその地域において暮らすための基本的なニーズについては，どの地域に暮らし

ていても享受できるよう本来国の責務として行われるべきことが銘記されなければならな

い。

以下では，地域における医療，介護，障害，さらには子育て，住宅について，また，地

域の住民であり社会保障の受益者である若者，女性，性的少数者，外国人の現状について

取り上げる。

第２　医療第２　医療

１　全国の病院数，開設者別に見た病院数の割合１　全国の病院数，開設者別に見た病院数の割合

(1) 全国の病院数
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  厚生労働省の医療施設動態調査によれば，全国の病院数は1990年の 1万 0096をピー

クに減少を続け，2019 年現在では 8300 となっている。また，人口千人当たり病床数

は 1990 年の 15.8 をピークに減少を続け，2019 年現在では 12.8 となっている。

(2) 開設者別に見た病院数の割合

  2019 年現在の全国の病院 8300 を開設者別に見ると，国（厚生労働省，独立行政法

人国立病院機構，国立大学法人，労働者健康福祉機構，国立大学法人高度専門医療研

究センター，地域医療機能推進機構，他）が 322（3.9%），公的医療機関（都道府県，

市町村，地方独立行政法人，日赤，済生会，北海道社会事業協会，厚生連，国保連）

が 1202（14.5%），社会保険関係団体が 51（0.6%），医療法人が 5720（68.9%），個人が

174（2.1%），その他が 831（10.0%）となっている。

２　これまでの医療提供体制の歩み２　これまでの医療提供体制の歩み

厚生労働白書（2007 年）によれば，日本におけるこれまでの医療提供体制の歩みは次の

とおり要約される。

(1) 公的医療機関に対する国庫補助

  公的医療機関のうち，都道府県や市町村が設置する公立病院については，医療水準

の確保を図るため病院の施設基準を定めた医療法（1948 年）の中で，その設置に要

する費用に対して国庫補助を行うことを可能とする規定が設けられた。

  次いで，1951 年には国庫補助の対象が日赤（日本赤十字社），厚生連（厚生農業協

同組合連合会），済生会等の公的医療機関にも拡大された。

  その後，朝鮮戦争を契機とする経済回復に加え，地方公共団体などにおける病院建

設機運の高まりなどもあって，年々病院の整備が進められた。診療所については，市

町村直営診療所の整備に対する国庫補助が増額されたこともあり，市町村直営型診療

所が著しく増加した。

(2) 公的病院に対する病床規制

  こうした医療機関の整備は医療提供水準の向上に大きく寄与したが，これら医療機

関はそれぞれ独自の判断で施設整備を行い，総合的な計画の下で進められたものでは

なかったため，1956 年の社会保障制度審議会の勧告では，私的医療機関を含めた医

療機関網の重要性を指摘する一方で，公的医療機関の濫立が問題視された。このため，

1962 年には，医療法の改正により，国及び地方公共団体に対し，医療機関不地域に

おける病院・診療所の整備について努力義務を課す一方で，公的病院の病床規制の制

度が導入された。

(3) 民間医療機関の開設進展

  他方，民間病院については，公的病院で行われたような病床規制は行われず，施設

基準を満たせばどこでも自由に開業できる自由開業制が採られた。しかし，第二次世

界大戦後の窮迫した経済情勢の下においては，医師単独による民間病院の開設は困難

であった。すなわち，営利企業であれば会社形態という法人化の手段があるが，医療

は非営利であり，法人化の手段がなかった。そこで，資金調達を容易にするため，

1950 年医療法改正により，病院開設主体が非営利法人の法人格を取得できる医療法

人制度が設けられた。
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  また，1960 年には民間の診療所・病院に対して公的資金（郵便貯金・簡易保険・

公的年金）を財政投融資を通じて超低利・超長期の条件で貸し付ける医療金融公庫が

設立された。ただし，大蔵省資金運用部から医療金融公庫に回される資金にも制限が

あり，かつ，民間金融機関からは民業圧迫との声もあったため，病院は医療金融公庫

から所要資金の全額を借り入れることはできない規定が設けられていた。それゆえ，

一部自己資金ないしは銀行借入れが必要であり，それが病院による規模拡張への投資

の制約条件となっていた（権丈善一「コロナ禍の今，日本医療の特徴を考えてみる」）。

  このように，医療法人制度によって，安定的な医療施設経営が可能となり，かつ，

医療金融公庫制度による資金調達が可能となったことにより，都市部を中心に民間病

院の開業が進んだ。その結果，開設者別の病院数は，1955 年時点では，国立病院 425

（8%），公的病院 1337（26%）, 民間病院 3357（65%）であったが，1990 年時点では，

国立病院 399（3.9%），公的病院 1371（13%），民間病院 8326（82%）と，民間病院が全

体の 80% 以上を占めるに至り（厚生労働白書 2009 年），現在に至るまで同様の状況が

続いている。

(4) 欧米諸国との違い

  西欧や北欧のように国立や自治体立の病院等（公的所有）が中心であるのと異なり，

また，アメリカにおいても，公的病院及び公益的な民間非営利病院が総病院数の約

80%，全病床数の約 85% を占めているのとは大きく異なる，こうした医療提供体制が，

日本の医療政策を難しくしているとの指摘がある（権丈善一・前掲）。

３　公立病院の現状３　公立病院の現状

(1) 公立病院の役割と病院数・病床数の減少

  公立病院の約 65% は人口 10 万人未満の市町村にあり，約 30% は人口 3 万人未満の

市町村にある（厚労省医療施設調査，2019）。

  公立病院は，2019 年時点で，へき地医療拠点病院の 61.5%（198/323），救急救命セ

ンターの 36.3%（106/292），地域周産期母子医療センターの 38.7%（116/300），災害

拠点病院の 38.5%（262/681），第 1 種感染症指定医療機関の 52.7%（29/55），地域が

ん診療連携拠点病院の 38.1%（129/339）を占め，民間病院の立地が困難なへき地等に

おける医療や，救急・小児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に係る医療，

民間病院では限界のある高度・先進医療の多くを担っている（総務省自治財政局準公

営企業室「公立病院の現状について」）。

  ところが，公立病院数は，2009 年の 931 から 2019 年の 857 に減少し，病床数も同

期間に 22 万 4615 床から 20 万 5259 床に減少している（図表 11）。
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図表 11

　　　出典：総務省自治財政局準公営企業室「公立病院の現状について」

(2) 公立病院の病院数・病床数の減少の要因

  公立病院数及び病床数の減少は，公立病院の経常収支において，経常損失（赤字）

を生じた病院数の割合がほぼ一貫して増え続けており，2019 年度では 62.8% の公立

病院の経常収支が赤字である状況に至っていることと関係がある（図表 12）。

図表 12　公立病院経常収支の推移

　　　出典：総務省自治財政局準公営企業室「公立病院の現状について」
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そして，経常収支が赤字である公立病院の割合が 6 割以上にも達していることは，消費

税率の引上げに伴い，経常費用のうち医業費用が顕著に増加し，2014 年改定以降，診療報

酬の実質マイナス改定が続いていることと関係がある（図表 13）。

図表 13　公立病院経常収支の推移

出典：総務省自治財政局準公営企業室「公立病院の現状について」

図表 14　地財計画額と繰出実績額の推移
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公立病院については，その設置自治体の会計において，病院事業会計として独立採算が

原則であるが，地方公営企業法 17 条の 2 第 2 項等に基づき，一般会計からの「繰出金」を

病院事業会計に繰り入れることが可能である。同様に，公的病院等（日赤，済生会，厚生

連等が設置・運営する病院）についても，自治体から補助金を交付することが可能である。

そして，繰出金・補助金を支出した自治体は，繰出金・補助金の 8 割を上限として，経費

の性格に応じ，普通交付税または特別交付税による措置を受けることができる。

この仕組みによる一般会計からの繰出金実績額と，地財（地方財政計画）計画額の推移

は，図表 14 のとおりである。

４　地域医療構想と公立・公的病院の再編統合４　地域医療構想と公立・公的病院の再編統合

(1) 「地域医療構想」による病床削減

 　2014 年には，「地域における医療・介護提供体制の総合的な確保を推進するための

関係法律の整備等に関する法律」が成立し，これにより医療法が改正され，2014 年

10 月から病床機能報告制度が創設され，都道府県が地域医療構想を策定する仕組み

が導入された。

 　病床機能報告制度は，各病院・有床診療所が有している病床の医療機能（高度急性

期，急性期，回復期，慢性期）を，都道府県知事に報告する仕組みであり，各医療機

関は「現状」報告と「今後の方向」の選択，構造設備・人員配置等に関する項目など

を報告する。報告を受けた都道府県は，構想区域（各都道府県内の二次医療圏を原則

とし，現在 339 区域ある）において病床の機能区分ごとの将来の必要量等に基づく「必

要病床数」を算出した地域医療構想を策定する。

 　地域医療構想の狙いは，看護師配置の手厚い高度急性期の病床を他の機能の病床に

転換させ，もしくは過剰と判断された病床開設は認めないなどとして計画的に削減し，

入院患者を病院から在宅医療へ，さらに介護保険施設へと誘導し，医療費を削減する

ことにある。

 　地域医療構想に基づく「必要病床数」を実現した場合，全国で 15 万 6000 もの病床

削減が必要となり，地域に必要な医療機関や診療科の縮小・廃止が起きかねない。地

域医療構想の実現は，各構想区域に設置された「調整会議」で，都道府県と地域の医

療機関の協力の下で進めていくこと原則と説明されているが，法改正により都道府県

知事の権限が強化されており，上からの機能分化が進められる懸念は払拭できていな

い。機械的な病床削減を実施していけば，必要な医療を受けことができない患者が続

出することになり，地域医療は崩壊する（以上につき，伊藤周平「可視化された医療

崩壊－なぜ，かくも脆く？」『世界』2020 年 7 月号）。

(2) 厚生労働省が 424 の公立・公的病院を名指しで再編統合の議論を求めたこと

  厚生労働省は，2019 年 9 月 26 日，「地域医療構想に関するワーキンググループ」

の第 24 回会議の席上で，全国の公立・公的病院の約 4 分の 1 に当たる 424 の病院（公

立 257・公的 167）について「再編統合について特に議論が必要」とする分析をまとめ，

病院名を公表した。これは，2017 年度時点で 1652 の公立・公的病院のうち，人口

100 万人以上の地域に存在する病院などを除いて，「病床機能報告」で高度急性期・

急性期と報告した 1455 の公立・公的病院の中から，「診療実績が特に少ない」「類似
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かつ近接」の二つの基準に該当するとされた病院を名指ししたものであり，「地域医

療構想」の実現を急ぎ，公的医療費抑制を進める政策が招いたものであるとの指摘が

なされている（長友薫輝「公立・公的病院の再編統合と地域医療」）。

５　医療法改正による，消費税を財源とする病床削減の推進５　医療法改正による，消費税を財源とする病床削減の推進

2021 年 5 月 21 日，第 204 回国会において，「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体

制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 49 号）が成立

し，同月 28 日に公布され，順次施行されることとなった。

この法律は，いわゆる「医師の働き方改革」に関する医療法の改正等と併せて，「地域に

おける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」を一部改正して，①都道府県計

画においておおむね定めるものとされている事項として，地域医療構想の達成に向けた医

療機関（地域における病床の機能の分化及び連携を推進するために当該地域における病床

数の変更を伴う取組を行うものに限る。）の運営の支援に関する事業に関する事項を追加す

ること，並びに，②都道府県が，都道府県計画に掲載された事業に要する経費を支弁する

ために基金を設ける場合において，国は①の事業に要する経費に係るものについては，そ

の財源に充てるために必要な資金の全額を負担するものとすることを定めるものである。

この法律案に対しては，参議院本会議において，野党から，「地域医療構想そのものを否

定するわけではないが，まずは 436 リストを撤回するとともに，地域医療構想をゼロベー

スから再検討し，地域医療構想全体の方針を示すことが先ではないか。今行うべきは病床

削減ではない。医療人材の確保や病床の確保など，新型コロナウイルス感染症の影響によ

り経営が苦しい医療機関に対して支援を行うことである」との反対討論や，「本法案に反対

する第一の理由は，新型コロナ感染症の拡大による医療の逼迫が全国に広がる中で，消費

税を財源とした補助金で病床の削減を支援することを法定化することである。地域医療構

想を実現するために，昨年度の補助金によって全国で 2700 床が廃止された。そのうち，現

在深刻な病床不足に陥っている大阪府は 123 床，兵庫県は 79 床である。今年度は，消費税

を財源に 195 億円が計上され，削減される病床数は 10000 床規模に上る。病床を削減すれ

ば，連動して地域で働く医師や看護師の体制後退にもつながる。一般病床が 1 万床削減さ

れれば，医師 1600 人，看護師 5800 人という規模で影響が出る。コロナ危機が明らかにし

たのは，重篤化しても入院できず，高齢者施設や自宅で亡くなる方が相次ぎ，命の選別が

迫られる，余りにも脆弱な医療体制である。その最前線で闘う公立・公的病院を今，病床

削減することなど絶対に許されない。そもそも，地域医療構想が目指す 2025 年の病床必要

量は，新興感染症のパンデミックを想定せず，高度急性期，急性期を中心に約 20 万床も削

減するものである。新興感染症の感染拡大時，一般医療と両立し，命が守れる必要病床数

は一体どれだけなのか，再検証が求められている。病床削減のための補助金は廃止し，そ

の予算はコロナ禍で苦闘する医療機関，医療従事者に回すべきである。436 の公立・公的

病院を名指しして病床削減を求める再編統合リストは撤回するよう強く求める。」との反対

討論がなされている。

６　国民健康保険制度改革６　国民健康保険制度改革

(1) 「国保が抱える構造的課題」
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  国は，「国保が抱える構造的課題」として，①年齢構成が高く，医療費水準が高い，

②所得水準が低い，③保険料負担が重い，④保険料（税）の収納率，⑤一般会計繰入・

繰上充用，⑥財政運営が不安定になるリスクの高い小規模保険者の存在，⑦市町村間

の格差，を指摘している。

(2) 国民健康保険制度改革の内容

  国は，上記構造的課題の対策として，2018 年以降，国民健康保険制度改革を進め

ている。その内容は，第一に，「財政運営の都道府県単位化・都道府県と市町村の役

割分担」として，①都道府県が財政運営の主体となり，安定的な財政運営や効率的な

事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担う，②市町村は，資格管理，保険給

付，保険料率の決定，賦課・徴収，保健事業等，地域におけるきめ細かい事業を引き

続き担う，③都道府県が統一的な方針として国保運営方針を示し，市町村が担う事務

の効率化，標準化，広域化を推進する，④都道府県に財政安定化基金を設置する，と

いうものである。第二に，「財政支援の拡充」として，①財政基盤の強化（毎年約

3400 億円），②低所得者対策の拡充，③保険者努力支援制度の創設，というものである。

(3) 国保制度改革は医療費削減と保険料引上げに帰着し構造的課題を解決・改善しない

 　しかしながら，現在進められている国民健康保険制度改革は，上記構造的課題を解

決ないし改善するものではなく，結局のところ，医療費削減と各市町村における国民

健康保険料（税）の引上げという結果のみに帰着するのではないかという疑問がある。

 　すなわち，厚生労働省は，第 133 回社会保障審議会医療保険部会（2020 年 11 月 12

日）において，国民健康保険改革の「今後の主な課題」について，「『財政運営の都道

府県単位化』の趣旨の深化を図るため，・・・国保運営方針に基づき，以下の取組を

進める。」として，①法定外繰入等の解消（赤字解消計画の策定・状況の見える化等

を通じて，解消に向けた実効性のある取り組みを推進。），②保険料水準の統一に向け

た議論（将来的には都道府県での保険料水準の統一を目指すこととし，地域の実情に

応じて議論を深めることが重要），③医療費適正化の更なる推進（保険者努力支援制

度で予防・健康づくりの拡充されたことも踏まえ，都道府県内全体の医療費適正化に

資する取組を推進）」，の 3 項目を挙げている。

 　しかし，①の「法定外繰入等の解消」は，市町村が，国民健康保険料（税）の引上

げを抑えるため，一般会計から国保特別会計への繰入を行っている努力を否定するも

のであり，結果として保険料の引上げに帰着する恐れがある。②の「都道府県での保

険料水準の統一」についても，①と同様に，法定外繰入その他独自の努力によって保

険料の引上げを抑えている市町村の努力を否定するものであり，結果として保険料の

引上げに帰着する恐れがある。また，③の「保険者努力支援制度」を通じた医療費適

正化の推進については，保険者（都道府県・市町村）における予防・健康づくり，医

療費適正化等の取組状況に応じて交付金を交付するという制度の趣旨に反し，「市町

村指標及び都道府県指標において，赤字解消計画の策定状況に加え，法定外繰入等の

有無や赤字解消計画の進捗状況についても評価」し，「法定外繰入の解消等について，

指標の新設（市町村指標）や配点割合の引き上げ（都道府県指標）を行うとともに，

策定状況，進捗状況等によっては点数のマイナス評価を導入」し，法定外繰入や赤字

解消の進捗が思わしくない保険者（都道府県・市町村）にマイナス評価を行い，交付
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金を減額するというものであり，結局，①と同様に，法定外繰入その他独自の努力に

よって保険料の引上げを抑えている市町村の努力を否定するものである。

図表 15

第３　介護第３　介護

１　介護保険制度の推移１　介護保険制度の推移

(1) はじめに

  本来，高齢や病気や障害があっても，住み慣れた地域で暮らしを続けることは誰に

でも保障されるべき権利であり（2005 年 11 月 11 日付け日弁連「高齢者・障がいの

ある人の地域で暮らす権利の確立された地域社会の実現を求める決議」），そのために

必要な介護を受ける権利は人権として保障されなければならない。しかしながら，導

入から 20 年を経た介護保険制度は，低賃金や過重労働等の労働条件悪化を背景とす

る介護労働者の不足や，特別養護老人ホーム等の介護施設の不足が顕著であり，介護

を利用できない「介護難民」の増加が問題となるなど，高齢化がますます進む地域に

おいては，高齢者が安心して住み続けることが困難になりつつある。

  介護保険の導入に伴い，介護サービス利用の仕組みは，自治体が現物給付の責任を

負う高齢者福祉措置制度から，現金給付，利用者の直接契約方式へと変わり，利用者

負担は応能負担から応益負担へ，財政方式は税方式から社会保険方式へと転換され，

直接的な福祉サービス提供の責任主体という意味での市町村の役割が大きく変容した。

介護の社会化を理念に，個人による自由な選択が可能とされ，多様な事業主体が参入

したが，個人の契約責任も導入された。超高齢社会の進行において介護サービス利用

者は 2018 年度には，要介護認定者数は約 660 万人，利用者数は約 494 万人である。

認定数は制度発足時の倍以上となっているが，2018 年度には認定を受けたが利用を
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していない者の割合が，前年までの 17% 前後から，25% に急上昇している。

  保険料と給付が連動する介護保険制度の下では利用の増大と介護職員の待遇を改善

するための事業者に支払われる介護報酬の引上げによって，介護費用が増大し，保険

料の引上げにつながってきた。市町村等が定める所得階層別定額保険料を基本とする

ため，逆進性が強く，月額 1 万 5000 円以上・年額 18 万円以上の年金受給者からは住

民税非課税世帯でも天引で徴収する特別徴収の仕組みにより 99% の徴収率となってい

るが，保険料の引上げを抑制するために，給付の抑制が進められ，さらに，利用者負

担の増加もあわせて進められてきた。

(2) 介護保険法の「改正」の経緯

 　介護保険制度は，度重なる「改正」が行われてきた。2005 年改正で要支援制度が

設けられて予防給付が導入され，2014 年に成立した医療介護総合確保法によって，

要支援者の訪問介護・通所介護を保険給付から市町村の地域支援事業に移行させ，特

別養護老人ホームへの入所要件を要介護 3 以上に限定し，一定の所得がある者の利用

料の負担割合を 1 割から 2 割に引き上げた。

  さらに，2017 年に成立した地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の

一部を改正する法律によって，現役並みの所得がある者の負担を 3 割に引き上げた。

  3 年ごとに見直される介護報酬も，引下げの連続であった。

(3) 介護保険の給付の実態と市町村の状況

 　介護保険制度の下では，介護サービスの供給は契約に基づき事業者が行うので，市

町村は保険者として保険料の徴収と介護認定を行う。介護事業所の整備等についての

公的責任が後退することになる。

 　市町村単位の社会保険として，65 歳以上の住民全員を強制・自動的に加入させ（1

号被保険者），介護保険料を徴収し，他の歳入と合わせて介護保険事業特別会計で一

元的に財政運営し，3 年間ごとの見通しで介護サービス提供体制整備と需要調整をは

かる介護保険事業計画を作成することが市町村の役割となっている。

 　個々の高齢者への支援はケアマネジャーなどに委ね，基盤整備や事業者指導・調整

等の介護保険事業の円滑運営に専念する役割となっている。介護サービスの提供主体

から費用の供給主体の役割となり，財政主体の役割を負うことで介護サービス給付を

高齢者の介護による生活の維持ではなく保険財政の視点で管理・調整する役割となっ

た。

 　介護保険では公費の負担は 50%（国 25%，都道府県 12.5%，市町村 12.5%）で，残り

50% を介護保険料として 40 歳以上の国民に負担させている。国の負担分のうち，総

給付費の 5% 相当額を調整交付金として市町村の財政力格差の調整に充てるとされて

いる。

  介護給付費は約 11.5 兆円と見積もられているが，超高齢社会で増え続ける介護費

用の公費負担を保険料によって肩代わりさせている。介護保険料負担は全国の第 1 号

被保険者数と第 2 号被保険者数の人口割合で 3 年ごとに按分割合を決めることになっ

ており，第 7 期（2018 年度～ 2020 年度）は 65 歳以上の高齢者の負担割合は 23%，40

歳以上 65 歳未満は 27% となっている。1 号被保険者の保険料は市町村が介護保険事

業計画期間の 3 年間の収支状況を勘案して，3 年を通じて財政の均衡を保つことがで
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きる保険料額を決める（介護保険法 129 条 3 項）。基本的には高齢者の生活や負担能

力を考慮せずに，高齢化の進行により介護サービスの利用料が増えるとそれに比例し

て上昇することになる。

  厚生労働省の集計によると，2021 ～ 2023 年度に 65 歳以上の高齢者が支払う介護保

険料は全国平均で月額 6014 円となった。介護保険制度が始まった 2000 ～ 2002 年度

の全国平均は 2911 円だったので，倍増している。

  介護保険料の見直しは，全国 1571 の自治体とその広域連合が行っており，今回の

改定では，全体の 48.6% が引上げ，36.2% が据置きとなっており，引き下げたのはわ

ずか 15.2% であった。各自治体で改定しているため，その料金には差が生じており，

高い順では東京都青ヶ島村が月 9800 円，秋田県五城目町 8300 円，福島県葛尾村 8200

円と続き，一方，低い順では北海道音威子府村と群馬県草津町が 3300 円，東京都小

笠原村が 3374 円と，その金額には大きな開きがあり，最大で 6500 円にも及び，年間

で 78000 円にもなる。前述のとおり年金からの特別徴収によって 99% の徴収率を確保

している。

  2014 年改正によって，要支援の一部が地域支援事業に移行した。この改正は，市

町村が実情に応じた多様な事業を行えるとされ，実施主体は，ＮＰＯやボランティア

等も想定されている。しかし，市町村事業になったことで，地域の介護事業者や社会

資源の体制に左右され，国が保険事業として保障する対象から外された。これは，軽

度者の介護予防・生活支援を要支援者の自助努力を促し，保険給付から住民の「互助」

に置き換えていこうとするものである。生活援助等を有資格者のヘルパーではなく，

わずかな研修時間のみのボランティアに置き換えていくなど，介護の専門性を軽視す

ることにもつながりかねない。もっとも，大多数の市町村は従来のサービスを存続さ

せ，サービスＡ（基準緩和型）を実施している市町村は訪問型・通所型でも 50% 程度

であり，サービスＢ（住民主体型）の実施市町村は 15% 程度にしか至っていない。

  入所施設や通所施設については，市町村の介護保険事業計画に基づく総量規制が導

入されているために，この限度でしか新設は困難となっている。特別養護老人ホーム

が要介護 3 以上しか利用できなくなったために，実際に入所を希望する人ではなく，

総量の範囲でしか整備がなされていない。要介護 1，2 は待機者にもカウントされな

くなった。

  2021 年 8 月から特別養護老人ホームなどに入所する低所得の高齢者の食費・居住

費を減額する補足給付制度の収入・資産要件の金額が引き下げられ，利用料の月額負

担が増加し，施設を出なくてはならない人が出ることも懸念されている。

  国は，同年 10 月から，市町村が訪問介護のうち生活援助の利用が多いケアプラン

を地域ケア会議等で検証して，不適切な場合に是正を促す対象を拡大し，居宅介護事

業所ごとに判断する見直しを予定しており，必要なサービスの利用制限につながるこ

とが懸念されている。

(4) 介護労働者の状況・不足と介護事業所の倒産

 　介護労働者の賃金は介護報酬に規定されるために，全産業平均の所定内平均賃金の

33 万 3700 円よりも 10 万円も低い 22 万 8300 円（2016 年・厚生労働省賃金構造基本

統計調査）にしかならない。2017 年には介護職員の給与を月平均 1 万円引き上げる
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処遇改善加算を新設する報酬改定が行われたが，実態調査では基本給の増額は月額

3000 円にも満たなかった。基本介護報酬が削減されているために，介護労働者の基

本給引上げに回っていない。

  さらに，ホームヘルパーは，実際にサービス提供に従事した時間しか賃金支払いの

対象とならず，待機時間や突然のキャンセルに対しては賃金が払われない事業所も多

数ある中で，度重なる訪問介護の介護報酬の改定によって，1 回当たりの生活援助や

身体介護の時間数の減少等が行われ，利用者の残存能力を生かした介護が実現できな

いとともに，ヘルパー等の収入をさらに減少させることになっている。

  低労働条件の中で介護現場は深刻な人手不足となっている。介護職員の離職率は

16 ないし 17% 程度であるが，勤務年数 1 年未満の者が 38%，1 年以上 3 年未満の者が

26.2% と 6 割が 3 年以内に離職し，採用しても定着して経験を積む前に離職している。

  このため特別養護老人ホームでは月 6 ないし 7 回の夜勤をこなしたり，人材派遣に

よる介護も常態化したりしている。ホームヘルパーの不足は顕著であり，60 歳以上

が多くを占めており，2019 年の有効求人倍率は 15.3 倍（第 189 回社会保障審議会介

護給付費分科会資料）と，全産業の 10 倍以上となっている。介護福祉士の受験者数

も減少している。訪問介護員の人手不足の事業所の割合は 80% を超えている。

  介護報酬の切下げにより，介護事業所の経営も困難を来しており，2019 年の「老

人福祉・介護事業」倒産は 111 件で，コロナ禍の 2020 年には，118 件に達した。「訪

問介護事業」が 56 件（構成比 47.4%）と半数近くを占め，深刻なヘルパー不足が影

響している。次いで，デイサービスなどの「通所・短期入所介護事業」の 38 件（同

32.2%）で，前年から 18.7% 増加している。大手企業との利用者の獲得競争が激しい

ことも中小事業所の倒産増加の一因にもなっている。

  2020 年に休廃業・解散した件数も，455 件で前年に比べ 15.1% も増加し過去最多と

なった。コロナ禍で先行きの見通しが立たないことに加え，経営者の高齢化や事業を

継続していくモチベーションの低下などが影響したものとみられている。結局，2020

年に老人福祉・介護事業の市場から撤退した事業者の数は倒産と休廃業・解散を合わ

せて 573 件にも及んでいる。

  権利としての介護を保障するための専門性・継続性の維持された介護労働者や事業

所の存立自体が保障されていない状況にある。

第４　障害第４　障害

１　障害者が地域で生活を行うことに支障があること１　障害者が地域で生活を行うことに支障があること

(1) 障害者には自らの希望する地域で生活する権利があること

  誰もが，自らの希望する場所に置いて生活を営む権利を有する。既に憲法 22 条 1

項において居住移転の自由が市民一般に保障されているところであるが，障害者に

とっては，こうした当然のことが保障されていなかった。

  1980 年頃まで，在宅生活における福祉施策が不十分な時期という時代背景もあって，

家族介護の負担を軽減するものとして全国的に大規模な施設が作られ，施設処遇中心

の保護的な施策が障害者福祉の中心的課題とされてきた。また，精神障害者は，施設
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ではなく，精神科病院における入院が施策の中心となってきた。このように，障害者

は，山間部など地域一般社会と隔絶された場所で，治療と訓練を中心とした保護的環

境の下での生活を余儀なくされていた。

  しかしながら，障害者にも憲法 22 条 1 項の保障が及ぶことは当然であり，1980 年

代以降，徐々に，自らの住みたい地域で生活する地域で，自らの希望する形で生活す

ることが意識され，政策にも反映されるようになった。

  国連総会で 2006 年に採択され，2014 年に日本が批准した，障害者の権利に関する

条約は，その 19 条において，以下のように，障害者が自らの希望する地域において

生活を営む権利を有することを明言している。さらに，同条 (b) においては，在宅生

活において必要となる福祉サービスを，障害者が利用する機会を得られなければなら

ないとされている。すなわち，抽象的に地域で暮らすことだけを保障しても，実際の

福祉サービスが保障されなければ，地域生活が絵に描いた餅になってしまうのである。

 19 条　自立した生活及び地域社会への包容

  この条約の締約国は，全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会

で生活する平等の権利を有することを認めるものとし，障害者が，この権利を完全に

享受し，並びに地域社会に完全に包容され，及び参加することを容易にするための効

果的かつ適当な措置をとる。この措置には，次のことを確保することによるものを含

む。

（a） 障害者が，他の者との平等を基礎として，居住地を選択し，及びどこで誰と生

活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わ

ないこと。

（b） 地域社会における生活及び地域社会への包容を支援し，並びに地域社会からの

孤立及び隔離を防止するために必要な在宅サービス，居住サービスその他の地域社

会支援サービス（個別の支援を含む。）を障害者が利用する機会を有すること。

（c） 一般住民向けの地域社会サービス及び施設が，障害者にとって他の者との平等

を基礎として利用可能であり，かつ，障害者のニーズに対応していること。

  以上につき，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下

「障害者総合支援法」という。）2 条においても，「市町村等の責務」として，「障害

者が自ら選択した場所に居住し，又は障害者若しくは障害児が自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう，当該市町村の区域における障害者等の生活の実態

を把握した上で，公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する

機関，教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ，必要な自立支援給付及

び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと」（同条 1 号。条文内の括弧は省

略した）と規定されている。同法は，2006 年に施行された障害者自立支援法を改正

する形で 2012 年に成立した法律であるところ，障害者自立支援法の時点から同様の

条文が置かれている。

  このように，現在では，障害者が自らの希望する地域で，自ら選択した形で生活す

る権利があることは国の施策の前提となっている。ところが，具体的にどのように実
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現するかという点については，以下のように課題が多いのが現状である。

(2) 地域における福祉サービスの提供に課題があること

  障害福祉サービス提供の根拠法は，障害者総合支援法である。同法は，地方自治体

がサービス給付の責任を負う措置制度ではなく，利用者がサービス事業者と利用契約

を締結し，その利用料を市町村が負担する，いわゆる契約制度を採用している。

  こうした制度を採用していることに起因して，複数の課題が浮かび上がる。

①　障害福祉サービスの費用負担

  障害福祉サービスの費用は，一部が利用者負担，残りが公費負担となっている。

利用者負担の基準については大きく議論があり，従前の応能負担に代えて応益負担

を採用した障害者自立支援法に対しては違憲訴訟も提起され，その後の法改正など

によって，実質的に応能負担に近似した制度設計となっている。公費については，

いったん市町村が支払った上で，サービスの種類ごとに一定の比率で国庫負担が行

われている。

  つまり，障害福祉サービスにかかる公費は，市町村の財政負担を前提に，他方で，

国庫負担基準額を超過すれば地方自治体の単費負担になるという仕組みとなってい

る。そのため，財政力の弱い力の弱い地方自治体に，支給量（自立支援給付費）を

国庫負担基準額以内に抑えようとするインセンティブを与えてしまい，財政力に起

因する支給量の格差を引き起こしてしまった（2011 年 8 月 30 日付け障害者制度改

革推進会議総合福祉部会「障害者総合福祉方の骨格に関する総合福祉部会の提言」

参照）。国庫負担基準を超える市町村の負担については，減免措置などによって一

定程度緩和されているものの，減免制度には条件もあり，全ての市町村の負担がな

くなるわけでもない。こうしたことから，例えば自治体のホームヘルプ事業の供給

量の決定には自治体の財政力も影響している，という研究結果も報告されている。

  例えば，障害の程度が重い障害者が重度訪問介護を 24 時間活用して在宅生活を

営むため，支給申請を行ったところ，自治体が独自に定めた支給基準（国庫負担基

準と同内容）に従って，不十分な支給量しか決定を行わず，在宅生活が営めない，

という事態が頻繁に生じている。

  以上のとおり，現状の障害福祉サービスの公費負担につき，国の市町村に対する

財源確保策が不十分であるため，市町村が独自の財政負担を強いられ，その結果，

財政力が弱い地方自治体が国庫負担基準を超える支給決定を出しにくい，という構

造があることになる。

②　事業所の地域偏在

  現在の障害福祉サービスは，上記のとおり，利用者自身が，事業者とサービス利

用契約を締結するというシステムを採用している。

  障害者が自らの住居で生活する場合には，居宅介護や重度訪問介護など，ヘルパー

を利用して在宅で生活し，グループホームで生活する場合には，共同生活援助といっ

た障害福祉サービスを利用して生活することが想定される。

  いずれにせよ，そうした障害福祉サービスを取り扱う事業所が存在しなければ，

障害者がいくら希望しても，その地域では実際上生活ができない。仮に事業所が存

在したとしても，そこで働くヘルパーや職員が確保できなければ，サービスを受け
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られないこととなってしまう。

  事業所の地域偏在があることは，上記骨格提言でも報告されており，大きな課題

となっている。

③　事業者の報酬基準に課題があること

  障害福祉サービスの費用，すなわち事業者に支払われる報酬については，その算

定方式に様々な課題があり，また，単価も低すぎるため，事業所を維持し，ヘルパー

などの雇用を守ることができないとして，度々問題となっている。この問題は，上

記②記載の事業所の地域偏在の問題と密接に関連している。

(3) 日中活動の健康で文化的な生活を営むに足りる事業所の重要性

  障害者が地域において健康で文化的な生活を営むためには，住まいの確保や介護体

制の整備だけではなく，日中活動の場が確保されなければならない。

  例えば，就労の場であれば，一般就労だけではなく，障害者総合支援法に規定され

る就労継続支援Ａ型・Ｂ型や就労移行支援などを利用することが想定されるが，そう

した事業所を運営する事業所が前提となる。これは，生活介護を利用する場合でも同

様である。

  このように，事業所が存在しなければ，日中活動が不十分なものとなってしまうと

ころ，現状では，上記 (2) 記載のとおり，ヘルパー事業所やグループホームといった，

暮らしを支えるサービスだけではなく，日中活動に関する社会資源も不十分な状況で

ある。

第５　子ども・子育て（教育・保育）第５　子ども・子育て（教育・保育）

１　過重な教育費負担１　過重な教育費負担

2010 年度以降，高等学校等の授業料の全部又は一部を不徴収とする高等学校等就学支援

金制度や教科書・教材費等を支援する高校生等奨学給付金制度が順次導入・拡大され，国

は「高校授業料実質無償化」を殊更に強調する。

しかし，これら制度はいずれも保護者等の所得制限や支給限度額が設けられているなど，

看板に偽りありと言わざるを得ず，完全な無償化には至っていない。

また例えば，教育関連の支出の中で大きな割合を占める給食費について見るに ,1 年間の

給食費は，公立幼稚園で 1 万 9014 円，公立小学校で 4 万 3728 円，公立中学校で 4 万 2945

円となっており , 各家庭に重い負担としてのしかかっている。給食費を公費支給する制度

としては公立学校における就学援助制度があるが，実施状況に関する文部科学省調査調査

によれば，最も率の高い高知県（25.75%）と率の低い山形県（6.83%）では 4 倍もの格差が

あり（令和元年度，被災児童生徒除く），地域格差は著しい（詳しくは 4(3) 参照）。

文部科学省が 2017 年に初めて学校給食費の無償化の実施状況を調査したところ，全国

1740 自治体のうち小学校・中学校とも学校給食の無償化を実施しているのは僅か 76 自治

体（なお，小学校のみ無償化を実施する自治体は 4，中学校のみ実施する自治体は 2），一

部無償化・一部補助を実施するところも 424 自治体にとどまっている。また，小中学校と

も無償化を実施する自治体の大半（71 自治体）が町村で，人口 1 万人未満の自治体が 56 自

治体（73.7%）を占め，対象児童数は 4 万 1254 人（全国の小学校の在籍者数（634 万 7066
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人）の 0.6%，対象生徒数は 2 万 1943 人（全国の中学校の在籍者数（308 万 2328 人）の

0.7%）である。

このように，現在の給食費無償化は人口の少ない地域で生徒児童数も少ない学校におい

て，当該自治体の判断で細々と行われている実態にあり，国による財政支援は生活保護制

度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助以外には全く行われていない現

状にある（質問主意書に対する 2020 年 2 月 18 日政府答弁）。

さらに，そもそも完全給食を実施している学校自体も，小学校では 1 万 9635 校中 1 万

9350 校（98.5%）だが , 中学校になると 1 万 151 校中 8791 校（86.6%）まで低下する。公立

中学校における都道府県別完全給食の実施状況を見るに,福島県及び千葉県は100%である

一方で神奈川県は 44.5% にとどまるなど , 大きな地域格差が生じている現状にある。完全

給食が実施されない学校では，就学援助の対象如何に関わらず昼食の準備は各家庭に委ね

られる部分が多く，十分な食事が用意されない子どもが生じることを防ぎきれない。

２　保育料の負担について２　保育料の負担について

2019 年 10 月 1 日から，幼稚園，保育所，認定こども園などを利用する 3 歳から 5 歳児

クラスの子どもたち及び住民税非課税世帯の 0 歳から 2 歳児クラスの子どもたちの利用料

が無料になり，国はこれを「幼児教育・保育の無償化」と強調する。

しかし，現行制度は 0 歳から 2 歳児について無償化とはほど遠い実情にあるうえ，預か

り保育や認可外保育施設等については上限が設けられるなど，これも看板に偽りありと言

わざるを得ない。

３　未成年者医療費３　未成年者医療費

厚労省が発表した 2019 年度乳幼児等に係る医療費の援助についての調査によると，47都

道府県のうち半数以上の 25 都道府県が通院については就学前まで援助している。また，入

院については，20 都道府県が就学前までしか援助していないが，14 都道府県が 15 歳年度

末まで援助している。そして，通院については 18 都道府県が，入院については 19 都道府

県が所得制限なしに援助している。また，通院については 10 都道府県が，入院については

12 都道府県が自己負担なしと回答している。市区町村における実施状況を見てみると，通

院について実施している 1741 市区町村のうち 53% に当たる 923 市区町村が 15 歳年度末ま

で，38% に当たる 659 市区町村が 18 歳年度末まで援助している。入院については，56% に

当たる 968 市区町村が 15 歳年度末まで，41% に当たる 715 市区町村が 18 歳年度末まで援

助している。通院・入院とも 86% にあたる市区町村が所得制限なしで援助していると回答

している。通院については 64% が自己負担なしと回答し，入院については 69% が自己負担

なしと回答している。

このような地域における医療費援助の範囲や所得制限の有無等を含めた内容の違いは，

地域格差そのものである。

４　家族給付４　家族給付

(1) はじめに

  子育て世帯への家族給付については，我が国では，子育ては一義的には保護者の責
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任であるとする考えをもとに政策立案がなされていることから，必ずしも十分とは言

えないものとなっている。代表的な家族給付である児童手当の他には，先述の就学援

助や就学支援金といった限定的な制度しか設けられておらず，家族そのものへの給付

という観点からの給付に乏しい実情にある。

(2) 児童手当

  児童手当については，まず 2010 年度に導入された子ども手当で，所得制限なく中

学卒業までの子ども 1 人当たり月額 1 万 3000 円が支給された。その後，2011 年度から，

子ども手当の額は，3 歳未満の子ども 1 人当たり月額 1 万 5000 円，3 歳以上小学校修

了前の子ども 1 人当たり原則として月額 1 万円（ただし第 3 子以後は 1 万 5000 円），

小学校修了後中学校修了前の子ども 1 人当たり月額 1 万円が支給されるようになった。

  しかし，2012 年 3 月 31 日に児童手当法が改正され，上記の子ども手当と同じ金額

が支給されるが，2012 年 6 月分からは所得制限が設けられるようになった。そのため，

当面の間，所得制限世帯には子ども 1 人当たり月額 5000 円が特例給付として支給さ

れた。もっとも，この特例給付も縮小される方向で見直されている。

  各自治体において，独自に各種手当を支給しているところもあるが，その内容は各

自治体に委ねられていることから，住む地域により支給の有無や内容が異なるという

不均衡がある。

(3) 就学援助

  就学援助は，市区町村が，給食費，副教材費，制服代，修学旅行代，卒業アルバム

代などを支給するものである。対象は，生活保護法の定める要保護者と市町村教育委

員会が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者である。前者は生活保護制度

の教育扶助の対象にならない修学旅行費などを支給するもので，国庫補助率が 2 分の

1 だが，後者については，2005 年度以降，国庫補助が廃止，一般財源化され，市町村

が単独で実施している。

  そのため，就学援助の適用基準は，市区町村で異なる。収入要件や所得要件は各自

治体によって様々であり，生活保護基準の 1.0 ～ 1.5 倍などの基準を設けている自治

体も多い。就学援助の支給項目と支給金額も自治体によって異なる。

  就学援助において自治体間に格差が生ずる背景については財源の問題もあると考え

られ，就学援助制度の運用と内容は，自治体の財政とやる気に委ねられているのが現

状であり，そのため，同じ小中学生であっても，住む地域により，受けられる支援が

異なるという結果を招いている。

５　保育施設の統廃合５　保育施設の統廃合

待機児童（保育の必要性の認定がされ，特定教育・保育施設（認定こども園の幼稚園機

能部分及び幼稚園を除く ) 又は特定地域型保育事業の利用の申込がされているが，利用し

ていないもの）は 2017 年以降すべての地域で減少傾向にあるが，人口減少率の高い地域ほ

ど保育を利用する児童数も減少する傾向が顕著である。

このため地域によっては利用定員を充足しない施設運営を余儀なくされる現状にあり ,

このことも一因となって各地で保育施設の統廃合が相次いでいる。2015 年度から 2020 年

度までの間で，全国で 734 の認可保育所，556 の幼稚園，247 の認可外保育施設が統廃合さ
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れている。有限責任監査法人トーマツ「人口減少地域等における保育に関するニーズや事

業継続に向けた取組事例に関する調査研究報告書」には，一般財源での公立保育所の事業

継続が難しいとして公立保育所の廃止・民営化に踏み切った自治体（北海道湧別町）や定

員割れが続く中，公立保育所の統廃合こそ見送ったものの正職員採用を止め任期付き短時

間職員のみの採用で運営を続ける自治体（山梨県身延町），私立園の近くにあった公立保育

所及びへき地保育所 2 か所を廃止した自治体（石川県穴水町）など，とりわけ人口減少地

域における保育運営の難しさが示されている。

2016 年から 2020 年までにかけて全国の保育施設は 3万 1206 施設から 4万 3755 施設へと

1 万 2549 施設増加しているものの , 増加分の多くを占めるのが，企業主導型保育事業（0

施設→ 3286 施設）, 幼稚園における一時預かり事業（2598 施設→ 5365 施設）, 幼保連携型

認定こども園（2790 施設→ 5702 施設）等の一部類型にとどまり , 保育事業の中核を占め

る認可保育所は 2 万 2973 施設から 2 万 2704 施設へと 269 施設減少している（同報告書 30

～ 31 頁）。

このように，保育需要を充足するための保育施設についても統廃合や公立保育所の廃止

等によって，地域格差が拡大している状況にある。

６　学校の統廃合について６　学校の統廃合について

児童数の減少を背景とする公立小・中・高等学校の統廃合等が相次いでいる。文部科学

省「学校基本統計」によれば，1989 年度からの 30 年間で，公立小学校は 5017 校減少し 1

万 9591 校，公立中学校は 1157 校減少し 9421 校と，いずれも「平成の大合併」と同様の

ペースで減り続けている。この間公立高校は 626 校減少し 3574 校となっている。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの「高校存続・統廃合が市町村に及ぼす影響の

一考察～市町村の人口動態からみた高校存続・統廃合のインパクト」（2019 年 11 月 22 日）

によると，以下のとおりである。1990 年当時に，1 市町村に 1 つの公立高校が存在してい

た 1,197 市町村のうち，2019 年までに 245 市町村で公立高校が消滅しており，約 30 年間で，

1 市町村に 1 つの公立高校が存在していた市町村の約 2 割において公立高校が消滅してい

る。総人口に対する 15-17 歳人口の比率は，高校統廃合が進んだ後（15 年後）の 2015 年

時点では，0.2 ～ 0.5 ポイントの差が生まれており，その較差は年々拡大する傾向にある。

また，文部科学省が 2018 年に行った廃校施設活用状況実態調査によれば，2002 年から

2017 年度の 15 年間で廃校された公立学校（小学校・中学校・高校）7583 校を都道府県別

にみると，最多が北海道の 760 校で，2 位の東京の 303 校の倍以上の統廃合が行われてい

る。必ずしも人口減少地域に限られないものの，児童生徒数の減少や施設老朽化など様々

な理由によって，各地で次々と学校が減っている。なお，上記 7583 校のうち施設が残って

いるのは 5943 校であるが，そのうち 70.6% の 4198 校しか活用されておらず，1260 校（残

存校の 21.1%）が活用の用途が未定である。

活用の例としては，屋内運動場を含めた学校や社会体育施設が多く，そのほか社会教育

施設・文化施設や福祉施設などに利用されているが，しかしそもそも，地域に学校がある

ことは単なる学びの場であるだけにとどまらず，地域コミュニティの基礎となる場であり，

地域文化を維持発展する拠点といわなければならない。

公立学校が次々統廃合され「母校」や「通うべき学校」がなくなると，子育て世帯は当
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該地域への定着が困難である。また，教職員や関連業者を含めた地域経済が学校の存在に

よって維持されていることも言うまでもない。

なお，2000 年の国勢調査で人口が 2000 人以下の町村のうち，同年以降，市町村合併に

より消滅した町村の小学校の閉校の有無をインターネット検索した上で，合併後の市町村

の学校設置条例で当該小学校の設置の有無を確認し，不明な場合は合併後の市町村の教育

委員会に電話で確認をし，まとめたものが図表 16 である。このように，合併町村 113 町村

のうち少なくとも 19 町村で小学校が消滅し，1 村で休校となっていたことが判明した。

同時に，2000 年の国勢調査で人口が 2000 人以下の町村のうち合併していない町村の小

学校の存在も，学校設置条例や小学校ホームページ等を一つ一つ確認したところ，人口が

2000 人以下の町村でも，非合併町村では小学校は存在していることが判明した。

　図表 16

第６ 若者

１ 現状

若者は，日本社会をこれから担っていくものであり，社会にとって重要な存在である。

しかし，現在の日本では，若者が生きづらさを感じている。若者の生きづらさの主な要因

は「自己責任」という考え方である。すなわち，高等教育や住宅は個々人が働いて得たお

金で買うものであり，また，お金がなければ子どもを産み育てることもできないのは当然

であって，そのために人は競争し，競争に敗れた人が格差を甘受しなければならないのは

自己責任であってやむを得ない，という考え方である。そのため，若者に対する社会保障

等の公的支援制度は脆弱である。

２ 学費・奨学金

合併前の町村名
合併後の町村名
（合併年月日）

小学校 閉校・休校日 備考

1 群馬県中里村
神流町
（2003（平成15）年4月）

中里小学校 2004（平成16）年3月31日閉校 万場小学校に統合

2 埼玉県大滝村
秩父市
（2005(平成17）年4月）

大滝小学校 2014（平成26）年3月31日閉校 荒川西小学校に統合

3 富山県平村
南砺市
（2004(平成16)年11月）

平小学校 2014（平成26）年3月31日閉校
平小学校および上平小学校を統合
して上平小学校になった

4 石川県吉野谷村
白山市
（2005(平成17)年2月）

吉野谷小学校 2008（平成20）年3月閉校
吉野谷小学校および尾口小学校は
統合して白嶺小学校になった

5 山梨県三富村
山梨市
(2005(平成17）年3月）

三富小学校 2016（平成28）年3月閉校 4校統合して笛川小学校になった

6 山梨県上九一色村
一部甲府市
（2006（平成18）年3月）

上九一色小学校 2008（平成20）年3月閉校

中道南小学校に統合
なお、上九一色村は甲府市と富士
河口湖町とに分村となった。
富士河口湖町の管轄となった精進
小学校は平成23年に勝山小学校に
統合されたが、富士豊茂小学校は
存在する。

7 岐阜県久瀬村
揖斐川町
（2005(平成17)年1月）

久瀬小学校 2014（平成26）年3月31日閉校 北方小学校に統合

8 岐阜県藤橋村
揖斐川町
（2005(平成17)年1月）

藤橋小学校 2007（平成19）年3月31日閉校 北方小学校に統合

9 岐阜県高根村
高山市
（2005(平成17)年2月）

高根小学校 2007（平成19）年3月31日閉校 朝日小学校に統合

10 静岡県龍山村
浜松市
（2005(平成17)年7月）

龍山第一小学校 2014（平成26）年3月31日閉校 横山小学校に統合

11 愛知県富山村
豊根村
（2005(平成17)年11月）

富山小学校 2015（平成27）年3月閉校 豊根小学校に統合

12 三重県大内山村
大紀町
（2005（平成17）年2月）

大内山小学校 2009（平成21）年3月閉校 大紀小学校に統合

13 奈良県大塔村
五條市
（2005(平成17)年9月）

大塔小学校 2018（平成30）年3月31日閉校
西吉野小学校に併設
（但し、平成23年9月の台風被害で
校舎が使えなくなったため）

14 島根県布施村
隠岐の島町
（2004(平成17)年10月）

布施小学校 2010（平成22）年閉校
中村小学校と統合され北小学校に
なった

15 岡山県阿波村
津山市
(2005(平成17)年2月）

阿波小学校 2014（平成26）年3月閉校 加茂小学校に統合

16 徳島県木沢村
那賀町
(2005(平成17)年3月）

木沢小学校 2014（平成26）年3月閉校 相生小学校に統合

中枝小学校
2007(平成19)年4月1日休校
2018(平成30)年4月1日閉校

種野小学校 2018(平成30)年3月31日閉校
４校が統合し2018年4月高越小学
校開校

18 徳島県一宇村
つるぎ町
(2005(平成17）年3月）

古見小学校 2015（平成27）年4月1日閉校 貞光小学校に統合

19 愛媛県関前村
今治市
(2005(平成17)年1月

岡村小学校 2019年3月（平成31年度）休校

20 大分県上津江村
日田市
（2005(平成17)年3月）

上津江小学校 2012（平成24）年３月閉校
上津江小学校と中津江小学校が統
合して津江小学校になった

徳島県美郷村
吉野川市
（2004(平成16）年10月）

17
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第６　若者第６　若者

１　現状１　現状

若者は，日本社会をこれから担っていくものであり，社会にとって重要な存在である。し

かし，現在の日本では，若者が生きづらさを感じている。若者の生きづらさの主な要因は

「自己責任」という考え方である。すなわち，高等教育や住宅は個々人が働いて得たお金

で買うものであり，また，お金がなければ子どもを産み育てることもできないのは当然で

あって，そのために人は競争し，競争に敗れた人が格差を甘受しなければならないのは自

己責任であってやむを得ない，という考え方である。そのため，若者に対する社会保障等

の公的支援制度は脆弱である。

２　学費・奨学金２　学費・奨学金

(1) 学費の上昇と家庭・学生の負担

  国立大学の年間授業料は，受益者負担主義を背景として国立大学に対する運営費交

付金は減少したため，授業料の上昇傾向が続き，2005 年以降は 53 万 5800 円にまで達

している。国立大学の年間授業料は，1975 年以降の 30 年間で 14 倍以上も高騰して

いる。現在，我が国は，世界で最も大学の授業料が高額な国の一つに数えられている。

  前述したように，2020 年度から高等教育の就学支援新制度が導入され，大学の学

費の一部実質無償化が図られた。しかし，同制度では，授業料等減免の対象が住民税

非課税世帯とされ対象が極めて限定的であること，制度適用継続のためには成績要件

が課されており安定性に欠けること，国又は自治体による要件確認を受けた大学等の

みが対象となることなど，不十分な点も多く，学費高騰化に対する根本的な解決には

至っていない。

  このような学費の高騰化の一方で，学生への経済的支援の脆弱性のため，相当数の

若者が，経済的苦境の中で高等教育機関へ通学し又は進学自体を諦めざるを得ない状

況に置かれている。

  また大学に入学した多くの学生が親の経済力を前提にして学生生活を送っているが，

親の所得が減少していることから，学生への仕送り額も減少し続けており，アルバイ

トに多くの時間を割かざるを得ず，勉学に支障を来している学生も少なくない。さら

に，昨今のコロナ禍でアルバイトも十分にできず生活に困窮する学生も見られる。

  このような現状に照らしても，出身家庭の経済力に左右されず，誰もが高等教育を

受ける機会を保障するためには，充実した経済的支援が不可欠な状況にある。

(2) 奨学金制度

  この点，我が国の公的奨学金制度は，独立行政法人日本学生支援機構法によって機

構の運営する貸与型奨学金を原則としている。上記高等教育の就学支援新制度により，

給付型奨学金も創設されたが，同制度は既述のとおり不十分なものにとどまっている。

貸与型奨学金は，原則として全額返済義務を課される教育ローンであるから，高等教

育に関わる費用は学生の自己負担とすることを前提としている。奨学金が貸与型であ

る以上，利用者は，卒業後に返済困難に陥る危険を意識せざるを得ない。特に，貸与

奨学金は，その性質上，学生の将来の返済能力を審査することなく，むしろ，現在の
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経済力が乏しい者を対象にするものであるから，返済困難に陥る危険は，一般の金融

機関等からの借入れよりも大きい。そのため，学生は，進学の際に，将来の多額の負

担を懸念して，奨学金の利用を控え，希望の高等教育機関への志望を断念する可能性

がある。

  このように国の奨学金制度が不十分である中，各自治体において，独自の奨学金制

度を有するところもある。しかし，その有無や内容は自治体により様々であり，地域

間格差が見られる。また，これら地方の奨学金制度は，卒業後に当該地方へ居住する

ことなどを返済免除の要件にしているなど，利用条件が限定され，必ずしも若者にとっ

て十分なものとなってない。

(3) 地方の若者の経済的負担

  さらに，先に述べたようにそもそも大学が都市部に集中していることから，地方の

若者が大学に進学するためには，遠距離通学ないしは自宅を離れてアパートを借りる

等が必要となる。つまり，地方の若者にとって，大学進学は学費のみならず通学費な

いし生活費が多くかかり，それだけでも都市部に比べ経済的負担が大きくなるのであ

る。

(4) 小括

  このように，大学の学費が高騰する中，それを自己責任で賄わなければならない現

状において，国の奨学金制度は不十分であり，地方の奨学金制度もまた地域間格差が

ある。その上，地方に大学が少ないことから，地方から大学進学を目指す場合，必然

的に生活費等の経済的負担が増すこととなっている。

３　政治参加３　政治参加

(1) 若者の政治参加の必要性

  住民自治の実効性を高めるには，政策決定の民主的過程へ住民参加を実現し，多様

な住民自身の声が反映されることが必要である。この点，地域社会の重要な構成員で

あり，将来の社会の担い手である若者が地方政治に参画して地域のことを自ら決定す

ることは不可欠である。

(2) 若者の政治参加の現状

  ところが，2017 年 10 月に行われた衆議院議員総選挙における投票率は，10 歳代が

40.49%，20 歳代が 33.85%，30 歳代が 44.75% であった。また，2019 年 7 月に行われた

参議院議員通常選挙における投票率は，10 歳代が 32.28%，20 歳代が 30.96%，30 歳代

が 38.78% であった。このように，若年層の投票率はいずれの選挙でも他の年代と比

べて低い水準にとどまっている。この傾向は地方選挙においても同様である。

  先述の自己責任論の下，若者に対する社会保障等の公的支援制度が脆弱であること

からも，若者が社会や政治に対して期待も持てず，関心さえ失っていることが，これ

ら投票率低下の背景にあると考えられる。
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第７　女性第７　女性

１　はじめに１　はじめに

かつて女性は潜在労働力を「活用」すべき対象として議論されたが，第二次安倍内閣下

の 2014 年 10 月，全閣僚を構成員とする「すべての女性が輝く社会づくり本部」が設置さ

れ，翌 2015 年には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が成立した。

しかしながら，いかなる名称が用いられようとも，女性を安価な労働力として扱う社会

構造自体が変わらない限り，本質的な部分の変革は到底覚束ない。

そもそも，「活用されること」「活躍すること」だけでなく「輝くこと」を他者から押し

つけられ，しかも評価の対象とされるのは常に女性である。

2021 年 3 月 31 日に発表された世界経済フォーラム「ジェンダーギャップ指数」では，日

本は 156 か国中 120 位で G7 中最下位となり，とりわけ男女間の賃金格差，管理職の男女差，

専門職・技術職の男女比の各スコアの低さが顕著である（2021 年 4 月 22 日付け日弁連「世

界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数に対する会長談話」）。

生物上の違いから帰来する肉体的差異は格別，いわゆる男女差とされるものの多くが特

定の文化や社会の下で作り出されたものであり，科学的な根拠はない。

他方で，女性差別撤廃条約（1985 年）から 36 年，男女共同参画基本法（1999 年）から

も 22 年が経過した今も，性別役割分担に関する偏見（ジェンダーステレオタイプ）と実態

は根深く残っている。

２　ジェンダーステレオタイプについて２　ジェンダーステレオタイプについて

いわゆる「男は外で仕事，女は家で家事・育児」という分業形態を示す性別役割分担の

歴史的背景やそこから派生するジェンダーステレオタイプの形成，主に女性が担い手とさ

れてきた家事，育児，介護，地域活動等の無償労働の問題と有償労働における賃金格差の

問題は，第 58 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会（女性と労働～貧困を克服し男女と

もに人間らしく豊かに生活するために～）の基調報告書 34 頁以下に詳しい。

また，大都市圏と比べて地方では，限られた範囲での人間関係が当該地域全体を支配す

る傾向が否定できない。厳しい「周囲の目」にさらされ，しばしば無償労働に縛り付けら

れ，しかも賃金格差にも直面しながら地域社会で暮らす女性はますます「生きづらさ」と

無縁ではいられない。

そしてかかる状況は新型コロナウイルスの感染拡大状況でより深刻化している。日弁連

が前記会長談話や「新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う法的課題や人権問題について

引き続き積極的に取り組む宣言」（2021 年 6 月 11 日）でも述べたとおり，パンデミックの

影響は，女性により深刻な脅威となって顕在化している。

例えば，内閣府男女共同参画局「ＤＶ相談件数の推移」（2021 年 5 月速報値）によれば，

2020 年 4 月から 2021 年 3 月のドメスティック・バイオレンス相談件数は 19 万 0030 件で，

前年度（11 万 9276 件）の 1.6 倍に達している。女性の 4 人に 1 人，男性の 5 人に 1 人が

配偶者からの暴力を受けているが（内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する

調査」（2020 年度調査）），「何度も被害経験がある」と回答した割合は女性が 10.3% である

のに対し，男性は 4.0% にとどまっており，被害の深刻さにも男女差が見てとれる。また，
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失業者数を見るに，例えば 1 回目の緊急事態宣言が全国で発出された 2020 年 4 月の雇用者

数をみるに，女性は，男性（約 35 万人）の減少幅に比して女性は 2 倍以上（約 74 万人）

減少するなどとりわけ大きな影響を受けている。自殺者数についても，特別定額給付金や

持続化給付金をはじめとする給付策が一段落した 2020 年 7 月以降 12 か月間連続で対前年

同月比での増加を続けているが，とりわけ女性は毎月 600 人前後を計上するなど，対前年

同月比における増加幅が顕著である。

３　地域の衰退と人口減少・少子高齢化の問題３　地域の衰退と人口減少・少子高齢化の問題

地域の衰退やその背景にある少子高齢化による人口減少社会の原因を，女性の活躍がな

されていないことと捉えるのは，それが女性のみの問題であるかに捉えられ，ジェンダー

ステレオタイプが根強く残る中で女性がますます生きづらさを感じることになるだけでな

く，東京圏への一極集中や労働規制の緩和による若者の貧困化といった「少子化」の要因

を正しく見ない点で誤りである。

東京圏への一極集中については第 1 章第 8 節で詳述するとおり，歴史的背景と複合的要

因が絡み合っており，日本社会全体を覆う病理現象として捉えられなければならない。

４　「女性の都市化」について４　「女性の都市化」について

大都市圏への人口移動傾向がとりわけ女性にあらわれていることは，統計でも裏付けら

れている。2000 年以降の総務省統計局住民基本台帳人口移動報告を調査した日本経済新聞

2019 年 6 月 19 日記事によれば，都市にばかり女性が集まる「女性の都市化」が 2009 年以

降年々顕著になっており，2018 年の東京都への女性の転入超過数（4.8 万人）は男性の 3.4

万人を大きく上回り，かつ，年々差が開いているという。東京近郊の神奈川県，埼玉県，千

葉県も同様の傾向が見られている。

女性だけが「輝くこと」「活躍すること」や，仕事と家庭の「両立」を求められ，ジェン

ダーステレオタイプが働き方や子育てなどライフスタイル全体に影響を及ぼす中，地域社

会で生きづらさを感じた女性が匿名性を比較的保ちやすい大都市圏に転入する傾向はます

ます顕著になっている。

第８　性的少数者第８　性的少数者

ジェンダーステレオタイプや女性の抑圧，限られた人間関係に閉じ込められることによ

る女性の「生きづらさ」と都市化傾向，さらにはパンデミックの脅威がより深刻化する実

態については前記第 7 で述べたが，これらの記述はそのまま，いわゆるＬＧＢＴＱ等の名

称によって表現される性的少数者にも妥当する。

すなわち，性自認，性的指向のいずれの側面から見ても性は極めてプライベートな問題

である一方で，戸籍，法律婚，親子の問題や社会福祉制度等をはじめとする様々な法制度

とも切り離すことができない。のみならず，現在の社会システム全体が性的多数者，すな

わち「性自認が生物学的性と一致する異性愛者」を所与の前提として構築されており，地

域社会の隅々まで無意識レベルで浸透する「普通であるべき」という固定観念は，そこか

ら逸脱する者に対しては強い抑圧として機能する。

性的少数者が直面する困難は，いじめ被害，家族との衝突，施設利用の困難，ハラスメ
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ント被害やアウティング被害，就職差別，介護や相続問題など，具体的不利益は枚挙に暇

がない。無理解に起因する人権侵害も後を絶たない。

その結果，性的少数者についてはとりわけ，地域社会での居場所を築きにくい現状と，匿

名性が保たれやすい大都市への移動力学が働いている。

与野党での検討が重ねられた「性的指向および性同一性に関する国民の理解増進に関す

る法律案」は結局，2016 年の第 190 回国会への提出が見送られた。

同性パートナーも民法上の不法行為に関し法的保護の対象となる旨の 2021 年 3 月 17 日

最高裁第 2 小法廷判決が出されるなどの変化は見られるものの，性の平等と多様性が保障

される社会の到来は未だ遠いと言わざるを得ない。

なお，性自認や性的指向を理由とする差別的な取扱いを禁止することなどを規定してい

る条例は 2021 年 8 月 2 日時点で 41 の自治体で制定されている。また，日本では同性婚が

法制化されていない代わりに，2015 年 11 月 5 日に渋谷区と世田谷区での同時開始を嚆矢

とする同性パートナー制度が自治体ごとに設けられている。2021年 7月 16日時点で111自

治体（人口カバー率では 38.3%）の自治体で制定されているが，パートナーシップ証明書

の交付件数は2018組にとどまっている。同性パートナー制度の効果については自治体毎に

異なるが，公営住宅への入居申請や生命保険の受取人，病院での面会や勤務先の福利厚生

制度利用等の根拠とするものが多い。しかし相手方当事者の裁量に依拠するものも多く，決

して十分とは言えない。

すなわち，法制度の欠缺を地方自治体条例等で補っているものの，性的少数者について

は未だ権利保障すら不十分な現状にある。

第９　外国人第９　外国人

１　在留外国人の現状１　在留外国人の現状

法務省出入国在留管理庁が 2021 年 7 月 16 日に発表した在留外国人統計によれば，在留

外国人 1 の数は，2020 年 12 月末日時点で，288 万 7116 人であった。2019 年 12 月末日時点

の在留外国人数は 293 万 3137 人であったことから，若干の減少となった。しかし，この現

象は新型コロナウイルスの感染拡大の影響であると推測される。在留外国人の数は，2012

年 12 月末から継続して増加傾向にあり，その増加数は概ね毎年 10 万人に上っている。ま

た，在留外国人の在留資格に着目すると，2020 年 12 月末日時点では，「永住者」が最多の

80 万 7517 人である。さらに，日本の社会における労働者人口不足の対応，経済・社会基

1  法務局の統計上，在留外国人とは，中長期在留者及び特別永住者を意味する。中長期在留者とは，「出入国

管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち，次の①から④までのいずれにも

あてはまらない者である。なお，次の⑤及び⑥の者も中長期在留者ではない。

 ①　「3月」以下の在留期間が決定された者

 ②　「短期滞在」の在留資格が決定された者

 ③　「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者

　④　①から③までに準じるものとして法務省令で定める者（「特定活動」の在留資格が決定された，台湾日本

関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族）

 ⑤　特別永住者

 ⑥　在留資格を有しない者」とされる。
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盤の持続可能性確保といった観点から，2018 年の入管法改正によって創設された新しい在

留資格「特定技能 1 号」による在留外国人も 1 万 5663 人となっている。なお，介護人材不

足に対して外国人を活用するという取組も行われており，経済連携協定に基づき，介護福

祉士の候補者を在留資格「特定活動」の在留資格によって受け入れること，在留資格「技

能実習」や「特定技能」によって介護施設において就労する外国人を受け入れること，介

護福祉士の資格を有する外国人を「介護」の在留資格で受け入れること，が行われている。

このように，近年，地域社会の構成員でもある在留外国人の数は増加傾向にあり，「永住

者」のように長期的に日本に在留することを予定している外国人も数多いことが分かる。ま

た，日本の社会基盤を維持するために外国人を受入れる，という状況は今後も継続するこ

とが予想され，日本の社会における在留外国人の役割が次第に大きくなることが想定され

る。

２　福祉サービス受給者としての課題２　福祉サービス受給者としての課題

(1) 在留資格による制限

  在留外国人の多くは，地方自治体等による福祉サービスの享受者となることができ

る。しかし，在留資格によっては一部の福祉サービスの受給に制限がある。

  まず，子に関わる，母子手帳の交付，入院助産措置，定期予防接種，義務教育といっ

た福祉サービスは在留資格の有無にかかわらず，受給が可能である 2。

  次に，国民健康保険，国民年金については，原則として 3 か月を超える在留資格を

有し，住民登録を受けている外国人であれば，被保険者となることができる 3。

  また，生活保護に関して，最高裁は，外国人は生活保護法上の保護対象者ではない

と判断している 4。一方，行政措置として一部の外国人に対しては生活保護の受給が認

められており 5，その具体的な範囲は，①　出入国管理及び難民認定法別表第 2 の在留

資格を有する者（「永住者」，「日本人の配偶者等」，「永住者の配偶者等」，「定住者」），

②　日本国との平和条約に基づき日本国の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法の特別永住者，③　入管法に基づき難民認定を受けた者，である。しかし，在

留資格がない外国人や「短期滞在」の在留資格の外国人等は，生活保護が受給できな

い上，就労が原則として認められない。そのため，これらの外国人が困窮した場合，

極めて困難な地位に立たされることになる。

  そして，新型コロナウイルス感染拡大のなか行われた「特別定額給付金」の給付措

置について，給付金の受給対象者は住民登録がされている者であった。そのため，在

留資格がない外国人や，許可された在留期間が 3 か月未満の場合等の外国人は，同給

付金の受給対象外であった。

  このように，在留資格の有無やその内容により，受給可能な福祉サービスに差異が

生じる。

2  内閣総理大臣1996年5月26日付答弁書（内閣参質147第26号），2012年7月5日24文科初第388号通達。

3  原則として中長期在留者が住民登録の対象となる。

4  最判平成26年7月18日訟月61巻2号356頁。

5  「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」（昭和29年5月8日，社発第382号），「生活に困窮

する外国人に対する生活保護の措置について」の一部改正等について（通知）（平成24年7月4日，社援発0704

第4号）。
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(2) 医療通訳体制の不整備

  また，福祉サービスである医療の提供を受けるに当たり必要となる通訳体制も十分

とは言えない。自治体によってはボランティアによる通訳が提供されているが，多く

の自治体には通訳体制がない。また，通訳人が確保できている医療機関や自治体にお

いても，通訳費用を誰が負担するのか，という問題が生じる。

  このように，外国人の場合，在留資格によって，地域で享受できる福祉サービスに

制限があるうえ，在留資格を失ってしまうと生活に困窮するおそれが極めて高くなる

にもかかわらず，生活を維持するための福祉サービスが享受できなくなるのである。

第１０　住宅第１０　住宅

１　日本の住宅政策が貧弱であること１　日本の住宅政策が貧弱であること

住まいは，地域福祉を考える際の最小の存在の単位であるが，逆に住まいがなければ適

切な行政サービスを受けることができない。住まいを前提とする制度の在り方にも問題は

あるものの，やはり人や家族が生活する上で必須のアイテムでもあるし，最低限求められ

る資源でもあり，若者世帯をはじめ，住民が地域で安心して暮らせるためには，質の良い

住まいを安定的に確保できることが重要である。

しかし，日本の住まいに関する政策は極めて貧弱である。

住居費用の給付施策は，生活保護受給における住宅扶助を除けば，住居確保給付金のみ

である。しかも，給付期間は原則 3 か月，最大でも 12 か月と有期限であり，且つ上限も生

活保護制度の住宅扶助額にとどまる上，収入要件も設けられ，普遍的な制度とは言い難い。

その他，被災者に対する借上げ仮設住宅の場合や，生活困窮者支援制度における一時生

活支援事業においては，現物支給として住宅が提供されることがあるが，いずれも時限的

なものに過ぎず，普遍的制度ではない。

また，一時期は自治体による家賃補助制度が各地で見られたが，これも減少傾向にある。

２　住生活基本法の施行２　住生活基本法の施行

2006 年に住生活基本法が施行され，安全・安心で良質な住宅ストック・居住環境の形成，

住宅の取引の適正化，流通の円滑化のための住宅市場の環境整備，住宅困窮者に対する住

宅セーフティネットの構築等を目的として，住生活の安定の確保及び向上の促進に関する

施策が打ち出された。

これを受け，2007 年に施行された住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関

する法律により，公的賃貸住宅（公営住宅，独立行政法人都市再生機構が整備する賃貸住

宅，地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅）の供給に関しては，国及び地方公共団体が適

切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならないとされた。そしてそ

の 10 年後の 2017 年には，公営住宅について大幅な増加が見込めない状況にある一方，民

間の空き家・空き室は増加していることを踏まえ，それらを活用した新たな住宅セーフティ

ネット制度を構築すべく，住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度，登録

住宅の改修や入居者への経済的な支援，居住支援法人を軸とした住宅確保要配慮者に対す

る居住支援制度を導入する改正がなされた。
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３　公営住宅の現状３　公営住宅の現状

しかし，公営住宅についていえば，そもそも基本法たる公営住宅法が成立したのは 1951

年と相当に古く，その後も社会の状況に合わせるように入居条件等の見直しが繰り返され

ているが，建物自体老朽化しているものが多い。国土交通省によれば，2015 年時点で築後

30 年を経過した公営住宅は 6 割以上を占めており，また 2011 年以降は新たに供給された

戸数は年間 1 万戸にも満たない。

また管理戸数に占める入居戸数の割合は，2015 年で 86.6%，すなわち約 13% が空き家と

なっており，長期空き家数は増加傾向にある。また募集戸数に対する入居戸数の割合は

51.4% にとどまっている一方，公営住宅への応募倍率は約 5 倍に上っており，地域により

ばらつきはあるものの，需要と供給のミスマッチ感は否めない。

なお，住宅セーフティネット制度に基づき，都道府県は公営住宅の供給目標量を設定す

ることとされているが，特に住宅確保要配慮世帯については実際の供給実績に対する入居

実績が約 5 ～ 7 割までとなっている現状もあり，想定どおり住宅が供給されていても，こ

れらの住宅に必ずしも要支援世帯が入居していない実態がうかがわれる。

また，入居の条件として，以前は当然のように保証人を求められていたが，昨今，民法

改正により保証人の極度額設定が必須とされたことも後追いとなり，保証人規定を撤廃す

る自治体が増加している。このことは，住宅確保要配慮者への入居をさらに容易にして推

し進める効果が期待できるが，まだ全国的に統一されていない。

さらに，公営住宅の家賃滞納者に対する対応も十分に統一化されていない。中には生活

保護受給者の場合の代理納付制度を活用したり，福祉部局と住宅部局との連携が図られた

りしている例もあるが，極端な場合には家賃滞納の理由すら把握できていないという現状

も報告されている。

４　民間住宅について４　民間住宅について

民間住宅については，2017 年に新たに①住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の

登録制度，②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援，③居住支援法人を軸とした住宅

確保要配慮者に対する居住支援制度が導入され，空き家活用と半ばセットのように住宅確

保要配慮者への支援が本格的に始まった。

しかし，これらの制度は，確かに空き家への入居者を得る機会を増やすとはいえ，経済

的支援は弱く，むしろ家主にとり，住宅確保要配慮者の受入はリスクを増大させるだけで

あるとの指摘もある。結果，住宅確保要配慮者の利用が進んでいるとは言えず，例えば①

の登録住宅の大半は「入居中」であり，また比較的預貯金を確保していると思われる高齢

者をのぞくと，それ以外の低額所得者や外国人と言った住宅確保要配慮者の募集（受入）

態勢は 4 割から 5 割程度となっている。

５　空き家について５　空き家について

また空き家について言えば，国土交通省の発表では，2018 年時点で住宅ストック数 6241

万戸に対し，総世帯数は 5400 万世帯と，数字上明らかなとおり住宅過多となっており，居

住世帯のない住宅のうち空き家とされているのは約 850 万戸（このうち，公的賃貸住宅の

空き家戸数は約 82 万戸），約 13.6% にのぼっている。
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ここ数年，総世帯数を上回る住宅ストック数の増加傾向は続いており，空き家もこれに

伴い増加の傾向にある。

また，首都圏内にも当然に空き家は一定数存在しているが，やはり地方に行くほどに空

き家率は増加している。

しかし一方，このように空き家戸数が増加傾向にあるにもかかわらず，これらを低額所

得者等に対して無料または低額で供給するような，いわば現物給付的な制度も見当たらな

い。厳密には，家賃・家賃債務保証料の低廉化支援という事業もあるが，これは，入居者

を住宅確保要配慮者に限定した登録住宅に低額所得者が入居する場合に，地方公共団体と

国が協力して家主に補助を行うものであり，賃借人に対する直接的な支援制度ではない。

また，自治体の中には，管轄地域内の空き家を借り上げるなどして低額所得者に対して

提供しようとする動きもあるようである。建物が古い場合には現行の建築基準法を満たさ

ず，また生活上必要となる設備が不足するなどし，そのような建物を提供しても良いのか，

というジレンマに陥っていることもあるようである。

６　住宅神話から脱却できていないこと（要因）６　住宅神話から脱却できていないこと（要因）

戦後の日本の住宅政策は，高度経済成長やオイルショック，バブル崩壊，構造改革など

社会的，経済的背景を受けながら，持家政策の推進が推し進められた。すなわち，終身雇

用制と年功序列賃金制の下で，多くは標準的な家族（夫婦と子供）を形成し，標準的なラ

イフコースを辿る。住宅・土地価格が急速に上昇することによって，持家世帯はキャピタ

ル・ゲインを手に入れ，住宅所有は有利な資産を形成した。借家から持家へ，マンション

から一戸建てへ，狭小住宅から大きな住宅へ，という住み替えが促された。

しかし，いわゆるバブルが崩壊した平成以降，経済は停滞し，人々の所得は上がらず，階

層間の格差が拡大し固定化するようになった。さらに企業の終身雇用制と年功序列賃金に

支えられた勤労者の住宅所有システムが根底から崩れてきた。

それでも住宅政策に大きな変革は加えられず，自己責任による住宅確保が前提とされて

いた。

その結果，住宅確保要配慮者への支援は，いわば見過ごされて立ち後れたが，それと平

行してストックとしての空き家も増加しており，いかにもアンバランスな状況が続いてい

る。
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第６節　労働分野における地域間格差第６節　労働分野における地域間格差

１　非正規雇用１　非正規雇用

(1) 非正規雇用の増大

  1984 年に 604 万人だった非正規雇用者数は，2020 年に 2090 万人と 3 倍以上になった。

正規雇用者数は，2004 年以降緩やかな減少傾向が続いていたが 2015 年に 8 年ぶりに

プラスに転じた。非正規雇用者が正規・非正規雇用者の合計に占める割合は，1994

年の 20.3% から，2020 年には，37.2% へと約 2 倍近く上昇した（図表 17）。

図表 17
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2009 年までは総務省「労働力調査（特別調査）」（2 月調査）長期時系列表 9，2004 年以降は総務
省「労働力調査（詳細集計）」（年平均）長期時系列表 10

（注）

1）2009 年の数値は，2010 年国勢調査の確定人口に基づく推計人口の切替えにより遡及集計した
数値（割合は除く）。 
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2）2010 年から 2016 年までの数値は，2015 年国勢調査の確定人口に基づく推計人口（新基準）の
切替えにより遡及集計した数値（割合は除く）。 

3）2011 年の数値，割合は，被災 3 県の補完推計値を用いて計算した値（2015 年国勢調査基準）。 

4）雇用形態の区分は，勤め先での「呼称」によるもの。 

5）正規雇用労働者：勤め先での呼称が「正規の職員・従業員」である者。 

6）非正規雇用労働者：勤め先での呼称が「パート」「アルバイト」「労働者派遣事業所の派遣社
員」「契約社員」「嘱託」「その他」である者。 

7）割合は，正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。

(2) 雇用形態間の賃金格差

  2020 年賃金構造基本統計調査結果によると，男女計では，正社員・正職員 324.2 千

円（年齢 42.2 歳，勤続年数 12.5 年）に対し，正社員・正職員以外 214.8 千円（年齢

48.8 歳，勤続年数 8.7 年）となっている。正社員・社員以外の賃金は，正社員・正

職員の 66.3% である。男女別にみると，男性では，正社員・正職員 350.7 千円に対し，

正社員・正職員以外 240.2 千円，女性では，正社員・正職員 269.2 千円に対し，正社員・

正職員以外 193.3 千円となっている。

  非正規職員の雇用形態間賃金格差（正社員・正職員＝ 100）は，男女計 66.3，男性

68.5，女性 71.8 となっている。

(3) 最低賃金付近の労働者の増加

  非正規労働者の割合が増加し続けることに伴い，最低賃金付近で働く労働者が増え

ている。最低賃金を改正する前に，最低賃金額を下回っている労働者の割合（未満率）

は，平均 1.9% もあり，最低賃金額を改正した後に，改正後の最低賃金額を下回るこ

とになる労働者の割合（影響率）は，2019 年には 16.3% にも及んでいる（図表 18）。
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7）割合は，正規雇用労働者と非正規雇用労働者の合計に占める割合。 

(2) 雇用形態間の賃金格差 

2020 年賃金構造基本統計調査結果によると，男女計では，正社員・正職員 324.2 千円

（年齢 42.2 歳，勤続年数 12.5 年）に対し，正社員・正職員以外 214.8 千円（年齢 48.8 

歳，勤続年数 8.7 年）となっている。正社員・社員以外の賃金は，正社員・正職員の 66.3%

である。男女別にみると，男性では，正社員・正職員 350.7 千円に対し，正社員・正職員

以外 240.2 千円，女性では，正社員・正職員 269.2 千円に対し，正社員・正職員以外 193.3 

千円となっている。 

非正規職員の雇用形態間賃金格差（正社員・正職員＝100）は，男女計 66.3，男性 68.5，

女性 71.8 となっている。

(3) 最低賃金付近の労働者の増加 

非正規労働者の割合が増加し続けることに伴い，最低賃金付近で働く労働者が増えてい

る。最低賃金を改正する前に，最低賃金額を下回っている労働者の割合（未満率）は，平均

1.9%もあり，最低賃金額を改正した後に，改正後の最低賃金額を下回ることになる労働者

の割合（影響率）は，2019 年には 16.3%にも及んでいる（図表②）。

図表②
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（注）

1）地域別最低賃金額（以下単に「最低賃金額」という。）は，全国加重平均である。　　　

2）「未満率」とは，最低賃金額を改正する前に，最低賃金額を下回っている労働者割合
である。

3）「影響率」とは，最低賃金額を改正した後に，改正後の最低賃金額を下回ることとな
る労働者割合である。

4）各ランクは，各年における適用ランクであり，各ランクの未満率，影響率については，
加重平均である。

出典：厚生労働省「最低賃金に関する基礎調査」（平成 22 ～令和元年度）

(4) 最低賃金は「1 人・労働時間 1 時間当たりＧＤＰ」の約 17%

  労働時間当たりのＧＤＰは労働生産性の尺度である。これは，労働投入量が生産の

他の要因と組み合わされ，生産プロセスで使用される方法を測定する。

  日本の2019年の「1人・労働時間1時間当たりＧＤＰ」は，約5238円（ＯＥＣＤ(2021),

ＧＤＰ per hour worked (indicator). doi: 10.1787/1439e590-en (Accessed on 11 

August 2021)）である。2019 年の地域別最低賃金の加重平均額 901 円は，「1 人・労

働時間 1 時間当たりＧＤＰ」の約 17% にしか過ぎない。

２　都市部に大企業が集中２　都市部に大企業が集中

(1) 企業数の割合

  大企業数は，東京都 4580 社，大阪府 1062 社であり，全体（1 万 1157 社）の約 50%

が大都市圏に集中している（中小企業庁・中小企業の企業者数・事業者数・2018 年

12 月 14 日更新）。

  東京都・大阪府近郊の県（埼玉県・千葉県・神奈川県・静岡県・愛知県・京都府・

兵庫県・福岡県）と北海道では，全体の約 76% の大企業が存在する。

  他方，地方は中小企業の占める割合が約 99% と高い。

  大企業は，全国の企業数の約 3% にしか過ぎない。また中小企業のうち小規模企業

の占める割合は約 85% であり，地方は小規模企業の占める割合が高い。

(2) 企業別給与

  大企業の男女計では，正社員・正職員 365.4 千円に対し，正社員・正職員以外は

226.9 千円である。正社員・社員以外の賃金は，正社員・正職員の 60.5% である。

  中企業の男女計では，正社員・正職員 318.2 千円に対し，正社員・正職員以外は

213.7 千円である。正社員・社員以外の賃金は，正社員・正職員の 67.2% である。

  小企業の男女計では，正社員・正職員 287.1 千円に対し，正社員・正職員以外は

204.4 千円である。正社員・社員以外の賃金は，正社員・正職員の 71.2% である。

(3) 都道府県別賃金

  都道府県別賃金の全国計（307.7 千円）よりも賃金が高かったのは，5 都府県（東

京都，神奈川県，愛知県，京都府，大阪府）である。最も高かったのは，東京都（373.6

千円），最も低かったのは青森県（240.5 千円）であり（令和 2 年賃金構造基本統計

調査），その格差は 133.1 千円にも広がる。また，2020 年度で最低賃金が最も低い県は，
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賃金も低い。すなわち秋田県（246.7 千円），鳥取県（257.9 千円），島根県（257.3 千

円），高知県（254.5 千円），佐賀県（255.0 千円），大分県（262.1 千円），沖縄県（252.2

千円）であり，いずれも全国計より約 50 千円，東京都とは約 100 千円もの格差がある。

３　首都圏・地方間の労働移動３　首都圏・地方間の労働移動

首都圏（東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県を指す。）と地方（首都圏以外の地域を指す。）

との間の労働移動を見ると，1999 年以降，34 歳以下について地方から首都圏への流出が

大きくなってきていることがわかる（図表 19）。入植者について，首都圏と地方間の労働

移動の状況を見ると，34 歳以下において，地方から首都圏への流出超過の傾向が近年拡

大している。34 歳以下の首都圏への流出超過について，「地方⇒首都圏」への移動と「首

都圏⇒地方」への移動に分けてみると，「地方⇒首都圏」への移動が増加したことと併せ，

「首都圏⇒地方」への移動が減少したことが背景にある。

図表 19
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出典　令和２年度厚生労働白書

４　現行の最低賃金制度の枠組みと地域間格差の拡大４　現行の最低賃金制度の枠組みと地域間格差の拡大

(1) 最低賃金制度の概要

  最低賃金法 ( 昭和 34 年法律第 137 号。以下本項において「法」という。) は，「賃

金の低廉な労働者について，賃金の最低額を保障することにより，労働条件の改善を

図り，もって，労働者の生活の安定，労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保

に資するとともに，国民経済の健全な発展に寄与すること」を目的としている ( 法 1

条 )。

  現行の最低賃金制度は，各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき，厚生労

働大臣または都道府県労働局長が決定する当該都道府県の全ての労働者に適用される

最低賃金である地域別最低賃金 ( 法 9 条以下 ) と，一定の事業または職業に係る最低
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賃金である特定最低賃金 ( 法 15 条以下 ) によって構成され，原則となるのは地域別

最低賃金である。1968 年の法改正以降，その大枠に変化はない。

  地域別最低賃金は，「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃

金支払能力を考慮して定められなければならない。」とされている ( 法 9 条 2 項 )。

  近年の就業形態の多様化，低賃金労働者の増大といった環境の変化の中で，最低賃

金制度が，セーフティネットとして一層機能することが求められるようになり，2007

年の法改正では，「労働者の生計費を考慮するに当たっては，労働者が健康で文化的

な最低限度の生活を営むことができるよう，生活保護に係る施策との整合性に配慮す

るものとする。」との条項が設けられた ( 法 9 条 3 項 )。

  その結果，最低賃金の水準が，少なくとも生活保護の水準を下回らないことを求め

られることになった。

(2) 目安制度が導入されるに至った経緯

  ところで，1975 年 3 月には，当時の野党四党 ( 日本社会党，日本共産党，公明党，

民社党 ) は，「本来，最低賃金は，労働条件に関するナショナル・ミニマムの重要な

一環をなすものとして，中央で決定すべき」であるとして，全国一律最低賃金制度の

導入を含む最低賃金法の改正案を国会に提出した。同法案自体は最終的に審議未了廃

案となったが，同法案の国会への提出を受け，労働大臣 ( 当時 ) は，中央最低賃金審

議会に対し，「今後の最低賃金制のあり方について」諮問を行っている。

  諮問を受けた中央最低賃金審議会は，地域別最低賃金制度に関して「今日なお地域

間，産業間等の賃金格差がかなり大きく存在し，したがって依然として地域特殊性を

濃厚に持つ低賃金の改善に有効」としつつ，「最低賃金の決定について全国的な整合

性を常に確保する保障に欠けるうらみがあることも否定しえない」とし，中央最低賃

金審議会において，毎年，都道府県を数等のランクに分け，最低賃金の改定について

の「目安」を作成し，一定の時期までに地方最低賃金審議会に提示するという措置を

講じる必要がある旨答申するに至った (1977 年 12 月 5 日中央最低賃金審議会答申 )。

  1978 年以降，中央最低賃金審議会は，同審議会に設けられる目安に関する小委員

会において，全都道府県をＡ～Ｄの 4 つのランクに分けて，各ランクごとの引上額の

目安を検討し，毎年 7 月下旬に，労働大臣ないし厚生労働大臣に答申する。各地の地

方最低賃金審議会においては，この答申を参考として，各労働局長に対し，地域別最

低賃金の額を答申するという枠組みが定着するに至った。

  以上のような事実上の枠組みは，「目安制度」と呼ばれている。

(3) 目安制度の実施とその限界

  目安制度の導入後，しばらくは最低賃金額の地域間の格差は縮小する傾向にあった。

  具体的には，① 1978 年には，地域別最低賃金 ( 時間額 ) の最高額は，東京都の 365

円であった。一方で最低額は，青森県等 5 県の 279 円であり，その差額は 86 円であっ

た。その 10 年後に当たる② 1988 年には，同最高額は東京都の 508 円であるのに対し，

同最低額は鹿児島県等 3 県の 428 円であり，その差額は 80 円であった。

  しかし，その後は格差の解消は進まなかった。

  具体的には，③ 1998 年には，同最高額は東京都の 692 円であるのに対し，同最低

額は宮崎県の 589 円であり，その差額は 103 円となった。④ 2008 年には，同最高額
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は東京都の 766 円であるのに対し，同最低額は鹿児島県等 3 県の 627 円となり，かえっ

てその差額は 139 円拡大した。さらに，⑤ 2018 年には，同最高額 ( 東京都 ) の 985

円に対し，同最低額は鹿児島県の 761 円となり，その差額は 224 円と更に拡大した。

  なお，⑥ 2019 年は，同最高額は東京都の 1013 円であるのに対し，同最低額は九州

地方 7 県を中心とする 15 県の 790 円で，その差額は 223 円となり，前年と比較して

1 円縮小したものの，格差拡大は続いている。

  ⑦中央最低賃金審議会は，2020 年度の地域別最低賃金額の引上げ額について目安

額の提示を見送った。これを受けて，各地の審議会も引上げ額を抑制し，東京都，大

阪府，京都府，静岡県，広島県，北海道，山口県が引上げなしとなり，他の地域も 1

円ないし 3 円の引上げにとどまった。2020 年は，同最高額は東京都の 1013 円である

のに対し，同最低額は秋田県，鳥取県，島根県，高知県，佐賀県，大分県，沖縄県の

7 県の 792 円で，その差額は 221 円となり拡大基調が続いている（図表 20）。

図表 20
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⑧中央最低賃金審議会は，2021 年度の地域別最低賃金額の引上げ額についてすべてのラ

ンクで 28 円とする目安額を提示した。 
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非正規雇用が増大し，多くの非正規労働者の時給は最低賃金近傍の額である。また，地域

別最低賃金が低い県の賃金は全国計よりも低く，稼働先が小規模企業であることも賃金が

低い要因に挙げられる。 

また，最低賃金の地域間格差は拡大基調が続いており，都市部と地方との地域間格差が

拡大し，賃金の高い都市部への若者の流出の要因となっている。 
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⑧中央最低賃金審議会は，2021 年度の地域別最低賃金額の引上げ額についてすべての

ランクで 28 円とする目安額を提示した。地域別最低賃金の審議状況を見ると，最も

低い沖縄・高知が 820 円，これに次いで岩手・鳥取・愛媛・佐賀・長崎・熊本・宮崎・

鹿児島の 8 県が 821 円で答申されている。最も高い東京は 1041 円で，その差は 220

円ないし 221 円であり，未だ縮小へと転じていない。

63回人権擁護第3部会.indd   4963回人権擁護第3部会.indd   49 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



50

第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

５　地域間格差の固定・拡大５　地域間格差の固定・拡大

非正規雇用が増大し，多くの非正規労働者の時給は最低賃金近傍の額である。また，地

域別最低賃金が低い県の賃金は全国計よりも低く，稼働先が小規模企業であることも賃金

が低い要因に挙げられる。

また，最低賃金の地域間格差は拡大基調が続いており，都市部と地方との地域間格差が

拡大し，賃金の高い都市部への若者の流出の要因となっている。
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第７節　地方自治体の公共サービス提供機能の低下第７節　地方自治体の公共サービス提供機能の低下

第１　追い詰められる地方財政第１　追い詰められる地方財政

１　歳出割合と歳入割合の逆転１　歳出割合と歳入割合の逆転

国・地方を通じた財政支出は，国と地方の財政支出の合計から重複分を除いた歳出純計

額を最終支出の主体に着目して国と地方とに分けて見ると，国が約 4 割，地方が約 6 割と

なっている。また，歳出純計額の目的別歳出額について国と地方に分けてみると，防衛費，

年金関係のように国のみが行う行政に係るものや公債費は別として，年金関係を除く民生

費（児童福祉，介護などの老人福祉，生活保護等）をはじめ，衛生費，学校教育費，司法

警察消防費，社会教育費等（公民館，図書館，博物館等），国土開発費（都市計画，道路，

橋りょう，公営住宅等）など，国民生活に直接関連する経費については，地方の割合が 7

割以上を占めるものが多い（総務省『令和 3 年版（令和元年度決算）地方財政白書』第 2

図 6）（図表 21）。 

これに対し，国と地方それぞれの歳入となる租税を国税と地方税の別で見ると，国が約

6 割，地方が約 4 割となっており（同第 25 図 7），これは上記の歳出割合と逆転している（図

表 22）。

なお，地方財政の歳入総額に占める地方税の割合は全国平均で 39.9% に過ぎない。これ

に地方交付税なども加えたものが，使途の自由な一般財源となるが，その割合は 59.1% に

とどまり（同第 11 図 8），その余は使途が具体的な事務・事業の経費に限定された特定財

源となっている（図表 23）。

6   https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/r03data/2021data/r03czb01-01.html

7  https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/r03data/2021data/r03czb01-03.html

8  https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/hakusyo/chihou/r03data/2021data/r03czb01-02.html
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図表 21

出典：総務省『令和 3 年版（令和元年度決算）地方財政白書』第 2 図
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図表 22

出典：総務省『令和 3 年版（令和元年度決算）地方財政白書』第 25 図

図表 23

出典：総務省『令和 3 年版（令和元年度決算）地方財政白書』第 11 図

２　地方交付税の課題２　地方交付税の課題

地方交付税の総額は 2000 年をピークに大幅に縮減され，それ以降，多少の増減はある

ものの，現在に至るまで抑制され続けている。その削減規模は，2000 年度の 21 兆円程度

から 2006 年度の 15 兆円程度へと 6 兆円にも及んだ。

不況による国税収入の減少や，国の歳出抑制方針が鮮明である時期は特に，国の予算編

成過程における地方交付税の総額確保が困難になると言われている。国の財政赤字が拡大

した 1990 年代半ば以降，基準財政需要額の算定項目の見直しや補正係数の整理・縮減が
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行われ，特に 2002 年度から 2007 年度にかけて地方交付税総額の削減と財源保障機能及び

財政力格差是正機能の後退が進んだ。地方交付税が国の一般会計歳出の大きな項目である

以上，国が歳出抑制を強く意図する場合には地方交付税にも削減圧力がかかることが指摘

されている（第 1 編第 2 章第 1 節「三位一体改革・平成の大合併」も参照。）。

３　地方税の課題３　地方税の課題

本来，地方税は，自主財源かつ一般財源という，地方自治体にとって最も重要な財源で

ある。しかし，地方税については，三位一体改革（第 1 編第 2 章第 1 節参照）に併せた国

から地方への税源移譲以降，抜本的な改革はなされていない。そして，この税源移譲も，

それを上回る国庫補助負担金や地方交付税の削減を伴うものであり，地方自治体の財源確

保を十分に実現するものではなかった。

また，地方自治体の財源確保のためには，税率設定の自由や法定外税など，地方税にお

ける課税自主権の活用等が期待されるが，増税を伴うような自主課税には抵抗感が強いの

か，今のところ地方自治体がこれを積極的に活用する動きには至っていない。

４　地方財政の財源不足と借入金残高の状況４　地方財政の財源不足と借入金残高の状況

(1) 財源不足

  2021 年度は，新型コロナウイルス感染症の影響により地方税収入や地方交付税財

源となる国税 5 税の法定率分が大幅に減少する中で，政府は経費全般について徹底し

た節減合理化に努めたというものの，社会保障関係費の増加が見込まれることなどに

より，10.1 兆円の財源不足となり，それが地方財政計画総額の約 11.3% を占めると

見込まれている（総務省『地方財政の財源不足の状況』9）（図表 24）。

　図表 24

　出典：総務省『地方財政の財源不足の状況』

9 https://www.soumu.go.jp/main_content/000743182.pdf

63回人権擁護第3部会.indd   5463回人権擁護第3部会.indd   54 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



55

第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

(2) 借入金残高

  地方財政の借入金残高は，令和 3 年度末で 193 兆円と見込まれている。この内訳は，

交付税特別会計借入金残高（地方負担分）31 兆円，公営企業債残高（普通会計負担分）

17 兆円，地方債残高 145 兆円である（総務省『地方財政の借入金残高の状況』10）（図

表 25）。

  この地方債残高 145 兆円のうち 55 兆円は，「臨財債」である。これは，「臨時財政

対策債」の略であり，地方交付税の財源不足が長引く中で，それを解消するための手

法として交付税率引上げの代わりに 2001 年度以降に活用されてきたものの一つであ

る。しかし，地方債の発行によって地方交付税の財源不足を地方自治体が肩代わりし，

その債務返済の負担を後年度の地方交付税で手当てをするという点で，後年度の地方

交付税の「前借り」の形をとるものであり，それが問題視されている。詳細について

は第 5 章第 3 節第 1 で触れる。

    図表 25

    出典：総務省『地方財政の借入金残高の状況』

10 https://www.soumu.go.jp/main_content/000743183.pdf
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５　地方創生政策と財政誘導５　地方創生政策と財政誘導

国は，人口急減・超高齢化という我が国が直面する課題に対し，政府一体となって取り

組み，各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指す

とした上で，人口減少を克服し，将来にわたって成長力を確保し，「活力ある日本社会」

を維持するため，「稼ぐ地域をつくるとともに，安心して働けるようにする」，「地方との

つながりを築き，地方への新しいひとの流れをつくる」，「結婚・出産・子育ての希望をか

なえる」，「ひとが集う，安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」という 4 つ

の基本目標と「多様な人材の活躍を推進する」，「新しい時代の流れを力にする」という 2

つの横断的な目標に向けた政策（以下本項において「地方創生政策」という。）を進めて

いるとしている（内閣官房・内閣府総合サイト地方創生『まち・ひと・しごと創成「長期

ビジョン」「総合戦略」「基本方針」』11）。

この政策の一環として行われる地方版総合戦略の策定に当たり，国は，各地方自治体に

対し，基本目標（数値，客観的指標）と目標達成のために講ずべき施策の明記を求めてい

る。その数値目標はＫＰＩ（重要業績評価指標）と呼ばれ，たとえば，雇用創出，人口流

入，結婚子育て等の目標の下に，「新規就農者数，観光入込客数，移住相談件数，進出企

業数，若者就業率，小さな拠点数」がこれに含まれている。そして，これらのＫＰＩの達

成状況を国が 5 年後に評価することによって交付金額を増減させることとなっており，こ

れが，あからさまな財政誘導の仕組みだと指摘されている（榊原秀訓・岡田知弘・白藤博

行編著『「公共私」・「広域」の連携と自治の課題』（自治体研究社，2020 年））。

また，2015 年 6 月，政府は，「骨太方針 2015」と「地方創生基本方針」を決定した際，

医療・社会保障分野での歳出抑制・削減を行った。それとともに，地方財政支出を削減す

るため，地方交付税算定方式を，「標準」から市場化前提の「トップランナー方式」に切

り替えると同時に成果主義的算定分を拡大するとした。その上で，成長戦略の一環として，

社会保障分野，教育・科学技術，地方行政，社会資本整備分野において「公的サービスの

産業化」を推進するとし，その関係で，社会教育施設をはじめとする公共施設・小中学校

の統廃合や民営化を促進する公共施設等総合管理計画もＫＰＩに含めることとした。これ

も，ＫＰＩの活用による財政誘導だと指摘されている（前出『「公共私」・「広域」の連携

と自治の課題』）。

以上のような財政誘導の中では，地方自治体は，国の政策に従うべき存在として捉えら

れている。そこでは，地方財政運営の自主性が損なわれかねない。

６　ふるさと納税の問題６　ふるさと納税の問題

2008 年から，「ふるさと納税」と称する特別な寄附金控除が導入されている。これは，「納

税」という言葉が付いているものの，実際には都道府県，市区町村への寄附である。

一般的に，地方自治体に寄附をした場合には，確定申告を行うことでその寄附金額の一

部が所得税及び住民税から控除される。これに対し，ふるさと納税では，寄附額のうち

2000 円を超える部分につき，一定の上限はあるものの原則として全額が，所得税と住民

税から控除される。ここでの上限は，住民税所得割額の 2 割とされているので，所得が高

11 https://www.chisou.go.jp/sousei/mahishi_index.html
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い者ほど上限も高くなる。また，寄附先は，自分の生まれ故郷だけでなく，過去に世話に

なった地方自治体や応援したい地方自治体など，どこでも対象になるとされている。

しかし，本来，住民税は，納税者が居住する地方自治体（以下本項において「居住地自

治体」という。）が行うサービスの受益に応じて負担すべきものである。他の地方自治体

への寄附は個人の意思によるものにすぎず，それは居住地自治体への納税義務を減じるも

のではないはずである。それにもかかわらず，居住地自治体の自主財源を減少させる制度

を国が設けたことは，地方自治の理念に反する上，受益と負担の関係（応益性の原則）を

歪めるものだと指摘されている。なお，税収が減った居住地自治体が地方交付税の交付団

体である場合には，一応，減収額の 75% が地方交付税によって補填されることにはなって

いる。

そのほか，ふるさと納税に関しては，特産品などの「返礼品」が流行していることもあ

り，高所得世帯ほど利得が多くなることや，2016 年から導入された企業版ふるさと納税

により，企業が立地しない地域への税収移転が受益と負担の関係をさらに歪めることも問

題として指摘されているところである。

これらの指摘の背景には，そもそも国の政策として「ふるさと」への応援を促進するの

であれば，そのコストは国が自ら負い，国税である所得税の寄附金税額控除制度の範囲内

で改革を行うべきであるにもかかわらず，実際には国が居住地自治体と地方交付税に負担

を転嫁しているとの批判がある。

第２　地方公務員の削減・非正規化等第２　地方公務員の削減・非正規化等

１　地方公務員の定員管理１　地方公務員の定員管理

(1) 定数条例

  地方自治法 172 条 3 項は，「職員の定数は，条例でこれを定める。ただし，臨時又

は非常勤の職については，この限りでない。」と定め，いわゆる常勤職員（正規公務員）

の定数を条例で定めることとしている。総務省が実施する定員管理調査（後述）の対

象は，定数条例の対象となる職員とほぼ一致している。

(2) 国による定員管理指導

  この職員の定数（定員）について，1960 年代に地方公務員が急増したことを踏まえ，

国は一貫してその削減を要請してきた。すなわち，国家公務員については，国は第 1

次臨時行政調査会の答申を踏まえ，1968 年「行政機関の職員の定員に関する法律（総

定員法）」を制定し，以後，計画的な定員管理を実施してきた。その後，地方自治体

に対しても，1975 年，「地方財政の運営について（昭和 50 年 5 月 16 日付け自治事務

次官通知）」により，国の定員削減計画（第 3 次）に準じた取組を要請した。以降，

自治省（現・総務省）が「定員管理調査」を開始し，実態を把握するとともに，国の

行政改革と並行して定員管理を指導するようになった。

(3) 「行政改革」による人員削減と「集中改革プラン」

  近年においては，2004 年 12 月 24 日に閣議決定された「今後の行政改革の方針」

を踏まえ，2005 年 3 月 29 日に「地方公共団体における行政改革の推進のための新た

な指針の策定について」が発出された。そこでは定員管理の適正化について「過去 5
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年間の地方公共団体の総定員の状況は，各団体の努力により 4.6%（1999 年から 2004

年）純減している。今後は，市町村合併の進展，電子自治体や民間委託等の推進等を

踏まえると，過去の実績を上回る総定員の純減を図る必要がある。各地方公共団体に

おいては，このような観点からそれぞれの行財政運営の状況を踏まえ，明確な数値目

標を設定すること。」とされた。そして，各自治体に「集中改革プラン」の公表を義

務付けた。

  「集中改革プラン」とは，①事務事業の再編・整理，廃止・統合，②民間委託等の

推進（指定管理制度の活用を含む），③定員管理の適正化，④手当の総点検をはじめ

とする給与の適正化（給料表の適用，退職手当，特殊勤務手当等諸手当の見直し等），

⑤市町村への権限移譲，⑥出先機関の見直し，⑦第三セクターの見直し，⑧経費節減

等の財政効果，⑨その他という項目（⑤⑥については都道府県に限る）を中心に，

2005 年度から 2009 年度までの具体的な取組を住民にわかりやすく明示した計画のこ

とである。「集中改革プラン」では，「可能な限り目標の数値化や具体的かつ住民にわ

かりやすい指標」を用いることとされ，特に定員適正化計画については，2010 年 4

月 1 日における明確な数値目標を掲げることが求められた。そして，その進捗状況は

毎年チェックされることとなった。

  各自治体は，こぞって「集中改革プラン」を策定し，国からの要請に応えて「集中

改革プラン」の実行に邁進した。その結果，さらに民営化・人員削減が進んだ。

(4) 財政面からの人員削減

  さらに 2006 年 7 月 7 日に閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本

方針 2006」では，「公務員人件費」の項目において，「地方公務員人件費については（略）

更なる削減努力を行い，本年 4 月末に総務省から公表された速報値を踏まえ，5 年間

で行政機関の国家公務員の定員純減（▲ 5.7%）と同程度の定員純減を行うことを含

め大幅な人件費の削減を実現する。」とされ，人件費削減を前面に打ち出して人員削

減が強く要請された。

(5) 各自治体の人事課・市町村課職員に対するヒアリング等による人員削減

  これらの方針に基づき，自治省（総務省）は，毎年度の地方公共団体に対する「給

与改定通知」において定員管理を要請し，人事課・市町村課職員に対するヒアリング

を実施するなどの方法で，地方自治体に対して定員指導を行ってきた。

(6) 1994 年から 2020 年にかけて約 52 万人が削減

  地方自治体は，これに応えて「定員管理適正化計画」を策定し，人員削減に努めた。

その結果，地方公務員（常勤職員）の数は，1994 年は 328 万 2492 人であったのが，

2020 年には 276 万 2020 人と，約 52 万人減少した（図表 26）。特に 2006 年 4 月 1 日

から 2010 年 4 月 1 日までの減少割合が大きいのは，「集中改革プラン」の「効果」で

あろう。
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図表 26

出典：「令和 2 年地方公共団体定員管理調査結果の概要（令和 2 年 4 月 1 日現在）」（2020 年 12 月
総務省）

(7) 「あるべき定員水準」の理念なくなされた人員削減

  以上のような定員管理の「適正化」の背景にあるのは，地方財政状況の悪化である。

各自治体は，国からの定員管理適正化の要請を受けつつ，自らも財政状況が逼迫する

中で人件費削減の必要に迫られ，定数削減を進めてきた。しかしながら，そこでは行

政需要から算定される，本来の意味での「適正な」公務員の数という概念が置き去り

にされてしまったと言わざるを得ない。自治省（総務省）は，定員管理の指標として，
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①類似団体別職員数 (1979 年～ )，②定員モデル（1983 年～），③定員回帰指標（2008

年～）を策定し，地方自治体に提供した。しかしながら，いずれも地方自治体の職員

数を類似団体間で客観的に比較することを主眼としており，あるべき水準を示すもの

とはなっていない。国が，地方自治体ごとに異なる行政需要を統一的に把握し，「あ

るべき定員水準」を定めるのは至難の業でもある。

２　地方公務員の非正規化２　地方公務員の非正規化

(1) 臨時・非常勤職員から会計年度任用職員へ

①　地方自治法 172 条 3 項によって「臨時又は非常勤の職については，この限りでな

い」として定数外とされた臨時・非常勤職員については，従前，任用根拠が必ずし

も明らかではなく，どのような職にいかなる任用根拠の臨時・非常勤職員を充てる

かについても自治体によって様々であった。

② 従前の臨時・非常勤職員の任用根拠としては，地方公務員法 3 条 3 項 3 号（特別

職非常勤職員），同法 17条 1項（一般職非常勤職員），2020 年改正前の同法 22条 2項・

5 項（臨時職員）が挙げられていた。しかしながら，地方公務員法 3 条 3 項 3 号は，

専門的知見を有する者が非専務職として自治体の業務に関与することを想定したも

のであり，同法 17 条 1 項は正規・非正規を問わない任用の一般的な規定であり，

改正前同法 22 条 2 項・5 項は最大 1 年の臨時的職に就くことを想定したものであっ

て，いずれも実際に働く臨時・非常勤職員の任用根拠としては整合性ないし明確性

に欠けるものであった。実際に働く臨時・非常勤職員は，例えば保育士や図書館司

書，家庭児童相談員，事務補助等の職に就き，恒常的業務に長年に亘って従事し，

専務職として正規公務員とともに働き，時には正規公務員と変わらない労働時間で

勤務し，公共サービスの欠かせない担い手となっている実態があった。

③　一方で，どれだけ長く働いても民間労働者のような無期労働契約との同視や雇用

継続への合理的期待は認められないというのが総務省の見解である。その理由は，

公務員の採用は労働契約ではなく「任用」という行政処分によって行われるからと

いうものである。中野区保育士再任用拒否事件の控訴審判決（東京高判平成 19 年

11 月 28 日判タ 1274 号 168 頁，判時 2002 号 149 頁）においては，非常勤保育士の

再任用は認めなかったものの期待権侵害を認めて慰謝料の支払いを命じた点で画期

的であった。しかし，この判決の 2 年後の 2009 年 4 月 24 日，総務省は「臨時・非

常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用等について」という通知を発出し，「同

一の者が長期にわたって同一の職務内容の職とみなされる臨時・非常勤の職に繰り

返し任用されることは，長期的，計画的な人材育成・人材配置への影響や，臨時・

非常勤職員としての身分及び処遇の固定化などの問題を生じさせるおそれがあるこ

とに留意が必要である」「繰り返し任用されても，再度任用の保障のような既得権

が発生するものではな」いとした。これを地方自治体は，「臨時・非常勤職員の任

用を長期に亘って継続することは問題である」「漫然と任用を継続して期待権を発

生させてはならない」というメッセージと受け取り，以後，「期待権を発生させない」

ことに心血を注ぐようになった。例えば「3 年」「5 年」等の上限を設け，その上限

が到来した時に公募を行うという取扱い等である。
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④　また，地方自治法上，「常勤の職員」には期末・勤勉手当（ボーナス）や退職手

当その他の手当を支給するが（地方自治法 204 条），「非常勤の職員」には報酬と実

費弁償（通勤交通費等を指す）のみを支給する（2020 年改正前の同法 203 条の 2）

こととされていた。その規定をめぐり，臨時・非常勤職員にボーナスや退職手当を

支給することが可能かどうかが司法の場で争われた。代表的なものは週 3 日勤務の

臨時的任用職員を「常勤の職員」ではないとして一時金（ボーナス）の支給が違法

であるとした例（茨木市臨時的任用職員一時金支給事件，最判平成 22 年 9 月 10 日

判タ 1335 号 64 頁，判時 2096 号 3 頁），正規公務員の 4 分の 3 程度の勤務時間で生

活費の相当程度をその収入に依存していた非常勤職員を「常勤の職員」として定期

特別報酬（ボーナス）や退職時等特別報酬を支給することは違法ではないとされた

例（枚方市非常勤職員一時金支給事件，大阪高判平成 22 年 9 月 17 日，労働法律旬

報 1738 号 50 頁）がある。このように，法解釈上は何をもって「常勤の職員」とす

るのかは必ずしも定まっていなかった。

⑤　これらの状況を整理するため，2016 年に「地方公務員の臨時・非常勤職員及び

任期付職員の任用等の在り方に関する研究会」が発足し，最終的に制度化されたも

のが 2020 年 4 月に始まった会計年度任用職員制度である。「会計年度」「任用」職

員という名が示すとおり，任期はあくまでも会計年度末までの最大 1 年であり，継

続して働くことがあるとしても，それは翌年度に新たに任用されるものであって「更

新」ではないことが強調され，また「労働契約ではなく行政処分たる任用」である

から労働契約法その他の民間労働者の保護が及ばないことが国の方針としてはっき

りと打ち出されたものであった。なお，会計年度任用職員制度導入の目的は，任用

根拠の明確化とともに非正規公務員の処遇改善であったが，その処遇改善が十分で

はなかったことは後述する。

(2) 非正規公務員の増加

①　以上のような法改正が行われたのは，地方公務員の定数に含まれない臨時・非常

勤職員が増え，公共サービスの重要な担い手となり，その存在が無視できなくなっ

たからである。

②　臨時・非常勤職員（2020 年度からはその大部分が会計年度任用職員と位置付け

られた。）の数は，2005 年は約 45 万人，2020 年は約 69 万人と，15 年間で約 24 万

人の増加である（図表 27）。なお，この 45 万人ないし 69 万人というのは，「任用

期間が 6 か月以上又は 6 か月以上となることが明らかであり，かつ 1 週間当たりの

勤務時間が 19 時間 25 分以上の職員」の数である。2020 年度の調査では，これとは

別に「任用期間が 6 か月未満，又は 1 週間当たりの勤務時間が 19 時間 25 分未満の

職員」の数も調査され，その数は 43 万 1273 人に上った（図表 28）。
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図表 27

 

 

出典：上記報道資料及び総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」報道資

料（2017 年 3 月 31日）から作成 

 

図表⑫ 

 

出典：「会計年度任用職員制度等に関する調査結果（施行状況の概要等）」報道資料（2020 年

12 月 21日） 
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出典：上記報道資料及び総務省「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査」報道資料
（2017 年 3 月 31 日）から作成

図表 28

出典：「会計年度任用職員制度等に関する調査結果（施行状況の概要等）」報道資料（2020 年 12
月 21 日）
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③　このように非正規公務員が増加した理由として，ⅰ ) 正規公務員の定数削減に伴

い正規公務員から非正規公務員への置き換えが進んでいること（代替型），ⅱ ) 既

存の行政サービスに係る行政需要が増え，これらの行政需要に対し，正規公務員で

はなく非正規公務員を充てていること（補充型），ⅲ）上記の相談支援業務など新

たな公共サービス需要に対し，正規公務員を配置するのではなく，最初から非正規

公務員を配置していること（新規需要型）がある。つまり，地方自治体は，厳しい

定員管理によって正規公務員の数を削減する代わりに，定員外の非正規公務員を増

やし行政需要に対応してきたのである。

(2) 非正規公務員が担う業務

  非正規公務員は，住民にとって必要かつ極めて重要な行政サービスを担っている。

すなわち，2020 年度の会計年度任用職員の代表的な職種は，一般事務職員，技能労

務職員，保育所保育士，教員・講師，給食調理員，放課後児童支援員，図書館職員，

看護師，医療技術員であり，いずれも住民にとって恒常的に必要な行政サービスに関

わる職である。

  また，貧困と格差の拡大に伴い生活困窮やＤＶ，児童虐待や高齢者・障がい者虐待，

消費者被害などに関する相談の需要が生じ，これに対応するために様々な相談窓口が

自治体に設置されたが，消費生活相談員の約 8 割が非正規公務員であり（2019 年 4

月 1 日時点），婦人相談員も約 8 割が非正規公務員であり（2017 年時点），その他生

活困窮者自立相談支援員，家庭児童相談員などこのような社会保障の入口ともいえる

自治体の相談支援業務もその多くを非正規職員が担うこととなった。

(4) 官製ワーキングプアの実態

①　他方で，このような非正規公務員は，賃金等の労働条件が悪く継続雇用の保障も

ない「官製ワーキングプア」でもある。2016 年に実施された「地方公務員の臨時・

非常勤職員に関する実態調査（2016・4・1 現在）」（以下「2016 年総務省調査」と

いう。）においても，例えば一般事務職員の時給平均額は，臨時職員が 845 円，一

般職が 919 円，特別職が 1080 円となっており，正規公務員の給与水準（月例給与

水準平均額 40 万 7147 円）と比べて大きく下回るなど非正規公務員の給与水準が低

水準となっていることが明らかとなった（図表 29）。

図表 29

出典：「地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査結果」（2016 年総務省調査）
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②　2021 年公務非正規女性全国ネットワークが行ったアンケートには，1252 人の回

答が寄せられたところ，去年の年収について「250 万円未満」が 76.6%（959 人）と

4 分の 3 を超え，さらに「200 万円未満」が 52.8%（661 人）と半数を超えた（「公

務非正規労働従事者への緊急アンケート　第 1 次結果報告」（2021 年 7 月）（図表 30）。

図表 30

出典：公務非正規女性全国ネットワーク（はむねっと）「公務非正規労働従事者への緊急アンケー
ト　第 1 次結果報告」（2021 年 7 月）

  また，日頃感じていることとして，「給与額が低い」と回答した人が 42%，「将来

への不安」と回答した人が 34% など待遇改善を求める声が多数寄せられている。さ

らに，自由記入欄には，「職場唯一の専門職で判断を求められる立場にあり，経験

も 20 年近くあるが，待遇は改善されないままで給与は手取り 10 万と少し。仕事内

容に比して報酬の少なさにやりがい搾取を感じる」「女性たちの善意や気持ちに頼

りすぎ。私たちはボランティア精神で仕事をしている訳ではない。自分たちにも生

活がある。」「日本は福祉等の専門家を非正規の低賃金で雇っている。･･･ 働いてい

る人の人生設計を無視しているとしか言いようがない」などの声が寄せられ，官製

ワーキングプアの実態が明らかとなった。

③　また，非正規公務員には，民間の非正規労働者に適用される雇止め法理（労働契

約法 19 条）や無期転換権を定めた労働契約法 18 条の適用もなく，その点において

は民間の非正規労働者に比べても，より雇用が不安定となっている。

④　地方自治体で働く職員は，その地域の住民であり，労働者であると同時に生活者

であり納税者である。常勤職員の採用は地域に安定的雇用を生み出し，人材流出を

防ぎ，経済循環に資する。しかし，「官製ワーキングプア」を増やしてもそのよう

な効果は期待できない。

(5) 会計年度任用職員制度が待遇改善につながらなかったこと

①　2020 年 4 月から会計年度任用職員制度がスタートし，従前曖昧かつ不統一であっ

た臨時・非常勤職員の任用根拠が明確化されたものの，同職員らの労働条件や身分

保障の改善にはつながらなかった。

②　会計年度任用職員において，期末手当の支給が可能となり，フルタイムの会計年
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度任用職員については，期末手当に加えて退職手当も支給されることとなった。

  しかし，まず，退職手当の支払いを免れるため，フルタイムからパートタイムに

移行される職員が相次いだ。すなわち，会計年度任用職員制度移行前の 2016 年総

務省調査において非正規公務員のフルタイム勤務者が 20 万人を越え，その割合も

30% を超えていたにも関わらず，2020 年に実施された「地方公務員の会計年度任用

職員等の臨時・非常勤職員に関する調査結果（2020 年 4 月 1 日現在）」（以下「2020

年総務省調査」という。）においてフルタイム勤務者は 14 万人を下回り，その割合

も 20% を下回った。

  また，期末手当が支給される代わりに月例報酬が下げられてしまい，非正規公務

員の約 40% が減額措置を受けることになり，トータルの年収が上がらない，あるい

は下がってしまう事態も生じた。

③　なお，2020 年 4 月 1 日，パートタイム労働者や有期雇用労働者と正社員との均

等（均衡）待遇を定めた「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に

関する法律」（パートタイム・有期雇用労働法）が施行されたが，地方公務員には

この法律の適用はなく，非正規公務員と正規公務員との格差はそのまま放置された

状態にある。

  また，会計年度任用職員の施行に伴い，3 年ないし 5 年ごとの公募制度が導入され，

長年継続雇用されてきた職員が一定期間ごとに公募試験を受けなければならない事

態も生じ，さらには公募試験の結果を口実に雇止めが行われることも想定される。

したがって，雇用の不安定さがますます増すことになる。

(6) 公共サービスの専門性や継続性の維持が困難になっていること

  以上のように，相談支援業務などを中心に地方自治体における様々な業務において

非正規化が進む中で，非正規公務員は，行政サービスの担い手として業務の専門性の

高さが求められ，またその責任も重いにもかかわらず，これらの専門性の高さや責任

の重さに全く見合わない労働条件・不安定雇用での就労を強いられている状態にある。

そして，このような待遇ゆえに離職を余儀なくされる者が多く，その結果，公共サー

ビスの専門性や継続性を維持することが困難な事態が生じている。

第３　公共サービスの民間委託第３　公共サービスの民間委託

自治体からのアウトソーシングは長く業務委託の方式で進められ，今世紀初頭からは，

新自由主義的「構造改革」として，ＰＦＩ法（民間資金等の活用による公共施設等の整備

等の促進に関する法律，1999 年，その後逐次改定。なお，ＰＦＩとは Private Finance 

Initiative（民間資金等活用事業）の略であり，公共施設等の設計・建設・改修や維持管

理・運営等を民間の資金や経営手法，技術力等を活用して行う手法），公の施設の「指定

管理者」制度（2003 年地方自治法一部改正），地方独立行政法人法（2003 年），市場化テ

スト法（2006 年），国家戦略特区法（2013 年）などの新たな法制度で加速されてきた。そ

の結果，例えば指定管理者制度が導入された施設は全国で 7 万 6268 施設にのぼり，公の

施設の約 6 割で指定管理者制度を導入している自治体も存在している。これらの新たな法

制度は，いずれも経済界の商機（ビジネスチャンス）を拡大する一方，現場の経費は削減

され，公共サービスの担い手が非正規労働に置き換えられるなど，住民サービスの質にも
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深刻な影響が広がっている。

１　自治体アウトソーシングを進める諸制度１　自治体アウトソーシングを進める諸制度

　自治体アウトソーシングを進める法制度の相互関係は，図表 31 のようなものである。

図表 31

地方自治体 地方独立行政法人 　営利企業等 ＮＰＯ

法人格 別法人 会社，社会福祉法人等 ＮＰＯ法人

事　　業 移　行 （規制緩和・特区）

施設建設 　　 ＰＦＩ

施設所有 出　資 （ＰＦＩ）　

施設管理 　　指定管理者

職　　員 移　行 　非正規・派遣等 　ボランテイア

　　　　　　↓　　　　　　　↓　　　　　　　　↑

　　　　　　　→　→　→市場化テスト→　→　→　→　→　→　→廃止

　憲法と地方自治法が本来予定する自治体の姿は最も左の列にあり，地方自治体として事

業を営み，施設を建設・所有・管理し，職員を任用する。2 列右が営利企業等に委託した

場合であり，分野ごとの規制緩和や，国家戦略特区など地域限定の規制緩和により事業が

営利企業等に開放される。施設の建設・所有等を営利企業等に任せる制度がＰＦＩであり，

施設管理を営利企業等に任せるのが地方自治法上の公の施設の指定管理者制度である。営

利企業等に任されると多くの場合その担い手は非正規・派遣になる。

本来の姿と営利企業等への委託との中間形態が地方独立行政法人である。法人格は自治

体と別個であり，事業や職員が移行し，施設は通常，地方独立行政法人に出資される。Ｎ

ＰＯ・ボランティアに委ねる方式は，ＰＰＰ（public　private　partnership= 官民連携）

と称して美化されるが，行政の財政上・雇用関係上の責任は後退する。

　公共サービスの民営化で担い手が非正規・派遣となりがちな理由は，外部委託・民営化

の経済的な特徴（図表 32）により示される。左側が行政の直営の場合，右側が営利企業

が担当する場合である。全体の経費を減らすためと称して民営化が進むので，全体の経費

は小さくなる。物的経費は，市場価格による調達でほとんど変わらない。直営では不要の

営利企業（典型例として株式会社）の株主への利益配当や役員報酬が必要になる。全体の

経費は縮小圧力を受け，物的経費はほとんど変わらず，企業としての利益確保が必要とな

ることから，人的経費は概ね 3 分の 1 程度に圧縮される。このように，事業者が収益を増

大させる一方で，現場の経費削減が進み，担い手が非正規・派遣に置き換えられ，サービ

ス低下と公務職場の搾取強化で格差が拡大する，というのが我が国の公共サービス民営化

の経済的な特徴である。
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図表 32

人的経費
　　

→

利　　益

人的経費

物的経費 物的経費

２　公共サービスをゆがめる「産業化」２　公共サービスをゆがめる「産業化」

　公共サービスには本来，①専門性・科学性，②人権保障と法令遵守，③実質的平等性，

④民主性，⑤安定性が必要であるが，公共サービスの「産業化」は，こうした公共サービ

スの本来のあり方を大きくゆがめるものとなっている。

①　専門性・科学性

 　公共サービスの基準の中には，市民の安全を保障するための専門的・科学的な英

知が盛り込まれている。ところがこの基準について専門的科学的知見を結集し，国

民的議論をして変えていくのではなく，経費の削減や民間事業者の商機拡大のため

に民営化・「産業化」を進めることは問題である。

 　学童保育については 1 施設当たりの人数など，長年の運動により国の基準が設定

されてきたが，規制緩和の結果，参酌すればよいこととされ，社会福祉協議会が指

定管理者への応募をやめて家庭教師の派遣会社が取って代わった埼玉県春日部市の

例のように，企業参入の動きも強まっている。

②　人権保障と法令遵守

 　公共サービスは，行政が法に基づき実施するものであり，市民の基本的人権を保

障するためにも，法令を遵守して行われなければならない。

 　東京都足立区の戸籍事務の企業委託では，すでに東京法務局からは戸籍法違反の

是正を勧告され，東京労働局からは偽装請負の是正を勧告されてきた。そして，住

民訴訟の東京地裁判決（平成 31 年 3 月 1 日判決，判例タイムズ 1475 号 101 頁）では，

「契約は違法」と理由中で明言された。

③　実質的平等性

 　公共サービスは，所得や費用負担能力の格差によらず，実質的な意味で平等に保

障されるべきものである。公共施設や体育施設の利用料金も，商業施設とは異なり，

住民の集会の自由やスポーツの権利の保障の観点から，社会的弱者も利用しやすい

水準に維持されるべきである。

  公立病院が地方独立行政法人になって文書料やセカンドオピニオン料を値上げし

たり差額ベッドを増やしたりし，経営にＰＦＩを導入して駐車料金や食堂メニュー

を値上げする例は，住民の健康な生活のために医療を実質的に平等に保障する上で

問題である。

④　民主性

 　公共サービスは，国民住民の意思が反映され，情報公開と議会審議によって民主

的な監視監督が実施され，サービスの質を高めるために関与するべきものである。
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 　しかし下水道コンセッション契約の例を見れば，情報公開の範囲は民間事業者が

決定するとされているなど，公共サービスの体制や質について，情報公開を踏まえ

て民主的に議論する方向は見られないし，情報公開がなされないままでは，民間事

業者が利用料金の値上げを求めてきたときにも，議論のしようがなく，結局民間事

業者の言いなりにならざるを得ない。

⑤　安定性

 　公共サービスは長期間にわたり安定的に行われなければならない。安定性は担当

者への知識経験の蓄積によるサービスの質の維持向上のためにも必要である。

  保育園における非正規保育士の入れ替わりや突然の閉鎖が問題となっており，公

立図書館を指定管理者制度に委ねれば，正規職員の雇用は不可能となり，公共サー

ビスが，長期間にわたり安定的に，一貫した方針のもとに積み重ねられていくこと

は難しい。

３　公共サービス「産業化」に対抗する運動３　公共サービス「産業化」に対抗する運動

　政府は経済界の求めに応じて繰り返しＰＦＩ法を改正し，コンセッション（公共施設運

営権）方式の導入，民間資金等活用事業推進基金の創設，公務員の派遣制度の整備などを

進めてきた。しかし，新自由主義的「構造改革」の 20 年あまりを経て，その矛盾を市民

が知るところとなり，対抗する運動が展開され，「産業化」に歯止めをかける例が生まれ

つつある。

(1) 保育

 　2001 年 4 月，東京都三鷹市が全国で初めて公立保育所を民間企業に管理委託したが，

その運営費の見積りは直営時の半額以下であり，保育スタッフは 1 年契約の契約社員

と短時間パートという惨状だった。

 　神戸市では西日本初の株式会社による認可保育所が現れたが，やはり職員は全員が

1 年契約であり，2 年間で保育士 22 名が退職，その後，補助金の流用発覚・廃業とい

う結果になった。

 　東京都練馬区でも，株式会社経営の保育所で 4 か月間に 8 名の保育士が退職する事

態が発生し，2006 年 3 月には練馬区長が「維持すべき保育の質そのものにも重大な

影響を及ぼしかねない」と異例の改善勧告を行っている。

 　保育所のアウトソーシングに伴い，このような事態が頻発し，保育に重大な支障・

懸念が生じる中，2015 年からは「子ども・子育て支援新制度」が施行されている。

この制度は，「すべての子ども・子育て家庭を対象に，幼児教育，保育，地域の子ども・

子育て支援の質・量の拡充を図る」ことを目的としてスタートしたが，待機児童や保

育士不足の問題が解決されたわけではない。

  また，児童福祉法 24 条 1 項が改定され，市町村の保育実施義務を定めた第 1 項に

ついては多くの関係者の運動によって辛うじて維持されたものの，新たに 2 項目が付

け加えられ，市町村の保育実施義務を伴わない利用者と事業者の直接契約による保育

施設・事業が設けられることとなった。認定こども園や小規模保育事業，事業所内保

育所，居宅型保育事業などがこれに当たる。

  新制度の実施後は，公立保育所の民営化・子ども園化（幼稚園との統合を含む），
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大規模化が各地で進行しており，市町村の保育実施責任がますます後退している。併

せて，新制度では，企業参入が大幅に規制緩和され，認可基準を満たしていれば営利

企業が保育施設・事業を運営することが可能になった。

  このように，「子ども・子育て新支援制度」の導入により，直接契約制度による新

たな保育施設・保育サービスが開始され，全国の自治体では公立保育所の民営化・企

業参入など市場化が進行している。しかし，待機児童問題や保育士不足など，新制度

導入の目的であった諸課題は未だ解決されていない。

  そして保育労働者は低賃金で生活が見通せず，さらに実態に合わない職員配置基準

によって終業時間に仕事が終わらず，休憩を取ることすらできない状態にある。また

強い疲労とストレスで健康破壊の危険に直面している。非正規労働者は増えているが，

正規労働者と比べていっそう低賃金で過酷な労働実態となっており，このような状況

において，悲惨な保育事故も後を絶たない。

(2) 体育施設

 　体育施設にも委託や指定管理者制度が導入されており，その影響による事故も多発

している。典型例としてプール事故を取り上げる。

  2006 年 7 月，埼玉県ふじみ野市の市営プールで当時小学 2 年生だった児童が遊泳

中に吸水口に吸い込まれて亡くなった。この痛ましい事故が起きた市営プールも業者

に管理を委託しており，監視アルバイトへの教育もされていなかった。また，この事

故の場合，市町村合併によって市営プールへの巡回が減少していたことも影響してお

り，下請業者が略式起訴，市の担当者が実刑という刑事判断となっている。

  2007 年 8 月には島根県出雲市の健康増進施設の水上滑り台着水プールで小学 2 年

生の児童が水死する事故が起きた。この施設も前年春から指定管理者としてＮＰＯ法

人が入っていたが，死亡事故現場では以前から骨折事故等が相次いでいたため，死亡

事故当日も 5 人の職員による監視態勢を予定していたようである。しかし，実際は人

員不足から 3 人の監視態勢にとどまっていたのであり（そのうち 1 人の職員が死亡事

故現場の監視を兼任），不十分な人員態勢が悲惨な死亡事故を招来したのである（2007

年 8 月 24 日付け毎日新聞）。この施設では，死亡事故後，出雲市の直営に戻されてい

る。

  2011 年 7 月には一般開放されていた大阪府泉南市の市立小学校のプールで小学 1

年生の児童が溺死する事故が起きた。このときも泉南市教育委員会からプールの管理

運営を委託されていた市内のビル管理会社が，契約上 4 人の監視員を配置すべきだっ

たにもかかわらず，事故当時は 1 人しか監視員を配置していなかったのであり，企業

利益最優先の手抜きが重大な死亡事故を引き起こしたと言わざるを得ない（「泉南市

砂川小学校プール児童死亡事故調査報告書」参照）。

(3) 図書館

 　図書館への指定管理者制度導入については，社団法人日本図書館協会が強く批判し

てきた。「図書館活動を発展的に重ねるノウハウを，サービスの現場で働く人，管理

運営の組織の内に蓄積できることが重要」であるとし，無料原則の図書館サービスで

は「民間の活力」を経済的収益に活かすにも限度がある，というものである。「公立

図書館の指定管理者制度について -2016」（2016 年 9 月 30 日）でも，「わが国の今後
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の公立図書館の健全な発達を図る観点から，公立図書館の目的，役割・機能の基本を

踏まえ，指定管理者制度は図書館にはなじまない」としている。

 　2013 年佐賀県武雄市は，書籍等のレンタル・販売チェーン「ＴＳＵＴＡＹＡ」の

カルチュア・コンビニエンス・クラブ（以下「ＣＣＣ」という。）を図書館の指定管

理者にした。リニューアルに際し書籍や佐賀県の郷土文化資料など合計 8760 点を除

籍・廃棄処分し，代わりに 10 年以上前の Excel 解説本や埼玉のラーメン店ガイドな

ど実用性の乏しい古書 1 万冊（約 1958 万円）を，ＣＣＣ傘下のネット書店から購入

した。民間事業者の収益本位に図書館サービスが変質するおそれがあることが広く知

られるようになり，いったん公立図書館について民間委託・指定管理者制度の導入を

しながら，すでに 13 県の 14 図書館が，直営に戻している。

(4) 窓口業務

 　政府は「骨太方針」などで，窓口業務は「外部委託等が進んでいない分野」であり，

「専門性は高いが定型的な業務について，官民が協力して，大胆に適正な外部委託を

拡大する」として窓口業務のアウトソーシングに執念を見せている。

  しかし，国民健康保険や年金，戸籍や住民基本台帳などは，社会保障の根幹や権利

の証明に関する地方自治体の重要な職責である。本人確認や，徴収の猶予・減免や親

族関係をめぐる届出の受理・不受理など，それぞれの法令の趣旨に沿った専門的知識・

経験を要する判断に満ちた事務である。こうした事務は専門的な職員によってこそ担

い得るのであり，外部委託が「進んでいない」ことには，制度としての必然性がある。

ひとくくりに「定型的」であるとしたり，定型的な事務と個々の事案ごとに対応が必

要な事務とが密接に関連して展開する一連の事務を，定型的な部分だけ切り分けられ

るとしたりして，あくまで外部委託を推進することは，制度の根幹をゆがめるもので

ある。

(5) 包括外部委託

 　2017 年に地方公務員法・地方自治法が一部改正され，非常勤職員の多くは「会計

年度任用職員」として任用されることになった。制度上は，期末手当が支給可能にな

り，フルタイム勤務なら退職手当等諸手当の支給や地方公務員共済，地方公務員災害

補償制度が適用になった。ところが地方自治体によっては，改正法に従って非正規職

員の処遇改善をはかると財政負担が増すことから，窓口業務などを包括的に外部の企

業などに委託して非正規職員の処遇改善に背を向けようとする動きがある。

 　もともと窓口業務で取り扱う事務は，市区町村長に権限と職責のあるものであるか

ら，地方自治体と独立した民間事業者に包括的に委託しようとすればそれぞれの事務

の根拠法（戸籍法，住民基本台帳法など）に抵触する。独立性がなく市区町村職員の

指揮命令下で事務を処理することにすれば，偽装請負となることが避けられない。

 　静岡県島田市では「包括外部委託」の導入方針が決まったが，島田市労連は上部団

体や弁護団による現地調査，臨時職員対象の説明会やアンケート，地域での学習会な

どに取り組んだ。国会でも「島田市の対応は，会計年度任用職員制度による処遇改善

の趣旨から外れる」との指摘に対し，総務省公務員部長は「単に勤務条件の確保等に

伴う財政上の制約を理由として，会計年度任用職員への移行について抑制を図ること

は，適正な任用・勤務条件の確保という改正法の趣旨には添わない」と答弁した（2019
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年 2 月 21 日衆議院総務委員会）。こうした中で島田市議会の全員協議会でも反発が強

くなり，市議会として包括委託の関連経費 8 千万円と，債務負担行為として設定され

た 3 年間の委託費約 26 億円を削除した（「業務の包括委託計画が頓挫　全会一致で関

連予算案を否決」連合通信 NO.9413・2019 年 3 月 28 日付け）（「『包括業務委託』削除

し予算案可決　島田市議会」中日新聞 静岡版 2019 年 3 月 27 日付け）。包括外部委託

について，職員団体，住民と議会の取組によって，ストップがかけられた。

(6) 水道コンセッション

 　水は生活に必要不可欠であり，清浄で低廉な水を豊富に得られるようにすることは，

国と地方自治体の責任である（憲法 25 条，水道法）。公共施設として整備管理を民間

事業者に委ねるＰＦＩと，その一種で所有権は行政にとどめ運営権のみ民間事業者に

設定するコンセッションは，かねてから水道に適用可能であったが，民間事業者が水

道事業者として認可を受けなければならないことなどからごく少数の例しかなかった。

 　2018 年水道法改正は，地方自治体が水道事業者としての地位を維持し運営や施設

整備の全責任を負いながら，運営で収益を上げる部分を民間事業者に委ねることを可

能にした。ＰＦＩ法によるコンセッションを，さらに使いやすくした。民間の「水道

施設運営権者」が水道施設運営事業を実施する場合には，民間事業者は，水道事業経

営の認可を受ける必要がなくなり，地方自治体は，水道事業休止の許可を受ける必要

がなくなる（2018 年改正水道法 24 条の 4 第 1 項，3 項）。地方自治体の責任，例えば

台風や地震などの災害における大規模修繕の責任は存続し，日常の管理運営で収益を

上げやすい部分のみが民間事業者に運営権として設定され，収益の対象とされる。ま

た 2018 年水道法改正では，都道府県が計画を立てて広域化を進める内容も盛り込ま

れ，経費削減と民間企業の収益のために広域化して設備を統廃合しようとする。

 　水道コンセッションでは，民間事業者の収益は保障され施設維持のための予測困難

な費用は地方自治体が負担する。災害発生時の応急体制や他の自治体への応援体制も

困難になるし，地方自治体に水道事業を監督できる技術を持つ人材がいなくなる。民

間事業者は経費節減と収益拡大に努めるので，老朽管の更新や耐震化対策について経

費を削減しがちとなり，料金値上げのおそれもある。料金については地方自治体が関

与して決定する仕組みにしたとしても，民間事業者の利益や役員報酬や経費の詳細に

ついては情報公開されず，地方自治体は民間事業者に要求されれば値上げも了承せざ

るを得ない。水道コンセッションは，民間事業者の収益本位の仕組みであり，住民の

福祉や住民自治とはかけ離れた施策である。

 　先行して水道事業が民営化された海外では，様々な問題が起きている。フィリピン・

マニラ市で水道料金が 4 ～ 5 倍に跳ね上がり，ボリビア・コチャバンバ市では雨水ま

で有料化されて暴動が起きている。フランス・パリ市では，料金高騰に加え不透明な

経営実態が問題となった。世界の多くの地方自治体で，再公営化が相次いでいる。我

が国でも，水道コンセッションの問題点や海外の事例が知られるにつれ，水道の「産

業化」に対抗する運動も広がりつつある。

４　世界に広がる新自由主義からの離脱の模索４　世界に広がる新自由主義からの離脱の模索

いまヨーロッパでは，公財政による社会保障や公共サービスの充実を求める運動が高
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まっている。「anti-austerity」は「反緊縮」と直訳されるが，公財政を用いて福祉と社会

保障の充実を求める運動である。各種研究機関も次々と「官から民へ」「小さな政府」論を

批判する実証的な議論を展開している。欧州労働研究所の調査報告書は「明白なことは，今

日の政治的議論や経済学の主流において支配的な民営化市場化の経済的な効果に対する積

極的な期待は，あまりにも単純すぎるし，あまりにも一面的」だと述べた。欧州自治体協

会（ＣＥＭＲ）の「欧州公共サービス憲章」は「公共サービスを提供する最良の方策を民

主的かつ自主的に決定することは地方自治体の責任であり権利」とし，地方自治体に民営

化や競争入札を押し付けることを批判している。トランスナショナル研究所「公共サービ

ス民営化に自治体・市民がどう立ち向かったか」も民営化された公共サービスの再公営化

の事例を紹介している。英国会計検査院はＰＦＩの効果を検証したところ，ＰＦＩが公的

な財政にプラスであるという証拠が乏しいと結論付けた。

公共サービスは，社会的に弱い立場の人々のためにある。新自由主義からの脱却を模索

する欧州に学び，わが国でも果てしない公共サービスの縮小・解体に歯止めをかけ，公共

サービスを充実する方向に舵を切らなければならない。

第４　地方議会の状況第４　地方議会の状況

１　議会において女性議員が必要な理由１　議会において女性議員が必要な理由

議会が，市民の代表と言えるためには，人口の約半分を占める当事者である女性の意見

が政策に反映されなければならない。身近な政策課題を一番よく知っているのは，女性で

ある。しかし，その女性の声が議会に届かなければ，政策の偏り，ゆがみをもたらすこと

になりかねない。女性の政治参画は，あらゆる分野における女性の地位向上のため必須と

言える。女性の政治参画なくして，個人が尊重され，多様性が確保された社会の実現はで

きない。従来型の地方政治においては，既得権やしがらみといったものに縛られかねない

が，当事者として女性の声を反映させた政策を実現するためには，既得権やしがらみのな

い，新しい人材として女性議員の割合を高めることが必須である。

２　日本における政治分野の男女共同参画の著しい遅れ２　日本における政治分野の男女共同参画の著しい遅れ

日本では，1999 年に男女共同参画社会基本法を制定し，「男女共同参画社会の実現を 21

世紀の我が国社会を決定する最重要課題」とした。同法 9 条には，地方自治体においても，

男女共同参画社会の促進するための施策を策定し実施する責務があることが明記されてい

る。

政府は「2020 年までに指導的地位の女性を 30% 程度」とすると数値目標を定めたが，こ

の数値目標が達成できなかった。そればかりでなく，現時点において，日本は，男女共同

参画指数が世界最下位に近い状況にある。国際的な議員交流団体「列国議会同盟（ＩＰ

Ｕ）」は 2020 年に世界の国会議員で女性が占める割合が平均 25.5% だったとする報告書を

発表した。

ＩＰＵのまとめによると，国会（下院に相当する議会）の女性議員比率の上位 3 か国は

ルワンダ（61.3%），キューバ（53.5%），アラブ首長国連邦（50.0%）でいずれも 50% 以上で

あるのに対し，日本は 9.9%（166 位）で，G7 諸国では最低だった。アジア平均 21.0% から
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しても，日本は，アジアの中でも低位にある。

また，世界経済フォーラムが 2021 年 3 月に発表したジェンダー・ギャップ指数（ＧＧ

Ｉ）は，156 か国中 120 位，政治分野では 147 位と世界の中で，著しく低位にある。日弁

連は，ジェンダー・ギャップ指数が低位にあることに対して，2020 年，2021 年とも会長談

話を発表している。2021 年 4 月 22 日付け会長談話において「女性の政治参画は，あらゆ

る分野における女性の地位向上のための必須条件である。女性の政治参画なくして，個人

が尊重され，多様性が確保された社会の実現や，日本の民主主義を発展させることは不可

能であり，女性議員数，女性閣僚数を増加させることは喫緊の課題である。日本の現状は，

もはや一刻の猶予も許される状況になく，クオータ制の法制化も含めた具体的取組は急務

である。日本社会の男女不平等状態は，国際的な信用さえ失墜させ得るレベルであり，社

会の閉塞感にもつながっている。当連合会は，日本政府に対し，日本社会の現状を直視し，

個人が性別にかかわらず閉塞感なく生き生きと暮らせる社会を実現するため，職場におけ

る男女格差を解消し，女性活躍を更に促進する施策を実施するとともに，女性の政治参画

の推進を喫緊の重点課題と位置付け，より実効性ある具体的措置，施策を直ちに講じるよ

う強く要請する」としている。

以上のように，日本において政治的分野の男女共同参画の遅れは著しく，そのことが男

女間格差の最大の原因と言える。

３　地方議会の現状３　地方議会の現状

男女共同参画白書令和 3 年版によれば，地方議会議員の女性比率は 2020 年 12 月末日現

在，東京都の特別区議会 30.2%，政令指定都市の市議会 20.4%，市議会全体 16.2%，都道府

県議会 11.5%，町村議会 11.3% である。2021 年 7 月 4 日の東京都議会選挙の結果，女性議

員が史上最高の 41 名（比率 32%）になった（図表 33）。
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図表 33

出典：男女共同参画白書令和 3 年版Ⅰ -1-6 図

女性首長は，2019 年 4 月 1 日現在で，知事が，47 都道府県中 2 名，政令指定都市市長が

20 市中 2 名，市区町村長が 1721 市区町村中 32 名と，きわめて少ない現状にある。

全国の都道府県議会では女性議員がいない議会はないが，女性議員ゼロの議会が，市議

会では 3.7%，町村議会では 29.0% 存在する。町村議会の 29% もが，女性議員がゼロという

現状は，生活に一番身近な施策を課題としている地方議会において，当事者である女性の

声が反映されていないということであり，きわめて重い現実である。

国において，女性の国会議員の割合を高める施策が必要であるとともに，地方議会から

も，まず女性議員ゼロをなくし，更に女性議員・女性首長の増加実現のために，より積極

的な女性議員・女性首長増加施策を講じなければならない。

４　地方議会の危機－投票率の低下・無投票の増加４　地方議会の危機－投票率の低下・無投票の増加

2000 年の地方分権一括法の施行に伴い，地方自治体再編（平成の大合併）によって，地

方自治体の数が減り，議員定数が減少した（総務省地方選挙結果によると，1998 年は 6 万

4712 名定数のところ，2018 年は 3 万 3086 名定数）。

統一地方選挙における投票率の低下も顕著である。2019 年統一地方選挙における投票率

は，政令指定市議選 43.3%，市議選 45.1% と過半数に満たず，統一地方選挙が始まった 1947

年以降，最も低くなっている。更には，2019 年統一地方選挙では，1794 選挙区中，482 選

挙区が無投票当選となり，道府県議選と町村議選において過去最高となった。

このような地方議会における投票率の低下や，議員のなり手不足による無投票の増加は，

民主主義の根幹を足元から崩すことになる。

地方議会は，生活に最も身近で暮しに直結する，生命と健康，育児，介護，福祉，教育，
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環境等の政策課題を議論・決定する場であるにも関わらず，地方議会に対する関心の低さ

は，女性の政治への意識を低下させることにもなり，女性の政治参画を進める上でもネッ

クとなっている。

５　女性の政治参画の障壁となるもの５　女性の政治参画の障壁となるもの

(1) 男女の地方議会議員に対するアンケート調査

  2020 年に内閣府男女共同参画局が実施した女性の政治参画への障壁に関する調査

が参考となる。（内閣府編集「共同参画」（2021 年 6 月号）特集 2　女性の政治参画へ

の障壁に関する調査研究）

  男女の地方議会議員に対するアンケート調査では，地域や議会の種類等を考慮して

抽出した男女の地方議会議員を対象として調査を実施した（回答者 5513 人（男性

3234 人，女性 2164 人））。

  立候補を決める段階から選挙期間中の課題として，女性が上位 10 項に挙げたのは，

知名度がない 59.8%，仕事や家庭生活のため選挙準備活動の時間がない 48.9%，選挙

活動と準備の方法がわからない 46.4%，自分の力量に自信が持てない 42.1%。プライ

バシーが保てない 40.4%，資金の不足 40.4%，当選した場合，家庭生活との両立困難

30.4%，立候補を阻む言動を受けた 29.9%，性別による差別やセクハラを受けた 24・

9% となっている。

  また，議員活動や選挙活動中に，有権者や支援者，議員等からいずれかのハラスメ

ントを受けたと回答した者は，女性の 57.6% となった。ハラスメントの内容について

は，「性的，もしくは暴力的な言葉（ヤジを含む）による嫌がらせ」26.8%，「性別に

基づく侮辱的な態度や発言」23.9%，「ＳＮＳ，メール等による中傷，いやがらせ」

22.9%，「身体的ハラスメント」16.6%，「年齢，婚姻状況，出産育児などのプライべー

トについての批判，中傷」12.2% となっている。

(2) 女性が政治参画する際に障壁となるもの

①　固定的性別役割分担構造と固定的役割分担意識の壁

ア　男女共同参画社会基本法 3 条において，男女が個人としての尊厳が尊重される

こと，性別による差別的取り扱いを受けないこと，男女が個人として能力を発揮

する機会が確保されることをもって男女共同参画社会の形成を図るとされている。

そして 4 条においては性別による固定的な役割分担等が男女共同参画社会の形成

を阻害する要因となるおそれがあるので，社会の制度，慣行が性別により影響を

受けないよう中立的なものとするように配慮しなければならないとされている。

いわゆる社会的な性差，すなわちジェンダーによる差別を受けないジェンダー平

等の社会を形成することが，男女共同参画社会の形成をするために必要であるこ

とが規定されている。

イ　しかし，日本において，配偶者控除などの専業主婦への税制優遇措置政策等を

背景に「男は仕事，女は家庭」という性別役割分担の意識と社会全体の性別役割

分担構造が確立され，日本社会に根強く，根深く残存している。生まれてすぐに，

男の子，女の子として，その性別役割に適合するように，家庭でも学校でも社会

においても教育されて成長する。性別による役割分担は，社会構造であり，個人
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の意識に深く浸透しているのである。

  よって，ジェンダー平等社会をつくるためには，社会構造を変えることはもち

ろんのこと，個人が意識的に自らのジェンダーバイアスを取り除く努力をしなけ

ればならないのである。

ウ　女性が自らのジェンダ－バイアスにとらわれて，女性は家庭にいるべきだ，女

性は議員に向かない，女性は議員になる能力がない，男性議員のほうが優秀だ，

などと思い込むことがあり，女性自らの立候補への障壁となっている。

 　また，他の女性が立候補を検討している際には，女性へのジェンダーバイアス

により，議員は女性より男性の方がいいなどと言って，立候補を阻害する要因と

なるし，選挙において，女性が女性の足を引っぱって，女性の当選を困難にする

こともある。

エ　さらには，配偶者，家族，親族も，その性別分担意識により，女性の立候補に

反対することが多くあり，女性が立候補を断念する要因となっている。

オ　家庭，職場，地域，学校等，社会のあらゆるところにおいて，いまだ，性別に

よる固定的役割分担構造と固定的役割分担意識が存在していることが，女性の政

治参画の大きな障壁となっている。

カ　従来型の選挙の実態が，男女共同参画にそぐわない。

  いわゆる地盤・看板・カバンと言われる，資金力ある地元の男性名士による，

支持基盤と地縁血縁をもとにした選挙の実態は，男女の役割分担のもとに成り

立っているのであり，女性が候補者となる機会が確保されておらず，男女共同参

画型の選挙とは言えない。

キ　議員の仕事，候補者のロールモデルがない。

 　そもそも女性議員が少ないため，議員の仕事内容や候補者のイメージをつかめ

ず，立候補の意思を持てない。

ク　知名度がない。

 　固定的役割分担構造と固定的役割分担意識により，女性が社会経験を積む機会

が男性よりも少ないことで，知名度を上げる機会がない。

②　性別による差別的言動の存在‐女性蔑視発言・セクハラ・マタハラ

ア　跡を絶たない政治家の女性蔑視発言

 　日本において男女共同参画社会の形成を 21 世紀の最重要課題と位置付けなが

らも，首相経験者，閣僚，議員の中にも女性蔑視発言をすることが跡を絶たず，

女性差別意識の根強いことは，きわめて問題である。

イ　セクシュアル・ハラスメント（セクハラ）

  前述のアンケートにあるように選挙期間中や議員活動において，セクハラを受

けた女性議員は，57.6% に上っている。殴る・触る・抱きつくなどの身体的暴力

やハラスメントを受けた人も 16.6% となっている。

  セクハラ・マタハラは，性別による差別的言動であり，男女共同参画社会形成

のためには根絶しなければならない。女性が立候補しても，選挙中に有権者から

のセクハラ被害にあい，当選してからもセクハラ被害を受けるのは，男女共同参

画社会形成上，許されることではない。
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  2014 年 6 月，東京都議会において，女性議員が出産や不妊治療について質問し

ていた際に，保守系男性議員から「早く結婚したほうがいいんじゃないか」との

セクハラヤジを受けたことが批判され社会問題化された。当時は，不妊治療をカ

ミングアウトする当事者も少なく，女性が困っていることを取り上げたにもかか

わらず，セクハラヤジそのほかのヤジを多数飛ばしたことは，女性個人へのセク

ハラであるとともに，女性議員に対する侮辱であり，民主的な議会であるとは，

到底言えない。結局は，発言者が謝罪して幕引きとなったが，セクハラ発言が許

されないことが社会的認識となったことの意義は大きい。更に女性が政治参画す

ると，それまで光が当たってこなかった問題が取り上げられるようになる。出産

や不妊治療は女性にしか，わからない問題であり，当事者の声は強く響く。女性

が議席を獲得することは，当事者の声を反映させるために大きな意義がある。

ウ　マタニティ・ハラスメント（マタハラ）

  日本では，女性議員割合が低いため，女性議員が妊娠，出産・育児することに，

想像力や理解に乏しく，マタハラに相当する差別的言動を受けることがある。

  2008 年に第一子を出産した女性区議は，出産予定日まで議会に出席し，議会

臨時会と出産日が重なったとき「車いすに乗ってでも来い」と先輩議員に言われ

たという。まさにマタハラである。女性議員の妊娠・出産・育児についての創造

力の欠如，理解不足による，有権者や議会，議員からのマタハラも女性議員にとっ

ての障壁となる。

③　女性議員に対する環境整備の不備，不足

ア　産休・育休，介護等について欠席事由規定の不備

  地方議会は，標準会議規則をもとに，それぞれの議会の規則を定めているとこ

ろ，労働基準法は女性労働者の産休を規定するが，特別職の議員には同法が適用

されないため，これまでは標準会議規則の中で欠席理由として「出産」を認めて

いた。

  ただ，本人が欠席日数を決めて議長に届け出る方式であるため，女性議員が議

会内で理解が得られなかったり，遠慮したりして，十分に休めないケースが少な

くなかった。

  こうしたことも女性議員にとって障壁であったが，2021 年 1 月，内閣府から，

地方議会における女性活躍の推進について，標準会議規則の改正により，産前，

産後期間にも配慮した会議規則の整備や，育児，介護の欠席事由の明文化等を求

めた。これを受け，3 議長会（全国都道府県議長会，全国市議会議長会，全国町

村議長会）は，産前 6 週，産後 8 週までの産休期間をそれぞれの規則に明記した。

市議会議長会と町村議会議長会は「配偶者の出産補助」も欠席理由に加えた。

イ　託児室や授乳室がない。

  2017 年 11 月，熊本市議会において，女性議員が，生後 7 か月の乳児を連れて

議場に入ったところ，規則で認める者以外は議場に入れないと拒否されたことが

報道され社会問題となった。女性議員は，市議会の開会を遅らせたとして厳重注

意処分を受けた。議会は，議会規則を改正して，議場に入れるものとして「議長

が特に必要と認める者」を追加したが，育児と議員活動の両立支援が整ったわけ
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ではない。

  他方，海外では議場で授乳ＯＫの事例もある。2016 年，オーストラリア議会

では規定が改正され，女性議員が議場で授乳することが認められた。それまで議

場に子連れで入ることは禁止され，授乳中の議員は代理による投票を行っていた。

2017 年 5 月，女性議員が初めて生後 11 週間の乳児とともに議場に入り，授乳した。

また，2018 年アーダーン首相の出産・産休が注目されたニュージーランドは女

性の政治参加や地位の向上に積極的に取り組み，1893 年に世界で初めて女性が

国政選挙権を獲得した国としても知られている。1933 年に初めて女性議員が誕

生して以降，子育てとの両立を目指す議員が増えてきたことから，1990 年代に

は議会の敷地内に保育所が設けられたほか，議場での授乳も可能になった。

ウ　そのほかの環境の欠如，不備

  女性が候補者として選挙活動をしたり，当選後，議員として活動するに際し，

従来の男性中心の議会運営や設備において，環境整備が欠如したり，遅れている。

  議会も，深夜まで行われたり，長時間に及んだりして育児・介護との両立が困

難な状況である。

④　選挙資金の壁

  選挙活動には，公選法で認められた活動（法定チラシ，ハガキ，看板，ポスター，

宣伝カー，事務所等）でも相応の資金が必要であり，立候補の供託金も，法定得票

数に達しなければ没収される。（都道府県議会議員 60 万円，指定都市議会 50 万円，

その他の市区議会 30 万円，町村議会 15 万円）。労働しても低賃金で，男性に比し

経済力に乏しい女性にとって，選挙資金を準備することは困難が伴い，立候補を断

念する大きな要因となっている。

  以上のように，女性の政治参画の障壁を大別すると，①固定的性別役割分担構造と

固定的役割分担意識の壁，②性別による差別的言動の存在‐女性蔑視発言・セクハラ・

マタハラ，③女性議員に対する環境整備の不備，不足，④選挙資金の壁　等，多数存

在し，日本の女性の政治参画は，世界の中でも後塵を拝しているのである。

  地方議会においても女性の政治参画を進めることは，待ったなしの急務である。

  そのための方策等を第 5 章第 3 節第 3「地方議会における多様な意見の反映」にお

いて検討する。
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第８節　東京圏への一極集中第８節　東京圏への一極集中

１　はじめに１　はじめに

国土総合開発法のもと 1962 年に閣議決定された「全国総合開発計画」では，「とくに東

京および大阪への資本，労働，技術等の集積がはなはだしく，いわゆる「集積の利益」以

上に「密集の弊害」をもたらし，その弊害は生産面だけでなく都市生活者の生活面にまで

及び，過大都市問題をひきおこすに至つている」として，いわゆる太平洋ベルト地帯への

人口，経済活動の集中を問題にしていた。

その後，1987 年に国土庁が策定した第四次全国総合開発計画では「昭和 50 年代後半に

至り，東京圏への高次都市機能の一極集中と人口の再集中が生じている。」，「過疎地域での

引き続く人口減少ばかりでなく，道県単位でも再び人口減少が生ずるなど，地域振興の上

で大きな課題が現出している。」として，太平洋ベルト対地方の構造から，東京圏対それ以

外の構造へとシフトし，東京圏への人口，経済活動の集中が問題視されるようになった。

そして，2014 年 12 月に，まち・ひと・しごと創生法に基づき定められた「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」では，「地方から東京圏への人口流出に歯止めをかけ，「東京一極集

中」を是正する」必要性がある旨が指摘されるに至った。

以上のとおり，東京圏（東京都，神奈川県，埼玉県，千葉県）への人口，経済活動の極

端な集中が継続していると指摘されているところ，以下では，東京圏への人口や経済活動

等の集中の実態について紹介する。

２　東京圏への人口の集中２　東京圏への人口の集中

全国の人口に対する東京圏の人口割合は，下図のとおり，1945 年時点で 13.0% だったが，

1970 年には 23.0% にまで跳ね上がり，その後も一貫して増加し続け，2020 年には 29.1% と

なっている。

また，東京都の人口割合は，1945 年時点で 4.8% に過ぎなかったが，1965 年には 11% に

まで増加した。その後若干減少し横ばいの状況が続いていたが，2010 年に増加の兆しが見

え，2020 年には総人口の 11% を占めるに至っている。

他方，大阪圏（大阪府，兵庫県，京都府，奈良県）の人口割合は，1975 年に 15.0% となっ

た後に減少し，名古屋圏（愛知県，岐阜県，三重県）の人口割合は，1950 年以降減少して

いないものの 2010 年以降は 8.9% にとどまっている。

地方圏（東京圏，大阪圏，名古屋圏を除く地域）の人口割合は，1945 年時点で 63.0% だっ

たが，1970 年に 43% にまで落ち込み，その後も減少し続け，2020 年時点で 36.5% となって

いる。

このとおり，東京圏の人口は増加している一方で，地方圏の人口は減少を続けている（図

表 34）。
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図表 34

出典：総務省統計局「第 70 回日本統計年鑑令和 3 年」（総務省統計局，2020 年）より作成

３　東京圏の人口増の理由３　東京圏の人口増の理由

東京圏の人口は増加を続けているが，その内容は，自然増（出生が死亡を上回る）から

社会増（他県から転入が転出を上回る）に推移している。

2015 年の東京都の合計特殊出生率（一人の女性が出産可能とされる 15 歳から 49 歳まで

に産む子供の数の平均）は全国最低の 1.24，埼玉県と神奈川県は 1.39，千葉県は 1.38 で

あり，いずれも全国平均値の 1.45 を下回っている（内閣府「平成 29 年版　少子化社会対

策白書」）。

また東京圏における出生数と死亡数の差を取った自然増加数を見ると，下図のとおり，出

生数は 1970 年をピークに 1990 年まで減少を続け，以降横ばいとなっている一方，死亡数

は 1960 年頃から年々上昇を続けている。その結果，自然増加数は 1970 年にピークを迎え

て以降減少が続き，2012 年以降は死亡数が出生数を上回って自然減となっている（図表 35）。

図表 35

出典：国立国会図書館調査及び立法考査局社会労働課「東京圏への人口一極集中と人口減少対策　
調査と情報 886 号」（国立国会図書館，2015 年）

ここで，人口移動の状況は下図のとおりであり，これまで三度，地方から東京圏への人

口移動が生じたと分析できる。一度目は，戦後の高度成長期であり，1962 年には 38 万 7874
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人の転入超過となった。1970 年代に入り第一次石油危機を迎えると，転入超過数が 4 万

4443 人まで減少したが上昇基調に転じた。二度目は，バブル経済期であり，1980 年頃から

転入超過数が再び増加した。その後，1991 年頃にバブルの崩壊が始まると，1994 年には 1

万 6914 人の転出超過となったが，その翌年から 25 年連続で転入超過が続き（三度目の人

口移動），東日本大震災が発生した 2011 年には転入超過数が一時的に鈍化したが，2019 年

には 14 万 8783 人の転入超過となっている。

一方，大阪圏や名古屋圏への人口移動は，1960 年頃にピークを迎えて減少に転じ，1974

年以降はほぼ横ばいの状況が続き，地方への人口移動は転出超過が続いており，地方から

東京圏への人口移動は，歯止めが効かない状況となっている（図表 36）。

図表 36

出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2019 年（令和元年）結果」より作成

以上の点から，東京圏の人口増加は，地方からの人口移動によるものだと分析できる。

４　近年の東京圏人口増加の特徴４　近年の東京圏人口増加の特徴

東京圏への転入者の年齢層は下図のとおりであり，2019 年には全転入者のうち 20 歳か

ら 24 歳が 53.7% を占め，15 歳から 29 歳にまで範囲を広げると，その割合は 89.0% にまで

及んでおり，地方から東京圏への人口移動は，若者の転出によるものだと言えよう（図表

37）。
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図表 37

出典：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2020 年（令和 2 年）結果」より作成

ただし，東京都における年齢階層別人口の増減の内訳を見ると（下図参照），2010 年か

ら 2015 年の間で，東京都で 36 万人増えた人口のうち 23 万人は 75 歳以上，13 万人は 65 か

ら 74 歳の増加であり，64 歳以下の人口は 3 万人減っており，東京都に若者が流入してい

るにも関わらず，高齢者の増加が顕著となっている。つまり，東京圏は，地方から若者が

流入しているにもかかわらず，それを上回る少子高齢化が進んでいるのである（図表 38）。

図表 38

東
京
都

神
奈
川
県

愛
知
県

埼
玉
県

沖
縄
県

福
岡
県

千
葉
県

滋
賀
県

宮
城
県

鳥
取
県

石
川
県

広
島
県

佐
賀
県

福
井
県

香
川
県

島
根
県

岡
山
県

京
都
府

大
阪
府

富
山
県

山
梨
県

徳
島
県

大
分
県

宮
崎
県

熊
本
県

栃
木
県

群
馬
県

高
知
県

奈
良
県

和
歌
山
県

三
重
県

山
形
県

愛
媛
県

山
口
県

岐
阜
県

長
崎
県

岩
手
県

茨
城
県

兵
庫
県

長
野
県

鹿
児
島
県

秋
田
県

静
岡
県

青
森
県

新
潟
県

福
島
県

北
海
道

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

万人

７５歳以上
６５－７４歳
６４歳以下

総務省「国勢調査」より作成
年齢未回答者は､年齢回答者の年齢別比に応じて按分

図図図図図図２. 年年年年年年年年年齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢階階階階階階階階階階階階階階層層層層層層層層層層層別別別別別別別別別別別別人人人人人人人人人人人口のののののの増増増増増増増増減減減減減減減減減減減減減減減減減減減減
２０１０年→２０１５年

出典：藻谷浩介「日本の“人口減少”の実相と，その先の希望－シンプルな統計数字により，「空
気」の支配を脱する」（「人口減少社会の未来学」，文藝春秋，2018 年）

５　東京圏への経済活動の集中５　東京圏への経済活動の集中

四季報 2021 年 1 集によると，全国の上場企業のうち，東京都に本社を置く企業は 53.4%

にも及ぶ。また，東京都には，上場企業の時価総額の 64.6% が集中している（出典：東洋

経済ＯＮＬＩＮＥ 2016 年 10 月 9 日）。
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第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

この点，都道府県別の第一次産業，第二次産業，第三次産業の生産額と法人企業所得の

割合を見ると，東京都がそれぞれの産業部門の生産額をはるかに上回る比率で，法人企業

所得の 50% を占有していることが分かる（但し，国税庁「第 145 回国税庁統計年報令和元

年度版」では 49.0% である。）（図表 39）。

図表 39

出典：内閣府「県民経済計算年報 2018 年度（平成 30 年度）」，国税庁「第 144 回国税庁統計年報
平成 30 年度版」より作成

東京都総務局統計部作成の「平成 27 年 (2015 年 ) 東京都産業関連報告書」によれば，東

京都の「本社部門」すなわち本社の業務サービスを他の国内地域に対して行うことによる

対価としての収入が 14.9 兆円の受取超過となっており，最大の収益を上げている部門と

なっている。加えて，情報通信や商業の受取超過も高い水準を示している一方，製造業や

農林業などは支払超過となっている（図表 40）。

図表 40

出典：東京都総務局統計部「平成 27 年 (2015 年 ) 東京都産業関連報告書」
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ちなみに，総務省情報流通行政局経済産業省大臣官房調査統計グループ「情報通信業基

本調査結果　2020 年情報通信業基本調査（2019 年度実績）」によると，情報通信産業の付

加価値額の 73.8% を東京が占めており，情報通信業が東京に集中している実態が明らかで

ある。

また，投資収益と貿易収益を合計した海外売上高を見ると，その 7 割が東京都に集中し，

大阪府と愛知県を加えると 9 割が大都市に集中していることが分かる（図表 41）。

図表 41

出典：岡田知弘『地域づくりの経済学入門－地域内再投資力論』( 自治体研究社，増補改訂版，
2020 年 ) 

また，「外資系企業動向調査」( 令和 2 年 ) によると，全国の外資系企業のうち 65.1% が

東京に集中している。これは，海外に現地法人を展開する外資系企業の多くが東京都内に

本社を置いているからだと言えよう。

以上の点に鑑みれば，東京都には，国内の地方における収益が移転しているだけでなく，

海外からの所得移転や輸出利益をも吸引しており，人口だけでなく所得も東京に集中して

いると言えよう。

６　東京圏に人口 ( 特に若者 ) が集中する要因６　東京圏に人口 ( 特に若者 ) が集中する要因

内閣官房「大都市圏への移動等に関する背景調査」（平成 27 年 9 月）が実施した，地方

出身の東京圏居住者に対するアンケート調査の結果（下図）によると，10 歳代の 66.8% が

「入学・進学」，15.4% が「就職」，20 歳代の 5.5% が「入学・進学」，32.4% が「就職」を東

京圏へ引っ越しをした理由として挙げており，10 歳代から 20 歳代のうちの多くが，進学

ないし就職を目的として東京圏へ移動している。

実際，学校基本調査（令和 2 年度）によると，東京圏に存在する大学数は全国の 28.8%，

学生数は 40.4% を占め，うち東京都には全国の 17.8% の大学と 26.0% の学生が集中してい

る。また，東京圏への経済活動の集中は，上記 5 のとおりであり，東京圏への大学，経済

活動の集中が，10 代後半から 20 代の若者が東京圏に流入する要因となっているのは明ら

かであろう（図表 42）。
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第１章　地方を中心とした地域の衰退の現状・要因

図表 42

　　　　　　　　出典：大都市圏への移動等に関する背景調査

７　東京一極集中の問題点と対策７　東京一極集中の問題点と対策

国土交通省作成の「国土の長期展望中間とりまとめ」は，2050 年の人口推計等の結果か

ら東京一極集中の傾向が今後も継続し，東京一極集中に伴う様々な問題が 2050 年の国土に

おいてさらに顕著になる可能性があると指摘している（図表 43）。

図表 43

出典：国土交通省『国土の長期展望中間とりまとめ』

この点，上記 4 のとおり，人口移動の中心が地方出身の若年層であるから，東京圏への

一極集中が進行した場合，地方は，単に人口が減少するだけではなく，将来子どもを産む
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であろう若者を流出することになるのであって，人口減少が加速度的に進む結果をもたら

すと考えられる。その一方，東京圏においても，合計特殊出生率が全国最低な上，極端な

少子高齢化が進行しているから，若年層を取り込んだとしても，自然増を期待することは

困難だと言わざるを得ず，このまま東京圏への一極集中が進行すれば，東京圏と地方が共

倒れになりかねない状況である。

また，上記 5 のとおり，東京圏のうち東京都は法人企業所得の 50% を占有しているとこ

ろ，本社の業務サービスを他の国内地域に対して行うことによる対価としての収入が 14.9

兆円の受取超過なっている点に鑑みれば，地方における企業活動の利潤が東京本社の法人

所得として計上されていることが分かる。その結果，特に地方法人二税（法人事業税・法

人住民税）の税収も東京に集中することになり，東京圏と地方との税収が大きく偏在して

いる。

加えて，東京圏への一極集中は，自然災害のリスクを高めることにも繋がる。国土交通

省作成の「東京一極集中の是正方策について」によれば，広範囲で地震発生のリスクが想

定され，地震以外の洪水，土砂災害等の 2 項目以上の災害が重なるエリアが分布している

としており，さらに首都直下地震が発生した場合に地震火災の発生による建物被害及び死

傷者数が多く，経済的な損害も多額に上るとしている。

また，生物起源による生命健康の大規模な毀損を生じるという観点によれば，新型コロ

ナウイルス感染症も「自然災害」の一つとして捉えることができるが，内閣官房新型コロ

ナウイルス感染症対策推進室作成の「都道府県別累積の陽性者 (7 月 30 日 )」によれば 2021

年 7 月 30 日時点の東京都での新型コロナウイルス感染症陽性者数は，21 万 3910 人で全国

の陽性者数 (92 万 2312 人 ) の 23% にも及んでおり，東京圏の一極集中により感染者数も集

中していると言えよう。

以上の点から，国は，「まち・ひと・しごと創生総合戦略」において，人口減少を克服し，

地方創生を成し遂げるために東京一極集中を是正すべきとの基本的視点を掲げている。

また，全国町村会作成の「コロナ下・コロナ後社会を見据えた町村からの日本再生に関

する提言」(2020 年 11 月 ) においても，人口減少・少子高齢社会を克服して，災禍に強く，

持続可能な国づくりを推進するため，「東京一極集中の是正」及び「地方の活性化」を車の

両輪にして，必要となる各般の政策を強力に押し進めなければならないとして，東京圏へ

の一極集中是正の重要性を強調している。
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第９節　新型コロナウイルス感染症による社会の危機第９節　新型コロナウイルス感染症による社会の危機

１　はじめに１　はじめに

新型コロナウイルス感染症拡大により，社会はリーマンショックが起きた時（2008 年）

と同様の状況，あるいは，それが全国に拡大しており，市民の広い層に影響を及ぼしてい

る点で，より深刻な状況である。

労働者に休業手当が支払われない，労働者が解雇・雇止めされる，家賃が支払えない，学

費が支払えない，生活費がない，「医療崩壊」が取り沙汰されるなど，もともと脆弱にされ

ていた労働，社会保障制度の問題が「可視化」している。

労働の分野では，規制緩和により，非正規化が進められ，「雇用の調整弁」として雇用さ

れている非正規雇用労働者は，真っ先に，解雇，雇止めに遭っている。社会保障の分野で

は，権利性が弱められ，給付の引下げ，負担の引上げが行われてきた結果，制度を利用す

ることができなかったり，利用できる期間が制限されていたりして，セーフティネットか

ら抜け落ちる人たちがいる。

このような状況に対して，政府によりなされているのは，一時的な給付，貸付などによ

る弥縫策に過ぎず，脆弱にされていた労働，社会保障制度を根本から立て直そうという姿

勢は見られない。

２　脆弱にされていた労働，社会保障制度の問題の「可視化」２　脆弱にされていた労働，社会保障制度の問題の「可視化」

(1) 労働

  新型コロナウイルスに係る解雇等見込み労働者数は 10 万 3000 人，うち非正規雇用

労働者数は 4 万 79554 人とされている（2021 年 5 月 7 日時点）。総務省が 2020 年 12

月 1 日発表した 10 月の労働力調査によると，非正規雇用で働く人の数は，前年同月

比 85 万人減の 2111 万人で，8 か月連続減少となった。就業形態別にみると，正規雇

用は前年同月比 9 万人増だったのに対し，非正規雇用は全体で 85 万人減，男女別内

訳は男性が 33 万人減，女性が 53 万人減と女性の減少幅が大きい。非正規労働者は感

染拡大が本格化した 3 月から減少が続き，最も減少数が多かったのは 7 月の 131 万人

減だった。

(2) 医療崩壊

  「入院者数」の「新型コロナ対応ベッド数」に対する割合は，全国 61%，北海道 46%，

埼玉県 70%，東京都 65%，愛知県 57%，大阪府 71%，兵庫県 71%，沖縄県 83%，「重症者数」

の「重症者対応ベッド数」に対する割合は，全国 53%，北海道 10%，埼玉県 69%，東

京都 97%，愛知県 36%，大阪府 45%，兵庫県 51%，沖縄県 89% である（2021 年 9 月 1 日

時点「病床使用率全都道府県グラフ／ＮＨＫ特設サイト」参照）。

(3) ひとり親世帯への影響

  ひとり親世帯の全国約 1300 人を対象に，2020 年 10 月末～ 11 月初めに実施した緊

急調査結果によると，昨年と比べて「減収」「減収の見込み」との回答は 65.6%，昨

年よりも支出が「増えた」との回答は 79.7% であった。ひとり親世帯の臨時特別給付

金の使い道は「生活費や返済に使った」が 74.8%，「貯金して生活費に少しずつ使った」

が 15.5% であった（一般社団法人「ひとり親世帯支援協会」緊急調査）。
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(4) 教育機関への影響

  国公私立大学 767 大学に 2020 年 9 ～ 11 月に「新型コロナウイルスによる影響」で

特に大きな影響があると考える問題 5 つの回答を求めた調査で，631 大学の回答があ

り，10 月上旬で最も多いのは「学生募集」で 78%，「授業の実施方法」が 60%，「就職

活動」が 57% であった。「退学・休学の増加」は 7 月上旬で 9% だったが，10 月上旬

では 15%，来年 3 月には 30%，「経営状態」は 7 月上旬で 9% だったが，10 月は 13%，

来年 3 月は 20% だった。中長期的（概ね 5 年）に「学生への経済的支援」が問題にな

ると予想する大学は 84%，コロナ禍の影響で全国の大学がどう変化するかは「経営が

困難な大学が増加する」は 83% であった（朝日新聞と河合塾の共同調査「ひらく　日

本の大学」）。

(5) 特例貸付，倒産

  緊急小口資金等特例貸付の累積支給決定件数は 210 万 6789 件，累積支給決定額は

8765.8 億円とされている（2021 年 4 月 24 日時点）。

  帝国データバンクによると，「新型コロナウイルス関連倒産」( 法人および個人事

業主 ) は，判明しているだけで全国で 1441 件とされている（同年 5 月 12 日 16 時現在）。

(6) 生活保護

  「特定警戒都道府県」13 都道府県の主な自治体で 2020 年 4 月の生活保護申請件数

が前年と比べて約 3 割増であった。厚生労働省は，5 ～ 7 月は減少しているが，現金

10 万円が一律に給付された「特別定額給付金」や，当面の生活費を借りることがで

きる「緊急小口資金」などの支援制度の利用が広がったためではないかと分析してい

る。その上で「企業の業績悪化で仕事を失ったり休業が続いたりすることで，貯蓄が

なくなり生活に困窮する人はさらに増える可能性がある。新型コロナウイルスの影響

の長期化で，生活保護の申請件数は今後，増加するおそれがある」としている。

３　政府による対策３　政府による対策

(1) 労働

  新型コロナウイルス感染症拡大により，使用者から解雇，雇止め，「派遣切り」，休

業がなされる中，政府によりなされている対策は，雇用調整助成金の特例措置，新型

コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金といった一時的な措置，給付による弥

縫策に過ぎない。

(2) 医療崩壊

 　第 1 章第 5 節第 2 で述べたとおり，医療崩壊が起きている背景には，社会保障に関

する給付を削減し負担を増大させる「社会保障制度改革」の中，行われてきた「地域

医療構想」による公立 ･ 公的病院の再編統合，病床数削減，医療従事者の人員削減が

ある。しかし，新型コロナウイルス感染症拡大により医療崩壊が起きており，医療の

脆弱性が「可視化」しているにもかかわらず，政府はこの方針を変えず，むしろ推し

進めようとしている。

(3) ひとり親世帯

  新型コロナウイルス感染症拡大により，ひとり親世帯の収入が激減する中，政府に

よりなされている対策は，子育て世帯への臨時特別給付金，特例貸付，特例貸付を利
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用しきった世帯に対する生活困窮者自立支援金といった一時的な給付，貸付などによ

る弥縫策に過ぎない。

(4) 学生

  新型コロナウイルス感染症拡大により，アルバイトができず学費が支払えない学生

が増加する中，政府によりなされている対策は，学生支援緊急給付金，給付型奨学金

( 家計急変支援 )，貸与型奨学金 ( 緊急採用・応急採用 ) といった一時的な給付，貸

付などによる弥縫策に過ぎない。

(5) 住宅

  新型コロナウイルス感染症拡大により，収入が減少し家賃・テナント料が支払えな

くなった賃借人，事業者が増加する中，政府によりなされている対策は，住居確保給

付金の要件緩和，家賃支援給付金といった一時的な措置，給付による弥縫策に過ぎな

い。
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第１０節　地域社会の持続可能性の危機第１０節　地域社会の持続可能性の危機

第１　地域社会の持続可能性をめぐるシナリオ第１　地域社会の持続可能性をめぐるシナリオ

これまでに述べたところによるだけでも，現在の日本では地域社会の持続的可能性が危

機的状況にあることが十分に示されている。

ところで，この地域社会の持続可能性については京都大学こころの未来研究センターの

広井良典教授が，株式会社日立コンサルティングとともに，ＡＩを活用し，2050 年までを

視野に入れた“ポストコロナ社会”の未来シナリオの導出を行っている。

その具体的内容とは，「高齢人口」や「有効求人倍率」といった社会を構成する一般的な

社会指標をベースに，「サテライトオフィス導入企業数」のようなコロナ禍によって社会に

影響を与えると想定される指標を加え，計 347 個の社会指標から構成される「ポストコロ

ナ社会の因果連関モデル」を構築するものである。その上で，広井教授は，2020 年から

2050年までの30年間を対象とするポストコロナ社会の未来について，ＡＩを用いてシミュ

レーションを行い，約 2 万通りの未来シナリオを導出するとともに，それらを大きく 6 つ

のシナリオグループに分類した。

ここで，6 つの代表的シナリオとは，「集中加速・人口減少型シナリオ」（グループ 1），

「空洞化・人口減少型シナリオ」（グループ 2），「地方分散徹底型シナリオ」( グループ 3)，

「現状維持型シナリオ」( グループ 4)，「小さな政府・格差拡大型シナリオ」( グループ 5)，

「都市・地方共存型シナリオ」( グループ 6) をいう ( 図表 44)。

図表 44

出典：国立大学法人京都大学，株式会社日立コンサルティング　「ＡＩの活用により，ポストコ
ロナの望ましい未来に向けた政策を提言－女性活躍と働き方・生き方の「分散型」社会が鍵に
－」添付図の抜粋
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これら 6 つのグループは，さらに「一極集中が加速し人口減少が進むグループ」（上図の

「集中加速・人口減少グループ」）からの派生グループと，「地方分散が進み人口減少が改

善するグループ」（上図の「集中緩和・人口改善グループ」）からの派生グループに分かれ

る。

そして，広井教授は，これらの日本の将来シミュレーションのうち，「集中緩和・人口改

善グループ」から派生した「都市・地方共存型シナリオ」（グループ 6）に向かうことが，

最も望ましいことを指摘する。

その上で，広井教授は，「集中加速・人口減少グループ」と「集中緩和・人口改善グルー

プ」への分岐点は 2024 年までに生じ，以降両グループが再び交わることはないという。そ

のため，このシミュレーションによれば，日本の地域社会が持続可能か否かは，まさにこ

こ数年の政策・取組によって定まることとなる。

第２　地域の持続のために必要な政策第２　地域の持続のために必要な政策

それでは，日本が「集中緩和・人口改善グループ」に向かうためにはどのような政策・

取組が必要か。この点について，広井教授は共働き世帯の増加やサテライトオフィスの充

実，女性の給与改善等が重要であり，そのためには女性の活躍や「多様な働き方」を推し

進める政策が有効であると分析されたと指摘する。

日本が 2024 年に「集中緩和・人口改善グループ」のシナリオに分岐したとして，次は

2028 年に新たなシナリオ分岐点を迎える。その分岐点は「農業衰退グループ」と「農業再

興グループ」である。このうち，「都市・地方共存型シナリオ」（グループ 6）に向かうた

めには，後者の「農業再興グループ」のシナリオに向かう必要があるとされる。そして，

「農業再興グループ」のシナリオに向かうためには，農業を含む地方における次世代の担

い手の維持・育成支援に関する政策や，元気な高齢者を増やして東京圏の活気と自立性を

維持する（高齢者が活躍する街づくり）政策が有効とされる。

2028 年において「農業再興グループ」への分岐をした場合，日本は 2039 年に最後の重

要な分岐を迎え，ここで「現状維持型シナリオ」（グループ 4），「小さな政府・格差拡大型

シナリオ」（グループ 5）に向かうグループと「都市・地方共存型シナリオ」（グループ 6）

とに分かれる。このうちグループ 4 とグループ 5 はいずれも国民の幸福度を低下させるシ

ナリオであるため，その意味でもグループ 6 へのシナリオ分岐を実現する必要がある。

その上で，「都市・地方共存型シナリオ」（グループ 6）を実現するためには，改めて女

性の給与改善や共働き世帯の増加，仕事と家庭の両立，男性の育児休業取得率の上昇等が

重要となることが指摘される。

以上，広井教授のシミュレーションによれば，日本の地域社会の持続可能性は危機的状

況にはあるものの，なお挽回の余地があることが示されている。ただし，そのためには，

2024 年までに女性の待遇改善，共働き世帯への支援，サテライトオフィスの充実といった

「多様な働き方」の推進を行い，かつ，2040 年までに継続していくことが必要とされる。

同時に，2028 年までには地方の若年者の育成と都市の高齢者の活躍を支援する政策を行っ

ていくことが必要とされる。特に，2024 年の「集中加速・人口減少グループ」と「集中緩

和・人口改善グループ」との分岐点は，一度分岐が発生すると以降は二度と交差すること

はないとされているため，就労環境改善の政策・取組は一刻の猶予も許されないことにな
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る。

第３　現在の政策の問題点第３　現在の政策の問題点

ところが，現実は広井教授の提唱する方向とは真逆の方向で政策が企画・立案されてい

る。

すなわち，自治体戦略 2040 構想研究会第 2 次報告（自治体戦略 2040 構想研究会，2018

年 7 月）は，「自治体は，『プラットフォーム・ビルダー』として新しい公共私の協力関係

を構築し，住民生活に不可欠なニーズを満たすことが求められる。（中略）自治体が住民

サービスを持続的，かつ，安定的に提供していくためには，ＡＩ（人工知能）やロボティ

クスによって処理することができる事務作業は全てＡＩ・ロボティクスに任せ，職員は職

員でなければできない業務に特化することが必要である。あわせて，（中略）従来の半分の

職員でも自治体として本来担うべき機能が発揮でき，量的にも質的にも困難さを増す課題

を突破できるような仕組みを構築する必要がある。」（同報告 30 頁）とする。

このように，政府は，将来の人口減少とそれによる労働力不足は不可避的であると考え

ている。その上で，政府は，一定の規模を有する自治体に行政の機能を集約化してそこに

労働力と財源を集中投下し，人員減少に対してはテクノロジーで対応をするという姿勢を

示している。すなわち，政府が描く地域社会の将来とは「集中加速・人口減少グループ」

のシナリオとなっている。

しかし，広井教授のシミュレーションは，今が岐路であるとしつつも，日本の将来には

「集中緩和・人口改善グループ」に向かう可能性があることを認めている。また，広井は，

そのための対策についても，2024 年までには女性を中心とする労働者たちの就労環境を改

善し，2028 年までには農業の再興を図っていくという形で，時期と内容を具体的に明らか

にした上で提言を行っている。

そのため，日本政府としては，本当に日本の少子高齢化・人口減少が不可避の現象であ

るのかについて今一度検討を行い，少子化を招いている原因を取り除く政策を企画・立案・

実施していくことが求められている。
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第１１節　地域衰退の要因第１１節　地域衰退の要因

第１　はじめに第１　はじめに

前節では，広井教授のシミュレーションに基づいて，今の日本が地域社会の持続可能性

にとって重大な岐路に立たされていることを述べた。また，地域社会が持続していくため

には女性を始めとした労働者たちの就労環境の改善や農業の再興が求められているという

ことも述べた。

それでは，今日の日本における地域衰退はなぜ生じてしまったのか。本節ではその要因

の概略について改めて振り返る。

第２　地域衰退の要因第２　地域衰退の要因

地域衰退の要因は，以下のとおり，産業の衰退，市場中心主義に基づく規制緩和，社会

保障費の削減によって生じたあらゆる面での格差や，行政サービスへのアクセス困難，そ

して少子高齢化などに分けて考えることができる。

１　産業の衰退と社会内の格差の増大１　産業の衰退と社会内の格差の増大

(1) 地域産業の衰退，都市部への利益移転，市場中心主義に基づく諸政策

  もともと，地方では第 1 産業と第 2 次産業を中心とした経済で成り立っていた。し

かし，日本においては 1960 年代から 1970 年代にかけてこれらの産業が衰退した。

  他方，都市部の代表と言うべき東京都には，上場企業数の 53.4%，外資系企業の

65.1% が立地しており，特に，情報通信産業の付加価値額は 73.8% を占めている（2020

年）。そして，投資収益と貿易収益を合計した海外売上高の7割が東京都に集中し（2000

年），東京都にある企業の「本社部門」への他府県からの利益移転が大きく，それぞ

れの産業部門の生産額をはるかに上回る 5 割以上の法人企業所得が東京都に集中して

いる（2015 年）。

  このようにして，東京都では第 3 次産業を中心に今日も他の都道府県から多くの利

益を移転させている。

  そういった状況において，日本では，競争原理・市場中心主義に基づく産業への規

制緩和，賃金カットと非正規化による労働条件の切下げ，社会保障費の削減などを内

容とする諸政策が実行された。

  その結果，地方においては雇用面，教育面，社会保障面，行政サービスへのアクセ

ス面といったあらゆる場面での衰退が生じている。

(2) 雇用格差の増大

  まず，地方では賃金と雇用の安定面で大きな劣化が生じた。

  都市部では第 3 次産業で得た利益をもとに，地方に比較して高い賃金と安定した雇

用を保障できるのに対し，基幹産業が衰え経済力に劣る地方では都市部ほどの労働条

件を提示できない。実際，都道府県別の賃金で見ると，東京都の賃金平均が 373.6 千

円に対し，青森県のそれは 240.5 千円という大きな格差がある（令和 2 年賃金構造基

本統計調査）。

  また，男女間の賃金構造の差異も見逃せない。
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  一般労働者の性別賃金を見ると，男性の賃金は平均で 338.8 千円に対して女性は

251.8 千円である（令和 2 年賃金構造基本統計調査）。同賃金を基礎とした男女間賃

金格差（男性の賃金を 100 とした場合の女性の賃金の割合）は 74.3 であり，女性は

男性よりも 4 分の 1 も賃金が低いことになる。

  このような格差が生じる理由としては，相対的に高賃金である正社員の職を男性側

が担うこととなる一方，女性は低賃金であるパート・アルバイト職に甘んじざるを得

ない傾向があることが指摘される。その上で，男性側が正社員職を担うことになる理

由としては，日本型雇用慣行，すなわち勤務地・職務内容・労働時間の無限定性が，

家事・育児の役割を担うことが期待されている女性を排除していることが指摘される

（筒井淳也『仕事と家族』中公新書 2015 年）。

  このように，地方では都市部に比較して賃金と雇用の安定面で劣る。また，女性の

就労の機会を確保しようにも，日本には女性の就労を阻む社会的要因がある。そのた

め，地方では雇用面で魅力がなく，若年層の都市部への流出が進んでしまう。

(3) 教育格差の増大

  次に，若年層が地方から都市部に流入することに伴い，都市部と地方との間では教

育機会でも格差が生じている。

  すなわち，若年層が流出する地方では学校の維持に必要な生徒数が確保できず統廃

合を繰り返している（第 1 編第 1 章第 5 節第 4）。他方，都市部では多くの大学が偏

在し（第 1 編第 1 章第 5 節第 5），そこに多数の若年層が流入する。流入した若年層は，

その都市で就職し，定着していく。

  その結果，地方ではますます若年層が減少して学校の統廃合が進み教育格差が増大

している。そして，そのような教育格差に対する忌避感が一層都市部への人口流出に

拍車をかけている。他方，一度都市部に定着した若年層は都市から離れようとしない。

そこで，地方での学校の統廃合と都市部への人口流入が一層加速するという悪循環を

生じさせる。

(4) 社会保障格差の増大

  さらに，社会保障費の削減が医療と介護面で地方に負の影響を生じさせている。

  すなわち，人口が減少した地方では多くの医療機関が経営面に困難を抱えている。

しかも，近時の日本では 2015 年 3 月には，国民健康保険の主な財政運営主体を都道

府県とした上で，保険料の賦課徴収・保険事業などは市町村が行うとする法改正が行

われた。これにより，都道府県ごとに保険料負担と医療費が直結する仕組みが作られ，

医療費の抑制を都道府県単位で競わざるを得ない状況が生まれている。

  その結果，地方では医療機関が統廃合され，住民は医療にアクセスすることが困難

となっている。そのため，安心・安全を求める住民たちは，より良い医療環境を求め

て都市部に移転する。そして，そのことが一層の医療機関の経営難・統廃合を招くと

いう悪循環を生じさせる。

  また，介護についても，地域に在住する高齢者の需要はあるものの，同業界の賃金

水準は低い一方で労働負荷は高いため，就職先としての人気は低く，若年層の都市部

への流出を止める効果は生じていない。

(5) 公的サービスへのアクセス困難
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  日本では，1999 年以降の「平成の大合併」の結果，全国に 3232 あった市町村（同

年 3 月 31 日時点）が，1718 にまで減少した（2018 年 3 月 31 日時点。総務省ホームペー

ジ）。これにより，市町村の中心部から外れた地域に住む住民は役場等の公的機関に

アクセスすることが困難になった。

  その上，日本における地方自治体一般職常勤職員（再任用職員，任期付職員，任期

付研究員，配偶者同行休業代替職員，育児休業代替職員を含む）の数は，1994 年の

約 328 万人をピークとして，それ以後，民間委託の推進，定員管理の適正化等を目指

した集中改革プランの推進などにより削減され，2020 年には約 276 万人となり約 52

万人減少した。

  他方，これに代わって，臨時・非常勤職員（2020 年度からはその大部分が会計年

度任用職員と位置付けられた。）の数は，2020 年は約 69 万人となり 2005 年からの 15

年間で約 24 万人増加し，一般事務のほか，保育，教育，医療分野等にまで及んでいる。

  また，2003 年 9 月の地方自治法改定による指定管理者制度の導入以降，同制度を

取り入れた施設数は 7 万 6282 にも上っている。

  さらに，庁舎の清掃，夜間軽微，学校給食，窓口業務などの事業で民営化が進んで

いる。

  これらのとおり，現在の日本では市町村の減少による公的機関にアクセス方法に困

難が生じている。その上，行政サービス自体も，一般常勤職員の削減で不足する人材・

サービスを非正規化，外部化，民営化で補われている。しかし，その結果，住民にとっ

て特に必要となる行政サービスの質・量が低下し，住民はその地域で生活し続けるこ

とが困難となっている。

２　少子高齢化の進展２　少子高齢化の進展

(1) 少子高齢化の問題の本質と背景

  地方の人口が都市部に流出する一方で，少子化は日本全体で進んでいる。そのため，

地方では流出する若年層を補充する新しい世代ができず，高齢者だけが取り残される

こととなっており，これも地域の衰退に拍車をかける要因となっている。

  ところで，「少子高齢化」として語られる問題は，「少子化」と「高齢化」の問題に

分けることができ，特に「少子化」の方が日本社会に負の影響を与えていることが指

摘されている。人口の再生産が進まないため，社会活動の担い手不足が起こる。その

ことが「少子化」の問題の本質である。

(2) 少子化が進行する理由

  それでは，なぜ日本では「少子化」が進行するのか。

  その要因としては未婚化・晩婚化の進行が指摘される。

  そもそも，現在においても結婚したカップルの出生率自体はそれほど大きくは減少

していない。実際，夫婦の完結出生児数（夫婦の最終的な平均出生子ども数）は，

1977 年の 2.19 に対し，2010 年には 1.96 と初めて 2 を下回ったものの，2015 年時点

でも 1.94 という数値をキープしている（国立社会保障・人口問題研究所「第 15 回出

生動向基本調査」39 頁）。

  これに対し，日本全体での合計特殊出生率は 2019 年時点で 1.36 にとどまっている
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（厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室「人口動態統計」）。そ

して，このような出生率の差異が生じる理由は，結婚をしたくても，できない男女が

増えているからである。

  すなわち，2019 年時点でもいずれは結婚しようと考える未婚者の割合は，18 歳か

ら 34 歳の男性では 85.7%，同女性では 89.3% となっている（国立社会保障・人口問題

研究所「第 15 回出生動向基本調査」17 頁）。しかし，翻って未婚率を見てみると，

25 歳から 29 歳の男性では 1975 年には 48.3% だった未婚率が 2015 年には 72.7% と，

40 年間で約 24 ポイント上昇している。同女性についても，1975 年は 20.9% であった

未婚率が 2015 年は 61.3% と約 40 ポイント上昇となっている（国勢調査）。

  このように，現在でも男女ともに結婚に対する願望はあるのであるが，実際にはそ

れができていない状態が統計資料から示されている。

(3) 結婚ができない理由

  それでは，なぜ結婚をしたくてもできないという状態が生じているのか。この点に

ついては，低賃金・雇用の不安定が背景にあることが指摘されている。

  まず，2019 年時点における結婚願望のある 18 歳以上 35 歳未満の男女に対し，1 年

以内に結婚するとした場合の障害になることを尋ねたところ，男性の 68.3%，女性の

70.3% から支障があるとの回答が得られている。

  その上で，当該男女に何が結婚の障害となるかを尋ねたところ，「結婚資金」を挙

げた男女が最も多く ( 男性 43.3%，女性 41.9%)，次いで，男性は「結婚のための住居」

(21.2%)，「職業や仕事上の問題」(14.5%)，女性は「職業や仕事上の問題」(19.9%)，「結

婚のための住居」(15.5%) を挙げる。

  これらの結果は，男女ともに金銭面が支障となって結婚を躊躇していることを示唆

している。

  そのため，男女ともに雇用条件を改善することで少子化が改善することが予想され

る。しかし，現在の日本は雇用規制の緩和により低賃金化・非正規化が進展している

ため，雇用条件が改善することは期待しにくい。女性については，正社員化を阻む社

会的要因があるため（本節第 2・1(2)），なおさら雇用条件の改善を期待しにくい。

  その結果，日本社会における「結婚をしたくてもできない」状態が改善する見通し

は立っていない。

第３　小括第３　小括

本節の最後として，地方が衰退した要因をもう一度まとめる。

そもそも，地域における人々の生活を支えるのは，労働と社会保障であり，その在り方

に密接に関わるのは地域産業や地方自治体の政策等である。

ところが，労働と社会保障については，市場中心主義の下における規制緩和により，労

働基準が切り下げられ，社会保障が縮減された。

他方で，経済面では地方の産業が衰退する一方で，都市部は大企業が多くの利益を集積

し，地方から若年層を流出させた。

さらに，平成の大合併によって大きな都市に統合され，その周辺部となった地域などで

は，役場機能の大幅な縮小などによって地域産業の後退や人口減少が加速した。
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加えて，地方自治体における人員削減，業務の民営化等が誘導され，地方自治体の公共

サービスの水準の低下を招いた。

これらが，地域衰退の大きな要因である。

また，地域の衰退は，出生数減少という「少子化」によって人口減少がもたらされたこ

とに起因するとの指摘がある。

確かに，地域の持続性を損なうほどの「少子化」は放置できない問題である。しかし，

「少子化」の要因や 2008 年をピークに人口減少局面に入った理由こそが重要である。

若者にとって，結婚や出産がリスクのある選択になっているのは，労働規制の緩和によ

り不安定就労・低賃金労働が大都市部でも地方でも広がって若者の貧困化が進んだこと，高

額な学費，奨学金債務の負担，子育てにかかる費用が大きいにもかかわらず子育て支援も

乏しいこと，性別役割分担などにより女性が構造的に不利な状況に置かれていることなど

が要因となっている。

こうした労働や社会保障の在り方が地域の衰退をもたらしていることが看過されてはな

らない。
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第２章　国等の動きと地域における生存権保障・地方自治第２章　国等の動きと地域における生存権保障・地方自治

第１節　三位一体改革・平成の大合併第１節　三位一体改革・平成の大合併

第１　三位一体改革－大幅に削減された地方交付税第１　三位一体改革－大幅に削減された地方交付税

１　地方分権改革に至る経緯１　地方分権改革に至る経緯

戦後の日本においては，政府の活動に関する決定権限を中央政府が比較的強く有する一

方，執行の業務負担は地方政府に分散しているという「集権的分散システム」というべき

政府間財政関係が成り立っていた。その結果，地方自治体は政策決定の自由を制限され，政

策決定や財源の獲得について国への依存を深めることとなり，国に対する地方自治体の自

立，すなわち団体自治が損なわれてきた。また，地域独自の事情や住民の意思よりも，む

しろ国の意思が地方自治体の活動に影響を及ぼすこととなり，住民自治の発展も妨げられ

ることとなった。

こうした状況を改善すべく，1993 年 6 月，衆議院本会議にて地方分権の推進に関する決

議がなされ，地方分権改革が始まった。

２　地方分権一括法２　地方分権一括法

2000 年代に入り，地方分権一括法が施行され，地方自治体を国の「機関」とみなして事

務を委任し執行させる機関委任事務が廃止されるなど，地方分権改革の一層の進展が期待

された。

特に，税財政制度改革として，補助金の廃止・縮減と地方への税源移譲により，地方自

治体の自主財源拡充を図る改革が期待された。

その一方で，財政健全化のために政府部門のスリム化を図るべく，民営化と分権化が掲

げられた。内閣府に設置された重要政策会議の一つである経済財政諮問会議は，国庫支出

金や地方交付税は国に依存した財源であり，地方歳出を肥大化させ，自治体の主体的な財

政運営を妨げる非効率な仕組みであるとして，補助金や地方交付税を削減し，地方の自主

財源による財政運営を考える必要があるとした。

３　三位一体の改革３　三位一体の改革

2002 年 6 月，「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」が閣議決定され，「国の

関与を縮小し，地方の権限と責任を大幅に拡大する」などとして，国庫補助負担金改革，税

源移譲及び地方交付税改革を一体として行う「三位一体の改革」を進めることが決定され

た。こうした改革を通じて，「地方の一般財源の割合の引上げ，地方税の充実，交付税への

依存の引下げ，効率的で小さな政府の実現が期待されている」ものとされた（2005 年度年

次経済財政報告第 2 章第 3 節「地方財政の改革」）。

そして，地方自治体が自己決定・自己責任の財政運営を行うためには，国庫補助負担金

はできる限り廃止・縮減し，地方税に置き換えるべきであるという考え方から，国庫補助

負担金は，総額 4 兆円を超える規模で廃止・縮減された。

また，税源移譲については，国から地方への税源移譲（所得税から個人住民税へ）が 3
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兆円規模で進められた。

なお，この国庫補助負担金の廃止・縮減額と税源移譲額との差額の 1 兆円については，政

府は地方が創意工夫により自治体経営の合理化を図ることによって対応することを期待し

ていた。

ただ，これらと併せて，地方交付税も毎年総額 1 兆円規模で削減が進められた。その削

減規模は，2000 年度の 21 兆円程度から 2006 年度の 15 兆円程度へと 6 兆円にも及んだ。

本来，地方交付税は，地方自治体が標準的サービスを行うことができるように財源保障

を行うと同時に，財政力格差を是正する一般財源として重要な財政調整制度である。上記

のような大幅削減の結果，地方自治体は厳しい財政運営を求められることとなった。特に，

人口規模が小さい町村の財政においては，その歳入に占める地方交付税の割合が大きかっ

たことから，小規模町村ほど削減の影響は深刻であった。

このように補助金や地方交付税が削減される状況下で，自主的な財政運営は難しいと判

断した財政力の弱い地方自治体では，市町村合併を選択する動きが加速したのである。

第２　平成の大合併第２　平成の大合併

１　平成の大合併の概要１　平成の大合併の概要

日本においては，過去 2 回にわたり大合併が行われた。いわゆる，明治，昭和の大合併

である。

明治の大合併は，近代的地方自治行政を実現するための基盤を整備することを目的とし

て，小学校や戸籍の事務処理を行うため，戸数 300 ～ 500 戸を標準として進められた。そ

の結果，1888 年に 7 万 1314 あった市町村が，1889 年には 1 万 5859 と大きく減少した。

昭和の大合併は，戦後の地方自治，特に市町村の役割を強化する必要から，中学校 1 校

を効率的に設置管理していくため，人口規模 8000 人を標準として進められた。その結果，

1953 年に 9868 あった市町村が，1961 年には 3472 と約 3 分の 1 になった。

その後，市町村の数にはほとんど変化がないまま，40 年近くが推移したが，1999 年に地

方分権一括法が成立し，地方分権が推進されることとなった。その際，「地方分権の担い手

となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤を確立することが強く求められる」として，市

町村合併を進めるため，市町村合併特例法も同時に改正され，合併特例債や合併算定替の

大幅な延長といった財政支援措置によって，市町村合併が推進された。これがいわゆる平

成の大合併である。平成の大合併推進の結果，市町村数は 3232（1999 年 3 月 31 日）が 1727

（2010 年 3 月 31 日）となった。

明治，昭和の大合併は，それぞれ小学校，中学校を運営できる市町村づくりという具体

的な目的があった（明治＝小学校区，昭和＝中学校区）のに比べ，平成の大合併は，目的

なき合併とも言われる。

２　平成の大合併についての総務省の 2010 年の報告書２　平成の大合併についての総務省の 2010 年の報告書

総務省の 2010 年の報告書「『平成の合併』について」では，合併の効果として，①専門

職員の配置など住民サービス提供体制の充実強化，②少子高齢化への対応，③広域的なま

ちづくり，④適正な職員の配置や公共施設の統廃合など行財政の効率化があるとしている。
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他方，「役場が遠くなり不便になる」，「中心部と周辺部の格差が増大する」，「住民の声が届

きにくくなる」といった否定的評価があることも，同報告書では挙げられている。

同報告書を検討すると，例えば，①「専門職員の配置など住民サービス提供体制の充実

強化」として掲げられている点は，その根拠として，宮古市の事例と岩手県資料を引用し

ている。しかし，日弁連において資料を調査したところ，岩手県の資料で，宮古市，八幡

平市，一関市，遠野市，西和賀町における，栄養士，保健師・助産師，土木技師の実人員

の推移を見る限り，合併前よりも合併後の方が減った自治体が多かった。他の「効果」と

して挙げられているものも，②「少子高齢化への対応」は，小規模町村の方が先進的取組

をしている例も多く見られる。また，③「広域的なまちづくり」も，市街地の交通政策や

地域密着型の公共交通については，まとまりを持った市街地や歴史的に関連の深い集落の

集合体などの地域ごとの計画策定や整備も重要である。さらに，地域の乳幼児の保育教育

施設，学校・福祉施設の配置や景観政策・土地利用政策・文化歴史構想等は，集落単位で

の計画等が意味を持つものであり，広域的なまちづくりがより効果的である根拠はない。そ

して，④「行財政の効率化」については，合併をしなくても，広域連携によって効率的な

運用や施設の統廃合が可能である。行財政の改革が人員削減，特に，周辺部の合併した旧

町村部で働く職員数の削減をもたらしている例も多く，そうなると，行政サービスの低下

に直結しかねない。

３　平成の大合併についての日弁連の調査３　平成の大合併についての日弁連の調査

日弁連では，平成の大合併の問題状況を調べるために，政府の統計資料の分析に基づく

調査，現地の調査及び合併報告書（都道府県・総務省）の調査を行った。その結果，以下

のような状況が判明した。

(1) 統計資料の分析から判明した事実

 　隣接した合併旧町村と非合併町村で統計資料の数値を比較したところ，以下の①～

④のような特徴が確認できた（「図表 1」はその一部につき比較した町村のデータを

並べて記載したものである）。

図表 1

合併したところと合併しなかったところの比較

　 従来の役場の職員数 2018 年の役場の職員数 小学校の生徒数

長野県旧大岡村（長野市に合併） 47 人  9 人 14 人

長野県生坂村 37 人 37 人 70 人

岡山県旧東粟倉村（美作市に合併） 21 人  6 人 34 人

岡山県西粟倉村 45 人 45 人 80 人

高知県旧本川村（いの町に合併） 47 人 23 人 14 人

高知県大川村 25 人 23 人 17 人

長崎県旧宇久町（佐世保市に合併） 90 人 50 人 37 人

長崎県小値賀町 83 人 83 人 81 人

出典：日弁連「第 32 次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書」（2020 年
3 月 18 日）添付の比較表
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①　人口減少・高齢化の推移

  隣接した合併旧町村と非合併町村で比較すると，合併したところの方が人口減

少・高齢化の進捗が著しかった。

  政府の統計資料を用いた分析としては，2000 年時点で，人口 4000 人未満の町村で，

人口規模及び産業構造が類似し 1，隣接した合併旧町村と非合併町村について，重複

している 4例及び人口急増の 1例を除き，全国 47組，94自治体の合併後の人口変化・

高齢化の進捗を比較したところ，人口減少率について見ると，47 組中 43 組で，合

併後の人口減少率（2005 年から 2015 年。2003 年に合併した町村は，2000 年から

2015 年の変化で比較。）が，非合併町村よりも合併した旧町村で高いという結果が

判明した。

  高齢化率についても，47 組中 41 組で，非合併町村よりも合併した旧町村の方が

高齢化の進捗率（2005 年から 2015 年）が高かった。ただし，それ以外の 6 組につ

いても，そのうちの 1 組（東白川村・旧加子母村）は，非合併村である東白川村の

高齢化の進捗率がその後鈍化し逆転した。また，他の 1 組（産山村・旧波野村）は，

非合併村である産山村に 2008 年に特別養護老人ホーム及び有料老人ホームが開設

されたという事情が判明した。その点を補正するといずれも非合併村の方が高齢化

の進捗率が低いと考えられることから，この 2 組も含めると，47 組中 43 組で，非

合併町村よりも合併した旧町村の方が高齢化の進捗率が高いこととなった。

②　公務就労者の推移

  統計資料の分析からは，公務就労者は合併町村では減少していたが，非合併町村

では半数以上で増加していたことも判明した。

  前記①と同じ 47 組の類似自治体で，公務就労者の増減と公務就労者の就業人口

減少寄与率（公務就労者の減少数／就業人口の減少者数）を調べた。

  公務就労者は，合併した旧町村（47 自治体）では旧本宮町（田辺市）を除く 46

町村で減少している。一方で，非合併町村（47 自治体）では，減少したのは，18

町村にとどまり，29 町村では公務就労者は増加していることが判明した。

  また，2005 年から 2015 年の間の公務就労者の就業人口減少寄与率を見ると，47

組中 43 組で合併した旧町村の方が非合併町村に比べて公務就労者の就業人口減少

寄与率が高いという結果が判明した。これにより，合併した旧町村では非合併町村

に比べ，公務就労者の減少が就業人口の減少に与える影響が高いことが示された。

③　産業分類別就業者数の推移

  また，合併した市町村の中心部，その周辺部，非合併町村の産業分類別就業者数

を比較検討したところ，次の 5 業種については，合併した市町村の周辺部（旧町村

部）における就業者数の減少が生じていた（括弧内は就業者数の減少に影響を与え

たと推測される要因である。）。

　　卸売・小売・不動産業（人口減少）

　　飲食店・宿泊業（役場関連の需要減）

1  総務省が行っている，日本の各地に存在する多様な自治体を人口と産業構造の組み合わせによって自治体

を類型化し，それぞれの類型を類似団体として比較対象とする方法に準拠した。
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　　教育・学習支援業（学校や幼稚園等の統廃合）

　　複合サービス事業（郵便局・農協等の統廃合）

　　公務（役場の廃止と支所職員の減少）

④　小中学校の生徒数減少・廃止，保育園の休園

  さらに，合併した旧町村では，小中学校の生徒数減少が著しく，小学校や中学校

がなくなった例まで見られた（2000 年時点で，人口が 2000 人以下の町村で合併し

た町村 113 町村のうち，2019 年 11 月時点で ,19 旧町村で小学校が消滅し，1 村で

休校していた。）。保育園が休園したりなくなったりしている例も複数あった。

(2) 現地調査から判明した事実

①　役場の人数減少・機能限定による住民サービスの低下

  日弁連では，統計資料の分析にとどまらず，具体的な実情を把握すべく，全国各

地の合併した旧町村を訪ねて，聞取り調査を実施した。具体的には，合併した旧町

村部では，元町村長，元市町村助役，現在の職員，現住民自治協議会会長，元商工

会長，地域で活動している方（ＮＰＯ法人，I ターン者など）などから，非合併町

村では，現町村長，議員，現市町村担当職員（課長など），商工会長，地域で活動

している方（ＮＰＯ法人，I ターン者など）などから聞取り調査を実施した。対象

地としては，合併したところと合併しなかったところで，「類似自治体」を 7 か所

調査し，他に 2 か所調査した。

  訪問調査した 9 旧町村では，合併後の役場の支所は，従来よりも人数が大幅に削

減され，地元出身者も本庁に流出するなどしていた。さらに，合併しなかったとこ

ろでは，住民と行政がお互い面識がある状況のもとで，きめ細かな住民サービスが

展開されていたが，合併したところでは，役場の人間が少なく，公的な住民サービ

スが困難になったという声や，職務が限定されることによる従来の役場が有してい

た機能への影響を指摘する声があった。

②　地域振興への影響

  また，合併していなかった生坂村，西粟倉村，大川村，小値賀町は，2000 年時

点では近接する合併した町村よりも人口などで劣っていたが，合併せず，地域の資

源を活用した再生の努力を重ね，特色ある地域振興策を実施した結果，人口減少率

は改善し（社会増減率でいうと増加に転じたところもある。），移住者・移住起業者

が増加し，産業も活性化するなどしていた。

  他方，合併した町村では，合併によって地域の産業振興が難しくなり衰退したと

いう元村長・元町村幹部の意見があった。合併した元町村の元村長は，民間の活力

が弱いところでは，行政や議会が間近にあって実情に即したきめ細やかな政策を展

開できる方が急激な衰退を止めることができ，結果として高い出生率も維持できる

との意見を述べていた。

４　平成の大合併の進め方の問題点４　平成の大合併の進め方の問題点

日弁連の聞取り調査や日弁連が 2019 年 11 月 6 日に開催したシンポジウムでの発言の中

で，平成の合併の進め方には，以下のような問題点があることが指摘された。

まず，都道府県の関与について，都道府県の勧告により合併の推進を図る仕組みが合併
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新法で導入されるとともに，県が積極的に合併パターンの公表や広報宣伝活動を実施し，知

事等が市町村を直接訪問して合併を推進することもあったとの指摘があった。

また，国についても，合併のメリットとデメリットについて自治体や住民に十分な情報

提供をせずに合併を推進したなどの批判の声もあった。

５　平成の大合併についての検証の必要５　平成の大合併についての検証の必要

以上のとおり，平成の大合併には問題点がある可能性が高い。合併算定替の大幅な延長

も終了し，合併の効果・問題点が明らかになりつつある今，日本の今後の地方自治の在り

方を考えるため，平成の大合併の検証をすべきである。
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第２節　人口減少問題への対応と地方自治の在り方第２節　人口減少問題への対応と地方自治の在り方

第１　地方消滅論と「地方創生」政策第１　地方消滅論と「地方創生」政策

１　地方消滅論の提起１　地方消滅論の提起

2014 年 5 月 8 日，2007 年 8 月から約 1 年余り地方分権改革・市町村合併・道州制推進担

当の総務大臣を務めた増田寛也氏が座長を務める日本創成会議人口減少問題分科会（民間

団体）から「ストップ少子化・地方元気戦略」と題するレポートが公表された。

同レポートでは，日本の人口減少問題について問題提起し，20 歳から 30 歳代の若年女

性人口が 2040 年までに 5 割以上減少する自治体を「消滅可能性都市」，うち人口 1 万人未

満の市町村を「消滅自治体」とした上で，全国の 49.6% にあたる 896 の市町村について，市

町村名が記載されたリストを挙げて，出生率が上がったとしても将来的には消滅するおそ

れが高いと報告された（以下「地方消滅論」という。）（図表 2）。

図表 2

出典：日本創成会議人口減少問題検討分科会「ストップ少子化・地方元気戦略」※福島県は調査
対象外
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そして，同レポートや関連する論文（増田寛也・人口減少問題研究会「戦慄のシミュレー

ション 2040 年，地方消滅。『極点社会』が到来する」（『中央公論』2013 年 12 月号，18-31

頁），増田寛也・日本創成会議・人口減少問題検討分科会「提言　ストップ『人口急減社

会』：国民の『希望出生率』の実現，地方中核拠点都市圏の創成」（『中央公論』2014 年 6 月

号，18-31 頁）は，増田氏と各識者の対談とともに「地方消滅」（中公新書）としてまとめ

られて出版された（以下「増田レポート」という。）。

２　増田レポートの内容２　増田レポートの内容

(1) 人口減少問題の分析

  増田レポートは，少子化に伴う人口減少により，2010 年時点で 1 億 2806 万人あっ

た日本人口が 2050 年には 9708 万人，2100 年には 4957 万人まで約 40% 減少すると推

計できるとした上で，「老年年齢人口増加＋生産・年少年齢人口減少 ｣ の第 1 段階，「老

年年齢人口維持・微減＋生産・年少年齢人口減少」の第 2 段階，「老年年齢人口減少

＋生産・年少年齢人口減少」の第 3 段階という，人口減少プロセスを示し，大都市や

県庁所在地等の中核都市は第 1 段階にある一方，地方の多くの地域は第 2 段階ないし

は第 3 段階にあり，都市圏と地方とで人口減少に格差が生じていると分析する（なお

「年少人口」は 14 歳以下，「生産年齢人口」は 15 歳から 64 歳，「老年年齢人口」は

65 歳以上の人口を指す）。

  この人口減少の格差について，増田レポートは，1960 年代及び 1980 年代の地方か

ら東京圏への人口移動が大都市圏における雇用吸収力の増大を要因とする「プル型」

であったのに対し，2000 年代の人口移動が地方の経済，雇用力の低下を原因とする

「プッシュ型」で，地方には職がなく，将来子どもを産む若年層が地方から大都市へ

の流出しているため，地方の人口減少スピードが非常に速くなっているとする。

  加えて，20 歳から 39 歳まで男女ともに 3 割程度人口流出がある自治体については，

出生率を引き上げたとしても，若年女性の流出によるマイナス効果が上回り，人口減

少が止まらず地域が消滅するとした。

  以上の点を踏まえ，増田レポートは，2040 年頃まで地方から大都市圏への人口流

入が続くとして独自に人口移動を推計し，2010 年から 40 年までの間に 20 歳から 39

歳までの女性人口が 5 割以上に減少する市区町村が 896 自治体にものぼると結論付け

た。また，増田レポートは，地方が消滅し，三大都市圏，特に東京圏が生き残ること

になるが（このような，大都市圏に限定という大都市に限定された地域に人々が集中

し，高密度の中で生活する社会を増田レポートは「極点社会」と評している。），東京

圏は低出生率で，高齢者対策費用の急増，子育て支援に対する財源の不足により今後

の出生率の向上が望めないため，日本全体の人口減少が加速するとし，人口減少を阻

止するためには，まず，大都市圏への人口集中を止める必要があるとした。

(2) 増田レポートの提言内容

  上記（1）の分析を踏まえ，増田レポートは，二つの方向での政策，すなわち一つ

は「積極的政策」（人口減少を食い止め，人口の維持・反転を目指して，地方が持続

可能性を有する人口・国土構造を構築する政策）であり，もう一つは「調整的政策」

（経済・雇用規模の縮小や社会保障の増大等のマイナスの影響を食い止める政策）が
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必要とした。そして，具体的な方策として，東京一極集中に歯止めをかける方策，国

民の希望する出生率を実現するための方策を提示した。そのうち，東京一極集中に歯

止めをかける方策として，地方で人口流出を食い止める「ダム機能」を構築すると同

時に，若者を地方に「呼び戻す，呼び込む」機能を強化するとして，「若者に魅力の

ある地方中核都市」を軸とした「新たな集積構造」を構築し，「防衛・反転線」を張

るべきとするが，「すべての集落に十分なだけの対策を行う財政的な余裕はない」ため，

「選択と集中」の考えを徹底し，広域ブロック単位ごとに「地方中核都市」に対して

資源や政策を集中的に投資すべきとした。

  また，国民の希望する出生率を実現するための方策として「若者・結婚子育て年収

500 万円モデル」を作成し，高齢者政策を見直して財源を確保すべきとした。

(3) 増田レポートへの指摘

  地方消滅論は，896 の市町村を「消滅自治体」と名指しした点も踏まえて「ショッ

クドクトリン」（震災や戦争等の惨劇に便乗した制度改革）と称され，その内容につ

いては，人口の推計方法や提案内容を含めて様々な問題が提起されているが，特に「地

方中核都市」への「選択と集中」の構想に批判が向けられている。例えば，「地方中

核都市」と重なる「地方中枢拠点都市」のモデルとされた浜松市では，平成の大合併

に際して周辺 11 市町村と合併し区制を敷いているところ，周辺部の人口が大きく減

少した結果，中心市街地の人口も減少しており，地方中核都市は東京一極集中の歯止

めにはならないと指摘されている（岡田知弘『「自治体消滅論」を超えて』（自治体研

究社，初版第 3 刷，2021））。

  また，増田レポートは，大都市圏への若者の流入が出生率の低下をもたらしたと強

調していたにもかかわらず，「地方中核都市」という準大都市圏を作れば，そこに若

者が流入し，結局，極点社会と同じ構造が創出される旨の指摘もなされている（山下

祐介『「都市の正義」が地方を壊す』地方創生の隘路を抜けて（ＰＨＰ研究所，

2018））。

３　「地方創生」政策について３　「地方創生」政策について

(1) 「地方創生」政策

  以上のとおり，増田レポートにおいて地方消滅論と各種提言が出される中，人口急

減・超高齢化の課題に取り組み，各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的

な社会を創生することを目的に，政府は 2014 年 9 月に閣議決定で「まち・ひと・し

ごと創生本部」を設置した。そして，同年 11 月，地方創生の理念等を定めた，まち・

ひと・しごと創生法，改正地域再生法が成立し，創生本部が法定化され，同年 12 月

には「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」，「同総合戦略」が閣議決定され，政策

の具体的な方向性が示された（図表 3）。

63回人権擁護第3部会.indd   10963回人権擁護第3部会.indd   109 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



110

第２章　国等の動きと地域における生存権保障・地方自治

図表 3

出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局『まち・ひと・しごと創生「長期ビジョン」
と「総合戦略」の全体像等』

まち・ひと・しごと創生法では，都道府県と市町村が，それぞれ「都道府県まち・ひと・

しごと創生総合戦略」，「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下，両者をまとめて

「地方創生総合戦略」という。）を策定する努力義務が定められた。地方創生総合戦略とは，

各自治体が将来実現しうると考える人口を目標として設定し，それを実現するための施策

と，各施策のＫＰＩ（Key Performance Indicators= 重要業績評価指標）を明示するもので

あり，国から交付金が提供されることになっている。ちなみに，地方創生関係交付金とし

ては，地方創生先行型交付金（1000 億），地方創生加速化交付金（1000 億），地方創生推進

交付金（計 4000 億），地方創生拠点整備交付金（計 2100 億）がこれまでに交付されている。

「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」では，人口減少が地方から始まり，都市部へ

と広がっていくことを前提として，①東京一極集中を是正する，②若い世代の就労・結婚・

子育ての希望を実現する，③地域の特性に即した地域課題を解決するという三つの視点か

ら人口減少問題に取り組む必要があるとし，「目指すべき将来の方向」として，「自らの地

域資源を活用した，多様な地域社会の形成を目指す。」，「外部との積極的なつながりにより，

新たな視点から活性化を図る。」，「地方創生が実現すれば，地方が先行して若返る。」，「東

京圏は，世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。」という「地方創生がもたらす日

本社会の姿」を掲げた。

同ビジョンを踏まえ，「まち・ひと・しごと総合戦略」では，人口減少の歯止めと「東京

一極集中」の是正のため，基本目標として，①「地方における安定した雇用を創出する」，
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②「地方への新しいひとの流れをつくる」，③「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をか

なえる」，④「時代に合った地域をつくり，安心なくらしを守るとともに，地域と地域を連

携する」という目標を掲げ，それぞれのＫＰＩを定めた（図表 4）。

図表 4

出典：嶋田暁文『「地方創生」のこれまでと自治体の現在～求められる自治体の「軌道修正」～』

(2) 「地方創生」政策の疑問点

①　人口減少対策としての効果に対する疑問

  「まち・ひと・しごと総合戦略」の基本目標①「地方における安定した雇用を創

出する」では，「東京圏への一極集中を是正するためには，若い世代の東京圏への

転入超過を解消する必要があり，そのためには，地方において毎年 10 万人の若い

世代の安定した雇用を生み出せる力強い地域産業の競争力強化に取り組む必要があ

る。」，「域外からも需要・投資を呼び込むことができる産業の育成を進める」として，

増田レポートが「地方には職がないから」と指摘していた点について踏み込み，産

業政策を推し進める内容となっている。

  さらに「まち・ひと・しごと総合戦略」では，増田レポートにおける「選択と集

中」と同様の観点から，地方都市における都市のコンパクト化により「自立的な経

済・生活圏の形成促進」を目指すべきだとしている。

  しかし，以上の点については，前記 2（3）で指摘されているように，準大都市

圏を作る政策であって，人口減少対策として効果があるのか疑問もある。

②　ＫＰＩの設定による自治体への責任転嫁

  また，地方版総合戦略の策定は「努力義務」として定められたが，国は，都道府
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県・市区町村に対して 2016 年度から 2020 年度までの 5 か年計画として 2015 年度

中の策定を求め，地方版総合戦略を早期に策定した都道府県・市区町村に交付金を

交付するとして「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を定めた。その結

果，47 都道府県と 1737 市区町村が地方版総合戦略を策定したが，策定時間が十分

にとられなかったこともあり，安易な人口目標・ＫＰＩを設定することになった。

例えば，2015 年 3 月に策定をした京都府京丹後市は，同月段階で 5 万 8106 人の人

口が 2060 年には 7 万 5600 人の約 3 割増加するという非現実的な予測をした（なお，

2021 年 6 月時点での人口は 5 万 3090 人である（京丹後市ホームページ））。この点，

金井利之教授（東京大学）は，国がＫＰＩという数値目標を設定させ，達成できな

かった自治体を後で批判するのに利用するであろうと指摘している（山下祐介，金

井利之『地方創生の正体』（ちくま書店，2015））。

  結局，日本全体の人口減少が確実とされている中で，人口維持・増加が可能な自

治体の数は限定されるはずであり，「地方創生」政策は，人口減少に至った責任を

当該自治体に負わせるという仕組みになっているのではないか。

③　地方総合戦略の画一化

  加えて，まち・ひと・しごと創生法においては，地方版総合戦略の策定に当たっ

ては，まち・ひと・しごと創生総合戦略を「勘案」することが求められ，国は地方

公共団体に対して「必要となる情報の収集及び提供その他の支援」に努めることと

されているところ，国は，制度要綱，交付要綱のほかガイドライン，手引き，活用

事例集などを提示して，地方創生関係交付金の申請や活用についての情報提供をし

ている。

  多くの自治体は，地方創生交付金の獲得を目指して地方版総合戦略を策定してい

るところであり，地方が国から提供された情報を踏まえて「忖度」して総合戦略を

策定した結果，国の方針や意向に沿った事業展開を競うようになるため，「ようや

く芽生えてきていた『現場から考え，地道に一歩ずつ進んでいく』という自治の流

れが，今回の『地方創生』の流れによって押し戻されつつある」（嶋田暁文『「地方

創生」のこれまでと自治体の現在～求められる自治体の「軌道修正」～』）との指

摘もなされている。

 　この点，公益財団法人地方自治総合研究所が実施した調査によると，1342 自治

体のうち約 8 割が総合戦略の策定をコンサルタント等へ外注していることが判明し

ており（出典：坂本誠『地方創生政策が浮き彫りにした国－地方関係の現状と課題

―「地方版総合戦略」の策定に関する 市町村悉皆アンケート調査の結果をふまえ

て―』（自治総研通巻 474 号 2018 年 4 月号），「当時は「地方創生総合戦略バブル」

などと呼ばれ，それこそ金太郎飴のように人口予測，産業構造，今後の予測みたい

な「名ばかり総合戦略」が（コンサルタント等より）自治体に納品されていました」

（出典：木下斉『まちづくり幻想　地域再生はなぜこれほど失敗するのか』（ＳＢ

新書，2021））と指摘されている。

  地方創生交付金の獲得のために多くの地方自治体が画一的な地方総合戦略を作成

しただけにとどまっている現状に鑑みれば，「地域の特性を生かす」というまち・

ひと・しごと創生法の目的達成は困難な可能性があるのではないか。
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第２　連携中枢都市圏構想，「経済財政運営と改革の基本方針 2015」，自治体戦略第２　連携中枢都市圏構想，「経済財政運営と改革の基本方針 2015」，自治体戦略

2040 構想，団体自治否定論，地方制度調査会答申について2040 構想，団体自治否定論，地方制度調査会答申について

１　はじめに１　はじめに

増田レポートの内容は，前項のとおり，「地方創生」政策に引き継がれたが，その後も審

議会における議論や政府の方針に強い影響を与えている。本項では，増田レポートが発表

された後の動向を時系列で確認するとともに，これに対する日弁連の取組を紹介する。

２　連携中枢都市圏構想２　連携中枢都市圏構想

総務省は，増田レポートの発表から間もない 2014 年 8 月，連携中枢都市圏構想を発表し

た。地方自治に関する重要な制度は，全国知事会・全国市長会・全国町村会などの地方六

団体も参加する地方制度調査会で議論されるのが通例であったが，その手続を経ない形で，

地方自治に関する重要な制度を，法律でなく，要綱という形で創出するという極めて例外

的措置を取ったものである。

同要綱は，連携中枢都市圏構想の目的を，相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市

（それを中枢都市と呼んでいる。）が近隣の市町村（それを連携市町村と呼んでいる。）と

連携し，コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」，「高次都市機能の集

積・強化」及び「生活関連機能サービスの向上」を行うことと規定する。

連携中枢都市圏構想は，地方制度調査会の審議を経ないで創出されたという手続にも重

大な問題点を有するものであったが，広域連携制度という観点から見た場合，一部事務組

合，広域連合などの従来からある広域連携の仕組みとは大きく異なる特徴を有する。

すなわち，従来からある広域連携の仕組みは，①自治体の対等平等性，②市町村の自律

性（市町村の判断で広域連携に参加するかどうか決定する。）に基づいて行われるもので

あった。ところが，連携中枢都市圏は，中心市が周辺をリードする形での広域連携の仕組

みとし，①中心にある中枢都市と連携都市が，1 対 1 の形で連携協約（地方自治法 252 条

の 2）などを締結することにより，ハブアンドスポーク型 2 に結び付くもので形成するもの

であり，②都市圏ビジョンの作成主体は中枢都市とされ，内容的にも「相当の規模と中核

性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連携し，コンパクト化とネットワーク化によ

り，経済成長のけん引，高次都市機能の集積・強化及び生活関連機能サービスの向上を行

う」ものとされている（「連携中枢都市圏構想推進要綱」第 1（2））。しかも，財政措置は，

中枢都市に集中して配分され，連携都市への配分額は，中枢都市に配分される額の 10 分の

1 程度である。また，こうした財政措置は，連携中枢都市圏を形成しないと出されない。

なお，連携中枢都市圏に先立ち 2008 年に創設された定住自立圏構想も，より規模が小さ

いものの，同様の仕組みを持っている。

３　「経済財政運営と改革の基本方針 2015」３　「経済財政運営と改革の基本方針 2015」

増田レポートが 2014 年に発表された翌年 6 月，政府は，「経済財政運営と改革の基本方

2  ハブ（hub）は車輪やプロペラなどの中心部，スポーク（spoke）は車輪の中心軸と輪を繋ぐ棒を意味する

もので，ネットワークを自転車の車輪になぞらえ，大規模拠点のハブからスポークを放射状に構築したネッ

トワークの態様を指している。
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針 2015」を閣議決定した。

「経済財政運営と改革の基本方針 2015」では，「政府は公共サービスの無駄排除・質向

上等の改革に取り組むことが必要」であるとして，①医療・介護，子育てなどの社会保障

をはじめとする公的サービスの産業化の推進，②多様な行政事務の外部委託，包括的民間

委託等の推進，③上下水道，公営住宅，空港などの社会資本や公共施設の整備・運営に関

しては，公費負担の抑制につながる場合には，多様なＰＰＰ / ＰＦＩ手法について，地域

の実情を踏まえ，導入を優先的に検討することにより，民間の資金・ノウハウの活用を大

幅に拡大する，④ＩＴを活用した公共サービスに関わる業務の簡素化・標準化の推進の四

つを定めている。そして，「国から地方への財政移転を伴う予算（補助金・交付金）につい

て，予算の所管府省庁は，自治体に対して施策に対応するパフォーマンス指標の設定を求

める。」として，①から④を進めたところに対し，財政措置を厚くするような制度とするこ

とと決定した。

この「経済財政運営と改革の基本方針 2015」の特徴は，公的サービスの「産業化」とい

う言葉に象徴されるように，役所の職務の縮小と，民間による公的サービスの実施である。

公的サービスを民間に売り渡すことにもなりかねず，自治体が公的サービスを担う，団体

自治との関係で極めて深刻な問題をもたらす。しかも，それを財政措置で差をつけるとい

う形で，取扱いを分ける。増田レポートでいう「選択と集中」の具体化である。

４　第二次国土形成計画（全国計画）４　第二次国土形成計画（全国計画）

2015 年の 8 月には，第二次国土形成計画（全国計画）が閣議決定された。

同計画は，目指すべき地方の姿として，「今後さらに厳しくなる環境変化の下で地方の将

来像を描く必要があるが，人口が減少する中にあっても，地方が単に収縮していく国土に

は，決してしてはならない。このため，地方創生を実現し，住民の生活を守るとともに，成

長や活力を取り戻すことにより，（a）地域住民が『豊かさ』を実感できること，（b）地域

が自立的であること，（c）地域が安定的で持続可能であること，の 3 点を実現する地域づ

くりを目指す。」，「地域づくりにおいては，それぞれの地域が有する自然環境や景観，歴

史・文化・伝統，人材・産業・技術等を活用しながら自らの地域の個性，強みを磨き上げ，

発揮することが求められる。そのため，他地域の人材の助言を得つつも，地方自治体のみ

ならず地域住民や地元企業等多様な関係者が主体的に参画し，自らの手で地域づくりが行

われることが重要となる。（中略）そして，こうした地域づくりを通じて，経済的・財政的

にも可能な限り自立した姿を実現する。」と述べている。これは，持続可能で内発的な発展

を目指すべき地方の姿とするものであり，十分に評価できるところである。

他方，その実現手法として，「『コンパクト』にまとまり，『ネットワーク』でつながる」

という基本構想の下，①中山間地域における「小さな拠点」の形成（地域公共交通網形成

計画の策定等を通じた移動手段の維持及び確保），②都市部では「コンパクトシティ」とそ

れをつなぐ「連携中枢都市圏」の形成，③グローバル競争に勝ち残るための成長戦略の一

環として三大都市圏を結合した「スーパーメガリージョン」（超広域経済圏）の形成といっ

た内容が盛り込まれた。しかし，「小さな拠点」「コンパクトシティ」は，いずれも機能を

中心部に集中するもので，その周辺部に残された住民の生存権が脅かされるなど，地域に

生きる一人ひとりの住民の生活に大きな影響を与えるおそれも有する。また，広域連携の
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手法として「連携中枢都市圏」を取り上げている点も問題がある可能性がある。持続可能

で内発的な発展を目指すべき地方の姿とする以上，その実現手法もそれぞれの地域の自主

性に委ねたものとすべきである。さらに，地方における行政の様々な機能・役割への言及

が弱い懸念もある。

５　自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告５　自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告

(1) 自治体を無視して進められた自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告の発表

  増田レポートと関連しながら進められていた連携中枢都市圏や定住自立圏の制度に

は問題がある可能性があった。しかし，総務省は，これらの制度をさらに発展させよ

うとした。2017 年 10 月から，総務大臣主催により，2040 年頃の自治体が抱える課題

の整理等を検討内容とする自治体戦略 2040 構想研究会が開始された。そして，2018

年 7 月には，圏域を制度化することや，「経済財政運営と改革の基本方針 2015」で方

針とされた公的サービスの提供方法を変えることをさらに進めるべく，自治体戦略

2040 構想研究会第二次報告が発表された。

  自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告は，「2040 年頃にかけて迫り来る我が国の

内政上の危機を明らかにし，共通認識とした上で，危機を乗り越えるために必要とな

る新たな施策（アプリケーション）の開発とその施策の機能を最大限発揮できるよう

にするための自治体行政（ＯＳ）の書き換えを構想するものである。」とし，①スマー

ト自治体への転換，②公共私によるくらしの維持，③圏域マネジメントと二層制の柔

軟化，④東京圏のプラットフォームの 4 点について議論を深めたとしてコンセプトを

提示し，今後具体的な制度設計を進めることを提言している。

  しかし，自治体戦略 2040 構想研究会の報告は，地方自治制度に極めて重大な影響

を及ぼす提案でありながら，全国知事会・全国市長会・全国町村会などの地方六団体

の意見を聞くことなく，一貫して会議は非公開で審議され，その手続に重大な問題が

あった。

(2) 「スマート自治体への転換」と「公共私によるくらしの維持」

  「スマート自治体への転換」の内容としては，①半分の職員数でも担うべき機能が

発揮される自治体への転換，②ＡＩ・ロボティクスなどの技術を使いこなすスマート

自治体への転換，③自治体行政の標準化・共通化の三つを提案している。「公共私に

よるくらしの維持」の内容としては，①プラットフォーム・ビルダーへの転換，②新

しい公共私の協力関係の構築，③くらしを支える担い手の確保を提案している。

  これらは全体として，自治体における雇用が，地域からの人口流出を食い止める大

きな力となっていることや専門性を持ちかつ身分保障がされている行政が公的サービ

スを実施することの意味を理解していないものである。そして，「経済財政運営と改

革の基本方針 2015」の言っていた「公的サービスの産業化の推進」という流れを踏

まえると，その意図するところはより明確になるところであり，公的サービスを民間

に担わせようとの意図を強く感じるものである。

  また，「スマート自治体への転換」の中で，「ＡＩ・ロボティクスの導入・運用を含

め，特に専門的な能力を有する人材を確保する必要がある分野については，当該人材

が複数の自治体の業務を行うことが有用であり，都道府県・市町村の枠を越えた柔軟
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な人事運用を可能にする仕組みが必要である。」としている点には留意すべきである。

この点は，スーパーシティでの市町村と情報関連産業との関係をみると，情報関連産

業による市町村のコントロールをもたらすおそれも感じられるところである。

  さらに，「公共私によるくらしの維持」で示された「プラットフォーム・ビルダー

への転換」，「新しい公共私の協力関係の構築」，「くらしを支える担い手の確保」にお

いては，「公」として行政が，「共」としては地域運営組織を中心とする地域コミュニ

ティ組織の活動が，「私」としてシェアリングエコノミー等がそれぞれ想定されている。

そして「共」として想定されているのは，地域コミュニティ組織である「地域運営組

織」である。これは，地域住民自らが主体となって，地域住民や地元事業体の話し合

いの下，それぞれの役割を明確にしながら，生活サービスの提供や域外からの収入確

保などの地域課題の解決に向けた事業等について，多機能型の取組を持続的に行うた

めの組織であり，自主的・相互扶助的な活動だけでなく，これまで行政が担ってきた

市区町村役場の窓口代行業務，コミュニティバスの運行，送迎サービス，家事支援等

の生活支援業務，体験交流事業，名産品・特産品の加工・販売等など地域経営型の活

動をも地域自治組織が担っていくことを期待されている。しかし , これは本来行政が

公の責任において実施するべき業務を安価にアウトソーシングし，地域自治組織を行

政の下請け組織としてとらえることにつながりかねない。地域住民の共助の名の下

に , 住民に対する公共サービスを提供すべき公的責任を後退させるなど , さらなる公

共サービスの劣化をもたらすことが強く懸念される。また，本来ならば行政に雇用さ

れ，安定的な収入を得られ，地域経済循環に寄与できるはずが，不安定で低収入を正

当化する新たな公共サービスの担い手を作り出すことになり，地域の活性化という点

でも重大な問題をもたらす可能性がある。

(3) 「圏域マネジメントと二層制の柔軟化」

  自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告の中で，最も批判を集めた点は，「圏域マネ

ジメントと二層制の柔軟化」である。

①　「圏域」の法制化の構想

  圏域マネジメントと二層制の柔軟化の内容としては，我が国は「個々の市町村が

行政のフルセット主義を排し，圏域単位で，あるいは圏域を越えた都市・地方の自

治体間で，有機的に連携する（中略）必要がある。」，「都道府県・市町村の二層制

を柔軟化し，それぞれの地域に応じた行政の共通基盤の構築を進めていくことも必

要になる。」として，圏域単位での行政のスタンダード化と都道府県・市町村の二

層制の柔軟化を提起し，「圏域」の法制化を構想した。具体的には，圏域マネジメ

ント（地方圏）の課題として，「地域の中心都市も，今後は人口が減少する。（中略）

このままでは高度医療や高等教育，交通結節機能，ビジネス支援機能，商業施設な

ど都市の集積を基盤として圏域全体の生活や産業を支えてきた都市機能の維持が困

難になるおそれがある。」（18 頁）とし，「生活実態等と一致した圏域を，各府省の

施策の機能が最大限発揮できるプラットフォームとするためには，合意形成を容易

にする観点から，圏域の実体性を確立し，顕在化させ，中心都市のマネジメント力

を高める必要があるのではないか。」（20 頁）と問題提起した上で，「まちづくりや

産業など，圏域単位での政策遂行が合理的な制度・政策についても，現在は，圏域
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が主体となることを前提とした制度設計が行われていない。圏域での政策遂行を促

進するためには，個々の制度に圏域をビルトインし，連携を促すルールづくりや財

政支援，連携をしない場合のリスクの可視化など，広域調整のボトルネックを飛び

越える手立てが不可欠である。」（35 頁），「生活の維持に不可欠なニーズを満たす

ことのできる空間を地方圏で確保するためには，圏域の中心都市が有する圏域全体

を支える都市機能の集積維持が必要である。」（36 頁），「地域が生活実態等に合わ

せて自主的に形成した圏域を，自治体と各府省の施策の機能が最大限発揮できるプ

ラットフォームとする必要がある。このためには，圏域単位で行政を進めることに

ついて真正面から認める法律上の枠組みを設け（中略）ていく方策が必要ではない

か。」（36 頁）と指摘する。

②　「圏域」の法制化の問題点

ア　まちづくりや産業についての誤った認識と団体自治，基本的人権との関係の問

題

  報告書は，「圏域」を法制化する理由として「まちづくりや産業など圏域単位

での政策遂行が合理的な制度・政策についても，現在は，圏域が主体となること

を前提とした制度設計が行われていない。」（35 頁）とし，市町村から「圏域」

にまちづくりや地域再生の権限を移し，市町村の権限を縮小する方向性が示され

ている。

  しかし，「まちづくりや産業」も，「圏域」単位での政策遂行が合理的である実

証的根拠はない。まちづくりのうち，市街地の交通政策や地域密着型の公共交通

については，むしろまとまりを持った市街地や歴史的に関連の深い集落の集合体

などの地域ごとの計画策定や整備が重要である。さらに，地域の乳幼児の保育教

育施設，学校・福祉施設の配置や景観政策・土地利用政策・文化歴史構想等は，

集落単位での計画等が意味を持つものであり，市町村が主体的に取り組むべき分

野である。産業にしても，特色を持つ地域ごとに独自性を持ったものを進めるこ

とが重要であり，現在の連携中枢都市圏よりも各市町村の独自の取組を進めた方

が成功する可能性が高い。

  そもそも，歴史的文化的な地域のまとまりを基礎としたまちづくりは，地域住

民の自己決定権（憲法 13 条），健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（憲法

25 条），居住権（憲法 22 条）の基礎である。歴史的文化的な地域のまとまりと

は関係なく，「圏域」全体を一つの単位としてネットワークを組むことによって，

地域が活性化し，経済が持続可能なものになるかは疑問があり，慎重な検討が必

要である。新たに「圏域」を法的に位置付けることは，地域住民のために力を尽

くしている小規模市町村の取組を阻害することになり，団体自治との関係で問題

を生じかねない。さらに，憲法上の基本的人権との関係で問題を生じる可能性が

ある。

イ　住民自治の観点からの問題

  これまで，憲法の下において，市町村も都道府県も，首長及び議会は住民によ

る選挙によって直接選出される「普通地方公共団体」として，地方公共団体の事

務を処理してきた。広域連携の手法である一部事務組合，広域連合などは，いず
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れも，住民による選挙によって直接選出された首長及び議会を有する市町村又は

都道府県という民主的正統性を持った団体の自主的な判断によって，その財源が

負担されてきた。これに対して，報告書は，「（財政支援など）広域調整のボトル

ネックを飛び越える手立てが不可欠である。」（35 頁）などと述べて，「圏域」の

法制化に伴い，「圏域」に対する国による財源措置を講じようとしている。実際「政

府は，来年（2019 年）の通常国会にも，圏域を地方交付税の交付対象とするこ

となどを柱とする関連法案を提出する」との報道があった。これまで，住民によ

る選挙によって直接選出された首長及び議会を有する市町村及び都道府県及び市

町村に財政源措置が行われ，民主的正統性に基づいた決定により自治行政権が行

使されてきたが，仮に，「圏域」が法制化され，「圏域」の行政事務に対して国が

直接に地方交付税などの財源措置を行うこととなると，民主的正統性に基づかな

いを有する団体とは言えない団体に国から直接の財源措置が行われることが法律

上認められることになり，「住民自治」の観点から問題がある。その場合，「圏域」

に属する小規模市町村への地方交付税の減額を伴う可能性が高い。これは，小規

模市町村の一般財源を奪い，存続を危うくする。

  また，報告書では，「圏域の中心都市が有する圏域全体を支える都市機構の集

積維持が必要である。」（36 頁）とし，「圏域の実体性を確立し，顕在化させ，中

心都市のマネジメント力を高め，合意形成を容易にしていく方策が必要ではない

か。」（36 頁）としており，中心都市への集中と周辺都市の従属を目指している。

中心都市が主導する「圏域」が周辺市町村の事務を実質的に取り込み，周辺市町

村の自己決定権を奪うことになる。

  さらに，「都道府県と市町村の二層制の柔軟化」，「都道府県や市町村の組織の

垣根を越えて，希少化する人材を柔軟に活用していく仕組みを構築」（36 頁）す

るとしているが，これも地方公共団体の自主性を軽視した発想である。

６　第 32 次地方制度調査会の発足６　第 32 次地方制度調査会の発足

総務省が 2018 年 7 月 3 日に「自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告」を公表した 2 日

後に，内閣府はこれを受けて第 32 次地方制度調査会の第 1 次総会を開催し，第 32 次地方

制度調査会に対して，「人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える 2040 年頃から逆

算し顕在化する諸課題に対応する観点から，圏域における地方公共団体の協力関係，公・

共・私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について調査審議を求め

る。」との諮問を行った。

諮問内容からみて，第 32 次地方制度調査会において，この「自治体戦略 2040 構想研究

会第二次報告」は，議論の素材として扱われた。また，内容的には，「自治体戦略 2040 構

想研究会第二次報告」は増田レポートと連続性があり，それを具体化した連携中枢都市圏

も，それらと密接な関係があった。

しかし，すでに見たように，増田レポートも，連携中枢都市圏も，「自治体戦略構想研究

会第二次報告」も，いずれも，地方六団体からの意見を聞くなどの手続を経ることなく，一

方的に作成されたものであった。そこで，第 32 次地方制度調査会では，冒頭から地方六団

体からの強い反対意見が続出することとなった。
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７　団体自治否定論７　団体自治否定論

他方，増田レポートの作成者である，増田寛也氏は，2019 年 7 月発刊の自治実務セミ

ナーに掲載した「人口減少社会の到来と自治の未来」（自治実務セミナー 2019 年 7 月号）

において，団体自治否定論を唱えた。

増田寛也氏は，同論考において「人口規模を前提にした制度はもう限界ではないか。こ

れからは『規模の利益」ではなく『密度の利益』を重視すべき」，「移動サービスにおける，

ＡＩ等を活用して『公か民かの運営主体を問わず』一元的に行うというＭａａＳ（Mobility 

as a Service）という考え方を，行政サービス分野にも適用すべき（ＧａａＳ： Governance 

as a Service）」，「住民にとって必要な行政サービスが一元的に提供されれば，その主体は

国だろうが，自治体だろうが，あるいは公的な民間組織だろうが，一向にかまわない。急

激に人口減少が進み公務員の確保も困難となる自治体では，公的なサービスのかなりの部

分は，『非常に公的な性格が強い。でも自治体ではない，あえて呼べばローカルマネージメ

ント法人』が提供する時代がくる」，「ＧａａＳが実現すれば，国から独立した地方公共団

体が自らの意思と責任の下で自治体運営を行うことを目的とした『団体自治』はほとんど

その役割を終えることになる」と述べ，さらに，「これからは『住民自治』をいかに機能さ

せていくかが重要となろう。コミュニティ機能を強化し，自分たちで支え合いながら地域

を良くしていく・・・」とした。

８　実態調査から考察した連携中枢都市圏構想・定住自立圏構想の問題点８　実態調査から考察した連携中枢都市圏構想・定住自立圏構想の問題点

第 32 次地方制度調査会においては，「圏域」のモデルとして，連携中枢都市圏・定住自

立圏が考えられていた。連携中枢都市圏・定住自立圏は，前述したように，従来の広域連

携と比較すると，市町村の対等平等を前提としていない，自律性に基づくものではない，と

いう点で大きな違いがあった。

そこで，日弁連として実態調査をしたが，その調査からの考察によれば，連携中枢都市

圏・定住自立圏には，以下の五つの問題点があると思われた。

(1) 中枢市・中心市主導という手法

  連携協約という形成手法や都市圏ビジョンの作成を中枢都市の権限とすること（定

住自立圏共生ビジョンの作成主体を宣言中心市とすること）が適切か。財政措置は，

中枢都市に集中して配分され，連携都市への配分額は，中枢都市に配分される額の

10 分の 1 程度である。

(2) 圏域単位で進める発想

  連携中枢都市圏や定住自立圏という圏域でまとめることが適切か。各市町村が独自

に取り組むこと，あるいは，個別のテーマごとに，従来からある，他の広域連携制度

で対応可能なものではないか。まちづくりや産業振興を圏域単位で進めるという発想

は，地域の独自性や地域の歴史文化基盤を失わせ，産業振興も損なわないか。また，

連携市町村の自律性が損なわれないか 3。そもそも，個別の事業ごとに，対象となる区

3  備後圏域連携中枢都市圏（以下「備後圏域」という。）では，福山市と尾道市の特性の違いが大きく，各連

携市町村の良い面が圏域の視点で捉えられると弱まることがあり，大きな事業などは連携中枢都市である福山

市に偏ったものになりがちであって，人口移動も福山市に偏ることに繋がりかねないとの意見があった。なお，

備後圏域においては，人材育成・確保，高度な医療サービスの充実，こども発達支援センターなどを主要課
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域が異なる場合があり，それを一つの圏域でまとめるのは無理がないか 4。医療施設の

整備は，広域連合などで可能であり，地域公共交通整備，人材育成なども，既存の広

域連携の手法で対応できるし，実際に広域連携の手法は既に揃っていて，それを使い

やすくすることこそ大事であり，新たな制度を作る必要はないのではないか。

(3) 実証的な分析検討の欠落

  連携中枢都市圏や定住自立圏が人口のダムとしての機能を果たし得るのかについて

の実証的な分析検討が欠落している。逆に，地方の中核都市の振興や都市機能の集積

維持によって周辺部の衰退が助長されないか。また，連携中枢都市圏や定住自立圏を

形成することによって成功する（人口のダム機能を果たす）という実証的な分析検討

もない。逆に，日弁連が行った統計的分析の結果からすれば，連携中枢都市圏や定住

自立圏は，人口のダムとしての機能を果たしていない疑いがあり，ヒアリング結果も

それを裏付けている（上川中部定住自立圏）。

(4) 特別交付税の仕組み

  連携中枢都市圏を構成した場合や定住自立圏を形成した場合に，特別交付税を措置

する仕組みが適切か。連携中枢都市圏を場合や定住自立圏を形成した場合にのみ，交

付税措置がとられることになるのは，地方の需要に応じ交付されるべき地方交付税の

本来の姿と異なるのではないか。連携中枢都市圏への国の交付税措置について，連携

中枢都市へ約 3.2 億円，連携市町村へ 0.15 億円と，20 対 1 を超える比率となってい

ることは，自治体の対等平等性から問題ではないか。また，圏域に含まれない町村に

対し，圏域に含まれる町村を優遇するものではないか。連携中枢都市圏を形成した場

合に，地方交付税が割増されることの問題点はないか。財政需要があっても，中心市

がない，あるいは，中心市への通勤人口が 1 割に満たないなどの理由で，定住自立圏

を形成できない場合に，地方交付税を措置されないのはおかしいのではないか。

(5) 周辺部の市町村だけの連携が対象事業とならないこと

 　周辺部の市町村相互の連携として，小規模町村が合同でタクシー会社を運営する，

入院施設を持つ医療施設を統合する，工業都市の中心市とは別に周辺の林業主体の町

村が連携する，といったものがあり得るが，これらについては連携中枢都市圏や定住

自立圏には位置付けられない。

９　日弁連の意見と第 32 次地方制度調査会の答申９　日弁連の意見と第 32 次地方制度調査会の答申

(1) 「自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告及び第 32 次地方制度調査会での審議につ

いての意見書」

  そうした状況を踏まえ，日弁連は，2018 年 10 月 24 日，「自治体戦略 2040 構想研究

会第二次報告及び第 32 次地方制度調査会での審議についての意見書」を発表した。

この意見書において，「圏域」を法制化し，「圏域」が主体となって「行政のスタンダー

題として取り組んでいるが，これらの取組は，連携中枢都市圏でなければできないものではない。個別のテー

マごとに，可能な市町村が参加するという同圏域の方策は（長野地域連携中枢都市圏でも同一。），緩やかな

協議体（地方自治法上の協議会でもないもの）でも可能だと考えられる。

4  北信定住自立圏は観光が一つの目玉だが，実際の観光推進事業は，北信定住自立圏の構成自治体に，新潟

県の妙高市，長野県の信濃町，飯綱町を含めた，信越9市町村広域観光連携会議で行っている。
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ド化」を進めていくことについて重大な問題点があること，第 32 次地方制度調査会

における「圏域」に関する審議は，慎重になされるべきであり，拙速に結論を出すべ

きではないことを指摘した。そして，地方制度調査会における地方行政体制の在り方

についての調査審議を行うに当たっては，地方自治の本旨（団体自治・住民自治）及

び基本的人権の保障の観点からの審議がなされるべきことはもちろん，専門家による

実証的検証・分析や国土政策の観点からの検討と国土形成計画との整合性の検討がな

されるべきことを指摘した。併せて，全国知事会，全国市長会及び全国町村会等の現

場からの意見等を十分に考慮し，尊重すべきことも指摘した。

(2） 「第 32 次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書」

  地方六団体の強い反発，与党議員などの地方制度調査会の委員などからの意見を踏

まえ，総務省は，早い段階で，全国にくまなく圏域を作るという「自治体戦略 2040

構想研究会第二次報告」が構想した「圏域の法制化」は断念した。

  しかし，他方，「連携中枢都市圏や定住自立圏などの，中心市が周辺をリードする

形での広域連携の仕組みの法制化」という形で，実質的な「圏域の法制化」を目指し

た。また，総務省は，平成の大合併について，実証的な分析検証をしないままだった。

  そこで，日弁連は，2020 年 3 月 18 日に「第 32 次地方制度調査会で審議中の圏域に

関する制度についての意見書」を発表し，第 32 次地方制度調査会において，平成の

大合併及び連携中枢都市圏構想の実証的な分析検証，国土政策の観点からの検討及び

国土形成計画・都市計画などとの整合性の検討並びに地方自治の本旨に立脚した検討

と全国市長会及び全国町村会等の意見等の十分な考慮をすることのないまま，「圏域」

又はそれにつながる法律上の枠組みを設けることについて答申することは，拙速であ

り，反対するとの意見を述べた。

(3) 「地方公共団体の広域連携」に係る第 32 次地方制度調査会答申に対する会長声明

  そうした中で，第 32 次地方制度調査会は，「連携中枢都市圏や定住自立圏などの，

中心市が周辺をリードする形での広域連携の仕組みを全国にくまなく作る」という形

での法制化」の提言を断念した。

  しかし，同地方制度調査会が 2020 年 6 月 26 日に公表した「2040 年頃から逆算し顕

在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申」では，

「中心市が近隣市町村を主導するという関係性を前提として，定住自立圏・連携中枢

都市圏における中心市（「連携計画作成市町村」という言葉に置き換えている）によ

る広域的な計画づくりのルール化及び都道府県から中心市への近隣市町村を含めた権

限移譲について，法制化を指向する要素を残した 5。しかも，同地方制度調査会は，日

弁連が提起した，平成の大合併及び連携中枢都市圏構想の実証的な分析検証，国土政

5  具体的には，以下のことが考えられるとし，検討課題とした。

　①「連携計画作成市町村が連携計画を作成する際の合意形成過程のルール化」や「他の市町村の十分な参画

を担保する仕組み」を法制度として設けること

　②「関係市町村の区域全体の共や私の担い手が参画する場において連携計画が検討されるようにするように

し，加えて，連携計画に盛り込むべき取組について共や私の担い手からの提案を可能にする仕組み」を法

制度として設けること

　③「（中心）市町村から都道府県に対して，近隣市町村の区域に係る都道府県の事務の委託を要請できるよう

にする仕組みを法制度として設けること」
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策の観点からの検討及び国土形成計画・都市計画などとの整合性の検討並びに地方自

治の本旨に立脚した検討を十分に行わなかった。その一方で，同答申の「第 4　地方

公共団体の広域連携」において，「核となる都市と近隣市町村による連携のプラット

フォームとして進められている定住自立圏・連携中枢都市圏の形成については，相当

程度進捗した」とした。

  それを受けて，日弁連は，2020 年 6 月 26 日，この答申当日に，「憲法上の保障で

ある地方自治の本旨との関係で問題を有する制度の法制化を指向するような本答申が，

拙速な審議により行われたことは遺憾である。当連合会は，今後の『地方公共団体の

広域連携』の在り方の検討が，地方自治の本旨にのっとり，より慎重に行われること

を求める。」との会長声明を発表した。
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第３節　地域における人権保障と地方自治の重要性第３節　地域における人権保障と地方自治の重要性

前節で見たとおり，増田レポート，「経済財政運営と改革の基本方針 2015」，自治体戦略

2040 構想研究会第二次報告は，いずれも地方自治の本旨との関係で問題を有する内容を有

するものである。連携中枢都市圏・定住自立圏も，中枢市（中心市）とその他の土地の格

差を持ち込み，対等平等であった市町村の関係をゆがめる可能性があるものである。

憲法は，地方自治制度について一章を設けて ,「地方公共団体の組織及び運営に関する

事項は，地方自治の本旨に基いて，法律でこれを定める。」（憲法 92 条）と規定している。

ここにいう「地方自治の本旨」は，団体自治と住民自治を意味すると解されている。団体

自治とは，住民の日常生活に密接な関連を持つ公共事務については，国から独立した団体

に委ねられ，団体自らの意思と責任の下でなされるという自由主義的・地方分権的要素で

ある。住民自治とは，地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素で

ある。最高裁判所も，「憲法が特に一章を設けて地方自治を保障するにいたつた所以のもの

は，新憲法の基調とする政治民主化の一環として，住民の日常生活に密接な関連をもつ公

共的事務は，その地方の住民の手でその住民の団体が主体となつて処理する政治形態を保

障せんとする趣旨に出たものである。」とし，「事実上住民が経済的文化的に密接な共同生

活を営み，共同体意識をもつているという社会的基盤が存在し，沿革的にみても，また現

実の行政の上においても，相当程度の自主立法権，自主行政権，自主財政権等地方自治の

基本的権能を附与された地域団体」については，「その実体を無視して，憲法で保障した地

方自治の権能を法律を以て奪うことは，許されないものと解するを相当とする。」と判示し

ている（最大判昭和 38 年 3 月 27 日刑集 17 巻 2 号 121 頁）。

そして，地方自治法 2 条 2 項は，「普通地方公共団体は，地域における事務及びその他の

事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。」としてい

るところ，2000 年の第 1 次地方分権改革により，同条 3 項で「市町村は，基礎的な地方公

共団体として第 5 項において都道府県が処理するものとされているものを除き，一般的に，

前項の事務を処理するものとする。」と規定され，市町村が，基礎的自治体として，最高裁

判所の言う地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることが確認された。

したがって，市町村を廃止するなどして，その権能を奪うことは，地方自治の本旨に反

する措置として違憲となると解されている 6。

また，人々の生活は，その地域の様々な自然資源から生み出される食料，水，エネルギー

や生活素材，地域の産業によって成り立っており，気候その他の地理的条件を踏まえ歴史

的文化的に形成されてきた生活様式や祭事及びその地域ごとの景観と自然環境が，文化的

生活を形成してきた。そうした生活とその基盤が保障されることは，憲法で保障されてい

る健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（憲法 25 条），居住の権利（憲法 22 条）その

他の基本的人権の保障の基礎であり，持続可能な地域社会の構築に不可欠である。

他方，そうした生活とその基盤は，歴史的文化的に形成されてきたまとまりのある地域

共同体によって制度的に支えられてきており，そうしたまとまりのある地域共同体が，基

礎的自治体である市町村である。「民主国家の内部にあえて狭域団体である地方自治体の存

6  前掲最大判昭和38年3月27日刑集17巻2号121頁。同旨，芦部信喜『憲法〔第6版〕』（岩波書店，2015年）367頁
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立を認め住民自治が保障されるのは，自主自律・自己責任にもとづく人権発揚の場を確保

するところにある」7 と解されるゆえんである。

したがって，市町村は，憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を営む権

利（憲法 25 条），居住の権利（憲法 22 条）その他の基本的人権を実現するための基礎でも

ある。地方自治は，憲法で保障されているこれらの人権を実現できるように，そして地方

自治の本旨に沿って運営されるように，地域産業と自治体の公共サービスの後退の流れを

転換する必要がある。
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地方行政体制のあり方等に関する答申」（2020 年 6 月 26 日）

日弁連「自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告及び第 32 次地方制度調査会での審議につ

7  原田尚彦『新版地方自治の法としくみ〔改訂版〕』（学陽書房，2005年）9頁
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いての意見書」（2018 年 10 月 24 日）

日弁連「第 32 次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書」（2020 年

3 月 18 日）

日弁連「『地方公共団体の広域連携』に係る第 32 次地方制度調査会答申に対する会長声明」

（2020 年 6 月 26 日）

岡田知弘「講演レジュメ」「『自治体戦略 2040 構想』と地方自治」

芦部信喜『憲法〔第 6 版〕』（岩波書店，2015 年）

最大判昭和 38 年 3 月 27 日刑集 17 巻 2 号 121 頁

原田尚彦『新版地方自治の法としくみ〔改訂版〕』（学陽書房，2005 年）
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第３章　各地の様々な取組第３章　各地の様々な取組

はじめにはじめに

地方自治体には独自の歴史や伝統があり，地域の特性も異なる。そうした伝統や地域の

特性を活かしたまちづくりを進めている地方自治体が数多く現れてきている。私たちは，地

域の活性化をテーマとするシンポジウムを開催する前提として，少子高齢化の下において

も地域の特性を活かし新たな付加価値を創り出し将来性のあるまちづくりを進めている自

治体を可能な限り訪問することにした。また，合併によって大きな自治体に吸収された周

辺自治体が合併後どのような地域づくりを進めているかも見ておくことにした。

私たちは，2020 年の春頃から，シンポジウムの準備として国内の調査とともにフランス

をはじめとするヨーロッパにおける地方自治体をも訪問し，我が国との相違を学ぼうとし

たが，2020 年度は新型コロナウイルスの世界的な感染拡大のために，国の内外を問わず訪

問調査を中止ないし延期せざるを得なかった。2020 年秋に予定されていたシンポジウムは

2021 年 10 月に持ち越しとなったものの，感染拡大が収束しない中で，海外調査は断念せ

ざるを得なかったが，国内調査は感染防止に最大の注意を払いながら訪問を受け入れてい

ただける地方自治体を訪問し，あるいはオンラインによる現地との対話によって調査を進

める方法で可能な限り国内調査を実施した。

第１節　帯広市・下川町調査第１節　帯広市・下川町調査

第１　調査日程・訪問先第１　調査日程・訪問先

実行委員会では，下記の日程で北海道の帯広市及び下川町の調査を行った。

2020 年 10 月 6 日（火）～ 8 日（木）

【訪問先】　

帯広市関係：帯広市役所，帯広信用金庫，帯広民主商工会，北海道中小企業家同友会と

かち支部

下川町関係：下川町役場（森林商工振興課・政策推進課ＳＤＧｓ推進戦略室），ＮＰＯ法

人森の生活，下川町森林組合，木質原料製造施設

第２　帯広調査の概要　第２　帯広調査の概要　

１　帯広市の概要１　帯広市の概要

北海道には，14 の振興局という行政単位があり，その中の 1 つの十勝総合振興局の中心

都市が帯広市である。帯広市の人口は約 16 万 7000 人（2018 年 3 月）で，北海道内では，札

幌市，旭川市，函館市，苫小牧市，釧路市に次ぎ 6 番目であったが，2020 年末，帯広市が

釧路市の人口を上回り，道東で人口が一番多い市となった。

十勝総合振興局は，帯広市を含む，1 市 16 町 2 村で構成しており，人口は 33 万 9000 人

程度，面積は 1 万 0830 ㎢（岐阜県とほぼ同じ広さ）である。十勝の中心的な産業は畑作と

酪農である。米はほとんど作っておらず，主な作物は，小麦，馬鈴薯，豆，甜菜であり，そ

の 4 つを輪作している。1 戸当たりの平均耕地面積が約 47 ㏊（北海道平均で約 30 ㏊，全
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国平均で約 2 ㏊），1 戸当たりの農業粗収入が約 5390 万円（北海道で約 3181 万円，全国で

約 544 万円）である。アメリカのような大規模農業が行われている。

２　中小企業振興基本条例とは２　中小企業振興基本条例とは

中小企業振興基本条例とは，中小企業の振興を図るための条例である。以前は，特定の

目的や事業のための補助金や融資や地方税の減免等を行うための根拠条例であったが，近

年，地域経済再生の基本的な戦略を定める条例として中小企業振興基本条例が注目されて

いる。地域経済の衰退にストップをかけ，地域経済の再生を図るためには地域経済の担い

手である中小企業・業者・農家等を重視する政策が重要であり，その政策を進めるための

基本条例として中小企業振興条例が脚光を浴びている。

３　中小企業振興基本条例を作ることが重要３　中小企業振興基本条例を作ることが重要

帯広市の中小企業振興政策の基本的な柱になるのが帯広市中小企業振興基本条例である。

条例の制定には，帯広市の市民の代表である議会の議決が必要であり，市長が交代しても

市長の判断だけで変えることはできない。中小企業振興政策の基本的な柱には，それだけ

の重みが必要である。安定した基本的な柱があるからこそ，継続的な中小企業振興策を取

ることができ，その成果を上げることもできる。

４　中小企業振興基本条例を中小企業者と一緒に作ることが重要４　中小企業振興基本条例を中小企業者と一緒に作ることが重要

中小企業振興政策は，中小企業者に対するものであるので，中小企業者と一緒に中小企

業振興条例だけでなく，それを具体的な政策に落としていくための産業振興ビジョンにつ

いても，中小企業者が主体となって作ることにより，中小企業者の希望や思いに沿った中

小企業振興政策を作ることができるし，行政と中小企業者の距離が縮まり，密接な関係の

もと，より効果的な政策を行うことができる。

５　十勝全体を考えることも重要５　十勝全体を考えることも重要

帯広市は，十勝総合振興局の中心都市であるが，帯広市の経済は帯広市単独で成り立っ

ているのではなく，十勝の一部として成り立っている。帯広市の経済を発展させていくた

めには，十勝全体の経済を発展させることが必要である。帯広市の経済を支えているのは，

十勝の主要産業である畑作と酪農であり，それをいかに生かしていくのかということも極

めて重要な視点である。

６　それらを支える市民・中小企業者も重要６　それらを支える市民・中小企業者も重要

中小企業振興基本条例や産業振興ビジョンを中小企業者が主体となって作るといっても，

その思いを持った中小企業者がいなければできないが，帯広市には，それを担える経済団

体（帯広商工会議所，北海道中小企業家同友会とかち支部，帯広民主商工会）が存在し，そ

れを支える人材がいた。中小企業振興基本条例や産業振興ビジョンを作る際に，半年程度

の間に数十人に及ぶ中小企業家が数十回に及ぶ会議を無償で行い，議論を重ねていた。ま

た，そのような中小企業家は，良い会社にし，良い経営者になるためにも，良い経営環境

を作ることが必要との思いを共有していた。
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北海道の開拓は，屯田兵を中心とした官により進められたが，十勝は別で，民間により

開拓が進められたという事情も多分に影響している。

７　帯広信用金庫の役割も重要７　帯広信用金庫の役割も重要

帯広信用金庫には，地域経済振興部という十勝の経済系のシンクタンクを設置している。

十勝では帯広畜産大学が理科系のシンクタンクの役割を果たしているが，経済系のシンク

タンクが必要との地域の思いもあり，当時の理事長のリーダーシップで地域経済振興部を

作った。机上の計算ではなく，十勝の中小企業が悩み，直面している課題・問題点を解決

するためのお手伝いをするという基本姿勢で，様々な相談・課題に取り組んでいる。

その中には，成果を上げるプロジェクトもあり，融資案件に育っていくということもあ

り，地域経済振興部は当初はコストセンターであったが，それがプロフィットセンターへ

と変わってきた。

８　成功したプロジェクトの一例８　成功したプロジェクトの一例

(1) フードバレー十勝

  十勝の「食」と「農林漁業」を柱とした地域産業政策である。十勝は小麦の国内最

大の生産地であり，十勝に製粉工場を作ることで，十勝の小麦を使った製品を作る産

業が広がった。

(2) 食肉加工場

  十勝は，肉牛の生産も盛んだが，食肉を海外に輸出できるような高水準の食肉加工

場がなく，それまでは 1 頭当たり 25 万円の費用をかけて岩手県に運んでいた。今は

高水準の食肉加工場を作り，十勝から，食肉を輸出できるようになった。

第３　下川町調査の概要第３　下川町調査の概要

１　下川町のプロフィール１　下川町のプロフィール

下川町は，北海道上川地方の天塩国上川郡にある町で，北海道では道北に位置付けられ

る。面積は東京 23 区とほぼ同じ 644.20 ㎢で，人口は，3186 人。かつては，農林業及び鉱

業（銅などを産出した下川鉱山，金や銀が採れた珊瑠鉱山）で繁栄し，人口はピーク時の

1960 年（昭和 35 年）には 1 万 5555 人に達した。スキージャンプが有名で，郊外には 4 つ

のジャンプ台があり，葛西紀明，岡部孝信，伊藤有希は下川町出身である。

２　消滅の危機から持続可能な地域経済へ２　消滅の危機から持続可能な地域経済へ

下川町は，1953 年に町が国有林の払下げを受けて，60 年サイクルで伐採，植林，育林を

して森林を安定的に経済資源として活用しようとする「循環型森林経営」を開始。下川町

は，古くから地域循環型経済の発想を取り入れた先進的地域であった。

しかし，木材の輸入自由化，鉱山の閉山，ＪＲの路線廃止などにより 1980 年代に人口が

急減，1985 年には人口減少率が北海道第 1 位となり，このままでは町がなくなるのではな

いかとの危機感から地域活性化の取組が始まった。

2000 年代に入って「持続可能な地域社会の実現」を掲げて，バイオマスを含む森林資源
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の活用とそれによるエネルギー自給率の向上，集住によるコンパクトタウン化などに取り

組んだ。

2001 年には「経済・社会・環境の調和による持続可能な地域作り」（産業クラスター研

究会）を立ち上げた。林業・林産業を中心にしてどのような産業を育てていくのかを町と

町民が一緒に考える研究会である。ここで，経済と社会と環境の調和のとれた持続可能な

地域づくりが大事だということが確認された。それが，環境未来都市や木質バイオマスエ

ネルギーの利用などにつながっていった。

2007 年に下川町自治基本条例を制定し，「持続可能な地域社会の実現を目指す」ことを

位置付けた。

2012 年に複数の大学と協力し，町の産業連関表を作成。町の経済規模が 215 億円であり，

黒字部門は，製材・木製品（23 億円），農業（18 億円）に対し，赤字部門は，石油・石炭

製品（7.5 億円），電力（5.2 億円）であることが分かり，電力と暖房用燃料を木質バイオ

マスでまかなうことで，エネルギー購入費を減らし，林産業の活性化で域内生産額が 28 億

円増加し，100 名の雇用が生まれると試算。100% 地産エネルギーを目標に，①バイオマス

エネルギーでの置き換え，②端材を原料とした木材チップ製造，③バイオマスボイラーで

熱生産し，町の施設へ供給などの事業を始め，熱自給率 56% を達成。2 億円以上の域外流

出を防いでいる。

2018 年 4 月には，「2030 年における下川町のありたい姿」を計画。指標はゼロベースで

町民が集中的に議論をして作った。森林教育を展開する「森の寺子屋」「森の幼稚園」など

も移住者のＮＰＯ法人や町民主体で取り組んでいる。

このように下川町では，移住者も含めた町民が町とともに主体的，積極的に持続可能な

地域経済の在り方を一貫して模索し，行動に移している点が特徴的である。また，その際

に産業連関表を作成して，科学的な分析に基づいて具体的な政策を立案し，それを機敏に

実行に移していることも注目すべき点である。

森林資源の活用に当たっては，森林資源を余すところなく使い切る「ゼロエミッション」

という考え方に基づき，循環型経済を追及している。森林整備をする「下川町森林組合」

が森林整備の過程で出てきた木材を様々な形で利用する活動の中心を担っている。円柱加

工した際の副産物（オガ粉，木の皮）を利用して木炭を製造したり，伐採の際に出てくる

枝葉を利用したエッセンシャルオイルを商品化するなどして雇用も生んでいる。森林組合

で加工できないような品質の木材等を自然乾燥させ，チップ製造機で木質バイオマスチッ

プを製造し，町内 11 施設のバイオマスボイラーに燃料として供給している。

３　合併を拒否し独自の取組を選択，様々な活動を展開３　合併を拒否し独自の取組を選択，様々な活動を展開

下川町は，2001 年の平成の大合併の際には，合併を拒否し退路を断って独立の道を歩む

決意をしている。当初，名寄市の近隣 5 町（風連町，下川町，音威子府町，美深町，中川

町）で合併協議会を持ち，名寄市との合併を協議したが，下川町の特色を生かしたまちづ

くりを単独で進めるべきだとの町民アンケート（75% が合併に反対）結果を踏まえ，合併

しない選択をした。町では合併を選択しなかったことが正解であったとの評価である。人

口動態では，2005 年の社会動態が－ 82 人だったが，2012 年にプラスに転じ，2017 年には

プラス 21 人となった。旭川空港から約 2 時間，ＪＲもない，大都市までのバスが 1 時間に
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1 本しかない地域で，社会動態がプラスになったことは高い評価を受けた。移住してくる

人たちの多くが町に貢献することに積極的で，移住者が移住者を呼ぶという循環ができて

いる。

エネルギー自給については，地域熱自給率は 56% に達しており，産業連関表を通じて課

題として認識されたエネルギーの域外依存度の低下を着実に実現しつつある。2017 年に

は，こうした取組が評価され，国際連合が提唱した持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に基

づく「ジャパンＳＤＧｓアワード」第 1 回で総理大臣賞を受賞した。

４　国の補助４　国の補助

森林管理は，植林と育林で 1 億 4000 万円，林道整備が 7000 万円程度の事業で，国から

補助金 50 ～ 60% を受けている。ボイラー関係も 50% の補助率である。1 億の事業で町の自

己負担は 1500 万円から 2000 万円。森林経営には国の補助が不可欠であり，地域循環型経

済を各地で支援するために国の支援が重要であることを示している。
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第２節　奈義町・西粟倉村第２節　奈義町・西粟倉村

第１　調査日程・訪問先第１　調査日程・訪問先

実行委員会では，下記の日程で岡山県の奈義町及び西粟倉村の調査を行った。

2020 年 10 月 20 日（火）～ 21 日（水）

【訪問先】

奈義町関係　：奈義町役場，なぎチャイルドホーム

西粟倉村関係： 西粟倉村役場，軒下図書館（宿泊等事業所），あわくら温泉元湯（株式会

社 sonraku），旧影石小学校（エーゼロ株式会社）

第２　奈義町第２　奈義町

１　町のプロフィール１　町のプロフィール

那岐山の麓で農業を中心に行っている町。町の面積の 6 分の 1 は自衛隊の駐屯基地。昔

から続く横仙歌舞伎や現代美術館があり，文化と観光資源には恵まれている。2002 年に単

独町制を決定。

町の課題は人口減少・少子高齢化。合併当時は人口 8925 人だったところ，2019 年は 5835

人に減少。国立社会保障・人口問題研究所によると 2060 年には 2809 人になると推定され

ている。

２　住むことへの特化２　住むことへの特化

奈義町では，若者が働くために町外へ出て行く。そこで，住むことへ特化することで生

き残ろうとした。子育て，移住・定住，高齢者向けの施策を複合的に一体として行うこと

により，住みやすさや安心感といったものを作り出し，人口の社会減を減らそうとしてい

る。その結果，合計特殊出生率が高まり，2014 年には 2.81 となった。その後一時的に低

下することもあったが回復し，2019 年は 2.88 である。昨年度も，すべての行政施策を人

口維持に向けた取組にする計画を新たに策定している。

町役場に近接するなぎチャイルドホームは，子育ての悩みなどの相談を受けたり，一時

預かりや自主保育の場を提供して子育て世代の多様なニーズに応えたりするほか，親子が

一緒に楽しむ催しを開くことで，子どもと大人が世代を超えて出会い，互いに心を通わせ

育ちあえる集いの場となっており，住むことに特化しようとする町の施策の一端が窺える。

第３　西粟倉村第３　西粟倉村

１　西粟倉村のプロフィール１　西粟倉村のプロフィール

西粟倉村は，岡山県の北東端にあり，中国山地の分水嶺に位置している。面積の約 93%

が森林。

岡山県に属しているが，経済圏としては，鳥取県や兵庫県にベクトルが向いている。智

頭急行という第三セクター鉄道，及びこれと平行した鳥取自動車道があるので，交通の便

利は非常に良い。昔から，因幡街道が鳥取池田藩の参勤交代のルートになっていた。隣の
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鳥取県智頭町は宿場町であり，10km ほど南の旧大原町も宿場町であるが，西粟倉村は，そ

の間の茶店のような所であった。人が通るのは慣れているので，いろいろな人が来ても，受

け入れられる素地はかなりあるとのこと。

現状の人口は，2020 年 9 月末時点で 1437 人。毎年 10 人程度減少している。約 30 人の自

然減，約 20 人の社会増という状態である。世帯数は，開村以来最大となっている。

２　百年の森林（もり）構想とそれを核とした各種事業２　百年の森林（もり）構想とそれを核とした各種事業

西粟倉村は，2004 年頃に合併をしない決断をしたことを契機に，地域の最大資源である

森林に着目した検討を始めた。その後，「百年の森林構想」を核にした百年の森林事業，再

生可能エネルギー事業，ローカルベンチャー事業を推進し，現在は，地域における教育・

福祉分野の社会資本の充実を目指した取組にも着手することで，環境・社会・経済のバラ

ンスの良い統合的取組による相乗効果の創出を目指している。

「百年の森林構想」は，財産価値を失い放置されつつあった民有林（人工林）を，行政

がリーダーシップをとって集約化して森林の健全化を図るとともに，民間事業者と連携し，

搬出される間伐材に地域で付加価値をつけて販売し，地域内の経済循環と雇用を創出する

取組であり，2008 年に着想され，2009 年から具体化するプロジェクトが推進されている。

再生可能エルギー事業は，①老朽化した小水力発電所のリニューアル及び小水力発電所

の新設による水力発電，並びに②市場流通することなく山林に放置されていた粗悪材を村

内温泉施設や公共施設等で利用する木質バイオマス発電により，エネルギーの地域内循環

を図るものであり，再生可能エネルギーによる自給率 100% を目標にした地域づくりを目指

している。

ローカルベンチャー事業は，「地域の価値を掘り起こした事業による起業＋移住」をテー

マに，地域に人材と仕事を呼び込む取組であり，2013 年にスタートし，2015 年からはロー

カルベンチャースクールを開始し，「百年の森林構想」の理念等に共感する若者の移住が増

加し，森林関係のほか，酒屋，ジビエレストラン，再生可能エネルギー，福祉・教育分野

など，それまで地域になかった多様な事業が育ち，人口の社会増や子どもの数の増加など

の成果を上げつつある。

以上に加え，地域内での福祉・教育の充実が重要であることを踏まえ，2018 年から「生

きるを楽しむ」をキャッチコピーに掲げ，教育・子育て支援等の社会資本を充実させる取

組を推進し，教育，医療，福祉にもローカルベンチャーが広がってきており，2019 年度か

ら「さとのば大学」プロジェクトに参画するなどの取組を進めている。

ビジョンとプロジェクトの同時進行，その情報の見える化によって共感を広げ，若者の

移住や起業へとつなげ，中間支援組織の伴走支援・情報発信等を重視し，行政と民間の強

みを掛け合わせ，官民連携で取り組んでいる。

第４　まとめ第４　まとめ

奈義町及び西粟倉村は，ともに岡山県内で平成の市町村合併をしないことを選択してい

たが，その後人口減少という課題に対し，自分たちの弱点（若者が働きに出て行ってしま

うこと，面積のほとんどが森林であること）を，発想の転換で強み（住むことへの特化，百

年の森林構想）に変え，そこから生まれた施策を実行している点でも共通している。
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また，そういった施策を実行するための財源についても，単に支出を削減するだけでな

く，国からの交付金を積極的に活用し，地域内経済循環の仕組みをつくるなど，様々な工

夫を行っている点でも類似している。
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第３節　阿智村・下条村・泰阜村第３節　阿智村・下条村・泰阜村

第１　調査日程・訪問先第１　調査日程・訪問先

実行委員会では，下記の日程で長野県阿智村，下条村及び泰阜（やすおか）村の調査を

行った。

2020 年 11 月 30 日（月）～ 12 月 1 日（火）

【訪問先】

阿智村： 熊谷秀樹現村長，岡庭一雄元村長，ＮＰＯ法人ごかの風「ごか食堂」，阿智村役

場，東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」，多機能型事業所「夢のつば

さ」，阿智昼神観光局，産業振興公社

下條村： 下條村役場，村立図書館，子育て支援センター

泰阜村： 泰阜村役場

第２　阿智村調査の概要第２　阿智村調査の概要

１　阿智村の概要１　阿智村の概要

長野県の南端，下伊那郡の西南に位置し，北は木曽郡南木曽町，東は飯田市，下条村と

阿南町，南は平谷村に接し，西は中央アルプスの恵那山を境として岐阜県中津川市に接し

ている。標高 410m から恵那山山頂 2191m までにおよび，山間地に 56 の集落が点在。面積

214.43 ㎢人口 6379 人（2019 年）。

２　熊谷秀樹現村長，岡庭一雄元村長との懇談２　熊谷秀樹現村長，岡庭一雄元村長との懇談

コロナ禍においてこそ地方自治体の役割の重要性が認識されている。阿智村では，住民

自治を住民主体の行政と捉え，住民が主体的に発想し，取り組む課題について村が支援す

るという形で実践してきた。村づくりの目標を従来の経済成長を中心とする政策から，「住

民一人一人の人生の質を高められる，持続可能な発展の村」とした。住民の間で意見が対

立する問題については，住民が学習し，それを村が支援し，問題の本質を住民の間で共通

のものとする。住民投票のような多数決ではなく，住民の学習と認識の共有化により結論

を出す。廃棄物処理場問題やリニア新幹線の廃土処理の問題で経験的に実践してきた。国

の成長戦略路線やデジタル化の中に地方自治体を取り込んでいこうとする政府の政策に対

し，憲法の目指す地方自治の本旨である団体自治と住民自治をそれぞれの自治体の中で確

立していくことで国の政策を変えていくことができる。

３　ごか食堂３　ごか食堂

村づくり委員会の活動として作られた。農村地区である伍和地区に女性の力による農家

レストランを作り，地場産の農産物の流通，女性の自立，高齢者の配食弁当，地域交流の

場づくり，子どもの食育推進，伝統調理法の継承などを目指す。この地区で女性の活動が

輝くために地域課題を探る中で，保健所の許可を得られる調理施設づくりに至った。食堂

の運営，配食サービスの実施，「わいわいかふぇ」を認知症についてなんでも話せる場とし

て実施。役場民生課と連携し専門家の力を借りながら運営している。
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４　村役場との懇談４　村役場との懇談

(1) 住民一人ひとりの人生の質を重視した「住民主体の村政」への転換

  バブル経済崩壊後，財政の拡大が期待できない状況となり，地域経済を立て直すた

めには，外からの力に頼るのではなく，地域内の力を付けることが求められた。そこ

で，行政主導で住民が受け手だった状況から，「住民が作り手になる」方向へ大きく

転換し，住民の暮らしに重きをおいて，住民が住み続けたくなる村を目指し，そのた

めに，｢ 住民一人ひとりの人生の質を高められる持続可能な村づくり ｣ を基本理念と

して，｢ 住民主体の村政 ｣ への転換を目指した。

(2) 住民自治の実践と村による支援－実践主体である地域自治組織，村づくり委員会

  住民自治においては，住民有志や住民団体などによる自主的活動が活発であること

が重要であり，自由に住民間で議論や実践を重ねることで質が高まる。そこで，①地

域を基盤にした「地域自治組織」（自治会）と，②課題を中心とした「村づくり委員会」

を住民自治の実践主体とし，住民の自由な取組を保障し，公はできるだけ干渉しない

形で支援する。

(3) 地域自治組織の活性化・実践－予算編成に参加，地区計画の策定，支援金の利用

  1998 年以降，8 つの地域自治組織に再編してその活性化を進めた。各地域自治組織

は，毎年度の村の予算編成の際，例えば，道の補修，街灯の設置，集会所の整備等，

要望書を提出し，村と懇談し，村は各地域自治組織の要望を受けて予算化できるもの

は計上するという形で予算編成に参加する。各地域自治組織は，村の基本計画の策定

に合わせて，自治組織ごとの地区計画を策定し，その際，学習や資料収集，各種団体

での話合い，住民アンケートなどの策定過程が重視される。村は，地域自治組織に対

し，運営経費支援金，正副会長活動支援金，事務局活動支援金，モデル事業支援金，

美しいふるさとづくり事業支援金などを補助し，運営経費支援金及び正副会長活動支

援金の合計は年間 1355 万円規模になっている。

(4) 協働活動推進課による村づくり委員会への支援と村づくり委員会の実践・成果

  自立性と対等性を重視しつつ，村の「協働活動推進課」が，住民の主体的な学びや

地域づくりの取組を支援しており，5 名以上の村民で組織される村づくりの研究等を

行う村づくり委員会に，1 団体年額 10 万円以内の活動費（講師謝礼，旅費，参考図

書代等）を交付している。令和元年度末で 75 団体が登録しており，これまで，村づ

くり委員会の取組によって，公設図書館づくり，知的障害者の通所授産施設の建設，

地産地消の農家レストランの開設，訪問介護ステーションの開設などが実現している。

４　東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」４　東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」

東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」は，阿智村が取り組む全村博物館構想（以

下「全村博」という。）の一環として，2008 年に作られた施設。全村博とは，地域のいろ

いろな魅力を地域に住む自分たち自身で見つけ，活用していこうという取組であり，住民

一人ひとりが地域づくりに取り組むことで，この地域に暮らす誇りを生み出そうとするも

の。東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」には，地域で発見されたいろいろな魅力

が展示されている。
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５　夢のつばさ５　夢のつばさ

阿智村に住む障害を持つ子どもたちの家族が中心となり，村づくり委員会に登録して学

習をすすめ，自ら社会福祉法人を立ち上げて運営主体となって通所施設「夢のつばさ」を

開所することができた。村づくり委員会に登録することで，役割の明確化，地域の理解や

専門家の知見を得ることができ，事業をすすめることができた。行政に頼るのではなく，自

分たちが使いやすい施設を自分たちで作り上げるという意識こそが社会教育の理念であり，

住民自治の実践であると言える。

６　阿智昼神観光局６　阿智昼神観光局

観光局の立ち上げの発端は，人口減少対策。昼神温泉という観光資源の活用。岡庭元村

長による「観光立村」。20 年ほど前の議論から今に至る。10 年程前から，多くの観光客に

阿智村を知ってもらおうという取組をしてきた。日本版ＤＭＯ（観光物件，自然，食，芸

術・芸能，風習，風俗など当該地域にある観光資源に精通し，地域と協同して観光地域作

りを行う法人のこと。Destination Management（Marketing）Organization（デスティネー

ション・マネージメント・オーガニゼーション）の頭文字の略）。株主は 37 名，出資の 6

割が阿智村で，その余は地域の経営者が主。9 割方の旅館が株主となっている。なお，温

泉権は村が持っている。村から職員が一人出向している。観光にかかる雇用創出。毎年，2，

3 人戻ってきている。インバウンド（海外観光客）は，国際関係等によるリスクがあるの

で取り組まず，日本人客の観光を取り組んできた。農業も振興できるように地元の農産物

の活用等に取り組んでいる。

７　産業振興公社７　産業振興公社

平成初期の農協の合併による村内の農業の衰退に危機感を持った村役場と村民たちが，

当時から存在した営農支援センターを産業振興公社へ変更し，堆肥センターを作るなどし

て有機活用農業を実践しつつ，栽培指導，営農指導，販売促進及び担い手育成に取り組ん

できた。

第３　下条村調査の概要第３　下条村調査の概要

１　下條村の概要１　下條村の概要

長野県の最南端下伊那郡のほぼ中央に位置。東は天竜川を隔てて泰阜村，北は阿智川，鶯

巣川により飯田市，阿智村と，西は下條山脈により阿智村浪合を境とし，南は阿南町と接

している。34 の集落が散在し，面積 38.12 ㎢，人口 3686 人（2020 年）。

２　村役場との懇談２　村役場との懇談

下條村では，公共事業を身の丈に合った規模に抑えるとともに，住民自身が道路工事等

を担う建築資材支給事業や，行財政改革により財源を捻出。その財源を住宅施策と子育て

施策に充てることで子育て世帯の定住を促し，出生率を増加させることに成功した。自分

たちの地域は自分たちで守るという意識を醸成する仕掛けづくりが重要であり，住民自治

の実践につながっていく。
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３　村立図書館・子育て支援センター３　村立図書館・子育て支援センター

下條村の図書館は村民からの図書館建設の要請を受けて，建設された。図書館は村に 1

つしかないので，出先図書館が 4 つある。郷土資料が充実しており，村民が気軽に立ち寄

れるような工夫をしている。毎週水・土・日に各 10 名，行事のある日は 30 名に飲み物の

無料サービスがあるブックカフェや，お薬手帳のような読書手帳を作っている。新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金で書籍消毒器を購入した。子育て支援センター

は，下條村の新たな子育て支援の拠点施設として，保育園就園前の子どもの親の子育て支

援や交流の場となる「つどいの広場」と，小学生が放課後や長期休暇の際に活動の場とな

る「児童クラブ」の充実が図られている。

第４　泰阜村調査の概要第４　泰阜村調査の概要

１　泰阜村の概要１　泰阜村の概要

長野県の南部，下伊那郡の南東，天竜川の東側に位置。居住地の標高は天竜川の河畔の

320m から分外山山麓の 770m と，標高差が 450m。19 の集落が山間に点在しており，面積

64.59 ㎢，人口 1592 人（2020 年）。

２　村役場との懇談２　村役場との懇談

(1) 昭和 60 年代に，独居高齢者が増え，国の年金水準も低く，自宅での生活が困難な

高齢者が増加したことから，泰阜村では，医師，社会福祉協議会，行政の三者が連携

して，在宅福祉事業をスタートさせ，往診，入浴，配食サービスを始めた。2000 年

に国の介護保険制度の創設により，一律 1 割の自己負担が発生し，サービスを利用で

きない村民が出たことから，①自己負担分の 6 割を村が負担し，また，②介護度に応

じた限度額を超過した分を，村が全額負担することとした。このような在宅福祉の取

組により，在宅死亡率が減少し，一人当たりの老人医療費も少なくなっている。

(2) 「泰阜村ひとねる条例」を 2014 年に制定し，若者や子育て支援を目的として，結婚

祝金，出産祝金，村内企業就労助成金，村内住宅家賃助成金，住宅新増改築補助金，

住宅用地取得補助金，持家助成金を支給し，高校への通学定期券の 2 分の 1 を補助す

るなどしている。

(3) 小規模な自治体では，図書館，ゴミ，介護保険の認定など，周辺市町村との連携が

重要である。
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第４節　小田原市調査第４節　小田原市調査

第１　調査日程・訪問先第１　調査日程・訪問先

実行委員会では，下記の日程で神奈川県小田原市の調査を行った。

2020 年 4 月 10 日　

【聴取先】

小田原市役所地域政策課，福祉政策課

Ｚｏｏｍミーティングを用いたオンライン方式により聴取を実施した。

第２　調査の概要　第２　調査の概要　

１　小田原市の概要１　小田原市の概要

小田原市は神奈川県西部に位置し，面積は 113.8 ㎢で神奈川県の面積の 4.7% を占め，県

内の市としては横浜市，相模原市，川崎市に次いで 4 番目の広さを有している。首都圏に

属しながら富士箱根伊豆方面にも開かれ，地域の表情は多様性に富んでいる。市域の南西

部が箱根連山に繋がる山地であり，東部は大磯丘陵に繋がる丘陵地帯になっている。市の

中央には酒匂川が南北に流れて足柄平野を形成しており，南部は相模湾に面している。

交通至便性にも優れており，ＪＲ東海道本線，ＪＲ東海道新幹線，ＪＲ御殿場線，小田

急小田原線，箱根登山鉄道，伊豆箱根鉄道大雄山線が乗り入れていて，市内には 18 の鉄道

駅があるほか，東京駅からは新幹線で約 35 分に位置している。

小田原市の 2020 年 4 月 1 日現在の人口は 18 万 9651 人である。1996 年から 2001 年頃ま

では 20 万人だった。しかし将来的には人口が 15 万人まで減少するとの予測もある。

小田原市の財政力指数は 2002 年度から増加傾向にあったが，経済情勢による税収入の減

少や扶助費の増加などにより 2009 年度から減少に転じ，ここ数年は横ばい傾向となってい

る。

２　小田原市地域コミュニティ組織基本指針２　小田原市地域コミュニティ組織基本指針

近年国内では少子高齢化や人口減少，小世帯化，住民の連帯意識の希薄化などにより様々

な地域の課題が顕在化し始めており，小田原市においても同様の状況である。また，小田

原市において従来から分野ごとに活動してきた地域活動団体は，その母体となる自治会の

加入者の減少に伴い，担い手が不足し，役員の高齢化も相まって，地域活動が困難になり

つつあり，地域力の低下が懸念されているところである。

一方，市民ニーズの多様化や行政の財源不足が進む中，持続可能な地域社会を維持して

いくためには，地域住民と行政との協働の必要性が高まっている。このような状況の下，小

田原市では 2008 年度に学識経験者や地域活動団体代表者等で構成する地域コミュニティ

検討委員会を設置し，2 年間の検討を経て，2010 年 10 月にこれからの小田原市にとって重

要なものとなる新たな地域コミュニティの仕組みについて報告書として取りまとめた。そ

れと並行して，2009 年度には小田原市の総合計画「おだわらＴＲＹプラン」と対をなすも

のとして，自治会連合会区域ごとの全地域において，地域が取り組むべき課題について話

し合い，2010 年度に地域別計画が策定された。
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さらに 2010 年度には，市民の力を生かし，市民，議会及び行政といった自治の担い手が

お互いに尊重し，対話し，連携し，協力し合いながら，それぞれの役割を果たしていくこ

とを目指して小田原市自治基本条例を制定した。これらを背景に，まずモデル地区として

2009 年度に富水地区で，その後，2015 年度までに全 26 地区で地域コミュニティ組織が設

立され，地域の課題解決に向けた取組が進められている。

2016 年度には，これまでの取組や成果を踏まえ，2017 年度から始まる「おだわらＴＲＹ

プラン」後期基本計画に合わせて，策定から 6 年を経過した地域別計画の見直しが各地区

で行われたところである。

３　ケアタウン構想３　ケアタウン構想

(1) ケアタウン構想策定の必要性

  少子高齢化や核家族化，地域との繋がりの希薄化，個人主義の広がり，コミュニティ

機能の低下，高齢化世帯の増加，身近な生活課題の増加，制度の谷間のニーズ，ひき

こもり，虐待の増加等社会情勢が大きく変化した。それとともに地域福祉の課題が複

雑化，多様化し，新たな支え合いの仕組みが必要となった。

  そのためにケアタウン構想という地域福祉の観点から保健福祉分野全体の基本理念

を示し，高齢者・障害者・子どもなど様々な課題について個別に計画を策定して実施

している。

(2) ケアタウン構想推進に向けて

  ケアタウンを実現するためには，市民一人ひとりがケアタウン構想を共有し，地域

福祉の問題を我が事として捉え，行動することが求められている。

  そのためにも，市役所全体で推進していくことが求められるが，とりわけ，福祉健

康部（福祉政策課，高齢介護課，子育て支援課，障害福祉課，保険課，健康づくり課）

が一体となって，市民・事業者・ＮＰＯ等と連携して取り組む必要がある。

  また，社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とした団体」として位置付

けられた社会福祉協議会は，地域福祉の担い手として大きな役割が期待されている。

そのためには，制度の狭間にあるサービス，いわゆるインフォーマルサービスが提供

できるように，体制の強化が求められている。

(3) 具体的な取組について

  ケアタウン構想を実現するためには，地域の実情に即した取組が必要である。その

ためにも，モデル地域を設定して地域福祉の具体的なテーマについて検討することが

求められている。

  モデル地域での取組については，地域の課題解決に向けた体制や制度について検討

している地域コミュニティ検討委員会と連携・調整をしながら進めることが必要であ

る。

  特に，ケアタウン構想の重点検討事項で整理した「相談・交流の場の確保」につい

ては，ケアタウン構想のみの課題ではなく，地域コミュニティ全体の課題であること

から，地域コミュニティ検討委員会の検討状況を踏まえながら推進していくことが求

められている。

  また，ケアタウン構想を計画的に推進するためには，モデル地域での取組を踏まえ，
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新総合計画実施計画への位置付けや，地域福祉計画や地域福祉活動計画の見直しを行

う必要がある。

  このように，モデル事業である具体的な取組みが実施される中で，ケアタウン構想

が市民に理解され，推進されるためには，地道で息の長い取組が求められている。
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第５節　浜松市第５節　浜松市

第１　調査日程・訪問先第１　調査日程・訪問先

実行委員会では，下記の日程で静岡県浜松市の調査を行った。主には，旧佐久間町と旧

水窪（みさくぼ）町の関係者から聴取した。

2021 年 1 月 21 日（木）～ 1 月 22 日（金）

【聴取先】（いずれもＺｏｏｍミーティングを用いたオンライン方式により実施）

1 月 21 日　浜松市役所，公益財団法人浜松国際交流協会

1 月 22 日　旧佐久間町関係： 浜松市天竜区役所佐久間協働センター，佐久間地区自治

会連合会，社会福祉法人浜松市社会福祉協議会天竜地区

センター佐久間事務所，浜松市国民健康保険佐久間病院，

特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間

　　　　　旧水窪町関係　： 浜松市天竜区役所水窪協働センター，地域包括支援セン

ター北遠中央水窪支所，社会福祉法人浜松市社会福祉協

議会天竜地区センター水窪事務所，水窪地区自治会連合

会，水窪町森林組合，特定非営利活動法人まちづくりネッ

トワークＷＩＬＬ

第２　浜松市調査の概要第２　浜松市調査の概要

１　浜松市の人口動態１　浜松市の人口動態

浜松市の外国人住民を含めた人口は 2006 年が約 82 万人，2020 年が約 80 万人で，2% ほ

どの減少にとどまっている。日本人住民の推移で見ても，減少率は 1.5% ほどである。これ

に対し，旧佐久間町地域と旧水窪町地域では，いずれも人口減少率は 40% を上回っている。

また，高齢化率を見てみると，浜松市全体では，2006 年が約 20%，2020 年が約 28% となっ

ている。これに対し，旧佐久間町地域と旧水窪町地域では，2006 年がそれぞれ約 46%，約

41% であったところ，2020 年にはそれぞれ約 61%，約 62% となっている。

２　「平成の大合併」後の変化２　「平成の大合併」後の変化

(1) 行政サービス

  合併直後は，「一市多制度」の考え方の下，旧町村の各役場が総合事務所とされ，

そこに従来の業務がほぼ引き継がれた。その後，2007 年の政令市移行時に総合事務

所は地域自治センターになったが，総合事務所の機能の多くを引き継いでいた。例え

ば，佐久間地域自治センターや水窪地域自治センターは，天竜区役所の部相当に位置

付けられ，センターに地域振興課，地域生活課，地域福祉課の三課が置かれていた。

  しかし，2007 年 4 月の選挙で市長が代わってから，「一市一制度」へ方針を転換し，

組織再編が進められた。総務部門，財務部門，管理部門は本庁（旧浜松市）に集約さ

れ，環境保全，商工業・観光，農林水産，公園，土木などの事業分野も本庁に集約さ
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れた 1。また，地域自治センターは協働センターに変更されて，地域づくりや生涯学習

の推進並びに窓口サービスを担う区役所の出先機関としての扱いとなった。例えば，

福祉事務所業務でも，佐久間協働センターや水窪協働センターは窓口業務だけを行い，

審査や最終的な意思決定は天竜区の社会福祉課で行っている。

(2) 職員数及び議員数

  浜松市は，2006 年から，定員適正化計画に基づく行政職員数の削減に取り組んで

きた。これまでの実績としては，2006 年度から 2010 年度では 614 人の削減，2011 年

度から 2015 年度では 404 人の削減，2016 年度から 2020 年度では 301 人の削減で，合

計 1319 人の削減を実現した。これらの削減は，事務事業の見直し，非常勤化・再任

用化，アウトソーシングの活用などによるもので，削減による固定費の削減効果は理

論値で概ね 950 億円になる。

  また，議員数は，合併前には 12 市町村合計で 216 人であったが，2021 年には 46 人

となっている。かつて旧佐久間町の議員数は 13 人，旧水窪町の議員数は 12 人であっ

たが，現在，旧佐久間町を含めた天竜区全体でも選出議員数は 3 人となっている。

(3) 公共施設，指定管理者制度

  浜松市では，2009 年から公共施設の施設評価による見直しが進められており，公

共施設数は，2009 年の 1950 施設から，2020 年には 1342 施設まで減少している。こ

の間の減少数は 608 施設，約 31% 減となる。減少数が大きいのは，職員宿舎，集会施

設などである。2015 年までの実績で見ても，年間の維持管理経費は約 5 億円の削減，

財政効果額（仮に施設を存続した場合に今後 50 年間に必要と見込まれる改修・更新

経費）は約 1100 億円とされている。

  他方，指定管理者制度の施設数は増加している。2006 年には 131 施設であったが，

2020 年には 261 施設となっており，ほぼ倍増している。

(4) 予算

  予算額に占める土木費，林業費，民生費，教育費の構成費の推移を見ると，2005

年度は当初予算 2313 億 0600 万円のうち土木費が 18.5%，林業費が 0.8%，民生費が

23.4%，教育費が 11.6% であった。

  2020 年度は当初予算 3495 億円のうち土木費が 12.5%，林業費が 0.4%，民生費が

30.4%，教育費が 17.5% となっている。

３　合併特例債の活用３　合併特例債の活用

合併特例債は，合併した市町村が新しいまちづくりに必要な事業に対する財源として「新

市建設計画」に基づいて借入れできる地方債のことである。事業費のうち 95% までを借入

れでき，毎年度返済する元利償還金の 70% が普通交付税によって措置されることになって

いる。浜松市では，合併特例債を使って，浜北学校給食センターの建設，消防ヘリコプター

の整備，南部清掃工場の改修などの事業が実施された。

1   なお，2019年に日弁連が実施した聞取り調査では，天竜区役所に置かれた天竜森林事務所が，天竜地域以外

も含めた浜松市北部の森林や林道の整備，林業の振興などに関する業務を行っているところ，従来，天竜地

区全体で30人以上いた林業担当職員が9名まで減っているとのことであった。
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４　地域の医療体制４　地域の医療体制

浜松市内の医療機関については，ここ数年で病院（患者 20 人以上の施設を有するもの）

が若干の減少傾向，診療所が増加傾向にある。天竜区内にある医療機関に関しては，2007

年度と 2018 年度のデータを比べると，病院数は 2 で変わっていないが，病院病床数は 280

から 225 に大幅に減少している。診療所は 33 から 27 に減少しているが，診療所病床数は

28 から 37 に若干増加している。特に，天竜区，中山間地域では人口減少による患者の減

少が進む一方で高齢者の増加による医療ニーズが高まっている。これは医療機関の経営状

況にも影響しており，医師等の確保，患者がいないことによる様々な負のスパイラルも懸

念されている。

５　特別養護老人ホームの状況５　特別養護老人ホームの状況

浜松市内の特別養護老人ホームの推移を見ると，2006 年 4 月には合計 34 施設であった

が，2020 年 4 月には合計 66 施設と増加している。利用実績で見ると，2015 年度が合計 4

万 7687 人であるのに対し，2019 年度は合計が 5 万 4630 人となっている。

特別養護老人ホームの待機者数も減少しており，調査が始まった 2008 年度から今年度ま

での数値を見ると，2008 年 8 月時点で 3105 人いた待機者が，2020 年 8 月には 1521 人と半

減している。

６　旧佐久間町の状況６　旧佐久間町の状況

(1) 佐久間病院の存続

  佐久間病院は，主に天竜区佐久間町・水窪町の住民に医療を提供している病院で，

静岡県内に 6 か所ある「へき地医療拠点病院」の一つである。合併前には旧佐久間町

として佐久間病院を維持するために年間 1.5 億円～ 2 億円の支出を要していた。現在

は浜松市が年間 6 億円程度の負担をしている。ヒアリングでは，合併していなければ

現在の病院の体制は維持できなかったという声が聞かれた。

(2) 地域交通の課題

  佐久間地区では，合併により行政サービスの縮小・空白が想定されたことから，合

併と同時に特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間が設立され，交通空白地の輸送

運送事業として「ＮＰＯタクシー」を運営している。ただ，料金を民間タクシー料金

の半額程度にしなければならないなどの制約があり，採算を確保するのは困難となっ

ている。また，運転手の平均年齢が 70 歳と高齢化も課題となっている。

(3) 地域の実情

  主要産業は農林業であるが，高齢化による離農が進んでおり，林業従事者の子供ら

が後を継がずに豊橋・浜松地区に転出しているため，農林業従事者は減少している。

  小売業（スーパー・食品店・ガソリンスタンド等）も高齢化に伴い，後継者の不足

が問題になっている。域内人口の減少により，消費量（すなわち購買量）も減少し，

旧佐久間町域内小売店の閉店が続いている。

  住民の地域社会への参加意識は強く，かつ，地縁意識も強く，住民のほぼ全員が自

治会に参加しているが，住民の高齢化に伴い，このままでは役員の選出すら困難にな

ることが懸念される。
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７　旧水窪町の状況７　旧水窪町の状況

(1) 行政の運営

  合併前は 84 人の職員がおり，全て役場の中で一括して対応していたが，現在職員

数は 39 人まで減少した。市民に直接触れる窓口業務は残ったが，判断，決定の機能は，

区役所や本庁に移った。

  住民らは，合併をした結果，要望を出しても行政の対応が遅くなったり，細かな要

望が届かなくなったりする等，行政との距離が遠くなったと実感している。また，合

併当初は「一市多制度」と言われていたが，現在の実感では「一市一制度」になって

いる。

  地方創生推進交付金等の活用も，水窪単独では決定できず，あくまでも市の判断に

なるので，水窪地域の独自施策の実行は難しくなったと感じている。

(2) 地域の実情

  基幹産業が林業だったが，外材の輸入などによる木材単価の低下等により，長期に

わたる林業の低迷が続いている。技術者の減少，高齢化などが状況の悪化に拍車をか

けており，山林の管理がままならず，山の荒廃が進み，放置山林が多くなっている。

  合併後，異動により行政職員が水窪地区から転出し，その家族も一緒に転出したこ

とで，子どもが減少した。

  福祉サービスの担い手の確保が難しい。高齢化が進んでおり，高齢者が高齢者を支

えている現状がある。配食サービスなど，ボランティア任せでは限界があり，最終的

には行政の支えが必要である。

  地域の活性化のためには，リーダーが必要だが，合併して浜松市となって，地域の

町長や町議会議員がいなくなり，住民をまとめて推進していく力がなくなった。

８　外国人支援の取組８　外国人支援の取組

浜松市は全国と比較するとブラジル人住民数が多いのが特徴である。ただ，ここ数年，技

能実習生が増えており，フィリピン人も増加し，近年はベトナム人，インドネシア人など

も増加している。

支援活動から見た現状では，「外国人」の社会的な位置付けが「雇用の調整弁」としての

労働者となっており，リーマン・ショック後もその位置付けは変わっていないと感じてい

る。また，これからは，外国人「支援」から「協働」への転換が必要であり，外国から来

た人たちが日本のことを学ぶだけではなく，受入れ社会の理解と変容が求められる。

現在の法制度では，社会統合のための法律が足りないと感じている。
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第６節　上越市第６節　上越市

第１　調査の概要第１　調査の概要

当初，2021 年 6 月 30 日（水）に新潟県上越市を訪問調査し，同市担当者，安塚地区，大

島地区の方々からお話しを聞く予定であったが，コロナ禍のため訪問調査は実施できな

かった。しかし，上越市より書面による回答をもって調査することができた。

第２　上越市調査の概要　　　第２　上越市調査の概要　　　

１　上越市の概要１　上越市の概要

人口：19 万 6987 人（2015 年）

歴史：1971 年 4 月，上越地方の経済の中心で文教都市として発展した古くからの城下

町・高田市と直江津港後背の臨海工業都市として発展した直江津市が対等合併して誕生。

2005 年に近隣 13 町村と合併し新生上越市としてスタート。

２　地域自治区の取組２　地域自治区の取組

2005 年，市町村合併において，13 の旧町村の区域に合併の特例として，「地域自治区」

を設置した。背景には，合併に伴う編入町村の首長・議員の失職による，地域住民の不安

の解消と新しい自治の仕組みづくりの機運があった。各区に「地域協議会」と「総合事務

所」を置いた。

地域協議会は，市長からの諮問事項に対する答申と，自主的審議事項について市長に対

し意見書を提出する。地域協議会委員は，公募公選制に基づき市長が選任する。委員を公

募し，定数を超過した場合は，選任投票を行い，投票結果を尊重して市長が選任する。定

数以下の場合は，応募者から選任し，定数に満たない場合は，委員資格者から市長が選任

する。

総合事務所は，旧町村役場に置かれ，所管する区域内の行政サービスに関する事務と地

域協議会に関する事務を行う。

2009 年には，合併前の上越市の区域にも 15 の地域自治区を設置した。地域自治区の事

務所については，「まちづくりセンター」3 か所を既存の公共施設内に設置し，地域協議会

に関する事務と地域振興に関する事務（地域コミュニティの活動支援，各種団体間のコー

ディネート等）を行う。

３　合併後の旧町村地域の人口移動・合併後の旧町村別統計３　合併後の旧町村地域の人口移動・合併後の旧町村別統計

合併直後の 2005 年 3 月末と 2021 年 3 月末の人口を比べると，合併前上越市（13 万 4890

人→ 12 万 8475 人）では約 5% の減少にとどまるのに対し，牧区（2763 人→ 1668 人），安塚

区（3565 人→ 2134 人）では約 40% 減少，大島区（2367 人→ 1348 人）では約 43% の減少が

見られる。

2006 年 10 月 1 日時点と 2016 年 6 月 1 日時点の事業所数を比べると，30% 以上の増加が

ある中郷区（179 所→ 238 所）や，ほぼ変化がない合併前上越市（7239 所→ 6747 所），頚

城区（353 所→ 352 所），大島区（109 所→ 108 所），三和区（244 所→ 238 所）がある一方，
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板倉区（276 所→ 143 所）は約 48% も減少している。

４　合併した旧町村地域の行政サービスの変化（医療，介護，小中高等学校の統廃合等）４　合併した旧町村地域の行政サービスの変化（医療，介護，小中高等学校の統廃合等）

2203 件に及ぶ事務事業について，建設，農林水産，福祉などの 22 の部会ごとの分科会・

専門部会で協議し，幹事会での調整を経て協議会に提出され承認された。調整方針として

は，原則として合併時に上越市の制度に統一することとし，それができない場合は「合併

後，段階的に上越市の制度に統一する」「合併後，段階的に新制度，新基準を適用する」

「合併後も地域限定で継続するが，合併後の状況を踏まえて見直す」「合併時に廃止する」

などの方針がとられた。上越市に事業があって合併時に上越市の制度に統一するとされた

ものが 1680 件，町村独自の事業だが上越市にも同様の制度があり合併時から上越市の制度

に移行するとされたものが 68 件で，合計 1760 件（約 80.0%）が合併時に上越市の制度に

統一された。

調整が困難であったものの一例としては，13 町村で実施されていた「保育所通園費助

成」又は「保育所通園バス運行事業」がある。上越市においては，一切そのような制度を

持っていなかったのに対し，各町村においては保育園児の減少から施設の統合が進められ，

通園バスの運行等が不可欠なサービスになっているという現実があった。これについては，

「合併後 3 年間は現行どおりとし，2008 年度から新制度・新基準を作成し，適用する」と

して，町村の実情を考慮し事業を継続する方向で合意された。

小中学校の統廃合については，合併前 16 小学校あったものが，合併後には 8 小学校に統

合された。

５　市と地域自治区の意見の調整５　市と地域自治区の意見の調整

上越市地域自治区の設置に関する条例 7 条によれば，新市建設計画の変更及び市の施策

合に関する重要事項のうち条例に規定する事項を決定または変更しようとする場合は，地

域協議会の意見を聞かなければならないとしている。したがって，上記に該当する場合は，

事前に地域協議会に諮問を行い，答申を受けた後に市の方針を決定している。

６　設置後 10 年以上を経ての制度面及び運用面における課題と克服方法６　設置後 10 年以上を経ての制度面及び運用面における課題と克服方法

「上越市地域協議会の一層の活性化に向けた検証結果報告書」（2015 年）によれば，制

度上の課題としては，①「諮問のあり方」，②「地域協議会の委員資格」，③「委員の選任

方法」が検討されている。このうち , ①「諮問のあり方」では，地域協議会から「答申が

どのように反映されたのか見えにくい」，「結論ありきの諮問が多いと感じている」，「諮問

内容が難しく，分かりにくい」といった意見が寄せられ，これらの意見に対して ,「自主

的審議を経て提出された意見にたいして，市が明確に応答しなければならないことはいう

までもないが，諮問への答申がいかに施策に反映されているかも，明確に示す必要があ

る。」，「諮問にかかわる種々の専門用語や概念 , あるいは行政事務にかかる特殊な（多くの

市民にとり , なじみがないという意味での）用語などについては , これらが地域協議会委

員に正確に理解されるように最大限努力することは , 諮問する側のつとめである。」といっ

た考え方が示された。

運用上の課題としては , ①「自主的審議などの活性化策」, ②「地域協議会と住民との
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関係」, ③「地域協議会と各種の市民・住民団体との関係」, ④「委員への応募者の増加

策」, ⑤「委員の心構えについて」が検討されている。このうち , ④「委員への応募者の

増加策」では , 地域協議会から ,「若い世代や女性の委員が少ない」という声が多く寄せ

られ , 若者や女性の応募について「年齢・性別による人数枠（クオータ制）を設ける」こ

とや「会議等を夜間に開催するなど , 女性や若者が参加しやすい運営を行う」といった意

見も出された。2012 年 3 月に全市で行われた地域協議会委員の公募では ,28 区の定数 416

人に対し ,305 人の届出（定数の 73.3%）であり , 委員の男女の構成比では , 男性 339 人 ,

女性 77 人で , 女性の割合が 18.5% にとどまっていた。また，年齢構成では , 平均年齢が

62.9 歳となっており ,60 歳以上が全体の 75% を占めていた。このような状況を踏まえ，一

般の市民には地域協議会の存在が見えづらく , 地域協議会の目的や必要性を理解してもら

うには難しい面があり , そのことが応募者の増加を阻んでいる大きな要因であるとした上

で , 地域協議会の魅力度向上，応募しやすい環境づくり，幅広い情報発信による認知度向

上，地域内での人材育成が提起された。

その他の課題として，地域活動事業の在り方についても検討された。地域活動支援事業

は，身近な地域における課題の解決を図り，及びそれぞれの地域の活力を向上するため，市

民の総意により実施する事業を支援するものであり，地域活動資金を 28 の地域自治区に配

分し，住民の自発的・主体的な地域活動を推進することを目的として 2010 年度から実施さ

れている。近年では，総額 1 億 8000 万円の地域活動資金を配分しており，各地域自治区に

対し，地域課題の解決のための基礎的財源として 450 万円を配分するとともに，地域の活

力向上に向け，区の人口割合に応じた額を配分している（1 区当たり 30 万円～ 790 万円）。

この事業に対して，地域自治区の地域活動並びに活動団体の活性化に寄与するとともに，事

業採択の審査機関となる地域協議会の認知度と地域協議会委員の意欲の向上にも大いに役

立っているという総括がされている。また，地域協議会の機能を強化するための諸施策も

提起されており，各区に一定の予算枠を割り当て，地域協議会が地域ビジョンに沿って定

めた施策の優先順位に照らしてその使途を決定する「地域予算」の創設も含まれている。

指摘や提案事項については，市の事務レベルで調査を行い，市長協議を経て必要と判断

したものに関して対応を行った。具体的には，諮問事項の範囲について，「当該区の住民の

生活に及ぼす影響」という諮問の趣旨を明確にし，影響の少ない案件を除外する見直しを

行ったり，委員資格について，市の非常勤職員の委員資格を容認する見直しを行ったりし

た。

７　住民組織への市の財政的支援について７　住民組織への市の財政的支援について

市の財政的支援については，直接的に運営経費への補助金，交付金の交付や資金の貸し

付けは行っていない。ただし，住民組織が入居しているコミュニティプラザにおいて，行

政財産の目的外使用に当たり，基本的に無償としている。また，コミュニティプラザの管

理業務の一部など，市の業務を住民組織に委託する際は，住民組織の意向を踏まえた優先

的な契約の締結や，間接経費の計上といった積算の適正化に留意している。
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第７節　米子市・海士町調査第７節　米子市・海士町調査

第１　調査日程・訪問先第１　調査日程・訪問先

実行委員会では，下記の日程で鳥取県米子市と島根県海士（あま）町の調査を行った。

2021 年 7 月 7 日（水）～ 9 日（金）

【訪問先】

米子市関係：ローカルエナジー株式会社

海士町関係：隠岐國学習センター，海士町役場交流施設

　　　　　　（海士町役場職員 2 名，海士町複業協同組合職員 1 名が対応）

【見学先】  隠岐島前（とうぜん）高校

　　　　　 ＣＡＳ凍結センター

　　　   いわがき共同作業施設

　　　   海士御塩司所（おんしおつかさどころ）

　　　   海士町漁業研修施設（海藻センター）

　　　   隠岐潮風ファーム

      水産物処理加工施設（なまこセンター）

      承久海道　キンニャモニャセンター

      さくらの家（就労継続支援Ｂ型事業所）

      海士町中央図書館，町営住宅

第２　米子市調査の概要第２　米子市調査の概要

１　ローカルエナジー株式会社（以下「ローカルエナジー」という。）の概要１　ローカルエナジー株式会社（以下「ローカルエナジー」という。）の概要

2015 年 12 月 21 日設立。資本金 9000 万円。現在の従業員は 10 人程度。年間の売上は 25

億円程度。設立時の出資者は米子市 10%，株式会社中海テレビ放送（地域のケーブルテレ

ビ）50%，山陰酸素工業株式会社（プロパンガス）20%，三光株式会社（ガソリンスタンド

等）10%，米子瓦斯株式会社（都市ガス）5%，皆生温泉観光株式会社が 5%。設立後，米子

市の 1% 出資を引き受ける形で境港市も出資。現在は，米子市 9%，境港市 1%。官民出資の

自治体新電力であるが，官の役割が経営等のバックアップに限定され，経営の主体は民側

にある。

２　ローカルエナジーの理念２　ローカルエナジーの理念

以前は，鳥取県内の電気は全て中国電力から供給されていた。試算ではあるが，鳥取県

全体で家庭用・産業用を含め，中国電力に払っていた電気代総額は，年間 1000 億円程度。

この 1000 億円を少しでも減らし，その分を地域密着型の電力会社に払ってもらうようにな

ると，地域の雇用を創出するとともに，利益についても地域の再投資に回すことになり，地

域経済の再生に大きく貢献できる。エネルギーの地産地消により，新たな地域経済基盤の

創出を目的として設立されたのが，ローカルエナジーである。「エネルギーを地域外に依存

していると地域経済が自立しないのではないか」という仮説を立て，その仮説の成否を実

践している。

63回人権擁護第3部会.indd   15163回人権擁護第3部会.indd   151 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



152

第３章　各地の様々な取組

この仮説をもとに，ローカルエナジーをプラットホームにして，官民連携で一歩ずつ前

に進むこと（エネルギーの地産地消・地域経済基盤の喪失・地域経済の自立・地方創生の

実現）を目指している。

３　ローカルエナジーの事業内容３　ローカルエナジーの事業内容

電力小売卸売事業，地域熱供給事業，電源熱源開発事業，省エネ改修事業，次世代エネ

ルギー実証事業，視察受入・コンサルティングの 6 つの事業を展開している。

電力小売卸売事業では，まず，再生可能エネルギー等の電力調達に取り組んでいる。「米

子市クリーンセンター」の廃棄物を利用したバイオマス発電や中国地方最大級の大きさを

誇る「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク」の太陽光発電の外，地域の太陽光発電，地

熱発電，中小水力発電から生まれた電力の提供を受けている。その上で，公共施設への電

力販売として，米子市の公共施設のほぼ全て及び境港市の公共施設の大半の電気を供給し

ている。更に，地元新電力への電気卸売として，中海電力（中海テレビ放送が作った新電

力会社）を介して，鳥取県西部の約 1 万 2000 世帯に電力を供給している。

４　ローカルエナジーの成果４　ローカルエナジーの成果

エネルギーの地産地消が進み，地元の公共施設の電気使用量に相当する電気を地元の再

生可能エネルギーで調達している。2019年の再エネ調達電力量が2万 8107MWhであるが，公

共施設販売電力量は 2 万 5316MWh である。2016 年度から 2019 年度までの 4 年間で，公共施

設について，従来の契約と比較した場合，計 1 万 2450 ｔの二酸化炭素削減を達成した。当

該 4 年間で，公共施設の電気代を約 1.3 億円削減した。

2016 年度の売上は約 5 億 7000 万円であったが，2019 年度は約 22 億円に増加し，4 期連

続で増収増益した。地元で 10 人の雇用を拡大し，地域内経済循環に貢献している。

第３　海士町調査の概要第３　海士町調査の概要

１　海士町の単独町制決断と自立促進１　海士町の単独町制決断と自立促進

海士町は，隠岐諸島の一つである中ノ島にあり，面積 33.46 ㎢である。1950 年に約 7000

人近くいた人口は，2015 年 10 月の国勢調査では 2353 人に減少した。

2002 年 5 月に就任した山内道雄町長は，新しい町の経営方針として「自立・挑戦・交

流」を掲げ，人と自然が輝き続ける島として熱意・誠意・創意を訴えた。

島前 3 町村の海士町，西ノ島町，知夫村は，「平成の大合併」の嵐が吹く中，2003 年 12

月に任意合併協議会を解散し，海士町は覚悟をもって，単独町制を決断した。自分たちの

島は自ら守り，島の未来は自ら築くとして，住民や職員に当事者意識が芽生えた。これが

自立・自治の原点である。

給与カットは，2004 年度から町長・教育長等の管理職，議会から始まったが，職員組合

からも申出があって，10 月から職員の給与カットも実施した。翌年度には削減効果が約 2

億円になった。町三役は 40 ～ 50% カット，職員は 16 ～ 30%( 平均 22%) のカットとなり，ラ

スパイレス指数は 72.4（全国最低値）となった。なお，給与水準は，財政状況の改善によ

り，その後，徐々に復元してきている。
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まず，カットした財源から，出産祝金や保育料無料化などの子育て支援の財源を賄うこ

とにした。更に，住民代表と町議会と行政が一体となり島の生き残りをかけた「自立促進

プラン」を策定した。海士町では，「人づくり，モノづくり，健康づくり」を 3 つの柱とし

た。同時に，地域資源を活かした仕事づくり，よそ者（若者）を活かしたまちづくりを進

めた。

２　島まるごとブランド化２　島まるごとブランド化

あらゆる支援措置を活用して，自然環境を活かした第 1 次産業の再生で先駆的な産業興

しに取り組む。島全体をデパートの階層に見立て，島の味覚や魅力を島まるごと全国にお

届けする。

その結果，「島じゃ常識！さざえカレー」が登場した。地元の人は，地域にあるものが当　　　　　　

たり前のものと捉え，その価値に気付きにくいが，移住者にとっては価値があるものがあ

る。島では昔は肉の値段が高く，カレーの具にサザエを使っていた。この磯の香りがする

サザエカレーは島ではどこの家庭でも食べられている当たり前の食品であったが，移住者

からみると他の地域では見ない珍しい特別な料理であった。

岩ガキ「春香」，フクギ茶，隠岐牛，海士乃塩など，「海士町といえば○○」といった

キャッチフレーズが全国に響くようなヒット商品を一つずつ積み上げていった。そして，個

別の商品を売るだけではなく，島丸ごとを売り込み，島を丸ごとブランド化していった。移

住者が商品開発や販売等で活躍することも多く，町は活性化した。

町では，若者が島で挑戦することを後押しした。たとえば資金力がないＩターン者への

支援として「海士ファン」という貸出制度を作ったり，若者が挑戦しようとしたナマコ加

工場のため町が資金を出したり，2005 年に第三セクターの海産物加工会社「ふるさと海

士」を設立し，冷凍システム「ＣＡＳ」に約 5 億円投資した。ＣＡＳは，島でとれた魚介

類の細胞（Cell）を破壊せず，生きたまま（Alive）のような状態で保存する仕組み（System）

であり，解凍しても取れたての生魚のようにおいしく食べることができる。離島の海産物

出荷の増大に大きく寄与している。移住者を中心に，様々な起業の動きが続いている。

３　隠岐島前高校魅力化プロジェクト・還流づくりプロジェクト３　隠岐島前高校魅力化プロジェクト・還流づくりプロジェクト

隠岐島前高校は，入学者が減少して廃校寸前だったが，町の存亡に関わるという危機意

識が生じ，2008 年から高校魅力化の動きが開始した。いい教育とは何か，探究・実践し続

けてきた結果，同校は，「地域の担い手育成」を目標としている。地域を先生として学ぶ地

域課題解決型学習を進めるとともに，2 年生は海外の大学に研修旅行に行って英語のプレ

ゼンをするなどグローバルな視点に立った教育も進め，地域・世界の視点に立ったグロー

カルな人材育成を目指している。

町内に学習塾がないため，公立塾・隠岐國学習センターをつくり，自学自習を進めてい

る。ここは，大学進学等に対応するだけでなく，自分の夢（will）は何か，それをどう実

現するかを地域の人とともに考える夢ゼミを実施し，社会から何を求められること（must）

との結合を進めている。

これらの教育プログラムを開発し，具体的に進めるため，コーディネーター 4 名を配置

している。
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高校魅力化プロジェクトの結果，島前出身者の同校への進学率が 78% にまで上がり，島

外出身者も多数入学して同校の生徒数は増加し，町全体が活性化している。

島前高校を卒業しても，多くは進学・就職により島外に出てしまう。そこで，還流づく

りプロジェクトを始めた。若手社会人向けの 1 年間の就労型お試し移住制度「大人の島留

学」と，学生向けの 3 か月間のインターンシップ「島体験」を制度化し，多数の若者が島

内で働いている。これが，島内に活力をもたらしている。今後，移住者の増加に繋がるこ

と，移住しなくても何度も旅行に来てくれる人等が増加することが期待されている。

４　海士町複業協同組合４　海士町複業協同組合

海士町は，季節に応じて半農半漁など複数の生業を営む働き方や文化が今なお続く小さ

な離島である。季節に合わせて働き方を考えるのが海士らしい考え方である。

このような需要に対応するため，「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業

の推進に関する法律」（2020 年 6 月 4 日施行）は制定された。海士町複業協同組合は，同

法に基づいて設立された「特定地域づくり事業協同組合」である。同組合は，労働者派遣

法の特例として届出のみで労働者派遣業ができ，組合の運営経費の 2 分の 1 につき市町村

の助成を受けられる（地方交付税措置あり）。

働き方をデザインできる「場」を確立することで，海士町が古来より得意としてきた複

数の生業による多種多様で新たな働き方づくりに挑戦できる地域としての魅力を高めるこ

とができる。

５　振興策の効果と海士町の今後５　振興策の効果と海士町の今後

2004 年から 2020 年の 17 年の間，移住者が 765 人（546 世帯）になり，そのうち定住率

が 46.8%，人口の 1 割以上を占めるようになった。人口予想も大きく覆し，2000 年時点で

の人口推計では，2015 年推計は 2007 人であったのが，実際には 2015 年の人口は 2354 人で

あった。また，年間平均出生数も，2003 年～ 2005 年が 8 人であったのに対し，2013 年～

2015 年には 18 人になった。

海士町の生き様，心意気を表す標語「ないものはない」には，2 つの意味がある。①便

利なものはなくてよい，②人が生きていくために大切なものは全てここにある，という意

味である。従前，海士町は，高度成長社会の最後尾にいたが，これからは「持続可能な社

会」の曳船（タグボート）として，超少子高齢化・人口減少等の日本の地方が抱える課題

の最先端で日本の新しい道を切り開いていく心意気である。
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第４章　日弁連の取組・プレシンポジウム概要報告第４章　日弁連の取組・プレシンポジウム概要報告

第１節　日弁連のこれまでの取組第１節　日弁連のこれまでの取組

第１　貧困・格差拡大を是正する取組－すべての人が人間らしく働き生活する権利第１　貧困・格差拡大を是正する取組－すべての人が人間らしく働き生活する権利

の確立の確立

全国的な地域衰退の現状は，国主導の政策によってもたらされた貧困と格差の拡大が，地

方自治を超えて地域にも広がっていると見ることができるが，日弁連は，すべての人が人

間らしく働き生活する権利の確立を求めて，貧困と格差を是正する取組を続けている。

１　2006 年及び 2008 年の人権擁護大会決議及び取組体制の強化１　2006 年及び 2008 年の人権擁護大会決議及び取組体制の強化

日弁連は，2006 年の第 49 回人権擁護大会において，初めて貧困問題を正面から取り上

げ，「貧困の連鎖を断ち切り，すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決

議」を採択した。続いて，リーマン・ショックがあった 2008 年の第 51 回人権擁護大会に

おいて，「貧困の連鎖を断ち切り，すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求め

る決議」を採択した。これらの決議において，日弁連は，貧困と格差の拡大の要因は，主

に，日本政府の「構造改革」政策，すなわち，市場の障害物や成長を抑制するものを取り

除くという「市場中心主義」の下における「規制緩和」と政府活動の見直し（「小さな政

府」，「官から民へ」）にあるとし，労働分野では「規制緩和」によって労働基準が切り下げ

られ，社会保障分野では社会保障費の抑制と負担増が進められたことを指摘し，労働分野

の規制緩和を見直すと同時に，生活保護制度を機能させるとともに，セーフティネット全

体の再構築が必要であるとした。そして，生活困窮者支援の分野における従前の取組が不

十分であったとの反省に立ち，生活困窮者支援に全力を挙げて取り組むことを内外に宣言

した。

日弁連は，大量の派遣切り等の雇用不安が広がる社会情勢を踏まえ，2008 年 12 月に貧

困と人権に関する委員会を設置し，さらに，全国規模で集中的な取組を進めるため，同委

員会を改組する形で，2010 年 4 月，貧困問題対策本部を設置して体制を強化し，その後，

貧困問題対策本部を中心に，現在に至るまで，貧困及び格差拡大に歯止めをかけるための

取組を継続している。

２　その後の人権擁護大会の取組の蓄積２　その後の人権擁護大会の取組の蓄積

2008 年以降も，貧困や格差の拡大を是正するため，労働や社会保障をテーマの中心に据

えた人権擁護大会を開催し，大会決議において，貧困と格差拡大の社会構造的要因を指摘

し，その是正を繰り返し求めてきた。

そして，これらの大会決議において，すべての人の尊厳に値する生存の実現のため，出

産・育児休業，家族給付などの給付の拡充，公営住宅の増設と家賃補助制度の新設，窓口

負担のない税方式による医療・介護・障害福祉サービス，最低賃金の大幅引上げと全国一

律化，同一価値労働同一賃金の実現，性別に基づく差別をなくし，性別役割分担及びそれ

に基づく不利益をなくすこと，失業時の所得保障及び職業訓練制度の抜本的充実，高等教

育までの全ての教育の無償化，大企業及び投資家などに適用される種々の優遇税制の見直
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し，実効的なタックス・ヘイブン対策など，普遍主義の社会保障・人間らしい労働と税の

公正な分配等の理念を明示した，真に全世代が支え合えるグランドデザイン（全体構想）

の策定などを求めた（2011 年「希望社会の実現のため，社会保障のグランドデザイン策定

を求める決議」，2013 年「貧困と格差が拡大する不平等社会の克服を目指す決議」，2015 年

「全ての女性が貧困から解放され，性別により不利益を受けることなく働き生活できる労

働条件，労働環境の整備を求める決議」，2018 年「若者が未来に希望を抱くことができる

社会の実現を求める決議」等）。

３　若者が希望をもって生きることができる社会の実現に向けた取組３　若者が希望をもって生きることができる社会の実現に向けた取組

進学等を契機に生まれ育った地域を離れてそのまま地域には戻らない若者や，保育や教

育機会が減少して地方では子育てがしにくいことなどから都市部へと移住する若者が少な

くない。

地域の活性化のためには，若者を支援し，若者が暮らしやすい地域社会を実現すること

が重要であるが，日弁連は，2018 年の第 61 回人権擁護大会において，「若者が未来に希望

を抱くことができる社会の実現を求める決議」を採択している。

同決議においては，規制緩和が進められた労働市場においては，自分らしい職業を選択

することは容易ではなく，賃金が低く雇用の継続性においても不安定な非正規雇用で働く

若者が多いこと，これらの若者は職業訓練を受ける機会も乏しく，不安定な雇用から抜け

出すことも容易ではないこと，住宅にかかる費用が高額なため，親元を離れ，独立した生

計を営むことができない若者も増えていること，結婚して子どもを持つことは，子育て支

援も乏しく，若者にとってリスクのある選択となっていること，日本の教育機関に対する

公的支出の対ＧＤＰ比はＯＥＣＤ加盟国中最低レベルにあり，家族関係社会支出（各国が

家族手当，出産・育児休業給付，保育・就学前教育，その他の現金・現物給付のために行っ

た支出）もイギリス，フランス等の 3 分の 1 程度でしかないなど若者の支援は限定的であ

ることなどを指摘した。そして，一人ひとりの若者が自分の人生や生き方を自己決定でき

る機会を保障し，若者が希望をもって今を生き，自由な再チャレンジが保障されることで

未来にも明るい希望を抱ける社会の実現に向けて，普遍主義の社会保障・人間らしい労働

と公正な分配，連帯による財源の確保と税制の改善が必要であることなどを提言した。

第２　地域の特性を生かしたまちづくり，地方自治の充実等に向けた取組第２　地域の特性を生かしたまちづくり，地方自治の充実等に向けた取組

地域における住民参加のまちづくり，持続可能な都市の実現のための制度改革，地域衰

退の要因となった平成の大合併の検証に関連する問題等については，公害対策・環境保全

委員会が中心となって取組を継続している。

１　まちづくりや持続可能な都市の実現を目指す人権擁護大会の取組１　まちづくりや持続可能な都市の実現を目指す人権擁護大会の取組

1993 年の第 36 回人権擁護大会においては，「まちづくりの改革を求める決議」を採択し

た。同決議においては，規制緩和・民間活力の導入政策のもと様々なひずみが生じている

こと，従来の経済効率を優先した考え方から豊かな生活環境を保全し創造することを基本

とする考え方に転換する必要があること，まちはそこに人々が住み，多様な活動と生活を

共同して行う場であり，まちづくりは，その主人公である住民の参加のもとに地域の特性
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を生かしながら，安全，快適で誰もが安心して生活できる環境を創造していくべきもので

あることなどを指摘し，地域の特性を生かしたまちづくりを行うために必要な権限と財源

を地方自治体に保障すること，十分な情報を公開し，住民参加の権利を保障することなど

を提言した。

2007 年の第 50 回人権擁護大会においては，「持続可能な都市をめざして都市法制の抜本

的な改革を求める決議」を採択した。同決議においては，長年にわたって，経済活動を最

優先させ，環境や住民意思に配慮しない都市開発が進められた結果，都市が無秩序に膨張

する一方，農地や里山を含む貴重な緑地，まちの個性や整ったまちなみが破壊され，地域

コミュニティも衰退したこと，規制緩和が拡大し，地方自治体への権限委譲やまちづくり

への住民参加も不十分なまま，全国各地で無秩序な都市開発が一層推し進められ，地方で

は商業施設の郊外化等による中心市街地の空洞化が進み，とりわけ，子ども・高齢者・障

害者などにとって住みにくいものとなり，また，地球温暖化をより加速させたことなど，参

加と協同によるコミュニティ再生が地域再生の鍵を握ることなどを指摘した。そして，だ

れもが良好な環境のもと，快適で心豊かに住み続ける権利を有することを確認し，地球環

境に配慮し，子どもや高齢者・障害者などを含む住民が快適で心豊かに住み続けられる，

「サスティナブルシティ」（持続可能な都市）への転換に向けて，国に対し，地方分権の拡

充などを求めた。2010 年 8 月の「持続可能な都市の実現のために都市計画法と建築基準法

（集団規定）の抜本的改正を求める意見書」においても，「市町村に土地利用規制や具体的

なルール策定・個別審査の権限を付与して，地方分権を拡充すること」などを提言した。

このように，日弁連は，規制緩和の推進や経済効率性を優先した政策などによって地域

コミュニティが衰退したことを指摘してその転換を求め，住民の参加による地域の特性を

活かしたまちづくりが必要であり，そのために，地方自治体に必要な権限と財源を確立す

ることなどを求めてきている。

２　「圏域の法制化」を指向する動きへの警鐘２　「圏域の法制化」を指向する動きへの警鐘

憲法上の保障である地方自治の本旨との関係で看過できない問題を含む，国や審議会の

動きに対しては，2018 年 10 月に「自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告及び第 32 次地

方制度調査会での審議についての意見書」を公表して，「圏域」が主体となって「行政のス

タンダード化」を進めていくことには重大な問題点があるため，地方制度調査会における

「圏域」に関する審議は慎重になされるべきであり拙速に結論を出すべきではないとした。

また，2020 年 3 月に「第 32 次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての

意見書」を公表し，平成の大合併及び連携中枢都市圏構想の実証的な分析検証，国土政策

の観点からの検討及び国土形成計画・都市計画などとの整合性の検討並びに地方自治の本

旨に立脚した検討と全国市長会及び全国町村会等の意見等の十分な考慮をすることのない

まま，「圏域」又はそれにつながる法律上の枠組みを設けることについて答申することは，

拙速であり反対すると提言し，「圏域の法制化」を指向する動きへの警鐘を鳴らしてきたと

ころである。
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第２節　各地のプレシンポジウム概要報告第２節　各地のプレシンポジウム概要報告

第１　愛知県弁護士会第１　愛知県弁護士会

日　時： 2021 年 9 月 25 日（土）13 時 30 分～ 17 時 00 分

場　所： オンライン配信

集会名： 「人口減少社会における地域再生の社会保障」

　　　　～地域で安心して暮らしたい・現場の声をふまえて～

趣　旨： いま，日本の大多数の地方は人口減少が進み，国交省の推計では，2050 年には

全国の約半数の地域で人口が 50% 減少し，うち約 20% は人が住まない「無居住

化地域」となる。地方自治体の財政難，行政サービス機能低下，介護・医療・

福祉の危機など，地方衰退の危機に直面している。この状況は憲法 25 条や 13

条に照らして看過できないばかりでなく，地方自治制度の根幹にもかかわる重

大問題である。地域を再生し，どこ「に」暮らしても，どこ「で」暮らしても，

等しい社会保障を確保（ナショナル・ミニマムの保障）するとともに，地方自

治制度を守る必要がある。これまで，各弁護士会は，人口減少の進んだ自治体

におけるリーガルアクセスの充実，権利擁護を目指した取組を通じて，地域課

題を感じているところである。そこで，自治体の現地調査を行い，シンポジウ

ムでの議論を通して，各地域の実情を踏まえた活性化について考える機会とし

たい。また，調査対象自治体にとって，調査やシンポジウムが再生への後押し

になるような，手ごたえのある企画を目指したい。

内　容：

第 1 部　基調講演　愛知県立大学名誉教授　社会福祉士　藤田博仁氏

　　　　　　　　　（人口減少社会における地域再生を研究・実践）

第 2 部　現場の声

　　　　　パネリスト　東栄町役場　職員

　　　　　　　　　　　東栄町社協　職員

　　　　　コーディネーター　愛知県弁護士会会員

第 3 部　パネルディスカッション

　　　　　パネリスト　藤田博仁氏

　　　　　　　　　　　愛知大学地域政策学部教授　岩崎正弥氏

　　　　　コーディネーター　愛知県弁護士会会員

第２　山口県弁護士会第２　山口県弁護士会

日　時：2021 年 8 月 28 日（土）13 時 00 分～ 16 時 00 分

場　所：オンライン配信

集会名：人口減少時代の地方自治 in 山口

趣　旨：現在の日本は，地方の人口が減少し，東京の一極集中が進んでいる。地方自治

の公共サービスが低下すれば，地方住民の生存権（憲法 25 条）が保障されず，

地方自治の本旨（憲法 92 条）が脅かされる。また，非正規雇用が広がり，最低

賃金の地域間格差が拡大すれば，ますます地方の若者が都市部に流入し，地方
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が空洞化して人材確保が困難となる。このシンポジウムでは，人口減少社会を

乗り越え地方を再生するため，これまでの個性的な各地の取組を参考にしなが

ら，これからの地方自治の在り方について考える。

内　容：

１　講演

　(1) 中山徹氏（奈良女子大学生活環境部・教授）

　(2) 小島延夫氏（弁護士）

　(3) 鍋山祥子氏（山口大学経済学部・教授）

２　パネルディスカッション

　講演者と山口県弁護士会会員によるパネルディスカッション

第３　第二東京弁護士会第３　第二東京弁護士会

日　時： 2021 年 9 月 24 日（金）18 時 00 分～ 20 時 00 分

場　所： オンライン配信

集会名： 地方自治とデジタル関連法

趣　旨： 新型コロナ禍の中，2020 年 12 月 25 日，政府は「デジタル・ガバメント実行計

画」を閣議決定し，総務省は「自治体デジタル・トランスフォーメーション（Ｄ

Ｘ）推進計画」を明らかにした。

    2021 年 5 月 12 日，デジタル改革関連法が成立し，同年 9 月 1 日からデジタル庁

が発足する。

    デジタル関連法は，個人情報保護の観点から人権上問題とされ，地方公共団体

情報システムの標準化に関する法律が含まれている。

    そこで，自治体の情報システムを統一化することによる問題点，標準仕様書の

作成とその内容，スマート自治体と住民自治，現在行われているワクチン接種

予約などの状況にみる実務上の問題，行政窓口の役割等を検証し，憲法の保障

する地方自治との関係でどのように考えるべきかについて，この問題に詳しい

専門家を招いて考察する。

内　容：

１　基調講演

　「自治体戦略 2040 と第 32 次地方制度調査会報告概要」幸田雅治氏（弁護士）

　「デジタル関連法の概要と地方自治への影響」大田直史（龍谷大学教授）

２　パネルディスカッション

　「デジタル化と地方自治の未来」

　コーディネーター　中野和子氏（弁護士）

　パネリスト　大田直史氏，幸田雅治氏

第４　札幌弁護士会第４　札幌弁護士会

日　時：2021 年 8 月 28 日（土）13 時 30 分～ 15 時 30 分

場　所：ＴＫＰ札幌駅カンファレンスセンター　カンファレンスルーム 3 Ｂ

　　　　（オンライン配信併用）
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集会名：藻谷浩介さんと考える

　　　　人口減少社会において，地域で安心して暮らしていくためにできること

趣　旨： 第 63 回人権大会第 3 分科会のシンポジウムのテーマは，人口減少社会を乗り越

える地域再生の社会保障である。

    地域再生において，地域経済の再生・活性化は極めて重要な課題である。また，

広域合併により地域が疲弊しており，その現状に対する対策も必要である。

    このシンポジウムでは，地域経済の再生とそれに関わる行政の在り方，最低賃

金の問題や地域の社会福祉の在り方について，地域振興に詳しく「里山資本主

義」の著者である藻谷浩介さんと考えていく。

内　容：

１　報告

　・帯広と下川町の調査について

　・合併・圏域の法制化の問題点について

２　藻谷浩介氏講演

　「人口減少社会において，地域で安心して暮らしていくためにできること」

３　パネルディスカッション

第５　京都弁護士会第５　京都弁護士会

日　時： 2021 年 9 月 4 日（土）13 時 30 分～ 16 時 30 分

場　所： オンライン配信

集会名： 中小企業振興基本条例で一人ひとりが元気になる地域づくりを－コロナ後の自

治体のあり方を考える－

趣　旨： 地域では中小企業の存在感は大きく，地域課題の解決を担っている。しかし，新

型コロナウイルス感染症によって多くの中小企業が困難に直面している。そこ

で，中小企業を支援するための条例づくりに関する京都府内の実践を報告して

もらい，住民一人ひとりが元気になる自治体の在り方を考えたい。

内　容：

１　基調講演　「中小企業基本条例で一人ひとりが元気になる地域づくりを」

　岡田知弘氏（京都橘大学教授）

２　取組報告

　与謝野町，京都市，長岡京市における取組について自治体及び事業者からの報告

　発言者

　小室光秀氏（与謝野町商工振興課）

　藤原さゆり氏（よさのうみ福祉会）

　五味孝昭氏（京都市産業観光局地域企業イノベーション推進室）

　久保田憲一氏（京都府商工団体連合会）

　多貝有美氏（京都府中小企業家同友会乙訓支部）

３　パネルディスカッション

　コーディネーター　岡田知弘氏

　パネリスト　久保田憲一氏，五味孝昭氏，小室光秀氏，多貝有美氏，藤原さゆり氏
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　主なテーマ

　・条例制定に至る過程

　・中小企業の参加の仕組み

　・官民連携

　・条例制定の成果と課題

　・新型コロナウイルス感染症への対応とポストコロナへの想い

第６　埼玉弁護士会第６　埼玉弁護士会

日　時： 2021 年 9 月 18 日（土）14 時 00 分～ 16 時 00 分

場　所： ときわ会館大ホール（さいたま市浦和区常盤 6-4-21）（オンライン配信併用）

集会名： シンポジウム「地域で生活保障を実現するために～自治体財政の課題を知る～」

趣　旨： 今，地方の人口減少，税収入減により，行政サービスが低下している自治体も

生まれてきており，住民が地方で安心して暮らすことが難しい地域も発生して

いる。このシンポジウムでは，人々が住んでいる地域にかかわらず十分な生活

保障が受けられるようにするにはどうすればよいのかという観点から，地方財

政や地方行政のあり方，行政以外の団体のかかわり方などを考えていきたい。

内　容：

１　基調講演　高端正幸氏（埼玉大学人文社会科学研究科准教授）

２　取組報告

　(1) 小鹿野町の取組報告

　(2) アスポートの取組報告

　(3) 地域包括幸手モデルの報告

　(4) 幸手モデルでの弁護士の取組
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第５章　地域再生の提言第５章　地域再生の提言

第１節　地域間格差の解消と地域における社会保障の充実第１節　地域間格差の解消と地域における社会保障の充実

第１　医療第１　医療

１　424 の公立・公的病院が「再編統合について特に議論が必要」と名指しされたこと１　424 の公立・公的病院が「再編統合について特に議論が必要」と名指しされたこと

第 1 章第 5 節第 2（19 頁）で述べたとおり，厚生労働省は，2019 年 9 月 26 日，全国の公

立・公的病院の約 4 分の 1 に当たる 424 の病院（公立 257・公的 167）について「再編統合

について特に議論が必要」とする分析をまとめ，病院名を公表した。公表された病院は次

のとおりである。

【北海道】北海道社会事業協会函館，木古内町国保，国立病院機構函館，市立函館南芽部，

函館赤十字，函館市医師会，森町国保，松前町立松前，厚沢部町国保，奥尻町国保，長万

部町立，八雲町熊石国保，せたな町立国保，今金町国保，北海道社会事業協会岩内，国保

由仁町立，市立三笠総合，国保町立南幌，国保月形町立，栗山赤十字，市立芦別，北海道

社会事業協会洞爺，地域医療機能推進機構登別，白老町立国保，日高町立門別国保，新ひ

だか町立三石国保，新ひだか町立静内，市立旭川，国保町立和寒，ＪＡ北海道厚生連美深

厚生，町立下川，上富良野町立，猿払村国保，豊富町国保，利尻島国保中央，中頓別町国

保，斜里町国保，小清水赤十字，ＪＡ北海道厚生連常呂厚生，滝上町国保，雄武町国保，興

部町国保，広尾町国保，鹿追町国保，公立芽室，本別町国保，十勝いけだ地域医療センター，

清水赤十字，町立厚岸，ＪＡ北海道厚生連摩周厚生，標茶町立，標津町国保標津，町立別

海，市立美唄

【青森】国保板柳中央，町立大鰐，国保おいらせ，国保南部町医療センター，国保五戸総

合，三戸町国保三戸中央，青森市立浪岡，平内町国保平内中央，つがる西北五広域連合か

なぎ，黒石市国保黒石

【秋田】大館市立扇田，湖東厚生，市立大森，地域医療機能推進機構秋田，羽後町立羽後

【岩手】国立病院機構盛岡，岩手県立東和，岩手県立江刺，奥州市国保まごころ，一関市

国保藤沢，洋野町国保種市，岩手県立一戸，岩手県立軽米，盛岡市立，奥州市総合水沢

【宮城】蔵王町国保蔵王，丸森町国保丸森，地域医療機能推進機構仙台南，国立病院機構

仙台西多賀，国立病院機構宮城，塩竈市立，宮城県立循環器・呼吸器病センター，栗原市

立若柳，大崎市民病院岩出山分院，公立加美，栗原市立栗駒，大崎市民病院鳴子温泉分院，

美里町立南郷，湧谷町国保，石巻市立牡鹿，登米市立米谷，登米市立豊里，石巻市立，南

三陸

【山形】天童市民，朝日町立，山形県立河北，寒河江市立，町立真室川，公立高畠，酒田

市立八幡

【福島】済生会川俣，地域医療機能推進機構二本松，三春町立三春，公立岩瀬，福島県厚

生連鹿島厚生，福島県厚生連高田厚生，福島県厚生連坂下厚生総合，済生会福島総合

【栃木】地域医療機能推進機構うつのみや，国立病院機構宇都宮

【群馬】群馬県済生会前橋，伊勢崎佐波医師会，公立碓氷，下仁田厚生

【茨城】笠間市立，小美玉市医療センター，国家公務員共済組合連合会水府，村立東海，国
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立病院機構霞ケ浦医療センター，筑西市民

【千葉】千葉県千葉リハビリテーションセンター，国立病院機構千葉東，地域医療機能推

進機構千葉，千葉市立青葉，銚子市立，国保多古中央，東陽，南房総市立富山国保，鴨川

市立国保，国保直営君津中央病院大佐和分院

【埼玉】蕨市立，地域医療機能推進機構埼玉北部医療センター，北里大学メディカルセン

ター，東松山医師会，所沢市市民医療センター，国立病院機構東埼玉，東松山市立市民

【東京】国家公務員共済連九段坂，東京都台東区立台東，済生会支部東京都済生会中央，東

京大学医科学研究所付属，東京都済生会向島，地域医療機能推進機構東京城東，奥多摩町

国保奥多摩，国立病院機構村山医療センター，東京都立神経，国民健康保険町立八丈

【神奈川】川崎市立井田，三浦市立，済生会平塚，秦野赤十字，国立病院機構神奈川，相

模原赤十字，東芝林間，済生会神奈川県，済生会若草，横須賀市立市民

【新潟】新潟県立坂町，新潟県立リウマチセンター，新潟県厚生連新潟医療センター，国

立病院機構西新潟中央，豊栄，あがの市民，新潟県立吉田，三条総合，新潟県立加茂，見

附市立，国立病院機構新潟，厚生連小千谷総合，新潟県立松代，新潟県立妙高，上越地域

医療センター，新潟県立柿崎，新潟県厚生連けいなん総合，魚沼市立小出，南魚沼市立ゆ

きぐに大和，町立湯沢，労働者健康福祉機構新潟労災，佐渡市立両津

【富山】あさひ総合，富山県厚生連滑川，富山県リハビリテーション・こども支援センター，

かみいち総合，地域医療機能推進機構高岡ふしき

【石川】国保能美市立，国家公務員共済組合連合会北陸，津幡町国保直営河北中央，町立

富来病院，町立宝達志水，公立つるぎ，地域医療機能推進機構金沢

【福井】国立病院機構あわら，坂井市立三国，越前町国保織田，地域医療機能推進機構若

狭高浜

【山梨】地域医療機能推進機構山梨，北杜市立塩川，韮崎市国保韮崎市立，北杜市立甲陽，

山梨市立牧丘，甲州市立勝沼，身延町早川町国保病院一部事務組合立飯富

【静岡】ＪＡ静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉，伊豆赤十字，国立病院機構静岡

てんかん・神経医療センター，ＪＡ静岡厚生連清水厚生，ＪＡ静岡厚生連静岡厚生，地域

医療機能推進機構桜ケ丘，菊川市立総合，市立御前崎総合，公立森町，浜松赤十字，市立

湖西，ＪＡ静岡厚生連遠州，労働者健康福祉機構浜松労災，共立蒲原総合

【長野】川西赤十字，佐久穂町立千曲，長野県厚生連佐久総合病院小海分院，東御市民，国

保依田窪，長野県厚生連鹿教湯三才山リハビリテーションセンター鹿教湯，長野県厚生連

下伊那厚生，下伊那赤十字，国立病院機構まつもと医療センター松本，国立病院機構まつ

もと医療センター中信松本，安曇野赤十字，飯綱町立飯綱，長野県立総合リハビリテーショ

ンセンター，信越，飯山赤十字

【岐阜】岐阜県厚生連岐北厚生，羽鳥市民，岐阜県厚生連西美濃厚生，県北西部地域医療

センター国保白鳥，国保坂下，市立恵那，岐阜県厚生連東濃厚生，国保飛騨市民，厚生会

多治見市民

【愛知】津島市民，あま市民，一宮市立木曽川市民，愛知県心身障害者コロニー中央，み

よし市民，碧南市民，中日，国立病院機構東名古屋，ブラザー記念

【三重】三重県厚生連三重北医療センター菰野厚生，三重県厚生連大台厚生，済生会明和，

町立南伊勢，市立伊勢総合，桑名南医療センター，亀山市立医療センター
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【滋賀】地域医療機能推進機構滋賀，大津赤十字志賀，守山市民，東近江市立能登川，長

浜市立湖北

【奈良】済生会中和，奈良県総合リハビリテーションセンター，済生会御所，南和広域医

療企業団吉野，済生会奈良

【京都】国立病院機構宇多野，市立福知山市民病院大江分院，舞鶴赤十字，国保京丹波町

【大阪】大阪市立弘済院附属，仙養会北摂総合，市立藤井寺市民，冨田林，済生会支部大

阪府済生会新泉南，和泉市立，生長会阪南市民，健保連大阪中央，高槻赤十字，市立柏原

【和歌山】海南医療センター，国保野上厚生総合，済生会和歌山，国保すさみ，那智勝浦

町立温泉

【兵庫】兵庫県立リハビリテーション中央，国家公務員共済連六甲，高砂市民，明石市立

市民，多可赤十字，公立豊岡病院組合立豊岡病院出石医療センター，公立香住，公立豊岡

組合立豊岡病院日高医療センター，公立村岡，国立病院機構兵庫中央，兵庫県立姫路循環

器病センター，相生市民，たつの市民，加東市民，柏原赤十字

【鳥取】岩美町国保岩美，日南町国保日南，南部町国保西伯，鳥取県済生会境港総合

【島根】国立病院機構松江医療センター，地域医療機能推進機構玉造，出雲市立総合医療

センター，津和野共存

【岡山】備前市国保市立備前，岡山市久米南町組合立国保福渡，総合病院玉野市立玉野市

民，せのお，備前市国保市立吉永，労働者健康安全機構吉備高原医療リハビリテーション

センター，瀬戸内市立瀬戸内市民，赤磐医師会，笠岡市立市民，矢掛町国保，国立病院機

構南岡山医療センター，井原市立井原市民，鏡野町国保

【広島】北広島町豊平，国家公務員共済連吉島，広島市医師会運営・安芸市民，広島県済

生会呉病院，呉市医師会，国家公務員共済連呉共済病院忠海分院，日立造船健保組合因島

総合，三原市医師会，府中北市民，国立病院機構広島西医療センター，総合病院三原赤十

字，府中市民，総合病院庄原赤十字

【山口】岩国市立錦中央，岩国市立美和，光市立大和総合，周南市立新南陽市民，地域医

療支援病院オープンシステム徳山医師会，光市立光総合，美祢市立美東，美祢市立，小野

田赤十字，下関市立豊田中央，岩国市医療センター医師会，厚生連小郡第一総合，国立病

院機構山口宇部医療センター，山陽小野田市民

【徳島】国立病院機構東徳島医療センター，徳島県鳴門，阿波，海陽町国保海南，国保勝

浦，阿南医師会中央

【香川】国立病院機構高松医療センター，香川県厚生連滝宮総合，さぬき市民，済生会支

部香川県済生会

【愛媛】国立病院機構愛媛医療センター，宇和島市立吉田，宇和島市立津島，西条市立周

桑，鬼北町立北宇和，愛媛県立南宇和

【高知】ＪＡ高知，佐川町立高北国保，地域医療機能推進機構高知西，いの町立国保仁淀，

土佐市立土佐市民

【福岡】福岡県立粕屋新光園，嶋田，嘉麻赤十字，飯塚嘉穂，労働者健康安全機構総合せ

き損センター，川崎町立，中間市立，遠賀中間医師会おんが，北九州市立総合療育センター，

芦屋中央，宗像医師会，国立病院機構大牟田，飯塚市立

【佐賀】小城市民，国立病院機構東佐賀，地域医療機能推進機構伊万里松浦，町立太良，多
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久市立

【長崎】日本赤十字社長崎原爆，国保平戸市民，平戸市立生月，市立大村市民，日本赤十

字社長崎原爆諫早，長崎県富江，北松中央

【大分】杵築市立山香，臼杵市医師会立コスモス，竹田医師会

【宮崎】地域医療機能推進機構宮崎江南，国立病院機構宮崎東，五ケ瀬町国保，日南市立

中部，えびの市立，都農町国保，国立病院機構宮崎

【熊本】国保宇城市民，国立病院機構熊本南，小国公立，天草市立牛深市民，熊本市医師

会熊本地域医療センター，熊本市立植木，熊本市立熊本市民

【鹿児島】済生会鹿児島，鹿児島市医師会，鹿児島厚生連，鹿児島赤十字，枕崎市立，南

さつま市立坊津，肝付町立，公立種子島

【沖縄】なし

２　公立病院の担っている役割２　公立病院の担っている役割

(1) 民間病院では困難なへき地医療や不採算・特殊部門を担っていること

  しかし，公立病院は，民間病院の立地が困難なへき地等における医療や，救急・小

児・周産期・災害・精神などの不採算・特殊部門に係る医療，民間病院では限界のあ

る高度・先進医療の多くを担っている（総務省自治財政局準公営企業室「公立病院の

現状について」）のであり，このような公立病院の果たす機能は，上記 424 の病院の

うちの 167 の公立病院についても同様である。これらの公立病院の再編統合を図るこ

とは，当該地域において，現在，これらの公立病院が果たしている機能を担う医療機

関がなくなることを意味する。

(2) 新型コロナウイルス感染症への対応において大きな役割を果たしていること

  さらに，公立病院における新型コロナウイルス感染症への対応状況について見ると，

2021 年 1 月時点で，①新型コロナ患者受入可能医療機関数（高度急性期・急性期病

棟を有する受入可能医療機関）に占める公立病院数の割合は約 27％（512/1898）であ

り，②新型コロナ入院患者数に占める公立病院の割合は約 32％（3668/11446）であり，

③人工呼吸器等使用新型コロナ入院患者数に占める公立病院の割合は約 56％

（315/564）である。④また，受入可能医療機関のうち受入実績がある医療機関の割

合は，公的等が 91％，公立等が 91％，民間が 80％であり，特に人口 20 万人未満の

構想区域では，公立の占める割合が大きい（以上につき，総務省自治財政局準公営企

業室「公立病院の現状について」）。

  こうしたデータは，全国の病院数に占める公立病院の数は約 10％であり，全国の

病床数に占める公立病院の病床数が約 13％であることに照らせば，新型コロナウイ

ルス感染症への対応において公立病院の果たしている役割が非常に大きいことを示し

ている。

３　地域医療構想を見直して地域に不可欠な公立病院・公的病院を維持・増設すべきであ３　地域医療構想を見直して地域に不可欠な公立病院・公的病院を維持・増設すべきであ

ることること

厚生労働省は，「新型コロナ対応が続く中ではあるが・・・地域医療構想の背景となる中

長期的な状況や見通しは変わっていない。」，「感染拡大時の短期的な医療需要には，各都道
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府県の『医療計画』に基づき機動的に対応することを前提に，地域医療構想については，そ

の基本的な枠組み（病床の必要量の推計・考え方など）を維持しつつ，着実に取組を進め

ていく。」として，地域医療構想を見直す考えはないことを表明している（2020 年 12 月 15

日「医療計画の見直し等に関する検討会」）。

しかし，新型コロナウイルス感染症への対応について，「感染拡大時の短期的な医療需

要」として問題を矮小化することは事態の本質を見誤るものである。コロナ禍は，医療費

抑制策として病院の統廃合や病床数の削減を進める「地域医療構想」の弱点を露呈したも

のと見るべきである。

居住する地域によって必要な医療が受けられないことのないよう，「地域医療構想」を見

直し，地域に不可欠な公立病院・公的病院を維持・増設すべきである。

４　地域医療基本法（仮称）の制定による医師不足・地域的偏在の解消４　地域医療基本法（仮称）の制定による医師不足・地域的偏在の解消

(1) 地域医療崩壊の危機的状況

  日本国憲法が幸福追求権（13 条）と生存権（25 条）を基本的人権として保障して

いることに照らして，「本来，住民がその居住する地域で，必要なときに適切な医療

を受けられることが，地域における医療のあるべき姿」である。しかし，地域医療の

現場は，医師数の絶対的不足や地域間・診療科間の偏在が極めて顕著となり，「地域

医療崩壊」の危機的状況にあるとの認識を共有する医師不足県（青森県，岩手県，福

島県，新潟県，長野県，静岡県）の各知事が発起人となり，2020 年 1 月，情報発信

や国への提言を行うことを目的として，「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の

会」が設立された。達増拓也知事がこの会の代表となっている岩手県は，医師不足・

医師の地域的偏在を根本的に解消するには，全国レベルでの施策が必要であるとして，

「地域医療基本法」（仮称）の制定を提言し，呼びかけている（以上につき「地域医

療の再生に向けて」http：//chiikiiryou.jp/）。
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（2） 医師の地域的偏在の現状

  厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師調査」（2018 年）によれば，都道府県別に

みた人口 10 万人当たりの医師数は次のグラフのとおりであり，青森・岩手・山形・

福島・茨城・埼玉・千葉・新潟・岐阜・静岡等の各県で全国平均（246 人）を大きく

下回る 200 人程度となっていることが分かる。

図表 1　都道府県別にみた人口 10 万人当たりの医師数

出典：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」2018 年

(3) 岩手県の例

 　岩手県を例にとれば，次の図表のとおり，医師の絶対数は増加傾向ではあるものの，

人口 10 万人当たりの医師数では全国との格差が拡大しており，また，県立病院の常

勤医数もピーク時に比べて減少している。とりわけ，被災地である沿岸部の県立病院

では，ここ 10 年で常勤医が 167 人から 136 人に減り，医師不足は深刻の度を増して

いる。また，可住地面積当たりの医師数は，1 ㎢当たり 0.67 人で，全国平均の 5 分

の 1 である（出典：「地域医療の再生に向けて」http：//chiikiiryou.jp/）。
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図表 2　人口 10 万人当たり医師数の全国平均と岩手県の格差の拡大

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」2016 年に基づき岩手県が作成

図表 3　岩手県の県立病院における常勤医数の推移
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図表 4　「岩手県沿岸部の県立病院における常勤医数の推移」

(4) 「地域医療基本法」（仮称）制定の必要性

 　岩手県の「地域医療の再生に向けて」（http：//chiikiiryou.jp/）によれば，「地

域医療基本法」（仮称）とは，「地域医療を再生し，これからの時代に合った医療制度

を構築するためのグランドデザインであり，医師の地域偏在の根本的な解消のために，

基本的な施策の方向性を定めるもの」である。岩手県は，医師の不足・偏在などによ

る「医療崩壊」の回避は全国共通の課題であり，「医療崩壊」の危機を全国民が共有し，

安心で持続可能な医療提供体制を構築することが必要であるとの考えに基づき，「地

域医療基本法」（仮称）の制定を提言し，さらに同法の草案を作成・公表している。
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 　「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」の設立趣意書にも書かれているよ

うに，医師の絶対的不足や地域間・診療科間偏在による危機的状況を打開するために，

各都道府県では，奨学金制度のほか，医師の勤務環境改善，キャリア形成支援，女性
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医師の離職防止・復職支援，訴訟リスクに対する支援体制の整備，ドクターバンク事

業，医療クラークの配置など，様々な取組を実施しているが，医師の偏在を根本的に

解消するには，都道府県ごとの取組のみならず，医師の地域偏在の解消に向けた全国

レベルでの施策を速やかに実施する必要があるとの指摘は当を得たものである。

第２　介護第２　介護

１　介護の崩壊を招く要因１　介護の崩壊を招く要因

(1) 介護保険制度の問題点

  介護保険財政は市町村単位で保険給付額と保険料負担がストレートに連動する。要

介護認定を受けているのは全国平均で受給者資格を有する人の 18.5% になるが，高騰

する保険料負担は年金生活の高齢者の生活を圧迫している。市町村は介護ニーズに応

えて介護保険施設整備などのサービスを充実させて利用を増やすと保険料が上昇する

というジレンマをかかえている。

 　介護保険制度は，ナショナルミニマムとして，全国どこにおいても必要な介護サー

ビスを受けられる制度であるはずのところ，給付の抑制と利用者負担の増加が進んで

いる。保険事業から地域支援事業に移行され，各市町村の責任とされる事業もあり，

市町村の事業となった場合には，最低基準の適用から除外されたり，地域格差が生じ

る懸念がある。

 　一方，介護保険の財源については，保険主義の下で国による制約が強く課されてい

る。介護保険財政への一般財源の法定外繰り入れは厳しく戒められているので，市町

村は，一般財源に余裕があったとしても独自に保険料を抑制することが出来なくなっ

ている（2015 年 1 月 16 日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡等）。介護

保険事務は市町村の自治事務であり，地方自治の趣旨からも介護保険料の減免が市町

村の判断で行えないことは問題である。

 　給付費が予想を超えたために財源不足になった場合には，都道府県に設置されてい

る財政安定化基金（国・都道府県・市町村拠出）からの貸付を受けることができるが，

3 年間での償還を要するので，貸付を受けた分は保険料にはね返ってくる。財源の管

理について市町村は自己責任を課されている。

 　このため，給付の抑制がはかられることになる。要介護認定を厳しくしたり，ホー

ムヘルプサービスの回数の制限をするなどの行き過ぎた対応をする市町村も出てくる。

  市町村の現場は，直接高齢者支援や介護サービスに関わらなくなるために，相談援

助や連携・調整の機能は低下して，給付の適正化という締め付けに走ることになった。

  また，行政改革による外部委託や非正規化で経験の蓄積や専門性も失われる。

  給付の抑制に走るが故に，それに応じた介護保険事業計画しか制定されなくなり，

地域のニーズに応じた入所施設や通所施設の新設などを市町村の責任で進めることも

避けることになるし，事業計画による総量規制のもとで新設はきわめて制限されるこ

とになる。

  2017 年の法改正では保険者機能の抜本強化が定められ，市町村に対し，「自立支援・

重度化防止」の目標をもって，個別にケアマネジメントにも関与し，自立支援型介護
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へ転換させていく役割を担わせてきた。「自立支援・重度化防止」目標を計画に定め，

その実績を評価し，国に報告することを義務付け，自治体には国の評価指標に応じて

「財政的インセンティブ」として新たに交付金を与える仕組みを導入した。要介護度

の変化率を評価しているが，実施には，要介護の「適正化」「平準化」として，介護

状態が変化していないのに要介護が低く認定されるなど，高齢者の介護のニーズをな

いがしろにした運用がなされている市町村もある。保険者機能強化推進交付金給付は，

2020 年度には前年度から倍増し，国による成果主義強化が進められている。

 　国は，地域包括ケアシステムを打ち出し，本来住み慣れた地域で医療・介護を受け

られることをうたっているが，そもそも，社会資源も担い手の確保も実現の見込みが

ない。

 　高額な保険料を徴収しながら，自立と介護予防を自己責任（自助）として押しつけ，

公的責任で整備すべき生活ニーズを住民間の助け合い（互助）に委ね，こうした誘導

をすることが市町村のマネジメント機能とされている。単身高齢者世帯や高齢者のみ

世帯が増加している状況で，地域では介護ニーズや生活支援ニーズが増加するが，市

町村はそのニーズに応える役割を放棄しているのが現在の実情である。

  高齢になっても地域で安心して介護を受けて生活をすることは人権であり，公的責

任で行われるべきであるが，その責任が果たされていない。

(2) 介護労働者の労働条件と事業所の経営

  介護保険では，前述のとおり，利用が増えれば保険料の高騰に連動する財政制度と

なっているために，介護報酬は制約を受けざるを得ず，現にマイナス改定が続いてき

た。

  そもそも措置制度では利用者の増減に関わらず月単位で補助金が支給されていたが，

介護保険では利用に応じた日払い形式であるため，利用者が減少すると事業所は減

収・経営難に陥る。給付の抑制や利用者負担の増大による利用者自身による利用控え

などは，直ちに事業所の収入に反映する。

  介護労働者の賃金も，このような介護報酬の仕組みに直接影響を受けるために，市

場競争のもとで安定的な報酬の増加が確約できず，賃金の上昇には結びつかない。ホー

ムヘルパーの多くは非正規・登録労働者であり，介護に従事した時間に対してしか賃

金が支払われないために極めて不安定な労働条件を強いられている。介護労働者の処

遇改善を目的とした介護報酬のプラス改定も，介護事業所にとっては経営の安定やマ

イナス改定が続いてきた中で次期介護事業計画における介護報酬が減算改定されず維

持されるかどうか不透明な中で，いったん賃金を上げれば下げることができなくなる

ために，実際には介護労働者の賃上げには十分に反映していない。

  そもそも高齢者の命と介護職の処遇改善が連動されているという制度の仕組み自体

が問題であり，このような状況で，介護労働者に労働基準法等による保護を及ぼすこ

とはきわめて困難な状況にあり，ホームヘルパーによる国賠訴訟なども提起されてい

る。

２　介護保険制度のもとでの地域での工夫を進めること２　介護保険制度のもとでの地域での工夫を進めること

介護保険制度については，市町村は財政について国による様々な制約を課されていると
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ころではあるが，長野県泰阜村では，以下のような取組で住み慣れた地域での高齢者の生

活を支援している。

同村では，昭和 60 年代には高齢化率が 23% を超えるようになり，独居高齢者が増え，介

護が必要な高齢者が目立つようになった。しかし，年金額は低く，国の高齢者施策は乏し

く，自宅での生活が続けられない高齢者が増加する状況となり，在宅福祉事業が始まった。

多くの高齢者は住み慣れた自宅での生活を望んでいた。村内には診療所が 1 つあり，介護

サービスを提供する事業者は社会福祉協議会のみであり，診療所，社会福祉協議会及び行

政の 3 者の連携によって在宅福祉を推進できるとの発想で進めることになった。村内唯一

の診療所に医師が赴任したのは昭和 60 年代であり，医師が往診をしてくれることで高齢者

は臨終まで在宅で生活できる。村の在宅介護は入浴，配食サービス等から始まった。その

後，国が介護保険制度を創設し，「措置から契約へ」と変容し，1 割の自己負担が発生する

ようになり，利用困難な村民が出た。そのままではサービスが低下しかねなかったため，利

用者を守るため自己負担を 1 割からさらに下げることにした。具体的には，①自己負担分

の 6 割を村が負担し，また，②国は介護度に応じた限度額を設定したが，限度額超過分を

全額村が負担することにした。他の市町村では見られない取組である。

高齢者の中には，子どもに迷惑をかけたくないという気持で，気を遣って施設へと入る

人も少なくない。不安で寂しく，誰かと暮らしたいが，泰阜村は離れたくないという高齢

者のため，住み慣れた村で限りなく在宅に近い終の棲家として，「やすらぎの家」を設置し

た。12 部屋あり，自宅と同様，仏壇等の持込みができ，家賃はかかるが安価であり，限度

額を超えた部分を村が補助している。あくまで在宅扱いで，夜は管理者が居ない。

市町村が地域の高齢者のニーズと実情に応じて，住宅の整備など介護サービスにとどま

らない地域での生活を維持するための工夫をすることは可能であり，このような取組を国

が支援していく体制こそ求められる。

３　公的責任により体制を整備すること３　公的責任により体制を整備すること

介護保険制度は，保険給付と保険料が連動する仕組みと，逆進性の強い保険料負担，利

用料の増加などで，必要な介護を受けて生活することが困難な制度になっている。

介護については，本来，窓口負担のない税方式による介護サービスの構築を図ることが

必要である（2013 年第 56 回人権擁護大会「貧困と格差が拡大する不平等社会の克服を目

指す決議」）。

社会保険形式を維持するのであれば，介護保険料を所得に応じた定率負担にし，賦課上

限を撤廃するなどの抜本的改革も検討されるべきであり，少なくとも住民税非課税の被保

険者の保険料は免除すべきである。

その上で，現在進められている給付の抑制や，そのための国による市町村財政への制約

や高齢者のニーズを無視した自立支援型の強化による交付金での成果主義の強化などをや

めさせ，地域の需要に見合う入所・通所介護施設を公的責任で整備することが出来る財政

的な制度の整備と市町村の責任の明確化が必要である。

介護保険の度重なる法改正によって，特別養護老人ホームへの入所要件が要介護 3 以上

になる等の保険給付の削減と利用者負担の増大が進んできた。国は特別養護老人ホームへ

の国庫補助を廃止して一般財源化し，介護保険の施設給付費への国の負担を減らし自治体
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の負担を増大させるなど，特別養護老人ホームの増設を抑制し，有料老人ホームやサービ

ス付高齢者住宅などの整備を進めてきたが，本来，人口の増加に応じた地域の需要に見合

う入所施設や通所施設の整備が十分になされていない状況にあることを改め，施設建設費

補助への国庫補助を復活させて特別養護老人ホームを造設するなど，公的責任で必要な入

所施設・介護施設の新設などの整備を行うことが必要である。

また，国が狙っている要介護 1 及び 2 の軽度者の介護サービスの一部を保険から外して

地域支援事業に移行させることやさらなる利用者負担の増大（ケアマネジメントの有料化

等）については，この間，多数の地方議会で反対の意見書などが上がっているが，法改正

をさせないことが必要である。

４　介護労働者の労働条件を引き上げること４　介護労働者の労働条件を引き上げること

介護労働者の労働条件については，保険料との連動や実際に介護に従事した時間しか賃

金が支払われないままでは，低劣な労働条件は解消できない。

地方は高齢化率が高いことから，介護や障害福祉の分野の仕事は地方において需要の高

い分野である。ところが，介護報酬が公定されているため賃金が上がらず，企業参入の促

進に伴う人件費削減等の労働条件の悪化が進み，他の職業と比較して不安定でかつ低賃金

となっている現状があり，人手不足が改善されない。本来，介護労働者の労働条件が適切

なものであれば，地域の中で専門的知識を有する介護労働者を養成したり，募集するなど

して，高齢化が進んだ地域でも，安定した雇用を創出できるようになるはずである。介護

労働者の処遇改善に反映するような介護報酬の引上げが必要である。

介護人材の確保については，人材配置基準を引き上げた上で，介護報酬とは別枠で公費

負担による処遇改善交付金を創設することや，ヘルパーを介護報酬の仕組みから切り離し

て保険制度導入前のような公務員化なども検討の余地があろう。

また，市町村等も，介護報酬以外のところでも，住宅の確保等，介護労働者が地域での

生活を維持するために必要な施策を講ずるべきである。

第３　障害第３　障害

１　国の責任において，障害福祉サービスの予算を確保し，適切な支給決定を行うべきこ１　国の責任において，障害福祉サービスの予算を確保し，適切な支給決定を行うべきこ

とと

既に述べたとおり，財政基盤の弱い市町村などにおいては，本来支給決定されるべき障

害福祉サービス（重度訪問介護など）が必要な量だけ支給されないという事態が生じてお

り，地域により格差が生じ，障害者が自分の住みたい場所で生活する権利が侵害されてい

る。

必要な量のサービスの支給決定がなされなければ，障害者が自らの希望する地域におい

て在宅生活を維持することができないのであり，障害者の地域での自立生活を可能とする

ための支援は量的にも質的にも保障されなければならない（2012 年 5 月 14 日付け日弁連

「ＡＬＳ患者の介護支給量義務付け訴訟判決に関する会長談話」）。障害者が自らの希望す

る地域において生活を営む権利を確実に保障するためには，全ての地域で，必要な支給量

が確保されなければならない。
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そのためには，市町村が国庫負担基準額を超える支給決定を行った場合においても，市

町村が単費で負担することにならないよう，国において財政上の措置を取るなど，財源の

確保を行うべきである。また，市町村においても，障害者の権利を侵害することがないよ

うに，適切な障害福祉サービスの支給決定を行うべきである。

２　事業者報酬を改善するなどして，社会資源の地域偏在を解消すべきこと２　事業者報酬を改善するなどして，社会資源の地域偏在を解消すべきこと

ヘルパー事業所やグループホームなどの障害福祉サービスを取り扱う事業所，いわゆる

地域資源に偏りがあることは既に述べたが，障害者がいくら希望しても，その地域に事業

所がなければ，サービスを受けることはできない。

したがって，ヘルパー事業所やグループホームなどが存在しない地域においても，そこ

での生活を希望する障害者が想定される場合には，障害福祉サービスを取り扱う事業所が

開設されるよう，国及び地方自治体は支援しなければならない。国は，課題の多い報酬体

系を改善し，人口の少ない地域においても事業所が運営できるようにするべきである。ま

た，利用者が少なく，事業所の運営が厳しい場合，地方自治体が助成・補助金などの財政

上の手立てを取ったり，地方自治体自体が事業所を直営するなど，様々な手立てを講じる

べきであって，国はそのために必要な制度設計を行うべきである。

また，国は，ヘルパーや職員などの人材不足という課題を解決するためにも，介護に関

する労働者が不安なく生活を営むことができる水準に報酬体系を改善しなければならない。

３　日中活動を充実させる施策を取るべきこと３　日中活動を充実させる施策を取るべきこと

障害者が地域において健康で文化的な生活を営むためには，住まいの確保や介護体制の

整備だけではなく，就労や生活介護など，日中活動の場が確保されなければならない。こ

うした事業を運営する事業所も地域によって偏りがあることは既に述べたが，障害者が希

望するライフプランに応じて，就労の場など日中活動の場を整備する必要がある。

上記 2 と同様に，地域において事業所が開設されるよう，国及び地方自治体は支援しな

ければならない。国は，課題の多い報酬体系を改善し，人口の少ない地域においても事業

所が運営できるようにするべきである。日中活動の場としては，空き家の活用なども積極

的に検討すべきである。また，利用者が少なく，事業所の運営が厳しい場合，地方自治体

が助成・補助金などの財政上の手立てを取ったり，地方自治体が事業所を直営するなど，住

民の状況や地域特性に応じた様々な手立てを講じるべきであって，国はそのために必要な

制度設計を行うべきである。

例えば，長野県阿智村においては，住民自らが主体的に，「どんなに障害が重くとも，そ

の人と家族が望めば，地域の中で暮らしていきたい」という議論を行い，障害者の日中活

動をする場を開設することとなった。そして，住民が主体となって社会福祉法人夢のつば

さを立ち上げ，阿智村知的障害者通所授産施設夢のつばさの運営を担っている。その課程

で，村や住民組織も関わっている。

また，国は，職員などの不足という課題を解決するためにも，日中活動に関する事業所

の労働者が不安なく生活を営むことができる水準に報酬体系を改善しなければならない。
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４　障害者の権利を保障することが地域の需要を生み出すこと４　障害者の権利を保障することが地域の需要を生み出すこと

以上のように，地域で生活するという障害者の権利を保障するために，本来必要とされ

る量のサービスの支給を行い，また財源や事業者報酬を改善することにより，地域にとっ

ても，障害福祉サービスを扱う事業所が増加し，さらに，関連する業種の需要も生まれる。

そして，職員の雇用の創出にもつながる。

さらに，地域の事業所に報酬が支払われ，そこに住む労働者に賃金が支払われることに

より，地元で経済が循環するようになる。

山間部や離島などの地域的な特性により事業所が存在しない地域には，事業所を公設す

ることも考えられるし，労働者が集まらない場合には，公的雇用を検討することもあり得

る。

このように，障害者の人権を保障することにより，地域での需要が生まれ，経済の循環

につながることとなる。

第４　子ども・子育て（教育・保育）第４　子ども・子育て（教育・保育）

１　子育てにかかる費用について１　子育てにかかる費用について

日弁連は，「貧困の連鎖を断ち切り，すべての子どもの生きる権利，成長し発達する権利

の実現を求める決議」（2011 年 10 月 8 日）において，「すべての子どもに教育の機会を保

障するためには，教育費の私費負担を可能な限り減らすことが求められる。」と指摘した。

しかし第 1 章第 5 節第 5，1 で述べたとおり，国の標榜する「高校授業料実質無償化」は看

板に偽りありと言わざるを得ない。

また，保育料についても「子ども・子育て新システムに関する意見書」（2011 年 1 月 21

日）において，格差や貧困の解消をめざすためには「すべての子ども」が成長発達する権

利を保障するために必要な財源を確保しなければならないことを保育に関する法制度内に

明記すべき旨の意見を述べた。しかし，第 1 章第 5 節第 5，2 で述べたとおり，国のいう

「幼児教育・保育の無償化」は対象が限定されたり所得制限があったり，看板に偽りあり

と言うほかない。

地域における子育てを全うするための前提条件として，子育てにかかる費用が未だ大き

い点については今一度指摘せざるを得ない。

２　家族給付の拡充２　家族給付の拡充

我が国における現金による家族給付は，児童手当制度以外には低所得層に限定されたも

のしか存在せず，子育て世帯にとっては十分とは言いがたい。一方で子育て世帯の教育費

負担は増加しており，世帯収入は減少傾向にある。

子育て世帯が住む地域に関係なく，どこででも安心して子育てができ，その生活形態を

選択できるようにするため，子どもを養育する全ての人に対する所得制限のない現金給付，

出産・育児休業など給付の拡充を行うことが必要である。

したがって，就学援助をはじめとする家族給付に関し，ナショナルミニマムとして国が

責任を持つと同時に，地方において，子育てのしやすい環境を整えるべく，各自治体が地

域の実情に応じたきめ細かい対応を工夫することも必要である。
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３　未成年者医療費の拡大及び給食費の無償化３　未成年者医療費の拡大及び給食費の無償化

日弁連は，前記 2011 年 10 月 8 日付けの決議で「未成熟な子ども，特に乳幼児の医療費

の負担は大きく，ひとり親家庭，乳幼児を中心とした医療費助成制度も自治体ごとに異な

り，不十分なものとなっている」と指摘した。しかし第 1 章第 5 節第 5，3 で述べたとおり

の地域格差はまさに，日弁連が前記 2011 年決議で指摘した不十分さが全く解消されていな

いことの現れである。今後は，どの地域であっても，18 歳年度末まで所得制限なしかつ一

部負担なしで援助を受けられるようにすべきである。

また，第 1 章第 5 節第 5，1 で見たとおり，完全給食の実施の程度も地域ごとに様々であ

るところ，給食費をはじめとする授業料以外の私費負担の程度についても，就学援助制度

の運用のばらつきを背景として地域格差が温存されている一方で，給食費無償化は小規模

な自治体で細々と行われているに過ぎず，国の財政支援も皆無である。

そもそも困窮世帯を対象とした生活保護や就学援助による給食費支払自体，児童生徒に

心理的負担を生じさせる原因であることは自明の理であるだけでなく，未納給食費の徴収

業務も教員の多忙の一因をなしている。義務教育年齢の子どもたちにとって，学校で皆と

一緒に取る食事に引け目を感じないことこそが大切であることは論を俟たないところで

あって，そのためには公立小中学校における学校給食費は無償とされるべきである。

４　保育所や学校の偏在と統廃合について４　保育所や学校の偏在と統廃合について

第 1 章第 5 節第 5，4 ～ 6 で述べたとおり，現在は各地で保育施設や公立学校（小学校，

中学校，高校とも）の統廃合（ないし公立保育所の廃止）が相次ぎ，また，大学は大都市

圏に集中し高校卒業後の進路選択が制約されている実態にある。

確かに，大都市圏を外れた地方に大学を新たに設立することは並大抵のことではなかろ

う。これに対し，歩いて移動できる日常生活圏内に学校が存在することは，地域コミュニ

ティを保ち様々な世代の人が交流することで住民アイデンティティを醸成するという極め

て重要な要素であり，地域文化の維持発展の基盤でもある。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングの2019年調査によれば,1990年時点で公立高校

が 1 校のみ存在していた 1197 市町村のうち 2017 年時点でも 1 校存在し , かつ当該期間中

に市町村合併をしていない市町村のうち過疎地域に全部指定されている市町村（144 市町

村）と , 当該期間中に市町村合併はしていないものの 2017 年に高校が統廃合により消滅し

た市町村（都道府県庁所在都市に隣接する市町村を除外した 49 市町村）の中から人口動態

の把握が比較的容易な各10市町村ずつを対比したところ,総人口に対する15～ 17歳人口

層の比率について，2000 年時点では前者が 3.78%，後者が 3.60% と僅か 0.18 ポイントの差

にとどまっていたものが，2015 年には前者が 2.78%，後者は 2.23% と，較差が 0.55 ポイン

トとなっており，年々拡大傾向が見られた。全年齢の人口減少数で見ても，高校が消滅し

た市町村では統廃合の 4 ～ 6 年前から人口減少数の増加傾向（年平均 -0.87%）が見られ，

とりわけ統廃合直前の 3 年間は高い水準（年平均 -0.97%）を示す傾向にあった（統廃合直

後の 3 年間は年平均 -0.71%）。

このように , 学校がなくなることは地域全体の人口減を招くことは明らかであり , 学校

を安易に統廃合することは見直されなければならない。2018 年度以降 5か年計画で進めら

れている学校におけるＩＣＴ（情報通信技術）環境の整備計画を地域の実情に応じ遂行す
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るなどして，小規模校の維持存続を図る必要がある。

また，日弁連は前記「子ども・子育て新システムに関する意見書」（2011 年 1 月 21 日）

で「新システムでは国や自治体の保育の実施責任が明示されていない」と指摘したが，そ

の後成立した子ども・子育て支援法 3 条にも保育に関する自治体の実施責任は明記されず，

国の責務についても保育提供体制の確保に関する施策等措置のみにとどまった結果，人口

減少地域での保育施設の運営も地域任せとなっているが，地域に保育施設があることは子

育ての第一歩である。同意見書で指摘した保育の公的責任を全うすべく，保育施設の統廃

合や公立保育所の廃止は見直すべきである。

第 3 章第 7 節で紹介した隠岐諸島の海士町では , 同町内の隠岐島前高校が廃校の危機に

直面していた。しかし，高校が街から無くなることは子育て世代の影響が非常に大きく街

づくりにも大きなマイナスになることから , 町全体で島前高校を残すことを選択し ,「島

前高校の魅力化プロジェクト」に取り組んだ。その結果同校は廃校の危機を脱しただけで

なく , 全国から子どもが入学するほど魅力ある高校になった。この取組の中で , 海士町の

魅力に共感する若者も増加し , 同町のみならず周辺自治体である西ノ島町や知夫村にもＵ

ターン，ＪターンまたはＩターンする若者が続出し，2017 年には総人口が 5% 以上増加し ,

地域の消費額も 3 億円程度 , 歳入も 1.5 億円程度増加した。このように地域の学校の魅力

を高める取組は , まちづくりにも非常に大きな好影響を及ぼしている。

第５　若者第５　若者

１　若者支援の必要性１　若者支援の必要性

若者の時期は，子どもから大人へと成長し，アイデンティティを見出し，より高度な教

育を受け，職業を選択するなど，多様な個性を持ちつつ試行錯誤をしながら数多くの人生

の選択をするかけがえのない時期である。また，民主主義の担い手として社会に参加を始

める時期でもある。したがって，どの地方に住む若者にも等しく自分の人生や生き方を自

己決定できる機会を保障し，未来にも明るい希望を抱ける社会を実現するための施策が必

要である。

また，地方での生活を躊躇させる不安要因は，住居などの生活コスト，買物や交通，仕

事，医療・福祉施設の充実，子育てのしやすさなどであることが，各種のアンケートでも

明らかになっている（図表 5）。地域においても，雇用の安定をはじめ，住宅，教育，子育

てなど，若者への幅広い支援が非常に重要である。
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図表 5

出典：2014 年 9 月 19 日まち・ひと・しごと創生会議資料「東京在住者の今後の移住に関する意
向調査」の結果概要について

２　高等教育における機会均等の保障のための経済的支援２　高等教育における機会均等の保障のための経済的支援

高等教育の最終的な受益者は社会全体であるから，教育は社会全体で支えなければなら

ない。また，高等教育に対しては経済的事情にかかわらず誰もがアクセスを保障されなけ

ればならない。したがって，学費については，自己負担を前提とした貸与型奨学金に頼る

べきではなく，給付によって賄われるべきである。

また，住んでいる地域に関係なく高等教育へのアクセスが等しく保障されるためには，学

費以外の生活費，交通費等についても十分な経済的支援がなされなければならない。奨学

金制度は，このような学費以外の費用を賄うための経済的支援として位置付けるべきであ

る。そして，これらの費用もまた，高等教育への平等なアクセスを保障するために不可欠

な費用であるから，自己負担を前提とする貸与型を中心として賄うべきではなく，奨学金

は，給付型を原則とし，貸与型は給付型を補完するものとして位置付けるべきである。
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３　政治参加３　政治参加

上記のような若者に対する諸施策を実施することにより，社会が若者を包摂しているこ

と，自分たちが民主主義社会の一員であることを実感することができ，政治に対する関心

も出てくると思われる。したがって，上記のような若者に対する施策の充実が，ひいては

若者の政治参加の促進にも資すると考えられる。このように若者をはじめとする多様な住

民自身の声が反映されることにより，政策決定の民主的過程へ住民参加を実現し，住民自

治の実効性を高めることにつながる。

第６　女性　　第６　女性　　

日弁連は 2015 年 10 月 2 日「全ての女性が貧困から解放され，性別により不利益を受け

ることなく働き生活できる労働条件，労働環境の整備を求める決議」において，「女性が直

面する格差と貧困を克服するためには，雇用形態等の違いによって不当に格差をつけられ

ず均等待遇を受けること，男女共に就労と家事・育児・介護等の家族的責任を両立しなが

ら安定，継続して働けること，性別に基づく差別をなくすこと，性別役割分担及びそれに

基づく不利益をなくすことなどが必要」と指摘した。

現状は「女性の都市化」すなわち男性よりもはるかに高い比率で大都市圏へ流入超過す

る傾向（第 1 編第 1 章第 5 節第 7 参照）がますます加速する中，その根底にあり女性を苦

しめているのは，女性にのみ押しつけられる性別役割分担ないしそれに基づく不利益であ

る。

言うまでもなく，出産自体は女性でなければできないことである。前記 2011 年決議でも

性別役割の問題自体の解消のため，国及び地方自治体に対して「学校，職場，家庭，地域

におけるジェンダー平等教育の制度を整えるとともに，その実施を支援すること」を求め

たが，当該施策の必要性はもとより，その重要性は今なおいささかも減じていない。女性

の出産育児を支える環境づくりは，大都市圏のみならずあらゆる地域においてジェンダー

ステレオタイプをなくす地道な取組が必要である。

第７　性的少数者第７　性的少数者

日弁連も 2021 年度会務執行方針において「性の平等と多様性を尊重する社会の実現」を

挙げるとおり，性自認や性的指向にかかわらず尊重される社会の実現は急務である。

第 1 章第 5 節第 8 で示した性自認・性的指向を理由とする差別解消条例の取組を広げ，同

性パートナーシップ制度を今以上の自治体で拡大することは喫緊の課題であり，いかなる

性自認，性的指向にもかかわらず地域住民として平等に人権保障されるための取組は，誰

もが暮らしやすい地域社会と地続きなものと言える。

第８　外国人第８　外国人

すでに述べたとおり，外国人はこれから日本の地域社会の基盤を持続させるための重要

な役割を担っており，今後もその役割の重要性が続くことが予想される。しかし，外国人

に対する福祉サービスの保障体制はなお不十分である。そこで，以下のように提言する。

まず，在留資格が無い外国人や，許可された在留期間が短い外国人であっても，福祉サー

ビスの対象となるよう，福祉サービスの法の趣旨にしたがい，適切な運用と法解釈を行う
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べきである。とりわけ生活保護又は生活保護に準じた保護の内容については，恣意的な運

用や自治体間の差を生じさせないために，法整備すべきである。

次に，医療通訳に関しては，定住外国人に対する医療通訳サービスを無償で患者に提供

する方向で検討が進められるべきである。また，仮に無償での提供が難しい場合でも，健

康保険法の診療報酬加算方法に医療通訳サービスに関する加算を組み込んだり，包括医療

費支払制度方式における機能評価係数に包含するなどして，患者と医療機関の双方の負担

を軽減しながら，医療通訳者にその能力に見合った報酬が支払われるようにする方策を検

討すべきである。

さらに，外国人に対する社会保障が制度として充実がされたとしても，現実に外国人が

その制度や手続を知らなければ保護が実現できない。そこで，外国人が地方自治体による

行政サービスを円滑に受給することができるように，地方自治体に多文化共生を担当する

部署を設置すべきである。

第９　住宅第９　住宅

１　普遍的な住居費用給付制度の創設１　普遍的な住居費用給付制度の創設

前記（第 1 編第 1 章第 5 節第 10 参照。以下同じ）のとおり，日本の住宅政策は貧弱であ

り，こと給付制度について見れば，生活保護制度の住宅扶助，有期の住居確保給付金のみ

であり，現物給付のような制度はなく，しかも利用者は相当に低額所得者に限られている。

しかし，昨今のコロナ禍を経て一層経済が停滞化し，住居の確保自体に困難を抱える世

帯が増加した。

住まいは地域福祉の最小単位であり，生活の場としては当然のこと，就職・進学にも必

要不可欠なアイテムでもある。

そのため，住まいの確保のため，普遍的な住居費用の給付制度を創設する必要がある。

２　公営住宅の活用２　公営住宅の活用

前記のとおり，公営住宅は約 13% が空き家となっており，住宅確保要配慮者に対する利

用促進が求められる。

2021 年 3 月，公営住宅法 45 条 1 項の事業等を定める省令が改正され，生活困窮者支援

制度における一時生活支援事業を行う場合に，一定の要件を満たせば公営住宅を使用する

ことが可能となったが，時機の後れ感は否めない。

さらに，近年は新たな公営住宅の供給数が著しく減少している。

公営住宅は住宅セーフティネットの中核を構成する重要な存在であるため，普遍的な住

居費用給付制度もない日本においては，適切な公営住宅の活用は不可欠である。空き家率

が高いのは立地条件や築年数の問題が反映されているものと思われ，現に都市部では入居

率も応募倍率も高い。このようにニーズは決して低くないため，新築改築を推し進め，特

に住宅確保要配慮者への供給率を高めるべきである。

また，公営住宅の入居条件として，以前から保証人規定が設けられていたが，昨今，同

規定を撤廃する自治体が増えている。保証人規定が撤廃されればなおのこと，住宅確保要

配慮者の入居が容易になると考えられるため，保証人規定の撤廃は全国的に統一されるべ
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きである。

さらに，家賃滞納者に対しても，福祉部局と住宅部局が連携し，情報を共有するなどし

て，適切に福祉制度につなげる必要があり，安易に退去を求めるべきではない。

３　住宅セーフティネット制度の見直し３　住宅セーフティネット制度の見直し

前記のとおり，2017 年からは民間住宅を利用した住宅確保要配慮者の入居を促進するた

めの制度が始まっている。

しかしながら，同制度自体，主に家主に対する支援策がメインとなっているものの，家

主に対する経済的支援はまだ弱く，家賃不払い等に対する救済策が十分ではなく，特に低

額所得者や外国人などの入居が進んでいない現状が見られる。

そのため，前記 1 項と合わせ，借主に対する直接的な支援を盛り込んだ制度の創設など，

住宅セーフティネット制度の見直しが必要である。

４　空き家のさらなる活用４　空き家のさらなる活用

前記のとおり，全国的に空き家は増加傾向にある。

仮に公営住宅の新規供給に限界があるとするなら，これらの空き家を積極的に利用し，自

治体が借り上げるなどして低額所得者等に対して無料または低額で供給できる制度の創設

が必要である。

特に地方では，人口減少等により，住宅，商店，小中学校，観光施設などの空き家，空

き施設が増加しているので，各地の実践例を参考に，官民連携で，これらを地域活性化の

資源として積極的に活用すべきである。例えば，空き家情報の収集・登録，入居希望者へ

の情報提供，改修費用や家賃補助，自治体による借上住宅の提供などの工夫により，若者

や女性らが良質な住環境を求めて移住する流れを作ることが可能になる。また，デイサー

ビス施設，学童保育施設，都市と農村の交流施設，空き店舗を活用し住民がワークショッ

プやイベントなどを行うコミュニティ施設，古民家を活用したカフェやレストランなど，住

民の福祉，交流，居場所作りなどに活用することができる。

第１０　地域における適正な労働条件の確保第１０　地域における適正な労働条件の確保

１　最低賃金の大幅引上げと全国一律最低賃金制度の確立へ１　最低賃金の大幅引上げと全国一律最低賃金制度の確立へ

(1) 最低賃金大幅引上げの意義

 　最低賃金の大幅引上げは，地方における地域経済を活性化する上で重要な意義を持

つ。低賃金・不安定雇用が増大し，若者たちが地元に残って「働き続けられない」「暮

らしていけない」状況を抜本的に改善していくことが必要である。

 　北海道を例に解説する。北海道は 1998 年をピークに人口が減少し，以後毎年連続

で減り続けている。道内の人口が集中する札幌市も，非正規・低賃金問題が深刻であ

る。札幌市が行った結婚や出産に関するアンケートでは，20 代，30 代の男性のうち

正規雇用の人は 68% が既婚であるのに対し，非正規雇用では 25% と大きな開きがあり，

札幌市は「雇用形態による収入の差が影響している」と述べている。

 　2017 年 8 月に北海道商工会議所連合会が行ったアンケートでは，最低賃金の改定
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を受けて 45.3% の企業が「賃金を引き上げた」と回答し，そのうち，10.1% の企業が「現

時点で最低賃金を上回っているが，さらに引き上げる」としている。最賃の改定に伴

い 4 割を超える企業が賃上げをするという実態は，「相場形成」や「波及力」という

観点から，すでに春闘をしのぐ状況にある。（以上　出口憲次「最低賃金引き上げは

地域共通の課題」参照「最低賃金　1500 円がつくる仕事と暮らし」大月書店 2018 年）

（2） 全国一律最低賃金制度の確立へ

① 中央最低賃金審議会による「Ａ～

Ｄ方式による目安額答申」の破綻

  現行の制度においては，中央最低

賃金審議会が全国の地域をＡ～Ｄ

の 4 つに分類し，それぞれの分類ご

との引上げ目安額を答申し，各地の

地方最低賃金審議会は各地の引上

げ額答申について，基本的にその目

安額にしたがった答申を行うこと

が慣例として続いていた。

 　しかしながら，2019 年度におい

ては，Ａ分類地域はすべて目安額ど

おりであり，Ｂ分類地域においては

兵庫県のみが目安額を上回ったの

に対し，Ｃ分類地域においては新

潟・和歌山・山口・徳島・福岡が目

安額を上回り，Ｄ分類地域において

は青森・岩手・秋田・山形・鳥取・

高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮

崎・鹿児島・沖縄が目安額を 1 円な

いし 3 円上回る引上げ額となった。

 　2020 年度の各地の地域別最低賃

金の引上げに当たり，新型コロナウ

イルス感染拡大状況の中で，中央最

低賃金審議会は，「引上げ額の目安

の提示は困難」との答申を行った。

各地からどのような答申が出てく

るのか注目されたところであるが，

結果として引上げ額は 0 円から 3 円

までとなった（図表 6 参照）。

　　　図表 6
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   ① 中央最低賃金審議会による
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賃金審議会が全国の地域をＡ～Ｄの
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最低賃金審議会は各地の引上げ額答

申について，基本的にその目安額に

したがった答申を行うことが慣例と

して続いていた。 

 しかしながら，2019 年度において

は，Ａ分類地域はすべて目安額どお

りであり，Ｂ分類地域においては兵

庫県のみが目安額を上回ったのに対

し，Ｃ分類地域においては新潟・和歌

山・山口・徳島・福岡が目安額を上回

り，Ｄ分類地域においては青森・岩

手・秋田・山形・鳥取・高知・佐賀・

長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖

縄が目安額を 1 円ないし 3 円上回る

引上げ額となった。 

 2020 年度の各地の地域別最低賃金

の引上げに当たり，新型コロナウイ

ルス感染拡大状況の中で，中央最低

賃金審議会は，「引上げ額の目安の提

示は困難」との答申を行った。各地か

らどのような答申が出てくるのか注

目されたところであるが，結果とし

て引上げ額は 0 円から 3 円までとな

った（図表 2参照）。 

                                  （図表２） 

ランク 地　方 現 行 答申額 引上額

東　京 1,013 1,013 0

神奈川 1,011 1,012 1

大　阪 964 964 0

埼　玉 926 928 2

愛　知 926 927 1

千　葉 923 925 2

京　都 909 909 0

兵　庫 899 900 1

静　岡 885 885 0

三　重 873 874 1

広　島 871 871 0

滋　賀 866 868 2

栃　木 853 854 1

茨　城 849 851 2

長　野 848 849 1

富　山 848 849 1

山　梨 837 838 1

北海道 861 861 0

岐　阜 851 852 1

福　岡 841 842 1

奈　良 837 838 1

群　馬 835 837 2

岡　山 833 834 1

石　川 832 833 1

福　井 829 830 1

新　潟 830 831 1

和歌山 830 831 1

山　口 829 829 0

宮　城 824 825 1

香　川 818 820 2

徳　島 793 796 3

福　島 798 800 2

青　森 790 793 3

岩　手 790 793 3

山　形 790 793 3

愛　媛 790 793 3

長　崎 790 793 3

熊　本 790 793 3

宮　崎 790 793 3

鹿児島 790 793 3

秋　田 790 792 2

鳥　取 790 792 2

島　根 790 792 2

高　知 790 792 2

佐　賀 790 792 2

大　分 790 792 2

沖　縄 790 792 2

Ａ

地域最低賃金２０２０年答申額

Ｄ

Ｃ

Ｂ
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 　引上げゼロ地域は 7 地域のみであった。全体として，Ｄ分類地域における引上げ

額が相対的に他の分類地域より大きいと言える。

 　全国加重平均は 1 円上がって 902 円となったが，依然として先進諸外国と比較し

ても低い水準である。フルタイム労働者の賃金の中央値に対する最低賃金額の比率

は，フランスが 62%，韓国が 59%，イギリスが 54% なのに対し，我が国はいまだ 42%

に過ぎない。また，全国加重平均額より高い時給の地域は東京都，神奈川県，大阪

府，埼玉県，愛知県，千葉県，京都府の僅か 7 都道府県にしか過ぎず，他の 40 都

道府県は全国加重平均額より低額である。

 　こうした経過を経た 2021 年 7 月，中央最低賃金審議会は 2021 年度の地域最低賃

金の引上げ額の目安額としてＡ～Ｄの 4 つに分類地域すべてについて 28 円を答申

をした。その後の地方最低賃金審議会における審議状況を見ると，最も低い沖縄・

高知が 820 円，これに次いで岩手・鳥取・愛媛・佐賀・長崎・熊本・宮崎・鹿児島

の 8 県が 821 円で答申されている。最も高い東京は 1041 円で，その差は 220 円な

いし 221 円であり，格差の拡大基調は変わらないままである。

 　以上の経過に鑑みれば，これまで地域別最低賃金額の格差拡大の大きな原因で

あったＡ～Ｄ方式による目安額の提示方式が完全に破綻したと言える。2021 年度

の中央最低賃金審議会の目安額提示はＡ～Ｄ方式を実質的に放棄したものと評価で

きるが，これまでに著しい格差を生じさせてしまった地域別最低賃金の格差解消の

解決にはならない。制度の抜本的見直しが必要である。

③ 地域別最低賃金制度の見直し（全国一律最低賃金制度の確立）へ

 　法が地域別最低賃金制度を採用する根拠については，「労働者の生計費や賃金等

地域に応じて経済状況が異なり，全国一律の額として決定することが不合理であ

る」からとされている。しかし，現行法の大枠が定められた 1968 年の法改正から

既に 50 年以上が経過した。今日の社会の状況を前提としても，なお，上記の趣旨

が当てはまるのかは大いに疑問である。

 　地域別最低賃金を決定する際の考慮要素とされる労働者の生計費について，労働

組合や研究者による最近の調査によれば，都市部と地方の間で，ほとんど差がない

ことが明らかとなってきている（図表 7 参照）。

 　具体的には，食費や住居費，水道光熱費，家具家電用品費，被服・履物費，保健

医療費，交通・通信費，教養娯楽費等，労働者の生活に最低必要と考えられる費用

を試算したところ，その金額は月額 22 ～ 24 万円 ( 租税公課込み ) となり，都市部

か地方かによってほとんど差がなかったとされる。これは，地方では，都市部に比

べて住居費が低廉であるものの，公共交通機関の利用が制限されるため，通勤その

他の社会生活を営むために自動車の保有を余儀なくされることが背景にある。従来

の議論では，自動車の保有の有無を意識した調査や分析がなされることはなかった

が，昨今の調査研究により，以上のような実態がようやく明らかとなった。ちなみ

に，月額 22 ～ 24 万円という水準は，月に 173.8 時間働くと仮定した場合，時間給

に換算すると 1300 ～ 1400 円に相当し，2020 年度の全国加重平均額である 902 円を

大幅に上回る。
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第５章　地域再生の提言

 

 

最低生計費試算調査若年単身世帯総括表

青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県

青森市 秋田市 盛岡市 山形市 仙台市 福島市

男性 女性 男性 男性 男性 男性 男性 男性

Ｄ Ｄ D Ｄ Ｃ D

163,805 159,471 162,589 163,216 173,997 166,317 167,016 167,952

39,991 32,310 39,977 40,133 40,083 40,032 40,017 40,703

32,000 32,000 26,000 29,000 35,000 30,000 30,000 32,000

10,206 9,933 8,076 8,260 9,024 8,695 8,686 8,715

4,071 4,398 3,664 3,479 4,216 3,905 3,821 3,509

5,828 4,431 6,514 6,626 6,501 5,628 7,095 6,225

4,558 3,274 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596

16,660 17,438 38,342 35,710 39,697 37,634 38,342 37,028

30,068 30,068 17,950 18,093 17,533 17,057 17,126 17,726

20,423 25,619 19,470 19,319 19,347 20,770 19,333 19,450

44,878 44,878 37,294 37,428 37,367 37,367 37,375 37,320

16,300 15,900 16,200 16,300 17,300 16,600 16,700 16,700

税抜 180,105 175,371 178,789 179,516 191,297 182,917 183,716 184,652
税込 224,983 220,249 216,083 216,944 228,664 220,284 221,091 221,972

2,699,796 2,642,988 2,592,996 2,603,328 2,743,968 2,643,408 2,653,092 2,663,664

1,500 1,468 1,441 1,446 1,524 1,469 1,474 1,480

793 792 793 793 825 800
（注1）25歳単身・賃貸ワンルームマンション・アパート（25㎡）に居住という条件で試算。

（注2）その他には理美容品費、理美容サービス費、身の回り用品費、交際費、自由裁量費（1ヶ月6,000円）を含む。

（注3）非消費支出＝所得税+住民税+社会保険料

8612 0 2 0  年最低賃金額

非消費支出

予　備　費

最低生計費

（月額）

年額（税込）

月1 5 0時間換算

食　　費

住　居　費

水道・光熱

家具・家事用品

被服・履物

保健医療

交通・通信

教養・娯楽

そ　の　他

消 費 支 出

性別

最賃ランク C

自治体名 札幌市

都道府県名 北海道

埼玉県 新潟県

さいたま市 新潟市

男性 女性 男性 男性 女性 男性 男性 女性 男性 女性

A C

179,910 178,147 173,524 179,804 176,824 177,018 183,113 184,772 181,897 180,960

41,967 32,985 38,610 44,361 35,858 39,597 41,323 32,926 40,253 34,240

36,458 36,458 52,500 57,292 57,292 38,000 40,625 40,625 38,000 38,000

7,546 7,356 6,867 6,955 6,780 11,064 7,298 7,114 7,559 6,594

3,265 3,222 4,781 2,540 2,703 3,765 4,342 4,937 3,883 4,124

8,440 6,719 6,906 6,806 5,302 6,951 7,522 7,406 7,521 4,296

1,002 2,866 3,366 1,009 2,885 4,188 1,026 2,934 3,255 4,516

29,990 32,481 19,635 12,075 12,075 40,335 29,359 31,799 43,356 43,167

28,534 28,630 20,225 25,577 25,613 14,970 26,393 26,393 18,408 22,034

22,708 27,430 20,634 23,189 28,316 18,148 25,225 30,638 19,662 23,989

55,177 55,177 51,055 51,938 51,938 47,287 53,399 53,399 46,662 46,662

17,900 17,800 17,300 17,900 17,600 17,700 18,300 18,400 18,100 18,000

197,810 195,947 190,824 197,704 194,424 194,718 201,413 203,172 199,997 198,960
252,987 251,124 241,879 249,642 246,362 242,005 254,812 256,571 246,659 245,622

3,035,844 3,013,488 2,902,548 2,995,704 2,956,344 2,904,060 3,057,744 3,078,852 2,959,908 2,947,464

1,687 1,674 1,613 1,664 1,642 1,613 1,699 1,710 1,644 1,637

928 831851 1,013 849 885

BB A B

静岡市水戸市 北区 長野市

静岡県茨城県 東京都 長野県

 
 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

163,083 163,213 178,390 175,640 180,404 186,105 174,873 175,795 161,660 169,945

38,457 31,711 44,441 35,347 40,333 33,993 36,886 29,181 43,686 32,657

45,000 45,000 41,667 41,667 35,417 35,417 30,000 30,000 32,000 32,000

7,510 6,551 7,419 8,434 7,273 11,491 7,245 11,446 7,722 9,184

3,480 3,600 3,836 3,922 4,032 4,297 4,168 4,125 3,697 4,090

8,426 8,406 5,921 4,247 6,575 7,701 6,654 5,852 7,108 8,681

2,186 5,016 1,137 2,733 1,094 2,352 1,091 2,345 1,168 3,729

19,062 18,872 18,612 18,612 33,384 33,384 40,417 40,417 15,613 21,188

17,745 17,764 27,510 27,531 25,454 25,547 25,749 24,891 24,739 25,191

21,217 26,293 27,847 33,147 26,842 31,923 22,663 27,538 25,927 33,225

47,562 47,562 49,595 49,595 50,107 50,107 49,467 49,467 49,776 49,776

16,300 16,300 17,800 17,500 18,000 18,600 17,400 17,500 16,100 16,900

179,383 179,513 196,190 193,140 198,404 204,705 192,273 193,295 177,760 186,845
226,945 227,075 245,785 242,735 248,511 254,812 241,740 242,762 227,536 236,621

2,723,340 2,724,900 2,949,420 2,912,820 2,982,132 3,057,744 2,900,880 2,913,144 2,730,432 2,839,452

1,513 1,514 1,639 1,618 1,657 1,699 1,612 1,618 1,517 1,577

909 834 829 842927

A B C

名古屋市 京都市 岡山市 山口市 福岡市

C C

愛知県 京都府 岡山県 山口県 福岡県

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

164,737 168,907 178,127 178,887 187,077 191,848 176,843 178,056 179,439 182,095

39,434 32,120 39,025 30,274 42,755 35,785 39,941 31,445 41,266 33,200

39,000 39,000 34,500 34,500 39,000 39,000 34,000 34,000 36,458 36,458

8,109 9,645 8,150 9,694 7,560 7,877 8,101 9,636 8,764 10,424

3,797 3,940 3,561 3,911 4,226 5,394 3,401 3,779 3,826 3,851

7,092 8,284 5,635 5,111 4,478 8,896 5,680 6,733 5,021 3,339

1,174 3,746 1,184 3,779 2,248 3,574 1,181 3,768 1,142 3,643

15,649 15,649 41,856 41,856 36,302 36,142 39,469 39,469 33,794 33,794

23,327 24,930 25,964 25,976 26,635 26,635 21,257 22,302 25,620 25,177

27,155 31,593 18,252 23,786 23,873 28,545 23,813 26,924 23,548 32,209

43,655 43,655 46,045 46,045 53,037 53,037 43,115 43,115 48,977 48,977

16,400 16,800 17,800 17,800 18,700 19,200 17,600 17,800 17,900 18,200

181,137 185,707 195,927 196,687 205,777 211,048 194,443 195,856 197,339 200,295
224,792 229,362 241,972 242,732 258,814 264,085 237,558 238,971 246,316 249,272

2,697,504 2,752,344 2,903,664 2,912,784 3,105,768 3,169,020 2,850,696 2,867,652 2,955,792 2,991,264

1,499 1,529 1,613 1,618 1,725 1,761 1,584 1,593 1,642 1,662

792 793 792793 792

D

大分市 鹿児島市

D D D D

那覇市長崎市 佐賀市

佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県長崎県

図表 7　出典：最低生計費試算調査若年単身世帯結果一覧（2021年7月現在　全国労働組合総連合
調べ。監修：静岡県立大学短期大学部　中澤秀一准教授作成）
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最低生計費試算調査若年単身世帯総括表

青森県 秋田県 岩手県 山形県 宮城県 福島県

青森市 秋田市 盛岡市 山形市 仙台市 福島市

男性 女性 男性 男性 男性 男性 男性 男性

Ｄ Ｄ D Ｄ Ｃ D

163,805 159,471 162,589 163,216 173,997 166,317 167,016 167,952

39,991 32,310 39,977 40,133 40,083 40,032 40,017 40,703

32,000 32,000 26,000 29,000 35,000 30,000 30,000 32,000

10,206 9,933 8,076 8,260 9,024 8,695 8,686 8,715

4,071 4,398 3,664 3,479 4,216 3,905 3,821 3,509

5,828 4,431 6,514 6,626 6,501 5,628 7,095 6,225

4,558 3,274 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596 2,596

16,660 17,438 38,342 35,710 39,697 37,634 38,342 37,028

30,068 30,068 17,950 18,093 17,533 17,057 17,126 17,726

20,423 25,619 19,470 19,319 19,347 20,770 19,333 19,450

44,878 44,878 37,294 37,428 37,367 37,367 37,375 37,320

16,300 15,900 16,200 16,300 17,300 16,600 16,700 16,700

税抜 180,105 175,371 178,789 179,516 191,297 182,917 183,716 184,652
税込 224,983 220,249 216,083 216,944 228,664 220,284 221,091 221,972

2,699,796 2,642,988 2,592,996 2,603,328 2,743,968 2,643,408 2,653,092 2,663,664

1,500 1,468 1,441 1,446 1,524 1,469 1,474 1,480

793 792 793 793 825 800
（注1）25歳単身・賃貸ワンルームマンション・アパート（25㎡）に居住という条件で試算。

（注2）その他には理美容品費、理美容サービス費、身の回り用品費、交際費、自由裁量費（1ヶ月6,000円）を含む。

（注3）非消費支出＝所得税+住民税+社会保険料

8612 0 2 0  年最低賃金額

非消費支出

予　備　費

最低生計費

（月額）

年額（税込）

月1 5 0時間換算

食　　費

住　居　費

水道・光熱

家具・家事用品

被服・履物

保健医療

交通・通信

教養・娯楽

そ　の　他

消 費 支 出

性別

最賃ランク C

自治体名 札幌市

都道府県名 北海道

埼玉県 新潟県

さいたま市 新潟市

男性 女性 男性 男性 女性 男性 男性 女性 男性 女性

A C

179,910 178,147 173,524 179,804 176,824 177,018 183,113 184,772 181,897 180,960

41,967 32,985 38,610 44,361 35,858 39,597 41,323 32,926 40,253 34,240

36,458 36,458 52,500 57,292 57,292 38,000 40,625 40,625 38,000 38,000

7,546 7,356 6,867 6,955 6,780 11,064 7,298 7,114 7,559 6,594

3,265 3,222 4,781 2,540 2,703 3,765 4,342 4,937 3,883 4,124

8,440 6,719 6,906 6,806 5,302 6,951 7,522 7,406 7,521 4,296

1,002 2,866 3,366 1,009 2,885 4,188 1,026 2,934 3,255 4,516

29,990 32,481 19,635 12,075 12,075 40,335 29,359 31,799 43,356 43,167

28,534 28,630 20,225 25,577 25,613 14,970 26,393 26,393 18,408 22,034

22,708 27,430 20,634 23,189 28,316 18,148 25,225 30,638 19,662 23,989

55,177 55,177 51,055 51,938 51,938 47,287 53,399 53,399 46,662 46,662

17,900 17,800 17,300 17,900 17,600 17,700 18,300 18,400 18,100 18,000

197,810 195,947 190,824 197,704 194,424 194,718 201,413 203,172 199,997 198,960
252,987 251,124 241,879 249,642 246,362 242,005 254,812 256,571 246,659 245,622

3,035,844 3,013,488 2,902,548 2,995,704 2,956,344 2,904,060 3,057,744 3,078,852 2,959,908 2,947,464

1,687 1,674 1,613 1,664 1,642 1,613 1,699 1,710 1,644 1,637

928 831851 1,013 849 885

BB A B

静岡市水戸市 北区 長野市

静岡県茨城県 東京都 長野県

 
 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

163,083 163,213 178,390 175,640 180,404 186,105 174,873 175,795 161,660 169,945

38,457 31,711 44,441 35,347 40,333 33,993 36,886 29,181 43,686 32,657

45,000 45,000 41,667 41,667 35,417 35,417 30,000 30,000 32,000 32,000

7,510 6,551 7,419 8,434 7,273 11,491 7,245 11,446 7,722 9,184

3,480 3,600 3,836 3,922 4,032 4,297 4,168 4,125 3,697 4,090

8,426 8,406 5,921 4,247 6,575 7,701 6,654 5,852 7,108 8,681

2,186 5,016 1,137 2,733 1,094 2,352 1,091 2,345 1,168 3,729

19,062 18,872 18,612 18,612 33,384 33,384 40,417 40,417 15,613 21,188

17,745 17,764 27,510 27,531 25,454 25,547 25,749 24,891 24,739 25,191

21,217 26,293 27,847 33,147 26,842 31,923 22,663 27,538 25,927 33,225

47,562 47,562 49,595 49,595 50,107 50,107 49,467 49,467 49,776 49,776

16,300 16,300 17,800 17,500 18,000 18,600 17,400 17,500 16,100 16,900

179,383 179,513 196,190 193,140 198,404 204,705 192,273 193,295 177,760 186,845
226,945 227,075 245,785 242,735 248,511 254,812 241,740 242,762 227,536 236,621

2,723,340 2,724,900 2,949,420 2,912,820 2,982,132 3,057,744 2,900,880 2,913,144 2,730,432 2,839,452

1,513 1,514 1,639 1,618 1,657 1,699 1,612 1,618 1,517 1,577

909 834 829 842927

A B C

名古屋市 京都市 岡山市 山口市 福岡市

C C

愛知県 京都府 岡山県 山口県 福岡県

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

164,737 168,907 178,127 178,887 187,077 191,848 176,843 178,056 179,439 182,095

39,434 32,120 39,025 30,274 42,755 35,785 39,941 31,445 41,266 33,200

39,000 39,000 34,500 34,500 39,000 39,000 34,000 34,000 36,458 36,458

8,109 9,645 8,150 9,694 7,560 7,877 8,101 9,636 8,764 10,424

3,797 3,940 3,561 3,911 4,226 5,394 3,401 3,779 3,826 3,851

7,092 8,284 5,635 5,111 4,478 8,896 5,680 6,733 5,021 3,339

1,174 3,746 1,184 3,779 2,248 3,574 1,181 3,768 1,142 3,643

15,649 15,649 41,856 41,856 36,302 36,142 39,469 39,469 33,794 33,794

23,327 24,930 25,964 25,976 26,635 26,635 21,257 22,302 25,620 25,177

27,155 31,593 18,252 23,786 23,873 28,545 23,813 26,924 23,548 32,209

43,655 43,655 46,045 46,045 53,037 53,037 43,115 43,115 48,977 48,977

16,400 16,800 17,800 17,800 18,700 19,200 17,600 17,800 17,900 18,200

181,137 185,707 195,927 196,687 205,777 211,048 194,443 195,856 197,339 200,295
224,792 229,362 241,972 242,732 258,814 264,085 237,558 238,971 246,316 249,272

2,697,504 2,752,344 2,903,664 2,912,784 3,105,768 3,169,020 2,850,696 2,867,652 2,955,792 2,991,264

1,499 1,529 1,613 1,618 1,725 1,761 1,584 1,593 1,642 1,662

792 793 792793 792

D

大分市 鹿児島市

D D D D

那覇市長崎市 佐賀市

佐賀県 大分県 鹿児島県 沖縄県長崎県
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  現在，イギリスやフランス，ドイツ，イタリア，あるいは隣国の韓国等では，いず

れも既に全国一律最低賃金制度が実施されている。例えば，イギリスでは，所得格差

の是正と貧困問題の解決を目的として，1999 年から全国最低賃金制度が実施されて

いるが，地域別の最低賃金制度は採用していない。また，フランスでは，当初は，地

域別に最大 20% の減額が認められていたものの，その後，地域別減額が廃止されたと

いう経緯もある。ドイツは，長年法定最低賃金制度を持たない国であったが，2015

年に同制度を導入することになった。しかし，イギリスと同様，地域別の最低賃金制

度は採用していない。なお，これらの国では，若年層や見習，訓練期間についての減

額措置や適用除外の制度が併せて採用され，企業や雇用への影響に対して政策的な配

慮がなされている。

  2013 年時点で，地域別の最低賃金を導入している国は，カナダ，中国，インドネ

シア，日本の 4 か国のみである。4 か国というのは，全体のわずか 3% に過ぎない（ア

メリカ合衆国の場合，州ごとの最低賃金のほかに連邦最低賃金が実施されている。)。

地域別最低賃金を設定している日本以外の国には，共通の特徴がある。それは，国土

が非常に広いということである。面積で見ると，ロシアが世界第 1 位，カナダが第 2 位，

アメリカが第 3 位，中国が第 4 位，ブラジルが第 5 位，インドネシアが第 15 位である。

それに対して，日本は世界第 61 位である。国土が広いと，自分の住んでいるところ

より最低賃金が高い地域があっても，移動するには多くの障害をクリアしなくてはい

けないので，労働者はそう簡単には移動できない。

  地域別に最低賃金を設定した場合，交通の便が良く，移動が容易なほど，労働者は

最低賃金の低い地域から高い地域に移動してしまう可能性が高くなる。最低賃金の低

い地域からは，段々と人が減り，経済には大きな悪影響が生じ，衰退していくことに

なる。

 　我が国において，地域の人口が都市部に流出する地方においては，最低賃金の格差

の是正は喫緊の課題と認識されてきている。実際に，最低賃金の高低と人口の転入出

には強い相関関係が認められ，特に若年層では，最低賃金の低い地方から最低賃金の

高い地方へと流出していることが明らかになっている。その結果，最低賃金の低い地

方の経済が停滞し，地域間の格差が固定，拡大されるという悪循環が生じている。こ

れは，「国民経済の健全な発展に寄与する」という法の目的にも反する。こうした状

況を受けて，地方を中心に，各地の議会で全国一律最低賃金制度の確立を求める意見

書や請願が採択されている。2019 年 3 月，自民党内に「最低賃金一元化推進議員連盟」

が発足した。立憲民主党など他の複数の政党内にも全国一律最低賃金制度の実現を目

指す組織がつくられている。日弁連も 2020 年 2 月 20 日，「全国一律最低賃金制度の

実施を求める意見書」を発表している。

(3) 中小企業支援策の充実を

 　コロナ禍でも最低賃金の大幅引上げは可能であり，コロナ禍の時期だからこそ，最

低賃金引上げの意義は大きいと言える。

 　フランスでは，2021 年 1 月に 10.15 ユーロ（約 1320 円）から 10.25 ユーロ（約

1333 円）に引き上げられた。ドイツでは，2021 年 1 月に 9.50 ユーロ（約 1235 円）

へ引き上げられ，さらに同年 7 月から 9.60 ユーロ（約 1248 円）へ，2022 年 1 月に 9.82
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ユーロ（約 1277 円）へ，同年 7 月に 10.45 ユーロ（約 1359 円）へ引上げとなること

が決定された。イギリスでも，2021 年 4 月から成人（25 歳以上）の最低賃金が 8.72

ポンド（約 1325 円）から 8.91 ポンド（約 1354 円）に引き上げられた。このように

多くの国で，コロナ禍で経済が停滞する状況下においても最低賃金の引上げが実現し

ており，我が国でも大幅引上げが必要である。

 　もちろん，引上げのためには，十分な中小企業支援策が不可欠である。最低賃金引

上げに伴う中小企業への支援策について，現在，国は ｢ 業務改善助成金 ｣ 制度により，

影響を受ける中小企業に対する支援を実施している（図表 8　資料「業務改善助成金

制度」参照）。

 　しかし，中小企業にとってこの制度は必ずしも使い勝手の良いものとはなっておら

ず，利用件数はごく少数である。新型コロナウイルス感染症の拡大により，2021 年 8

月から特例的な要件緩和・拡充がなされたものの，2018 年度の全国の申請件数は 995

件，実績は 870 件であり，2019 年度の申請件数は 673 件，実績は 542 件であり，2020

年度の申請件数は 805 件，実績は 626 件に過ぎない。この制度の宣伝普及とともに要

件審査の見直しが必要である。

 　我が国の経済を支えている中小企業が，最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を

行えるように充分な支援策を講じることが必要である。具体的には，諸外国で採用さ

れている社会保険料の事業主負担部分を免除・軽減することによる支援策が有効であ

ると考えられる。

 　例えば，韓国では，雇用者 10 人未満の事業者に対し，雇用保険料及び国民年金保

険料の事業者負担部分を減額する制度を導入している。さらに，時限的な制度として，

雇用者 30 人未満の事業主に対し，雇用者 1 人につき時給 1500 ウォン ( 過去 1 年間の

平均的なレートで円に換算すると約 136 円 ) を支給する雇用安定資金支援制度もある。

我が国でも，中小企業の経営において大きな負担となっている社会保険料の負担軽減

などの導入が必要である（岩波ブックレット「最低賃金」参照）。

 　また，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ( 昭和 22 年法律第 54 号 )

や下請代金支払遅延等防止法 ( 昭和 31 年 6 月 1 日法律第 120 号 ) といった中小企業

を保護する役割を果たす法制度を，これまで以上に積極的に運用する必要もある。
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図表 8　出典：厚生労働省ＨＰより抜粋
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２　公契約条例による規制２　公契約条例による規制

(1) 「公契約条例」とは

 　公契約条例とは何かについて説明するに当たって，まず，公契約条例の対象である

「公契約」とは何かということについて説明する。

 　国や県・市などの自治体が行っている仕事は，大きく分けると 2 つに分類される。

1 つは権力作用，処分行為と言われるものであり，行政が住民に有無を言わさず「こ

うしなさい」「認める」「認めない」ということを決めていく仕事である。刑罰を科す

こともその 1 つであるほか，各種の許認可の手続，労働災害の認定手続や労働委員会

の命令なども含まれ，広範な範囲に及ぶ。

 　しかし，国や自治体の行政は，これらの仕事だけでなく，さらに市民に対するサー

ビス活動も行っている。公共工事を民間建設業者に発注したり，イベントや広報の制

作を民間業者に委託したり，教育・医療・福祉など広い分野の公共サービスを団体や

会社に委託したりしている。民間同士で行っている契約締結と同じように，契約とい

うかたちで行われる。行政が行う契約なので，行政の代わりに「公」という呼び名を

付けて，「公契約」と呼んでいる。

 　公契約には非常に莫大な金が使われている。そこで，公契約の締結を自由勝手に行

政に任せるのではなく，公契約に必要な規制をかけて，住民が安心して働き暮らせる

地域に変えていく。そのために，とりわけ，公契約に基づいて現場で仕事を担当して

いる方々の賃金の最低ラインを適正な額に引き上げていこうというのが公契約基づく

最低賃金を定める公契約条例である。下請け・孫請け企業の保護はもちろん，地域経

済の活性化をはかり，そこで働く人々，現場で実際に公務の仕事を担当している民間

で働く人の労働条件を，公契約に規制をかけることで社会的に適正な水準にまで保障

していこうというのが公契約条例規制である。

 　現在我が国で制定されている公契約条例と呼ばれているものの中には，公契約の下

に働いている者の賃金の最低額（下限額）を規定する条例だけでなく，賃金条項を含

まず，公契約の在り方を規定した条例も多数存在する。ここでは賃金条項を規定した

条例のみを公契約条例と呼ぶことにする。

(2) 公契約条例の必要性

 　2009 年 5 月，国会で公共サービス基本法が制定された。「国および地方公共団体は

安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため，公共サー

ビスの実施に従事する者の適正な労働条件の確保その他の労働環境の整備に関し必要

な施策を講ずるよう勤めるものとする」（11 条）とある。これまで，国や自治体が，

安ければいいということで自らワーキングプアを生み出してきたことに対して反省し，

方向を修正しようとするものである。

 　そもそも地方自治法第 1 条の 2 第 1 項には「地方公共団体は，住民の福祉の増進を

図ることを基本として，地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く

担う」と規定されている。地域住民の生活を支え地域経済の活性を推進することは行

政の役割である。

 　自治体の財源は地域経済の発展によって住民と企業が生み出すものである。住民の

所得が増加せず，企業の利益が増加しなければ，自治体財政は持続できなくなる。自
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治体が地域経済を活性化するための施策を講じることが重要である。その際，地域の

勤労者の賃金を底上げすることはきわめて効果的な施策である。ただ，十分な担保も

なく企業に賃金上昇だけを命じたのでは中小企業は倒産せざるを得ない。現在の経済

状況の中で中小零細事業者への十分な支援策抜きに一方的に最低賃金を急速に大幅に

引き上げることは多くの倒産を生みだすとともに大量の雇用の喪失に繋がる危険があ

る。

 　これに対して，公契約条例による最低賃金規制の場合には，業者に不当な犠牲を強

いることはない。下請け，孫請けなど，これまで元請け業者からギリギリの単価で委

託され，そのしわ寄せを従業員の賃金減額という犠牲で凌いできた業者にとっては，

公契約条例の下ではたっぷりとは言えないものの，それなりの賃金額を従業員に支給

することが可能になる。

 　我が国で最初に公契約条例制定となった野田市公契約条例の第 1 条は公契約条例の

目的について次のように規定している。

  「この条例は，公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するこ

とにより，当該業務の質の確保及び公契約の社会的な価値の向上を図り，もって市民

が豊かで安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。」

(3) 世界の公契約規制の歴史

 　世界最初の公契約規制はフランスのパリ市で始まった。1888 年パリ市は，公共土

木工事に関する請負契約書の中に，賃金に関する条項の挿入を義務付け，当該地域の

通常賃金の支払いを保障させる措置を講じた。劣悪な労働条件で土木工事に働かされ

ていた労働者たちが困窮生活の改善を求めて運動をした成果であった。もっとも，現

在のパリ市では，基本的に全国及び地域レベルの労働協約によって最低賃金の保障が

なされており，公契約条例の意義は薄れている。

 　続いて 1891 年，アメリカ合衆国のカンザス州で公契約規制州法が成立した。その

内容は，同州及び同州内の自治体の公共工事の受注者は，その公共工事に従事する労

働者に対して，当該地域において一般的に通用している賃金額の支払いをしなければ

ならないことを義務付けるものであった。同様の州法が，その後，ニューヨーク州・

オクラホマ州・アリゾナ州・ニュージャージー州・マサチューセッツ州・ネブラスカ

州へと拡がった。

 　イギリスでも 1931 年にデーヴィス・ベーコン法というイギリス連邦法が成立した。

イギリスでは 1891 年に下院において公正賃金決議が採択された。「請負段階において

労働者が酷使されないような諸条件を設定し，それぞれの産業において世間相場とし

て一般的に認められている賃金が当該労働者に確実に支払われるようにすることは，

およそ政府契約労働者と契約を結ぶに当たっての政府の義務である。」というもので

ある。その後，下院で公正賃金決議の廃止が決議されるが，1983 年に再び復活する。

そして，大ロンドン市と公務関係組合ユニソンとの間で「被用者のための公正契約条

項」に関する合意が成立した。請負業者に雇用されている労働者は，大ロンドン市の

公務員職員と同じ賃金及び労働条件を享受できるという内容である。イギリスも現在

では他のＥＵ諸国同様労働協約に基づく同一労働同一賃金原則が確立しており，公契

約規制の意義は小さくなった。

63回人権擁護第3部会.indd   19663回人権擁護第3部会.indd   196 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



197

第５章　地域再生の提言

 　国連の労働関係国際機関であるＩＬＯにおいて，1949 年に 94 号条約として「公契

約における労働条項に関する条約」が成立した。これまでに 59 か国が批准している

が日本はまだ批准していない。国際的に見ても公契約規制は世界的な流れになってい

るのである。

(3) 公契約条例の広がり

 　いま公契約条例を制定する自治体の動きが全国的に広がっている。野田市議会は

2009 年 9 月 29 日に全国ではじめて公契約条例を全会一致で成立させた。同条例は

2010 年 2 月に施行となった。次いで川崎市議会は，2010 年 12 月 15 日に全国の政令

市の中で最初に公契約条例を全会一致で成立（条例の改正）させた。同条例は 2011

年 4 月から施行された。その後，多数の自治体で公契約条例が成立している（図表 9）。

公契約条例の広がり

いま公契約条例を制定する自治体の動きが全国的に広がっている。野田市議会は 年

月 日に全国ではじめて公契約条例を全会一致で成立させた。同条例は 年 月に

施行となった。ついで川崎市議会は， 年 月 日に全国の政令市の中で最初に公契

約条例を全会一致で成立（条例の改正）させた。同条例は 年 月から施行された。そ

の後，多数の自治体で公契約条例が成立している（図表 ）。

※労働環境チェック「×」の団体は，支払賃金を確認する台帳等の提出はあり

地方自治研究会提供資料

図表 出典：公契約条例（賃金下限額規定条例）の制定状況（ 年 月現在 地方自

 
№ 

 
自治体名
(条例名） 

 
施行 

対象（万円） 労働環境
チェック 

（有○：無×） 

上段：工事 指定管理 
（有○：無×） 下段：委託 

1 
千葉県野田市 

Ｈ２２．２ 
4,000 

○ × 
（野田市公契約条例） 1,000 

2 
神奈川県川崎市 

Ｈ２３．４ 
60,000 

○ × 
（川崎市公契約条例） 1,000 

3 
東京都多摩市 

Ｈ２３．１２ 
5,000 

○ × 
（多摩市公契約条例） 1,000 

4 
神奈川県相模原市 

Ｈ２４．４ 
10,000 

○ × 
（相模原市公契約条例） 500 

5 
東京都国分寺市 

Ｈ２４．１２ 
9,000 

○ × 
（国分寺市公共調達条例） 1,000 

6 
東京都渋谷区 

Ｈ２５．１ 
10,000 

○ × 
（渋谷区公契約条例） 1,000 

7 
神奈川県厚木市 

Ｈ２５．４ 
10,000 

○ × 
（厚木市公契約条例） 1,000 

8 
東京都足立区 

Ｈ２６．４ 
18,000 

○ × 
（足立区公契約条例） 9,000 

9 
福岡県直方市 

Ｈ２６．４ 
5,000 

○ × 
（直方市公契約条例） 1,000 

10 
兵庫県三木市 

Ｈ２６．７ 
5,000 

○ × 
（三木市公契約条例） 1,000 

11 
東京都千代田区 

Ｈ２６．１０ 
15,000 

○ × 
（千代田区公契約条例） 3,000 

12 
埼玉県草加市 

Ｈ２７．４ 
15,000 

○ ○ 
（公契約基本条例） 1,000 

13 
東京都世田谷区 

Ｈ２７．４ 
3,000 

○ ○ 
（世田谷区公契約条例） 2,000 

14 
千葉県我孫子市 

Ｈ２７．４ 
10,000 

○ × 
（我孫子市公契約条例） 2,000 

15 
兵庫県加西市 

Ｈ２７．４ 
5,000 

○ × 
（加西市公契約条例） 1,000 

 
16 

兵庫県加東市  
Ｈ２７．７ 

15,000  
○ 

 
× （加東市工事等の契約に係る労働環境の適正

化に関する条例） 
1,000 

17 
高知県高知市 

Ｈ２７．１０ 
15,000 

○ × 
（高知市公共調達条例） 500 

18 
愛知県豊橋市  

Ｈ２８．４ 
15,000 

○ ○ 
（豊橋市公契約条例） 1,000 

19 
埼玉県越谷市 

Ｈ２９．４ 
5,000 

○ ○ 
（越谷市公契約条例） 1,000 

20 
東京都目黒区 

Ｈ３０．１０ 
5,000 

○ × 
（目黒区公契約条例） 1,000 

※労働環境チェック「×」の団体は，支払賃金を確認する台帳等の提出はあり
地方自治研究会提供資料

図表 9  出典：公契約条例（賃金下限額規定条例）の制定状況（2021 年 4 月現在　地方自治研究
会ホームページより）
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(4) 公契約条例の内容

 　公契約条例にどのような規制内容を定めるかはそれぞれの自治体で検討しているの

であるが，ここでは野田市条例の規制内容の概要について紹介する。

① 規制対象とする公契約の範囲

  自治体が発注する工事や清掃業務，管理業務など広範な業務が対象とすることが

可能である。ただし，制定当初の事務量との関係で当初は対象業務を限定すること

も考えられる。野田市の場合は，まずは予定価格 1 億円以上の工事・製造と予定価

格 1000 万円以上の施設整備の運転管理業務及び保守点検業務，施設の清掃業務に

限定して実施した。

② 対象義務者の範囲

 　公契約条例で定められた賃金額の支給を守らなければならない事業者は，自治体

と公契約を結んだ受注者だけではなく下請負事業者，孫請け事業者，ひ孫事業者な

ど名義に関わりなく公契約に係る業務の一部を請け負った事業者すべてである。

③ 対象労働者の範囲

 　公契約条例で定められた賃金額の支払を確保される労働者は，上記の事業者に雇

用され当該公契約に係る業務に従事するすべての労働者である。いわゆる「一人親

方」も含めることができる。

④ 適用労働者の賃金

 　この金額をどのように決定するのかは悩ましい問題である。野田市では，工事・

製造業務については，先に紹介した二省単価を基準としその 80% を最低賃金額とし

た。また，それ以外の業務については，市の一般職技能労務職の初任給の金額をも

とに算出された金額とし，時給 829 円とした（施行時）。ちなみに，最低賃金法に

基づく千葉県最低賃金はこの当時 728 円であった。

 　野田市ではこれまで清掃委託業務に従事していた労働者の賃金は最低賃金ギリギ

リだったということであり，公契約条例施行によって清掃委託業務従事者の賃金額

が 1 時間当たり 101 円も上昇した。

 　もっとも業種によって賃金額の相場は異なる。業種ごとの最低賃金額を確定して

いく必要がある。野田市においても清掃外の委託業においては，そもそも公契約条

例の最低賃金額 829 円を上回っていた。野田市では，職種別の最低賃金額を設定す

ることにし，条例を改正して，これまでの資料に加えて国土交通省が毎年官庁舎の

修繕のための委託費算出基準である建築保全業務労務単価などの公的機関の基準や

市がこれまでに契約してきた契約における賃金額などを勘案することとした。

 　我が国では，ＥＵ諸国と異なり職務評価基準が未確立であるために基準とすべき

資料が不足しているのが現状である。客観的な職務ごとの基準額の確立は今後の課

題である。

⑤ 履行の監督・是正措置・損害賠償

 　いくら規制内容が立派であっても，守られなければ意味がない。自治体による監

督，指導が重要である。受注者の報告，書類の提出などの義務を規定するとともに，

自治体担当職員の事業所への立入調査，検査，質問の権利及びそれに対する関係者

の協力義務を規定する。協力が得られなかったり，虚偽報告がなされた場合には，
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公契約を解除できる旨の規定も必要である。

 　公契約条例に違反する事実が確認された場合には，是正指導や強制力をもった是

正命令を出す必要がある。従わない場合には契約の解除をすることができる必要が

ある。また，それによって生じた損害について賠償金の支払を求める必要がある。

これらについて規定しておく必要がある。

(5) 公契約条例による賃金下限額規制の意義

 　そもそも労働者の賃金については法律で地域ごとの最低賃金額が法定されているの

だから，公契約の最低賃金をつくる必要はないのではないかとの疑問がある。イギリ

スなどではもともと公契約条例が出発点だったのだが，いまや全国一律最低賃金制度

が確立し，しかも同一労働同一賃金原則が確立しているため，公契約条例の必要性が

なくなった。

 　しかし，我が国では事情が異なる。我が国の最低賃金法に基づく最低賃金額は諸外

国と比べてきわめて低い。家計補助的労働を念頭に置いて規制してきたため，本来の

労働の対価としての賃金額とは大きくかけ離れている。最低賃金の大幅引上げが必要

である。しかし，最低賃金額の急激な大幅な引上げは中小零細企業の経営を破綻させ

る危険があり，十分な支援策とともに行われなければならない。現在の経済情勢の中

で短期間で飛躍的に上昇させることは困難である。今日の経済状況の中では，労働者

の賃金の底上げを実現し，地域経済を活性化するためには公契約条例の制定がきわめ

て効果的で実現可能な施策なのである。

 　また，法律で最低賃金が決められているのに，条例で最低賃金を決めることができ

るのだろうかとの疑問もある。しかし，既述のとおり，公契約条例に基づく最低賃金

の規制は契約上の規制であって，契約当事者間を合意に基づいて拘束するものである。

最低賃金法に基づく最低賃金は，すべての事業者に対して一方的に（権力的に）規制

するものであり，この権限は国の権限とされている。これに対し，公契約条例の規制

は，契約に基づき公契約の相手方を規制するものであり，国の最低賃金法に違反する

ものではない。

(6) 公契約条例による賃金下限保障による中小企業の経営支援

 　公契約の入札に当たって，各事業者は下請け，孫請けを含めた公契約に基づく最低

賃金を頭に入れた適正な人件費を確保した上で入札価格を決定する仕組みになる。し

たがって，受注者，下請け事業者，孫請け事業者には適正な人件費が確保された請負

金額で仕事ができるはずだ。ここが，最低賃金の引上げとの根本的な違いである。

 　もっとも，下請けいじめなどが横行している現場では適正な取引がなされない可能

性がある。そこで，中間の契約関係が適正になされているどうかを行政が調査・監視

する必要が大きい。下請代金支払遅延等防止法という法律があるが，その 4 条は受注

者は下請け業者に対して，下請け契約の仕事内容と同種または類似の内容の仕事に対

して通常支払われる対価に対して著しく低い下請代金を定めることを禁じている。公

契約条例の中に，下請けいじめ防止の規定を定めておくことが有効である。また，あ

まりに低い入札があったときは調査を実施して履行が可能かどうかを審査する低入札

価格調査制度などを駆使して中小企業の経営を守っていかなくてはならない。

(7) 公契約条例による地域経済の活性化
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 　現在の業務委託においては，低コストを追及するあまり，安全性を含め業務の質の

低下が顕著になっている。適正な業務を確保するために本来必要なコストは必要な費

用として負担するのは当然である。中小企業の経営を圧迫させずに労働者の適正な賃

金を確保することは，一時的にはコストが上がることになる。しかし，労働者の賃金

の底上げを図り，地元中小企業の経営の安定を図ることは，地域経済を活性化するこ

とになる。公契約条例に基づく最低賃金は徐々に地域内の民間の最低賃金の引上げに

貢献する。こうして，地域の労働者の所得が上がり，地域の中小企業の経営が安定す

れば，自治体の税収もアップする。生活保護世帯の減少にも繋がるはずであり，自治

体財政の健全化に貢献するはずだ。長期的に見れば，公契約条例は自治体財政にとっ

てとても貢献する施策である。

(8) 公契約条例規制の可能性

 　公契約条例は公契約に係る業務に従事する労働者の賃金の下限額を規制するもので

あるが，公契約条例にもっといろいろな規制を加えることも可能である。例えば委託

業務について「受注者は，直接雇用するものによって業務を履行しなければならない」

との規制や，「受注者は，当該業務に従事する者に対して健康保険，厚生年金，雇用

保険に加入しなければならない。」など，様々な規制をかけることが可能である。

 　また，委託事業内容によっては，競争入札に参加する事業者の資格を一定の地域内

において事業を営む者や一定の地域内に本店を有する者，あるいは一定の地域内に居

住する者に限定することも考えられる。地域経済の活性化のために事業内容によって

は地域内の中小企業を優先的に扱うことも必要であり，そうした規制をすることも検

討されるべきである。それぞれの自治体が知恵を出して，地域が元気になる特色ある

公契約条例がたくさん出てくることを期待したい。

(9) 公契約条例制定の課題

 　公契約条例制定における課題を整理しておく。第一に賃金下限額の設定の在り方で

ある。公共工事においては，下限額設定の拠り所となっている設計労務単価の政策的

な引上げにより，下限額の水準も一定の引上げが図られてきている。その一方，実際

に支払われている賃金額との間に大きな乖離があることも指摘されており，労働市場

における賃金水準を踏まえた検討が求められる。

 　一方，業務委託等においては，一律の下限額を設定する自治体が多く，職種別下限

額の導入は一部の自治体にとどまっている。リビング・ウェイジ（生活賃金）の保障

の観点からは，下限額水準の向上が求められる。また，人材不足への対処，サービス

の質の確保・向上といった課題に対応していくには，一律の下限額では限界があると

いえ，職種別下限額の導入が必要不可欠である。そのためには，自治体施策と連動し

た議論が必要である。サービスの質の確保・向上とその担い手の確保のためには，必

要とされるサービスの質とそれに見合った賃金水準の検討が求められる。つまり，住

民がどのようなサービスを必要とし，それを提供するにはいかなる人材が必要で，そ

うした人材を確保するためにはどの程度の賃金水準が求められるのかを自治体として

検討していくことが必要である。

 　業務委託や指定管理者など，公共サービス供給を民間が担う場合，自治体はサービ

スの購入者になることを意味する。しかし，その場合も，住民に対するサービスの供
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給責任は自治体にあることを忘れてはならない。公共サービス供給に占める民間の割

合が増加しつつある中，自治体がそうした責任を果たしていくためには，公契約に関

する審議会において，自治体施策と連動した公契約，賃金水準の在り方に関する議論

が期待されているというべきである。

 　また，情報公開についても過大である。公契約条例の適用範囲や下限額の設定には，

自治体の考え方や意図が反映されている。したがって，それらがどのような議論や検

討を経て，何を根拠に決定されたのかを住民や事業者，労働者らに説明し，理解を得

ることが必要不可欠である。しかし，現状では，議論内容が把握できる形で会議録や

会議資料を公開している自治体は一部に限られる。公共サービスの現場が抱える課題

とそのための施策とその考え方を説明し，住民や利害関係者の理解を得ながら，好循

環へとつなげていくことが肝要である。

３　提言のまとめ３　提言のまとめ

上記のとおり，最低賃金制度については，従来，労働者の生計費が地域によって異なる

ことが地域別最低賃金制度の主要な根拠とされてきた。しかし，地方では公共交通の利用

が制限され，自動車の保有・利用を余儀なくされることなどから都市部と地方の間で最低

生計費には大きな差がないため，地域別最低賃金を廃止して全国一律の最低賃金制度に移

行し，全体の引上げを図るべきである。同時に，最低賃金引上げにより大きな影響を受け

ることになる中小企業に対しては，充実した支援が必要不可欠であるから，社会保険料の

負担軽減等の実効的な中小企業支援策を構築すべきである。

また，国や自治体が，建設工事の発注，公共施設の清掃等の業務委託などの公契約を締

結する際に，公契約法・公契約条例により，国や自治体が定めた賃金額より高い賃金をそ

こで働く労働者に義務付けることにより，労働者に対する適正な賃金の支払いを実現する

ことができ，公共サービスの質の向上，消費の活性化による地域経済の発展という効果も

期待できる。

社会保険料の軽減等の実効的な中小企業支援を図りつつ最低賃金法を改正して全国一律

最低賃金制度を実施するとともに，公契約法・公契約条例を制定し，賃金の引上げと賃金

の地域間格差の解消を図るべきである。
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第２節　地域経済の好循環サイクルの確立による地域経済の持続的発展第２節　地域経済の好循環サイクルの確立による地域経済の持続的発展

１　地域の活性化の鍵は地域内再投資力１　地域の活性化の鍵は地域内再投資力

(1) 「地域の活性化」とは何か？

  「地域の活性化」という言葉をよく耳にするが，「地域」という言葉も，「活性化」

という言葉も，その意味内容を明らかにしておかなければ建設的な議論をすることは

できない。

  例えば，小泉内閣の時代に平成の大合併が進められたが，その時には，合併をする

ことで地域の存在感やイメージアップに繋がり，企業の進出や若者の定着，重要プロ

ジェクトの誘致が期待できると説明していた。平成の大合併の一つの目的が「地域の

活性化」であり，ここで考えられている「地域の活性化」は，企業や重要プロジェク

トを誘致することで，若者が定着することということになる。若者が定着することは

地域にとって重要なことであるが，それだけで「地域の活性化」が図られるとは言い

難い。

  まず，「地域」という言葉は，物理的には地球上のある一区画を示していることに

過ぎないが，人がそこで日常生活を営んでいるのであるから，「地域」について，人

間がコミュニティを作っている地域社会が意識されることが必要である。

  また，企業や大型プロジェクトの誘致は 1970 年代から行われてきたことであるが，

そのことにより，「地域の活性化」が図られなかったからこそ，平成の大合併以降も，

今も，「地域の活性化」が言われているのである。その意味でも，今一度，何が地域

の「活性化」を意味するのかを確認することが不可欠である。

  つまり，立派な空港や道路が建設され，新しい企業が進出したとしても，それ自体，

地域の「活性化」に結びつく訳ではない。それによって，当該地域の地域経済が拡大

再生産し，雇用の規模や所得の循環が持続的に拡大し，その地域の一人ひとりの住民

の生活が豊かになってはじめて，地域社会が活性化し，「地域の活性化」が実現され

ることになる。

(2) 従来型地域開発政策の限界

  企業や大型プロジェクトを誘致することで地域の活性化を図ろうということは以前

から行われていた。しかしながら，それには以下のような限界がある。

  そもそも，従来の地域開発政策は，あくまでも当該地域のリーディング産業を育成

するための政策であり，産業の交代が進むと，その地域は中心的な事業所を失って構

造不況地域に転落することになった。

  また，従来の地域開発政策では，産業立地のための全国画一的な条件整備を進める

ために，地域の個性的な産業の振興や住民一人ひとりの生活の向上については二の次

とされていたため，産業開発が進むことで，その利益が地元企業や住民にしたたり落

ちる（トリクルダウンする）ことは余りなく，むしろ公害や財政赤字が地元に残る構

造が生み出されることが通常であった。

  道路や港湾，空港を中心とした公共事業と企業誘致による地域開発は，一過性の投

資であり，それ自体が利益を生み出していくということはない。大型開発であればあ

るほど，それを受注するのは大手のゼネコンであり，公共投資による収益は本社のあ
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る東京や大阪に持って行かれることになる。また，工場誘致の場合も，地元から一定

の労働力は調達するものの，原材料や部品は系列企業から調達することが多くなり，

稼ぎ出した営業収益の多くが，こちらも，本社のある東京や大阪に持って行かれるこ

とになる。さらに，せっかく各種の優遇措置を講じて誘致に成功した企業も，本社が

海外に拠点を移し，撤退を余儀なくされるケースが 1990 年代末から急増している。

そのような場合も構造不況地域に転落することになってしまうことが珍しくない。

(3) 地域内再投資力の重要性

  地域経済の持続的な発展を実現するためには，その地域において，地域内で繰り返

し再投資する力＝地域内再投資力をいかに作りだすかが決定的に重要になる。毎年，

あるまとまったお金を地域内に投資することにより，そこで雇用や原材料・部品・サー

ビスの調達を繰り返し，地域内の労働者，農家，商工業者の生産と生活を維持・拡大

できる力が備われば，住民一人ひとりの生活が成り立ち，地域経済の持続的な発展が

可能となる。

  地域経済の持続的発展とは，地域内の再生の維持・拡大を意味する。その再生産の

量と質を規定するのは，その地域全体が持っている再投資力に他ならない。再投資力

も量と質から構成され，投資量は，投資額の総額であり，自己資金，融資，補助金，

クラウドファンディングでの調達資金で構成される。外部の地域金融機関や投資家等

が資金を提供するだけの技術力，商品の販売力，経営能力がどの程度あるか（これが，

投資力の質の問題である）によって，最終的な投資量が決まることにもなる。地域内

の投資量を大きくするためには，投資力の質を向上させることも重要であり，特に，

販売力や経営能力を向上されるための援助策を地方自治体や地域の金融機関が行うこ

とが有効である。

  一方，空港や道路などの公共投資は，短期間の投資であり，かつ，そこから再投資

が生まれない一過性の投資である（「ワンスルー型投資」とも言われる）。したがって，

空港や道路などの公共投資で，自動的に地域に新たな企業や雇用が創出されることは

ない。むしろ，これらの公共投資を受注するのは，巨大プロジェクトであればあるほ

ど，東京に本社がある大手ゼネコンに収益が吸収され，東京を起点にした再投資循環

を肥え太らせるだけであり，一次的にまとまった公共投資がなされても，受け手にな

り，活用できる経済主体が地元になければ，その資金は通過するだけであり，地域内

再投資力を育てるものとはならない。

  また，誘致企業に期待をかけても，誘致される工場や支店は，通常は大規模企業の

一部であり，地域で生み出された果実の多くは地域内で再投資されることはなく，本

社に還流してしまう。それだけでなく，グローバル化の時代において撤退や閉鎖の危

険が常にあり，その決定を行うのは本社であり，誘致された工場や支店は，立地地域

内での持続的に再投資する主体として進退できる存在ではない。

  地元に根付いた再投資主体を自ら意識的に形成することによって，地域に仕事と所

得を生み出す方がはるかに当該地域の持続的発展につながることになる。

(4) 地域内再投資力と地方自治体

① 地域内再投資力の主体

 　次の図は，地域内再投資力の概念を示したものである。地域内において，行政・
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事業者・住民（家計）でお金とサービスがどのようにやり取りされているのかを示

している。この図からも域内でお金を循環させることの重要性が分かる。

　　　　　図表 10

出典：岡田知弘『地域づくりの経済学入門』（自治体研究社　増補改訂版　2020 年発行）176 頁
より。

　

　　　　　図表 11

出典：岡田知弘『地域づくりの経済学入門』（自治体研究社　増補改訂版　2020 年発行）177 頁
より。
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  この表は，地域内企業と進出企業が，地域経済に占める比率を熊本地震前の 2014

年の「経済センサス」データを使って，熊本県内の本社所在地の事業所数と従業員

数の比率を示している。熊本県の場合，本社が熊本県内にある企業で働いている従

業員は全体の約 8 割を占めている。とりわけ，一つの工場や商店しかない単独の事

業所で働いている人は 45% にも及ぶ。このような比率は，日本の地方ではそれほど

大きく変わるものではない。このように，地域経済を圧倒的に担っているのは，地

元に本社のある中小企業である。

②　地域内の資金循環の仕組み

  中小企業を中心とする地元の経済主体が投資をすることによって，毎年労働力や

生産手段が購入されるが，これらが域内から調達される場合（図の点線の②，④）

もあれば，域外から調達される場合（図の点線③，⑤）もある。後者の場合，せっ

かく投資された資金が，域外に漏出することになり，地域内の再投資を高めること

にはならない。地域経済への波及効果を高めるためには，できる限り地域内調達率

を高めることが必要である。

③　素材的な視点から見た地域内再投資

  農林漁業は，生産，生活，自然の再生産が一体となっており，農林漁業における

地域内再投資は，単なる生産行為だけでなく，国土や自然の保全管理を同時に行っ

ている。

  農林業に対する投資が不足し，再生産が縮小すると，耕地や山林の荒廃を起こし，

ひいては水害等によって大都市の住民の生活を脅かすことにもなる。

④　地域の能動的な形成主体としての基礎自治体

  市町村内総生産における各市町村の普通会計歳出額の割合は，1998 年の京都府

で見ると最も高いところが丹後半島突端の伊根町であり 49% に達し，最も低い京都

市で 13% 程度であり，規模が小さな自治体ほどこの割合が大きくなる傾向があるが，

一般的に見て，10% から 50% 程度となり，基礎自治体は，その地域における最大の

投資主体であるのが通常である。

  この基礎自治体の運営は，住民の主権に基づき，住民が納税する地方税や国等か

らの交付金や補助金を財源として，首長や議会の意思決定と職員の行政サービスに

よって，行使される。その行政サービスは，自然そのものの保護に加え，それに人

間の手を加えた道路，河川堤防，ダム，農林地などの物的インフラの形成や教育，

医療，衛生，福祉などの社会的インフラの形成に向けてなされるものである。基礎

自治体の財政支出は，地域社会の構成要素に直接，間接に作用しており，地域社会

総体の形成主体として能動的な役割を果たしている。

２　地域経済活性化の実践例２　地域経済活性化の実践例

(1) 西粟倉村の取組

　①　西粟倉村の概要

  西粟倉村は，岡山県の東部の山間部に位置する。人口は 2020 年 9 月で 1437 人。

面積は 58 ㎢，うち 93% が森林である。

②　百年の森林構想
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  百年の森林 ( もり ) 構想は，財産価値を失い放置されつつあった民有林（人工林）

を，行政がリーダーシップをとって集約化して森林の健全化を図るとともに，民間

事業者と連携し，搬出される間伐材に地域で付加価値をつけて販売し，地域内の経

済循環と雇用を創出する取組であり，2008 年に着想され，2009 年から具体化する

プロジェクトが推進されている。

  百年の森林構想は，当初，集約化による効率的森林整備により，木材に付加価値

を付けていくという経済的側面が強かった。中山間地域は，第 1 次産業が衰退する

と地域が衰退するので，いかに第 1 次産業を元気にできるかが重要となる。

  百年の森林事業では，「10 年間，町民ないし山林所有者が費用負担することなく，

山の整備ができますよ。収益の 2 分の 1 は皆さんにお渡しします。」ということで

直接交渉して，山林を預けていただいた。年間計画を立てて，手入れをしていく。

木材は，素材だけで売るのではなく，内装材にしたり，家具にしたり，学校の什器

にしたりして，付加価値をつけて売っていた。付加価値を付けるために，新たな仕

事が生まれるとともに，利益も大きくなるという関係が生まれる。

  村が委託を受けた森林は，ローカルベンチャー企業の株式会社百森に再委託され，

西粟倉村百年の森林協同組合が森林の集約化と経営管理の実際の業務をしている。

株式会社百森は，森林の間伐・伐採を森林組合林業事業体に発注している。

  これで出た木材を西粟倉百年の森林協同組合が預かって，村内の事業所で，家具

や内装材等に製品化され，都市部の顧客に販売している。共同組合に参加している

のは，株式会社西粟倉「森の学校」に加えて，森林組合，村内の林業事業体，株式

会社 sonraku，株式会社木の里工房木薫，株式会社ようび，個人経営の製材所 3 か

所などである。

　　　図表 12

　　　出典：西粟倉村提供資料
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  以前は，林業事業の売上は，年間 1 億円程度であったが，百年の森林構想による

事業が進む現在は，年間 14 億 7000 万円程度になっている。

  また，村内でも，村の木を使うという思いが強くなり，村役場の新庁舎も 98% 村

で生産された木材を使用しているし，中の調度品も村の木材を村で加工したものを

使っている。このように，村のお金を村の中で使うようにしている。

③　再生可能エネルギー事業

ア　水力発電と木質バイオマス発電

 　水力発電と木質バイオマスの利用で，エネルギーの地域内循環を図っている。

  2 つの水力発電所（290kw と 199kw）があり，これで村内の必要電力量の 50% を

発電している。

  更に木質バイオマスの 50kw 発電所を 10 基つくれば，必要電力量の 100% が賄

えることになるところ，2020 年はバイオマス発電所を 1 基作った。

イ　年間 1 億 1000 万円の売電収入

  2 つの水力発電所で，年間 1 億 1000 万円の売電収入が得られる。建設に 3 億円

かかっても，20 年間で 14 億円の収入が得られる計算となる。上流部の 199kw 水

力発電所で年間 4000 万円程度の売電収入が得られる。村の税収は，1 億 2000 万

円程度なので，売電収入 1 億 1000 万円は非常に大きい。税金収入だと増えると

地方交付税を減らされるが，売電収入だと減らされない。この収入を，森林の整

備に使ったりしている。

④　ローカルベンチャー

  百年の森林構想とエネルギー事業により，村内でいろいろな付加価値付けができ

るようになってきた。2008 年に百年の森林構想を始めたときは，木材の生産に関

わる人が入ってきたが，最近は，いろいろな事業をする人が増えてきており，起業

するローカルベンチャーも増えている。

  ローカルベンチャーは，木工だけでなく，福祉や教育の分野にも広がってきてい

る。10 年経て，地域の中で，林業や木材生産が自立して回り始めた。再生可能エ

ネルギーも，株式会社 sonraku を中心にして，自立して回り始めた。そして，若い

人たちが起業して入ってくるのに，エーゼロ株式会社が中間支援を行うようになり，

自立して回り始めている。森林を最初に回して，再生可能エネルギーが回り，その

他のベンチャーが回り，それぞれが連動して回り始めている。行政が全力で回して

いるのではない。地域の中で回る仕組みができてきている。

(2) 帯広市の取組

①　帯広市の概要

 　北海道には，14 の振興局という行政単位があり，その中の 1 つの十勝総合振興

局の中心都市が帯広市である。帯広市の人口は約 167,000 人（2018 年 3 月）であり，

北海道内では，札幌市，旭川市，函館市，苫小牧市に次ぎ 5 番目の規模である。

　　十勝総合振興局は，帯広市を含む，1 市 16 町 2 村で構成しており，人口は

339,000 人程度，面積は 10,830 ㎢（岐阜県とほぼ同じ広さ）である。十勝の中心的

な産業は畑作と酪農である。米は殆ど作っておらず，主な作物は，小麦，馬鈴薯，豆，

甜菜であり，その 4 つを輪作している。1 戸当たりの平均耕地面積が約 47 ㏊（北
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海道で約 30 ㏊，全国で約 2 ㏊），1 戸当たりの農業粗収入が約 5390 万円（北海道で

約 3181 万円，全国で約 544 万円）である。アメリカのような大規模農業が行われ

ている。

②　帯広市の中小企業振興基本条例の特徴

ア　中小企業振興基本条例だけでなく，それを具体的な政策に落としていくための

産業振興ビジョンについても，中小企業者が，数か月にわたり，数十回に及ぶ打

ち合わせを行い，主体となってその内容を作るようにした。このことにより，中

小企業者の希望や思いに沿った中小企業振興政策を作ることができるし，行政と

中小企業者の距離が縮まり，密接な関係のもと，より効果的な政策を行うことが

できるようになった。

イ　帯広市は，十勝総合振興局の中心都市であるが，帯広市の経済は帯広市単独で

成り立っているのではなく，十勝の一部として成り立っている。帯広市の経済を

発展させていくためには，十勝全体の経済を発展させることが必要である。その

視点を中小企業振興基本条例でも明確に定めている。

③　フードバレー十勝について

 　十勝の「食」と「農林漁業」を柱とした地域産業政策である。第 1 次産業，第 2

次産業及び第 3 次産業を有機的に結合させるいわゆる第 6 次産業を目指す取組であ

る。

  十勝は小麦の国内最大の生産地であった，これまでは，原料である小麦を加工工

場に提供することにとどまっていたが，十勝に製粉工場を作ることで，十勝産の小

麦粉が生まれるだけでなく，十勝産の小麦を使ったお菓子やパンといった小麦粉製

品が製造されるとともに，それらを売りにする飲食店が広がっている。

  また，十勝は，酪農も大規模に取り組まれている。北海道の酪農と言えば，乳牛

のイメージが強いが，肉牛の生産も幅広く行われている。これまで，十勝には牛を

解体し食肉にする施設がなかったが，十勝に牛の解体施設を作ることで，十勝で牛

の解体を行うようになり，十勝産の牛の食肉の流通が大幅に増えるとともに，海外

への輸出も大幅に増えるようになった。

④　地域のシンクタンクの重要性

 　中小企業が地域経済の主体であるとしても，1 つの企業で地域全体の経済のこと

を考えることは容易なことではない。また，1 つの企業が発展するにも，企業同士

の結び付きが重要であることも多い。そのような役割を果たすシンクタンクが地域

に存在することが重要である。

  十勝の場合，帯広信用金庫がシンクタンクの役割を果たしている。帯広信用金庫

には地域経済振興部があり，新規の事業者の相談を積極的に受けるようにしている。

そこで心がけていることは，その事業のために必要なマッチングを紹介することで

ある。その事業が順調に推移すると融資という形で，信用金庫の本来業務とも結び

つくことになる。

(3) 下川町

①　下川町の概要

  下川町は，北海道の上川総合振興局にある町で，北海道では道北に位置付けられ
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る。面積は東京 23 区とほぼ同じ 644.20 ㎢で，人口は，3186 人。かつては，農林業

及び鉱業（銅などを産出した下川鉱山，金や銀が採れた珊瑠鉱山）で繁栄し，人口

はピーク時の 1960 年には 15,555 人に達した。

②　消滅の危機から持続可能な地域経済へ

  下川町は，1953 年に町が国有林の払下げを受けて，60 年サイクルで伐採，植林，

育林をして森林を安定的に経済資源として活用しようとする「循環型森林経営」を

開始。下川町は，古くから地域循環型経済の発想を取り入れた先進的地域であった。

  しかし，木材の輸入自由化，鉱山の閉山，ＪＲの路線廃止などにより 1980 年代

に人口が急減，1985 年には人口減少率が北海道第 1 位となり，このままでは町が

なくなるのではないかとの危機感から地域活性化の取組が始まった。

  2000 年代に入って「持続可能な地域社会の実現」を掲げて，バイオマスを含む

森林資源の活用とそれによるエネルギー自給率の向上，集住によるコンパクトタウ

ン化などに取り組んだ。

  2001 年には「経済・社会・環境の調和による持続可能な地域作り」（産業クラスター

研究会）を立ち上げた。

  2012 年に複数の大学と協力し，町の産業連関表を作成。町の経済規模が 215 億円

であり，黒字部門は，製材・木製品（23 億円），農業（18 億円）に対し，赤字部門は，

石油・石炭製品（7.5 億円），電力（5.2 億円）であることが分かり，電力と暖房用

燃料を木質バイオマスでまかなうことで，エネルギー購入費を減らし，林産業の活

性化で域内生産額が 28 億円増加し，100 名の雇用が生まれると試算。100% 地産エ

ネルギーを目標に，①バイオマスエネルギーでの置き換え，②端材を原料とした木

材チップ製造，③バイオマスボイラーで熱生産し，町の施設へ供給などの事業を始

め，熱自給率 56% を達成。2 億円以上の域外流出を防いでいる。

  2018 年 4 月には，「2030 年における下川町のありたい姿」を計画。指標はゼロベー

スで町民が集中的に議論をして作った。森林教育を展開する「森の寺子屋」「森の

幼稚園」なども移住者のＮＰＯ法人や町民主体で取り組んでいる。

  このように下川町では，移住者も含めた町民が町とともに主体的，積極的に持続

可能なあ地域経済の在り方を一貫して模索し，行動に移している点が特徴的である。

また，その際に産業連関表を作成して，科学的な分析に基づいて具体的な政策を立

案し，それを機敏に実行に移していることも注目すべき点である。

  森林資源の活用に当たっては，森林資源を余すところなく使い切る「ゼロエミッ

ション」という考え方に基づき，循環型経済を追及している。森林整備をする「下

川町森林組合」が森林整備の過程で出てきた木材を様々な形で利用する活動の中心

を担っている。

  人口動態では，2005 年の社会動態が－ 82 人だったが，2012 年にプラスに転じ，

2017 年にはプラス 21 人となった。旭川空港から約 2 時間，ＪＲもない，都市まで

のバスが 1 時間に 1 本しかない地域で，社会動態がプラスになったことは高い評価

を受けた。移住してくる人たちの多くが町に貢献することに積極的で，移住者が移

住者を呼ぶという循環ができている。

  エネルギー自給については，地域熱自給率は 56% に達しており，産業連関表を通
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じて課題として認識されたエネルギーの域外依存度の低下を着実に実現しつつある。

2017 年には，こうした取組が評価され，国際連合が提唱した持続可能な開発目標（Ｓ

ＤＧｓ）に基づく「ジャパンＳＤＧｓアワード」第 1 回で総理大臣賞を受賞した。

(4) 海士町の取組

①　海士町の概要

 　海士（あま）町は，島根県の隠岐諸島の島前の 3 つの島の 1 つであり，鎌倉時代

に後鳥羽上皇が流された島である。

 　人口は 1950 年代には 7000 人近くまで行ったこともあったが，1990 年代には

3000 人台を割り込み，現在は，2100 人程度である。過疎に悩む離島の村の 1 つで

ある。公共事業投資により社会資本の整備は進んだが，地方債の残高が 100 億円を

超える状況となっていた。

②　新町長の元での地域再生の取組

  2002 年に町長が代わり，新町長のもと，地域再生の取組が始められた。

  短期的には，町長及び公務員の人件費のカットをはじめとした行財政改革を進め，

財政の健全化の道を作った。

  中長期的には，地域資源を生かし，第 1 次産業の再生で島に産業を創り，島に雇

用の場を増やし，外貨を獲得して島の活性化を進めることを目指した。役場に産業

3 課（観光と定住対策を担う交流促進課，第 1 次産業の振興を図る地産地商課，新

たな産業の創出を考える産業創出課）を作り，その実行部隊とした。

③　島まるごとブランド化で地産地商

  「海」・「潮風」・「塩」を 3 本柱にして地域資源の有効活用を進めた。

ア　「島じゃ常識！　さざえカレー」の取組。サザエのレトルトカレーを作り売り

出しており，年間 3000 万円程度の売上げとなっている。

イ　「隠岐海士のいわがき・春香」の養殖。岩ガキの養殖は行われていたが，ブラ

ンド化し，東京築地で評価されるようになり，年間 2 億円程度の売上となってい

る。

ウ　ＣＡＳ施設の建設。ＣＡＳとは，磁場エネルギーで細胞を振動させることで，

細胞組織を壊すことなく凍結させることができるシステムであり，町が主導する

第三セクターで，ＣＡＳ施設を建設した。海士の豊富な海産物を島外に販売する

ためには必要不可欠な施設であり，ＣＡＳ商品の売上は年間 2 億円を超えている。

  このように，海士町では，海産物をブランド化するとともに，付加価値を付け

ることで，それらの売上を大きく伸ばしている。

  また，海士町の第三セクターが，「離島キッチン」という海士町の海産物を売

りにする飲食店を東京等に出店している。「離島キッチン」は，海士町の海産物

の魅力を東京等でアピールし，その評価を直接受けることにより，今後の戦略や

展開を考えるための重要な情報を得る場ともなっている。

④　産業振興策の成果

 　2002 年から，モノづくりをベースとする産業振興策を進めた結果，雇用創出効

果は 200 名を超えている。472 世帯，669 人が海士町に定住しており，定着率が約

50% となっている。
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 　総人口は増えていないが，若年層の活力人口が増えたことで人口構成のバランス

が改善された。

 　また，起業も増えており，2002 年からで 20 を超えている。ＩＵＪターンの若者

が起業し，定住するという人が増えてきている。

(5) 米子市の取組

 　米子市には官民出資の地域密着型の電力会社であるローカルエナジー株式会社があ

る。全国には官民出資の新電力が 60 ほどあるが，ローカルエナジーの特徴は，官の

役割が経営等のバックアップに限定されており，経営の主体が民側にあること。その

ことの表れでもあるが，官の出資割合が全体の 10% と低い。

 　エネルギーの地産地消により，新たな地域経済基盤の創出を目的として設立された

のが，ローカルエナジーであり，参考にしたのが，ドイツのシュタットベルケ（都市

公社）である。「エネルギーを地域外に依存していると地域経済が自立しないのでは

ないか」という仮説を立て，この仮説をもとに，ローカルエナジーをプラットフォー

ムにして，官民連携で一歩ずつ前に進むことを（エネルギーの地産地消・地域経済基

盤の創出・地域経済の自立・地方創生の実現）目指している。

  ローカルエナジーは，2016 年から事業を営んでいるが，現時点で以下の成果を上

げている。

① エネルギーの地産地消（再エネ利用）

  地元の公共施設の電気使用量に相当する電気を地元の再生可能エネルギーで調達

している。

② 地域活性化（売上及び利益）

　　2016 年度の売上は約 5 億 7000 万円であったが，2019 年度は約 22 億円になり，4

期連続で増収増益であった。持続的な事業運営により地域内での資金の循環に寄与

している。

③　地域活性化（雇用創出）

  この 5 年間で 10 人の雇用を拡大している。

④　地球温暖化対策（ＣＯ 2 削減）

  2016 年度から 2019 年度までの 4 年間で，公共施設について，それまでの電力の

契約と比較した場合，計 12,450 ｔのＣＯ 2 の削減を達成した。

(6) 由布院の取組

①　由布院盆地のまちづくり

 　由布院盆地は，牛喰い絶叫大会，映画祭，音楽祭などのユニークなまちづくりを

展開し，今や年間 400 万人近い観光客を集める日本でもトップクラスの人気観光地

となっている。

 　由布院には，他の温泉観光地には見られない独自の特色がある。大規模なホテル

や旅館が集中して建っているという姿はなく，小規模な宿泊施設が由布岳の麓に広

がる農村の景観のなかに散らばって展開している姿である。

②　地域内産業連関とまちづくり

 　由布院の宿泊施設では，極力地元の食材を使用するようにしており，地元の農家

から食材を購入するだけでなく，それを加工してお土産品として販売するようにし
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ている。そのことにより，雇用も創出されている。また，旅行の「泊食分離」形態

（宿泊と朝食のみを宿泊旅館が提供し，昼食，夕食，買い物は町の中の他の飲食店

等でしてもらう形態）をいち早く導入している。由布院観光協会が主体で，飲食店

や宿泊施設の紹介も行っており，観光業を中心とした地域内産業連関が意識的に形

成されてきた。

  また，年間訪れる 400 万人もの観光客を由布院で楽しんでもらうために，町の生

活を潤いのあるものにする必要があり，そのために農産物をはじめ，木工，竹工，

鉄工，紙工，染色，織物等，あらゆる生産，加工の技術を守り，盛り立てることが

重要だと広く確認されている。

(7) 奈義町の取組

①　奈義町の概要

  奈義町は，岡山県の東北部に位置し，岡山県と鳥取県の分水嶺となる那岐山の南

麓に広がる美しい自然に恵まれた農業を基幹とする町である。近隣市町村との合併

の話があったが，合併についての住民投票を行い，7 割以上の住民が合併しないと

の選択をした。

②　町の観光対策

 　町の観光開発として，町の再発見による観光資源の見直しが各地で行われており，

奈義町では，古代から近世，現代を代表する多彩な文化・芸術が息づき，融合した

まちづくりを行っている。

 　ピカリアミュージアムは化石の博物館であり，ピカリアは 1600 万年前の二枚貝

であり，ピカリアの化石を含め，300 以上の化石を展示すると共に，化石の発掘体

験を行っている。

 　横仙歌舞伎は，農村歌舞伎の姿を現在の伝える伝統芸能であり，岡山県の重要無

形民俗文化財に指定されている。

 　奈義町現代美術館は，現代を代表する三組の作家が作り上げた建築と芸術作品を

融合させた，太陽・月・大地の 3 つからなる空間的作品となっている。

 　那岐山の中腹にある菩提寺には，樹齢 900 年の大イチョウがある。岡山県唯一の

天然記念物に指定された岡山県最大の巨木であり，神秘的で荘厳な雰囲気を味わえ

るパワースポットとしても注目されている。

③　若者が夢を持てる農業を目指して

 　町の基幹産業は農業であり，農業生産額で見ると稲作が約 2 割，畜産が約 8 割と

なっている。現在，米や野菜を中心とした耕種農家と酪農・牛の肥育・養豚・養鶏

の畜産農家とが耕畜連携を図り，家畜の排せつ物を用いた有機たい肥を活用して「菜

の花米」生産への取組が進められている。

 　併せて，加工販売の取組が進められており，六次産業化の先駆けとして農産物の

直売所に加工部門をつくり，美味しくて安全なお米や野菜，畜産品の加工品の販売

を行っている。

(8) 周防大島の取組

①　周防大島と産業の概要

  周防大島町は，2004 年に屋代島（通称が周防大島）の 4 つの町が合併してでき
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た町である。人口は約 16000 人であり，高齢化率が 50% を超えている。

  温暖な地域で日照時間も豊富なため，島の傾斜地を生かしたみかんをはじめとし

た柑橘類の栽培が盛んである。元々，周防大島では，少量多品種の柑橘類の栽培が

盛んであったが，国の農業基本法により，みかんの生産が推奨された。その結果，

全国でみかんの生産量が増えたが，みかんの消費はそこまで増えなかったし，オレ

ンジ等の輸入自由化がはじまり，みかんのだぶつきが酷くなり，加工用として安価

に販売せざるを得なくなるという状況になった。その結果，島の暮らしや今後に希

望を持てなくなる人が島を離れるという状況が続いた。

②　瀬戸内ジャムズガーデンの取組

  2003 年，Ｍ夫妻が妻の出身地である周防大島で瀬戸内ジャムズガーデンを起業

した。瀬戸内ジャムズガーデンでは，試行錯誤を重ねた結果，大手メーカーの大量

生産品とは一線を画す個性的なジャムを販売している。具体的には，周防大島の材

料を適切な価格で買い，人手を十分にかけてジャムにしている。そのジャムは，少

量多品種（常時 30 ～ 40 種，年間 180 種），個性的な味，そして，周防大島という

素晴らしい環境で顔の見える人たちで作られているという魅力があり，155 ｇの瓶

入りで 800 円という価格でも飛ぶように売れるようになった。

  その結果，瀬戸内ジャムズガーデンが利益を確保するだけでなく，農家も利益を

確保し（これまで，ジュース用のみかんは㎏ 10 円程度であったが，それを 100 円

以上で購入しており，そのことにより，品質も向上している。また，農家との繋が

りの中で，ジャムの新しいアイディアも生まれている。），島民に雇用の場を提供す

るという形で利益の還元をしている。当初，妻が中心でやっていたが，2007 年には，

Ｍ夫妻は完全移住をし，事業も安定している。

  Ｍ夫妻の企業が一つのきっかけとなり，2000 年代前半に，ＵＩＪターンによる

起業が続いた。福岡で調理師をしていたＫ氏は，周防大島に戻り，果樹の多い島で

は良質のはちみつが採れると考え，養蜂業へ転身をした。Ｙ氏は，18 歳の時に周

防大島を離れ，広島・フランス・東京で料理人の腕を磨いた後，Ｕターンし，島内

外で常に満員御礼のレストランを複数経営している。Ｎ氏は，広島の食品加工会社

で働いていたが，結婚を機に，島に帰り実家の水産加工場をつぎ，煮干しには適さ

ないと廃棄していた大きめのイワシをオイルサーディンに加工することを思い付き，

成功を収めている。これらの企業は，15 年を経て，一回りも二回りも大きくなり，

周防大島の再生を支えている。

  ＵＩＪターンの起業が続き，それが成功した背景の一つには，ＵＩＪターンをし

た人が，インターネット等で，様々な情報発信を行い，それに触れた人が，興味を

持ち，連絡を取り，繋がりを作り，続いていくというこがあった。

 　また，周防大島では，この 20 年間で，地域再生のフロントランナーの世代交代

も進んでいる。

３　具体的な提言内容３　具体的な提言内容

(1) 地域の活性化の鍵は地域内再投資力

  1 で述べたように，地域の活性化の鍵は地域内再投資力（＝地域内で繰り返し再投
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資する力）を高めることである。そのためには，できる限り，地域内で行えることは

地域内で行い，そのために地域内の労働者を雇用し，必要な原材料・部品・サービス

等も地域内の事業者から調達するようにし，地域の住民や事業者の所得を増やし，そ

の所得が地域内で消費され，再投資されていく割合を増やし，地域経済の好循環サイ

クルを確立し，地域内の労働者や事業者の生産と生活を維持・拡大して，グローバル

経済に大きく左右されない，地域経済の持続的発展を図ることが必要である。

(2) 地域内再投資力を高めるための市町村の役割

① 前述のように，市町村内総生産における市町村の普通会計歳出額の割合は 10% か

ら 50% 程度であり，小規模な市町村ほど割合が高い傾向がある。市町村は，その地

域における最大の投資主体であるのが通常であり，市町村が率先して，地域内で行

えることは地域内で行い，そのために地域内の労働者を雇用し，必要な原材料・部

品・サービス等も地域内の事業者から調達するようにすることが必要である。その

ための条例等の整備が必要であれば，それも行うべきである。

② 市町村は，市町村が率先して地域内調達を行うとともに，民間の事業者がそのよ

うなことを行えるように，情報提供やコーディネイトも併せて行う必要がある。様々

な活動を全て市町村が行うのは限界があり，民間で出来ることは民間が出来るよう

に，起業の支援やコーディネイトを行うことも重要である。

③ 市町村は，産業連関表等を活用して，地域経済の状況を把握し，地域外に出てい

るお金の原因を明らかにし，それを減らし，地域内再投資力を高めるための具体的

な政策を提言することも必要である。

  その前提として，どのような地域経済を作っていくのかという大きなビジョンを

作ることも市町村の重要な役割である。そのためには，自然環境や歴史的建造物等

を含む地域資源の再評価を行うことも必要である。また，幅広い視点からビジョン

を作るためにも，住民から広く参加できるような検討会議を設置することも重要で

ある。これらを行政だけでなく地域の事業者や市民が参画する検討会議を設置して

進めるなど「協働」を重視しつつ地域主体で推進すべきである。

(3) 第 1 次産業の重要性

  第 1 次産業を重視することも重要である。地方では，農林漁業等の第 1 次産業が主

たる産業である地域が多い。農林業は，経済的な産業であるだけでなく，国土や水を

保全する重要な役割を果たしている。農林漁業の衰退は，地域の衰退に直結するのが

現状である。農林漁業の再生のためには，生産・収穫された産物をそのまま出荷する

のではなく，現地で加工し付加価値を付けた上で，直接販売をしたり，それを売りに

する飲食店等を現地や消費地に作る等，いわゆる 6 次産業化を目指すことも重要であ

る。

(4) 環境・社会・経済のバランスの重要性

 　東京をはじめとした大都会は，経済成長や経済的な合理性を過度に追及するあまり，

環境の良さは完全に失われている。地方でこそ，環境・社会・経済のバランスが取れ

た生活ができるのであり，このバランスが取れた生活こそ，大多数の日本国民の望む

ことである。それを追求することが，地方の再生の重要な鍵となる。

(5) エネルギーでの地域循環を作ることの重要性
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  国内に化石燃料資源（石油，石炭，液化天然ガス等）が殆どない日本の場合，化石

燃料の大半を輸入に頼るとともに，電気についても，東京電力，関西電力といった巨

大電力会社に頼っており，エネルギーを入手するために，地方から大都市に多くのお

金が流れている。それを地域で内部調達ができれば，地域から外に流れるお金を止め

る大きな力になり，地域内再投資力は格段と高まることになる。

  そのためには，自治体主導の地域密着型の新電力会社を作ることも重要であり，地

域の特性を生かした再生可能エネルギー（バイオマス，小水力，太陽光，風力等）に

よる発電設備を設けることも重要である。

(6) 中小企業振興基本条例の重要性

  地域の活性化を図るためには，地域内再投資力を高めることが重要であり，地域内

再投資力の主体である地域の中小企業者や農林漁業が地域の特性に沿った経済活動を

継続して取り組めるように，継続した中小企業や農林漁業者に対する政策を取ること

が必要である。そのためには，中小企業振興基本条例の制定が必要である。

  中小企業振興基本条例は，以前は，特定の目的や事業のための補助金や融資や地方

税の減免等を行うための根拠条例であったが，近年は地域経済再生の基本的な戦略を

定める条例として制定されている。

  条例の制定には，住民の代表である議会の議決が必要であり，首長が交代しても首

長の判断だけで変えることはできない。中小企業振興条例は，中小企業振興政策の基

本的な柱を安定的なものにするためにも必要不可欠なものである。
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第３節　地方自治体の在り方と地方自治の充実第３節　地方自治体の在り方と地方自治の充実

第１　地方財政第１　地方財政

地域再生の社会保障を実現するには，地方財政の健全性を確保し，地方財政運営の自主

性を高めることが不可欠である。そのためには，所得税，法人税，その他税目の改革によ

り国の財源確保を安定させるとともに，以下の施策を実施することが必要である。

１　地方交付税の大幅な増額１　地方交付税の大幅な増額

(1) 国庫支出金との違い

  国から地方自治体への財源移転の中には，地方交付税のほか，国庫支出金がある。

  地方交付税がその使途があらかじめ特定されることのない一般補助金であるのに対

し，国庫支出金は，使い道があらかじめ決められた特定補助金と言われている。

  具体的には，義務教育費国庫負担金，生活保護費国庫負担金など，国と地方自治体

が共同で責任を負う事務事業について経費負担区分を定めて国が義務的に負担するも

の（国庫負担金），国が特定の事務事業を奨励したり，財政援助のために地方自治体

に支出するもので，国が任意に支出する資金（国庫補助金）及び国政選挙にかかる費

用や国勢調査にかかる費用に対する委託金など，本来国が実施すべき事務を便宜上地

方自治体に委託する場合に交付される資金（国庫委託金）がある。

  特定補助金は，使途が特定されていることから，地方自治体にとって必ずしも使い

勝手が良いものではない。確かに，国から特定補助金を受ければ，その分だけ自主財

源を支出せずとも事業を実施できるという利点はある。しかし，その使途の範囲が決

められているため，その範囲内で使い道を考えなくてはならないという不自由さがあ

る。

  このような特定補助金である国庫支出金は，一定の行政水準の維持や特定の施策奨

励のための政策手段として重要であるものの，これによって地方財政運営の自主性を

高められるとは考えがたい。

  地方財政の健全性を確保し，地方財政運営の自主性を高めるためには，その使途が

あらかじめ特定されることのない一般財源として地方税に次ぐ主要な役割を果たして

いる地方交付税の増額が重要である。

(2) 地方交付税の機能と性格

①　財源保障機能と財政力格差是正機能

  中央政府から地方政府へと交付される使途が限定されない一般補助金は，日本の

みならず，ほとんどの欧米主要国にも存在すると言われている。それらは通常，地

方政府の財政力を調整する機能を有しているため，財政調整制度と総称されている。

これは，中央政府と地方政府の垂直的財政不均衡を調整するだけでなく，課税力や

財政需要の地域間格差が生み出す地方政府間の水平的財政不均衡をも調整するもの

と考えられている。

  このように，地方交付税は，国から地方への財源の移転により，どの地域に住む

国民にも一定の行政サービスを提供できるようにする財源の保障（財源保障機能）

と，地方自治体間の財政力格差の是正（財政力格差是正機能）を図っている。
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②　地方の固有財源であること

  地方交付税は，国税の一定割合（交付税率）を財源として，国から地方自治体へ

財源移転を行っている。現在は，所得税・法人税の 33.1%，酒税の 50%，消費税の

22.3%，地方法人税の全額が地方交付税の財源に充てられている。

  このように，地方交付税は国税として徴収されているが，それは，前述のように

団体間の財源の不均衡を調整し，すべての地方団体が一定の水準を維持しうるよう

財源を保障する見地から，国が地方に代わって徴収し，一定の合理的な基準によっ

て再配分しているにすぎず，本来は地方の税収入とすべきものであり，国が地方に

代わって徴収する地方税であるという意味で，地方の固有財源であると言われてい

る（総務省『地方交付税制度の概要』1）。

  2005 年 2 月 15 日衆議院本会議において，当時の小泉内閣総理大臣も，「地方交付

税改革の中で交付税の性格についてはという話ですが，地方交付税は，国税五税の

一定割合が地方団体に法律上当然帰属するという意味において，地方の固有財源で

あると考えます。」と答弁している。

  このような考え方は，地方交付税法 1 条が，「この法律は，地方団体が自主的に

その財産を管理し，事務を処理し，及び行政を執行する権能をそこなわずに，その

財源の均衡化を図り，及び地方交付税の交付の基準の設定を通じて地方行政の計画

的な運営を保障することによつて，地方自治の本旨の実現に資するとともに，地方

団体の独立性を強化することを目的とする。」と定めていることに即したものと言

える。

③　地方交付税増額の重要性

  以上のとおり，地方交付税は，国から地方への財源の移転により，どの地域に住

む国民にも一定の行政サービスを提供できるようにする財源の保障（財源保障機

能）と，地方自治体間の財政力格差の是正（財政力格差是正機能）を図っている上，

本来は地方の税収入とすべき地方の固有財源である。

  このような機能と性格に鑑みても，地方財政の健全性を確保し，地方財政運営の

自主性を高めるには，地方交付税の増額が重要であることは明らかである。

(3) 交付税率の引上げ

①　現状

  地方交付税に関しては，交付税率で決まる地方交付税財源が不足する状況が定着

してしまっていることが懸念されている。そのような状況の始まりは，1975 年以

来とも言われており，80 年代末のバブル景気が過ぎた 90 年代以降はその財源不足

額が巨額に膨れ上がった。

  地方交付税法は，毎年度分として交付すべき普通交付税（地方交付税総額の 94%

を占める。）の総額が，引き続き各地方団体について算定した財源不足額（当該地

方団体の基準財政需要額が基準財政収入額を超える額のことで，当該地方団体に対

して交付すべき普通交付税の額）の合計額と著しく異なることとなった場合におい

ては，地方行財政制度の改革又は交付税率の変更を行うものと定めている（6 条の

1  https://www.soumu.go.jp/main_content/000762021.pdf

63回人権擁護第3部会.indd   21763回人権擁護第3部会.indd   217 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



218

第５章　地域再生の提言

3 第 2 項）。ここで本来とるべき方法は，後者の交付税率の変更（引上げ）だと指

摘されている。つまり，交付税率を引き上げて，国税のうち地方交付税の財源とす

る割合を高めることにより，その財源不足を解消する方法である。しかし，交付税

率の引上げは，2015 年度に一度実施されたのを除き，近年の地方財政対策におい

てほとんど行われていない（総務省『地方交付税率の変遷』2）。

②　臨時財政対策債の問題

  交付税率引上げの代わりに財源不足解消のために行われているのが国の一般会計

からの加算や，財源対策債，臨時財政対策債である。その中でも，2001 年度以降

に活用されてきた臨時財政対策債は，近年の財源不足解消の重要な手段とされてい

る。

      図表 13

　　　　　　出典：総務省『地方財政の借入金残高の状況』3

  臨時財政対策債は，地方自治体が発行するものである。総務省の地方財政計画に

おいて，臨時財政対策債の発行可能額が定められ，その分，地方交付税の総額算定

の基礎となる基準財政需要額が圧縮される。その代わりに，個別の地方自治体が発

2  https://www.soumu.go.jp/main_content/000743180.pdf

3  https://www.soumu.go.jp/main_content/000743183.pdf
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行した臨時財政対策債の元利償還負担の全額が，後年度の地方交付税の基準財政需

要額に算入される。つまり，地方債の発行によって地方交付税の財源不足を地方自

治体が肩代わりし，その債務返済の負担を後年度の地方交付税で手当てするという

ものである。これは，後年度の地方交付税の「前借り」の形をとるものと言える。

しかし，このような手法は，景気の悪化により地方交付税財源の不足が生じる時期

に「前借り」をし，後の景気回復期にそれを相殺するという年度間調整だと説明さ

れているところ，これだけ長期にわたって「前借り」が重ねられては，もはや年度

間調整の範囲を逸脱していると言われても仕方ない。しかも，1990 年代以降の日

本経済には低成長が定着しており，このような状況下では，そもそも将来の好景気

を前提とする年度間調整は通用しがたいとも指摘されている。

③ 交付税率引上げの必要性

  以上のとおり，地方交付税財源不足解消のために本来とるべき方法は交付税率引

上げであるが，この方法は近年ほとんど行われていない。その代わりに重要な手段

とされている臨時財政対策債は，長期にわたって行われ，年度間調整の範囲を逸脱

しているほか，そもそも将来の好景気を前提とする点で，低成長が定着している日

本経済には通用しがたい。

  やはり，地方交付税率の引上げによる地方交付税財源確保という本来的な手段を

選択すべきである。

(4) まとめ

  以上のとおり，地方財政の健全性を確保し，地方財政運営の自主性を高めるために

は，その使途があらかじめ特定されることのない一般財源として地方税に次ぐ主要な

役割を果たしている地方交付税を，その機能と性格の重要性に鑑みて増額すべきであ

る。また，長期にわたって不足している地方交付税財源解消の方法としては，後年度

の地方交付税の「前借り」と言われる臨時財政対策債ではなく，交付税率引上げを選

択すべきである。

２　地方税の拡充２　地方税の拡充

(1) 課税自主権の発揮

  地方自治体の活性化のため，地方税が地方自治体の自主財源であるという観点から

見直し，国税の税目の地方税への（更なる）税源移譲などによる地方税の増加のほか，

超過課税や法定任意税，法定外税の創設など，地域の実情に応じて様々な形で課税自

主権を発揮することが望ましい。具体的には次のとおりである。

①　超過課税

  地方自治体は，条例を定めることにより，一定の制限の下，都道府県であれば道

府県民税法人税割や法人事業税，固定資産税等で国が規定した標準税率を超えて課

税することができる。

  なお，標準税率未満の税率をとる地方自治体は，地方債を発行する際に総務大臣

または都道府県知事の許可が必要になる。実際に市民税所得割・個人均等割・法人

税割・法人均等割の税率を標準税率未満にする例もわずかにあるようだが，そこに

は，地方自治体が将来の住民に負担を残す地方債を発行しながら独自の減税を行う
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のは責任ある財政運営と言えるかという問題があると指摘されている。

②　法定任意税

  地方税法に規定がありつつも，課税するかどうかを地方自治体がそれぞれ決定す

る目的税が法定任意税である（地方税法 5 条 6 項）。その主な税目は，国民健康保

険税や都市計画税である。

  このうち都市計画税については，これを課税する団体の半数程度が制限税率 0.3%

を採用していると言われており，その状況を踏まえ，制限税率の引き上げるかどう

かを議論してもよいのではないかとの指摘もあるところである。

③　法定外税

  地方自治体は，条例を定めることにより，地方税法に定められた税目のほかに，

法定外普通税（地方税法 4 条 3 項及び 5 条 3 項）や法定外目的税（同法 4 条 6 項及

び 5 条 7 項）を設けることができる。主な例としては，産業廃棄物税がある。

  もっとも，地方自治体が法定外税を創設する場合，総務大臣と事前に協議してそ

の同意を得ることが必要とされている。その協議においては，①国税または他の地

方税と課税標準が同じで，かつ住民の負担が著しく過重となる場合，②地方自治体

間の物流に重大な障害を与える場合，③その他，国の経済施策に照らして適当でな

い場合，のいずれかに該当しない限り，総務大臣は同意しなければならないとされ

ているものの，この同意要件を緩和して新税を創設しやすくすることが今後の課題

として指摘されている。

(2) その他諸制度の改革

  以上のほか，地方税は自主財源かつ自治体が自らの裁量で自由に使い道を決定でき

る一般財源であり，「歳入の自治」を支える最も重要な財源であることに鑑みれば，

各税目に関して指摘されている次のような問題や課題に関しても，改革に取り組むべ

きである。

①　個人住民税

  地方税の中軸となる個人住民税の所得割においては，利子，配当及び株式等譲渡

所得は分離課税となっているが，税源調達機能の強化や負担の公平のため，総合課

税枠へ組み入れるべきではないかとの指摘がある。

②　法人住民税と法人事業税

  法人住民税は，その法人税割について，地域間の税源の偏在を是正し，財政力格

差の縮小を図る目的で，交付税原資化が進められた。これに伴い，地方法人税（国

税）が 2014 年度税制改正において創設され，2016 年度税制改正において拡充（2019

年 10 月施行）された（総務省『地方法人税（国税）』4）。

  法人事業税も，2008 年度，地域間の財政力格差の縮小と称して，その一部が分

離された。それは，法人事業税の収入割と所得割の税率を引き下げ，その減税分を

地方法人特別税という国税の形で吸収し，その税収を地方法人特別譲与税として都

道府県へ譲与するというものだった。その後，地方法人特別税は廃止されたものの，

それに伴い，同じく国税である特別法人事業税が創設されている。

4  https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_07.html
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  しかし，これらの措置については，地方自治体の自主財源を侵食して歳入の自治

を縮小するものであり，地方税と財政調整制度とを混同しているとの指摘がある。

その指摘の観点によれば，地域間の税源格差の是正は，国税の充実や交付税率引上

げによる地方交付税増額と地方税の課税ベース改革により行うのが本来の姿だと言

える。

③　固定資産税

  固定資産税に関しては，住宅用地・商業地等・農地・新築住宅の特例措置につい

て，他の資産と比べて優遇する根拠を再検討して整理することが課題だと指摘され

ている。

④　地球温暖化その他環境に関連する税制上の課題

  地球温暖化に関連する税制上の課題としては，自動車税の課税標準におけるＣＯ

2 排出量基準の追加，燃料課税における地方税の拡大，とくに国税として 2012 年

10 月から段階的に導入された地球温暖化対策税の地方財源化などが指摘されてい

る。

３　地方税財政制度の決定と運営に関する地方自治体の参加の保障３　地方税財政制度の決定と運営に関する地方自治体の参加の保障

(1) 保障の必要性

  政権の意向や国の制度政策変更などの事情が地方交付税の総額・配分額算定に反映

されてきたが，これは地方自治体の側から見ると，地域の実情よりも国の政策意図を

汲み取ったものに映ってしまう。

  やはり，客観的合理的に地方自治体の財政需要と課税力を測り財政保障と財政力格

差是正を図るという，地方交付税の本来的な趣旨を大切にすることが肝要である。

  地方交付税は，地方分権を支える地方の固有財源であり，上記の地方財政の実情の

より適切な反映や，地方自治体の意識の向上という意義からも，地方交付税制度の決

定と運営に対して，地方自治体の参加を保障することが今後の大きな課題である。

(2) 「国と地方の協議の場」の改組への期待

  地方交付税制度の決定と運営への地方自治体の参加を保障する方法として，具体的

には，「国と地方の協議の場」の改組を期待する声がある。

① 現行制度の概要

  この「国と地方の協議の場」は，地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立

案並びに実施について，国と地方が協議を行うものである。2011 年 4 月 28 日に成

立した国と地方の協議の場に関する法律に基づき，毎年度一定回数招集されている。

  その議員とされているのは，国側が，内閣官房長官，特命担当大臣，総務大臣，

財務大臣及び内閣総理大臣が指定する国務大臣である（そのほか，内閣総理大臣は

いつでも出席し発言可）。これに対し，地方側は，全国知事会代表，全国都道府県

議会議長会代表，全国市長会代表，全国市議会議長会代表，全国町村会代表及び全

国町村議会議長会代表である。

  また，協議の対象と定められている事項は，国と地方公共団体との役割分担に関

する事項，地方行政，地方財政，地方税制その他の地方自治に関する事項及び経済

財政政策，社会保障・教育・社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する
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事項のうち，地方自治に影響を及ぼすと考えられるもののうち重要なものとされて

いる。

②　形骸化の指摘と実質化への期待

  しかし，この「国と地方の協議の場」に対しては，国側が政府方針を説明し，地

方側が要望を述べて終わる「説明と要望の場」へ形骸化しているという指摘がある。

  このような指摘を前提にすれば，この機関を実質的な「政策策定の場」に高め，

地方自治体の財源の全国的な総額の保障に生かす方向で改善することが期待される。

例えば，この機関を，地方自治体と国の代表が対等の立場で参加し，独自の事務局

を備え，地方税財政制度の改革案を策定する機関へ改組することができれば，地方

税，地方交付税，地方債などの制度設計や地方財政計画の策定をその機関が行い，

法律案，予算，計画を国会に提出する手続を整えることにより，制度の決定と運営

について地方自治体の実情がより適切に反映されるという指摘もある。

４　その他地方自治体の財源を確保するための方策４　その他地方自治体の財源を確保するための方策

以上のほか，例えば，「連帯税」という新たな仕組みの導入を提言する団体もある。これ

は，地方自治体間の合意により，都道府県の個人住民税所得割，あるいは地方消費税の税

率を，全国一斉に一律のパーセンテージで引き上げるとともに，その税収を，子ども医療

の 15 歳までの無償化など，「コモン・ニーズ」とされるもので個別の地方自治体が決定し

た使途へ充てることで，住む地域によらず誰もが抱える共通のニーズ，全国的に満たされ

ることが望ましいニーズを満たす財源を調達するものとされている。

第２　人員体制・民間委託第２　人員体制・民間委託

１　定員管理の見直し１　定員管理の見直し

(1) 削減ありきの「適正化」から脱却を

①　第 1 章第 7 節第 2 で見たとおり，定員管理の適正化の名の下に，地方自治体にお

ける職員の削減が行われてきた。しかしながら，そのことが地方行政の適正な運営

につながってきたのか，再考すべき時に来ている。

②　2019 年 12 月から 2020 年 7 月まで，総務省所管の「地方公共団体の定員管理のあ

り方に関する研究会」（以下「研究会」という。）が 5 回にわたり開催され，これま

での地方公務員の定員管理の検証と，今後の定員管理の在り方の検討がなされた。

③　その中で，委員であった西村美香成蹊大学法学部教授（肩書きは当時。以下同じ。）

は，平成以降の定員管理は削減努力の歴史であり，財政からの財源圧力，能率信仰

による圧力，小さな政府論からの圧力，ポピュリズムによる削減圧力という 4 つの

削減圧力があったと指摘した。そして，理想は職に人を当てはめていくべきだが現

実にはそうなっていないとし，「職を軽視すると，類似団体の定員数の相場や人口

比で職員数が妥当かどうかを考えるため，今後人口減が進むと，そのまま定員削減

圧力になってしまい，人口減に合わせて削減することになってしまう」「このやり

方では，今後限界を迎えることになる。限界を克服するために定員管理がどうある

べきかについて，集権的な体制，分権的な体制という視点から考えてみたい。」と
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問題提起し，オーストラリア連邦政府の事例を挙げる。連邦政府では，人事・財務

両面から人数の査定を行う形で統制してきたが，運営費制度を導入し，財務当局が

職員数を予算では査定しない扱いとしたという。その結果，等級ごとの職員数の縛

りを緩和し，人員配置が柔軟になり，給与構造もいろいろなものが認められ，職員

数や階層別の組み合わせがかなり自由になったとのことである。当局側が強くなる

というデメリットもあったようだが，地域の実情に応じて様々な人事・給与制度の

実現が可能になるという点では参考になる制度である。

④　日本の公務員は，実は諸外国と比べると決して多くない。人口千人当たりの公的

部門における職員数（中央政府職員，政府企業職員，地方政府職員，軍事・国防職

員の合計）は，フランス 89.5 人，イギリス 69.2 人，アメリカ 64.1 人，ドイツ

59.7 人に対して日本は 36.7 人と，5 か国の中で最も少ない。

図表 14　出典：人事院「令和 3 年度　人事院の進める人事行政について～国家公務員のプロ

フィール」

  研究会の中で辻琢也一橋大学大学院法学研究科教授も同様の指摘をし，合わせて

アメリカの住民千人当たりのフルタイム市町村職員数は 33.3 人であるのに対し，

日本の住民千人当たり常勤市町村職員は 9.76 人と，約 3 倍の開きがあることも指

摘している。

⑤　研究会の中でも意見が出されているが，「あるべき行政規模は行政需要に対応す

べき」というのが基本的なモデルである。真の意味での定員管理の「適正化」とは

何なのか。これまでの定員管理は，その検証が十分になされないまま，人口減少と

それに基づく財政難を主たる理由に「削減ありき」の国の大号令のもとで突き進ん

できたように見える。しかし，それでは今後も人口減少が進めばさらに人員削減，

ということを繰り返すだけで，いつか限界がくる。そのような定員管理の方向性は

見直さなければならない。

(2) 人口と行政需要は比例しない
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①　人口が減少すれば，その分，行政需要は減少するので職員も削減していく，とい

う考え方は，一見，合理的な考え方のようにも見える。しかしながら，高齢者・障

害者が地域で生活していくための施策や，生活困窮者への自立支援策など，社会保

障の分野における行政需要は，むしろ多様化し増大している。その行政需要に対応

し，具体的支援や相談業務を担う中心となっているのは，会計年度任用職員等の非

正規公務員であり，社会福祉法人や民間企業等の外部委託事業者である。数少ない

正規公務員は管理業務を担当し，現場から遠ざかることが多くなった。2019 年 11

月 6 日にＮＨＫで放映された「クローズアップ現代　揺れる“非正規公務員”～急

増する背景に何が？～」では，その年に発生した強い台風 19 号により，茨城県鹿

嶋市の住民が避難する様子を取り上げた。市の防災計画では非正規公務員は災害対

応できないことになっていたため，高齢者の誘導を，ふだん高齢者とやりとりして

いる非正規公務員ではなく，全く面識のない正規公務員が担当することになったと

いう。高齢者の持病や普段の生活ぶりを知らない正規公務員が，ケアマネジャーに

一つひとつ確認しながら対応することとなり，現場が混乱している様子が見てとれ

た。また，避難所では，130 人を超える市民に対して対応する職員が 2 名しかいな

いという実態も報道され，少ない職員では災害時に対応できないことも明らかに

なった。

②　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災では，自治体職員も被災し深刻な人手

不足に陥った。全国の自治体から応援の職員が派遣されたが，派遣する方の自治体

も，職員数が十分でない中，なんとかやりくりして送り出すという実態があった。

③　そして，2020 年 2 月頃から日本で深刻化した新型コロナウイルス感染症の拡大は，

全国各地において，医師・看護師等の医療に従事する自治体職員や保健所の職員等

が圧倒的に不足していることを白日の下にさらす結果となった。大阪府内の保健所

では，感染症チームリーダーの 2020 年 4 月の残業時間が 160 時間を超え，保健師

から

・ 夜中にコールセンター（民間委託）が対応できない場合は担当に電話が入る。保

健所配置の携帯電話だけでは対応できないため，職員個人の携帯電話も使って対

応。

・ 自宅・ホテル療養者の容態変化があったときも，保健師に連絡が入り，夜中であっ

ても搬送→入院調整→入院の手続。

・ 「休日もなく連日夜遅くまで働き，自宅に帰っても気を休められない。」

 などの悲痛な声が上がった（2020 年 11 月　小松康則大阪府関係職員労働組合執

行委員長の講演資料より）。全国的に保健所が統廃合されてきた歴史があり，大

阪府においても保健所と保健師の削減がなされた結果である。

④　このように，人口減少と行政需要は比例せず，むしろ高齢化の進展や経済的格差

の拡大，人権意識の高まりなどにより行政需要は以前に比べ増大する傾向にある。

また，気候変動が著しい今日において，今後も東日本大震災のような地震や，台風・

豪雨などの大規模な災害は一定の頻度で起こることが予想される。さらに，新型コ

ロナウイルス感染症は終息の兆しが見えず，仮に終息したとしてもまた新たな感染

症が広がる可能性も否定できない。よって，地方自治体はそれらに対応できるだけ
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の人員を確保することが必要である。「効率的な行政運営」と言われるが，効率化

や採算性に馴染まない分野こそ行政が担うべきであり，それが今の人員体制では困

難であることが，新型コロナウイルス感染症の拡大で明らかになったのである。

(3) 積極的まちづくりのための人員確保の必要性

①　以上は社会保障の充実や災害・感染症への対応という「守り」の側面であるが，

地域経済の循環や子育て世代が集まるまちづくりなど，「攻め」の姿勢で積極的に

地域再生を行っていく場面でも，地方自治体は重要な役割を担っている。先に見た

岡山県英田郡西粟倉村や，島根県隠岐郡海士町など，外部からも注目される先進的

な取組を行っている自治体には，必ず優れた職員がいる。しかし，ひとり「スーパー

公務員」がいればまちづくりの問題は解決するというものではなく，すべての職員

が主体的に創造的に取り組んでいくことが重要である。そのために，多すぎる業務

に追われて疲弊することのない人員体制と，職務に継続的に専心できる身分保障は

不可欠である。

②　また，公務員の雇用が，地域の雇用の機会を広げ地域経済の循環に資するという

側面も無視できない。その効果は，ＵターンやＩターンのように外部から若者が転

入し定住してくれた時に一層顕著なものとなる。それを見た人がまた外部からやっ

てくるという好循環が生まれた地域もある。地域で生まれ育った育った人材が就職

先を求めて都心へ流出していくことを防ぐという効果もある。地方自治体が魅力あ

るまちづくりの中心となり，これを担う若者の雇用の受け皿となる意義は大きい。

(4) 定員管理の「適正化」とは

  定員管理は，本来ならば，以上のような観点から，地域の実情に応じて自治体にお

いて主体的に進められるべきものである。それが真の意味での「適正化」というもの

であろう。人口減少やそれに伴う財政状況の悪化，またＡＩやＲＰＡ（Robotic　

Process　Automation）の導入等を理由に，国が国家公務員に準じよと全国一律の数

値目標を掲げて地方自治体に削減を迫るものであってはならない。

２　会計年度任用職員制度の在り方２　会計年度任用職員制度の在り方

(1) 任期の定めのない常勤職員による公務運営の原則

①　「地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用等の在り方に関する研究

会」報告書（2016 年 12 月 27 日）には，公務員の任用の在り方に関する基本的な考

え方として次のような記載がある。

  「公務の中立性の確保，職員の長期育成を基礎とし，職員の身分を保障して職員

が職務に安んじて精勤できるようにすることによる公務の能率性の追求，各地方公

共団体における企画立案やサービスの質の担保等の観点から，『任期の定めのない

常勤職員を中心とする公務の運営』という原則は維持することを前提とすべきであ

る。」

  その言葉が真実であるならば，非正規公務員（当時は臨時・非常勤職員と呼称さ

れていた。）は，短期プロジェクトに関わる職員や産育休の代替等ごく一部の例外

を除いて，直ちに「任期の定めのない常勤職員」に転換すべきであった。

②　しかしながら，現実はそうならなかった。臨時・非常勤職員は会計年度任用職員
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という名称に変わることに伴い，任用根拠が明文化され，不安定な身分と不十分な

処遇が固定化されるという皮肉な結果となった。

③　非正規公務員が担当する業務は決して補助的業務や単純労務に限られない。正規

公務員と同様の仕事をこなし，ともすれば異動の多い正規公務員よりも業務に精通

し正規公務員に仕事を教えている実態すらある。また専門職として正規公務員には

ないスキルで業務を遂行している例もある。つまり，非正規公務員も間違いなく公

務運営の担い手である。よって，任期の定めのない常勤職員による公務運営が原則

だというのであれば，非正規公務員による公務運営はその例外ということになるが，

何故に例外が許されるのか，つまり同じ公務運営の担い手であり公務の中立性や能

率性，サービスの質等を求められる存在であるにもかかわらず，一方は身分が保障

され安んじて精勤でき，他方はそうでないことが許されるのか，その矛盾について

真摯に検討することが必要である。現在はその明確な答えもなく，会計年度任用職

員の忍耐と責任感の上に制度が成り立っている状況である。しかし，そのような個

人の犠牲の上に成り立っているような制度は，いずれ破綻する。有能な会計年度任

用職員が，先行きが見えないことに疲弊し希望を失って他へ転職していく例は後を

絶たない。それは自治体にとっても大きな損失である。

④　国は，「任期の定めのない常勤職員による公務運営の原則」に従い，公務運営の

担い手である非正規公務員を任期の定めのない常勤職員に転換する方策を考えるべ

きである。

(2) 会計年度任用職員の身分保障

①　当面，会計年度任用職員制度を維持するとしても，その身分保障すなわち雇用継

続の保障はすべきである。つまり，会計年度任用職員の法律上の任期は会計年度の

末日までであり最大 1 年であるが，次年度に続けて任用することについては法律上

の制限はないので，事実上，定年までの雇用を保障すべきである。複数の自治体に

見られるような，3 年や 5 年の「上限」を設ける方法は絶対にとるべきではない。「上

限」を設ける地方自治体は「公募するのでそれに応募してくれたら引き続き採用さ

れる可能性はある」「他の人にも公平に雇用の機会を付与する必要がある」などと

説明するが，合理的な説明とは言い難い。

②　むしろ「上限」を設けることによって会計年度任用職員は「安んじて精勤」でき

ないのであり，そのことによって労働者自身の不利益になるのはもちろんのこと，

長期育成や知識・経験等の蓄積ができなくなる自治体にとっても不利益しかない。

③　総務省は，雇用継続の保障について，会計年度任用職員はあくまでも一会計年度

ごとに必要な職を吟味して採用するものであり，継続雇用を保障することは制度の

趣旨に反するとして否定的な見解を示している（「会計年度任用職員制度の導入等

に向けた事務処理マニュアル」等）。しかし，会計年度任用職員が担う職は，事務

補助，保育士，図書館司書，障害児介助員，各種相談員等，元々正規公務員が担っ

ていたか，人数さえ足りていれば正規公務員が担うことになる職である。その業務

は恒常的なものであって，1 会計年度ごとに必要だったり不要だったりするもので

はない。自治体は，地方行政を担う責任者として，サービスの受け手である地域住

民とも連携して，その実態を前面に押し出し総務省のマニュアルに敢然と立ち向か
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うべきである。

④　なお，総務省は，会計年度任用職員制度を導入する際，地方公共団体の一般職の

任期付職員の採用に関する法律に基づく任期付公務員の活用も奨励していた。しか

し，任期があるという点で身分の不安定さは変わらない。任期付公務員という身分

で実質は臨時・非常勤職員や会計年度任用職員と同じ働き方をしている非正規公務

員がいるという実態を踏まえ，恒常的な職を担う公務員は任期の定めのない職員と

して採用すべきである。

(3) 会計年度任用職員の待遇改善

①　会計年度任用職員と正規公務員との待遇の格差是正も重要な課題である。短時間

労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（パート・有期労働法）

8 条は，パート・有期雇用労働者と通常の労働者（正社員）との労働条件の不合理

な格差を禁止する。パート・有期労働法は地方公務員には適用されないが，その趣

旨は当然に地方公務員にもあてはまるものである。

②　しかしながら，実際には会計年度任用職員の処遇と正規公務員の処遇との間に絶

望的な格差がある。詳細は第 1 章第 7 節第 2 で述べたとおりである。

③　2018 年 1 月，当時の安倍晋三内閣総理大臣は，国会における施政方針演説にお

いて，同一労働同一賃金を実現し「この国から『非正規』という言葉を一掃する」

と述べた。その理は当然に地方公務員にも及ぶものであろう。同一労働同一賃金と

いう時，何をもって「同一労働」と評価するのかが問題になりうるが，その評価の

ツールの一つとして職務評価がある。職務評価は職務内容を細かく分析して評価項

目と採点表を作り，同じ職務を担う正規労働者と非正規労働者がそれぞれ採点して，

その点数の差と実際の賃金の差が見合っているかどうかを確認するものである。専

門的知識が必要であり未だ広く浸透している手法とは言えないが，地方自治体の業

務は，全国で共通するものも多く正規公務員と非正規公務員の仕事も比較しやすい

ので，職務評価の手法に馴染みやすいと言える。こういった職務評価の手法なども

取り入れながら，具体的に会計年度任用職員の処遇改善を図るべきである。

④　この時に自治体側で障壁となるのが，財政問題である。2020 年 4 月に会計年度

任用職員制度が導入される際，期末手当の支給等により人件費負担が増えることか

ら，自治体は外部委託を決め，臨時・非常勤職員を雇止めにした例もあると聞く。

事ほどさように，自治体にとって人件費の負担は重いものなのである。しかしなが

ら，「任期の定めのない常勤職員による公務運営」が原則である以上，その原則に

近づくための財源を確保するのは自治体の責務であり，国は地方交付税などを通じ

て自治体に会計年度任用職員の処遇改善を可能ならしめるよう，必要な施策を講じ

るべきである。

３　自治体によるアウトソーシングの縮小・（再）公営化の取組３　自治体によるアウトソーシングの縮小・（再）公営化の取組

ＰＦＩや公の施設の「指定管理者制度」など今世紀から始まった自治体による新たなア

ウトソーシングによって，これまで現場を担ってきた職員が非正規化・貧困化し，住民サー

ビスが劣化・後退するなど，ゆゆしき事態が全国各地で進行している。

このような事態を押し返すためには，世界で広がりつつある脱民営化・（再）公営化の理
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念・運動を我が国でも強化・普及していく必要がある。

（再）公営化は，一度民営化された公共サービスを再び公の領域に取り戻すことのみを

指しているわけではなく，新たな公共サービスを創出することをも意味している。

（再）公営化による最も直截的な成果は公的サービスのコスト削減，そしてサービスの

改善である。新自由主義では，民営化や官民連携（ＰＰＰ），アウトソーシングは財政負担

を減らすと説明されるが，実は公的セクターが事業を担った方がコストパフォーマンスは

高い。民営化されたサービスが結果として高コストになりやすいのは，①委託先の企業は

利益を上げて株主や親会社に配当金を支払う必要があるため，短期的な目先の利益に飛び

つく傾向が強く，②民営化によってサービスやプロジェクトそのものが複雑化し，委託契

約書作成の費用や，コンサルタント等に支払う費用など余計なコストが増加し，③委託先

の企業は業務を他の会社に更にアウトソーシングする傾向が強く，そのためコストが更に

膨張しやすく，④民間企業は財務管理に関して長期的視野に欠けることが多く，⑤公共機

関が支払う利子のレートは民間企業の場合より低く設定されていることが多いため，公共

機関の借入れコストの方が安い場合が多いなど，民営化によって公的サービスが市場経済

に投げ込まれ，剥き出しの資本の論理に直面するためである。また，公的サービスが公共

機関のもとに取り戻されると，税金やサービス利用料などの収入がサービス改善のために

そのまま投資されるため，公的サービスの持続可能性も担保しやすくなる（当然のことな

がら，民間企業は倒産の危険とも隣り合わせである）。

前述のとおり，公共サービスやインフラの民営化は労働者の権利を擁護するための慎重

な仕組みに欠けており，現場労働者の非正規化・貧困化を促進してきた。また，委託を受

けた民間企業がコスト削減のために現場労働者の人員を減らしたり，労働条件を引き下げ

たりするなど雇用の不安定化をもたらすことによって，結局は公的サービスの劣化にもつ

ながっている。このような悪循環を断つためにも（再）公営化の取組を進め，地域の共通

資産を増やし，地場経済の活性化を実現する必要がある。

廃棄物回収処理，食，清掃，情報通信などの公共サービスを民間から取り戻したり，新

たに開始したりすることは，地域コミュニティの変革にもつながる。また，公共サービス

による利益がコミュニティに再投資され，経済が地域化される可能性も遙かに高まる。自

治体の各種機関や病院，大学，美術館，公的な情報通信サービス企業など地域に根ざした

「拠点機関」の物資やサービスの購買力は大きく，これら「拠点機関」が必要な物資やサー

ビスを地域で調達することで地域経済を活性化することもできる。

更に，質の高い公共サービスが都市から地方まで全ての人に供給されるようになれば，富

が再分配されるようになり，地域的な不平等の是正も可能となる。また，必要不可欠な公

共サービスが公的に所有され，民主的に管理されれば，地域の共通資産の構築や経済の地

域化，住民共通のニーズの充足等がより効率的に実現されるようになる。全ての地域住民

が尊厳ある豊かな生活を送ることができるように，あらゆる公共サービスへの普遍的なア

クセスを求める理念・運動の強化に取り組むべきである。

４　韓国における公共部門非正規職無期転換化の取組 ４　韓国における公共部門非正規職無期転換化の取組 

韓国の首都ソウル市では，弁護士出身のパク・ウォンスン氏が市長に就任した後，公共

部門の人員体制につき，様々な改善施策が採られてきた。
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パク・ウォンスン市長の下で，ソウル市は，2012 年より公共部門で働く非正規職員の無

期転換化に取り組むようになった。その後，2014 年 3 月には労働者権益保護条例制定，同

年 12 月には生活賃金条例制定（約 1 万人に適用），2015 年 2 月に労働権益センター設置，

2016 年 1 月には感情労働条例制定，同年 2 月には労働政策局設置，2016 年 10 月には労働

理事制条例制定と，次々と市独自の労働政策を実現していった。そして，これらの施策は，

文在寅政権発足後，国レベルの政策としても採用されるようになり，ソウル市のみならず，

他の地方都市にも拡大する傾向を見せている。

韓国においても，非正規職労働者の増加と，その労働条件の低さが社会問題化している。

韓国における非正規雇用率は，韓国統計庁の発表する数字では，2019 年 8 月時点で 36.4%，

非正規労働者数は 748 万 1000 人であり，非正規雇用率は日本と同水準である。その平均賃

金水準は，概ね正規職の半分程度である。

文在寅政権下での公共部門非正規職の無期転換化施策においては，「常時・持続的業務」

に従事している非正規職を無期転換するものとされている。「常時・持続的業務」とは，1

年の間に 9 か月以上継続している業務であり，今後 2 年以上継続することが予想されるも

のをいう。例外として，事業の完了期間または機関の存続期間が明確な業務や，休職代替，

失業・福祉対策として提供される経過的雇用，60 歳以上の高齢者雇用の場合などが挙げら

れている。文在寅政権は，2020 年までに公共部門の非正規職 20 万 5000 人を無期転換する

ことを目標に掲げており，2019 年段階で，中央・地方を併せ，18 万 0192 人の公共部門非

正規職の無期転換が実現している。

無期転換化は，第 1 段階として，中央省庁や地方公共団体の直接雇用職員で実行され，さ

らに第 2 段階として，公社・公団・財団等の，出資先となる外郭団体においても推進され

ている。さらに第 3 段階として，民間委託への拡大が検討されている。

公共部門非正規職の無期転換化は，非正規職からの賛成率が 68.6% と，非正規職当事者

からの支持を得ている。この支持は，雇用の安定をもたらすという積極面に対する支持と

いえる。

しかし，無期転換化は賃金水準の改善を伴うものではないので，無期転換後も相対的賃

金格差が残るという課題がある。この点の課題は，既存正規職との格差を是正すべきであ

るという方向性と，公務人件費の国民負担増大の抑制という方向性が対立する問題となる。

この点については，国や地方公共団体が，業種別の「標準賃金体系」を作成し，その賃金

体系の中で勤務年数に応じた昇給表を定めることにより，漸進的に格差是正を図るという

方法が採られている。一例を挙げると，ソウル市においては，2020 年 1 月 29 日，市から

業務委託を受けている公共図書館の労働者の実態調査を踏まえ，公共図書館の労働者の処

遇・地位向上のための「ソウル市公共図書館司書権益保護のための条例」の制定と「労働

者のための図書館運営規定勧告案」の策定，図書館の労働者の不安定な雇用や労働環境改

善のための「図書館司書賃金標準案」の策定，司書の雇用と運営改善案を含む「公共図書

館運営ガイドライン」の制定を発表している。

５　今後の取組へ５　今後の取組へ

(1) 正規・非正規公務員間の格差を是正するために 

①　常勤職員（正規公務員）は，条例で給与その他の勤務条件が細かく定められてお
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り，定年までの雇用と普通昇給，退職金が保障されている。一人の常勤職員を採用

し定年まで雇用を継続すれば，社会保障料なども含めた人件費は億単位の莫大なも

のとなり，地方自治体の大きな経済的負担となる。一方で，会計年度任用職員は，

雇用の保障もなければ，昇給も無いかあっても微々たるものであり，退職金その他

の手当も実態としてはほぼ無いに等しい。両者の格差は著しく，格差是正は喫緊の

課題であるが，より根本的な問題は，この「100 か 0 か」の選択しかないことである。

②　会計年度任用職員をすべて正規公務員に転換することは直ちには実現できないか

もしれない。現在の正規公務員の労働条件を引き下げることもすべきではない。こ

の点で，前述の韓国ソウルの政策が参考になる。会計年度任用職員は，給料の低さ

も問題であるが，「雇用の保障がない」ということがより深刻な問題である。まず

は恒常的業務に従事する会計年度任用職員について，定年までの雇用継続を保障す

るところから始めるべきである。そして，西村美香成蹊大学法学部教授が紹介した

オーストラリア連邦政府の事例や諸外国の例も研究しながら，給与制度についても

柔軟な制度設計ができないか検討すべきである。辻琢也一橋大学大学院法学研究科

教授が，アメリカの市町村職員数は日本に比して多いと指摘したことは前述のとお

りであるが，アメリカの市町村職員の平均賃金は，日本よりも総じて低いことも同

時に指摘している。現在の給与制度に拘泥する限り，正規・非正規公務員間の格差

は解消されないので，給与の在り方についても現存の制度にとらわれない柔軟な発

想で制度設計を考えるべきである。

(2) 自治体の取組事例

①　任期の定めのない短時間勤務職員

  大阪府箕面市では「任期の定めのない短時間勤務職員制度」の導入を検討してい

る。この制度の導入を牽引した倉田哲郎前箕面市長によれば，例えば市立小中学校

の支援教育介助員など，フルタイムで雇用するほどの業務量はないものの，経験と

人間関係の連続性が重要であって継続的な雇用を必要とする職種が存在するという。

そして，そのような職種については，継続的かつ安定的な雇用を図るために短時間

勤務であっても任期の定めのない雇用形態とすることが求められるとのことである。

しかし，現行法令では地方自治体における任期の定めのない短時間勤務職員の雇用

を禁じる規定は存在しないものの，総務省はそのような雇用形態は認められないと

の見解を示しており，実現に至っていないという。

②　半官半Ｘ

  島根県隠岐郡海士町では「半官半Ｘ」というユニークな取組を始めている。地方

では，夏は農業，冬は漁業。その合間にお店も経営し，などといった多業種をこな

しながら生活している人が珍しくない。その風土の中で，公務員も庁舎を飛び出し

て町民とともに現場で働くことにより様々な職を経験し，まちづくりを盛り上げて

いこうという試みである。しかし，現在の地方公務員法では，許可があれば兼業は

できるものの（地方公務員法 38 条），一方で職務専念義務もあり（同 35 条），その

活用には限界がある。

③　上記のいずれも，従来の地方公務員制度，地方公務員増にとらわれない新たな取

組である。その分，現在の慣例や現行法との関係が問題となり，実態に合わせて制
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度や法律を変えていくことも検討すべきであることを示唆している。

(3) 人材育成

①　正規の地方公務員は，通常，数年ごとに異動しいろいろな職場を経験するという

人事サイクルになっていることが多い。地方自治体の仕事は多種多様で，部署間の

移動は転職と同じくらい，全く異なる未知の職との遭遇である。そして，ようやく

仕事を覚えて慣れてきたと思うとまた次の部署へ，ということになる。採用された

以上は地方自治体のいかなる仕事もこなすオールラウンドプレーヤーになることが

求められており，典型的なメンバーシップ型雇用といえる。

②　組織として一定の人事異動は必要だとしても，あまりにも広範な職種，あまりに

も短期間での異動により，経験の蓄積ができず，専門性の欠如や市民との信頼関係

構築ができないといった弊害が生じることがある。一方，非正規公務員はその職種

限定で採用されるジョブ型雇用であることが多く，異動せずに同じ部署で仕事をす

る。しかも相談窓口等の市民と接する仕事を担当することが多いので，市民からす

れば非正規公務員の方が顔なじみで業務にも詳しく信頼できる存在ということにな

る。その結果，「専門業務は専門家を非正規公務員として雇用すればよい」という

思考へ流れていくこととなる。また，専門性のない正規公務員が担当するよりは，

民間の専門事業者に委託する方がよい，という発想も生まれ，民間委託が促進され

る要因にもなる。

③　正規公務員がオールラウンドプレーヤーである必要性がどこまであるのか，その

検証をすることも，人事制度を考えていく一つの視点になるであろう。「いろいろ

な職場を経験した上で管理職になる」というのは地方公務員の王道とも言えるが，

いろいろな職場を経験しなければ管理職としての仕事ができないわけではない。い

わゆる「オールラウンドプレーヤー神話」により，「現場の専門的な仕事は非正規

公務員や民間委託で」という流れが促進されるのであれば，それは本末転倒である。

地方公務員は公共サービスの担い手という専門家集団であるべきであり，そのため

に最も相応しい人材育成制度を検討すべきである。

(3) 地方再生のための人員体制を

 　こうしてみると，人口減少による財政難から人員削減の必要が生じ，数値目標を掲

げてひたすら定員管理の適正化という名の人員削減に邁進し，そのために非正規公務

員や民間委託を「活用」するという，これまで国が打ち出してきた方針は，人口減少

に対処する唯一の処方箋ではなかったことがわかる。また，そのような方針により，

非正規公務員や受託先の労働者と正規公務員との間の格差が広がることや，公共サー

ビスの質が担保されないといった弊害も生まれることが明らかになった。

 　私達は，①任期の定めのない常勤職員による公務運営の原則に基づき，国は定員抑

制の誘導を止め，恒常的な職務に就く職員は任期の定めのない常勤職員として採用す

べきである。②会計年度任用職員を雇用する場合でも，同一労働同一賃金，均等待遇

のルールに依拠して賃金その他の労働条件を改善すべきである。③行き過ぎた民間委

託を見直すべきである，という提言を行った。上記の国の方針に沿った自治体運営が

あまりにも長く続いてきたため，そこから方針転換することは容易ではないだろう。

しかし，人口が減少するから職員も削減へ，という流れでは先が見えないことははっ
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きりしている。人口減少を前提に，それでも持続可能なまちづくりに向けて，自治体

が住民とともに智恵を絞って，人員体制についても新たな発想で制度設計を考える時

期にきている。国は，地方交付税の在り方を再検討するなどして，自治体の自主性を

尊重し，財政的基盤を保障するとともに，必要に応じて地方自治法や地方公務員法を

はじめとする法令の改正も視野に入れて取り組むべきである。

第３　地方議会における多様な意見の反映第３　地方議会における多様な意見の反映

１　日本における女性の政治参画の著しい遅れ１　日本における女性の政治参画の著しい遅れ

第 1 章第 7 節第 4 において，日本における女性の政治参画が世界各国から著しく遅れて

いる現状にあることを述べた。現時点において，日本は，男女共同参画指数が世界最下位

に近い状況にある。国際的な議員交流団体「列国議会同盟（ＩＰＵ）」のまとめによると，

国会（下院に相当する議会）の女性議員比率の上位 3 か国はルワンダ（61.3%），キューバ

（53.5%），アラブ首長国連邦（50.0%）でいずれも 50% 以上，平均 25.5% であるのに対し，

日本は 9.9%（166 位）で，G7 諸国では最低だった。アジア平均 21.0% からしても，日本は，

アジアの中でも低位にある。

また，世界経済フォーラムが 2021 年 3 月に発表したジェンダー・ギャップ指数（ＧＧ

Ｉ）は，120 位，政治分野では 156 か国中 147 位と世界の中で，著しく低位にある ｡

民主主義社会では，多少な意思が政治や社会の政策・方針決定に公平・公正に反映され

なければならない。政治の場に女性が少ないことは，男女の場面で多様性を欠いているの

である。人口の約半分が女性であるにも関わらず，政治の場では，女性が少数者として「排

除」されてしまっている。女性が，男性とは異なる視点で，消費，家族，介護，高齢者，子

ども，教育，健康・医療等という生活に密着する分野について声を上げ，政策反映させる

ことが，民主主義にとって重要なのである。日本においては男性優位の政治のありようが，

女性の政治参画の障壁となってきた。この障壁を取り除き，女性議員を増やす施策が急務

である。

２　日本の女性の政治参画への取組２　日本の女性の政治参画への取組

(1) 憲法 14 条 1 項において「すべて国民は法の下に平等であって人種，信条，性別，

社会的身分または門地により政治的，経済的，または社会的関係において差別されな

いと定められている。憲法 14 条は，形式的平等および実質的な機会の平等を保障し

ていると解釈されている。すなわち，憲法 14 条は女性が政治参画することについて，

形式的な平等のみならず，政治的参画の機会を実質的に保障することを意味している

のである。

(2) 女性差別撤廃条約の批准

  第 34 回国連総会において，「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条

約」が採択された。日本は，1980 年にこの条約を採択，1985 年に批准して，同年 7

月 25 日，日本における同条約が発効した。同条約 3 条には「締約国は，あらゆる分野，

特に，政治的，社会的，経済的及び文化的分野において，女子に対して男子との平等

を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的と
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して，女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置（立法を

含む。）をとる」とされ，同 4 条には「締約国が男女の事実上の平等を促進すること

を目的とする暫定的な特別措置をとることは，この条約に定義する差別と解してはな

らない。ただし，その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を

維持し続けることとなってはならず，これらの措置は，機会及び待遇の平等の目的が

達成された時に廃止されなければならない」と規定されている。

 　よって，同条約は，男女の実質的機会の平等を実現するために暫定的特別措置を採

ることは差別とならないことを規定している。すなわち，実質的な男女平等の実現の

ためには，暫定的特別措置を取ることが必要なのであり，暫定的特別措置は，ポジティ

ヴ・アクション（ＰＡ）と言われている。

 　そして，女性差別撤廃委員会は，日本における男女平等の進捗状況を審査して，

2016 年 3 月 7 日，「暫定的特別措置に関する本条約第 4 条第 1 項及び委員会の一般勧

告第 25 号（2004 年）に従い，（中略），実質的な男女平等の達成を促進するために必

要な戦略として，法定のクオータ制などの暫定的特別措置を検討することを締約国に

要請する」と勧告している。

(3) 男女共同参画社会基本法の制定

  日本は，1999 年に男女共同参画社会基本法を制定し，「男女共同参画社会の実現を

21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題」とした。同法 9 条には，地方自治体に

おいても，男女共同参画社会の促進するための施策を策定し実施する責務があること

が明記されている。同 2 条の 2 において，積極的改善措置が明記され「前号に規定す

る機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において，男女のいずれか一

方に対し，当該機会を積極的に提供することをいう」とされ，8 条において「国は，

第 3 条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念にのっとり，

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む）を総合的に策

定し，及び実施する責務を有する」としている。

  よって，日本において，実質的な男女平等実現のためには，暫定的な特別措置，す

なわち，ポジティヴ・アクション（ＰＡ）を取ることが，条約上も国内法上も定めら

れているのである。

(4) 男女共同参画基本計画の策定

①　政府は 3 次男女共同参画基本計画（2010 年 12 月 17 日）において，今後特に早

急に取り組むべき喫緊の課題として①実効性のある積極的改善措置（ポジティヴ・

アクション）の推進「社会のあらゆる分野において，2020 年までに，指導的地位

に女性が占める割合が少なくとも 30% 程度になるよう期待する」という目標（2003

年 6 月 20 日男女共同参画推進本部決定。以下「202030 の目標」という。）の達成に

向けて，取組の強化・加速が不可欠である。クオータ制（割当制）やインセンティ

ブ付与，ゴール・アンド・タイムテーブル方式など多種多様な手段のうち，分野や

実施主体の特性に応じて，実効性のある積極的改善措置（ポジティヴ・アクション）

を推進する」と数値目標を定めたが，2020 年までにこの数値目標が達成できなかっ

た。

 　なお，30% という数字は，経営学者のロザベス・モス・カンタ―教授の「黄金の
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3 割（社員のやる気を引き起こし，企業の活力のもとになる数は，どちらの性の割

合も 3 割以上）や，原子物理学の用語から援用された「クリティカル・マス」のコ

ンセプト（ある現象が連鎖的進行を引き起こす際の量的境界のこと。または決定的

多数を指す）に由来している。

  指導的地位に占める女性割合が，30% に満たない時は，多数派である男性が主導し，

組織的に変化は生じない。少数派である女性は，多数派である男性の規範に従って

動かざるを得ない。女性の割合が 30% を超えた時，男性と女性の多様性のみならず，

女性の中にある多様性も意思決定に反映され，多様なニーズの取り込みと組織の変

化につながるのである。

②　第 4 次男女共同参画基本計画（2015 年 12 月 25 日）

  政府は第 4 次基本計画において「政治分野における女性の参画拡大は，政治に多

様な民意を反映させる観点から極めて重要である。政治分野が率先垂範してあるべ

き姿を示すことができるよう，政党等における実効性のあるポジティヴ・アクショ

ンの導入を促すべく，政府として，必要な調査研究や情報提供を行うとともに，政

党等に対し積極的に働きかけを行う。候補者の一定割合を女性に割り当てるクオー

タ制等ポジティヴ・アクション導入について，各政党において検討が進められるよ

う，調査研究を行い，参考となる情報等も活用しつつ，各政党に対し，自主的な導

入に向けた検討を要請する」とし，政党内での候補者の一定割合を女性に割り当て

る制度の導入を促している。

③　第 5 次男女共同参画基本計画（2020 年 12 月 25 日）

  政府が，第 3 次基本計画で定めた 202030 の目標は，達成できなかったことを受け，

第 5 次基本計画では「国際社会において，2030 年までにジェンダー平等の達成を

目指していることも踏まえ，2020 年代の可能な限り早期に指導的地位に占める女

性の割合が 30% 程度となるよう目指して取組を進める。国会議員女性候補者を 2025

年までに 35%，統一地方選挙女性候補者も 2025 年までに 35% とする」との数値目標

を定めた。

(5) 政治分野における男女共同参画推進法（候補者男女均等法）の制定

①　2018 年 5 月 23 日，政府は，政治分野における男女共同参画推進法を施行した。

  同法 2 条において「衆議院議員，参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選

挙において，政党その他の政治団体の候補者の選定の自由，候補者の立候補の自由

その他の政治活動の自由を確保しつつ，男女の候補者の数ができる限り均等となる

ことを目指して行われるものとする」として候補者の男女均等を目指し，3 条にお

いては，国及び地方自治体が「前条に定める政治分野における男女共同参画の推進

についての基本原則にのっとり，政党その他の政治団体の政治活動の自由及び選挙

の公正を確保しつつ，政治分野における男女共同参画の推進に関して必要な施策を

策定し，及びこれを実施するよう努めるものとする」，4 条において「政党その他

の政治団体は，基本原則にのっとり，当該政党その他の政治団体に所属する男女の

それぞれの公職の候補者の数について目標を定める等，自主的に取り組むよう努め

るものとする」と定められた。

 　候補者男女均等法は法的拘束力がないが，同法施行後の選挙における女性候補者
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の割合は，2019 年 7 月の参議院選挙では，女性候補者の割合は前回比 3.4 ポイント

増の 28.1% で，過去最高を更新した。野党が積極的に女性候補を立てたのが主な要

因である。2019 年 4 月の統一地方選の女性候補者は 17.3% にとどまった。「候補者

男女均等」には，ほど遠い現状である。

②　候補者男女均等法の改正

  2021 年 6 月 10 日，候補者男女均等法が改正された。その概要は，男女を問わず

立候補や議員活動等をしやすい環境整備などが必要であるとし，政党等がより積極

的な取組を行うこととなるよう促進することとし，国・地方公共団体の施策を強化

した。取組項目の例示として，男女の候補者数の目標設定のほか，候補者の選定方

法の改善，人材の育成，セクハラ・マタハラ等への対策を明記し「性的な言動，妊

娠または出産に関する言動などに起因する問題の発生の防止」を目指した条文を新

設した。このような環境整備の義務を国だけでなく地方自治体にも課し，研修の実

施や相談体制の整備等の対応を求めている。

３　日本における女性の政治参画の遅れの原因３　日本における女性の政治参画の遅れの原因

以上のように，日本においても，1985 年女性差別撤廃条約の批准，1999 年男女共同参画

基本法の制定と第 1 次から第 5 次基本計画の策定，2018 年政治分野における男女共同参画

推進法（候補者男女均等法）の制定と 2021 年の同法改正と，女性の政治参画推進をはかっ

てきたものの，その成果は，男女均等には程遠く，30% の目標も達成できていない。何が

原因であろうか。日本においては，女性差別撤廃条約 4 条の暫定的特別措置，男女共同参

画基本法 8 条の積極的是正措置，つまり，クオータ制を始めとする有効なポジティヴ・ア

クション（ＰＡ）がとられていないからと言える。

４　諸外国でのクオータ制導入による女性議員の増加４　諸外国でのクオータ制導入による女性議員の増加

(1) クオータ制の始まり

  クオータ制とは，割当を意味し，一定数の議席を女性に割り当てる議席リザーブ型

と候補者の一定割合を女性に割り当てる候補者リスト型がある。諸外国ではクオータ

制など効果的なポジティヴ・アクション（ＰＡ）を活用して，女性議員を増やしてき

た。

  1975 年にノルウエーの政党が，立候補者の 40% を女性にするという制度を採用し

たのが始まりであり，法律によって初めてクオータ制を導入したのは，1991 年に，

立候補者の 30% の女性枠を規定したアルゼンチンであるとされる（三浦まり　『ジェ

ンダークオーター世界の女性議員はなせ増えたか』明石書店　2014 年初版）。

  フランスでは 1982 年，イタリアでは 1995 年に強制クオータ制が違憲であるとの判

決が出たことから（積極的是正措置を目的とした法律が必要），憲法改正をして違憲

性を克服し，女性議員の増加を果たしてきている。

(2) 諸外国における女性議員の増加

  1997 年 1 月，列国議会同盟（ＩＰＵ）加盟の世界各国議会（下院又は一院制議会）

全体の女性議員比率平均は，12.0% に過ぎなかった。それが 2000 年 1 月には 13.5%，

2010 年 1 月には 19.0% と伸び続け，直近の 2020 年の統計では平均 25.5% だった。近年，
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先進国のみならず，多くの国の議会における女性議員比率が急速に高まってきている。

(3) 世界のクオータ制の導入状況－世界の約 3 分の 2 の 130 か国

  世界各国のクオータ制の導入状況については，民主主義・選挙支援国際研究所（ＩＤ

ＥＡ）が「ジェンダークオータデータベース」を最新の状況をホームページ上に公表し

て随時更新しており（https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-

overview），2021 年 8 月現在，世界の約 3 分の 2 に当たる 130 か国で様々な形のクオー

タ制が導入されており，クオータ制がある国の女性の平均代表レベルは 26.8% となって

いる（図表 15）。

  2020 年に国政選挙が行われた 57 か国のうち，25 か国が議席や候補者の一定割合を女

性に割り当てるクオータ制を採用している。こうした国々では，女性議員の比率は平均

27.4% で，クオータを採用していない国より 11.8 ポイント高かった。

 　諸外国におけるクオータ制をはじめとする政治分野の男女共同参画のための取組につ

いては，内閣府のパンフレットが参考となる（出典：内閣府パンフレット 諸外国にお

ける政治分野の男女共同参画のための取組（2020 年 3 月作成） https://www.gender.

go.jp/policy/seijibunya/pdf/pamphlet.pdf）。

図表 15

No. 国 クォータタイプ
前回の選挙

結果
議会の女
性の割合

1 アフガニスタン 単一 / 衆議院の法定割当 248 の 67 27%
（SNTV） サブナショナルレベルでの法定割り当て

2 アルバニア 単一 / 衆議院の法定割当 122 の 36 29.50%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

3 アルジェリア 単一 / 衆議院の法定割当 407 の 33 8.10%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

4 アンゴラ 単一 / 衆議院の法定割当 220 の 65 29.50%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

5 

アルゼンチン 単一 / 衆議院の法定割当

257 の 109 42.40%
（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

6 アルメニア 単一 / 衆議院の法定割当 132 の 30 22.70%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

7 オーストラリア サブナショナルレベルでの法定割り当て 151 の 47 31.10%
（AV） 政党によって採用された自主的割当

8 オーストリア サブナショナルレベルでの法定割り当て 183 の 73 39.90%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

9 バングラデシュ 単一 / 衆議院の法定割当 350 の 73 20.90%
（FPTP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

10 
ベルギー 単一 / 衆議院の法定割当

150 の 63 42%（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

11 

ボリビア 単一 / 衆議院の法定割当

130 の 60 46.20%
（MMP） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

12 ボスニア・ヘルツェゴビナ 単一 / 衆議院の法定割当 42 の 11 26.20%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

13 ボツワナ サブナショナルレベルでの法定割り当て 65 の 7 10.80%
（FPTP） 政党によって採用された自主的割当
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14 

ブラジル 単一 / 衆議院の法定割当

513 の 78 15.20%
（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

15 ブルキナファソ 単一 / 衆議院の法定割当 127 の 8 6.30%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

16 
ブルンジ 単一 / 衆議院の法定割当

123 の 47 38.20%（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

17 カーボベルデ サブナショナルレベルでの法定割り当て 72 の 19 26.40%
（リスト PR）

18 カメルーン サブナショナルレベルでの法定割り当て 180 の 61 33.90%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

19 カナダ サブナショナルレベルでの法定割り当て 338 の 100 29.60%
（FPTP） 政党によって採用された自主的割当

20 
チリ 単一 / 衆議院の法定割当

155 の 35 22.60%（リスト PR） 参議院の法定割当

　 政党によって採用された自主的割当

21 中国 単一 / 衆議院の法定割当 2975 年の
742 24.90%

（直接選挙なし） サブナショナルレベルでの法定割り当て

22 
コロンビア 単一 / 衆議院の法定割当

170 の 32 18.80%（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

23 コンゴ民主共和国 　 500 の 64 12.80%
（FPTP リスト PR）

24 
コスタリカ 単一 / 衆議院の法定割当

57 の 26 45.60%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

25 コートジボワール サブナショナルレベルでの法定割り当て 249 の 32 12.90%
（FPTP PBV） 政党によって採用された自主的割当

26 
クロアチア 単一 / 衆議院の法定割当

151 の 47 31.10%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

27 キプロス サブナショナルレベルでの法定割り当て 56 の 8 14.30%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

28 チェコ共和国 参議院の法定割当 200 の 46 23%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

29 ジブチ 単一 / 衆議院の法定割当 65 の 17 26.20%
（MMP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

30 ドミニカ共和国 単一 / 衆議院の法定割当 190 の 53 27.90%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

31 エクアドル 単一 / 衆議院の法定割当 137 の 52 38%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

32 
エジプト 単一 / 衆議院の法定割当

591 の 162 27.40%（TRS PBV） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

33 
エルサルバドル 単一 / 衆議院の法定割当

84 の 23 27.40%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

34 赤道ギニア サブナショナルレベルでの法定割り当て 100 の 23 23%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

35 エリトリア 単一 / 衆議院の法定割当 150 の 33 22%
（直接選挙なし） サブナショナルレベルでの法定割り当て

36 エスワティニ 単一 / 衆議院の法定割当 73 の 7 9.60%
（FPTP） 参議院の法定割当

37 エチオピア サブナショナルレベルでの法定割り当て 547 の 212 38.80%
（FPTP） 政党によって採用された自主的割当
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38 

フランス 単一 / 衆議院の法定割当

577 の 228 39.50%
（TRS） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

39 ジョージア 単一 / 衆議院の法定割当 150 の 31 20.70%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て

40 ドイツ サブナショナルレベルでの法定割り当て 709 の 223 31.50%
（MMP） 政党によって採用された自主的割当

41 
ギリシャ 単一 / 衆議院の法定割当

300 の 65 21.70%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

42 グアテマラ 政党によって採用された自主的割当 160 の 31 19.40%
（リスト PR）

43 ギニア 単一 / 衆議院の法定割当 114 の 19 16.70%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て

44 ガイアナ 単一 / 衆議院の法定割当 70 の 25 35.70%
（リスト PR）

45 ハイチ 単一 / 衆議院の法定割当 119 の 0 0%
（TRS） 参議院の法定割当

46 ホンジュラス 単一 / 衆議院の法定割当 128 の 27 21.10%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

47 ハンガリー サブナショナルレベルでの法定割り当て 199 の 25 12.60%
（MMP） 政党によって採用された自主的割当

48 アイスランド サブナショナルレベルでの法定割り当て 63 の 25 39.70%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

49 インド サブナショナルレベルでの法定割り当て 540 の 78 14.40%
（FPTP）

50 インドネシア 単一 / 衆議院の法定割当 575 の 121 21%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

51 イラク 単一 / 衆議院の法定割当 329 の 87 26.40%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

52 アイルランド 単一 / 衆議院の法定割当 160 の 36 22.50%
（STV）

53 イスラエル サブナショナルレベルでの法定割り当て 120 の 29 24.20%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

54 

イタリア 単一 / 衆議院の法定割当

630 の 225 35.70%
（パラレル） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

55 ジョーダン 単一 / 衆議院の法定割当 130 の 15 11.50%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

56 

ケニア 単一 / 衆議院の法定割当

347 の 75 21.60%
（FPTP） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

57 
大韓民国 単一 / 衆議院の法定割当

300 の 57 19%（MMP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

58 コソボ 単一 / 衆議院の法定割当 120 の 39 32.50%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

59 キルギスタン サブナショナルレベルでの法定割り当て 117 の 20 17.10%
（リスト PR）

60 レソト 単一 / 衆議院の法定割当 120 の 28 23.30%
（MMP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

61 リベリア 単一 / 衆議院の法定割当 73 の 8 11%
（FPTP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

62 リビア 単一 / 衆議院の法定割当 188 の 30 16%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て
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63 リトアニア サブナショナルレベルでの法定割り当て 141 の 39 27.70%
（パラレル） 政党によって採用された自主的割当

64 ルクセンブルク サブナショナルレベルでの法定割り当て 60 の 19 31.70%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

65 マラウイ サブナショナルレベルでの法定割り当て 192 の 44 22.90%
（FPTP） 政党によって採用された自主的割当

66 マレーシア 政党によって採用された自主的割当 222 の 33 14.90%
（FPTP）

67 
マリ 単一 / 衆議院の法定割当

121 の 33 27.30%（TRS） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

68 マルタ サブナショナルレベルでの法定割り当て 67 の 9 13.40%
（STV） 政党によって採用された自主的割当

69 モーリタニア 単一 / 衆議院の法定割当 153 の 31 20.30%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て

70 モーリシャス サブナショナルレベルでの法定割り当て 70 の 14 20%
（BV）

71 

メキシコ 単一 / 衆議院の法定割当

500 の 241 48.20%
（MMP） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

72 モルドバ共和国 単一 / 衆議院の法定割当 101 の 40 39.60%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

73 モンゴル 単一 / 衆議院の法定割当 75 の 13 17.30%
（BV） サブナショナルレベルでの法定割り当て

74 モンテネグロ 単一 / 衆議院の法定割当 81 の 20 24.70%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

75 モロッコ 単一 / 衆議院の法定割当 395 の 81 20.50%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

76 モザンビーク サブナショナルレベルでの法定割り当て 250 の 106 42.40%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

77 ナミビア サブナショナルレベルでの法定割り当て 104 の 46 44.20%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

78 
ネパール 単一 / 衆議院の法定割当

275 の 90 32.70%（パラレル） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

79 オランダ サブナショナルレベルでの法定割り当て 150 の 59 39.30%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

80 ニュージーランド 政党によって採用された自主的割当 120 の 58 48.30%
（MMP）

81 
ニカラグア 単一 / 衆議院の法定割当

91 の 43 47.30%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

82 
ニジェール 単一 / 衆議院の法定割当

166 の 43 25.90%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

83 北マケドニア共和国 単一 / 衆議院の法定割当 120 の 47 39.20%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

84 ノルウェー サブナショナルレベルでの法定割り当て 169 の 75 44.40%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

85 
パキスタン 単一 / 衆議院の法定割当

342 の 69 20.20%（パラレル） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

86 パナマ 単一 / 衆議院の法定割当 71 の 16 22.50%
（FPTP リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て
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87 

パラグアイ 単一 / 衆議院の法定割当

80 の 12 15%
（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

88 ペルー 単一 / 衆議院の法定割当 130 の 34 26.20%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

89 フィリピン サブナショナルレベルでの法定割り当て 304 の 85 28%
（パラレル） 政党によって採用された自主的割当

90 ポーランド 単一 / 衆議院の法定割当 459 の 130 28.30%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

91 ポルトガル 単一 / 衆議院の法定割当 230 の 92 40%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

92 
コンゴ共和国（ブラザビル）単一 / 衆議院の法定割当

151 の 17 11.30%（TRS） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

93 ルーマニア サブナショナルレベルでの法定割り当て 329 の 61 18.50%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

94 
ルワンダ 単一 / 衆議院の法定割当

80 の 49 61.30%（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

95 サモア 単一 / 衆議院の法定割当 50 の 5 10%
（FPTP）

96 サンマリノ 単一 / 衆議院の法定割当 60 の 20 33.30%
（リスト PR）

97 サントメ・プリンシペ 単一 / 衆議院の法定割当 55 の 13 23.60%
（リスト PR）

98 サウジアラビア 単一 / 衆議院の法定割当 151 の 30 19.90%
（直接選挙なし） サブナショナルレベルでの法定割り当て

99 セネガル 単一 / 衆議院の法定割当 165 の 71 43%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て

100 セルビア 単一 / 衆議院の法定割当 250 の 98 39.20%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

101 シエラレオネ サブナショナルレベルでの法定割り当て 146 の 17 11.60%
（FPTP）

102 スロバキア サブナショナルレベルでの法定割り当て 150 の 34 22.70%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

103 
スロベニア 単一 / 衆議院の法定割当

90 の 24 26.70%（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

104 ソロモン諸島 単一 / 衆議院の法定割当 50 の 4 8%
（FPTP）

105 ソマリア 単一 / 衆議院の法定割当 275 の 67 24.40%
（直接選挙なし） サブナショナルレベルでの法定割り当て

106 南アフリカ サブナショナルレベルでの法定割り当て 400 の 185 46.30%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

107 南スーダン 単一 / 衆議院の法定割当 383 の 109 28.50%
（移行中） サブナショナルレベルでの法定割り当て

108 

スペイン 単一 / 衆議院の法定割当

350 の 153 43.70%
（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

109 スリランカ サブナショナルレベルでの法定割り当て 223 の 12 5.40%
（リスト PR）

110 パレスチナ 単一 / 衆議院の法定割当 132 の 17 12.90%
（平行） サブナショナルレベルでの法定割り当て

111 スーダン 単一 / 衆議院の法定割当 426 の 133 31.20%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て
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112 スウェーデン サブナショナルレベルでの法定割り当て 349 の 164 47%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

113 スイス サブナショナルレベルでの法定割り当て 200 の 84 42%
（リスト PR） 政党によって採用された自主的割当

114 台湾 単一 / 衆議院の法定割当 113 の 47 41.60%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て

115 
タンザニア，連合共和国 単一 / 衆議院の法定割当

384 の 141 36.70%（FPTP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

116 タイ サブナショナルレベルでの法定割り当て 489 の 77 15.70%
（MMP） 政党によって採用された自主的割当

117 東ティモール 単一 / 衆議院の法定割当 65 の 25 38.50%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

118 トーゴ 単一 / 衆議院の法定割当 91 の 17 18.70%
（リスト PR）

119 チュニジア 単一 / 衆議院の法定割当 217 の 57 26.30%
（リスト PR） サブナショナルレベルでの法定割り当て

120 トルコ 政党によって採用された自主的割当 600 の 104 17.30%
（リスト PR）

121 ウガンダ 単一 / 衆議院の法定割当 529 の 174 32.90%
（FPTP） サブナショナルレベルでの法定割り当て

122 ウクライナ サブナショナルレベルでの法定割り当て 423 の 88 20.80%
（パラレル）

123 アラブ首長国連邦 単一 / 衆議院の法定割当 40 の 20 50%
（直接選挙なし）

124 英国 サブナショナルレベルでの法定割り当て 650 の 220 33.80%
（FPTP） 政党によって採用された自主的割当

125 

ウルグアイ 単一 / 衆議院の法定割当

99 の 24 24.20%
（リスト PR） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

126 
ウズベキスタン 単一 / 衆議院の法定割当

147 の 48 32.70%（TRS） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

127 バヌアツ サブナショナルレベルでの法定割り当て 52 の 0 0%
（SNTV）

128 ベネズエラ 単一 / 衆議院の法定割当 167 の 37 22.20%
（パラレル） サブナショナルレベルでの法定割り当て

129 ベトナム 　 500 の 122 24.40%
（TRS）

130 

ジンバブエ 単一 / 衆議院の法定割当

270 の 86 31.90%
（パラレル） 参議院の法定割当

　 サブナショナルレベルでの法定割り当て

　 政党によって採用された自主的割当

出典：ＩＤＥＡジェンダークオータデータベース

５　ポジティヴ・アクション ( ＰＡ）とクオータ制５　ポジティヴ・アクション ( ＰＡ）とクオータ制

(1) クオータ制は，ポジティヴ・アクション ( ＰＡ）の手法の一種である。

  クオータ制は，ポジティヴ・アクションの中でも厳格型と言われている。ポジティ

ヴ・アクションには，他に中庸型としてタイムテーブル方式（数値目標）やインセン

ティブ付与方式がある。穏健型としては，両立支援，研修，財政支援，環境整備など，

多様な種類がある。

(2) クオータの意味と種類

  上記のとおり，クオータとは，割当を意味し，一定数の議席を女性に割り当てる議
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席リザーブ型と候補者の一定割合を女性に割り当てる候補者リスト型がある。先進国

では候補者型が一般的である。

(3) 効力について，法律による強制型と，政党による自発型・任意型に区別することが

できる。

(4) クオータの種類と効力を組み合わせると次の 3 つとなる。

① 憲法または法律により一定数の議席を女性に割り当てる議席割当制

② 憲法または法律により候補者の一定割合を女性に割り当てる法的候補者割当制

 　遵守を法的に義務付けるか，努力義務とするかは，国によって異なる。

③ 政党により自発的に候補者の一定割合を女性に割り当てる自発的候補者割当制

(5) 選挙制度との関係

  クオータ制が最も効果を上げるのは，選挙制度が拘束名簿式比例代表制（男女交互

名簿式）の場合である。

６　日本におけるクオータ制の導入と検討すべき点６　日本におけるクオータ制の導入と検討すべき点

(1) クオータ制の導入による女性議員の増加は，世界各国の実績が示している。

  日本においても，積極的にクオータ制をはじめとする有効なポジティヴ・アクショ

ン（ＰＡ）を取ることにより，女性の政治参画を推進していかなければ，世界の中で

ますます後れをとることになろう。

(2) クオータ制導入の根拠

 　日本において，クオータ制を導入することの根拠は，憲法 43 条 「両議院は，全国

民を代表する選挙された議員でこれを組織する」の「代表」を「半代表」と解釈すべ

きとされていることや，憲法 14 条，女性差別撤廃条約，男女共同参画社会基本法，

候補者男女均等法から導くことができる。半代表制とは「国民（市民）の意思をでき

る限り公正かつ忠実に政策に反映する」という代表の在り方を意味する。女性の声や

意思をできる限り公正かつ忠実に政策に反映するためには，女性の政治参画を進める

ことが必要であり，憲法 14 条は政治参画の機会の実質的平等を保障している。さらに，

女性差別撤廃条約，男女共同参画社会基本法，候補者男女均等法により，女性の政治

参画は，暫定的特別措置を採ってでも実現することを求められている。以上のように，

クオータ制は，政治分野において，男女の実質的機会の平等を実現するための暫定的

な特別措置であることや女性の意思をできる限り公正かつ忠実に政策に反映させると

の半代表制からも，日本において，クオータ制導入の根拠がある。

(3) 第 5 次男女共同基本計画でも「候補者に占める女性割合を最低限 30% 以上としてい

くことが求められる。そのためには，政党等における実効性のあるポジティヴ・アク

ションの導入を促すことが肝要である」として，政党等にポジティヴ・アクション（Ｐ

Ａ）を求めている。そして，努力目標として，2025 年までに国会議員及び地方議会

議員の女性候補者割合を 35% とするとの数値を示している。しかし，努力目標や政党

等にポジティヴ・アクションの導入を促すだけでは，女性議員増加の実効性はない。

国としてもクオータ制をはじめとする積極的なポジティヴ・アクション（ＰＡ）を取

るべきである。

(4) クオータ制導入において検討すべき点
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①　逆差別ではないか

  クオータ制は，女性に割り当てを行うために，男性への逆差別であるとの指摘も

なされている。しかし，女性差別撤廃条約 4 条には「締約国が男女の事実上の平等

を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは，この条約に定義する

差別と解してはならない。ただし，その結果としていかなる意味においても不平等

な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず，これらの措置は，機会及

び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない」と規定されてい

る。よって，クオータ制は，男女の実質的機会の平等を実現するための暫定的特別

措置であり，逆差別ではない。

②　憲法との関係

  憲法 14 条，43 条，44 条，47 条との関係が問題となりうる。

  憲法学者辻村みよ子氏は，議席リザーブ型クオータについて「憲法 44 条但書き

では，議員の資格について性別による差別が禁じられている点からすれば，47 条

で選挙制度については立法裁量が認められ，43 条の代表制を「半代表制」と解す

べきことを考慮しても，議席リザーブ型は認められない」とされている。そして「法

律による強制型クオータ制として導入可能性があるのは，比例代表選挙における候

補者割当型である。ただし，①形式的平等違反と②男性候補者の立候補自由と政党

の自律権制約について問題となる」とし，「①については，憲法 14 条にも実質的平

等の保障が含まれ，女性差別撤廃条約と男女共同参画基本法において暫定的特別措

置が認められていることから憲法違反になるとは限らない，　②については，正当

かつ合理的な公益目的があり，手続との間に実質的関連性がある場合には制約が許

容されることになる」とする（辻村みよ子　『政治参画とジェンダー』　東北大学出

版会　2007 年）。さらに，「合憲性に疑義がない形で，クオータ制を導入するには，

法律による強制的クオータよりも，政党の自発的クオータが望ましい」としている

（辻村みよ子　『ポジティヴ・アクション－「法による平等」の技法』　岩波新書

2011 年）。

７　地方議会選挙へのクオータ制の導入７　地方議会選挙へのクオータ制の導入

地方議会においても，女性の政治参画を積極的に推進するために，ポジティヴ・アクショ

ンをとる必要がある。地方議会においても，まず，政党が自発的に候補者クオータを導入

して女性議員を増やすべきである。しかし，地方議会選挙の場合，必ずしも政党を基盤と

する選挙ではなく，無所属の候補者が多いので，地方議会の選挙制度改革も検討課題であ

る。政治制度論が専門の大山礼子氏は「政党化の進んでいる都道府県や政令指定都市議会

においては，拘束名簿式比例代表制の採用を検討すべき。市町村議会においては，複数の

候補者を選択できる制度（制限連記制）を導入することも考えられる。戦後まもなく，一

度だけ，衆議院議員選挙に制限連記制が用いられた時には，39 人という当時としては記録

的な数の女性議員が誕生している」と提言されている（辻村・三浦・糠塚編著『女性の参

画が政治を変える』信山社，2020 年，大山礼子『選挙制度改革で政治を変える』）。
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８　地方議会へのその他のポジティヴ・アクションの導入８　地方議会へのその他のポジティヴ・アクションの導入

前述した 2021 年 6 月の候補者男女均等法の改正法は，政党に対して，男女の候補者数の

目標設定のほか（但し，候補者に占める女性の割合について各政党の数値目標の義務化は

見送り），候補者の選定方法の改善，人材の育成，セクハラ・マタハラ等への対策，研修の

実施や相談体制の整備等の対応をとることを規定した。また，改正法では，地方自治体に

対し，女性の政治参画についての社会的障壁等の実態調査や情報収集をするように求め，セ

クハラ・マタハラの防止とそのための研修・相談体制の整備，模擬議会等の人材育成施策，

議会における欠席事由の拡大，議員活動と妊娠・出産・育児・介護等の家庭生活との両立

支援体制の整備を規定し，地方自治体の責務を強化している。

よって，地方自治体は，当該自治体における男女共同参画状況と課題を明確にし，改善

するためのポジティヴ・アクション計画を立てて実践すべきである。その際，中庸型ＰＡ

のタイムテーブル方式（数値目標）やインセンティブ付与方式，穏健型の両立支援，研修，

財政支援，環境整備等も，有効な方法となる。

地方自治体が，住民参加で，政治分野における男女共同参画推進に取り組めば，地方自

治体を活性化させ，多様な意見を反映した施策の実現につながることになる。

地方自治体は，改正候補者男女均等法で定められた地方自治体の責務を果たすことが，肝

要である。

９　多様な意見を反映した地方議会にするために実施すべき取組９　多様な意見を反映した地方議会にするために実施すべき取組

市民の多様な意見を反映させ，地方議会を活性化させることは，住民自治の要である。

改正候補者男女均等法に定められた地方自治体の責務を果たすためには，総務省第 32 次

地方制度調査会答申や，国の第 5 次男女共同参画基本計画に示された具体的な施策を実行

に移すことが必要である。

(1) 総務省第 32 次地方制度調査会答申において，「議会における多様性の確保が必要で

あり，女性の割合を高める為，議会への欠席事由として出産・育児・介護を認めるこ

と，議会活動における旧姓使用を認めること，夜間・休日の議会開催，通年会期性の

活用，柔軟な議会開催の工夫を講じていくことが必要」とされている（2040 年ころ

から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方に対する

答申 22 頁抜粋）。

(2) 2020 年 12 月の第 5 次男女共同参画基本計画には，地方の重視が盛り込まれた。国

会議員選挙の女性候補者比率を 2025 年までに 35% と定めただけでなく，統一地方選

挙の女性候補者も同様に 35% と明記した。地方議会選挙や地方行政など地方の取組課

題を強調したことも，第 5 次計画の特徴である。更に，地方自治体における政治分野

の取組の促進策として下記のような概要を明記した（第 5 次男女共同参画基本計画

23 ～ 24 頁）。

①　男女の議員が活躍しやすい環境整備，女性の地方公共団体の長や地方議会議員の

ネットワークの形成について，政党や地方六団体に要請する。

②　出産に係る産前・産後期間にも配慮した会議規則の整備や，育児・介護等の欠席

事由としての会議規則への明文化が促進されるよう，三議長会〔全国都道府県議会

議長会，全国市議会議長会及び全国町村議会議長会〕に対し標準会議規則の改正を
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要請する。

③　地方議会の環境整備，議会運営や住民参加の取組等におけるデジタル化への対応

等も含めて検討を行う。また，候補者女性の人材育成のため，各地方議会における

「女性模擬議会」等の自主的な取組について情報提供を行う。

④　ハラスメントを含む女性の政治参画への障壁について調査を行い，周知・啓発を

行う。地方議会において，ハラスメント防止に関する研修の実施等が促進されるよ

う三議長会に要請する。

⑤　会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠席規定の整備状況やハラスメント

防止に関する取組の実施状況等，地方公共団体・地方議会における両立支援状況を

はじめとする施策の推進状況を調査し「見える化」の推進や好事例の横展開を行う。

  このように，地方自治体においても，政治分野における女性の政治参画を進めるた

め，改正候補者男女均等法や，第 5 次男女共同参画社会基本計画が示す施策を単なる

掛け声にせず，クオータ制をはじめとする具体的なポジティヴ・アクションを導入し，

実践することが急務である。

１０　外国人の意見の反映－永住外国人に対する地方参政権の付与等１０　外国人の意見の反映－永住外国人に対する地方参政権の付与等

地域に生活の本拠を有し，地域社会の構成員として，地域で学び，働き，各種の納税義

務を履行し，地域に貢献している外国人が増加しており，今後もその増加が予想される。住

民自治という民主主義の理念に照らし，住民を日本国民に限定する理由はなく，国際人権

（自由権）規約も，「すべての市民（every citizen）」に選挙権，被選挙権を保障している

ことから，少なくとも長期間にわたって地域に関わっている住民は，その政治的意見を地

方議会に反映させる機会を確保されるべきである。

そこで，外国人の地方参政権に関しては，その歴史的経緯と生活実態を直視して，公職

選挙法及び地方自治法を改正して，永住者及び特別永住者に対し，選挙権及び被選挙権を

法律をもって付与する措置を講ずるべきである。

第４　地方自治体の在り方第４　地方自治体の在り方

１　公共私の役割分担１　公共私の役割分担

(1) 質の高い公共サービスを提供するために

  人口減少が進む中，自治体が住民ニーズを充たし , 地域経済を支え , 住民の意思を

反映した質の高い公共サービスを提供できるようにするためには , 自治体の在り方を

整備し , 地方自治を充実させる必要があることは論を俟たない。

  総務省では ,2018 年 7 月 3 日に「自治体戦略 2040 構想研究会第二次報告」（以下「報

告書」という。）を公表し , 第 32 次地方制度調査会は ,2020 年 6 月 26 日 ,「2040 年

頃から逆算し顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関

する答申」（以下「答申」という。）を発表した。

(2) 報告書・答申で示された方向性への懸念

  報告書においては , 都道府県・市町村の二層制を柔軟化し , 圏域が主体となって ,
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行政のフルセット主義から脱却し , 圏域単位での行政をスタンダードにするとしてい

た。

  報告書の公表後，第 32 次地方制度調査会での審議を経て発表された答申では，圏

域の法制化には踏み込まなかったものの，地方公共団体が地域の枠を超えて連携し ,

役割分担を柔軟に見直す視点が重要とされ , 広域連携を指向することに変わりはない。

  さらに , 答申では ,「関係市町村の十分な参画を担保する仕組み」として , 中心市

を連携計画作成市町村と言い換えた上で，①「連携計画作成市町村が役割を分担して

施策を実施する際の合意形成過程のルール化」や②「連携計画の進捗管理を行う際の

他の市町村の適切な関与等により , 他の市町村の十分な参画を担保する仕組みを法制

度として設け , これを適切に活用」すること , ③「関係市町村の区域全体の共や私の

担い手が参画する場において連携計画が検討されるようにし , 加えて , 連携計画に盛

り込む取組について共や私の担い手からの提案を可能にする仕組みについても , 同様

に法制度として設けること」が盛り込まれた。

  答申では , 関係市町村が自ら選択する仕組みであれば , 特定の広域連携の枠組みへ

誘導されるという懸念はあたらないという意見も併記されているが , 容易に加入 , 脱

退できる柔軟さが失われ , 将来的には市町村の選択肢を狭めかねないといえる。

  これに対し，答申では , 連携計画作成自治体以外の市町村の参画を担保する確実な

方策は法制度化であり , 関係市町村が自ら選択する仕組みであれば誘導との懸念もあ

たらないとの意見も引用されている。しかし , 市町村の自主性に委ねるべき事柄につ

いて , あえて法制度をもって特定の方向性を示すことは , 自治体の自主性を損ない ,

地方自治の本旨に沿わない結果を招くといえる。

  本答申において法制度化が指向されている連携計画作成自治体を中心とする広域連

携制度は , いわゆる中心市に権限と財源を集中することにつながり , 市町村の対等

性・平等性を行い , 周縁部の市町村との格差を生じさせ , 住民自治と団体自治を脅か

すことにつながりかねない。

  その結果 , さらなる住民サービスの劣化をもたらすことが強く懸念されるところで

ある。

  また，平成の大合併及び連携中枢都市圏構想の実証的な分析検証，国土政策の観点

からの検討及び国土形成計画・都市計画などとの整合性の検討並びに地方自治の本旨

に立脚した検討と全国市長会及び全国町村会等の意見等の十分な考慮をすることのな

いまま，「圏域」またはそれにつながる法律上の枠組みを設けることについて答申す

ることは拙速であると言える（詳細は第 1 編第 2 章第 2 節第 2 参照）。

(3) サービスプロバイダーからプラットフォーム・ビルダーへ

  また , 報告書の中では , 自治体の役割を公共サービスの提供主体であるサービスプ

ロバイダーから公共私が協力し合う場を設定する「プラットフォーム・ビルダー」へ

と転換することも示された。

  ここでは，「公」として行政が，「共」としては地域運営組織を中心とする地域コミュ

ニティ組織の活動が，「私」としてシェアリングエコノミー等がそれぞれ想定されて

いる。

  今後，人口減少により自治体による公共サービスの提供が困難となり，「共」や「私」
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も生活サービスの提供が難しくなっていくことから，自治体の役割をプラットフォー

ム・ビルダーへ転換し，自治体が作った新たな公共私のプラットフォームを地域のサー

ビスの提供・課題解決の担い手として位置付けるものである。

  答申でも ,「市町村は , 行政サービス提供の役割を担うとともに , これらの主体を

ネットワーク化した上で , それぞれの強みが活かされ , 弱みが補われるようにし , 住

民のニーズに応えるサービスの提供や地域の課題解決のために必要な取組を進められ

るようにすることによって , 積極的にプラットフォームを構築していく役割を担うこ

とが期待される。」とされ , 引き続きプラットフォーム・ビルダーへの転換が企図さ

れていることが示された。

(4) 「共」の役割強化と「公」の後退

①　「共」として想定されるのは，地域コミュニティ組織である「地域運営組織」（地

域住民自らが主体となって，地域住民や地元事業体の話し合いの下，それぞれの役

割を明確にしながら，生活サービスの提供や域外からの収入確保などの地域課題の

解決に向けた事業等について，多機能型の取組を持続的に行うための組織）である。

  地域運営組織は，これまで主に自治・相互扶助活動を行ってきた。地域運営組織

は，一般に法人格を持たない任意団体であることが多かったが，答申ではこれに法

人格を与えることにより，契約の締結を容易にする等，活動基盤の整備に触れられ

ている。

  地方自治法上の認可地縁団体は，不動産等に関する権利の保有が目的であれば認

可地縁団体の法人格を取得することができるが，答申ではこれを進めて，不動産等

を保有する予定の有無にかかわらず，地域的な協働活動を行うための法人制度（地

域自治組織）として再構築することが適当とされた。さらに，地域自治組織を運営

する人材の確保，資金の確保も必要とされている。

②　この答申の考え方は，地域運営組織が担ってきた自主的・相互扶助的な活動だけ

でなく，これまで行政が担ってきた市区町村役場の窓口代行業務，コミュニティバ

スの運行，送迎サービス，家事支援等の生活支援業務，体験交流事業・名産品・特

産品の加工・販売等など地域経営型の活動をも地域自治組織が担っていくことを許

容するものと言える。

  また，私的な任意団体である地域運営組織のままでは強制加入や費用の強制徴収，

公権力の行使を伴う任務を担うことはできないが，公法人として地域自治組織を設

立することで，それらの役割を担わせる考え方まで示されている（2017 年 7 月 7

日「地域自治組織の在り方に関する研究会報告書」参照）。

 　「公」の役割は，サービス提供に当たっての基準・利用のルールを定め , 必要に

応じて補助金をサービス提供者に支給することにとどまることになる。

③　また，答申においては，小さな拠点と周辺集落をネットワーク化して形成される

集落生活圏や，いわゆる小さな拠点の運営を担う地域運営組織にも触れられている。

小さな拠点を運営する地域運営組織は共助による支え合いの基盤と位置付けられこ

とになり，この共助のプラットフォームたる地域運営組織を維持するための支援が

「公」である行政の役割となろう。

④　しかし ,「共」をめぐるこれら一連の動きは，本来行政が公の責任において実施
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するべき業務を安価にアウトソーシングし，地域自治組織を行政の下請け組織とし

てとらえることにつながりかねない。

  地域住民の共助の名の下に , 住民に対する公共サービスを提供すべき公的責任を

後退させるなど , さらなる公共サービスの劣化をもたらすことが強く懸念されると

ころである。

(5) 介護保険との比較

 　このような動きは，介護保険の分野で顕著に見られた。介護保険制度というプラッ

トフォームが創設され，営利企業やＮＰＯ法人等がサービスの担い手として位置付け

られた。しかし，介護保険では，要支援者を介護保険から切り離し，地域支援事業へ

と移行する新総合事業が創設され，住民やボランティアがサービスの担い手に取り入

れられるに至った。

  日弁連は , 地域包括ケアシステムの構築に当たっては , 共助の名の下に , 公的責任

で実施すべき施策を後退させ , これを地域住民の互助によって補うことがあってはな

らないという意見を表明しているところである（2014 年 4 月 17 日付け「『地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

案』における介護保険体制に関する意見書」）。

  現在進められている地域運営組織 , エリアマネジメントなどの公共私の連携ないし

コミュニティ組織の再編は , 公である自治体の役割を縮小 , 限定させ , 他方で営利企

業を肥大化させ , 自治会 , 社会福祉法人 , ＮＰＯ , 協同組合などを疲労させるおそれ

がある。

  貧困の拡大による地域の疲弊 , 多様化した住民ニーズに対応するため , 公共私の連

携は重要であるものの , 行政責任を後退させて共や私に依存するのではなく , 行政と

コミュニティ組織とが地域の諸問題を解決する車の両輪となる , 行政の地域化の仕組

みを構築すべきである。

(6) 韓国の取組

  韓国では 2015 年から「出かけていく福祉（チャットン）」という取組が始まっている。

  これは , 行政の在り方を，サービスを提供する機関から , 困難に直面した市民を直

接訪ねて問題を解決する機関に変更し , 住民の生活のいたるところにある福祉の死角

を解消し , さらに福祉や保健 , 住民参加が融合した住民密着型福祉の拠点とするもの

である。

  例えば , ソウル市では , 自治体職員を地域住民の日常生活圏域内に配置し , 住民組

織と連携してアウトリーチ活動を行い , 生活困窮者支援や新型コロナウイルス感染症

対応などの住民支援が行われている。

  地域の主務官が , 町の構成員として地域の多様な人材や機関を繋ぎ , 住民主導の地

域の計画を立てて実践していく。このような取組を通じて , 人と人とがつながる地域

共同体の構築を図るというものである。行政が地域に出て , 地域共同体を構築すると

いう取組は注目に値するものといえる。

(7) 行政責任を後退させるべきではない

 　憲法上，地方自治体には住民の生活に不可欠なニーズを自ら保障する責務がある。

  地域における諸課題を住民自身が解決するという理念は否定されるべきではないが，
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憲法上の責務を果たす方策を検討することなく，行政資源の制約を主な理由として，

行政の責任において果たすべき「公」の役割を安易に「共」に補完させるべきではな

い。

 　そもそも，高齢化が著しく進展した地域においては，民間事業者すら撤退する中で，

生活基盤として必要な各種サービスを住民同士の共助や地域自治組織で担うように求

めることは無理がある。市町村が担う様々な事務を細分化し，一定部分を地域自治組

織に担わせることができたとしても，果たして憲法の保障するような住民自治・団体

自治に代替し得るものか多大な疑問がある。

(8) 行政の地域化を指向すべきこと

 　行政責任を果たしつつ，きめ細かな地域施策を実施するには，行政が地域の中に拠

点を置き，地域の中に入っていくことが必要である。地区・地域ごとに高齢担当職員，

子育て支援担当職員，社会教育担当職員などを配置し，日常生活圏内の住民組織と議

論し，公共施設と密接に連携しながら施策を展開すべきである。将来的には，日常生

活圏ごとに行政の出張所を開設することも考えられる。

  日弁連が視察を行った長野県阿智村では ,「地域」を基盤にした 8 つの地域運営組

織（自治会）が地区計画の策定に深く関与するとともに , 公設図書館の新設や障害者

の通所施設開所といった「課題」を中心とした「村づくり委員会」が設けられ , 活発

に活動していた。村は活動をサポートし , 住民による自治の実践を支援していた。

  効率的に地域の諸課題を解決するためには , 行政の権限をできるだけ地域に移し ,

行政職員と地域住民が議論しながら , 地域課題の解決に向かえるようにすべきである。

そうすれば , 住民の要望から遊離した施策はなくなり , 様々な地域課題の解決に向け

て , 行政と住民が協働していくことで , 誰もが暮らしやすい地域をつくることができ

る。

  住民自治・団体自治の現場においてこそ , 多様な連携協力の基盤となる多様なつな

がりを守り育てることができる。ある時は支えられ , ある時は支える側に回ることが

できる関係が醸成されることで , 一人ひとりが輝き , 地域が輝くことにつながると考

えられる（第 32 次地方制度調査会第 37 回専門小委員会・全国町村会会長の意見）。

(9) 小括

  本来，自治体の在り方 , 公共私の役割などは , 住民の民主的な議論を通じて住民自

身によって決定し , 実現されていくべきものである。

  国は，これまでの自治体の合併に推進を止めるとともに，圏域化 , あるいは中心市

主導型の自治体連携を地方に一方的に押しつけることもすべきではない。また，自治

体の役割をプラットホーム・ビルダーへ転換するといった公共私の役割分担について

も国が一方的に決定すべきではない。

  まずは , 全国市長会及び全国町村会等 , 実際に公共サービスに携わる関係者の意見

を聴取するなどして,地方ごとの課題を具体的に把握し,かつ,地方自治体の平等性・

自立性を尊重して , 課題を住民自身が民主的過程を通じて自律的に解決できる仕組み

を構築するよう取り組んでいくべきである。
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２　住民参加の促進２　住民参加の促進

地方議会において，女性のクオータ制を導入したり，外国人の永住者等に選挙権を認め

たりしても，その自治体の選挙区と定数の状況や，選挙の争点とはなりにくい課題によっ

て，多様な住民の声を議論の過程に反映させることには限界がある。当実行委員会が 2021

年 1 月に浜松市の聴取調査を実施したところ ,2005 年に 12 市町村が合併した浜松市では ,

合併以降に全体の自治体職員数や議員数は大きく減少しており，中山間地域の住民にとっ

ては役所や議員が以前よりも遠い存在に感じられているようである。今後 , 地方自治をさ

らに活性化させるためには，住民参加を促進する取組を広げていく必要がある。以下では，

住民参加の促進に向けた制度や取組を紹介する。

(1) 地域自治区・地域協議会

  地域自治区・地域協議会は，2004 年の地方自治法改正により創設された制度であ

る（地方自治法 202 条の 4 など）。住民自治の充実の観点から，区を設け，住民の意

見を取りまとめる地域協議会と住民に身近な事務を処理する事務所を置くものとされ

ており，市町村に地域自治区を置く場合には，当該市町村の全域に置かなければなら

ないものとされている。そして，地域協議会は，地域自治区の事務所が所掌する事務

に関する事項等のうち，市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必

要と認めるものについて，審議し，市町村長その他の市町村の機関に意見を述べるこ

とができる。また，市町村長は，条例で定める市町村の施策に関する重要事項であっ

て地域自治区の区域に係るものを決定し，又は変更しようとする場合においては，あ

らかじめ，地域協議会の意見を聴かなければならないとされている。全国の設置状況

は，2021 年 4 月 1 日現在で，地域自治区は 18 団体（140 自治区）にとどまっている。

このうち新潟県上越市では，2005 年に合併前の旧町村区域に 13 区，2009 年には合併

前の旧上越市区域に 15 区の自治区を設け，2021 年 6 月末までに合計 4046 回にわたる

地域協議会を開催しており，市から諮問された案件以外にも，身近な暮らしの課題か

ら地域特性を生かしたまちづくりの在り方など自主的に審議した案件もあり，168 件

もの意見書が提出されている（上越市ホームページ「地域協議会の開催予定・活動状

況」）。そして，地域協議会の会議は誰でも傍聴でき，資料もホームページで公開され

ている。このような取組は，住民が地域課題に対する認識を共有して，市政に対する

参加意識を醸成する上で重要な役割を果たすものと評価できる。

(2) 自治体独自の地域自治組織

  地方自治法に基づく地域自治区制度によらず，自治体独自の自治組織を設置してい

る事例もある。地方自治法の地域自治区制度では，自治区ごとに設置される地域協議

会が自治体内部の附属機関として位置付けられ，構成員の選任も市長が行うこととさ

れており，地域協議会の事務所の長は自治体職員が担うこととされている。これに対

し，横須賀市では，このような制度は真の住民自治の確立のために不十分であるとし

て，地域住民による組織の自主性を重んじた制度設計を目指し，独自の地域自治組織

を設置している。横須賀市では,2009年から庁内プロジェクトチームで検討を開始し,

その後 , 検討委員会における議論を経て ,2013 年に「横須賀市地域運営協議会の設置

及び支援に関する条例」が制定された。2019 年 4 月までに地域自治区制度によらな

い 12 の地域運営協議会が設置されている（横須賀市ホームページ「地域運営協議会
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について」）。そして , それぞれの地域運営協議会に地元の自治会，小中学校，ＰＴＡ，

商工会，観光協会，民生児童委員，社会福祉協議会，学識経験者等が委員として参加

し，市民と行政が一緒にまちづくりに取り組んでいる。

(3) 地域運営組織

  住民が地域運営組織を通じて地域課題に自ら取り組むことも住民自治の活性化に資

するものと言える。地域運営組織とは ,「地域の生活や暮らしを守るため，地域で暮

らす人々が中心となって形成され，地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定

めた地域経営の指針に基づき，地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組

織」である。総務省「令和 2 年度　地域運営組織実態把握調査結果」によれば，その

組織数は 2016 年度の 3071 から 2020 年度には 5783 まで増加している。地域運営組織

には地域における互助や共助の機能を期待されており，前記「実態把握調査結果」に

よれば , 地域運営組織の活動内容（複数回答）は，高齢者交流サービス（51.9%），声

かけ・見守りサービス（41.2%），体験交流事業（34.1%），公的施設の維持管理（26.6%）

など多様である。すでに多くの地域運営組織が地域住民の生活を支えていることが窺

える。しかし，他方，前記「実態把握調査結果」において，人材（担い手 , リーダー ,

事務局）の不足 , 活動資金の不足 , 当事者意識や活動への理解不足が課題として明ら

かになっている。「公共私の連携」は，それぞれが適切な役割を果たすことで機能す

るのであるから，自治体職員が地域運営組織の運営に協力したり , 委託事業に十分な

運転資金を確保したりするなどして , 行政からの丸投げとならないように地域運営組

織に対する支援体制を整備していく必要がある。

(4) 意見公募手続（パブリック・コメント）・住民説明会

  自治体が実施する政策に対する住民の意見聴取の方法としては，地域協議会のよう

な組織に参加する以外に意見公募手続（パブリック・コメント）や住民説明会がある。

パブリック・コメントは，2005 年の行政手続法改正において設けられた制度である。

国の命令等制定機関を対象に，命令等（法律に基づく政令，省令及び規則，審査基準，

処分基準並びに行政指導指針）を定めようとする場合には，原則として，その案及び

関連資料を公示し，意見提出先及び意見提出期間を定めて，広く一般の意見を求めな

ければならないとされ，意見提出期間内に提出された命令等の案に対する意見を十分

考慮しなければならないものとされた。その後，各自治体が独自に「パブリック・コ

メント手続に関する要綱」を定めて運用している。パブリック・コメントを実施する

際に当該政策に関わる市民団体に周知を図ったり，ＳＮＳの活用により幅広い市民に

呼びかけたりして，意見を聞く機会の確保や意識醸成を図ることが考えられる。また，

お互いに顔の見える関係の中で住民の声を聞くために，住民説明会を活用することも

考えられる。住民が出向いてくるのを待つのではなく，自治体が市民団体の活動の場

や住民組織の会合等に出向いていくことで，市民との協働による行政運営に近づける

ことが期待できる。

(5) 社会的弱者・少数者の参加を促進するための施策

  住民自治に多様な住民の声を反映させるためには，社会的弱者・少数者が自らの権

利を行使できるようにすることも重要である。世田谷区では，2015 年に「世田谷区パー

トナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を定めており，同性カップルが区職員の
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面前において区長に対しパートナーシップの宣誓を行い，宣誓後に収受印を表示した

宣誓書の写しを，パートナーシップ宣誓書受領書を添付して交付している。世田谷区

における宣誓件数は，2021 年 6 月 30 日時点で通算 151 件となっている（世田谷区ホー

ムページ「同性パートナーシップ宣誓の宣誓件数」）。このような世田谷区の取組を 1

つの契機として，性的指向や性自認に関わらず平等に人権を享有できる社会を構築す

ることの喫緊の必要性が認識されるようになり，世田谷区と同様のパートナーシップ

制度を設ける自治体や，性的指向や性自認に起因する差別の解消に向けた条例を制定

する自治体が増えている。今後，社会的弱者・少数者が地域住民の一人として平等に

人権を保障されるための取組をさらに多くの自治体で同様の取組を推進すべきである。

また，地域協議会や地域運営組織を運営する委員の選任においてクオータ制を導入す

るなどして，社会的弱者・少数者が参加できる機会を確保する仕組みづくりも併せて

進めるべきである。
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第４節　弁護士・弁護士会の役割第４節　弁護士・弁護士会の役割

１　地域の活性化に向けた弁護士・弁護士会の役割の重要性１　地域の活性化に向けた弁護士・弁護士会の役割の重要性

人間の生活の場である地域の衰退は，地域で暮らす人々の生存の問題であり，また，社

会的弱者・少数者ほど行き場を失いやすいなど深刻な影響を受けることなどから，生存権

や法の下の平等の保障など人権保障に関わる重大な問題である。

また，弁護士は地域で生活する住民であり，弁護士会は地域において法的サービスを提

供する地域社会の構成員である。地域経済の疲弊，就業機会の縮小，地域における人口減

少の加速等の地域の衰退は，当然ながら，弁護士の生活や活動の在り方に影響し，弁護士

会の活動基盤にも大きく影響する。

弁護士は，基本的人権を擁護し，社会正義を実現するという使命（弁護士法 1 条）に基

づき，また，地域に暮らす住民として，率先して地域の衰退に歯止めをかけ，自ら住民自

治を実践して，まちづくりや地域の活性化に取り組み，地域から人権保障と民主主義を実

現する役割を積極的に果たすべきである。弁護士会も，このような弁護士の取組を支え，法

的サービスの充実に努め，地域の活性化に向けて社会的責任を果たすべきである。

２　地域に根ざした連携による法的支援活動の拡充・推進２　地域に根ざした連携による法的支援活動の拡充・推進

誰もが安心して暮らせるまちづくりや地域の活性化のためには，地域における医療・福

祉の在り方や労働問題などを含む当該地域の状況把握，社会資源を含む地域資源の再評価，

地域の個性の発見などが出発点として重要である。

こうした地域の状況は，地域の現場に根ざした取組を進めることによってその実相が把

握でき，また，行政や市民団体等との協働の取組を進める中で多角的で幅広い状況把握が

可能になることが多い。弁護士・弁護士会は，これまでも行政等とも連携しながら，地域

における法的支援活動に取り組んできているが，地域の状況をリアルに把握するため，ま

た，同時に，福祉や労働等における地域の課題や問題点を克服していくために，これまで

以上にこうした取組を充実させる必要がある。

例えば，自殺対策の一環として，日弁連と各地の弁護士会が主催し，地域の実情に応じ

て，行政や臨床心理士・社会福祉士・精神保健福祉士等の他分野の専門家と連携して，暮

らしとこころの総合相談会を継続的に実施している。また，東日本大震災・原発事故に際

して被災地の避難所に弁護士を派遣して相談活動を行うなど，地域における災害支援の取

組を拡充してきている。生活困窮者支援の分野でも，大阪弁護士会の先駆的取組に見られ

るように，生活困窮者自立支援法に基づき設置された行政の相談窓口に弁護士を派遣し，支

援調整会議にも弁護士が参加するなど，行政と弁護士会が生活困窮者支援の課題に地域で

連携して取り組む動きも広がりを見せている。

また，日弁連は，モデル事業として経済的な支援を行い，各地域の弁護士会のこうした

取組をバックアップしている。例えば，札幌弁護士会では，札幌市の相談支援事業所（障

害者からの相談に応じ，必要な情報提供や各種機関の紹介，障害福祉サービスの利用援助，

社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援を行っている，権利擁護のための必要な

援助等を複合的に行う機関）の相談員に対して法律相談を実施するという相談支援事業を

実施し，2018 年より，札幌市において事業化されることとなった。また，広島弁護士会で
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も，モデル事業として，広島市，広島県が行っている自死ハイリスク者支援のためのケア

会議に弁護士を派遣し，弁護士が自死ハイリスク者に関する様々な問題を整理し，課題や

今後の方針について適切なアドバイスを行う弁護士派遣事業を行い，2018 年より，事業化

されることとなった。

こうした取組のほか，各地の弁護士会においては，外国人に関する委員会，両性の平等

に関する委員会，高齢者・障害者等の権利擁護委員会，貧困と人権に関する委員会，公害

対策・環境保全委員会等が中心となって，外国人，女性，高齢者・障害者，生活困窮者等，

社会的弱者・少数者等地域における多様な人々の権利擁護のため，相談活動や政策提言等

の地道な活動を続けてきている。少子高齢化，人口減少により，空き家の増加が進んでい

るが，空き家の増加に伴う諸問題の解決や空き家の再生・活用に向けた取組などの新たな

分野においても，弁護士・弁護士会による法的支援活動を拡充することも考えられる。

各地域において，弁護士・弁護士会が，上記のような取組を，これまで以上に充実させ

て推進することによって，地域において，自殺リスクがある人が抱える複合的な問題や地

域社会との関わり，被災者の置かれた状況や地域で必要とされるニーズ，生活困窮者の状

況や生活困窮を深刻化させる要因，障害福祉サービスの利用状況や問題点，外国人や女性

が地域生活の中で直面する問題点，社会資源の有無，当該地域のまちづくりの課題等を把

握することができ，安心して暮らせるまちづくりや地域活性化の取組を進める出発点にな

るとともに，地域に生活する人々の人権擁護にも資することになる。

弁護士・弁護士会が，このような地域の現場に根ざした法的支援活動を，自らハブの役

割を果たすなど幅広く連携する工夫をしつつ，拡充し推進することがまずは重要である。

３　地域調査３　地域調査

本シンポジウムにおいては，事前に各地自治体の訪問調査を行い，各地域の状況や創意

工夫された取組などを学び，地域衰退の要因や地域再生のために何が必要かを検討したが，

各地の弁護士や弁護士会が自ら率先して，当該地域の状況，活性化の取組，成果や課題な

どについて継続的な調査を進めることも重要であり，調査の実施が，行政や市民団体と問

題意識を共有し連携を進める契機ともなる。

４　条例制定や協議会等の「協働」の取組への積極的参画４　条例制定や協議会等の「協働」の取組への積極的参画

第 5 章第 2 節の地域の実践例などからもうかがえるように，地域の活性化に向けて，地

域の事業者，市民，行政などが参画する検討会議を設置して，住民の主体的な参画と意見

形成を図りつつ検討を進めるなど，市民や行政の「協働」が重要である。そのような検討

の場で，地域資源の再評価，ビジョンの構築を行い，さらに，ビジョンを具体化する施策

を協働で検討し実行していくべきであり，弁護士・弁護士会も地域の構成員として，また

法的サービスの提供主体として，地域再生のための協働の取組に積極的に参画すべきであ

り，法的支援活動における市民団体や行政等との連携がこのような協働に参画する契機と

もなる。

具体的には，地域活性化，まちづくり，地域の弱者・少数者の権利擁護等に向けて，弁

護士会としての提言にとどまらず，条例制定や都市計画の策定，条例等を推進するための

協議会等への弁護士・弁護士会の積極的な参画を進めるべきである。第 5 章で述べたとお
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り，地域経済の持続的発展のためのグランドデザインを描く中小企業振興基本条例，地域

ごとに賃金の引上げをはじめとする労働者の労働条件の向上を目指す公契約条例，まちづ

くり条例，男女共同参画に関する条例，性的指向や性自認に起因する差別の解消に向けた

条例，多文化共生を推進する条例などの策定，推進のため，弁護士・弁護士会は，市民や

行政等とより積極的に協働していくべきである。

日弁連が訪問調査した海士町では，ロースクール，司法修習時代から海士町の地域再生

の取組に学び，海士町を訪問し続けていた東京の弁護士が，アドバイザー役を務め，海士

町の取組をバックアップしており，実践を重ねる中で，様々な協働の在り方の生まれる可

能性がある。

４　学びによる地域からの民主主義の実現４　学びによる地域からの民主主義の実現

第 3 章第 3 節で紹介されている長野県阿智村では，憲法が定める住民自治の理念を，地

域で実践することが重視され，住民が主体的に考え，住民による意思形成を促進するため，

村が，住民による主体的な学習や村づくりの活動を支援している。

弁護士・弁護士会においても，憲法が保障する地方自治制度や地域の諸課題に関する住

民学習の場を設定し，あるいは市民団体主催の学習の場に積極的に参加するなどして，市

民や市民団体等と交流して地域について学び，意見交換をし，地域から民主主義を育てる

取組を実践すべきである。

５　日弁連の役割５　日弁連の役割

日弁連は，従前から，両性の平等，公害環境，貧困問題などの各委員会活動などを通じ

て各弁護士会の地域における取組と連携してきている。最近では，自治体等と弁護士・弁

護士会の連携を推進するため，連携の在り方や今後の進め方に関し，定期的な連絡協議会

として開催できるよう発展させることを視野に，2017 年，2018 年に，法律サービス展開本

部委員ほか，福祉分野に関係の深い委員会所属の委員が一堂に会した意見交換会を開催し，

また，前記のとおり，自治体と連携したモデル事業を経済的に支援するなどの取組を進め

てきており，自治体との連携だけでなく，市民・市民団体等との連携も含め，このような

取組を引き続き拡充していくことも重要である。

また，本シンポジウムの取組を踏まえた人権擁護大会決議を，決議の採択だけで終わら

せず，地方自治の充実により地域を再生し，誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて，

関連委員会や各地弁護士会とともに，決議の内容を実現するための具体的な取組を進めて

いく必要がある。

６　今こそ力を尽くすべきとき６　今こそ力を尽くすべきとき

コロナ禍や地震，豪雨災害などの近年の大災害は，東京圏などの都市部への一極集中が

致命的な弱点を抱えていることを浮き彫りにした。今後も，気候変動による大災害の襲来

などが予想され，日本社会は，今まさに持続可能性の危機に直面しており，地域の活性化

は喫緊の課題であり，基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士・弁護士会

の役割は大きい。

地域の再生のためには，そこで生活する人の多様性を尊重し，住民自治と団体自治によ
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り，地域から人権保障と民主主義の実現を目指す住民自らの取組が不可欠である。このよ

うな認識に立ち，日弁連は，全国各地の弁護士会及び弁護士とともに，本基調報告書にお

いて指摘してきた国主導の政策の問題点の是正を求めつつ，中小企業振興基本条例をはじ

め地域活性化を目指す条例制定・都市計画立案，条例等を推進するための協議会への参画，

空き家対策・災害対応等の課題解決に向けた法的支援・相談活動，憲法が保障する地方自

治制度や地域の諸課題に関する住民学習の場の設定・参加など，住民自治の実践を広げ，市

民，市民団体，地方自治体と連携・協働して，率先して地域づくりに取り組み，誰もが安

心して暮らせる社会の実現に向けて，今こそ力を尽くすべきときである。
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第２編　資料－国内調査訪問録第２編　資料－国内調査訪問録

第１章　帯広市・下川町調査第１章　帯広市・下川町調査

第１部　調査の概要第１部　調査の概要

第１　調査の趣旨・目的第１　調査の趣旨・目的

１　帯広市１　帯広市

全国的に，各地方自治体が中小企業政策を行うに当たり，中小企業振興条例を作り，地

域の中小企業の実態を踏まえた上で，政策をつくることが重要であることが広く認識され，

全国各地方自治体で中小企業振興条例が作られている。しかしながら，条例は作ったが，そ

のことが政策と十分に結びついていないとの指摘も少なくない。

そのような状況の中で，中小企業振興条例に基づく積極的な地域経済の再生・活性化に

積極的に取り組んでいるのが，北海道帯広市である。帯広市は，北海道の十勝地方の中心

都市である。十勝地方は，北海道でも農業の中心地であり，他の地域では例を見ない大規

模な農業が進められている。帯広市の中小企業政策は，帯広市だけでなく十勝地方も視野

に入れて，取り組まれており，その根幹の一つをなすのが，帯広市の中小企業振興条例で

ある。

具体的には，帯広市では，中小企業振興条例に基づき，帯広市産業振興会議を作り，中

小企業政策の立案・実行を進めている。帯広市の特徴として，地域の信用金庫が積極的に

中小企業振興に取り組んでいる。

帯広の調査により，中小企業振興条例をどのように作ったのか，その運用の実情や留意

点を調査し，地域経済の好循環を作るために必要な提言につなげていく。

また，併せて，最低賃金の引上げが地域経済に与える影響についても調査したい。

２　下川町２　下川町

地域再生を考える際に，地域経済を如何に再生し活性化させていくのかは極めて重要な

問題である。下川町は，中小企業振興条例に基づく積極的な地域経済の再生・活性化に積

極的に取り組んでいる状況が広く紹介されており，また，その際に，町独自の産業連関表

を専門家の協力を得ていち早く作成し，具体的に地域経済の現状分析をした上で，森林バ

イオマス事業を展開するなどの施策を展開し成果を上げている。

そこで，①政策立案を行っている町役場の担当部署（産業連関表作成と地域経済活性化

の政策立案の実際），②バイオマスなどの地域経済活性化事業を行っている現地の視察，③

地元の中小企業団体や経営者の方からのヒアリング，④地元の農家や林業従事者からのヒ

アリングなどを通じて，下川町が地域経済の活性化に取り組むに至った経過，その過程で

感じた課題，成果が上がった理由等について学び，日弁連の政策提言の参考としたい。

第２　調査日程と訪問先第２　調査日程と訪問先

 2020 年 10 月 6 日（火）～ 8 日（木）
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 10 月 6 日 帯広市役所，帯広信用金庫，帯広民主商工会

 7 日 北海道中小企業家同友会とかち支部

 8 日 下川町森林商工振興課，下川町政策推進課ＳＤＧｓ推進戦略室

  ＮＰＯ法人森の生活，下川町森林組合，下川町木質原料製造施設

第３　参加者第３　参加者

　　猪股正（埼玉弁護士会）

　　小川英郎（第二東京弁護士会）

　　松田弘子（山口県弁護士会）

　　渡辺達生（札幌弁護士会）

　　中村和雄（京都弁護士会）

　　房安強（鳥取県弁護士会）

　　阪口剛（釧路弁護士会）

第４　帯広市の調査の質問事項（調査に当たり，特に教えていただきたいこと）第４　帯広市の調査の質問事項（調査に当たり，特に教えていただきたいこと）

【4 つの調査先で共通】

１ 他の地方自治体でも中小企業振興条例が作られていますが，帯広市の中小企業振興基

本条例の特徴について教えてください。併せて，その特徴がどのような経緯で生まれた

のかも教えてください。

２ 帯広市の中小企業振興基本条例が制定されて 13 年経ちますが，その間の成果とその評

価について教えてください。

３　中小企業振興基本条例の中で，産業振興会議が設けられていますが，産業振興会議の

役割，意義，及び運営の留意点について教えてください。

４　新型コロナウイルスの問題が，中小企業振興政策にあたえる影響について教えてくだ

さい。

５　最低賃金について

  中小企業振興条例の問題とは少し離れますが，地域から若者が流出しないための一つ

の条件として，それなりの賃金を得ることができる安定した仕事があることがあげられ

ると思います。その観点から見た場合，最低賃金を引き上げ，都会との格差をなくすこ

とは一つ有効な政策と考えられます。観想的なものでも構いませんのでご意見をいただ

けると幸いです。

(1) 北海道の現在の最低賃金 861 円についての評価

(2) 北海道では 2018 年の 667 円から 2019 年の 861 円と 11 年間で 194 円引上げがなさ

れました。

①　この間の最低賃金引上げの雇用への影響についてどう見ていますか？

②　地域の経済への影響をどう見ていますか？

③　最低賃金引上げに必要と考えられる中小企業等への具体的支援についてご意見が

あれば教えてください。

(3) 札幌と帯広の最低賃金が同じことで問題が何か生じていますか？

【帯広信用金庫のみ】
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６　帯広信用金庫の地域経済振興部の取組について

(1) 地域経済振興部でどのようなことをされているのか教えてください。

(2) 地域経済振興部がどのような経緯で作られたのか教えてください。

【北海道中小企業家同友会とかち支部・帯広民主商工会のみ】

７　中小企業振興基本条例の制定に関わるようになった経緯について教えてください。

第２部　報告書第２部　報告書

第１　帯広市役所第１　帯広市役所

【対応者】  帯広市経済部長

　　　　　 帯広市経済部経済室経済企画課長　

【訪問日時】 2020 年 10 月 6 日　10 時～ 12 時

【概要】

中小企業振興基本条例を条例で決めることが重要である。同じ内容のものを規則や要綱

で決めることもできるが，規則や要綱は市長決裁であり，市長が自由に変えることができ

るが，中小企業振興基本条例は，帯広市の産業政策の最も基本的な柱の 1 つ。そのような

ものは，市長が変わっても変わらないものとしておくことが必要。

また，帯広市は，十勝の中心であるので，中小企業振興基本条例でも十勝全体のことも

考えることが重要。

中小企業振興基本条例と並行して帯広市産業振興ビジョンを作成しているが，産業振興

ビジョンは，どのようなビジョンを作るかも重要だが，それ以上に，どのように作るかが

重要。帯広では，産業振興ビジョンを作るに当たり，産業界をこれから担う人に来てもら

い，その人たちの議論をもとに作っていった。委員は無報酬で半年程度の期間で数十回の

会議をして，産業振興ビジョンを作り上げた。そういったことを 10 年に 1 回位はやった方

が良い。

十勝産の小麦の 95% が製粉されないまま本州に行っていた。十勝ではパンを作ったりす

る企業がそこそこあった。十勝で生産された小麦が本州で製粉され，それを十勝の企業が

買い戻すというおかしな状況になっていた。この地域で製粉することができたら，全部こ

の地域で物が回ることになる。海外への販路開拓を目指し，食肉加工会社を設立した。

学生時代に地元の企業とか産業を知っている人間は，Ｕターン率が高いという知見があ

ることから，地元企業を知ってもらえるというのは大事である。

ＵＩＪターンについては，早い段階から組織として始めている。今年開催した相談会は，

参加する企業も参加する人も選んで行った。20 人参加で，帯広に来て実際企業訪問すると

いう人が 12，3 人，そのうち 5 名が就職が決まり，移住している人もいる。少し手間暇が

かかるがこのような形での相談会を行うと良い。

比較的次の世代のちょっと手前の人を充てる。産業振興会議はビジョンの作成や振興の

進捗会議だけではない。条例の理念の次世代への承継でもある。
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【聴取内容】

１　経済部長の挨拶１　経済部長の挨拶

　　以下，経済部長は退席し，経済企画課長が説明

２　中小企業振興条例について２　中小企業振興条例について

(1) 中小企業振興条例を説明すると，何が力の源なのかとよく聞かれる。条例を制定し

たということが重要である。条例は市長だけでは制定できない。必ず議会の議決が必

要である。条例はどちらかの恣意的な思いだけでは制定されない。中小企業振興条例

は，市民の負託を受けた議員による議決があるというのが重みである。

(2) 帯広中小企業振興条例は元々あったが，それは中小企業等に対する共同施設資金貸

付と融資のあっせんに関する内容を定めたものであった。1999 年に中小企業基本法

が改正され，2006 年に帯広市まちづくりの基本方針を定める帯広市まちづくり基本

条例が制定された。

  2007 年 3 月に帯広市中小企業振興基本条例を制定した。

(3) 1997 年に市議会の方から墨田区を参考にして条例を制定したらどうかとの提案が

あった。全国の中小企業家同友会の中で，国に対し中小企業憲章を制定したらどうか

という働きかけをし，実現した。2005 年に同友会の中でプロジェクトが立ち上がった。

同年，帯広市も墨田区の産業経済課長を呼んで話を聞いた。帯広市は墨田区を参考に

したが，結果的に同じにはならなかった。商工会議所はそれぞれ会社が加盟している。

同友会は企業の経営者がお互いに切磋琢磨するために設立されたものである。

  中小企業家同友会と商工会議所とかち支部が「中小企業憲章」の地方版である「中

小企業振興基本条例」の制定に向けた取組を開始した。意見交換をしてそれが条例に

反映された。

  十勝地域は，岐阜県と同じ 19 市町村ある。それぞれの市町村が力を持っているので，

市町村合併は中川郡幕別町と広尾郡忠類村の 2 町村による合併しかしていない。

(4) 市長の責務を明確にした。実際に行政と中小企業が議論をし，実際の施策に落とし

込んでいくことが大切であった。2007 年 4 月から条例が施行される。民間が行政に

押しつけるのではなく，また行政が一方的にやるのではなく，関係者の協働によって

役割分担でやっていく。中小企業が地域経済の振興・発展及び市民生活の向上に果た

す重要な役割を，市民が理解するということに拘った。

３　帯広市の条例の何が新しかったのか３　帯広市の条例の何が新しかったのか

①　「協働」という概念を取り入れた。

②　取組の基本方向を明確化した。

③　広域（十勝）の概念を取り入れた。

  条例は帯広市が定めるもので，広域的な考え方は無理である。前文があるのは，

まちづくり基本条例と中小企業振興基本条例しかない。

④　条例制定後産業連携室を立ち上げた。

  部長職 1 名，課長職 1 名，係長職 1 名で立ち上げた。新設のセクションでそれま
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で揃えるのは難しい。それは市長の意気込みがあったと思う。

４　条例で残された課題４　条例で残された課題

指針を定めると条例では規定されているが，指針が何を示すのかはっきりしていなかっ

た。産業振興と中小企業振興は一緒ではない。農林・漁業は基幹産業になるから，それの

強みを生かしながら産業振興をやっていくのは基本的には産業振興になる。中小企業は基

本的に産業の担い手である。これを振興するというのは厳密に違う。中小企業振興のため

というと，厳密にはすごく狭くなる。

産業を振興するために，結果的に中小企業を振興しないとだめ。一応その整理のもと，こ

の 2 つを同時に目的としたビジョンを策定する。

ビジョンの話。具体的にどのような取組がなされていくかという話。ビジョンを作成す

るためには，議論の場が必要である。

５　第 1 期帯広市産業振興ビジョンについて５　第 1 期帯広市産業振興ビジョンについて

(1) 帯広市中小企業振興協議会が 2007 年 7 月 20 日に発足した。報酬をもらうと言いた

いことが言えないということから，委員は無報酬で夜活動であった。協議会の特徴は，

「補助金など行政へおねだりする場でない」という認識で無報酬による活動であった。

この協議会に行政は入っていなかった。行政は何かわからないときにアドバイスする

というスタンスであった。基本的方向を専門的に議論するために 4 つの部会（モノづ

くり・創業部会，経営基盤・人材部会，交流部会，産業基盤部会）を設置した。同友

会と商工会議所に対しては，これからこの地域をしょって立つような人を委員として

紹介してほしいと頼んだ。このメンバーは比較的若くて頑張っている人たちだった。

(2) 地域内活動が活性化すると，雇用が生まれ，所得が増え，個人消費が増える。それ

に企業誘致などを織りまぜた外発的振興により地域外市場からの獲得を目指す。個人

消費など外に出て行くことをなるべく防ぐという考えである。

  中小企業者は活動する環境は自らが作るという考えは一貫していた。行政がつくる

のではなく，必要な環境がわかっているのは自分たちだという強い信念があった。

  中小企業者が自由に議論できる場はあるようでない。国の審議会，県の審議会は行

政が資料を作って，確認の場であり，予想を超える議論は想定されていない。しかし，

帯広市の場合は，議論が見えなかった。だから 70 回，80 回も協議会が開かれた。

  協議会が終わったら，行政は議事録を作成し，論点整理をする，論点整理したもの

を協議会にフィードバックする。そしてまた議論し，議論したものを議事録に残して

論点整理する。それの繰り返しであった。行政がやるのは参考資料の提供であった。

それは協議会から求められたものは出した。

  協議会の在り方については，非常に手間がかかってどうかなという議論もあった。

時間と労力はかかったが，基本法の実現に繋がった。

(3) 振興協議会の役割は，産業振興会議に移った。同会議は 1 期 2 年であった。過去 4

期行われた。1 回できあがったものを壊すのは難しい。議論としては進捗管理がメイ

ンになっている。中間見直しのときに，地域経済循環分析を取り入れたりした。
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６　中小企業の経営基盤の強化６　中小企業の経営基盤の強化

十勝・イノベーション・プログラム（ＴＩＰ）の実施。企業創業規定。事業者が起業を

したいと相談があるとき，何か支援策がありませんかという相談になる。その人はやりた

いことが決まっている。この地域にそういった人はなかなかいない。金融機関に相談して

もメーンバンクを皆が皆持っているわけではないので，いきなり起業したいといっても

ちょっと待って下さいということになる。アイデアと言えるかどうか分からない，場合に

よっては熱い思いしかない人もいる。まずそこからスタートさせる。熱い思いを持った人

にチームを組んでもらい，事業構想を作成してもらう。ベンチャーの考え方に似ている。50

近く事業構想ができて，その中から 20 くらいが事業化された。事業構想の事業化というの

はすごく離れている。地域の金融機関と連携して支援をしていく仕組みを作っている。外

からの人を入れながら，その人に合ったアドバイスをする。

広小路アーケード改修。公共交通が余り使われない地域で，基本マイカーである。歩く

という習慣がない。車を止めてそこからお店に入る。昔ながらの商店街やアーケードの改

修についても取組をした。

７　産業人・担い手の育成７　産業人・担い手の育成

地元企業について小学校の段階から知ってもらいたい。キッザニアみたいなことをやっ

たらどうかという提案があった。社会教育施設があり，貸し切って，1 日限定で地元企業

に出店してもらって職業体験をしてもらう。

帯広畜産大学しかない。高校を卒業すると皆出ていってしまう。札幌とか首都圏に出て

行く。一旦外に出ると帯広市に戻ってくるのは難しい。学生時代に地元の企業とか産業を

知っている人間は，Ｕターン率が高いという知見がある。逆に言えば高校 2 年生くらいで，

地元企業を知ってもらえるというのは大事である。大学の関係者に集まってもらって，そ

こでの学びが地元企業に活かせる。

ＵＩＪターン，出て行った人間をどのようにして戻していくか。早い段階から組織とし

て始めている。相談している方が，1000 人近い，一回相談があった人というのでデータを

ストックしている。1 回お話ししてダメな人は，もうダメだろうということが正直ある。

メールでやり取りをした。もう一回洗い直して，連絡をして，十勝に住んでくれそうな人

を 20 名くらい集めた。横浜でイベントをした。地元企業も 5社集まった。その前の相談会

は，出店したい人は出店してください，相談したい人は相談に来てください。というオー

プンなかたちであった。企業で 10 社，訪れる人 10 人くらい。今はどこでも同様の相談会

をやっているので，他県に埋没してしまい，なかなか人が来ない。今年開催した相談会は，

参加する企業も参加する人も選んで行った。公平が求められるので，行政は人を選ぶとい

うのが苦手である。20 人参加で，帯広に来て実際企業訪問するという人が 12，3 人，その

うち 5 名が就職が決まり，移住している人もいる。少し手間暇がかかるがこのような形で

の相談会を行うと良い。

８　ものづくり産業の活性化８　ものづくり産業の活性化

フードバレー十勝。今の市長が 2010 年に就任してから始めた取組。食とか農業を活かし

た産業振興をしていこう。地域の強みを活かした産業作りをもっていた。条例に十勝帯広
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という文言を用いていた。むしろ現在はフードバレー十勝をメインにしながら産業振興に

取り組んでいる。立地環境が大事だということで，新たな工業団地を設置した。製粉工場

をもった。製粉業界は閉鎖的で半世紀近く新規参入がなかった。十勝産の小麦の 95% が製

粉されないまま本州に行っていた。十勝ではパンを作ったりする企業がそこそこあった。十

勝で生産された小麦が本州で製粉され，それを十勝の企業が買い戻すというおかしな状況

になっていた。この地域で製粉することができたら，全部この地域で物が回ることになる。

地域経済の循環を作ろうということになった。

海外への販路開拓を目指し，地域商社を設立した。食肉加工会社。屠畜場。北米の基準

が一番厳しく，北米の基準を満たしている。解体も出来るようにしている。自分のブラン

ドで売る。屠畜→枝肉→買い戻して売る。海外に輸出するときには，岩手の屠畜場にださ

なければならなかった。岩手にもっていくのに 1 頭 25 万円かかった。岩手に出して，また

十勝に戻して，そして輸出するとなるとかなりお金がかかる。この地域に工場をつくるこ

とによって，この地域で物が回る，お金が回ることになる。

９　中小企業振興基本条例と市民９　中小企業振興基本条例と市民

中小企業振興条例の中で市民の話が出てきた。地元の企業に活気があるかとの問いに「そ

う思う」「ややそう思う」と答えた人が 2010 年度は 22.7% であったが，2018 年度は 50.8%

になった。市民の実感度として肯定的な意見が増加している。

2010 年度はリーマンショックがあった頃で，地域経済が痛んでいたが肯定的な意見が増

えてきている。1 期目のビジョンが 10 年計画であった。シンポジウムを開いて，パネル

ディスカッションを行った。2 期目を計画するとき，部会制で下からきちんと上げていこ

うということになった。

商工会議所，同友会にお願いして 5 年後 10 年後にこの地域を背負ってくれる人を推薦し

て欲しいと依頼した。

１０　今後の課題１０　今後の課題

変わるべきものと変わるものを線引きしている。基本条例は理念であり，変わらない。4

年に1回市長選挙がある，市長が代わる度に色んな施策が変わってくる。仮に市長が代わっ

ても，仮に市議会の構成が変わっても，何かが左右されるものではない。だから条例であ

る。

条例と規則・要綱がある。規則と要綱は基本的に市長決裁で，市長の判断で決めること

ができる。条例は議会の議決が必要である。規則とか要綱でもよかったのではないかとい

う議論もあった。しかし，市長が代わろうが理念は変わらない。そこが重要である。

比較的次の世代のちょっと手前の人を充てる。産業振興会議はビジョンの作成や振興の

進捗会議だけではない。条例の理念の次世代への承継でもある。

１１　雇用の話・最低賃金の話１１　雇用の話・最低賃金の話

急速な引上げは中小企業者の負担になってきている。上げることは望ましいと思ってい

る。急速な引上げは問題大。
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１２　質疑応答１２　質疑応答

問　民間などと協働しているのは分かるが，行政としてそれなりに職員の頑張りが必要で

ある。十勝市役所なのか経済部なのか職員の数は全体では減らされている中で帯広はあ

まり減らないでいるのか教えてほしい。

答　北海道の場合は，基幹産業が農業ということもあり，本州の自治体は，農林漁業，商

工業など全部含めて経済部となる。しかし帯広市は農水部として一つ分かれていて，農

業振興する部と経済部がある。一般的な本州の自治体に比べて職員の人数は多いと思う。

北海道の自治体はそうである。

  帯広市の概況は，人口約 16 万人，十勝全体が 34 万人。面積でいうと十勝全体が岐阜

県と同じ面積である。帯広市は東京 23 区と同じ面積である。23 区と同じ面積で人口が

16 万人といえば分かりやすいかもしれない。人口規模，十勝地域は 19 市町村ある。帯

広は行政と経済の中心地である。担っている役割が多いので職員の数は比較的多いと思

う。

問　10 年とか 20 年とかの単位で見たときに，やはり職員の数は減少しているのか？

答　20 年のスパンで見ると増えている。今の首長が産業振興自体に重きを置いている。自

分の公約の筆頭が「フードバレー十勝」だからでもある。

問　十勝は 19 市町村あるが，「協働」というとき他の市町村との協議はどういう形で進め

るのか？

答　条例作ったときに枠組みはなかった。経済活動は行政区域と全く関係ない。具体的に

広域連携みたいなのをどうしたらよいかという問題意識はない。

  現市長が就任したときに，第 1 の公約は地域産業施策であった。一自治体の市長が十

勝全体の産業振興を進めるのは無理がある。他の市町村に指示を出す権限がない。

  平成の大合併は十勝では一か所しかしていない。全国的には合併特例債を目当てに無

理な合併がなされた。身の丈に合わない合併をしたことにより歪みがでてきている。

  当時の総務省がこれ以上の市町村合併は無理ということになった。方針転換をして地

域の市町村が連携して人口の流出を防ごう。これを定住自立権という。十勝を意識して

いるようなつくりである。その地域の行政とか経済とか中心を担う中心市と周辺市町村

の圏域を作ってそこからの人口の流出を防ぐ。ちょうどその話が出た。

  要綱だと強制力がない。中心市と周辺の町村との間で協定を結ぶことになる。帯広市

だと18本の協定を結ぶことになる。そしてその効力が発生するためには各議会の承認が

必要になる。協定を結ぶと特別交付税（交付金）が中心市であると年間 4000 万円，周辺

市町村は 1000 万円がそれぞれ交付される。

  福祉，教育などたくさんある中で産業振興も入れた。議会の議決がいるというのはこ

の地域の 35 万人の人たちから承認を受けているという枠組みでやっている。そこまで

やってやらないという町村はない。

  フードバレー十勝という広域連携を行っている。具体的なツールとして協議会，部会

を立ち上げて，町村の担当者と議論する場を持っている。産業振興については私の部で

担当しているが，帯広市の中小企業振興をしているし，広域 19 市町村の産業振興もして

いる。

  ここが肝である。首長との関係をつくるのに苦労した。
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問　こんな事業を行政としてアイデアとして投げかけたという例があったら教えてほしい。

答　経済企画課，基本的にはものづくりとか中小企業振興とかフードバレー十勝とかをし

ている。商業・労働，観光・親善交流の 3 課の係長を集めて会議をして今話合いをして

いる。

  事業ベースではない。39，40 頁ありきたりなことが並んでいる。10 年で考えている。

一つ一つの○をどうやって事業化していくのか，毎年産業振興会議で投げかけをする。3，

4 つ事業化を考えているがどう思いますかというように投げかけをしている。せっかく

ビジョンができても事業化には関わらない。報道で初めて知ったりする。

問　20 弱が事業化されたというが，どのような事業か教えてほしい。

答　自家用飛行機のシェアリング。自分が使わないときは飛行場にずっと駐機している。稼

働率が低いのでそれが理由で保有できないという人もいる。

問　そういうときに行政で何か援助するのか。

答　大事なのは援助といわれる。アイデアがあって，それを事業化するときはある。アイ

デアはクリアになっても，その次の資金調達が出てくる。資金調達については元々ツー

ルを持っている。制度融資である。それを使うか使わないか事業者の考えである。ファ

ンドでやるという人もいるし，出資を募るということもある。支援をして初めて事業化

される。人を紹介することもある。

  イノベーションプログラムは，帯広市長は元々民間出身で，野村総研と繋がりがあり，

アイデアとか考え方を参考にしている。10 年前から企業担当をしていたが，発想が全然

違うので，成果は出ている。新規の会社数が右肩上がりで延びている。過去 5 年位伸び

ている。多分 200 社を超えていると思う。新規の法人設立は廃業した数も含めても増え

ている。会社数が増えているのは，札幌と帯広くらいである。

問　中小企業振興条例は各地で制定されているが，ビジョンも作っている。札幌もビジョ

ンを作っている。中小企業が議論をする場が大切だと思う。帯広と同様な条例を制定し

ているところはあるのか？

答　墨田は帯広とスタイルは似ている。毎年何かについて1年間話合いをする。しかし，そ

れは計画に基づいているのではない。八尾とかも条例はできている。帯広のやり方は手

間暇ばかりかかり効率は良くない。あまりやっていないと思う。

問　同友会の意向とかあったのか。

答　同友会が元気。だったら議論しましょうとか，議論が活性化していないのではないか

という人が多い。

  審議会は 1 回 8000 円くらい，お金払ったら言いにくくなる。初めからそのような審議

会は求めていない。

問　帯広のやり方は一般化しないということであるか？

答　そういうところがある。道内同友会は，札幌に本部がある。同友会の本部から見ると

異端児である。全国的に見ると十勝モデルといわれて条例とビジョンを作る。

問　得になるのかという答えが必要になるのでは？

答　渡辺さんの言葉に納得した。自分たちは事業経営者なんだ。自分たちが活動しやすい

環境を自ら作り上げていくことは素晴らしいこと。今まではなかった。自分たちで皆が

やりやすい環境を整えれば自分の会社に戻ってくる。それってここしかない。というこ
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とをずっと言われている。それが答えになるか分からないが ･･･。

  十勝以外は屯田兵とかで国が開拓をした。アメリカの大規模農業と同じなのは十勝だ

け。70 回会議をした。大切なのはその過程である。事業者は自分の会社の規模などを考

えていればよい。地域のことなど考えなくてもよいはずである。余裕のある会社は別で

ある。この時間は自分のことだけを考えないで地域のことを考えて欲しい。その積み重

ねが共有した意識がある。次の世代に繋げていくというのは非常に難しい。10 年前中小

企業振興について熱い思いで語ったが，10 年経つと薄まってしまう。10 年経ってまた 1

からのやり直しになる。分からない企業経営者が増えてきて，地域のことが考えられな

い。10 年に 1 回か，5 年に 1 回なのか，こういうことを通してじっくりまた時間をかけ

て議論していく。帯広は民間開拓である。帯広を開拓した人がやっていることは株式会

社である。この地域で商売をするという明確な意思を持ってやってきている。行政が施

しをするようなことではなく，自ら何かをやっていく。物作って，売って，売上を上げ

る。開拓農家の末裔が元気である。

問　1 回目のやり方，2 回目はやりたかったのか？ 民商と同友会とは違う。この違いをど

う扱うか。

答　2 回目のときには，市の職員では 1 回目を経験したのは私だけだった。毎回毎回会議

やって，全部議事録を作って，要点整理したらまたやる。

  書くことは決まっているのだから，最初から提示すればよいという意見があった。反

対意見が圧倒的であった。時間がなかった。計画作りに時間をかけることはできない。ビ

ジョンは 2018 年で 10 年である。前回と同じにビジョンを作ったが，結果的には良かっ

たと思う。自分でなければやらなかったと思う。面倒くさい。

  10 年に 1 回，中小企業者としっかり話をして物を作り上げていくという過程が大切で

ある。その先の 10年間は中小企業者と良好な関係を保ちながら物事を進められる。それ

は間違いない。メンバーが 5 年後にはそれぞれの団体で重要な地位に就いている。やら

なかったら企業と行政の関係が離れていって，不満ばかり募ってしまう。

  どうやってやるの？とか，また同じ事をやるの？などといって副市長がずっと関わっ

てくれた。

  皆が理解しているわけではないし，手間暇ばかりかかる。最終的にできた物，人間関

係を見てやっと分かったという職員もいた。やって良かったと言っている。朝 5 時まで

やっていた職員もいた。行政が頑張らないと企業もついてこない。

  どの地域も共産党や民商との関係性に少し注意している。民商の加盟企業は小規模で

従業員は 5 人とか 2，3 人であり，家族経営のところもある。コロナの関係休業要請に基

づいて休業したところに支援金を出した。

  4 月の下旬で作業が追いつかなかった。同友会，商工会議所，民商に話をして，具体

的にこのように進めると説明をした。行政がここの企業に説明するのは難しい。名簿や

メーリスを持っているものではない。関係性があったから良かった。

問　最低賃金

答　最低賃金の急速な引上げは，過去にもやっているが，上手くいっていない。どうして

も中小企業に負担がある。上げることは望ましいが，地域で状況が違う。議論は慎重に

なされている。急速な引上げは歪みがある。状況を見ながら上げていくのが望ましい。
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問　有効求人倍率

答　2008 年の有効求人倍率が 0.5 だった。今直近で 1.43 倍。有効求人倍率の高さが賃金

の引上げになかなかなりにくい。賃金は緩やかに上昇している。

  雇用対策。人を雇うということをやっていた。産業振興で稼いでもらって賃金に反映

してほしい。賃金は域内で使ってほしい。

  地域の物を食べる・買うということが地域の企業を支援することに繋がる。地産地消

といったら安っぽく聞こえるが，そういうことを市民の人に理解してもらう。それが企

業の利益に跳ね返って，賃金にも跳ね返ってくる。今，何とか持っているが，年末にか

けてどうやっていくか，それは経済課の課題でもある。

問　農業の現状について

  農家の数は減っているが，一戸当たりの作付け面積が増えている。規模は本州の人間

からすると桁違いで分からない。個人農園が沢山ある。農業は人も減ってきている。個

人事業的な農業はどうやって継承されているのか。十勝の農業は他と違うというが，鳥

取は農業は 70 代，60 代以上の人，平均でも 50 代以上である。十勝の農業の強みを教え

てほしい。

答　農業について

  農業は本州の農業との対立軸の中で発展していった。この地域の環境は苛酷で冬はマ

イナス 20 度くらいになる。逆に夏は 30 度を超える。マイナス 20 度になると害虫も死ぬ。

地面が凍る。虫の卵まで死ぬので農薬はあまり使わなくてよい。あまり悪いことばかり

ではない。例えばジャガイモ収穫跡畑では，前年度の収穫時にこぼれた野良イモが生じ

る。凍結深度が深くなると野良イモが死んでしまう。このように逆に活用している。

  畑ばかりで，水田はない。小麦，豆，じゃがいも，砂糖大根・ビートの 4 つで回る。同

じ物をずっと作っていくと畑から同じ栄養素がなくなっていく。収穫量が減ったり，作

物が病気になったりする。小豆など連作障害を起こす。この 4つを順番に作付けして，病

気を抑えながら，収穫量を減らさない。輪作体系。

  北海道農業研究センター芽室研究拠点や北海道立総合研究機構の十勝農業試験場があ

り，この地域にあった品種改良がされている。長芋も栽培されているが去年あたり品種

改良されたものが既に使われたりとスピード感がある。農家はそこそこ儲かる。一農家

当たり本州は 3ha であるが，ここは 10 倍以上の 40ha である。家族経営が多く，効率化

が求められている。効率化を求めるには，大型農業機械が必要であり，北米とかオース

トラリアに近い。大きな農業機械を使って平らな土地を耕す。年収は 1人当たり 1000 万

円である。家族ではない。

  この地域では農業は選ばれる職業である。なり手がない職業ではなく，なりたい職業

である。

問　バイオマスについて

  ビジョンにバイオマスのことがある。十勝のバイオマスの現状と，下川町との比較を

教えてほしい。

答　バイオマスについて

  十勝は人口 34 万人であるが，牛の数が 40 万頭。牛のホルスタインは乳牛である。明

治，雪印，森永，よつ葉がある。牛乳，チーズ，ヨーグルト，脱脂粉乳を製造している。
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肉牛は雄のホルスタインとＦ 1 という交雑種である。

  糞尿の処理が問題になる。畑にまくのも限界がある。バイオマス。発酵させたときに

ガスがでる。ガスに火をつけて電気をつくる。また熱も出る。その熱をビニールハウス

の熱電につかう。チョウザメ（キャビア）を育てる。今はまだ赤字である。マンゴーを

作っている。宮崎が売れる時期を避けて作る。冬場に作る。バイオマスの発酵素から出

た熱を循環させてビニールハウスの中を温めてそこで栽培している。下川町は木質であ

る。

問　産業連関表について

  第 1 期の中で漏れたものを地域に戻すという産業連関表などを具体的なデータがこの

会議で出たのか？産業関連表を作るのは大変だと思う。そのあたりを聞かせてほしい。

答　産業連関表について

  戦略的に取り組んできた。1 期目のビジョンを作ったときは産業連関表を作った。は

やり廃りがあり，いまはリーサスである。国のありとあらゆる統計資料で表に出ている

のは全国政令指定都市，中核都市くらいである。バックデータは町村レベルも持ってい

る。詳しい分析もできる。

  地域の経済循環がどうなっているか見たかったので作成した。他の地方都市と比べて

もバランスは悪くなかった。室蘭は新日本鋼管がメインになって本社は室蘭ではないか

らお金が出ていってしまう。外に出て行くお金が多くなるのでひずみになる。帯広は企

業城下町ではない。

問　財政支出について

  お金の話。場を作って議論して下さいというのがメインだとすると，行政はそんなに

立場からすると大きなお金はかからないという理解で良いのか？

答　財政支出について

  実行するための施策に対してはお金が増えている。規模が大きくなっている。事業費

はお金をかけている。交付税も使っている。

  民主党政権下で国際戦略総合特区の税制改正，借金をしたときの利子補給が補填され

る制度があってそれが使い勝手がよい。地方創生推進交付税を活用してイノベーション

プログラムの取組に使った。やりたい事があって，それに合う国の制度を見つける。国

の制度を活用する。地方自治体は財政が厳しい。

第２　帯広信用金庫第２　帯広信用金庫

【対応者】　  帯広信用金庫常務執行役員

　　　　　  帯広信用金庫地域経済振興部副部長

【訪問日時】  2020 年 10 月 6 日　13 時 45 分～ 15 時 45 分

【概要】

帯広市中小企業振興基本条例の制定を機に，帯広市では，地元の経済人を構成員とした

会議が，産業振興施策を定めるとともに，その効果の検証や施策の見直しがなされている。

条例の効果として，地元の中小企業振興に対する市民の意識が強まり，地元企業が自信を

深め，起業も増加している。帯広信用金庫は，地域経済振興部を設置し，地域資源を発掘

した売れる商品づくりに助力できるように，地域シンクタンクとして幅広く相談に応じて
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いる。

【聴取内容】

１　帯広市中小起業振興基本条例をどのように作ったか１　帯広市中小起業振興基本条例をどのように作ったか

端緒は，1997 年，北海道拓殖銀行，三洋証券，山一証券等が相次いで破綻した大変難し

い年に，市議会議員（元帯広民主商工会事務局次長）が帯広市議会における質問で，東京

都墨田区の中小企業振興条例の事例を紹介し，その制定を求めたことである。

その後，2002 年春，中小企業家同友会全国協議会（中同協）が金融アセスメント法の制

定運動を起こした。これに触発されて，中小企業家同友会帯広支部（現とかち支部）が，

「地域の衰退は，中小企業の衰退につながる」ということを再認識した。2003 年には，中

同協が中小企業憲章と中小企業振興基本条例の制定について言及するようになった。これ

を踏まえて，中小企業家同友会とかち支部では，2004 年から，帯広市への働きかけを強め，

帯広商工会議所とともに検討会を開催し，協議を重ねてきた。

2005 年秋には，帯広市で，第 24 回北海道中小企業家同友会全道経営者教育研究集会（道

研）が開催され，金融アセスメント法制定運動後の同友会としての重点課題として，「地域

の中小企業とともに歩む同友会活動」「中小企業の経営環境の改善」を定めて，道研の分科

会の 1 つに「中小企業振興条例研究」を設定した。その分科会では，墨田区の当時の担当

課長に来ていただいて報告をお願いし，帯広市の担当部署との懇談も実施し，まさに同友

会が帯広市と墨田区の橋渡し役を果たした。

これを契機として，2006 年 1 月，中小企業振興条例の研究プロジェクトを発足させた。

そこで，当地の最有力農業機械メーカーである東洋農機株式会社の会長が座長を務め，論

点整理を重ねた。条例案を作成するには，先進地である東京都墨田区・大阪府八尾市の事

例を参考にすることが適当と考え，基本的には中小企業家同友会など中小企業の者がその

原案を作るのではなく，行政職員に委ねることとした。

2007 年 3 月の市議会において，帯広市より提案された帯広市中小企業振興基本条例が全

会一致で可決された。同年 4 月に施行された同条例に基づいて，その精神を活かすために

設置されたのが，帯広市中小企業振興協議会である。前述の東洋農機株式会社の会長を会

長とし，帯広民主商工会会長や帯広信用金庫代表理事・常務理事も委員として参画して，実

践を後押しする取組を進めた。手弁当で年 70 回を超える会合を積み重ねて，2008 年 8 月

には，「中小企業振興に関する提言書」を取りまとめ，協議会の分科会では，地域シンクタ

ンクの創設を求める声が上がった。帯広信用金庫では，2009 年に，「まず私どもが，金庫

内に地域シンクタンクの機能を有する部署を」ということで，地域経済振興部を立ち上げ

た。帯広市は，提言書を受けて，2009 年 2 月，共同により取り組む産業施策等を取りまと

めた「帯広市産業振興ビジョン」を策定した。

振興ビジョンは，これまで 2 回改訂され，2020 年 2 月に最新のものが制定・公表された。

２　帯広市中小企業振興基本条例の特徴とその特徴が生まれた経緯２　帯広市中小企業振興基本条例の特徴とその特徴が生まれた経緯

特徴は次の 3 点と考えている。

①　条例の冒頭に条例の理念を書き込んだ前文を設けた。そして，「帯広・十勝は」
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で始まる前文は，帯広市の条例でありながら，十勝全域を見据えたものとすること

が強く意識されている。

②　中小企業基本法 6 条に「地方公共団体の責務」が設けられているのを受けて，条

例 4 条には，市長の責務を明定した。これにより，制定時の首長だけでなく，その

後の首長が誰になろうとも，継続性が担保されている。この点は，条例を作るとき

に，中小企業側から帯広市を相当強く説得したと聞いている。

③　創業への強いこだわりから，条例の先進地で中小企業の事業者数が減少したこと

（創業の概念が条例に盛り込まれなかった影響かと思われる）を強く意識し，条例

第 3 条の基本的方向に「帯広・十勝の地域資源を活用する起業・創業及び新技術・

新事業開発の支援」を書き込んでいる。

  条例の実現後は，ビジョンに書き込まれた産業振興施策の着実な実践が不可欠と

なる。このため帯広市は，帯広市中小企業振興協議会の後継組織として，帯広市産

業振興会議を立ち上げた。帯広信用金庫からは，地域シンクタンクの機能を期待さ

れて設置された地域経済振興部の部長であった私（常務執行役員）が参加した。爾

来，当部の部長または副部長が委員に就任し，積極的に意見を述べている。

３　制定から 13 年を経過した帯広市中小企業振興基本条例の成果と評価３　制定から 13 年を経過した帯広市中小企業振興基本条例の成果と評価

条例制定の効果として，1 つめは，私（常務執行役員）の実感として，十勝の経済産業

界や地方公共団体のほか，市民一人ひとりにおいても，中小企業等の地元産業経済界の重

要な役割について理解が進んだことである。

2 つめに，中小企業の経営者や従業者も，自らがいかに重要な役割を担っているのか，改

めて認識し，自信を深められたことである。

3 つめに，十勝の基幹産業である農業をはじめとする第 1 次産業生産者や各生産者団体

でも，自らを支えてくれている中小企業の存在に目を向ける絶好の機会となったことであ

る。例えば，帯広商工会議所に帯広市川西農業協同組合が 2014 年に入会したとか，最近で

はコロナ禍で経営が悪化している市内の飲食店に十勝管内の農業生産者が頻繁に訪れると

いう状況になっている。自分の作物を活用している飲食店が窮地に追い込まれているのな

ら，少しでも売上げに寄与していかなければならない，という思いからである。実際，生

産者と話をすると，そういう答えが返ってくる。

中小企業振興基本条例の近年の制定事例を見ると，中小企業・小規模企業者を対象とす

る旨を明記したものが見受けられる。菅政権の下で中小企業基本法の改正が取り沙汰され

ているが，帯広市の条例においても，次回改定の機会を捉えて，中小企業を，中小企業・

小規模企業者に改定しても良いのかもしれない，と思っている。仮に，「中小企業等と書い

ているのだから，それは意識されている」と再確認されれば，それはそれで価値ある議論

だと思っている。

経済指標の推移等から条例制定の効果を推し量ろうとしても，その効果が表れるには，あ

る程度時間の経過が必要だっただろうし，また，アベノミクスの第二の矢やふるさと納税

等の効果と相まって，なかなか実情が掴みにくい。十勝の主要な経済指標の推移を記した

時系列表を資料に添付している。必ずしも中小企業振興基本条例ができたから良い状況が

できていると断言できない。中小企業のみなさんが農業者等との連携の下で，更に自信を
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深め，この地域での活発な活動につなげている。構造的に人口の減少が始まっている中で，

少なからずプラスの方向へ寄与してきている。なお，小規模企業者等の支援や地域産業の

振興に資するものとして，ふるさと納税や企業版ふるさと納税の制度がある。推進してき

た菅氏の政権の下でも継続されると見られるので，このような制度の積極的活用を検討さ

れたら良いと考える。

４　帯広市産業振興会議の役割，意義，運用の実情と留意点４　帯広市産業振興会議の役割，意義，運用の実情と留意点

産業振興会議の主たる役割は，帯広市産業振興ビジョンに掲げられた産業振興施策の進

捗管理や効果の検証，その結果としての施策の見直し，それらに関連する調査の実施など

である。振興会議は，帯広市が条例を実践していく上で，極めて重要な機関である。

実情として，世代交代によりかつてと比べて強い思いを持った委員が少なくなった分，一

時は「刺激的で活発な討議が行われていない」等と感じている委員も散見された。コロナ

禍で難しい課題が突きつけられた十勝の中小企業等に対して，中長期的視点を交えて，帯

広市が，経済界・産業界と市民の協働をどう支援していけるのか，振興会議においても今

後自由闊達で踏み込んだ議論を行うのが必要だと思っている。

第 2 期の振興ビジョンが開始したばかりである。初心に立ち返り，中小企業の成長を促

す施策の在り方を見つめ直す強い姿勢が大切だと感じている。

５　帯広信用金庫地域経済振興部について５　帯広信用金庫地域経済振興部について

(1) 地域経済振興部の沿革

  とても金融機関の一部署とは思えない名前であるが，地域経済振興部は，十勝で期

待される地域シンクタンクとして設立されたものである。元々，中小企業振興協議会

や産業振興会議において求められていたシンクタンクの機能は，実は，これほど多岐

で大きなものではなかった。

  私が振興会議に出て，求められる地域シンクタンク像を聞くと，「産業連関表を使っ

て，行政の施策の経済効果を計算するような自分たちでできないようなことをして欲

しいんだ。それによって，行政の取組をチェックしていくんだ。」というようなもの

であった。しかし，地域シンクタンクを作る大義において，我々がすべきは，いわば

机上の計算ではなく，「実態に即した中小企業が悩み，直面している課題・問題点を

解決するためのお手伝いをしていく，ということではないか」ということで地域経済

振興部を組み立てていった。

  地域経済振興部が誕生した 2009 年は，国勢調査ベースで初めて十勝管内の人口が

減少した 2005 年の直後ということになる。当時の十勝経済は，まだ観光業が育って

いなかったので，公共投資と農業が産業経済を支える 2 つの柱であった。公共投資に

ついては，国や自治体の財政悪化により，災害復旧工事や緊急経済対策等に期待せざ

るを得ない状況であった。公共工事は発注ベースの金額を見ると，1999 年をピーク

に減少基調が続いている。農業に関しては，畑作の作物について耐寒性を備えた収量

増加が見込まれる品種へと改良が進み，酪農畜産についても順調な規模拡大が進み，

2008 年前後に 2500 億円弱の水準で，安定的な増加基調をたどった。

  そのような状況下，人口の減少傾向が明確となってきて，国の財政も赤字国債発行
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依存が常態化し，公共投資には地域経済の牽引役として期待が持てなくなってきた。

農業・畜産・酪農についても，ＷＴＯ等の日米間を基軸とする通商協議により，国内

の農産品市場の開放が求められ，十勝の畑作輪作体制の維持が危うくなったりして，

衰退が懸念されるようになった。

  この地域は，自然科学系の試験研究機関として帯広畜産大学があるし，理科系のシ

ンクタンク機能をもった機関はあるが，経済系のシンクタンクは存在しない状況で

あった。この地域で，そのような役割を担える機関は，民間では信用金庫以外にない

のかな，ということで，帯広信用金庫が金庫内に地域シンクタンクの機能を持った部

署を立ち上げた。

  当初 3 人でスタートした地域経済振興部が，現在 10 名体制となっている。

(2) 地域経済振興部の特性

  民間がシンクタンクを経営していくのは厳しい。通常は，ＩＴ部署や有料コンサル

ティング部署が稼ぎ頭となって，経営を支えていくのであるが，そういった分野に関

心が薄いのが実情であるので，そのような柱が無いシンクタンクは，独立採算が可能

な部署として立ち上げるのは難しい。帯広信用金庫としても，必ずしもみんなが「こ

の部署を持つことが必要」との理解が最初から生まれていた訳ではなかった。帯広市

産業振興会議の委員になっていた当時の代表理事・常務理事らの力強いリーダーシッ

プによって，実現した。

  当金庫の営業店が，少ない利ザヤをどう稼いでいくか，資金証券部門が運用成績を

どう確保していくのか，ということに非常に腐心しながら収益を上げて内部留保を積

み上げていた。その中で，地域シンクタンク機能を持った部署を立ち上げるのは，コ

ストセンターとしての色彩を帯びることとなる。つまり，経費ばかりかかってたまら

ない，というのが第一線からの正直なところだったと思う。トップのリーダーシップ

により営業店の理解を得ながら，我々も営業店と一緒に地域のために働いていくんだ

ということの理解を得ながら，実績を積み上げていくことで，理解が進んでいった。

  その後，5 年ほど経つと，取り組んできたプロジェクトが具体的な成果を上げ，例

えば，当金庫の融資案件に育っていくこともあり，結果として，地域経済振興部はコ

ストセンタ－からプロフィットセンターへと中長期的には姿を変えていき，職員のみ

んなの理解・協力を得ながら，地域のために活動できるようになった。

  具体的な活動については，副部長から説明する。

(3) 地域経済振興部の取組

  地域経済振興部では，地域の課題解決ということで，様々な方から相談を積極的に

受けて対応している。私（地域経済振興部副部長）も，元々信用金庫プロパーの職員

ということで，特段の専門性が高い対応ができる訳ではない。そこで，一番意識して

いるのは，相談内容についてどういった所に繋ぐか，コーディネーターとしての役割

を果たすことで，顧客の課題解決に役立つことができるということである。

  当金庫の「地域貢献マスタープラン」に，地域貢献 8 か条の記載があり，そこに地

域経済振興部の特徴が出ている。その中でも第 7 に，「地域の全ての人々・事業先を

対象とし，見返りは求めない。」という記載がある。いろいろな地域金融機関が関わ

る際には，基本的には取引先の支援という形で入っているのがほとんどだと思う。当
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金庫では，どなたでも相談を乗る，当金庫と直接取引が無い事業者であっても，地域

全体のプラスに働くことであれば，我々としては積極的にお手伝いをするという姿勢

である。この 8 か条が我々の行動の全ての根底になっている。

① 地域資源の発掘

  まず地域に何があるのか，19 市町村全てに支店がある訳ではないが，各営業店

と連携して，地域資源の掘り起こしをした。そこからブラッシュアップのネタであっ

たり，現状から発展したお手伝いを考えたりする。

② 地域の課題発見と共有

  経済指標のデータの収集・分析をし，発表して，地域の人々に現状を分かりやす

くお伝えすることに努めている。

③ 自立に向けた稼ぐ力の強化

  起業・創業支援をしている。当金庫の経営コンサルティング室と連携して，一緒

に支援するケースもある。自治体の相談にも積極的に対応している。

④ 多様な農業の推進

  十勝の産業は圧倒的に農業が強いが，ＷＴＯの関係で，長い目で見たら，今の状

況は続くのかを考えると，取組が必要となる。温暖化の影響も，少しずつ感じてい

る。Tokachi Grand nuts プロジェクトは，落花生の産業化を目指している。真冬の

マンゴーづくりプロジェクトは，産地の宮崎県と農協と協力し，その技術指導を受

けながら，「まさか北海道の真冬の寒い中でマンゴーができるのか」という驚きも

与えるような商品であるが，実は再生可能エネルギーも活用して，非常に品質の高

いものが出来上がっている。千疋屋の方でも，社長みずからが来て，購入してもらっ

ている。これも，創業の段階から関わって支援している。十勝産しお創りプロジェ

クトは，まだ商品化に至っていないが，十勝の沿岸地方の海で，いろんな加工品を

創る上で，更に付加価値を高める目的で進めている。

⑤ 市場ニーズを捉えた「売れる商品づくり」

  オフィス内田相談会（元東武百貨店の北海道物産展を手がけたカリスマバイヤー

として知られるオフィス内田代表の意見を聴いて，商品のブラッシュアップや販路

開拓の手伝いをする）を毎月 1 回 2 日間，実施している。ものづくりワンストップ

相談会（当金庫と帯広畜産大学，とかち財団の食品加工技術センターなどの専門家

が集まって，これからものづくりをしようとする方の相談を引き受けている）を 3

か月に 1 回実施している。実際には，何からしたら良いか分からない方に，三者が

集まって，「まずはこれからやっていきましょう。」という形で相談している。それ

から，大学・研究機関等との共同研究ということで，地域全体に効果が得られやす

いテーマを研究している。例えば，「如何に食品の賞味期限を長くするか」という

研究は，食品の販路拡大にも繋がる。そういう時に，「なるべくレシピを変えない

ように」など，生産者の方々の思いを反映させるように努めている。それを公表す

ることにより，地域の多くの方々に役立つ。

⑥ より付加価値の高い「儲かる商品づくり」

  よりマーケティングの要素を取り入れて，ものづくりを支援していく。ナチュラ

ルチーズの共同熟成庫の建設・運営支援は 1 つの特徴的な取組として評価を受けて
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いる。熟成庫は規模の小さいものが十勝に点在している。それぞれの方がそれぞれ

で美味しいものを作るのは，それだけ豊かな地域になることであるが，流通という

点で言うと，数の安定が難しい。一定の量を出すときに，品質のばらつきが生じて

都合が悪い。そこで，関係者が相談して，1つの品質基準を定め，共同で熟成庫を作っ

て，それぞれのチーズ工房の方が同じ品質基準により出荷していく。協同組合の事

業化・運営という点でも，当金庫が最初から相談援助し，今も定期的にアドバイス

している。

⑦ 国内外の市場を見据えた「販路の開拓・拡大」

  こちらについても，内田オフィスによる相談会の対応がある。毎年東京の方で，

インフォメーション・バザールを開催している（今年はコロナで中止）。販路を首

都圏にどうやって拡大するか，地元の業者を毎年 200 社以上連れて，展示会をして

いる。他にもフーデックス・ジャパン（幕張メッセでやっている国際食品・飲料展）

の出展支援を行っている。

⑧ 次代を担う人財の育成，人手不足解消支援

  地域経営塾は，50 歳以下の経営者を対象に月 1 回・年 10 回の開催で，19 期実施

している。塾長は常務執行役員が務めている。また，高校生が地元産品の商品開発

等を企画する「地元高校生による十勝の未来づくり応援プロジェクト」を主宰して

いる。それまでは学校の中だけという制約があったが，そこに当金庫が一定の予算

を付け，いろいろな課題に関して，専門の方を紹介し，高校生の学びをより高い水

準にしようとしている。地域フード塾・ワインアカデミーなど道が主催する食品開

発塾について協賛している。

⑨ 産学官・農商工の連携システムづくり

  とかち酒文化再現プロジェクトは，2010 年に立ち上げて，2012 年 2 月に地酒「十

勝晴れ」を造った。もともと十勝でも酒蔵があって地酒が造られていたが，途絶え

ていた。様々な機関が関わって，酒蔵（酒造会社）をつくり，地酒が復活した。卸

売酒販協同組合の協力を得て販売。課題に連携して取り組むことの実践のシンボル

になっている。航空宇宙産業基地構想は，現在我々の地域で最もホットな話題の 1

つである。大樹町での宇宙基地構想のお手伝いをしている。ホリエモン（堀江貴文

氏）のロケットと知られている。

⑩ 新産業の育成支援・産業クラスターの形成

  航空宇宙産業基地構想，Tokachi Grand Nuts プロジェクト，ワインアカデミーな

ど次代の産業に繋がるようなものを育成支援している。

６　新型コロナウイルス問題が中小企業振興政策に与える影響６　新型コロナウイルス問題が中小企業振興政策に与える影響

(1) 世界の産業経済の新陳代謝を促す懸念と事業性評価の意義の高まり

  懸念なのか，チャンスなのか議論があるところだと思うが，いずれにしても，新型

コロナウイルス問題は，世界の産業経済の新陳代謝を促していく。感染防止のために

講じられた様々な行動制限については，結果的に中小企業の資金繰りの悪化に繋がる。

それをカバーするために給付金の支出や，金融機関の融資の積極化が必要となってく

る。実際，それを講じてきているが，結局，効果をもたらすとしても一時的なものと
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なる恐れがある。そこを超えていくための事業性評価をし，将来を見据えて中小事業

者が地域になくてはならない企業へ変容する後押しをしていくことが必要と考えてい

る。

(2) 新しい日常への順応と消費者等との新しい日常の創造が求められる

  「新しい日常」（ウィズ・コロナ）という時代にどういう経済社会像を描いて，その

中で，中小企業がどう生き抜いて役割を果たしていくのか，徹底した議論が必要であ

る。中小企業は，消費者等とともに新しい日常を創造していく取組が必要である。

(3) 求められる中小企業振興施策とは

①　前提として，支援機関・団体が地域の将来像を思い描きながら，徹底した議論を

交わしていくことが必要である。

②　事業性評価の定着に向けた金融機関，行政や経済団体等による啓発活動が必要。

事業性評価は，金融機関と中小企業との間で対話を重ねてやっていくものであるが，

これに向けて，行政や経済団体等が事業性評価の重要性を認識して啓発活動をして

いくことが必要である。

③　頑張る事業者向けのインフラ等の環境整備や人材育成の支援

④　魅力ある事業や雇用を承継できるＭ＆Ａ等の機会掘り起こし

  漫然と事業を継続していくだけで，陰りが見えて，地域経済から退出せざるを得

ない中小企業も少なからず出てくる恐れがある。それを見越して，そういう事業者

でも育んできた魅力ある事業やスキル・雇用等を評価してあげて（事業性評価），

Ｍ＆Ａ等の機会を掘り起こしていく。遠隔地から当地に来ていただくことも必要と

なる。テレワーク等のインフラ整備を同時に推進していく。

⑤　事業の魅力を高め，売れる事業づくりを

  事業者が「これなら売れる」と思った商品が実際には市場ニーズを捉えておらず，

売れないケースをよく見てきた。Ｍ＆Ａの市場にこのような事業者が出ていき，評

価にさらされる場合には，魅力ある事業づくりを考えていかなくてはならない。

⑥　リカレント教育の活用を含む働き方の多様化と労働力のバリューアップ

⑦　産業・経済の衰退阻止のための起業・創業を促進するエコシステムを構築

  十勝イノベーション・プログラムの実施をし，起業・創業をきめ細かく支援して

いる。地域のエコシステムにビルトインされている，あるいは，起業・創業が自然

と生まれてくるような生態系を各地域につくっていくのが大切だと考えている。十

勝財団は，様々な創業支援施策を講じている中で，起業・創業が自ずと生まれるく

るような場作りをやっている。駅近くに起業・創業を目指す人を支援できるような

シェア・オフィス的なスペースを財団が用意している。

⑧　地域住民の地産地消の促進による域内の雇用・所得環境の改善

  地域の住民が地元の産業を支える欧州型の社会を構築していくのが重要。欧州で

は，フードマイレージを意識した消費活動が行われている。住民は，地元の生産物

を購入・消費していく行動が定着している。日本では，まだまだその辺りが改善の

余地がある。
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７　地域経済の好循環を作るために何が必要か７　地域経済の好循環を作るために何が必要か

(1) 域内資金循環・再投資に向けた自立・分散型社会，循環型社会の構築

  自立・分散型社会というのは，再生可能エネルギーを活用した社会をイメージする

とわかりやすい。十勝では，酪農業の生産者が，直面しているのが糞尿の処理であり，

これが環境を悪化させている側面がある。糞尿を活用して，バイオマス発電を取り組

んでいくのが，環境改善にも，エネルギー循環にも，循環型農業への転換にも，役に

立つ。エネルギーも地産地消を考えていくことで，例えば，数年前に起きた全道規模

のブラックアウトのような問題を回避できる。

(2) 財政支出による民間資金の呼び込み

  大きな産業も無い地域経済であり，地価も安く，固定資産税も上がらない状況であ

る。財政支出には，限界がある。あくまでも財政支出を呼び水として，政策の中で，

民間資金を呼び込めるような構図を作り上げていくことが必要。

(3) 十勝農業からの学びを活かし，遠い将来を見据えた取組を

  農業は，漁業と違って，自分たちで土作りを始めていかなくてはならない。その事

業が実を結ぶには，4 ～ 5 年もかかる。そういう長期的視点が必要。地域内循環をど

う果たすのか，長い目で見た産業振興を進めていかなくてはならない。

(4) 振興基本条例制定による地域の長期的方向性，将来像の共有

８　最低賃金について８　最低賃金について

(1) 北海道の現在の最低賃金 861 円の評価

  潜在成長率引上げには，労働力のバリューアップが不可欠。経済成長率を引き上げ

るためには，生産性が向上していくように労働生産性を上げていくことが必要になっ

ていく。生産性を引き上げていく時に，労働者個人でいうと，生産性向上は自分が職

を失うことに繋がるおそれがある。従って，生産性が向上する中でも，自分たちが居

場所を確保できるような知識・経験・スキルなりを身につけていくことが必要となる。

その結果として，労働者個人の賃金がしっかり上昇していく状況が生まれていかない

といけない。そうしないと全体の経済が収縮していくことになる。

  労働者が能力を高めたら，それに対する見返りが得られるような労働市場が形成さ

れていかなくてはならない。産業経済の新陳代謝が進む中で，例えば，そこからはじ

き出された人材（成長企業の生産性向上によって人減らしするとか，企業の破綻によ

る失職など）が，次の仕事に移る。そのときに，「あなたは企業で雇用の機会を勝ち

取れなかったのだから，次の職場では低賃金で働いてください」と言われるようでは，

社会全体が回らなくなる。そのような状況が生じるのであれば，新陳代謝は起こさな

い方が良いのではないかという議論が出てくる。

  なぜそこで賃金が引き上げられていく仕組みができないと困るのかというと，経済

の成長は，個人消費に牽引されているからである。国民が賃金引上げの恩恵を受けて

いく社会の仕組みができないと，良くない。そのためにも，労働力がバリューアップ

していく，労働の価値を高めていくことが必要である。学校教育，企業内ＯＪＴ，リ

カレント教育などが必要となってくる。

(2) 最低賃金の引上げ余地はあるか
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  最低賃金が引き上げられていく中で，新規求職者数は減少を続けている。一方で，

新規求人数は増え続けている。その結果として，有効求人倍率は，新型コロナ問題以

前は，上昇を続けてきた。最低賃金を引き上げても求職者は十分に増える訳ではなく，

求人数が減る訳でもないことを考えると，最低賃金に引上げ余地があると考えても良

い。

  労働力のバリューアップに見合う賃金の支払に耐えられるような業績となれば，賃

金アップが個人消費の増加となって，自分たちの企業業績の上昇にも繋がっていく。

好循環が期待できる。

  帯広信用金庫「地域企業景気動向調査」は，十勝管内 400 社対象のアンケート調査

である。「人手Ｄ . Ｉ .」は，「人手が余っている」と回答した企業から「人手不足」

と回答した企業を差し引いたものである。最低賃金が 2008 年から 2019 年まで引き上

げられてきた中で，人手不足感は高まってきた。

  次は，経営上の問題を尋ねたところ，「人手不足」が上位 3 番に入る問題だと回答

した企業が 4 割以上に上っていた。

  他方，経営上の問題として「人件費の増加」を掲げている企業の割合は，最低賃金

引上げによって 15% 程度まで増えてきている。しかし，割合としては，人手不足に悩

む企業の割合の方が多いと言える。

  最低賃金引上げによって，中小企業は大変だが，人手不足の深刻化を少なからず緩

和する効果をもたらしているかも知れない。また，個人消費の押上げ等に繋がってい

るのではないかと思う。

  最低賃金の引上げに必要と考えられる中小企業等の具体的支援策は，以下のとおり

考えている。賃金引上げが可能となるような企業としての収益力を確保するために，

やや迂遠だが，中小企業等が最低賃金の引上げに耐え得るよう生産性向上に取り組む

ため，それを具体的に支援できる人材として，経験豊富で陳腐化していない高い能力

を有する健康な高齢者や意識高く意欲旺盛なＩＣＴ等に強い若者を位置付け，首都圏

や東海，近畿圏等から支援要員や移住者として受け入れるための支援策が考えられる。

また，例えば，リモートワークが可能な環境整備，副業やワーケーションの推進，公

務員等の地方派遣などが考えられる。中小企業振興条例のような地域が目指す指針を

作り，地域を挙げて中小企業を応援していく。

  札幌と帯広の最低賃金が同じことで問題が生じているか。賃金水準がどうであれ，

十勝の人は十勝を出たくない。教育機会や就労機会が十勝に十分にないので，外に出

ざるを得ないので，札幌に人口流出している。最低賃金が同じことにより生じている

問題は，私としては感じられない。

９　質疑応答９　質疑応答

問　地域経済振興部は，具体的な顧客を想定していないのか。

答　地域経済振興部は，どなたでも相談に乗っている（ただし，この地域の住民・事業所

でないと不可）。いわば地域全体を相手としている。最初の相談は，北海道銀行と北洋銀

行のどちらから融資を受ければ良いかという笑い話になるものだった。

  落花生プロジェクトは，東京の企業からの「海外から落花生を調達しているが，国産
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に切り替えたい」という相談から始まった。帯広畜産大学との共同研究で，十勝でも落

花生を作れるか，取組を開始し，十勝の落花生の産地化を進めている。寒いと早霜の影

響があり，品種の剪定はしっかりやってきた。

問　地域経済振興部の取組は，他の信用金庫ではやっていないのか。

答　当金庫に全国各地から視察が来ているが，説明を聞いた後に，大体「うちでは無理だ」

という答えが返ってくる。経営資源をこれだけ確保するのが難しい。そうでありながら，

地域とともに生きていくのが地域の金融機関であり，そのあたりの意識が変わり始めて

いて，当金庫の取組ほどではないが，他の金庫もそれぞれが特徴を出しながら，特徴的

な取組を始めている。

  東京の城南信用金庫は，全国の信用金庫と連携して，様々な事業を実施している。あ

るいは，特定の地方の信用金庫の取組をバックアップしている。

問　「利益を優先するのでなく，もっと広い視点で」という考え方が，帯広信用金庫の理事

長や常務執行役員，東洋農機の会長に見受けられるが，そのようになった理由はなにか。

そのような見方を支える共通の基盤があるのか。

答　帯広信用金庫として何をすべきかの選択基準が，十勝のためになるのかどうかという

ことである。十勝のためになるのなら，融資で火花を散らしている北洋銀行とも手を組

んで，ビジネスマッチングをしなくてはならない。地域のためになるなら，内部留保を

活用しながら，地域に還元していかなくてはならない。そこで，シンクタンクが必要だ

という提案を中小企業振興協議会の中で，ぶつけられた。それを信用金庫として受け止

めることができた。

  金融機関が健全な経営をし，当時目標 500 億円の内部留保を達成し，積み上げられた

が，それは，この地域が豊かだからという点はあった。ただし，地域が豊かであったた

めに，危機感・切迫感がなかった。何かやろうとしたときに，ことが進まないことがあっ

た。その中で，中小企業家同友会が力強い取組をしてきたのが重要なポイントだった。中

小企業家同友会とかち支部は，会員数 800 ～ 900 事業者くらいあると思う。地域経済振

興部ができた当初は，600 程度だったが，増加した。札幌に次いで会員数が多くなるま

で成長した。同友会の発展の理由は，農業経営部会や農商工連携部会など農業に関わる

部会ができ，そこに農業の生産者も入った。中小企業家同友会なのに，業界横断的な様々

な参加を得て，常に新しい発想をぶつけ合って刺激し合いながら，取組を進めてきた。

問　農業に関して行政と同友会，信用金庫が繋がってきたというが，ＪＡは，そこに関わっ

ていないのか。

答　十勝財団でも，ＪＡトップが理事長を務めていた時期があった。ＪＡは，当金庫と一

緒に，地域の産品の磨きをかけて，販路を拡大していこうとやってきた。フーデックス・

ジャパンでは，ＪＡ中札内村と一緒に北海道十勝物産館で出展し，そのときにＪＡ傘下

の生産者が参加した。ＪＡは，ものを作るより，ものを加工・流通させる役割を担って

いる。そういう観点で，当金庫と一緒に出てくることがある。

問　最低賃金がアップすると，常に生産性向上と中小企業支援が問題となり，これをどう

やって両立させていくのかが永遠の課題となる。具体的には，どういう業態に対して，ど

う改善していけば生産性が上がるのか，その前提としての事業性評価の在り方など，よ

り具体的に話していただきたい。
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答　営業店を通じて相談を受けたものに関して，解決方法を考える。そのときに，経営の

再生，補助金獲得，それを契機にした生産性向上，事業承継，創業支援などは，当金庫

の経営コンサルタント室が担当している。地域経済振興部による，どちらかというと，具

体的な課題解決のための支援を梃子に，事業者が抱える問題に対応しながら関わってい

る部分と，経営コンサルタント室がやっている中小企業診断士をメインとしたスタッフ

による支援とを，連携しあって支援している。

問　生産性が顕著に上がった具体的事例を教えてほしい。

答　経営分析をしたとき，経費管理を改善するなどはできるが，売上げをどう増やすかに

ついてはノウハウがないというのが正直なところである。営業店の者は，そういうこと

を学ぶ機会がない。地域経済振興部は，相談会で，相手と向き合って，1 つ 1 つ実績を

積み上げていく。営業店にどうやって還元していくか，というのは 1 つのテーマになる。

  零細企業になるほど，情報発信の手段が限られる。デジタル化の推進でいうと，規模

の大きさによる相関関係がはっきりしている。人材・設備投資の問題となる。設備投資

となると，最近では補助金の活用の部分を，営業店及び経営コンサルタント室が補助金

を獲得できるように支援し，低コストで増強していく。そういう成約例が上がってきて

いる。ホームページのリニューアルなどが，各事業者の弱点に上がっている。設備の更

新や自動化などに補助金はかなり活用されている。

第３　帯広民主商工会第３　帯広民主商工会

【対応者】　 帯広民主商工会会長

     帯広市市議会議員

【訪問日時】 2020 年 10 月 6 日　16 時～ 17 時 40 分

【概要】

帯広市の中小企業振興条例作成のきっかけを作ったのが，帯広市会議員のＩ氏である。帯

広市の経済三団体の一つ，帯広民商の代表として実際に条例を運営していく中小企業産業

振興協議会の初代委員であり，その後も産業振興会議の委員も継続し，当初から現在まで

参加を続けている唯一の委員がＳ氏（帯広民主商工会会長）である。振興条例によって，実

際に帯広市では小規模企業の支援策である小規模修繕登録制度が拡充されるなど，具体的

な支援が充実している。また，農業では畜産の技術革新と大規模化に伴い，バイオマスプ

ラントが始められるなど，地域循環型経済が進められているが，地元の企業家が「自分の

会社さえよければいい」という発想ではなく，「自分の会社が地元経済においてどのような

役割を果たしているのか」といった意識を常にもって活動するようになったとされる。

また，産業振興条例ができる前に，大規模店の出店を阻止した地元の動きなどの蓄積が

あり，帯広市が自立した経済活動を行う基盤を歴史的に構築していったこと，そのために

は住民全体と巻き込んだ徹底した議論が重要であることなどのお話を聞いた。

【聴取内容】

１　Ｉ議員の提案１　Ｉ議員の提案

Ｉ議員は，1995 年に市議会議員になったが，当時，帯広駅南口に複合施設「十勝プラザ」
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がゼネコンの竹中工務店と地元の建設業者 4 社で建築したことがあった。このとき，下請

け業者が泣かされて，民商に相談が何件もあった。竹中工務店が 40% を持っていき，地元

といっても札幌，旭川の業者が入り，帯広の業者は二次請け以下というありさまだった。こ

れではだめだということで，元請・下請け事業者の実態調査を始めた。50 社ずつ無記名で

アンケートに答えてもらう方法で，これはその後も 3 年に 1 回の頻度で継続している。

その結果，末端まできちんと支払いがなされていない実態が浮かび上がった。例えば手

形について，元請は 60 日のサイトと答えても，下請けは 120 日と回答したり，ひどい実態

があった。そこで，「元請・下請け適正化要綱」が全国で初めて帯広市でできた。建設業法

をさらに詳細にしたもの。ただ，要綱には強制力がなかった。地域経済全体の振興のため

には，元請，下請けだけではなく，そこで働く人の権利が視野に入ってきた。

ちょうどそのころ，墨田区の中小企業振興条例についての学習会があった。その際の資

料などをもらって勉強し，97 年に市議会で帯広市でも中小企業適正化条例を作ろうと提案

した。

墨田区では 10 年の歴史があり，地元も中小業者の実態調査もやっていた。その過程で大

店法が廃止され，墨田区では自前の規制条例が必要という問題意識があった。同友会もそ

の運動に着手した。会議所と同友会はリンクしており，そこで，墨田区の担当課長を呼ん

で学習会をしていった。墨田の担当者は「帯広の人は墨田のことをよく知っている」と驚

いていた。それは，市の担当者が答弁のために研究していたからだ。それから，1 年くら

いで一気に進んでいった。問題提起はしたが，やはり同友会が具体的な動きを作って一気

にできたというのが経緯である。

条例はできたが，理念条例なのでそれだけではだめで，具体化するための産業振興ビジョ

ンができた。帯広が注目されるのはこれを作った過程だ。動かすための組織やシンクタン

クが必要。そういうものが必要ということで，中小企業振興協議会が 40 名規模でできた。

公式会議は 74 回，非公式含めると 100 回を超える議論でできた。これが条例に命を吹き込

んだ。委員の中で初代から残っているのは会長だけ。手弁当でやったが，予算の範囲内と

いうことにせず，これは議論を尽くすためである。

当時の商工観光部の職員も可能な限り傍聴させたりして，意識を高めていった。当時の

メンバーや職員は変わっている。当時の担当課長は，「誘致中心ではなく，地元企業を優先

するという政策の重要性に気付いた」と述懐していた。地域金融の帯広信金も参加してき

た。当時の理事長は，「信用金庫は株式会社ではないから，利益を地元に還元しなければな

らない，十勝のすべての市町村に支店があるのはうちだけだから，地元経済の発展のため

に尽くすべき使命がある。また，単に力のある企業を発展させるだけではなく，中小企業

をつぶさないことが大事だ」と言っていたが印象に残っている。信金の果たした役割は大

きかった。

２　小規模修繕登録制度２　小規模修繕登録制度

振興条例の具体化の例として，小規模修繕登録制度を活用して小規模事業者（50 万円以

下）を優先するようにしている。

登録だけすれば 2 億 3000 万円の市の公共事業の発注のうち，8300 万円くらいがこの制

度の対象になっている。3000 万円からなかなか増えなかったが，振興条例ができて一気に
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6000 万円になった。市が小規模事業者に発注する仕組みをつくった。補正予算の中で小規

模修繕枠を設けて 6000 万円を計上した。

小企業基本法が成立し，小企業の発展をさせることが地方自治体の責務として位置付け

られた。帯広市では振興条例がこれに対応するものとされ，この法律の理念を実現すべく

6000 万から 8000 万への予算の引上げがなされた。

また，地元経済という点でみると，十勝は農業の地域で，3 兆円の波及効果がある。コ

メと違って畑作は機械が畑や品目に応じて変わる。このため，金属機械の会社が多く，す

そ野が広がり，食品加工業も盛んになった。また，小麦などは 99% が原麦のまま輸出され

ているが，ここで加工すれば 130 倍の付加価値があるとされ，その後，製粉工場ができて

きている。こういったことがまちづくりの核になっていくと思う。

畑作だけでは一気に生産額が上がらないが，畜産が増えて今では畑作と同額で農業生産

額は 4000 億近くになっている。1990 年後半では農業 2000 億，公共事業 2000 億だったが，

今では農業 4000 億，公共事業はわずか 600 億しかない。農業が 4000 億に増えたのは，農

業技術の発展や土壌改造，品種改良などもあるが，何と言っても畜産の規模拡大が大きい。

肉牛はもともと 1000 頭飼うことは可能だったが，乳牛は無理だった。しかし，その後，搾

乳ロボットの開発などが進み，今では 1000 頭から 3000 頭を飼育できる牧場が出現してい

る。このように公共事業中心から産業構造が農業中心に変わってきている。地域に根差し

た基幹産業が大きくなって力強さが生まれてきている。

将来は環境と再生可能エネルギーが有望。農業は自家消費率 1200% である。エネルギー

も 1000% になると農業と肩を並べて 3 兆円産業になる。

十勝は牛が 50 万頭いる。その糞尿で 1000 か所のバイオマスプラントを建設することが

可能だ。逆に，畜産の規模拡大により国の糞尿処理だけでは間に合わないという側面もあ

り，バイオマスプラントは糞尿処理という観点からもやらざるを得ない。

現在はバイオマスプラントは 40 か所だが 100 か所にしたいという計画がある。エネル

ギーと環境，農業の二本柱で雇用創出や若者の定着ができれば少子化に対応できる経済的

基盤ができると考えている。

３　小規模企業対策の重要性等（Ｓ氏：帯広商工会会長から）３　小規模企業対策の重要性等（Ｓ氏：帯広商工会会長から）

市から条例制定の最終段階で民商にも相談があり，全面的に賛成の意見を述べた。そし

て，最初の協議会から委員に入れてもらった。その後，産業振興会議に改組されてからも

ずっとメンバーである。

一口に中小企業といってもその中でも格差がある。家族経営とそれなりの規模の中小企

業ではやはり違う。自分は小規模企業の代表として委員に入っている。委員を長年務めて

いるのはみな経営が大変で時間もなく，後継者がいないため。

国の小規模企業振興法は，中小企業と小企業を別枠にしており，小企業には独自の政策

が必要とされている。国は従来「頑張る企業を発展させる」という政策を取ってきたが，小

規模企業は「存在するだけで意味がある」とされる。これが中小企業と小規模企業との政

策目標における根本的な違いである。

毎日，経営を維持することで世の中の役に立つという考え方だ。「発展しなくてもいい，

維持でいい」という考え方。今後は，小規模修繕や融資制度の充実が必要だ。また，小規
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模事業主が一緒に学習できるような場所があればいいと考えている。

条例制定から 13 年が経つが，市の職員の意識も変わり，何より企業家たちが変わった。

自分たちがやるんだという意識が定着した。地域資源の活用など。すでに 200 人が産業振

興会議に関わっている。地域の経済循環についての意識が企業家の意識に根付いている。

「自分の会社だけがよければいい」というのではなくて，「自分の会社が地域の中でどの

ような役割を果たしているのか」を常に考えるようになった。「地域が活性化することに

よって自分の会社もよくなるんだ」と考えるようになった。

条例に前文があることはめずらしいが，前文は帯広市の条例にもかかわらず，十勝の経

済発展の歴史や地域経済構造が書かれており，地元の企業家の間で，その内容が共有され，

地域循環経済の意識が広まった。

十勝全体を見ている点がユニーク。十勝全体が良くならないと帯広も良くならない。異

業種で交流，議論をしている。マンゴー栽培など，前向きな取組が企業者自身から出てい

る。

帯広信金も外に出て行かず，シェア 50% を持っており，十勝の金融ニーズに応えている。

帯広資本のスーパーも生き残っている。「十勝毎日新聞」は，北海道では，唯一北海道新聞

よりシェアが多く，公称 8 万部ある。北海道新聞が威信をかけて印刷所を置き，十勝ペー

ジを一面にするなど工夫したが駄目だった。

「十勝モンロー主義」といわれて，札幌ナンバーでは営業できないとも言われているが，

地元の経済循環意識の強さの表れといえる。指名競争入札方式を取っており，ゼネコンも

入ってこれない。地元発注率は 95%。例外はスピードスケートリンクなど地元では技術的

にできない工事のみである。

スーパーでは，大店法前にダイエーが進出しようとして，それをさせなかった。大店法

廃止後にイオンが進出を試みたがこれも阻止した。地元にそれなりの規模のスーパーがあ

り，また，地元の個人商店の団結も強く，ダイエーもイオンも土地買収をしていたが，結

局撤退した。

農家の経営についても地元経済優先の特徴がある。例えば，長芋だが，生産をうまく調

整することで国内消費により生産を維持できている。低温倉庫を使用して出荷時期をずら

したり，秋春に分けて生産するなどの工夫を凝らしている。余剰は台湾など海外に輸出し

ている。台湾では購入食材としてニーズが高く，いまではアメリカ向けよりも輸出金額は

高い。

しかし，まずは国内市場を押さえてプラスアルファで海外という発想。「儲かれば，国内

を壊して海外」という考え方ではなく，あくまで国内中心という発想が地元経済の発展に

つながるという考え方である

こうした取組から，十勝は人口減少もかなり食い止めている。

４　コロナの影響４　コロナの影響

コロナで夜の飲食店は大変で，家計の足しに農家の手伝いに行っている。そういう厳し

さはある。コロナそのものでの廃業はないが，もともと厳しかった人がコロナで背中を押

されて辞めている。持続化給付金を使い切っており厳しい。融資を受けている人も多いが，

年末年始どうしたらいいのかと思っている人も多い。融資も返済免除型のものが必要だと
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感じる。

５　最低賃金引上げについて５　最低賃金引上げについて

上げてほしいが中小業者への支援が必要。社会保険料の減免は当然だが，会員の多くは

そもそも社会保険に入っていないところが多い。社会保険に入ると，もたない企業が多い。

こういうところには，やはり直接支援が必要。飲食店の中で居酒屋は最低賃金。スナック

系，クラブ系は 1200 円，1300 円を出している。居酒屋など地元の飲食店への支援が課題。

直接支援が一番早いと思う。

建築でも現実には，公共事業では社会保険料込みで積算されて元請に払われているが，そ

れだけの金額が下請けには支払われていない。当然，下請け業者は社会保険に入れない。労

働者も入りたくないという高齢の労働者（払うだけでもらえないため）もいるので難しい。

最賃引上げの影響が大きい中小企業を会員に持つ商工会議所は最低賃金引上げに抵抗し

ている。コンビニも最賃が上がるとチャージを減らしてもらわないとやっていけない。

第４　北海道中小企業家同友会とかち支部第４　北海道中小企業家同友会とかち支部

【対応者】  元帯広市中小企業振興条例協議会会長

     帯広市産業振興会議委員

     北海道中小企業家同友会とかち支部事務局長

【訪問日時】 2020 年 10 月 7 日（水）9 時 30 分～ 12 時

【概要】

１　民間と行政の協働と徹底した議論による条例作り１　民間と行政の協働と徹底した議論による条例作り

(1) 1999 年の中小企業基本法の改正により，それまでは国のメニューの範囲で補助金

と融資が中心だった中小企業支援策が，地域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施

策を策定・実施するということになり，この法改正を契機に，条例作りの問題意識が

広がった。　

(2) 同友会，商工会議所，市行政の 3 者の「協働」により，1 回 3 時間以上，約半年間

の間に 80 回以上の会議が繰り返され，議論する経過が重視されて条例作りが進めら

れた。
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２　行政，中小企業者，市民の協働による条例の理念を具体化する実践２　行政，中小企業者，市民の協働による条例の理念を具体化する実践

(1) 中小企業振興基本条例では，行政，中小企業者，市民の協働が骨格となっている。

（調査訪問先提供資料）

(2) 条例の理念を協働して推進するため，中小企業関係団体，地域金融機関，行政によ

り構成される中小企業振興協議会（後に産業振興会議に改組）を立ち上げ，条例の理

念を具体化するため，4 つの部会を設置し，行程表を作り，それに基づいて進捗の管理・

評価が行われている。産業振興会議に関わる行政職員が育っており，実践の積み重ね

による人作りも重要である。

３　地域のことを自分たちで決めていく実践３　地域のことを自分たちで決めていく実践

(1) 協議会（審議会）の委員に報酬を支給すると，報酬の予算の範囲内で，日数，時間

が制限されて十分な議論ができず，行政主導となってしまうことが危惧されたことか

ら，無報酬と決めてやってきている。

(2) 国に頼るのではなく，どうしたらいいかと自分たちで考えないと地域は変わらない。

発言する分だけ自分たちも動くことになる。十勝は，中小企業同士が平等で，地域が

適度な規模で顔が見えやすく連帯しやすく絶えず一緒に考えていくという素地がある。

(3) 中小企業家同友会の目標の 1 つは，良い経営環境を作ることであり，これは，地域

企業の連携・協働がなければできないことなので，同友会として積極的な役割を果た

すことになった。同友会は，多数回の会議等により全十勝会員の意見を吸い上げて，

母都市である帯広市の政策に反映するようにしている。地域の中小企業数に占める同

63回人権擁護第3部会.indd   28863回人権擁護第3部会.indd   288 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



289

第２編　資料－国内調査訪問録

友会の会員企業数の割合（加盟率）は，約 16.5% であることから，同友会が軸になる

ことができている。

４　地域の産業，経済圏を活かした政策４　地域の産業，経済圏を活かした政策

農業を軸にした基幹産業が帯広市だけでなく「十勝」という経済圏で形成されているこ

とから，帯広市という行政区を越えて，「十勝」地域のネットワークと農業を活かした理念，

ビジョン，政策作りが特徴である。

５　地域内の協働により付加価値を地域内に循環させる取組５　地域内の協働により付加価値を地域内に循環させる取組

酪農等の産物を素材のまま出荷するだけでは，付加価値が地域に残らず域外や大企業に

吸収されてしまうので，チーズ産業等，加工工程を担う産業の振興が重要であり，そこで

雇用を生み出し，付加価値が地域内に循環することが重要であり，そのための地域内での

協働が重要である。欧米諸国では雇用者数と売上が大企業でも中小企業でも比例している

のに，日本では乖離しており，中小企業は雇用者数が多いのに売上が少なく付加価値が大

企業に行く構造がある。

６　人が働く場を守り，グランドデザインを描くための武器となる条例６　人が働く場を守り，グランドデザインを描くための武器となる条例

(1) 現政権が，中小企業法を見直し，中小企業再編を促す法改正に着手するという方針

が示されており，中小企業が淘汰されるのではないかと危機感を持っている。大企業

はＡＩなどを使えば人がいらなくなるが，中小企業は人が働き活躍する場として重要

であり，中小企業振興基本条例は，こういったことを帯広市産業振興会議に提言する

ことを可能にした。

(2) 中小企業条例は地域のグランドデザインを描くための武器である。

【聴取内容】

１　帯広市中小企業振興基本条例制定の経緯１　帯広市中小企業振興基本条例制定の経緯

(1) ヨーロッパ小企業憲章に学ぶ

  帯広市中小企業振興基本条例制定への動きは，2013 年頃，中小企業家同友会（以

下「同友会」という。）の当時の幹事長が，非常に勉強家で理論家であり，「ヨーロッ

パの小企業憲章を参考に中小企業憲章を作ろう。」と提案し，研究会を開いたことか

ら始まった。

  政策提言に向けて，同友会だけでなく，商工会議所とも連携する必要があるという

ことになり，当時，農業機械メーカーを経営し，商工会議所の議員だった私が関わる

ことになった。

  経済活性化のための苗床機能を果たす中小企業の育成が重要であり，苗床をどう作

るかを，ヨーロッパの小企業憲章から学んでいくことになった。

(2) 1999 年の中小企業基本法の改正

  1963 年に中小企業基本法が成立したが，地方自治体の中小企業支援は国が行うメ

ニューの範囲で行うこととされ，補助金と融資が中心という内容だった。
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  1992 年頃にバブルが崩壊し，1999 年 12 月の改正中小企業基本法では，大きく考え

方が変わり，各地域ごとに実情が異なることから「地方公共団体は…その地方公共団

体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し，及び実施する責務を有

する」（6 条）とされた。これを受けて，東京の墨田区や大田区，東大阪などで独自

の政策を始めた。

  帯広市でも，中小企業基本法の改正を受けて，市議会でＩ議員が，帯広市の中小企

業振興条例はこのままで良いのかと問題提起し，帯広市の商工観光部も問題意識を持

つようになった。

(3) 同友会，商工会議所，市行政 3 者の「協働」によるプロジェクト体制作り

  条例の改正年次が 2006 年に近付く中，2005 年秋に，同友会内で中小企業振興条例

の制定に向けた準備会を作り，墨田区の課長（当時）を招いての懇談会を開催するな

どし，2006 年 1 月に同友会の「中小企業振興条例の検討プロジェクト」をスタート

した。同友会のプロジェクト委員による議論を経て，商工会議所と市行政も含めた 3

者による体制作りを進めた。2006 年度の改正は 1 年延期してもらい，2006 年 4 月から，

市役所にも参加してもらうことになった。

(4) 徹底した議論

  議論する経過が重要だとの認識で，同年 8 月まで約半年，1 回 3 時間以上，80 回以

上の会議を繰り返した。議論の経過は記録として残すことにしたので，会議後，議論

を整理する作業を担当した行政は大変だったと思う。

  行政の担当者が，東京事務所長を経験し，墨田区の取組を勉強していた職員だった

ので，行政側との話合いも，比較的スムーズに進んだ。

(5) 帯広を含む十勝のネットワークと基幹産業である農業を活かした振興条例を作ると

いう方向性

  十勝川流域は，人口 17 万人後半の帯広市のほか，幕別町，音更町，芽室町の 1 市

3 町で構成され，3 町もそれぞれ 2 ～ 3 万人と比較的人口が多くて，全部合わせると

約 25 万人となり，道内では旭川に次ぐ都市である。

  帯広が軸で，傘下に 3 町がある形なので，絶対に，帯広市だけの振興条例という形

ではやらず，十勝をネットワークにするということを条例に入れ込もうということに

なった。

  十勝は，農業が基幹産業であり，工業は，食品産業が主体で，畑作，酪農，畜産の

3 つの産物を加工していた。畑作は，野菜主体でなく，穀類，ビート（てんさい糖），

馬鈴薯，豆類などの原料供給の基地であった。食品加工は，農協が巨大な工場を持ち，

全国に出荷しており，地元の食品加工工場はどちらかというと小規模であり，雪印，

明治，カルビーなどの大企業の食品加工工場が中心だった。

  十勝の農業の経済波及効果を見ると，十勝の農業産出額は 2641 億円であり，十勝

の工業などによる十勝地域総生産額効果 2855 億円を加えると累計 5496 億円，それに

産物が道内に流通することによる道内総生産額効果 2858 億円を加えると累計 8354 億

円，さらに全国に流通することによる都道府県総生産額効果 1 兆 1883 億円を加える

と累計 2 兆 237 億円であった（2004 年度・北海道未来総合研究所推計）。つまり，十

勝でできた総生産額が全国にいくと 8 倍，道内で 3 倍強，十勝管内では 2 倍という状
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況であり，流通し付加価値が付くのはほとんど本州においてという状況で，本州から

すれば，十勝で加工してもらう必要はなく，このままでは十勝の産業が育たないとい

うことになる。

  日本は，ものを作るのは中小企業であり，それを大企業，商社が扱って海外に出す

という流れで，中小企業の割合はどこの地方も 99% を超えている。海外と日本の産業

構造を見ると，海外では，中小企業と大企業を比較すると，それぞれの雇用者数と売

上が比例しているのに対し，日本では，雇用者数と売上の比率が乖離しており，中小

企業は人員を抱えており，人件費の負担が重く，利益が少なくなる構造になっている。

大企業が取引先の場合，物の価格は大企業（親会社）が決めるので，付加価値は大企

業にいく。その最たるものは自動車産業である。これに対し，北欧などは若い人が海

外に出て自分で販売したりして，自分の企業価値を理解しており，日本はまったく異

なる。

  このように，十勝の場合は，農業を軸にした基幹産業があり，農業を軸にした場合，

帯広だけではうまくいかないので，十勝を意識するということになり，この点が，他

地域と異なる特殊性の一つである。他の地域では，条例は，自分の行政の範囲のとこ

ろにどんな影響を及ぼすかということを中心に考えていくが，十勝では，1 市 3 町を

基本に考えたということである。

  そして，中小企業が起業しやすく，既存の企業が成長する町にしたい，十勝農業を

中心とした帯広を人が住みやすく活力ある町にしたいという思いが基軸にあった。

  また，なぜ，同友会が関わるのかという議論もあった。同友会には，良い会社，良

い経営者，良い経営環境を作るという 3 つの目標がある。最初の 2 つの目標は自分た

ちだけでもできるが，3 つ目は地域企業の連携・協働がなければできないので，同友

会が役割を果たすことが重要だと考えた。

(6) 概念図の策定

  2006 年 4 月から市役所も参加した 3 者体制がスタートし，同年 7 月には帯広市商

工観光部が概念図を作成した。概念図の四角い枠の中には，条例をなぜ作るのか，ど

のような形にするのかという目標，骨格が記載されている。

  行政が指針を作るが，市長が変わる度に政策が変わるのは困ることから，継続性を

担保するために市長の責務を盛り込むことになり，市長の責務として，中小振興振興

協議会との設置と産業振興ビジョンの策定が明記された。①行政における市長の責務

のほか，②中小企業者の責務と役割，③地域の市民の理解や協力も重要であることか

ら，この 3 つを基本条例の骨格とした。

  これを文章にまとめたのが，帯広市中小企業振興基本条例であり，概念図には，中

小企業振興の基本的方向として，次の 5 つが明記されている。

①　帯広・十勝の地域資源を活用する起業・創業や新技術・新事業開発の支援

②　技術・技能の向上をはじめとする人材の育成，担い手づくりの促進

③　経営基盤の強化

④　産業基盤の整備

⑤　中小企業者の組織化の促進と中小企業団体の育成

  同友会としては，各団体がおねだりで補助金を求めるという従来からの傾向があっ
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たので，中小企業団体を入れることには当初消極的だったが，振興策を浸透させてい

くためには団体を通して説明していくことが必要だと考え，行政と相談して，入れる

ことになった。

(7) 市長との懇談，条例の成立

  2006 年 8 月の市長との懇談会において，名称は，中小企業振興条例ではなく，中

小企業振興基本条例とし，「基本」の二文字を入れて欲しいと要望し，市長が即断し

て「基本」を入れることになった。また，帯広市だけでなく，広く十勝の地域圏の発

展を理念とすることにも市長の同意を得られた。

  帯広市産業振興基本条例が 2007 年 3 月に議会で成立した。

(8) 「中小企業振興」と「地域産業振興」

  埼玉の革新系議員の研修会で，帯広の取組の報告を依頼され，そこで初めて慶應大

学経済学部教授にお会いした。同教授は中小企業振興条例制定の制定を各地で指導さ

れてきた方であり，墨田区，大田区の報告もあった。

  同教授によれば，基盤政策は，地域産業政策と中小企業支援政策であり，「特定の

地域内産業をどのように発展させるか」を課題とするのが「地域産業振興」政策であ

り，産業に関係なく「中小企業の操業，創業，経営などに関係する振興策」が「中小

企業振興」政策である。

  十勝では，農業，食産業，運搬業，流通業，卸産業，小売業などを発展させる地域

産業振興政策が重要であるとともに，それらの産業分野の全てにおいて中小企業振興

政策が重要であり，この両者の基盤政策によって，地域経済が発展するのであり，こ

れは，地域での協働がなければできないことである。

２　条例を協働して推進するための中小企業振興協議会２　条例を協働して推進するための中小企業振興協議会

条例制定後の 2007 年 7 月に，帯広市中小企業振興協議会（2009 年に帯広市産業振興会

議に改組）を立ち上げ，産業振興ビジョンを作るため，モノづくり・創業部会，経営基盤・

人材部会，交流部会，産業基盤部会の 4 つの部会を設置した。

いろいろな案を全部入れ込んだので，骨格が大きくなり，政策は全部で 90 位になり，年

次ごとに行程表を作って，それに基づいて，進捗を管理，評価していった。アリバイ作り

になってしまわないように，中小企業振興協議会（産業振興会議）に参加するメンバーは，

2 年ごとに半分入れ替わり，参加メンバーを地域に広げるということになった。

３　帯広市産業振興会議会長の報告３　帯広市産業振興会議会長の報告

(1) 帯広市の取組の特徴－行政と民間の協働，十勝という経済圏の重視

  行政と民間経済団体が一緒にビジョンを作っていく。発言する分だけ自分たちも動

くという約束事の中でやってきた。委員も替わり，内容も変わる。年度によって重点

項目，協議事項を絞り込む。予算が付くものもあれば，民間だけで動くものもある。

特徴は，役所で作られたものを経済団体が評価するのではなく，行政と民間経済団体

が一緒に作り上げているという点である。

  また，帯広市だけではなく，日本で 7 番目の広さがある十勝という一つの経済圏を，

全体で考えるという点も特徴である。
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(2) 同友会の活動－会議等による全十勝会員の意見集約

  同友会のメンバーは全十勝に会員がおり，全十勝の会員の意見を吸い上げて，母都

市である帯広市の政策の中にまとめていくという作業をしている。会議の設定だけで

なく，懇親会などをうまく活用している。同友会の会員は，860 名であり，うち農業

者が 140 名である。同友会の中に部会があり，部会等の会議数は，年間，200 ～ 300

回になる。

  十勝全体として，食をベースとした集客，人の誘致，付加価値を付けるための加工

等（独自商品の開発）にも踏み込む。こういったことを各部会の中に細かく落とし込

んで，提言するという形をとっている。

(3) 帯広市産業振興基本条例の成果と課題

  コロナで，観光も，食も打撃を受けている。現政権が，中小企業基本法を見直し，

中小企業再編を促す法改正に着手するという方針が示されており，黒字の出ない中小

企業をつぶし，絞り込んで，中堅企業以上を残すという方針に危機感を持っている。

  大企業になれば，ＡＩなどを使うので人がいらなくなるが，人が活躍するのが中小

企業であり，人が働くことをおろそかにすることへの疑念と危機感がある。

  材料を持っている地域で，世の中の需要を模索して新商品を開発したり，世界に通

用するような商品の開発を行うというものづくりは，中小企業の一番得意とするとこ

ろだ。この部分で雇用人口の 7 割を担っている。

  十勝管内の農家は，大規模化し 200 ㏊以上の農地を 5 人家族でやっているところも

あり，このままいくと，基幹産業である農家でも雇用が減少していくので，加工等付

加価値を付けるところで雇用を生み出していく必要がある。

  中小企業振興基本条例は，こういったことを帯広市産業振興会議に提言することを

可能にした。惜しむらくは，十勝管内の帯広 19 市町村（1 市，16 町，2 村）の中で，

まだ 7 自治体でしか中小企業振興条例ができていない。作らないと，その時々の首長

の差配に左右される。残りの自治体でも作ってもらえるともっと深い連携ができると

考えている。

(4) 地域内での付加価値の創造と産業間の協働

  私は，元々建設業をしてきたが，実践が重要だと考え，現在，チーズの組合の理事

長もやっている。

  十勝では，畑作より，酪農畜産の方が生産量が上であり，チーズ産業は酪農畜産の

生産物に付加価値を付ける有効な手段であって重要であり，ナチュラルチーズ全体の

シェアの 7 割を十勝が占めている。

  チーズのことだから，チーズ屋に任せればいいというという考え方もあるだろうが，

そうではなく，酪農やチーズを守ることが，建設業等も含め，地域の全ての産業にとっ

て重要であり，そのことをわかってもらいたいと思ってやっている。

４　質疑応答４　質疑応答

(1) ゼネコンの参入，産業及び中小企業振興において農協が果たしてきた役割等

  ゼネコンの参入は，流通も違い，以前からまったくない。十勝は，他と違って，屯

田兵が入らず，唯一民間開発を行ってきた場所だった（最初は晩成社）。代表的な組
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織としては，ホクレン（農業協同組合連合会）が作ったよつ葉乳業がある。

  アイヌの人々に助けられて入った開拓者は，生産物を求めて来る人たちに騙されて，

安く買いたたかれた。農業共同組合法で連帯して全体を強くしていった活動の根っこ

には，その時の農業者の悔しい思いがある。

  農業協同組合法を作って組合が自立できるようになったのは昭和 30 年代以降であ

る。冷害など自然災害への弱さを克服するために，農業共済制度を創り，これが安定

の基盤になった。　

  本州では，農協が悪いとよく言われるが，北海道は違う。北海道は農業団体が軸で，

農協もホクレンも農業者を取りまとめていった団体であり，農業者の反対があったら

成り立たない。

  北海道は，原料供給型産業であったが，それだけだと，利益が少ない。付加価値を

付けるために，生産物を加工して自分たちで出荷していこうということでできたのが

よつ葉乳業であり，でん粉工場などである。

  今，十勝管内にでん粉工場が 2 か所ある。昔は民間のでん粉工場が多くあったが，

今はそれが農業系統になっている。農業系統の方がなぜ競争力を持っているかという

と，農業政策で農業補助金があり，施設に対する補助が出る。本州で見ると加工は民

間だが，十勝では加工するところは農業系統で作り，そこに働きに行く。その施設を

作る産業が周辺産業であり，クラスター化されていく。

  農協そのものが産業クラスターだとも言われる。農協は，保険や融資や金融をやっ

て，利ざやをダブルで取ってといる面はあるが，ちゃんと組合員を見ているところは

手数料を半分にし，農家に還元しており，かつて，強制積立をやって文句が出たりし

たが，それが力になって蓄えができている。農協は生産工場も加工工場もあって，コ

ンビナートのようになっており，そういう意味で大手が来ても対応していける。農協

への評価は本州とは異なる。

  例えば明治のチーズの場合，ここで作ったものが，1 度，横浜に行き，そこでカッ

トされて個包装されて全国へ行く。需要地が向こうにあるので，ここで個包装できな

い。素材をもう少し付加価値のある物に変えていかねばならない。そのためには中小

の食品産業を育てなければならない。農協が素加工した物を現場に出すようにすれば

中小企業が育っていく。そこがまだ足りない。

  輸送のために，サイズの規格が決まっている作物があり，農協は，規格外を受け取

らない。規格外のものをある程度のサイズにカットして，商品化することは，個々の

農家がやっている。地場の飲食店も知恵を出して協力している。農協は，儲かると動

く。長芋など。

(2) 帯広信用金庫の役割，取組の基盤等について

  中小企業振興基本条例の推進において，中核的役割を果たしてきたのが，帯広信用

金庫のＡ氏（現常務執行役員）であり，前の理事長も積極的だった。

  1997 年に北海道拓殖銀行が破綻するなどの危機があったが，十勝は比較的状況は

安定していた。十勝は，全国で一番金利が安いと言われていたが，当時から十勝は，

競争は激しいけれど豊か，つまり，変動がないと言われていた。

  今，北海道の中で安定しているところは，全部，農業が基本になっている。漁業が
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うまくいっておらず，農業がうまくいっている地域が元気であり，農業は地域産業と

結びついている。約 10 年前，一人当たりの消費高を算出してみたところ，一番高い

のは札幌で 420 万，次に高いのは十勝で 320 万，旭川・根釧・網走が 280 万，苫小牧

が 250 万，函館が 210 万という順番で消費が大きかった。苫小牧に工業を誘致してい

ろいろやっても，そこでは，入ってきた物品を組み立てて出すだけであり地域にお金

は落ちないが，施設を建てるので，固定資産税等が入るので行政は喜ぶ。

  生産が 2 割伸びるということは，その分，原価のかからない利益が増えるというこ

とである。固定費が変わらないから付加価値の部分は超過利益になる。逆に，輸出が

落ちるとそのメリットは国内に跳ね返る。

  自助がなくて，共助，公助はありえない。まず自分で自分の身を守る。振興条例は，

自助＝自分たちの問題だというところが重要だと考えている。

(3) 協議会（審議会）の無報酬

  協議会（審議会）では，委員は一切の報酬を受け取らないと決めた。もし報酬をも

らうことにしたら，報酬の予算の範囲内で，日数，時間が制限されて十分な議論がで

きず，行政主導となってしまうことが危惧された。地域で自分たちで考えないと地域

は変わらない。

(4) 帯広の取組が進んだ理由について

①　大手企業に依存せず，適度な規模・平等重視などの連帯・協働できる地域特性

  十勝は下請が多くなく，生産物を大手に納めるということが多くない。消費があっ

て，作った範囲で地域で消費されるという面がある。日配品は，大手に納めるより

付加価値がある。お互いの地域で，お互いの商売が見えやすい。十勝管内の人口は

約 36 万人である。

  釧路や苫小牧は，大手企業があり，その傘下の仕事が多いが，十勝は，大手企業

の傘下になく，そこに発展の素地があると思う。中小企業同士が平等であり，同友

会では上下関係はタブーとされており，地域が適度な規模で，顔が見えて連帯しや

すく，絶えず一緒に考えていくという素地がある。十勝は生産地であり，カルビー

など，それを活かしたイメージ戦略も展開している。

  札幌は大きくなりすぎていて，お互いの商売の密接関連性が少ないかもしれない。

②　同友会が軸になれたこと

  地域の中小企業数に占める同友会の会員企業数の割合（加盟率）は，約 16.5% で

ある。これに対し，例えば名古屋では1%切る状況であり，これでは同友会が軸になっ

てできない。帯広の商工会議所は中小企業で構成されている。同友会の中に農業経

営部会ができたことの意義も大きい。

③　国に頼るのではなく自分たちの問題を自分たちで考えようという意識

  屯田兵で開拓されたところは補助金への期待が大きいように思う。漁港の町に行

くと，太平洋が荒れてるからどうしようもないなど，天気のせいにしたりする。十

勝は，自分たちの生活は自分たちで守るという意識が強い。国に頼るのではなく，

どうしたらいいかということを経済人が考えている。気質や開拓精神の影響もある

と思う。種をまいて，ないところから作る地域であった。本州から生産物を求めて

来る人達に騙し取られるなどの苦労があった。利益は持って行かれた。だから，農
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協は，自分たちは自分たちで工場を作ろうというふうになっていった。それを支援

する，大きな力を持った政治家も出てきた。

④　産業政策との関連

  函館は昔からの遠洋漁業の基地であり，小樽や函館は造船業もあり青函トンネル

もあったので精密機械など機械産業がそろっており，釧路もそうである。帯広はそ

こが弱い。ベアリングなどなぜやらないのかと言われたが，多国籍にまたがって精

密な機械を作るという作業は，自動車産業の裾野で育ったものであり，裾野が分か

らないで産業政策を進めると大きな間違いをする。

⑤　実践の積み重ねによる人材作り

  産業振興会議でやっていくと，これに関わる行政の職員が育っていく。そういう

積み重ねが大事であり，産業振興会議のメンバーも通算するとかなりの数になる。

人材作りも重要である。

⑥　商工会議所の役割

  日本の商工会議所は，英米方式で会員方式である。これに対し，ヨーロッパは行

政の中に商工会議所があり，加盟しないと事業ができない。フランスは行政の政策

として商工会議所が動いている。

⑦　地域の特性を活かす

  地域によって，扱っているもの，採れているものが違うので，地域ごとに産業振

興政策が違って当たり前であり，基本条例も変わって当たり前である。紐付いてで

きてくる産業政策は全部変わってくるはずであり，札幌と帯広は違ってくる。

⑧　発信力

  まちづくりするときには，その地域の将来の夢を語るリーダーを作ることが必要

だと思う。アドバルーンを上げ，ビジョンに向かって発信する人間がいることが重

要である。

⑨　条例はグランドデザインを描く武器

  中小企業振興基本条例は，地域づくりのグラインドデザインを描くための武器で

あり，地域の特性によって内容が変わる。

(5) 最低賃金に引上げについて

  最低賃金のことを気にしたことはない。人手不足であり，最低賃金では人は集まら

ず，採用できないという意識である。コンビニの時給も高い。十勝の外車保有率は高

い。高価な農機具も。裕福な方だと思う。

  保有面積は，全国平均 2.5ha，十勝は 45ha，大きな所で 100ha 以上である。根付い

て開拓したところなので，ドイツのような交換分合による再編成ができない。農業機

具の能力と耐用年数を考えると，買った方が得であり，売り地が出ると，すぐに売れ

る。経営の仕方も機械の持ち方もヨーロッパと違う。本州とも全く違う。

  冷害，採算が合わずに首をつるなど，苦しい時期があり，悲惨な歴史のもとにわれ

われ十勝の農業がある。かつては最大で 2万 4000 戸あったが，今は 5000 戸程度であり，

規模が大きくなり，戸数が減少し，効率化による利益の拡大が図られ，今は農家は豊

かになり，このあたりの農家は家を建て直している。他方，商業は厳しい。

(6) コロナ禍について
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  コロナは，農業は大丈夫だが，飲食店関係は厳しい。会議所の担保の審査委員を月

に 2 回程度やっている。平時に通常 2 ～ 4 件，6 月頃は 10 件以上に増加し，地域の

金融機関が融資手続を始めたこともあってか，今は減っている。厳しいのは飲食業や

タクシー。

第６　下川町総括質疑 1（ＳＤＧｓの取組等）第６　下川町総括質疑 1（ＳＤＧｓの取組等）

【対応者】   下川町　政策推進課　ＳＤＧ s 推進戦略室主任

【訪問日時】  2020 年 10 月 7 日（火）午前 10 時 00 分～ 11 時 10 分

【概要】

下川町は，1960 年の人口は約 15，000 人であったが，1980 年代に人口減少が急速化した。

このままでは町がなくなるとの危機感から地域活性化への取組が始まった。2001 年「経

済・社会・環境の調和による持続可能な地域作り」（産業クラスター研究会）を立ち上げた。

林業・林産業からいろんな産業を発生させていこうというのがクラスター構想である。そ

の一つに木質バイオマスのエネルギー利用があった。

【聴取内容】

１　下川町について１　下川町について

下川町（しもかわちょう）は，北海道の北部に位置し，人口約 3200 人，面積 644 ㎢のう

ち約 9 割を森林が占める。農業，林業，製材業が基幹産業である。下川町では，1953 年に

国有林の払下げを受けて以降，60 年かけて計画的な伐採と植林を行ってきた。

下川町には，1901 年に岐阜県からの入植があった。下川町は林業林産業，鉱業など豊富

な資源があった。

1960 年に 15000 人でピークとなった下川町の人口は，木材の輸入自由化や鉱山の閉山な

どにより大きく減少。さらにＪＲの路線廃止もあり，1980 年代に人口が急減し，1985 年に

は減少率が北海道で 1 位となった。このままでは下川町がなくなってしまうとの危機感か

ら，地域の活性化活動が盛んに行われるようになった。

2000 年にクラスター構想があり，当時の北海道電力の会長に下川に来ていただいた。そ

れが転機となり，国の環境都市に選定してもらおうということになり，今日に至っている。

下川町には万里長城というのがある。これは，海外は農業が盛んでその半分以上が畜産

業である。牧草地を整備する事業があった。牧草地を整備する費用は国から出るが，整備

するときに出た石の処分費用は出ないということだった。石は牧草地の横にずっと積まれ

た状態であった。酪農の職員の人がたまたま中国に遊びに行き，そこで万里長城を見てき

た。帰国後万里長城を作ろうということになった。石を積むのは全て手作業であった。

口コミで「何か下川町で面白いことやっている。」というのが広まり，町外から石を積ま

せてほしいという人が集まってきた。1986 年か 1987 年位から体験型の観光都市として下

川町が注目を浴びるようになった。2000 年に全長 2,000 ｍを目指そうということでスター

トして，延べ 140,000 人，そのうち 10,000 人が下川町民，130,000 人が町外の方だった。手

作りの観光資源として高い評価を得た。

もう一つ面白い取組がある。1986 年にまちづくりを楽しみながらやりたいという人が現
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れた。それが「コロンブスの卵」という団体であった。この人たちは知り合いではなく，仕

事もみんな違うが，楽しみながらまちづくりをやりたいということで集まった人である。下

川の冬の寒さに注目してこれを何か街を盛り上げるきっかけにできないかという話をして

いた 1 つの取組として，マイナス 30 度の朝の寒気を缶にいれた「寒気団」を作った。「北

欧の幼稚園では冬の寒い日にバケツに水を入れて外に出して置くと，翌朝外側だけ氷が

張っている。それでランプシェードを作る。」と言う小説の一説を読んで，ランプシェード

につくってこれを雪祭りに持っていくということになった。しかし，あまり飾ることがで

きなかった。どうしたらこれを町民の方に知ってもらえるかと考え，ＮＨＫの「ゆく年く

る年」に出るのがよいということになり，ＮＨＫに手紙を送った。1986 年の「ゆく年くる

年」で下川町のお寺の境内にランプシェードのアイスキャンドルが並んで飾られて，鐘が

ボーンと鳴った映像が放映された。その後下川町のアイスキャンドルミュージアムフェス

ティバルと言う形に変わって今も続いている。

人口減少の中で持続可能な町を作るために，地域の資源を活用していこうと，2001 年

「経済・社会・環境の調和による持続可能な地域作り」（産業クラスター研究会）を立ち上

げた。

クラスターというのは，ぶどうの蔦をイメージして欲しい。茎の部分が林業・林産業で

あり，そこからいろんな実の部分，いろんな産業を発生させていこうというのがクラスター

構想である。

下川町の林業・林産業がメインであるが，どういった産業を発生させていくかというこ

とを町と町民の方が考えていたというのがクラスター研究会であった。非常に大事だった

のはこういう未来があったらいいよねという事を出し合った。2001 年の時点で経済と社会

と環境の調和をとれた持続可能な地域作りが大事だということになった。それが環境未来

都市や木質バイオマスのエネルギーの利用など展開していった。

国が，環境モデル都市，当時ＣＯ 2 削減・温室効果ガス削減をやっている地域を選定し

支援するという事業について，下川町が選定された。

下川町は木を切る人，木を加工する工場などがあった。1951 年に外材が入ってきて，仕

事がある年やない年などがあった。

下川町では，1948 年に国有林の払下げを受けて以降，60 年かけて計画的な伐採と植林を

行った。年によっては，外材が高いから下川町に仕事がある，ある年には外材が安いから

下川町には仕事がないとなると，下川町に住めないし，工場も稼働できない。それをなく

すために，町が森林を買って循環型森林経営が始まった。

循環型森林経営が 60 年サイクルで木を切って，植えて，育てるということで，永久に木

が出てくるという考え方であるが，実際にはなかなか難しい。外材は安いので，下川町の

木材に付加価値を付けるということになり，ＦＳＣ認証木材生産を北海道で一番最初に

取った。

下川町の割り箸もＦＳＣ認証製品である。

ＣＯ 2 削減の権利を売ったりした。下川町に欠かせないゼロエミッションという考え方

がある。森林資材を余すことなく使う，切った木を捨てるのはもったいないから全部使い

切ろうという考え方である。

下川町には針葉樹の炭がある。その炭を作るときに出てくる煙がある。これを冷やすと
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木酢液，これは殺菌作用がある液体に下川町の木材をつける。そうすると天然の防虫剤に

なる。化学薬品を使っていないということでそれだけ付加価値がつくことになる。炭を作

るときに出てくる煙，それさえも利用して付加価値を上げていこうとしている。

森林の持つ機能について，幼稚園から高校生まで一環した環境教育を行う。それを地域

のＮＰＯ法人に依頼している。教育だけには終わらず企業のＣＳＲ活動 1や企業研修として

行っている。ハードもソフトも使って森林産業，クラスターの実の部分をたくさんつけて

いく。

使い切ってどうしても使い切れない木はチップにする。下川町は，朝はマイナス 30 度に

もなる寒い地域である。どうしても使えない木はチップにして燃やして熱エネルギーとし

て使った。チップのために木を切るのではなくて，製材の過程で出てきたどうしても使え

ない生木をチッブにするということが非常に重要である。出てきたエネルギーを地域に供

給し石油の価格とチップの価格との差額，チップのほうが安い。その差額を子育て支援に

使う。

枝を切っていたが，その枝は今まで捨てていたが，その枝を集めて蒸留するとエッセン

シャルオイル，アロマのような香りがする。それを「フプの森」という事業が始まり，女

性 3 人がやっている。今まで捨てられていたものを箸，机などを作る。そうすると地域に

働く場が生まれる。人口，雇用が生まれる。産業も活性化する。

チップと，石油とのコストの差額が昨年は 3600 万円もあった。そのうちの半分はボイ

ラーの更新費用，もう半分は子育て支援とか給食費の一部を負担したり，中学生の医療費

無料にしたりしている。石油由来のエネルギーを使わなくて済むので，石油由来の二酸化

炭素排出量が減る。地球環境にも良い。

地域おこし協力隊で入ってきた女性 2 人がもともとオーガニックのハーブを使って化粧

品を作りたいということで入ってきた。東日本大地震で色々考えて，下川にやってきた。エ

ゾシカ加工起業，どんどん若い人が入ってきた。2009 年に 50.6% の高齢化だったが，2016

年には 27.6% になるまで増えた。新しい人の流れが創出された。他の木工作家さんが，古

い民家を改装して工房を作っている。新しいコミュニティが生まれ始めている。

人口動態では，2005 年社会動態が− 82 だった。それが 2012 年になって初めてプラス 5 に

なった。その後ジグザグがあって，2017 年にはプラス 21 人となった。旭川空港から約 2 時

間，ＪＲも通っていない，都市までのバスが 1 時間に 1 本しかない。このような地域で社

会動態がここまでプラスになることについて，高い評価を得ている。移住者の方達が非常

に活躍している。

地域熱自給率が 56% である。このような取組に対して 2017 年第 1回ジャパンＳＤＧｓア

ワードでＳＤＧｓ推進本部長（内閣総理大臣）賞を受賞した。最近では学校，修学旅行で

来る人が多い。体験学習で下川町に来る。

（質疑応答）

問　林業が下川町の主たる産業だと思うが，木材の取引先，競争力といった点では，下川

町の林業とは今どういう状況にあるのか？

1  CSR とは，「Corporate Social Responsibility」の略語で，日本語に訳すと「企業の社会的責任」という意

味である。一般的には，収益を求めるだけなく，環境活動，ボランティア，寄付活動など，企業としての社

会貢献の活動をいう。
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答　木工場は現在 11 工場ある。道北で一番木工場が多い。主な取引先は，ハウスメーカー

である。一番大きい工場の取引先はハウスメーカーである。

問　王子ホールディングスなど，大企業を誘致して地域の活性化を図ろうとする自治体は

少なくないと思う。しかしやり方を間違えると誘致したはいいが，結局利益が首都圏に

流れてしまう。企業誘致の方法とか，理念とか，企業が来たときに，こういうことをし

てくださいというのが，きっと大事だと思う。その辺りを少し教えていただければと思

う。

答　王子ホールディングスは，私的な研究なので，地域の経済とか消費が出るという感じ

ではあまりない。確かに大企業が来ることによって，大きな利益が首都圏にもっていか

れるのはよくない。

  下川町は，クラスター研究会で内核的発展，地域の住民の方の機能を確保して事業を

起こしていくという取組を行ってきた。下川町では現在地域のスーパーが閉店してし

まった。スーパーで売られていたお弁当とかオードブルが地域外に全部流れて行ってし

まった。そこで地域の若者がお弁当屋さんを作ったりしている。町中で出来ないものに

ついては，町外とうまく連携していきながら，やって行くというのが，今の下川町の取

組である。

問　企業誘致というと，今のところ王子ホールディングスくらいか？

答　はい。あとはバイオマス発電 2 が下川町にある。そこは三井物産がやっている。スズキ

自動車の冬のテストコースが下川町にある。1980 年くらいにテストコースを誘致した。

冬になるとスズキ自動車の社員の方が下川町に泊まりに来ている。旅館のホスピタリ

ティがとても良いと当時の鈴木会長が言って下川町にしたというエピソードがある。

問　中学生までは医療費無料にされているということ，その財源というのは，エネルギー

を節約した費用から町が出してということになるのか？

答　はい。充当なので 100% ではない。

２　これからの下川町２　これからの下川町

(1) 2015 年の下川町の人口が 3300 人であるが，2030 年に 2400 人減少するとの予測が

ある。さらに生産人口は減るが，高齢者の人口はあまり減らない。学校の 1 学年の人

数が 23 人から 13 人に減少する。このまま放っておくと高齢者社会になる。自治機能

の低下，空き地，空き家の大量発生，子供教育環境が段々と悪化する。経済面では，

生産年齢人口が 30.9% 減少する。地域経済雇用の縮小，事業経営者や従業者後継者，

担い手不足による廃業という問題が発生している。2030 年まであと 10 年しかない。

2030 年の未来を考えてそれに向かっての取組が必要となった。

  2030 年の下川町のなりたい姿を作った。未来を作るのに取りこぼしがあったらい

けないよね，とＳＤＧｓをやっているのではなく，2030 年の持続可能な社会を作る

ためにＳＤＧｓを使った。2030 年になりたい姿を作るときにＳＤＧｓシートを使った。

(2) ありたい姿をどうつくったか？

  総合計画審議会という町民の会がある。その中から協力してくれる町民 10 人で，

2   https://wwwc.hepco.co.jp/hepcowwwsite/info/2017/__icsFiles/afieldfile/2017/12/22/171222c_1.pdf
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ＳＤＧｓ未来都市部会を新設した。2017 年 9 月から 2018 年 4 月まで 13 回，1 か月に

2 回程度の会議を行った。民間委員 10 名は会社経営者，ＮＰＯ法人の代表，農業の

方などである。それと町の職員 10 名と，ファシリテーターとして環境ジャーナリス

トをお招きした。

(3) 地域経済循環

  下川町は 2016 年に域内生産額が年 215 億円だった。食費は 9.5 億円あって，域外

に 8.5 億円出て行っている。域外に漏れているのが悪いのではなく，出来る部分はな

るべく自分たちでつくっていきたい。最初農家に副業でという考えがあった。しかし

下川町は農家と林業が黒字であった。黒字である農家には稼いでもらい，町民が家庭

菜園などのスモールビジネスでマーケットをつくればということになった。

  また，熱で 7.5 億円，電気で 5.2 億円　12.7 億円が町外にでていく。下川町は木質

のチップを利用してエネルギーを 100% 自給できれば 12 億円が町に入るので，エネル

ギーの自給が大切だということになった。

(4) 教育

  1 学級の児童数が 23 人から 13 人に減少すると教育環境が縮小する。教育は大切で

ある。下川町は小，中，高校それぞれあるが，それが維持できなくなる。すでにいま，

野球チームができないとかサッカーチームができないという事態となっている。若者

の移住，定住の条件が縮小し，教育サービスの縮小により地域全体の活力が低下する。

若者が減る→子どもが減るというループに陥る。そういったループをなくそうという

ことで，いま，取組を行っている。

（質疑応答）

問　「2030 年における下川町のありたい姿」は，2018 年 4 月に計画をした。2 年半くらい

だから，まだまだ見えていないところとか，上手くいっているのかどうかというのはこ

れから？

答　そうです。すべてがチャレンジである。指標は，ゼロベースで町民が作った。指標を

作るのは初めてである。指標を作っている市町村は少ない。小さい町で指標を作ってい

るのは下川町くらいである。

問　法政大学とかいろいろ関わっているが，町はどのくらい支払っているのか？

答　法政大学は連携代として凄いお金がかかっているということもない。どちらかという

と町の取組にお金をかけている。また，地方創生推進交付金など国の有利の補助金を取っ

てくる。下川町の伝統として，財源が少ないので自分たちでやる。申請書を書くのも，政

策も書いたのは全部職員がやっている。

問　産業連関表を作ろうというきっかけがあったのか？

答　町の職員がやりたいといことで始めた。地域の外に出ているお金を町中に入れる木質

バイオマスもそこから始まった。

問　作成するのにお金はかかるのか？マンパワーで出来るのか？

答　最近帯広で新しいソフトが出来たようであるが，当時はそのようなソフトはなかった

と思う。聞いた話だと役場の職員と環境省からの研究の調査の担当者とで一緒にやった

という話を聞いている。職員が地域の事業所を凄く回ったと言う話を聞いている。

問　中小企業条例が下川町にもあるが，中小企業としてはどういった産業，企業が多いの
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か。構成とかも教えてほしい。

答　構成まではわからないが，やはり林業とか林産業の工場とかが多い。個人事業主が多

い。環境だけでなく，経済も一緒にしないと両立しない。下川町は産業に基盤を置かな

いと地域はもたない。観光ではなく，林業，林産業とかも，商業とかに投資していた。中

小企業条例は，中小企業も大切であるという経緯で制定された。

問　林業は循環型で完全に利益が成り立っているのか。一般的なイメージからすると林業

は赤字が多いイメージがある。

答　林業は頑張っている。林業は木を植えることにコストがかかる。それについては，国

から補助が出ている。黒字かどうかわからないのでお答えできない。

問　議会との関係についてお聞きしたい。町の予算編成に対する認識の変化はあるのか？ 

答　議会に特別委員会が作られて定期的に進捗状況の報告がなされている。またパブリッ

クコメントもあり，そこには町民の意見が入っているのでそこら辺は大丈夫だと思う。環

境未来都市などは継続的にやっていたので，今はハードではなくソフト，町民活動といっ

たところにお金を配分している。　

問　施設が綺麗であるが，これは全部国からの補助か？ 

答　施設は国からの補助がないとなかなか建設できない。地域にあった旅館が高齢化で廃

業することになった。下川町はビジネスユースの方が多く，旅館を作らなかったら名寄

とかに行ってしまうので，「結いの森」を作ろうということになった。スズキ自動車から

の寄付もあった。

(5) 実際の取組

  町民チャレンジ「森の寺子屋」がある。やりたいことをどうやったら出来るかとい

う場にしよう，ポジティブな場にしようということで，町は直接的な支援はせず，バッ

クアップ体制として職員が 2 名入っている。町は，場を作ったり，人を呼びたいとい

うためにお金を付けていた。

  森の幼稚園の全国フォーラムがあって，そこで出てきた内容を町民に披露する。

第７　下川町総括質疑 2（バイオマス関係）第７　下川町総括質疑 2（バイオマス関係）

【対応者】   下川町森林商工振興課バイオマス産業戦略室室長

【訪問日時】  2020 年 10 月 7 日　午前 11 時 20 分～ 12 時 10 分

【概要】

下川町は，持続可能な地域社会を作ることを重視している。そこでポイントになるのは，

主力産業の林業であり，林業を中心に持続可能な地域社会を作ろうとしている。安定的な

林業をベースにし，林業の資産を全て有効活用する中で，バイオマスボイラーによるエネ

ルギーの自給率を高めている。また，持続可能な地域社会の一つのモデルケースとして一

の橋地区バイオビレッジに取り組んでいる。

【聴取内容】

１１　持続可能な地域社会を作ることについて下川町は力を入れている。2007 年に下川町自

治基本条例を作る際にも「持続可能な地域社会の実現を目指す」ことを位置付けている。下
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川町で，持続可能な地域社会を実現するために，3 つのコンセプトの融合が重要だと考え

ている。1 つめが経済の問題で，森林総合産業を如何に発展させていくか，2 つめが環境の

問題で，エネルギーの自給を如何に高めていくか，3 つめが社会の問題で超高齢化対応社

会の問題である。

２　森林・林業の特徴２　森林・林業の特徴

町の面積の 9 割が森林。その大半が国有林，町の近くには町有林と私有林が多い。樹種

は，カラマツ，アカエゾマツ，トドマツ，自分の名刺も町の木であるトドマツで作られて

いる。

北海道の山は傾斜が緩い，平均 20 度以下，丘のような山。最新の林業機械によって，切

り出しや運びで運び出しができる。そのための林道の整備が重要。町有林の路網密度は

48.8m/ha。全国平均が 20m/ha なのでかなり林道の整備が進んでいる。林道から 300m 程度

で作業ができるようにすることを目指しており，そのために，路網密度 60m/ha を目指して，

計画的に林道の整備を進めている。

町内には，8 社の製材工場がある。集成材の工場もあるし，シラカバを利用した割りば

し工場もある。住宅一棟分の製剤を全て下川町で供給することができる。

林業に直接従事している人は 28 名，製材業の従事者が 145 名，年間の木材製品の出荷額

が約 28 億円。下川町での素材の消費量が年間約 8 万㎥，民有林の素材生産量が年間約 2.5

万㎥。道北の他の地域で切り出された木材を下川町で製材している。製品の出荷額が年間

28 億から 30 億。農業の出荷額が年間約 32 億円。最近は酪農の出荷額が増えている。林業

は，農業と共に，下川町の基幹産業になっている。

３　循環型森林経営について３　循環型森林経営について

現在の町有林は国有林の払下げを受けたもの。最初は，1953 年に 1221ha の払下げを受

けた。この時は，自然林でそれを伐採していく計画であったが，翌年の洞爺丸台風で，そ

の山の木の大半が倒れるということになり，倒木処理を進めながら，植林を進めていった。

カラマツを植林してから伐採するまで 60 年かかる。50ha を毎年切るためには，毎年 50ha

の植林を 60 年間続けることが必要になり，それを目指している。そのことで就労と雇用を

確保し，地元の製材業者への木材の安定供給もできる。

４　森林資源の活用４　森林資源の活用

下川町には，製材工場が，8 社 9 工場あり，森林資源を余すことなく活用している。大

径木については住宅用の建材等にする。これが一番価格が高い。中径木・小径木について

は，集成材にしたり，木炭にしたりしている。製材加工からでるオガ粉についても燃料に

している。また，木炭を作る際に出る煙を冷やして木酢液を作り，それを消臭材等として

活用するとともに，木材を木酢液につけて燻煙材に加工することもしている。また，トド

マツの葉については蒸留してアロマオイルにしている。また，枝や残材については燃料用

のチップに加工している。これが，バイオマスボイラーの燃料としている。
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５　地域材の利用の拡大５　地域材の利用の拡大

公共施設の内装には，地域材を活用するようにしている。知己の木材を利用して，研究

施設を作った。家具や木工製品を作ることも進めている。

６　森林バイオマスエネルギーの活用６　森林バイオマスエネルギーの活用

産業クラスター研究会で，森林バイオマスエネルギーを活用することが生まれた。　2004

年に公営の五味温泉にバイオマスボイラーを道内で初めて導入した。五味温泉は鉱泉なの

で，温める必要がある。この当時，重油は 1 ℓ 42 円程度，今は 100 円近く遥かに安かった。

年間 60 万円のコスト増でもやるということでやった。その分は町が負担した。

その後，化石燃料の価格の上昇，コストが逆転し，燃料コストを年間 370 万円節約する

ことができた。それを受けて，公共施設でバイオマスボイラーに置き換えるようにした。

2009 年からは地域への熱供給事業も始めた。現在は公共施設の熱供給の 68% が再生可能エ

ネルギーで年間約 3000 万円のコストの削減になっている。木製チップは 50 円程度で，灯

油の半額程度のコスト。利益の半分が町に来ることになっている。基金に積み立て，ボイ

ラーの更新等に備えている。一部を子育て支援等に充てて，この利益を直接町民にも還元

するようにしている。

現在，11 基のボイラーで 30 施設に熱を供給している。役場，温泉，学校，高齢者施設，

町営住宅，育苗施設等。

現在，下川町で年間 3500t のチップを作り，燃料にしている。約 116 万ℓの重油に換算さ

れる。当初は，直営ではじめ，事業性を確認した上で，ガソリンスタンド等の会社が協同

組合を作り，そこが，指定管理者としてバイオマスボイラーの事業を行っている。現在は，

町から委託料は支払わず，利益の半分を町に入れてもらうことになっている。

７　一の橋地区のバイオビレッジ構想７　一の橋地区のバイオビレッジ構想

1960 年には人口 2000 人以上いたが，今は人口が 100 人を割っている。超高齢化社会と

低炭素化を同時に解決することを目指している。具体的には，①エネルギーの自給の向上，

②環境配慮建築の導入，③地域資源の活用による新産業創造，④集住化による自立型コミュ

ニティモデルの創造を目指した。

木質ボイラーでの発電も考えたが，採算が合わないので，屋根に太陽光パネルを設置し

た。ボイラーの熱を利用してキノコ栽培を行っている。そこでは 30 人程度が働いている。

また，王子製紙の関連の研究施設を誘致した。薬草の栽培の研究施設。13 人程度が働いて

いる。このように，働く場所もできている。

高齢化率も 50% 以上が 30% 以下になった。

８　森林のＣＯ 2 吸収機能を活かす取組８　森林のＣＯ 2 吸収機能を活かす取組

下川町，足寄町，滝上町，美幌町で北海道森林バイオマス吸収量活用推進協議会を作っ

てカーボンオフセットに取り組んでいる。クレジットを発行し，これまでに 1 億 7000 万円

の売上があり，4 町の森づくりの費用に充てられている。
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９　プラチナ企業の森の取組９　プラチナ企業の森の取組

企業に森の命名権を買ってもらっている。企業は植林をしたり，社員研修に活用したり

している。事業に 1 億 7000 万円を投資している。

１０　再生可能エネルギーのマップについて１０　再生可能エネルギーのマップについて

19 番　昨年から水力発電も始まっている。

18 番　三井物産と北海道電力の合弁で新たな森林バイオマス熱電供給プラントが作ら

れた。木質ペレットを活用し，ガス化して活用している。

17 番　家畜糞尿のバイオマスプラントもある。

１１　その他１１　その他

役場から 1 ㎞以内に 90% 人が住んでおり，コンパクトなまちづくりを考えていくことが

必要。

１２　質疑１２　質疑

(1) 国有林については，営林署が管理しており，町有林に隣接しているところは林業で

活用している。

(2) 林業関係の就労者数は約 250 人で，生産年齢人口の 20% 程度に当たる。就労者数も

現状維持。

(3) 森林の管理には国の補助金が不可欠。50 ～ 60% の補助率。植林と育林（間伐）が

年間 1 億 4000 万円程度の事業。林道の整備も年間 7000 万円程度の事業。年間 2 億円

程度投資をしていることになる。

  機械設備の補助も必要。年間 3000 万円　3 分の 1 の補助金

  ボイラーの関係も 50% の補助率。過疎債を発行することも可能。その場合にはかな

り地方交付税で填補される。

  1 億の事業をすると，補助金と交付税の填補があり，町の自己負担は 1500 から

2000 万円で済む。有利な制度を活用している。

(4) 燃料用のチップは残材を活用している。

  木質ペレットも活用しているが，コストの関係もあり，民間への波及が進んでいな

い。木質ペレットは灯油とほぼ同じ価格。現在，1 ㎏ 50 円程度，灯油 0.5 ℓに相当。

ペレットが安くなれば波及が進むと思う。オール電化の家には徐々に進んでいる。

(5) バイオマスの指定管理者の事業者の利益はしっかりと確保されている。ガソリン等

の販売をしているよりも安定している。

  2030 年からボイラーの更新を迎えるが，その際には，ボイラーの規模を大きくして，

地域全体への熱の供給も考えたい。

(6) 福祉関係は直営でやらざるを得ない。民間では成り立たない。病院と介護施設は直

営。高齢者の足の確保で，乗り合いタクシーをやっている。100 円から 500 円で利用

できる。介護の人材確保は難しい。

(7) 国有林の木材は，比較的高い。旭川や札幌の業者と下川町の業者の資金力が違う。

国有林の販売は一般競争入札。町有林の売却は指名競争入札。
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  管理については，国有林と町有林で協力することを進めている。伐採や販売も協力

をし，国有林についても指名競争入札で下川町の業者が優先的に購入できるようにし

たい。そのために，下区森林整備推進協定が結ばれている。

第８　下川町森林組合　工場見学第８　下川町森林組合　工場見学

【対応者】   木炭・小径木加工課　加工係長（聴取内容 1 ～ 4）

　　　　　  株式会社フプの森　代表取締役（聴取内容 5）

【訪問日時】  2020 年 10 月 8 日　13 時 45 分～ 15 時 45 分

【概要】

下川町森林組合では，自前で木材を円柱加工し，端材等で過程で排出される煙を燻製に

利用し，木酢液を含浸させるなど，木材を全て使い切る取組をしている。森林組合の敷地

内に設立された会社は，伐採の際に出るトドマツの葉を利用して，エッセンシャルオイル，

化粧水などの製造事業を行っている。

【聴取内容】

１　木炭生産工場１　木炭生産工場

（調査参加者撮影。以下同じ）

下川町の森林は，35 年程前に，雪害に遭った。その被害木をどうするかということで，

木炭の生産事業を始めた。木炭は，下川のカラマツ材を用いて生産している。その他の小

径木からも，円柱加工や一般住宅の部材にならないパルプ材を利用して，オガ粉を作って

いる。

円柱加工の際に，木の皮やオガ粉という木の屑が出てくる。出てくる木の屑を，6 基あ

る釜で焼き上げる。主な用途は，農業用の土壌改良剤である。出荷先は，全道の農協。主

力商品は，「下川炭素」である。飼料の餌に混ぜて使うこともある。北海道では，春先の雪
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解けを促すために田畑に炭を撒く。一部融雪剤も作っている。

台車にカラマツの 6 ～ 12 ㎝程度の原木を 400 ～ 500 本，隙間なく立てて，台車ごと釜の

中に入れる。釜は，35 年も経っている設備なので老朽化している。木の端材を着火剤とし，

カラマツの原木に着火させる。送風しながら，約 1 日で原木に着火する。そこから，煙突

の開閉等で温度を上昇させる。約 5 日程度で，600 度近い温度に上がっていく。そうして

木炭として出来上がっていく。冷却は，釜が新しかった頃は 1 週間程度でできていたが，釜

が老朽化したため 10 日間程度かかっている。出てきたものは，そのまま，作業場で長さを

切りそろえて袋詰めして製品化する。

木炭の売上げは減少している状況なので，設備の更新ができない。昔は，年 24 ～ 36t の

生産量だったが，今は，12t 程度の生産しかできていない。

バーベキュー用の木炭の利用が減った原因は，カセットコンロの普及などである。外で

火を起こすのがなくなってきている。卸先は，ほぼ道内だが，一部は卸売りや量販店に売っ

ている。

燃料炭にならないものは，4 ～ 10 ㎜の大きさにして床下の調湿木炭として作っている。

木炭は調湿効果が高く，半永久的にもつ。主な出荷先は，関西，名古屋方面，一部は九州

である。住宅が立派になってきて，木炭を使わなくても湿気が出ないようになり，木炭の

利用は減っている。

中国産，東南アジア産の木炭が輸入されている。東南アジア産は，マングローブなど樹

種が違う。火力等に大きな差はない。問題は値段である。量販店では，3kg が 300 円で買

える。我々の商品は，2kg で 500 円であり，価格で負けてしまう。生産量も外国は 200 ト

ン以上もコンテナで輸出されているので，量的にも勝ち目がない状況である。

２　円柱加工工場２　円柱加工工場

カラマツ材を天盤機という加工機に入れると，きれいな円柱加工ができる。用途は，公

園，木製看板などである。加工すると，木の屑，木の皮が出てくる。これを，先ほどの木

炭生産に用いる。

我々が扱うのは，小径木である。太い木は，地元の製材工場で加工しているが，そこで

使わないような小径木を我々が加工・生産している。一般住宅に向かない木材は，この組

合工場の敷地に山積みにされて，オガ粉等を作っている。ただし，現在はオガ粉の生産を

停止しているので，その工場の説明は省略する。
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森林土木の現場の資材として使われているのは，更に，圧縮加工をして，防腐剤を注入

した防腐木材である。例として，砂防ダムがある。コンクリートのイメージがあるが，木

材でできないかということで，土木用の高耐久性木材である「ＯＤウッド」が開発され，利

用されている。大阪の株式会社コシイプレザービングという会社と提携して，生産してい

る。木材の施工は，簡単にできて，コンクリートに負けない耐久性を持っている。ただし，

土木工事自体が減っているので，生産量はピークから半分以下に減少している。

３　木酢加熱含浸装置・燻煙装置３　木酢加熱含浸装置・燻煙装置

カラマツの炭を作ると，木酢液という液体が出てくる。木炭生産の際の煙が水蒸気になっ

て，それが冷えると木酢となる。これを燻煙剤として利用している。ガーデニング用の枕

木，公園の資材，住宅の外壁として，木酢液の加工をした資材が使用されている。

木酢液の含浸施設では，60 ～ 80 度の煮沸温度で漬け込まれる。6 ～ 8 時間，含浸させる。

含浸させたものを，隣の燻煙の釜に入れる。木炭生産の際に煙が出てくるが，煙を燻煙施

設に送り込んで燻煙資材を作っている。

４　質疑応答４　質疑応答

森林組合の事業は，森林整備を主としているが，森林整備から出てきた木材をいろいろ

な形で利用するのが，ここの施設である。木炭を焼く，煙を利用する，木酢液を利用する，

円柱加工したときに出てくる副産物（オガ粉，木の皮）を利用して炭を作るなど，全て使

い切る取組をしている。

問　工場の従業員数は？

答　現在，正規職員 7 名でやっている。今来ているアルバイト 2 名を加えると 9 名である。

みんな地元の町内に住んでいる者である。

問　正社員の月収は？

答　北海道は賃金が安いが，この辺りの木材加工業の相場に合わせて，基本給が月 20 万円

前後である。

問　森林整備業について

答　組合の事業は，森林整備が主である。組合員が所有している山を手入れする。切った

ら，必ず植えるのが原則。40 年サイクルで切りながら，森を育てている。
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  森林管理の従業員は，加工工場と別で，14 名程度。全て直営で，下請等は使っていな

い。

問　工場は，火をつけたら 24 時間体制なのか。

答　7 名で夜勤体制を取りながらやっている。

問　冬も木炭の生産しているのか。

答　冬になると生産が落ち込むので，12 月の中旬過ぎまでをメドに生産している。再開は，

4 ～ 5 月。その間は，釜は稼働させずに，別の仕事をやっている。真冬の積雪量は 2m，マ

イナス 25℃前後となるが，森林管理は冬もやっている。むしろ，冬にならないとできな

い現場，雪を利用して入る現場もある。工場の生産が止まっている間，森林管理を手伝っ

たりすることがある。

５　株式会社フプの森５　株式会社フプの森

私たちは，森林組合の事業で出てくる枝葉の部分を活用して事業をしている。もともと

は，下川町森林組合の中の 1 事業だったが，それを引き継いで会社にしている。場所も変

わらず，人もあまり変わっていない。

トドマツの枝葉を使っている。トドマツはモミの木の仲間で，間伐や木の手入れ，伐採

で出た木の枝葉部分は，通常は，森にそのまま置いておかれる。

トドマツは，葉の部分に成分が含まれている。作業は，葉を採る作業から始まる。木を

倒すのは組合や他の林業会社の人であるが，その現場にお邪魔して，手作業で採取作業を

する。葉を袋に詰めて，軽トラックで運び出す。その葉を，籠ごと蒸留機の中に入れる。蒸

留は，エッセンシャルオイルを採る方法の中で最もポピュラーであり，ハーブなども同様

の方法が用いられている。材料を蒸気で蒸して，蒸気を冷やして液体に戻す。出来た水も，

水溶性成分が含まれた水になっている。これをそのまま化粧水として販売したり，化粧品

原料としてフローラルウォーターという名前の芳香蒸留水を販売している。

水と一緒にエッセンシャルオイルも出てきて，上にオイルが浮く形で分離するので，オ

イルを原液でも販売したり，香料としていろいろな商品に使っている。

蒸留し終わった葉も，乾燥させて，枕に詰めるなど，商品化している。全ての残渣を枕

にできる訳ではないので，多くは土に返している。
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アロマセラピーにおいて，トドマツは，呼吸器のケア，風邪の予防，血行促進に良いと

言われている。花粉症の悪化防止に良いとの報道があって，今年の春はよく注文をいただ

いた。自動車の排気ガスなどで空気が汚染されると花粉症が悪化するところ，トドマツに

は空気清浄・汚染物質除去の効果があるという研究結果があり，花粉症の悪化防止となる

とのことである。最近だと，マスクに垂らしてもらう，垂らしたティッシュとともにマス

クを入れておくなどで，利用されている。濃すぎるとむせることもあり，また，刺激があっ

て，あまり直接お肌には付けたくないもので，少量の方が良い。

ナチュラルにこだわっているので，合成のもの，石油由来のものは入れないようにして

いる。最近は，ナチュラルコスメなど社会派の商品，ストーリー性のある商品として紹介

していただくこともある。

取扱店がまだ少ないが，九州まで徐々に増えてきている。最近は，コロナの影響で，オ

ンラインショップが伸びてきている。自社サイトと取引先のサイトがあり，検索すると結

構ネットで出てくる。北海道だと，新千歳空港が一番品揃えが良いが，ここ下川には限定

商品を売っている。

年商は 2000 万円程度である。「フプ」とは，アイヌ語でトドマツのことである。会社を

立ち上げたのは，私ともう 1 人の女性の 2 人であるが，現在専属の従業員 1 名がおり，3

人体制で事業をしている。葉を採るときは，もう少しアルバイトの人に来てもらっている。

株式会社を設立したのは 2012 年から。事業自体は，2000 年からである。

私は，札幌出身であるが，森に興味があり，北海道なら下川が先進地だと聞いて，見学

に来た。当時からエッセンシャルオイルはあり，最初はお客さんとしてきて交流していた。

担当者のポストが空いたので，移住してきた。移住して 13 年になる。

下川は，住みやすい町だと思う。町には，知り合いが多いので，孤独感はない。自分の
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ことだけでなく，町のことや知り合いのこと，生き方のことを考える機会が多い気がする。

医療のことは心配がある。子育てに関しては，選択肢がない不便があるが，不自由は感じ

ていない。

第９　下川町木質原料製造施設第９　下川町木質原料製造施設

【訪問日時】  2020 年 10 月 8 日（木）14 時 00 分～ 14 時 10 分

【場所】    下川町木質原料製造施設

【概要】

森林組合で加工できないような品質の木材等を自然乾燥させ，チップ製造機で，木質バ

イオマスチップを製造する施設である。

バイオマスエネルギー導入前から灯油などの化石燃料を販売してきた事業者のもとで働

いていたスタッフがここで働いている。

【聴取内容】

町が管理 ( 運営 ) している場所であり，事業者に業務を委託している。

貯木場で，林地残材（樹木の伐採や造材のときに発生した枝・葉・伐根など，山から搬

出されずに放置されているもの）など，森林組合でも加工できないような品質の木材等を

ここで自然乾燥させている。含水率が40～ 50%くらいになったタイミングでチップにする。

細かい枝は落とす。

写真の緑色の機械は，チップ製造機である。ドイツ製で，歯車に丸々丸太を入れて切削

していく。左上の噴射口からチップが飛び出す。リモコン操作して所定の場所まで動かし，

丸太を入れる。56 ㎝くらいの直径なら入る。

ここで作られたチップが，町内 11 施設のボイラーに全て運ばれていく。元々ガソリンス

タンド（化石燃料の会社）で働いていたスタッフが働いている。雇用がだいたい引き継が

れている。作業は毎日ではない。寒くなると稼働日が増える。

ある程度乾燥させると，雨があたっても水は流れ落ちていくことが多いので，丸太が戸

外にあっても，燃焼用のチップにするのには問題ない。生木でも使えるボイラーを使って

いる。
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第１０　一の橋バイオビレッジ第１０　一の橋バイオビレッジ

【訪問日時】  2020 年 10 月 8 日（木）15 時～ 15 時 40 分

１　一の橋１　一の橋

ＪＲ北海道名寄本線の「一ノ橋駅」があったが，名寄本線の廃止に伴い，1989 年 5 月 1

日に廃駅となった。商店 , 病院がなく，住宅の老朽化など地域コミュニティの維持に関す

る課題が顕在化した。下川町は一の橋地区における自立的かつ安定的な暮らしを実現する

ため，2010 年度から地域おこし協力隊を導入して様々な生活支援サービスを実施した。

一の橋という集落は，林業が盛んだったときに，ここからたくさんの木材を出していた。

関東大震災の時多くの家が倒壊し，下川町の木材がたくさん使われた。林業で賑わって

いた町である。人口が減少し，2009 年には町民が 95 人になり，2 人に 1 人が高齢者となっ

てしまった。
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２　コンパクトシティ２　コンパクトシティ

エネルギーを使って限界集落にコンパクトタウンを作れば，地域が活性化するのではな

いかということで取組をした。一の橋地区に超高齢化に対応するエネルギー自給型の集住

化エリアを建設した。集住化住宅は，長屋風の外廊下で繋がっており，雨や雪が降っても，

住民センターの横にある集住化住宅の入口から自宅まで濡れることがない。

住宅の給油・暖房は全て木質バイオマスボイラーから供給されている。
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３　バイオビレッジ３　バイオビレッジ

下川町で地域の活性化の為にエネルギーを核にしたコンパクトシティを，一の橋でやっ

てみようということになった。熱供給施設（木質バイオマス），集住住宅，地域食堂を作っ

た。

下川町は，地域おこし協力隊を総務省が創設した最初の段階から入れていた。

買い物支援シモカワゴンを出して，買い物に行けないお年寄り，地域食堂をやっていた。

木工作家さんが，一の橋が面白いということで，一の橋に拠点を置くようになった。家具

の診療所がオープンした。
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４　地域活性化に向けた取組４　地域活性化に向けた取組

そこから出た熱を使って菌床椎茸を作る。雇用が創出される。ここは小さな町で，冬に

なると雪が降り通年の雇用がない。木質の熱を使っているので年間を通して雇用を確保で

きる。売り上げは，当初 2800 万円の売り上げだったが，昨年（2019 年）は 7000 万円だっ

た。下川以北のシェアと，旭川。札幌にも販路がある。

王子製紙を誘致した。紙が斜陽産業なので，中国が経済発展したので新たに漢方の原材

料を日本で作れないかということで，一の橋に研究施設を構えた。

第１１　ＮＰＯ法人森の生活第１１　ＮＰＯ法人森の生活

【対応者】   ＮＰＯ法人森の生活代表理事

【訪問日時】　 2020 年 10 月 8 日　16 時～ 17 時

【概要】　下川町では，町の資源である森林を生かす森づくりについて移住者を中心とし

た活動の展開があり，ＮＰＯ法人森の生活はその中心として活動している。町職員と協同
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しながら，町の人と一緒になって，荒れていた町有林の森づくりを行っている。森にちな

んだイベントや自主事業を展開している。たくさんの移住者が生き生きと活動する中で移

住者が移住者を呼ぶという循環ができている。下川に移住してきた人は，下川町の将来像

について共有しており，経済的にも自立している人たちが多い。

【聴取内容】

１　森の生活の沿革１　森の生活の沿革

代表理事Ａ氏自身は名古屋で育ち。北大在学中に北海道の自然に憧れたが地域経済の衰

退に心を痛めて何かできないかと考えてきた。一度京都で農業関係の仕事に従事した後，再

び 2010 年に北海道にやってきて下川町に移住した。Ａ氏は，森の生活の 2 代目の代表理事

である。

下川町に移住者が多い理由は下記のとおりである。

1990 年代に東京の郵便局の職員が緑の仕事に携わりたいということで森林組合に就職

した。活発な方で，都会で緑の仕事をしたい人が増えているはずだとして，1996 年に森林

組合と商工会と役場を巻き込んで「フォレストコミュニケーションイン下川」という林業

と移住をセットにしたツアー活動を展開した。定員 20 名に対して倍近くの応募者があっ

た。毎年 1 組が移住し，森林組合に就職した。やりたい仕事ができないということで，1997

年に移住者を中心として「サークル森人類」を結成し，町と協定して町有林を利用した森

づくりや森林・林業体験事業などを実施した。さらに森林を中心としたクラスターをどう

作っていくのかについて研究。

1998 年の報告書では，環境と経済と社会の 3 つをうまく循環させていくべきであること

が記載されており，民の側からＳＤＧｓの先駆けとして提案された。環境と産業の在り方

を研究する下川産業クラスター研究会において，「自然療法プロジェクト」による森林療法

をはじめとする自然療法活動を開始する。「サークル森人類」を母体としてＮＰＯ法人森の

生活を設立した。

2001 年の平成の大合併の際には，合併を拒否し退路を断って独立の道を歩む決意をして

いる。

2005 年，森林療法を事業の 1 つに据え，森を生かした体験プログラムやツアーの提供を

開始した。2006 年，児童を対象にした森の中での保育活動「森のあそび」を開始した。2008

年，森林組合から移管を受け，トドマツ製油製造販売事業を開始する。2009 年，指定管理

者として「地域間交流施設　森のなかヨックル」（コテージ）の管理運営を開始する。幼

児・小・中・高校（各学校 20 名ほど）一貫の森林環境教育事業を開始した。2012 年，精

油製造販売事業担当者が新たに立ち上げた「株式会社フプの森」にトドマツ精油製造販売

事業を移管する。2013 年，指定管理者として「美桑が丘」の管理運営を開始し，事務所を

美桑が丘に移転した。Ａ氏が 2 代目代表理事に就任。

2015 年，有効活用されていなかった広葉樹材を活用するために小規模多品目の木材流通

事業を開始した。自社でも加工しており，白樺材などによるオーダーメードのテーブルな

どを製造販売している。木材作家さんたちも移住して活動している。木材加工の地元企業

と連携して様々なアイデア商品を作成している。パルコのオンライン販売でも紹介されて
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いる。東京の設計士とも連携している。

2017 年，起業家誘致プログラム「シモカワベアーズ」を産業活性化支援機構と連携しス

タートした。地域外の企業の研修（森林作業を体験）も受け入れている。企業との連携は

町の財政にも貢献している。地域外からの修学旅行も受け入れている。町の人と一緒になっ

て，荒れていた町有林の森づくりを行っている。町民たちと協力しながら森にちなんだイ

ベントを自主事業として実施している。

たくさんの移住者が生き生きと活動する中で移住者が移住者を呼ぶということになって

いる。下川に移住してきた人は，自分から何かをしたいという経済的にも自立している人

たちである。ガンガン稼いでいこうという人はいない。西粟倉村のように，ベンチャー希

望の方たちが儲けていこうと移住してくるということはない。

もともと鉱山の町であることもあり，地元の人たちが移住者に対してオープンであると

感じている。

２　合併拒否の経過２　合併拒否の経過

合併は最終的には住民投票で決めた。名寄市との合併の話があった。合併を拒否したの

は下川町の歴史が大きい。自分たちでしかけて挑戦してきた歴史がある。町が 1953年に借

金 8800 万円で国有林の払下げで 60 年サイクルの森づくりを実施したのに，その翌年に洞

爺丸台風で森林が破壊されてしまった。その 2 年後に財政再建団体になった。1983 年には

唐松がだめになり，炭焼き事業を展開した。自治体として様々な挑戦をしてきた歴史があ

る。

３　人口減に対して３　人口減に対して

移住者を増やす活動をしてきた。地域起こし協力隊の制度を利用して個人事業主を増や

したい。起業家誘致プログラム「シモカワベアーズ」により 5 人目が事業者になろうとし

ている。ただし，移住者が下川で何をしたいのかをきちんとしておかないとミスマッチが

起きてしまう。下川の目指すまちづくりの方向性を理解したうえで，それに適合する方た

ちに移住してもらうことが必要。2030 年の下川のありたい姿を示したことは重要で，その

ビジョンに共感してくれる人が来てくれればよい。2000 人台に人口減になっても循環する

町づくりをしていくことが大事である。

４　活動について　４　活動について　

現在展開している事業は，採算はとれている。委託費や指定管理料，利用料などで運営

できている。民間の助成金も活用している。寄付はあまりない。

町に民度の高いプレーヤーがたくさんいて町をどうしようかしっかり考えている人が多

い。特に女性に多い。

５　生活について５　生活について

家賃は安い。誘惑も少ない。出ていくお金が少ない。友人は月 10 万あれば暮らせると

いっている。野菜ももらえる。子育てについて，どういう教育を求めるかによる。学校の

生徒数は少なく選択肢は少ない。自然との出会いなど素晴らしい面がある。
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６　将来ビジョンについて６　将来ビジョンについて

事業をどう展開していくのか，新しい経営感覚も取り入れていかなければならない。ど

うやって，事業承継を図っていくかは難問である。

地域でしか使えないが地域にとってとても重要なことを教育においてきちんと子どもた

ちに教えていくことがこれからの地域の活性化のためにも重要だと感じている。闘って稼

ぎを上げないと暮らしていけないという価値観からの転換が必要なのではないか。その地

域での役割を認め合う，その人の個性が生かされ最低限の生活が実現できる。そんな価値

観が尊重されるようになれば，地方の求心力が高まるように思う。

第１２　下川町　総括質疑（まとめ）第１２　下川町　総括質疑（まとめ）

【対応者】   下川町政策推進課ＳＤＧｓ推進戦略室主任

【訪問日時】  2020 年 10 月 7 日　17 時～ 17 時 40 分

【概要】    午前中の講義及び午後の見学を踏まえ，こちらの疑問点等についての質疑

を行った。

【聴取内容】

１　下川町が平成の大合併で合併を選ばなかった理由について１　下川町が平成の大合併で合併を選ばなかった理由について

名寄市の近隣 5 町（風連町，下川町，音威子府町，美深町，中川町）で合併協議会をも

ち，名寄市との合併を協議したが，最終的に，名寄市と合併するという話にはならなかっ

た。5 町のうち風連町のみ名寄市と合併した。

下川町として，名寄市と合併した場合，まちづくりをどう進めていくか等の主導権はや

はり名寄市が取ることになり，下川町の特色を生かしたまちづくりが難しくなることは間

違いない。もちろん，合併せず，下川町単独でまちづくりをしていくのも同じ程度に難し

いかもしれない。同じ大変な道であれば，下川町の独自性を生かせる可能性が高いという

ことから，合併しないという選択を選んだ。町民のアンケートでも 75% 以上が合併に反対

という意見であった。

また，5 町と名寄市が合併すると余りに広大な自治体になり，効率性の点から見てもメ

リットが認められない。

２　下川町の構成２　下川町の構成

林業が 2 割，他の町村と比較して公務員が多い，病院も特別養護老人ホームも町の直営

でやっている。営林署関係の公務員もいる。農家もそれなりにいる。農業も法人化を進め

て，効率性を高め，就業者数が減っているが，生産額を維持している。

病院も特養も町の直営なので，それをどう運営するのかは問題。ただ，人口が減り，民

間では運営できないので，町の直営でやることが必要。10 年位前までは，民間の医院が

あったが，それもなくなった。

３　町民の参加について３　町民の参加について

色々な計画を作る際に町民に参加してもらうことが重要。自治体が，計画を作ることは

63回人権擁護第3部会.indd   31863回人権擁護第3部会.indd   318 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



319

第２編　資料－国内調査訪問録

難しいことではないが，町民に参加してもらい，町民で議論をして作り上げていくことで，

町民自身の計画になる。

会議によって違うが，1 回の会議で 2 時間程度。その時間では足りないということで，コ

テージに泊まり込みということもあった。謝金は 1人 1回 4000 円程度。町民と議論をして

進めるということについては，下川町がやってきたことはある。

ただ，ゼロベースで町民と作ろうとしたのは，今回が初めて。それを自分がやりたいと

思ったのは，2 年間の内閣府の出向の経験が大きい。出向している際に，下川町はやって

はいるけど，町民の顔が見えないし，補助金ありきだと言われた。そのことを踏まえ，上

司と相談して，今回は環境ジャーナリストの方をファシリテーターとして，ゼロベースで，

町民と議論をして作り上げるということをした。

４　下川町の収支について４　下川町の収支について

52 億円の貿易収支の赤字になっていることは事実。これをできるだけ小さくして穴を小

さくすることが重要であることは事実。これは 2012 年の数字だが，今，新しい数字で産業

連関表を作ることを進めている。

その一方で，町外から買ってくることを一概に否定することは難しいし，できることか

らやっていくという方向性も重要。町民にアンケートを取ったところ，町民が，下川町で

買えるようになってほしいものとして，鮮魚と薬（薬剤師さんがいないと買えないもの）

が上がってきた。このようなものを下川町で売れるようにするために，何かできないかと

いうことを考えている。移住してきた人にそのような事業をしてもらうのも一つの方法。

５　これからの下川町について５　これからの下川町について

下川町は，産業はそれなりに頑張っているが，教育と福祉は弱いので，そちらにも力を

入れていきたい。下川は，補助金を持ってくることには長けていたが，補助金よりも一般

財源と裁量をいただきたい。それを受けてまちづくりを進めていきたい。
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第２章　岡山県奈義町・西粟倉村調査報告書第２章　岡山県奈義町・西粟倉村調査報告書

第１部　調査の概要第１部　調査の概要

第１　調査の趣旨・目的第１　調査の趣旨・目的

岡山県奈義町は人口約 6000 人と小規模であるものの，2014 年の出生率が全国平均に比

して高水準となったことから脚光を浴びた地方自治体である。また，同県西粟倉村は，長

期の森林整備の構想を進めており，これを単なる林業振興ではなくまちづくりとして捉え，

地域の活性化等を図ろうとしている。

そこで，上記 2 つの地方自治体につき，地域衰退の現状，地域における医療，介護，子

育ての福祉や労働の安定に向けた取組，その他人口減少問題への対策を知ることで，地域

における福祉の危機とそれを乗り越える地域再生の社会保障につき研究を行う参考とする

ため，訪問調査を実施した。

第２　調査の日程第２　調査の日程

 2020 年 10 月 20 日（火）

 　　　　　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分　奈義町役場

　　　　　　　　　　15 時 40 分～ 16 時 30 分　なぎチャイルドホーム

　　　　 10 月 21 日（水）

　　　　　　　　　　8 時 00 分～ 8 時 30 分　軒下図書館

　　　　　　　　　　9 時 30 分～ 12 時 00 分　西粟倉村役場

　　　　　　　　　　13 時 00 分～ 13 時 50 分　あわくら温泉元湯（株式会社 sonraku）

　　　　　　　　　　14 時 20 分～ 15 時 20 分　旧影石小学校（エーゼロ株式会社）

第３　参加者第３　参加者

竹　下　義　樹（京都弁護士会）

中　村　和　雄（京都弁護士会）

猪　股　　　正（埼玉弁護士会）

堺　　　啓　輔（福井弁護士会）

小　野　順　子（大阪弁護士会）

松　田　弘　子（山口県弁護士会）

房　安　　　強（鳥取県弁護士会）

村　山　勇　輔（富山県弁護士会・調査当時）

板　谷　多摩樹（岡山弁護士会）

第４　調査報告概要第４　調査報告概要

１　奈義町１　奈義町

(1) 町のプロフィール

  那岐山の麓で農業を中心に行っている町。町の面積の 6 分の 1 は自衛隊の駐屯基地。
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昔から続く横仙歌舞伎や現代美術館があり，文化と観光資源には恵まれている。2002

年に単独町制を決定。

  町の課題は人口減少・少子高齢化。合併当時は人口 8925 人だったところ，2019 年

は 5835 人に減少。国立社会保障・人口問題研究所によると 2060 年には 2809 人にな

ると推定されている。

(2) 住むことへの特化

  奈義町では，若者が働くために町外へ出て行く。そこで，住むことへ特化すること

で生き残ろうとした。子育て，移住・定住，高齢者向けの施策を複合的に一体として

行うことにより，住みやすさや安心感といったものを作り出し，人口の社会減を減ら

そうとしている。その結果，合計特殊出生率が高まり，2014 年には 2.81 となった。

その後一時的に低下することもあったが回復し，2019 年は 2.88。昨年度も，すべて

の行政施策を人口維持に向けた取組にする計画を新たに策定している。

  役場と併せて訪問したなぎチャイルドホームは，子育ての悩みなどの相談を受けた

り，一時預かりや自主保育の場を提供して子育て世代の多様なニーズに応えたりする

ほか，親子が一緒に楽しむ催しを開くことで，子どもと大人が世代を超えて出会い，

互いに心を通わせ育ちあえる集いの場となっており，住むことに特化しようとする町

の施策の一端が窺えた。

２　西粟倉村２　西粟倉村

(1) 村のプロフィール

  村は，岡山県の北東端にあり，中国山地の分水嶺に位置している。面積の約 93% が

森林。

  岡山県に属しているが，経済圏としては，鳥取県や兵庫県にベクトルが向いている。

智頭急行という第三セクター鉄道，及びこれと平行した鳥取自動車道があるので，交

通の便利は非常に良い。昔から，因幡街道が鳥取池田藩の参勤交代のルートになって

いた。隣の鳥取県智頭町は宿場町であり，10km ほど南の旧大原町も宿場町であるが，

西粟倉村は，その間の茶店みたいな所であった。人が通るのは慣れているので，いろ

いろな人が来ても，受け入れられる素地はかなりあるとのこと。

  現状の人口は，2020 年 9 月末時点で 1437 人。毎年 10 人程度減少している。約 30

人の自然減，約 20 人の社会増という状態である。世帯数は，開村以来最大となって

いる。

(2) 百年の森
も

林
り

構想とそれを核とした各種事業

  西粟倉村は，2004 年頃に合併をしない決断をしたことを契機に，地域の最大資源

である森林に着目した検討を始め，「百年の森林構想」を核にした百年の森林事業，

再生可能エネルギー事業，ローカルベンチャー事業を推進し，地域における教育・福

祉分野の社会資本の充実を目指した取組にも着手し，環境・社会・経済のバランスの

良い統合的取組による相乗効果の創出を目指している。

  「百年の森林構想」は，財産価値を失い放置されつつあった民有林（人工林）を，

行政がリーダーシップをとって集約化して森林の健全化を図るとともに，民間事業者

と連携し，搬出される間伐材に地域で付加価値をつけて販売し，地域内の経済循環と
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雇用を創出する取組であり，2008 年に着想され，2009 年から具体化するプロジェク

トが推進されている。

  再生可能エルギー事業は，①老朽化した小水力発電所のリニューアル及び小水力発

電所の新設による水力発電，並びに②市場流通することなく山林に放置されていた粗

悪材を村内温泉施設や公共施設等で利用する木質バイオマス発電により，エネルギー

の地域内循環を図るものであり，再生可能エネルギーによる自給率 100% を目標にし

た地域づくりを目指している。

  ローカルベンチャー事業は，「地域の価値を掘り起こした事業による起業＋移住」

をテーマに，地域に人材と仕事を呼び込む取組であり，2013 年にスタートし，2015

年からはローカルベンチャースクールを開始し，「百年の森林構想」の理念等に共感

する若者の移住が増加し，森林関係のほか，酒屋，ジビエレストラン，再生可能エネ

ルギー，福祉・教育分野など，それまで地域になかった多様な事業が育ち，人口の社

会増や子どもの数の増加などの成果を上げつつある。

  以上に加え，地域内での福祉・教育の充実が重要であることを踏まえ，2018 年か

ら「生きるを楽しむ」をキャッチコピーに掲げ，教育・子育て支援等の社会資本を充

実させる取組を推進し，教育，医療，福祉にもローカルベンチャーが広がってきてお

り，2019 年度から「さとのば大学」プロジェクトに参画するなどの取組を進めている。

  ビジョンとプロジェクトの同時進行，その情報の見える化によって共感を広げ，若

者の移住や起業へとつなげ，中間支援組織の伴走支援・情報発信等を重視し，行政と

民間の強みを掛け合わせ，官民連携で取り組んでいる。

  役場以外の各訪問先は，それぞれ宿泊事業，バイオマス事業，ローカルベンチャー

スクール事業などを手がけているところであり，村が掲げる百年の森林構想が具現化

されていた。

３　まとめ３　まとめ

奈義町及び西粟倉村は，ともに平成の市町村合併をしないことを選択していたが，その

後人口減少という課題に対し，自分たちの弱点（若者が働きに出て行ってしまうこと，面

積のほとんどが森林であること）を，発想の転換で強み（住むことへの特化，百年の森林

構想）に変え，そこから生まれた施策を実行している点でも共通していた。

また，そういった施策を実行するための財源についても，単に支出を削減するだけでな

く，国からの交付金を積極的に活用し，地域内経済循環の仕組みをつくるなど，様々な工

夫を行っている点でも類似していた。
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第２部　訪問録第２部　訪問録

第１　奈義町第１　奈義町

１　奈義町役場１　奈義町役場

【対 応 者】  町長

　　　　　  情報企画課長

　　　　　  情報企画課副参事

【訪問日時】　2020 年 10 月 20 日（火）13 時 30 分～ 15 時 30 分

【概　　要】  奈義町では，若者が働くために町外へ出て行く。そこで，住むことへ特化

することで生き残ろうとした。子育て，移住・定住，高齢者向けの施策を複合的に一体と

して行うことにより，住みやすさや安心感といったものを作り出し，人口の社会減を減ら

そうとしている。その結果，合計特殊出生率が高まり，2014 年には 2.81 となった。その

後一時的に低下することもあったが回復し，2019 年は 2.88。昨年度も，すべての行政施策

を人口維持に向けた取組にする計画を新たに策定している。

【聴取内容】

１　奈義町の概要１　奈義町の概要

1955 年 2 月に三村合併により「奈義町」が誕生。2002 年に単独町制を決定。町の面積の

6 分の 1 が自衛隊の駐屯基地。那岐山の麓で農業を中心行っている町。文化と観光資源に

は恵まれている。昔から続く横仙歌舞伎や現代美術館がある。

奈義町の課題は人口減少・少子高齢化。合併当時は 8925 人だったが，2019 年は 5835 人

に減少。2015 年の国勢調査では 5906 人。社人研（国立社会保障・人口問題研究所）によ

ると 2060 年は 2809 人と推定。

２　町長からの聴取概要２　町長からの聴取概要

（町の運営）

出生率は，2017 年は 2.37，2018 年は 2.40，2019 年は 2.88，2020 年は 2.95（速報値）。

2014 年に 2.81 まで上がったのに対して 2015 年が 1.84 か 5 あたりで一時下がったが，その

後回復上昇している。

合併については，2002 年の住民投票において 9 割を超える投票率で 7 割を超える住民が

単独町制を選択。単独でこれからも頑張っていこうということがずっと変わらない町の方

針。

1955 年に人口 9000 人を超えていた。それが 60 年経って，3 分の 2，約 6000 人。これか

らあと 20 年も経ったら，さらに 3 分の 2，4000 人を切るのではないか。若い人が都市部に

働きに行くということがあった。今も若い人はそういう気持ちを持っている。地元にはな

かなか残りづらい。自分が勉強したことを活かす職場がない。もう少しすると病院がなく

なる。診療所を維持するのが大体 6000 人くらいであると言われている。それが 4000 人に

なると診療所がなくなる。スーパーがなくなる。若い人がこれから仕事をしようとすると
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きに人口がどんどん減っていく。なかなか商売ができない。スーパーがない，買い物がで

きない，病院がないとなると高齢者の方も住めなくなる。年寄りが若い人，息子，娘を頼っ

て出ていく。町自体が崩壊する。

最初は若い人が出て行く。そして高齢者の方も出て行く。高齢者の方は，最後まで自宅

で過ごしたいということをほぼ皆さんが言われる。それが実現できなくなる。そこのとこ

ろを補償しようとすると人口をある程度のところで維持していかなければならない。

町には，19 の行政地区があり，町長は 1 年に 1 回は全地区を回り，直接話を聞く。みん

なで力を合わせて町をつくっていこうと言う。行政だけではできないから，住民にも行政

に参加してもらう。新しい地域再生推進法人が 3 つ，地域再生法人になっていない団体が

1 つ，4 つの団体を作って皆と一緒にやっていこうとしている。

（国の政策に対して）

育児手当，半年 67%，それを過ぎると 50% になる。女性にも働いてもらったら良いし，子

供が次の世代に出てこないといけない。そこのシステムをしっかりしてほしい。働いたこ

とでキャリアとしてマイナスにならないように，しっかり子育てと働きながら職場に復帰

できるように。経済的な支援がないと子育てはできない。

（奈義町の位置付け）

奈義町の場合，農業があり，畜産も盛ん。ただ，産業的にはよそに働きに行く。住むの

に特化をすべきだ。子育て，教育とか，周りに働きにいってもらって，住むところだと私

自身はずっと思っている。

他と差別化をして，奈義町は住むのに良いという評判が立った。ただ，周りもしっかり

頑張ってもらわないと，働きに行く場所がない。奈義町だけでは生き残っていけない。

（財政状況）　

財政は健全である。52 億円くらいの貯金がある。借金は 38 億円。今のバランスで言う

としっかりお金がある。お金の使い方だと思う。どこに何を使うかということ。

我々の政策は次の世代をしっかり作り上げて行くこと。住みやすい，人口を維持すると

いうことに特化して生き残りをかけている。

例えばバスの通学。ここから津山までバス代が毎月 2 万 5000 円かかる。ＪＲがあると

5000 円で済む。子供 1 人で 2 万円，2 人で 4 万円の差。結構な額になる。5000 円程度の負

担にしたいのだけど今 1万 3500 円。ほぼ半分しか出せていない。残りの金額は今の所いろ

いろな子育て施策をしている。交通費の負担が 5000 円となれば，将来どこに住もうかと言

うときに奈義町も選択肢に入る。お金を使うところはそこ（子育て）かなと思う。

（高齢者対策）

昔はすべて高齢者を中心に施策を進めていた。我々は十分できると思う。あとは最後ま

で自宅で住みたいという夢を叶えるために，健康作りをやってもらって一日でも永くおら

れる。それが行政のためになるし，本人のためにもなる。介護も訪問介護を社協と一緒に

やって，家庭に入っている。

企業関係も有り難いことに地域医療を目指しているグループの方がそこで活動して，訪

問看護をして，最後まで自宅に住みたい

（所得制限について）

子育て施策は，所得制限があるのはほぼない，保育園料は国が 55% 補助して，3 歳以上
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からは無償になっている。

３　情報企画課からの聴取概要３　情報企画課からの聴取概要

（総合政策推進）

子育て施策単独では行っていない。子育て，移住・定住，高齢者向けの施策を複合的に

一体として行うことによって住みやすさ，安心感といったものを作っている。

子育て支援だけでは人口減少を止められない。人口維持のためには社会減（外へ出て行

く人口）を減らすと言う施策が必要。

定住施策，就労対策，独自の子育て支援策を行ってきた結果，合計特殊出生率が高くなっ

た。2014 年は子どもは 60 人産まれたが，出生率は 2.81，2019 年は 56 人だが，出生率は

2.88 と子どもの数は減っているが出生率は上がっている。これは計算の対象期間の女性の

数が減っているということである。

すべての行政施策を人口維持に向けていくことを昨年度新たに計画に取り込んだ。

（住宅施策）

分譲地の整備。ほぼ完売状態で残りは 3 区画しかない。新たな分譲地の確保が必要とな

るが，財源的手当がないので，すぐにというわけにはいかない。

賃貸住宅の整備。定住促進住宅。国が建てた雇用促進住宅を格安で買い受け，リフォー

ムして賃貸している。人気があって満室で，空きがあってもすぐ埋まる。

奈義町は過疎の町の指定を受けていて，過疎債が使える。過疎債が財源対策としては有

効に使えている。

（工業団地の整備）

1991 年頃に造成をして，ようやく 3 年ほど前に完売した。東日本大震災があって，リス

ク分散ということで西日本に拠点を作るという会社もあって，ようやく完売。ここで働く

人が 7800 名程度いる。その全てが奈義町民ではなく，奈義町民の割合は 2 割内。それ以外

の人は，近隣の市町村から通勤をしてくる。

奈義町に住んで近隣の工場に勤めている人も多い，美作市，佐用町に働きに行く人も多

い。

（子育て支援施策）

保育園 1 園，幼稚園 2 園，小学校，中学校 1 校，子育て支援施設（なぎチャイルドホー

ム）が 1 つある。保育園と幼稚園を統合して，認定こども園の設立計画があり，今事業を

進めている。2023 年度にオープンする予定である。

医療機関は 2 つある。歯科医院は 2 つある。

2016 年には子育て応援宣言をした。子育て世代に心強さや安心感を与える効果があっ

た。それ以前も子育て支援施策を行っていたが，あらたに宣言をすることによってより一

層気を引き締めて積極的にやっていこうという意思の表れ。

（高等学校等就学支援金交付事業）

通学費の支援・通勤通学手当の補助によって，経済的負担を緩和する。1 人当たり，年

額 13 万 5000 円を交付している。

（出産祝い金交付事業ほか）

2004 年度から条例を制定して支給していた。1人当たり 10万円の支給。所得制限を設け
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ていない。

医療費の無償化を高校生までやっている。予防接種の費用の助成。色んな所でやってい

る支援策がそろっている。

（財政方針）

財政力指数が奈義町は１以下なので，地方交付税は頼りにしている。そんなに独自財源

が豊かな町ではない。その中で，支出を抑えて，子ども支援に回すと言うことを続けてき

た。

国の補助金を真剣に探す，それに手を挙げて受け取る。地方創生臨時交付金，地方創生

事業といったもの，これからのまちづくりに必要なものは積極的に受け取りに行く。

地方創生事業で奈義町は，2 億から 3 億円位交付を受けている。仮にその分だけが使途

の定めのない自由に使える財源として与えられたらと言われても何に使うかと考えると，

もらいっぱなしのお金だと余り良い使い方が出来ないと思うこともある。どんなことが町

にとって必要なのかとしっかり考えた上で，計画を出してそれを認めてもらうことも必要。

2003 年に奈義町再出発計画，行革とまちづくりがセットになった計画を作った。いろい

ろな経費を落とした。自分たちの出る日当や謝金などもカットしていった。ボランティア

会があった。グラウンドゴルフ場を作りたいと行ったら，日当 1500 円で自分たちで作って

いった。材料費は町が払う。その代わり，山を切り開いたり，ユンボをもってきたりと自

分たちでした。

合併しないと決めたところで，町民がしまったところがある。その中で高齢者への施策

をしつつ，やっぱり子どもだよねということで戻ってくる。

工場を誘致しても本社が移ってこなかったら，法人税は落ちない。固定資産税は幾分が

増えるがあまり大きなところが来ると景気の波があって財政的に安定しない。

中から起業して頑張る人を増やすと言うのも大事。大きな事業にはならないかもしれな

いが，頑張ろうという人が増えると活気がある町になる。

（就労支援・なぎチャイルドホーム）

子育てとか，子育て世代の働き方の新しい形をここで作っている。なぎチャイルドホー

ムで在宅，そこから少し子どもが大きくなったら私も社会と繋がりたいという人，お金を

もらいたい，空いた時間で働く。きちんと働く人のために保育園で預かる。選べることも

大事。働くことは大事。高齢者もフルで働きたいのではない。

奈義しごとえん。草刈り，庭掃除，田植え，町の中でのちょっとした困りごと。それを

仕事にして，解決する。墓掃除の依頼，家のタンスを運ぶ仕事などもある。220 人が登録

して，働いてもらっている。社会とのつながり，働く人同士関わりを持っている。依頼料

金が高いものではない。最低賃金からちょっと上がるくらいを設定している。法人として

の取り分は少ない。困りごとの解決を仕事とする。ちょっと働きたい，ちょっと手伝って

ほしい。ちょっとをつなぐ。常勤雇用ではない。

（経済循環・ナギフトカード）

地方創生交付金を利用して 2018 年 4 月 13 日にスタート。

目的は，町民の健康作りを応援する，町民の地域活動や社会参加を促す，子育て，教育，

人作りを応援する，町内経済を活性化する，町外のお金を町内へ呼び込むこと。55 の項目

があってポイントがつく。
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町が事業者へ端末機を貸与する。今はコロナなので非接触型の対応ができるのが魅力，経

済対策という点から今年度は無料，2021 年度から 1 台 1 か月 500 円で貸与していく。

２　なぎチャイルドホーム２　なぎチャイルドホーム

【訪問日時】  2020 年 10 月 20 日（火）15 時 40 分～ 16 時 30 分

【概　　要】  役場と併せて訪問したなぎチャイルドホームは，子育ての悩みなどの相談

を受けたり，一時預かりや自主保育の場を提供して子育て世代の多様なニーズに応えたり

するほか，親子が一緒に楽しむ催しを開くことで，子どもと大人が世代を超えて出会い，互

いに心を通わせ育ちあえる集いの場となっている。

【聴取内容】

１　なぎチャイルドホームの成り立ち１　なぎチャイルドホームの成り立ち

子育て世代が相談できる，常駐のアドバイザーがいるところに，子どもが保育園に通っ

ていないお母さん方が集まってきた。そこに地域の人が入って大工仕事をしたり，おばあ

ちゃんが集まるようになった。お母さん方もおじいちゃん，おばあちゃんと仲良くなり，お

母さん方を応援したりして，もう一人子どもを産むことに繋がったりした。

在宅で子どもが 3 歳になるまでしっかり見たい。悩みごとを抱えないようにチャイルド

ホームに行きましょう。そういうことでなぎチャイルドホームができた。

　　　　　　　（調査参加者撮影。以下同じ）

２　なぎチャイルドホーム２　なぎチャイルドホーム

なぎチャイルドホームは，集いの場であり，地域の情報が集まる場所でもある。地域の

大人たちがそれぞれの得意を活かし，催しの企画から運営までを手掛けたりする。年齢問

わず色んな人が出入りする。
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３　一時預かり「すまいる」３　一時預かり「すまいる」

通院や美容室に行く，兄妹姉妹の参観日など，少しの間だけでも子どもを見てほしいな

ど家庭の事情で少しの時間だけ子どもを見ていてほしい時に数時間単位で子どもを預けら

れるサポートである。

４　自主保育たけの子４　自主保育たけの子

幼児期の子どもたちを，大人が協力しあって行う自主的な保育活動である。

第２　西粟倉村第２　西粟倉村

１　西粟倉村役場１　西粟倉村役場

【対 応 者】  村長

　　　　　　 地方創生推進室参事

【訪問日時】  2020 年 10 月 21 日　9 時 30 分～ 12 時 00 分

【概　　要】

１　国土の 7 割を占める森林の持続性が日本全体の健全な将来に関わる

西粟倉村は，2004 年頃に合併をしない決断をしたことを契機に，地域の最大資源である

森林に着目した検討を始め，「百年の森林構想」を核にした百年の森林事業，再生可能エネ

ルギー事業，ローカルベンチャー事業を推進し，地域における教育・福祉分野の社会資本

の充実を目指した取組にも着手し，環境・社会・経済のバランスの良い統合的取組による

相乗効果の創出を目指している。

２　「百年の森林構想」は，財産価値を失い放置されつつあった民有林（人工林）を，行政

がリーダーシップをとって集約化して森林の健全化を図るとともに，民間事業者と連携し，

搬出される間伐材に地域で付加価値をつけて販売し，地域内の経済循環と雇用を創出する

取組であり，2008 年に着想され，2009 年から具体化するプロジェクトが推進されている。
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例えば，村の新庁舎の建物も，この事業で生産された木材が使用されており，中の調度品

類も，ほとんどが地元企業が製作したものである。

３　再生可能エネルギー事業は，①老朽化した小水力発電所のリニューアル及び小水力発

電所の新設により水力発電，並びに②市場流通することなく山林に放置されていた粗悪材

を村内温泉施設や公共施設等で利用する木質バイオマス発電により，エネルギーの地域内

循環を図るものであり，再生可能エネルギーによる自給率 100% を目標にした地域づくりを

目指している。

４　ローカルベンチャー事業は，「地域の価値を掘り起こした事業による起業＋移住」を

テーマに，地域に人材と仕事を呼び込む取組であり，2013 年にスタートし，2015 年からは

ローカルベンチャースクールを開始し，「百年の森林構想」の理念等に共感する若者の移住

が増加し，森林関係のほか，酒屋，ジビエレストラン，再生可能エネルギー，福祉・教育

分野など，それまで地域になかった多様な事業が育ち，人口の社会増や子どもの数の増加

などの成果を上げつつある。

５　社会面では，地域内での福祉・教育の充実が重要であることから，2018 年から「生き

るを楽しむ」をキャッチコピーに掲げ，教育・子育て支援等の社会資本を充実させる取組

を推進し，教育，医療，福祉にもローカルベンチャーが広がってきており，2019 年度から

「さとのば大学」プロジェクトに参画するなどの取組を進めている。

６　ビジョンとプロジェクトの同時進行，その情報の見える化によって共感を広げ，若者

の移住や起業へとつなげ，中間支援組織の伴走支援・情報発信等を重視し，行政と民間の

強みを掛け合わせ，官民連携で取り組んでいる。

【聴取内容】

第１　村長第１　村長

１　国土の 7 割を占める森林の持続性が日本全体の健全な将来に関わる１　国土の 7 割を占める森林の持続性が日本全体の健全な将来に関わる

うちの村は，日本全体ではごく小さな部分であるが，人間の体の小さな部分でも機能を

果たさなければ，体は健全とはならない。地域の資源がどういうことで成り立っていて，全

体にどういう影響を与えるのか，我々がどういう影響を受けながら役割を果たしていける

のか，と考えると，経済的な側面だけで割り切ることはできない。戦後の経済発展で，人

口が都市に集中していった。田舎は人を都市部に送り出してきたが，田舎が田舎の機能を

果たしていくことができなくなっていったのが現状である。

我が村は，面積の 93% が森林である。日本の国土の 7 割を森林が占めている。それ以外

の部分に人が集中している。今後，健全に人が住んでいる環境を持続させるのに，やはり，

国土を無視した一極集中が大きなストレスになってきている。我が村は，小さいので，我々

が大きな影響を与えられるか疑問である。しかし，我々が持っている機能を発揮して，ど
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ういう影響が出るのかをきちんと考えていく。そうしたら，小さな村から日本全体を見て

いくことができる。

地域資源である森林が持続していかなければ，我々もそうであるが，日本全体も健全な

将来を迎えることはできないだろう。森林の持続性が，全体の持続性の担保になるのでは

ないか。

２　合併拒否。地域資源である森林に価値を見出し若者が集まる２　合併拒否。地域資源である森林に価値を見出し若者が集まる

考えるきっかけは，2003 年から 2004 年にあった合併問題であった。そこで，合併しな

い決断をした。地域資源は，山しか無い。しかも，山は大不況で，戦後，1980 年をピーク

に木材価格は下がり続けた。今や，木材は，1960 年代と同じ値段。林業は，とても割に合

わない。生業としての林業は，成り立っていないが，先人が作った木材はその場にある。こ

の活かし方によっては持続性が担保される。持続可能な林業の研究をすることによって，将

来に対する大きな答えが導かれると考えた。

百年の森林構想は，先人がこしらえた 50 年の山を，もう 1 回整備するというもの。その

暁には，我々の持続性が担保される。そこにはいろいろな知見・挑戦がある。そろばん勘

定だけだと，消えてしまうが，現実にあるものの価値を見出すことで，みなさんに価値を

認めていただき，活かしていける。最近，森林の価値を見出すことにより，若い人が集ま

りだした。少しずつ，将来への足がかりが出来つつある。

第２　地方創生推進室参事第２　地方創生推進室参事

１　西粟倉村の概要１　西粟倉村の概要

(1) 人口の動態－約 20 人の社会増

  現状の人口は，2020 年 9 月末時点で 1437 人。毎年 10 人程度減少している。約 30

人の自然減，約 20 人の社会増という状態である。世帯数は，開村以来最大となって

いる。

(2) 交通の便が良い地域

  村は，岡山県の北東端にあり，中国山地の分水嶺に位置している。岡山県に属して

いるが，経済圏としては，鳥取県や兵庫県にベクトルが向いている。智頭急行という

第三セクター鉄道，及びこれと平行した鳥取自動車道があるので，交通の便利は非常

に良い。

  昔から，因幡街道が鳥取池田藩の参勤交代のルートになっていた。隣の鳥取県智頭

町は宿場町であり，10km ほど南の旧大原町も宿場町であるが，我が村は，その間の

茶店みたいな所であった。人が通るのは慣れているので，いろいろな人が来ても，受

け入れられる素地はかなりある。

(3) 「『百年の森林構想』から『生きるを楽しむ』へ」

  「『百年の森林構想』から『生きるを楽しむ』へ」は，ここ 12 年間の村の大きな流

れである。そして，我が村は，2019 年 9 月にＳＤＧｓ未来都市に選定された。そこで，

ＳＤＧｓの理念「だれひとり，取り残さない」をベースに政策を進めている。

  2008 年から「百年の森林構想」が提唱され，2009 年 4 月からその構想に基づいた
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施策を実施している。私は，2009 年 4 月から「百年の森林構想」の担当課長を務めた。

2020 年 4 月に地方創生推進室ができたので，私は，そこの参事となった。ＳＤＧｓ

未来都市を作っていくことと，行政の提案モデルによる財団の立ち上げ支援をするの

が，今の主な仕事である。

(4) 職員数等

  役場内には，38 人の正職員と，会計年度任用職員が 8 人おり事務系が多い。その

他に幼稚園・介護施設の職員がたくさんいる。以前は優秀な人材を試験重視で採用し

ていたが辞めていく人も多く，最近は，面接重視でＵターンの人の採用が多く，災害

時の出動には地域内の方が良いという流れもある。

  行政のやることは増えている。38 人の村役場職員で，30 万人都市と同じようなこ

とをやらなくてはならない。小さい自治体の職員は，ストレスが強い。。

２　ＳＤＧｓ未来都市に選定－百年の森林構想，地域内資源利用・再生可能エネルギー開発２　ＳＤＧｓ未来都市に選定－百年の森林構想，地域内資源利用・再生可能エネルギー開発

村の面積 58 ㎢のうちの，93% は森林，7% 程度しか農地や宅地がない。84% が人工林であ

り，これが地域の最大の資産である。これをベースに地域経済と雇用を作っていくのが「百

年の森林構想」の取組である。

2009 年に森林整備を始めて，産出した木材に付加価値を付けるようなベンチャー事業を

始めた。

村の森林の二酸化炭素吸収量は，年間 3 万 4000 トンである。排出量は，1 万 6000 トン

なので，排出量を上回る吸収量を森林により維持している。

また，川の水を使った水力発電などの再生可能エネルギーの開発をしている。

そこで，ＳＤＧｓ未来都市に選定されている。岡山県では，岡山市，真庭市，西粟倉村

が選ばれ，2020 年これに倉敷市が加わった。

３　百年の森林構想３　百年の森林構想

(1) ビジョン「50 年後に上質な田舎をつくる」－ 4 つの要素

  百年の森林構想のテーマとして「50 年後に上質な田舎をつくる」というビジョン

を出していた。「上質な田舎」とは何なのか。12 年間やってきたことを振り返ると，

結果として 4 つの要素でできている。

①　自然（森林）・社会資本（若者等）価値の最大化

  1 つめは，自然・社会資本価値を最大化することである。

  森林という自然資本価値を最大化する中で，途中から若い人が入ってきたので，

併せて社会資本の価値の最大化もやってきている。

②　多様性に溢れた社会を作る

  2 つめは，多様性に溢れた社会をつくることである。

  田舎はもともと閉鎖的な部分があるが，純血種だと子孫が減っていく。純血種で

なく，いろいろな人が入ってきて多様性の高い社会にしてきた。

③　地域経済が循環している社会

  3 つめに，地域経済が循環している社会をつくることである。

  地域のお金が外に流れていくのではなく，再生可能エネルギーを使うことでエネ
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ルギーを含めて地域内で経済を循環させていく。今まで外部に発注していたものを，

村の内部で発注する。大手企業に発注すれば，国から何億も補助金をもらっても，

中央に何千万円と戻っていく。地域の中の企業に発注すれば，地域内でお金が回っ

て，雇用も生まれる。

④　レジリエンスが高い社会

  その結果として，4 つめに，レジリエンス（弾力性，回復力）が高い社会をつく

られる。森林は面積の 93% あるが，大半を占める人工林は杉・檜であり，森林に多

様性はほとんどない。逆にそれが環境を悪くする危険がある。

  山の手入れをしないと，気候変動に伴う多雨によって山腹が崩落する危険度が高

まるので，手入れは必要である。

  移住で入ってくる若い人は，大体 20 代～ 30 代後半までの生産人口である。現在

1400 人の人口のうち，140 人くらいはＩターンの方で，人口の 1 割程度。しかし，

20 ～ 30 代等の働き手や地域のコミュニティの維持に関わる人や消防団に入る人で

考えると，5 ～ 6 割になる。そういう意味でレジリエンスが高い社会が作れる。

(2) ＳＤＧｓ－だれひとり，取り残さない

  そして，村としては，これから，「だれひとり，取り残さない」というＳＤＧｓの

概念を政策の中に入れて，2030 年を目指していきたい。

(3) 山林を預かって管理し，付加価値を付ける

  「百年の森林構想」は，当初，集約化による効率的森林整備により，木材に付加価

値を付けていくという経済的側面が強かった。ＳＤＧｓで言うと，15 番「陸の豊か

さも守ろう」になる。

  中山間地域は，第 1 次産業が衰退すると地域が衰退するので，いかに第 1 次産業を

元気にできるかが重要となる。村の「百年の森林事業」では，「10 年間，町民ないし

山林所有者が費用負担することなく，山の整備ができますよ。収益の 2 分の 1 は皆さ

んにお渡しします。」ということで直接交渉して，山林を預けていただく。年間計画

を立てて，手入れをしていく。木材は，素材だけで売るのではなく，内装材にしたり，

家具にしたり，学校の什器にしたりして売っていく。

(4) ビジョンと民間型の付加価値付けプロジェクトの同時進行，見える化による共感

  ビジョンと民間型の付加価値付けプロジェクトが同時に進行していくのが特徴的で

ある。プロジェクトが同時進行しているので，誰が何をやっているのか，外からも見

やすい。

  そうすると，若い人たちが，「こういうことで努力しているなら，僕も行ってやっ

てみたい」とか「ファンドで応援したい」など，情報を見える化して共感を得て，応

援者を増やしていける。多くの自治体は，ビジョンはやるが，プロジェクトをやらな

い。「総合振興計画」はあるが，誰がやるのかは書いてなく，どう進んでいるのかが

分からない。

(5) 従前の林業の低迷，森林の情報不足等の課題

  森林面積が広い中山間地域の課題は，木材の価格が上がっておらず，それに比して

作業や運送をする費用が上がっており，利益が上がらない。そして，山林の財産価値

はない。1960 年代に植林したときは，みんなが価値を見出していたが，現在は価値
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が無くて，興味を失っている。林業に若い世代が参入できず，高齢化している。地域

最大の資源である山林が活用されない状態になっている。子どもは，林業をしている

父親に，「林業は大変だから，おまえはやるな。都会のいい大学に行って，いい会社

に入れ」と教えられているので，参入することは，あまりない。

  若い人が参入するにしても，森林資源のデューディリジェンスができていないので，

事業規模が分からない。多くの自治体ではデータを持っていないので，投資のしよう

がない。そこで，森林情報をどう取得するかがこれからの大きな課題である。

(6) 既存の仕組み－収益性が悪く，放置される山林

  既存の仕組みでは，森林組合は，森林所有者から手数料を得て管理委託を受け，木

材を市場で売却し，代金を森林所有者に渡す。しかし，木材価格が安いので，補助金

を入れても赤字になってしまう。そして，付加価値が付かない状態で素材（丸太）を

売る素材産業であり，木材を大量に切って大量に売るという収益性が悪い体制になっ

ている。個人は，収益性がないので，興味を失っている。森林組合は，収益を求める

よりも，木材を切ったり運んだりの手数料にのみ興味があり，木材価格の上下にはあ

まり関心がない。主体性を誰も持っていないので，結局，森林資源が動かないまま放

置される。

(7) 森林所有者→村へ委託→ ( 株 ) 百森へ委託→森林組合林業事業体が伐採→「西粟倉

百年の森林共同組合」→製品化・販売，木質チップの利用

  西粟倉村では，森林所有者から村が山林管理を受託している。2020 年 8 月からは，

信託銀行が森林所有者から信託を受ける方法も始めている。

  現在，これらの森林は，ローカルベンチャー企業の株式会社百森に再委託され，百

森が森林の集約化と経営管理の実際の業務をしている。株式会社百森は，森林の間伐・

伐採を森林組合林業事業体に発注している。

  これで出た木材を「西粟倉百年の森林協同組合」が預かって，村内の事業所で，家

具や内装材等に製品化され，都市部の顧客に販売している。共同組合に参加している

のは，株式会社西粟倉「森の学校」に加えて，森林組合，村内の林業事業体，株式会

社 sonraku，木の里工房木薫，株式会社ようび，個人経営の製材所 3 か所などである。

協同組合化に村は関わっていない。村は協同組合ができるまで知らなかった。
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（調査訪問先提供資料。以下同じ）

一部の木材は，合板会社に売られ，合板となる。製品にも合板にもならない木材は，地

域の熱供給会社が，薪やチップにし，村内にある温泉施設 3 か所で燃やして湯を温めてい

る（西粟倉の温泉は，温度が低いので，温めるのに，以前は灯油を使っていたが，現在，木

質燃料を用いている。）。また，村役場正面の建設現場が，新しい村役場の庁舎であるが，そ

れらの公共施設のために 1 か所で木質チップを燃やして，お湯を送って，施設の暖房や給

湯に用いる予定である。

そういうことで，木材が市場に行かず，直接自分たちで利用する仕組みを作っている。こ

ういう事業が育って，人が集まってきている。
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(8) 国の補助金と村の一般財源で間伐等の施業費を賄い，事業規模が 1 億円から 14 億

7000 万円になった林業

  イメージでいうと，山で木を切るのに，森林組合が実施する間伐等の施業費が１㎥

につき 1 万 2000 円程度かかる。それに対して，原木価格は，平均で１㎥当たり 9000

円程度にしかならない。これに運送費が１㎥当たり 1000 円程度，更に管理料・手数料・

選木費が合計 2000 円（これらのコストは村内で加工することにより削減できてい
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る。），保険料 1000 円等で，原木価格 9000 円でも手元に残るのは 5000 円程度。これ

を 2500 円ずつ個人と村に分配する。これでは，個人がやっていけないので，施業費

1 万 2000 円は，国の補助金と村の予算で全て賄っている。全体を赤字でまわしてい

るので，村は一般財源から 4000 万円程度支出している状態である。ただ，ここで企

業ができて，140 人もの若い人たちが入ってくると，地方交付税額からすると 7000

万円程度となり，人口を維持することによるメリットの方が大きいことになる。百年

の森林事業を始める前は，林業事業は１億円程度しかなかったものが，現在は，14

億 7000 万円にもなっている。そういうことを考えると，4000 万円の負担は安いこと

になる。

(9) レーザー航測による森林資源のデータ収集と，それに基づく長期計画

  いろいろな人が入ってくる前提として事業規模を明らかにするため，西粟倉村では，

レーザー航測を実施し，森林資源の量（材積）や状況を把握している。何万本もの杉

の１本１本の大きさを把握している。村内に 6，700 地番程度の山があるが，例えば，

Ａさん所有の 250 番地の山に，何本の木があって，その１本１本の大きさも全部分か

るようになっている。地形解析もやっているので，Ａさんの山に行くのに障害となる

のは何かも分かるようになっている。岩の出やすい場所，崩落危険箇所も全部データ

に入っている。

  例えば年間 200 ㏊の間伐をするとか，ここに植林するとか，計画が 30 年単位で出

来る。そうすると，事業量が 30 年間保障されるので，若い人たちが林業に入ってき

ても，食べていける。設備投資する場合に，銀行が「村がこのくらいの事業量を保障

しているのなら，このくらい融資しても，大丈夫」という計算ができる。そういう仕

組みをインフラとして作っている。

  現地には，適地と不適地がある。木は昭和 30 年代に地元の人たちが植林したもの

だが，結局，やってみると不適地も結構あって，人工林としては使えない場所も明ら

かになってきている。そこに植林するという話にはならない。そこで，生産林として

残す場所と環境林に移行する場所とに振り分けをする作業をしている。そして，生態

系の豊かな森にしていく。

(10) 森林所有者に関心を持ってもらう工夫－スマートフォン・アプリ

  森林所有者に関心を持ってもらうことは，非常に重要である。そこで，スマートフォ

ンアプリの「mamori」を開発し，所有者にＩＤとパスワードで入ってもらって，山林

の場所，木の本数，管理状況などの情報を提供している。ただ，所有者は１回見ると，

その後は見る必要がなくなるので，むしろ，森林を管理する側が所有者に相談する道

具として使えるようにしたら良いという議論が出てきている。

(11) 都市部の山林所有者向けの森林商事信託

  村内の山林 5000ha のうち個人所有の山林は 3000ha あるが，課題は，このうち「百

年の森林事業」により管理されているものは半分にとどまることである。事業に入っ

てマイナスになることはないにもかかわらず，半分以上の山林が事業に入っていない。

6700 地番の山林の 32% は都市部の人の所有である。相続により，加速度的に都市部

に所有権が動いている。そこに行政が出て行くのは非常にコストがかかるので，都市

部については信託銀行に信託財産として受託するという方法を始めている。森林商事
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信託は国内初である。構想から開発に 4 年間かかった。信託だと所有権が信託銀行に

移転するので，受益権者を決めていただくのだが，相続の時に山林の所有権移転登記

が不要となる。所有者は，木材がお金にならないのに，固定資産税を毎年払っていた

のが，収益が上がった時に固定資産税に相当する金銭をまとめて払うという仕組みに

した。商事信託なので，収益性がある山林でないといけないが，全国的に見ると，飛

騨や吉野などの山林所有者は投資で購入した者が多く大阪にいて，商事信託が使って

いける。西粟倉でも，2020 年 8 月以降に 10ha の信託がなされた。日本の国土の 7 割

は山林なので，今後，森林商事信託は需要があると思う。

(12) 木材への付加価値付け，村内での経済循環

  問題は出てきた木材にどう付加価値を付けるかということだが，多くはまだ 20 世

紀型の大量生産・大量消費の経済モデルである。しかし，西粟倉村では，年間に 1 万

㎥から 1 万 2000 ㎥を毎年伐採するということで，森林を維持している。そうすると

市場で大量に売るという方法では収益が上がらない。

  国産木材で床張りをしたいという需要があり，また，国産木材の家具が欲しいとい

う需要が一定量ある。保育園・幼稚園でも，木育環境を作りたいという需要が一定量

ある。しかし，大手が入ってくるほどの市場規模がなく，今まで，ここに参入する企

業があまりなかった。そこで，この需要に村の事業者が対応していく。

  村外に発注すると，お金が出ていくので，なるべく村内で回していく。公共事業な

ので入札がある。ただ，地方創生推進交付金では，契約相手も決めて計画を作る。「こ
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の人たちと組んで，こういう事業を行う」という計画なので，随意契約で構わない流

れができてきている。

  建築コストだけ見ると，鉄筋コンクリートの方が安い。しかし，鉄筋コンクリート

だとお金が全部外に出てしまう。木材は全て地産なので，木造だと投資した金銭が地

域内で回る効果が高い。新庁舎の建物も，98% が株式会社百森の事業で生産された木

材を使用している。中の調度品類は，ほとんど森の学校，木薫，ようび等が製作した

ものである。村が使った金は，全部地域に落ちることになる。

  このような備品購入も，みな随意契約である。

(13) 住民のニーズ，住民の参加について

  全体の総合振興計画等には住民の意見は必要だが，ビジネスの起業に住民の意見は

いらない。その住民がビジネスをする訳ではない。

  重要なのは，一番住民の課題感に直接関わっている行政職員が，事業の必要性，住

民のニーズを見極める。市場調査が必要になる。住民が主体的に参加している企業は，

西粟倉村ではそんなに多くない。地域作りには住民参加が必要だが，ベンチャー企業

を作っていくのはこれと違う。

  何が課題か，課題の抽出のために，ワークショップに住民に入ってもらう。総合振

興計画は，30 人でやっているが，そのうち 10 人は役場職員である。20 人は各分野の

関係者をピックアップして参加してもらっている。現在，地域福祉計画策定のために

住民に入ってもらっている。

４　再生可能エネルギー開発４　再生可能エネルギー開発

(1) 再生可能エネルギーによる地域内循環

①　水力発電と木質バイオマス発電

  水力発電と木質バイオマスの利用で，エネルギーの地域内循環を図っている。

  山を整備すると，水位も安定するので，水力発電に適するようになる。比較的大

きな水力発電所で，290kw と 199kw があり，これで村内の必要電力量の 50% を発電

している。

  更に木質バイオマスの 50kw 発電所を 10 基つくれば，必要電力量の 100% が賄え

ることになるところ，2020 年はバイオマス発電所を１基作る。エネルギー全体で

も 3 割程度を賄える計算となる。

②　年間 1 億 1000 万円の売電収入

  290kwの水力発電所は，年間7000万円の売電収入が得られる。建設に3億円かかっ

ても，20 年間で 14 億円の収入が得られる計算となる。上流部の 199kw 水力発電所

で年間 4000 万円程度の売電収入が得られる。村の税収は，１億 2000 万円程度なので，

売電収入 1 億 1000 万円は非常に大きい。税金収入だと地方交付税を減らされるが，

売電収入だと減らされない。この収入を，森林の整備に使ったりしている。

(2) 再生可能エネルギーを利用した起業の仕組みづくり

  行政がやるよりも，企業にさせる。いろいろな企業が起きる仕組みを作っていく。

そこに若い人が入っていろいろな仕事をする。温泉施設やボイラーも，設備は村所有

だが，運営は若い人たちが起業した株式会社 sonraku が受託している。sonraku は，
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木材を買って薪にして燃やして発生したエネルギーを温泉施設に売る。作った薪を売

るのではない。薪の質が悪いと，熱があまり発生しないので，薪の費用ばかりがかかっ

て，施設にメリットがなくなる。一方で，薪をきちんと乾燥させて，少ない薪でエネ

ルギーが出るようになると，sonraku は，薪の量が少なくても代金をもらえるので，

収益性が上がる。お互いのメリットということで，熱量ジュール単位で熱を売る仕組

みにしている。

(3) エネルギーセンターを中心とした村の地域熱供給システム

  村は，地域熱供給システムの整備を進め，2020 年整備完了の予定である。

  現在の村役場の正面に，新しい村役場庁舎・図書館を建設しているところだが，そ

の付近にエネルギーセンターを建設し，これを中心にして，中学校から小学校まで片

道 500 ｍの範囲内で，地下に熱導管を通して，診療所やデイサービス事業所を含む公

共施設に対して暖房・給湯を行う。

  また，診療所・デイサービス事業所等の避難施設になる場所について，北海道胆振

東部地震のようなブラックアウトにならないように，エネルギーセンターでは，木質

バイオマスによる自立発電をする。自力で電力と熱を作るので，災害時に役立つ。

  木質バイオマスチップは，ウナギの養殖・イチゴの栽培にも使われている。

  すでに 2 年前から順次供給が始まっている。役場の正面にある新しい図書館は，

2020 年の春から動いている。今工事しているのは，新しい村役場庁舎，小中学校で

あるが，それ以外は既に供給が始まっている。

  地域熱供給システムは，全部で 7 億円程度かかる。3 分の 2 が補助金。3 億円程度
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が補助金の枠外。過疎対策事業債の対象であり，債務額 3 億円のうち 7 割が交付税で

賄ってもらえる。つまり，2 億 1000 万を引いた 9000 万円が村の持ち出しである。

５　ローカルベンチャー５　ローカルベンチャー

(1) 地域の中でベンチャーが回る仕組み～森林→再生可能エネルギー→福祉・教育

  村には 7% しか平地がなく，農地面積は，僅か 124ha である。専業農家は難しく，

ほとんど兼業農家が水稲をしている。

  ただ，木材でエネルギーが供給できれば，いろいろな付加価値付けができる。2008

年に始めたときは，木材の生産に関わる人が入ってきたが，最近は，いろいろな事業

をする人が増えてきている。

  ローカルベンチャーは，木工だけでなく，福祉や教育の分野にも広がってきている。

10 年経て，地域の中で，林業や木材生産が自立して回り始めた。再生可能エネルギー

も，株式会社 sonraku を中心にして，自立して回り始めた。そして，若い人たちが起

業して入ってくるのに，エーゼロ株式会社が中間支援を行うようになり，自立して回

り始めている。森林を最初に回して，再生可能エネルギーが回り，その他のベンチャー

が回り，それぞれが連動して回り始めているのであって，行政が全力で回しているの

ではない。地域の中で回る仕組みができてきているのが最近の状況である。

(2) ローカルベンチャー協議会－共同で企業や移住を支援する仕組み

  地方創生推進交付金ができてから，単体でやるのは費用も厳しいし，効果もまだら

になっていくので，一生懸命やっているところとネットワークを組んで，ローカルベ

ンチャー協議会を作って，共同で，起業や移住を支援する仕組みを作っている。元々
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学生のインターン支援団体である東京のＮＰＯ法人ＥＴＩＣと組んで，地域で頑張り

たい人たちを集めて，教育や実践・フィールドワークをし，地域に実際に行く時に加

入する 10 自治体に来ていただく仕組みを作っている。また，協議会では，各地域に

あるノウハウ・知識を共有しているが，他地域に仕組みとして提供する段階に入りつ

つある。

(3) ローカルベンチャー・スクール

  ローカルベンチャー・スクールをやっている。「地域でやりたい」という事業提案

を受けて，これはと思う提案については，3 年間，地域おこし協力隊制度を活用して，

地域に来ていただき，いろいろなメンターや地域のサポーターを付けた上で，3 年後

の自立を促すというものである。

  応募件数中の合格件数は，2015 年が 18 件中 2 件，2016 年が 7 件中 2 件，2017 年が

7 年中 1 件，2018 年が 9 件中 1 件である。

(4) ローカルベンチャーのフェーズ

  ローカルベンチャーのフェーズを整理すると，「知る」「往来する」「移住する」「自

分を知る・地域を知る」「自分の仕事を見つける。起業・就職」「事業成長」となる。

  「知る」は，まず，地域を知ってもらうために，徹底して情報発信をしている。起

業した若い人を呼んで，その人の考え方をみんなで聴いたりしている。

  「往来する」段階では，1 年間往来しながら地域の勉強をする。ここでは，「研究員」

という形で，村が委託する。

  2 年目以降は，ベンチャーとして起業するかということになるので，まず，1 年間

でしたこと，どういうビジネスをしたいのかを発表してもらい，良ければ，ベンチャー

スクールに通ってもらう。

  2 年間で起業してもらい，4 年目で自立してもらう。

  自立した後に，事業の規模拡大をするのなら，「事業成長」の支援をする，という

フェーズの作り方をしている。

(5) 中間支援組織による伴走支援・情報発信の重要性

  行政が本来はやるものだが，西粟倉村では，中間支援の組織であるエーゼロ株式会

社が，伴走支援や情報発信を担っている。自治体がやるよりも，民間のノウハウが生

かせる。

  全国で移住・定住が進んでいるところは，必ず中間支援組織がある。例としては，

宮城県女川町，徳島県神山町，島根県海士町，宮崎県日南市など。地方創生推進交付

金は，この仕組みを作るのに，非常に有効である。

  エーゼロが中間支援をしているが，役場職員は 38 人しかいないので，会議をして

も議事録作成のみ。次回までにやるアジェンダの切り出しなどはエーゼロがやる。エー

ゼロには委託料を支払っているが，そういうローカルベンチャー推進事業には，国の

地方創生推進交付金を充てている。

(6) 福祉・教育にも広がるローカルベンチャー

  木材以外に，食用油を作ったり，日本酒店など競争が少ないニッチな分野でベン

チャー企業を起こす人が来ている。ただ，規模を拡大するには難がある。12 年間で

47 の事業が起業されたが，撤退したのは 2 事業であり，現在 45 の事業が残っている。
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こういうのは地元の人では難しいので，村外から若い人が来てやっている。そういう

ことで，地域の中で漏れバケツ（お金の地域外への流出）を防ぐのが重要である。

  西粟倉村のローカルベンチャーは，森林事業から食品（ジビエ，イチゴスイーツな

ど），衣料（鹿革の商品化），福祉（障がい児の放課後デイ），教育（モンテッソーリ

教育）まで広がりを見せている。

(7) 雇用創出，Ｕターン施策と，事業規模の拡大

  今までの 45 できているローカルベンチャーは，なかなか事業の規模拡大ができて

いない。売上 3000 万円程度だと，創業者ともう 1 人くらいでできてしまう。

  やはり 1 億円程度の事業でないと雇用が発生しない。そうしないとＵターンもでき

ない。

  次のステップとしては，小さなベンチャーを創るのにコストをかけるべきなのか，

スケールアップする事業をつくるのかというのが，来年以降の分かれ道となる。Ｕター

ンにつなげる施策としては，企業のスケールアップを図る方が良いと考えているとこ

ろである。

(8) 行政と民間の強みを掛け合わせる

  ベンチャー創業において，役場として，行政と民間の強みを掛け合わせる作業が重

要になる。行政は，補助金，地域の資源，信用を与える役割を果たす。他方で，民間

は，民間資金の調達，情報発信，市場を作ることなどを担う。

６　地域福祉６　地域福祉

(1) 教育・子育て支援等の社会資本により地域の土壌を豊かにすることの重要性

  ベンチャーができても，教育・子育てが不十分だと転出してしまう。

  Ｉターン誘導の施策として，ローカルベンチャーであり，西粟倉村では自然資本を

活用するのが有効であるが，一方で，子育て支援など社会資本系の人たちを，いっぱ

い入れているのも，地域の土壌を豊かにしていかないと成り立たないからである。

  例えば，奈義町は，自衛隊があり，津山市という中核市が隣接しているので，子育

て支援に特化できるが，西粟倉村には隣接した都市がないので，ベンチャーをやって

いる。土壌の部分は注目されていないだけという話だと思っている。

  ベンチャーの人たちは，ビジネスをしに来ているのであって，結婚して，子どもが

多くほしくて来た訳でもない。結婚すると，人口が増えていく。そして，ローカルベ

ンチャーの中に，教育分野，医療・福祉分野も入っている。次のベンチャーのテーマ

も，「総力戦」であり，Ｕターンのために，どういう事業を起こすかということである。

  就業者数で見ると，林業・製造業だけでなく，医療・福祉分野でも顕著な増加が見

られる。ベンチャーの中には，医療・福祉分野の人がいて，そういう人たちが，西粟

倉で事業をするために入ってきている。　

(2) 医療

  １次医療として公設診療所が１か所村内にある。2 次医療として，ここから自動車

で 10 分程度の美作市大原町に市立大原病院がある。3 次医療，中核病院は，津山市

にある。

  アンケートをとっても医療は重要とされる。「医用機関が津山では遠い」との回答
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が 4 割程度あり，課題である。

(3) 介護

  介護の人事確保は，これまで大変厳しかったが，最近は，人口流入や民間会社が起

きて，やや改善している。地元の人だけでは足りないので，地域おこし協力隊制度を

活用して，都市部の介護保健施設を運営している会社と提携して，人材育成をしなが

ら，地方に来てもらう取組をしている。

  高齢者は，社会福祉協議会が福祉バスを運行し，午前１回，午後１回巡回している

が，便数が少ない。また，タクシーの補助制度がある。例えば，岡山の病院への通院

を金銭的に補助する。

(4) 子育て・教育

  子育て支援策としては，保育園の無償化は政府の施策となり全国一律化してきてお

り，高校生には，通学につき月額 2 万円を補助している。保育園は，0 歳から預かっ

ている。

  村内の学校数と通学方法は，小中１校ずつで，スクールバスによる通学，2 ㎞以内

は徒歩で通学している。

  子育て・移住定住施策等を充実するのに必要な財源は，現在，地方創生推進交付金

を使って，これらの施策を行っている。共同 10 市町村でやっている事業と，ＳＤＧ

ｓ未来都市となって，2020 年，村単独の交付金を得られている。以上の 2 つを利用

している。具体的な子育て施策の国の制度については国の補助金を使って実施してい

る。そういう制度にないものは，地方創生推進交付金を使っている。

７　地方創生事業等について７　地方創生事業等について

地方創生事業は，積極的に使う場合にあまり問題は出てこない。自治体によって積極的

に使うか否かでかなり格差がある。会計検査がややこしいので使いたくないという自治体

も結構あると聞いている。

通常のベンチャー企業は，3 年で収益が生まれるのでないと，無理である。しかし，ロー

カルビジネスは，7 年や 10 年程度の単位で，規模拡大していくことが必要である。地方創

生推進交付金は 5 年なので，短いのが課題である。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために交付されている地方創生臨時交付金

については，第１次の交付金は，マスクや診療所の設備などコロナ対策に使った。第 2 次

の交付金は，アフターコロナに使っている。オープンデータをするためのベースとなる地

図データのデジタル化や，防災減災のため各地区に雨量計を設置したり，河川の監視カメ

ラを設置してデータを載せたりなどに使っている。交付金は，次の施策の展開に有効であ

る。

８　新たな取組８　新たな取組

(1) 「生きるを楽しむ」

  西粟倉村では，地方創成推進室ができる 3 年前に，総務企画課・産業観光課・建設

課・保健福祉課・教育委員会などの縦型の組織を残しつつ，各課から人を出してもら

い併任辞令を出して，横断的組織として地方創生推進班を作って，「百年の森林構想」
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の次は何かを１年間議論した。その結果，「生きるを楽しむ」というコピーができた。

(2) 一般財団法人西粟倉むらまるごと研究所の設立

  そのために，行政はどういうものに資源・財政をかけていくか。現在やっているこ

とは，3 年経って定式化してきている。まずは，テクノロジーを取り込んで，地域の

課題を解決する仕組みを作っていかなければならない。ということで，2020 年 7 月，

一般財団法人西粟倉むらまるごと研究所が設立され，主に企業と共同で研究開発をし

ている。

(3) 教育－さとのば大学，ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育），山村留学

  次に教育である。村に高校がないので，高校生は津山市や岡山市などに出て行く。

中学校までにアイデンティティを高めるキャリア教育をしなくてはならない。

  また，村に大学がないので，「さとのば大学」を女川町，海士町，宮崎県新富町と

共同でやっている。これは，午前中はオンライン講義を受けて，午後は地域の様々な

プロジェクトを実践するという取組である。一般社団法人 Nest という教育系の社団

が運営している。

  また，Nest を中心に，学校で，ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を実施し，

西粟倉の取組がＳＤＧｓなど世界の動きとどう繋がっているのかを理解する取組をし

ている。「いい大学に入っていい会社に入る」というヒエラルキーによる一極集中の

教育を転換し，地方に分散するために，進学・就職という分野で，起業など自分で考

えて決められる人材を育成していくことが重要である。

  西粟倉村の場合，子ども 1 人連れている夫婦が，年間数組移住してもらえれば，基

本的に教育を守れるし，子どもも増えていく。

  これに山村留学を加えていく。そのためにどういうカリキュラムを組めば良いのか，

Nest を中心に考えている。

(4) 西粟倉スマートフォレストシティ・プラットフォーム構想，地域資源の再掘り起こ

し

  西粟倉スマートフォレストシティ・プラットフォーム構想として，オープンデータ

を作った上で，これを解決に使うプラットフォームを作ることをやっている。

  取っ掛かりのテーマは，エネルギー，モビリティ（交通），ウェルネス（健康・医療）

である。オープンデータを作ることで，村の情報を一か所に集め，二次利用がしやす

くなる。

  その取組を，Code for Japan など外部の民間機関の協力を得て，西粟倉むらまるご

と研究所を中心に実施している。

  今までは，ローカルベンチャーで，若い人が移住・定住して起業することがテーマ

だったが，逆に民間のノウハウを持つ人たちと組んで，どうやって地域資源をもう一

回掘り起こすのかが重要になる。掘り起こすことが，更にベンチャーに繋がる。

９　質疑応答９　質疑応答

問　山林に入って実際に作業するのは，株式会社百森なのか。

答　百森は，森林管理の計画をするが，実際に伐採するのは，百森ではない。森林組合，地

元の若い人が作っている会社 3，4 社，従来からの個人 3 名がやっている。
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問　若い人が参入するようになった経緯は。

答　もともと森林組合にいた若い人が独立した。林業の起業には，機械購入費だけで 6000

万円かかる。この資金調達ができるかという話になる。銀行は，融資するのに事業規模

が分からないと融資できないので，データを示して 30 年間継続する事業性を示していく。

問　檜の植林はしているのか。

答　日本の林業は厳しくて，伐採した後に植林するだけではお金は儲からない。個人が相

当持ち出ししないと植えられない。九州では，植林できずに禿げ山がそこら中にできて

いる。植林には，何らかの形で公費投入が必要。百年の森林構想自体，公費投入を前提

としている。その際に，「次に植える木は檜でなくても良いのでは」というスタンスで

やっている。植林して本当に木材として有用に使える所は植林するが，エネルギーを作

るための山だと，栴檀（せんだん）のような早生樹を入れて，20 年後には伐採してエネ

ルギー化できるようにしても良い。そういう山を意図的に作らないと動かない。

  60 年生の山がある一方で，何もない山があるという場所が，全国的にある。伐採して

も植えてないために木は増えない。その際，雑木林化するのに非常に時間がかかり，雑

木林化せず，再生しない所も結構ある。もともと杉の木で単層林化しているので，下に

草もなくなっており，土壌がやせてしまっている。これを天然更新でやっていける土に

戻るので，何十年もかかることになる。一方で，鹿など獣害が大量発生しているので，植

林しても食べられてしまう。

  伐採後に広葉樹林化していく土壌菌を増やせないか，新しい大学ベンチャーと組んで

新しい事業スキームを作って課題解決を図っている。

問　村有林はどのくらいあるか。

答　村有林は 1300ha ある。増やしたい訳ではないが，預かるより買ってしまった方が管理

しやすいので，個人から買っている。また，新しいビジネスには，一定量の面積がいる

ので，企業が個人から取得するのは非常にコストがかかって難しいので，村が所有した

方が良い。

問　百年の森林事業は 10 年契約なので，そろそろ再契約に入っているものも多いと思う

が，当初の契約者は再契約をどの程度望んでいるか。

答　当初の契約者でやめる人もいる。契約更新率は，現在 95% くらい。１回目終わって，あ

る程度良い山になっている人もいるし，相続で所有者が変わっていて，無関心になって

いる人もいる。必ずしも山林所有者は困っている訳ではないので，消極的である。村の

担当者も異動で変わる（継続的なアプローチを確保するために，今回，管理委託先とし

て株式会社百森を起業させたのだが。）。

  そこで，都市部の所有者に流出したものを集めるため信託を用いるなどしている。た

だし，収益性がないと信託の対象とならず，そんな山は多くないという問題が分かって

きている。収益性は，地形や林道の付き方，面積などの条件にもよる。西粟倉村は，山

林 1 か所当たりの面積が小さく，平均すると 2ha 程度である。そこで収益性を出すのは

難しい。

問　西粟倉百年の森林協同組合は，以前のスキームでは，株式会社西粟倉・森の学校がし

ていた事業だと思う。これは，業務をそのまま引き継いだのか，それとも業務の内容が

変わっているのか。
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答　森の学校がやっていた事業は，外側の事業者から見たら，森の学校のみがおいしい所

を取っていっているように見える。それでは良くないので，共同の法人を作って，見え

る化している。森の学校の事業は，木材を購入して製品化することに絞られた。

問　2016 年にできた森林解析情報システムであるが，そのデータは民間事業者が自由にア

クセスできるのか。

答　今はできていない。これは，クラウド上に載っておらず，スタンドアローンで動いて

いる。村役場と森林管理をする株式会社百森のみがアクセスできる。今まで，森林管理

情報は管理する側が持っているのがほとんどだったが，そのデータの出せる部分は，所

有者側に見せるべきということで開発したのが，森林所有者向けアプリ「mamori」であ

る。ただ，このデータも，オープンデータで載る予定になっている。個人情報で保護す

べきものは保護するが（個人を特定して，個人の財産はこれだというような情報は保護

対象），それ以外は公開する。管理する私有林・村有林だけでなく，全山林が公開対象と

なる。木材生産に適する場所など調べていき，地番ごとに 5 段階に分けて優位性を決め

る。そういう情報をウェブに載せていく。

問　道の駅に木造の大きなトイレがあるが。

答　そのトイレは，ＣＬＴ構造と言って，強度が高い構造になっている。建築費は，1 億

7000 万円であるが，村は一切負担していない。道の駅は，道路区域内であり，国道付帯

施設であるので，整備したのは道路管理者である岡山県である。村がしたのは，道路区

域として土地を提供したことだけ。道の駅の管理は西粟倉村であり，指定管理者は村の

第三セクター会社である。道の駅を防災の重点拠点にするという国の施策で，岡山県で

は 2 か所が重点道の駅の候補に指定されているが，その１つである。

  ＣＬＴ構造は，特殊な造りなので，真庭市にある銘建工業株式会社という会社に加工

を依頼した（木材は西粟倉産）。木材の中の芯の部分は曲がりやすいので，用材として使

いにくいが，芯の部分を板にしてクロスさせて接着剤を入れて固めていくのが，ＣＬＴ

（Cross Laminated Timber）構造である。とても強度が高く，30 階の高層ビルも可能と

されている。しかし，通常よりコストが 1.4 倍かかるので，あまり広がっていない。

問　熱供給システムにより，化石燃料を使わずに浮く金額はどのくらいか。

答　地域熱供給システムの建設により，全部の施設で合理化できる金額は，試算で 160 万

円程度である。コストを下げるという意味は，この程度の規模だと，あまりない。

問　イチゴは，この熱を使って栽培しているのか。

答　イチゴの生産は，ここから１km 程度南であるので，別の薪ボイラーでやっている。う

なぎの養殖場も木工製作の株式会社ようびも，薪ボイラーであり，分散型になっている。

役場の周辺施設の範囲内でやって，ようやく 160 万円程度の節約効果を持つが，これが

1km 遠くになると，コストが合わなくなる。

問　仕事の場所をどんどん作り出しているのだが，賃金の水準を村は示しているのか。

答　最低賃金があるので，それ以上の賃金水準は，村で示していない。公契約条例もない。

問　水田や畑の面積は大きくないが，農業の共同化は進んでいるか。

答　農業の法人化はできていない。水稲の担い手農家といわれる方は，10 人程度おり，そ

の方々が利用権設定して，多く作っている。しかし，その方々は，年齢が 60 ～ 70 代で

あるので，次の担い手はどうするのかという話がでてきている。村役場では，農業法人
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として，株式会社百森の農業版を起業させる方向で進めている。担い手たちができない

仕事を法人が受け，将来的に担い手たちがやめるときに，用具を受け取るということを

計画している。

問　若者施策では，教育やアイデンティティという所から時間をかけてやっているのか。

答　そうである。

（参考資料）

・西粟倉村役場配布のパワーポイント資料

・西粟倉村　ＳＤＧｓ未来都市計画（令和元年 9 月第一版）

・西粟倉ローカルベンチャー図鑑

・生きるを楽しむ　VOL1 ～ 4

・「農山村における地域内経済循環の構築過程分析－岡山県西粟倉村の事例に」白石

智宙（京都大学大学院）

２　軒下図書館２　軒下図書館

【対 応 者】　事業経営者

【訪問日時】　2020 年 10 月 21 日　8 時 00 分～ 8 時 30 分

【訪問場所】　岡山県英田郡西粟倉村内宿泊所

【概　　要】　ロンドンからの移住者であり，かつ西粟倉村内でも初期に移住して事業を

始められた方。同じ家の中に宿の部分と家族が生活する部分がある。宿の経営のほかにも

夫婦でそれぞれ通訳，語学教室，ヨガ教室，パンの販売などをされていて，家族生活との

バランスをとりながら事業を展開されている。

【聴取内容】

１　自身は，西粟倉村ではなく，県内新見市の近くの小さい村で生まれた。大学卒業後，ロ

ンドンで生活している時に夫（フランス人）と出会い，2009 年にロンドンから家族（夫と

2 人の息子）で移住してきた。

祖父母が西粟倉村出身であり，祖父母の家を改修して，現在の「軒下図書館」を開設し

ている。祖母がこの家に住んでいたころ，「軒下図書館」という看板を掲げて自宅の図書室

を地元の子どもたちに開放していた。その気持ちを受け継ぎたくて，「軒下図書館」という

名で宿などをやっている。宿のほか，英語とフランス語の講師，観光ガイドの仕事をして

いる。夫の仕事は英語とフランス語の講師，ヨガスタジオ，それとパン職人。日本の食パ

ンは味気ない，本格的なフランスパンを焼けるようになりたいと言って，フランスで修行

してきた。

２　ロンドンから西粟倉村に移住してきたきっかけは，ロンドンで会社経営など忙しく働

いていた夫が子どもたちとの時間をもっと取りたいと思ったことと，私も外に出たいと

思ったタイミングが重なり，何かを変えようと思ったこと。日本には何度か遊びに来てお

り，夫が日本に住みたいと言ってくれた。この家は空き家だったが，この家を建てた時の
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大工さんで，当時は若者だったのが今は棟梁になっている人がいて，その人に改装をお願

いした。

移住当初は苦労することもあったが，周囲の人々とのつながりの中で徐々に生活も軌道

に乗り，周りの人々とお互いに支えあいながら生活できている。村から何か具体的制度に

よる支援があるわけではないが，村の環境自体が有益だと思う。

３　宿泊業は当初大変かとも思ったが，西粟倉村が移住・起業支援事業等で有名になった

ことで国内各地から視察等に訪れる方が多く，そのような方が泊ってくれる。そういった

意味では，西粟倉村が有名になったことで宿泊業もそれなりに成り立っている。うちは夕

食は提供してないので（夕方は家族のことが忙しいため），元湯を紹介して，そこでお風呂

も入ってきてもらったりしている。

また，海外からは，日本らしい田舎での生活体験も求めて観光客が来る。田舎であって

も海外からの観光客にも十分対応できるという点ではこの宿のオリジナリティがあり，一

定の需要が見込まれる。

４　子育てもしやすい環境。ロンドンと比べれば格段に治安が良く，子どもたちを安心し

て遊ばせることができる。小学校は給食も学校で作っていて地産地消でおいしいものを食

べさせてもらっている。「木の里工房　木薫（もっくん）」でおもちゃのデザインをしたり，

森の中に連れて行ってもらったりしている。人数が少ないということもあって，周りの大

人たちもみんなで見守ってくれる。ただし，息子の同級生に男子が一人もいないなど，子

どもの数がまだまだ少ないため，子どもの友達が少ないという点は残念。

また，近くに高校がないため，中学卒業後の高校進学は大きな課題。最寄りの津山市の

高校でも通学に 1 時間以上かかり，通学費用も高額となる。現在通学費用について一定額

（月額 2 万円）は村から補助が出ている。バスで通学している子もいるが，寮に入ってい

る子もいる。子育てといっても，中学まではとてもいい環境だが，高校以降はかなり厳し

い面がある。それは，地方で子育てしていく上での課題だと思う。

３　あわくら温泉元湯（株式会社 sonraku）３　あわくら温泉元湯（株式会社 sonraku）

【対 応 者】　株式会社 sonraku 代表取締役

【訪問日時】　2020 年 10 月 21 日　13 時頃～ 13 時 50 分頃

【訪問場所】　岡山県英田郡西粟倉村影石 2050

【概　　要】　西粟倉村でコンサルティング，温浴施設運営及びエネルギー事業を営んで

いる株式会社の代表から，西粟倉村で事業を始めた経緯や現状，同村の強み等について事

情を聴取した。総務省の地域おこし協力隊を活用して村内で起業する人材を育てるなど，若

手に限らずベテランもベンチャー企業に親和性を持ちながら働いているところに西粟倉村

役場の強みがあることが分かった。

【聴取内容】

１　西粟倉村で事業を始めた経緯１　西粟倉村で事業を始めた経緯

63回人権擁護第3部会.indd   34863回人権擁護第3部会.indd   348 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



349

第２編　資料－国内調査訪問録

大学院時代から環境問題に関心を持ち，社会の持続可能性について考えていた。西粟倉

で事業を始めたのは，たまたま岡山県内の他の地方自治体でコンサルの仕事をしたのが

きっかけ。2014 年に西粟倉村役場と仕事をするように。

２　事業の現状２　事業の現状

うちが営んでいるのは，コンサルティング，温浴施設運営（あわくら温泉元湯），エネル

ギー（バイオマス）事業の 3 つ。

コンサルティングはもともと他の地方自治体でもやっていた。うちは総務省の地域おこ

し協力隊をうまく活用するためのアドバイスや事務サポートを行っている。西粟倉村役場

もこれを非常に有効に活用している。起業研修型の活用が上手い。立ち上げた事業に人を

入れるときにそのまま就職できるのがポイント。人材を継いでいける。

バイオマス事業は，コンサルティングを行う企業は少なくないがその事業を行う企業は

あまり存在しない。西粟倉村の場合，その事業を任せられるのは森林組合だけだった。た

だ，その森林組合は本所が美作市内にあることもあり，消極的な姿勢をとっていた。そこ

で，役場がバイオマスプロジェクトの企画，ボイラー導入，補助金獲得の事務を行い，う

ちがオペレーション（運営），薪の生産，運搬，投入，ボイラーメンテナンス，課金などを

行うことになった。事業収支は少しだけ黒字となっている。

これらの事業は西粟倉村でなければできないものではない。低質の木材はバイオマス事

業に使い，そうでない木材は森の学校等，村内で製材業を営む他の企業で使われ，付加価

値が与えられる。

西粟倉村の事業は現場性が強い。現場にいないと十分にできない。これから分社化をし

て，若手に現場を任せようと考えている。

３　西粟倉村の強み３　西粟倉村の強み

役場の職員がスペシャルなのも西粟倉村のすごいところだと思う。若手だけではなくベ

テランの職員があれほどベンチャー企業に親和性を持って働いている例は他に見られない。
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４　子育てその他生活のしやすさ４　子育てその他生活のしやすさ

西粟倉村での子育て，その他生活のしやすさについては，都市部で生活する場合よりも

良いと感じることもある。ただ，若い世代にはキャリアアップしたいという願望がある。自

分はキャリアアップしたいと思って西粟倉村へ来たから良かったが，他の人はどうだろう

か。

４　旧影石小学校（エーゼロ株式会社）４　旧影石小学校（エーゼロ株式会社）

【対 応 者】  エーゼロ株式会社従業員

【訪問日時】  2020 年 10 月 21 日　14 時 20 分～ 15 時 20 分

【訪問場所】  西粟倉本社：岡山県英田郡西粟倉村大字影石 895（旧影石小学校）

【概　　要】  2011 年に前身となる株式会社森の学校ホールディングスが設立され，株式

会社西粟倉・森の学校の経営管理業務を担い，移住起業支援事業（ローカルベンチャー育

成事業）を引き継ぐ。2012 年にエーゼロ株式会社に社名を変更し，建設業，うなぎ養殖業，

食肉処理業の許可を取得した。廃校になった学校（旧影石小学校）を利用して，テナント

（ローカルベンチャー）に事業所や店舗として貸し出している。

【参　　考】

会社概要（会社ＨＰより）

(1)　設立　　　2015 年 10 月 1 日

(2)　資本金　　1000 万円（2019 年 3 月 31 日現在）

(3)　事業目的　人や自然の本来の価値を引きだし，地域経済を醸していくこと。

(4)　事業内容　ローカルベンチャー育成事業，自然資本事業，農業事業，建築不動産

事業，福祉事業，ツアー事業，コンサルティング事業

(5)　所在地   西粟倉本社：〒 707-0503 岡山県英田郡西粟倉村大字影石 895

        （旧影石小学校）

        厚真事業所：〒 059-1601 北海道勇払郡厚真町京町 1-1

        高島しこぶち事業所：〒 520-1204 滋賀県高島市安曇川町田中 4901
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(6)　従業員数  43 名（2020 年 5 月 1 日現在）

(7)　代表    代表取締役　牧 大介

        ※株式会社西粟倉・森の学校代表取締役を兼務

(8)　沿革

 2007 年 西粟倉村雇用対策協議会設立。

 2009 年 株式会社西粟倉・森の学校を設立。

  西粟倉村雇用対策協議会から移住・起業支援事業を受け継ぐとともに，

木材・加工流通事業を立ち上げる。

 2015 年 株式会社森の学校ホールディングスを設立。

  株式会社西粟倉・森の学校の経営管理業務を担い，移住起業支援事業

（ローカルベンチャー育成事業）を引き継ぐ。

 2016 年 5 月 1 日　エーゼロ株式会社に社名変更。 

  農林水産業みらい基金の採択を受け，農林水産業の総合的な 6 次産業

化に向けて研究開発を開始。

  高島しこぶち事業所を設立。

  建設業，うなぎ養殖業，食肉処理業の許可を取得。

 2017 年 宅地建物取引業者の免許を取得。旅行業（第 2 種），1 級建築士事務所

を登録。事業部制に移行。

 2018 年 5 月 1 日　株式会社エーゼロ厚真を設立。

  北海道厚真町にてローカルベンチャー事業とふるさと納税委託事業を

開始。

 2018 年 9 月 1 日　高島しこぶち事業所が農福連携事業を立ち上げ，障がい福祉

サービス就労継続支援Ｂ型事業所「ホトラ舎」をオープン。

 2019 年 4 月 1 日　障害のある方のためのグループホーム「やまえみ」をオープン

 2020 年 4 月 1 日　株式会社ネを設立。

  エーゼロ㈱の完全子会社として立ち上げる。高島市のホトラ舎とやま

えみの運営，西粟倉村の福祉事業，ローカルライフラボ福祉事業を担

う。

【聴取内容】

廃校になった学校（旧影石小学校）を利用して，テナント（ローカルベンチャー）に事

業所や店舗として貸し出している。
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○エーゼロは一部本社機能を他所へ移転したが，建物の指定管理者はしている。持ち主は

村。

○エーゼロの事務所があるのと，体育館でウナギの養殖をしている。獣肉解体施設もあり，

鹿肉，イノシシ肉の解体・加工販売もしている。あわくら源流米というお米の販売も始

めた。イチゴの栽培も開発中。
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○ほかは不動産業，地域商社，福祉関係の仕事をしており，何の会社かと聞かれると一言

では答えられない。

○年商 5 億くらい。

○従業員約 40 名のうち，西粟倉にいるのは約 20 名。

○滋賀県高島市は福祉事業と農業をメインに行っている。北海道の厚真町はふるさと納税

の事業とローカルベンチャーの育成。

○テナントは　

・フレル食堂（ジビエ料理）

・ＵＫＩＹＯ（帽子）

・酒うらら（「出張日本酒バー」がメイン事業で，各地のお店に行ってバーを開いて

いる。）

・プラスワーク（障害者就労継続支援Ｂ型事業所）

 など。フレル以外はローカルベンチャー。テナント料は数千円くらいで安いので，な

かなか空きが出ない。
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○なぜ「西粟倉」だったのか？

→代表が，前職で西粟倉にコンサルに入っていて，段々と西粟倉の役所の人と関係がで

きていった。その縁で。西粟倉村が合併しなかった時に，合併しなくて何ができるか，

と考えていたところに代表が入り，それが縁になった。

○なぜうなぎの養殖？

→西粟倉は林業が盛んで産業の主体。森の学校という木材加工の会社がある（そこも同

じ人が代表）。そこで木くずがたくさん出るため，有効活用できないかと考えた中で，

うなぎの養殖は温水が必要なので，温水を作るための熱源に木くずを使うことを考え

た。

→ここのうなぎは「森のうなぎ」というブランドで，稚魚の時に成長が遅いものを買い

取っている。その分，丁寧な養育が必要。地下水と，廃材を使った燃料で育てている。

→蒲焼き，白焼きを，地元の店と，数は少ないが東京へも卸している。オンラインショッ

プでも販売中。社員の一人が蒲焼きの修行をしてきて，今では立派な蒲焼き職人になっ

ている。

→西粟倉村には地下水を取り過ぎてはいけないという条例があって，水を濾過して循環

させて使っている。最後の排水は，今，開発中のいちごの栽培に使っている。イチゴ

は，今後広げてイチゴ狩りなどもできるようにしたいと考えている。
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○なぜ鹿肉，イノシシ肉の加工？

→鹿，イノシシが多い。特に鹿は多い。森林を守り育てていこうという中で，獣害を防

ぐために鹿とイノシシは捕獲しないといけない。捕獲した鹿は山に捨てられていたが，

命を大切にしなければいけないのでは，というところから鹿肉を加工することを考え

た。捕獲した鹿を猟師さんに頼んで持ってきてもらうところから始めた。

→年間 300 頭くらい解体している。鹿やイノシシは猟師さんから買い取っている。解体

専門スタッフもいるが，社員はほぼ全員，解体の経験をしている。

→地元のお店のほか，岡山，神戸，大阪などにも卸している。

○ローカルベンチャースクールというのは？

→スクール生を毎年１回募集して，面接する。村の活性化につながると思えば採用。地

域おこし協力隊の制度も活用する。メンター（外部）の人と一緒に 3 年間お付き合い

する。

○そうやって育っていったローカルベンチャーは何社くらいある？

→三十数社くらい。ただ，その中で年商一億を超えているところは 2 社。大きくしなけ

れば家族経営とか設立メンバーで経営できてしまうので，新たな雇用につながらない。

ローカルベンチャーで立ち上げた事業を，人を採用して大きくしていこうという流れ

にならないかというのが課題。

○自身の生活はどんな感じか？不便はないか？

→代表の理念に共感し，西粟倉にきて 2 年。妻と，2 歳，生後半年の子どもがいる。子

育てはしやすい。病院がやや遠いというくらいで，不便はない。休みの日は鳥取に遊

びに行くことも多い。
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第３章　阿智村・下條村・泰阜村調査報告書第３章　阿智村・下條村・泰阜村調査報告書

第１部　調査の概要第１部　調査の概要

第１　調査日程第１　調査日程

 2020 年 11 月 30 日（月）～ 12 月 1 日（火）

　　　　 11 月 30 日（月）

　　　　阿智村

　　　　　熊谷秀樹現村長，岡庭一雄元村長との懇談

　　　　　ＮＰＯ法人ごかの風「ごか食堂」

　　　　　村役場との懇談

　　　　　東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」

　　　　　多機能型事業所「夢のつばさ」

　　　　　阿智昼神観光局

　　　　　産業振興公社

　　　　 12 月 1 日（火）

　　　　下條村

　　　　　村役場との懇談

　　　　　村立図書館

　　　　　子育て支援センター

　　　　泰阜村

　　　　　村役場との懇談

第２　調査の趣旨第２　調査の趣旨

長野県阿智村は「住民一人ひとりが人生の質を高められる持続可能な村」を目指し住民

主体の村づくりを積極的に進めてきた地方自治体である。また，下條村は 2.0 を超える高

い出生率を実現するなどして「奇跡の村」と呼ばれた村であり，泰阜村は高齢者福祉の分

野で先駆的な取組を行っている村である。

このような地方自治体が人口減少や地域衰退の問題に対して行っている取組等について

訪問調査を実施することで，地域における福祉の危機とそれを乗り越える地域再生の社会

保障につき研究を行う参考としたい。

第３　調査参加者第３　調査参加者

　 猪　股　　　正（埼玉弁護士会）

  村　上　　　晃（長野県弁護士会）

  森　　　弘　典（愛知県弁護士会）

  堺　　　啓　輔（福井弁護士会）

  松　田　弘　子（山口県弁護士会）

  村　山　勇　輔（富山県弁護士会・調査当時）

  澤　田　博　和　委員（京都弁護士会）
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  漆　川　雄一郎　委員（茨城県弁護士会）

  安　原　邦　博　委員（大阪弁護士会）

第４　各村への質問事項第４　各村への質問事項

（政策について）

１　移住の補助や結婚相談所の設置等，若者の定住支援に係る政策に力を入れてこられた

と思います。その政策の概略とねらい，成果，残された課題についてご教示ください。

２　医療，高齢者や介護に関する政策については，どのようなことに力を入れてこられた

かをご教示ください（老人福祉センター等）。

３　貴自治体における医療，介護，年金，生活保護等の社会保障サービスの現状と課題に

ついてご教示ください。

４　地域づくりに，住民が主体的に参加するための工夫や施策について，ご教示ください。

（財政について）

５　福祉施策の財源について

平成の大合併以降，小規模自治体に対する国の地方交付税抑制策が進められる中で，財

政破綻を回避しつつ，子育て・移住定住施策等の充実を図ることには，相当のご努力が必

要であったのではないかと思われます。子育て・移住定住施策等を充実しつつ，それに必

要な財源をどのように確保したかを教えていただけますでしょうか。

６　地域内経済循環と税収の確保について

税収確保のためには，地域産業の育成，地産地消，雇用創出等による地域内における経

済の好循環を創出することが重要と思われますが，地域内経済循環のために，実施されて

いる施策，重視されている点，工夫されている点などについて，ご教示ください。

７　特定補助金と地方交付税について

国からの財源移転に関して，①使途が予め定められている特定補助金，②使途の制限さ

れていない一般補助金としての地方交付税につき，見直しや改革を行う必要はないでしょ

うか。あるとすればどのような見直しや改革が必要でしょうか。

８　地方創生臨時交付金について

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため，地方創生臨時交付金が交付されていま

すが，地方自治体の安定した財源確保や独自の施策の実施に役立ったでしょうか。

９　地方創生事業について

これまでの国の地方創生事業は，地方自治体の安定した財源確保に役立つものだったの

でしょうか。その他，地方創生事業の問題点などについてのお考えがありましたら，お聞

かせください。

１０　地方税について

個人住民税，法人住民税法人税割と法人事業税，固定資産税等の地方税に関して，整理

すべき課題があるとお考えでしょうか。あるとすれば，どのような課題でしょうか。

１１　法人税について

法定税のうち地方自治体が税率を決める権限がある税目の拡大，法定外税の新設等，地

方税を主とする自主財源の改革は必要でしょうか。その場合，どのような改革が望まれま

すでしょうか。
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１２　保険制度について

地方自治体の役割が重要と考えられる対人社会サービスの在り方に関わる国民健康保険

や介護保険について，見直すべきところはないでしょうか。あるとすれば，どのような見

直しが必要でしょうか。

１３　国と地方の協議の場について

地方財政及び地方税制に関して，毎年度一定回数設けられることになっている国と地方

の協議の場については，そこは意思決定を行う場ではない上に，現在は国の方針説明と地

方の要望が互いに出されるだけで協議の場としても形骸化しているとの指摘もあるようで

す。このような国と地方との関係について，見直し・改革の必要性やその内容について，ご

教示ください。

（職員制度について）

１４　非正規公務員が増えている現状をどのようにとらえておられますか。常勤にすべき

なのか，非正規のままでいくとしたらどのような改善が必要なのか，など。

１５　公務の外部委託化，民営化も進んでいますが，これについてはどのようにお考えで

すか。100% 直営で，というのは現実には難しいかもしれませんが，公務員が担う部分と民

間に任せる部分の振り分けについては，どのような基準を考えておられるでしょうか。

１６　公契約条例についてはどのようにお考えですか。導入を検討されたことがあるか，総

合評価入札制度など同様の機能を持たせる他の制度を活用するという方針だったのか，な

ど。

（広域連携について）

１７　いわゆる平成の大合併についてはどのように評価されていますか。

１８　定住自立圏・連携中枢都市圏構想についてはどのようにお考えでしょうか。
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第２部　報告書第２部　報告書

第１　阿智村調査報告第１　阿智村調査報告

１　熊谷秀樹現村長，岡庭一雄元村長との懇談１　熊谷秀樹現村長，岡庭一雄元村長との懇談

【訪問日時】  2020 年 11 月 30 日（月）9 時頃～ 11 時 50 分頃

【場　　所】  長野県下伊那郡阿智村駒場 468-1

　　　　　  阿智村中央公民館

【対　応　者】  熊谷秀樹村長，岡庭一雄元村長

【概　　要】  コロナ禍においてこそ地方自治体の役割の重要性が認識されている。阿智

村では，住民自治を住民主体の行政と捉え，住民が主体的に発想し，取り組む課題につい

て村が支援するという形で実践してきた。村づくりの目標を従来の経済成長を中心とする

政策から，「住民一人一人の人生の質を高められる，持続可能な発展の村」とした。住民の

間で意見が対立する問題については，住民が学習し，それを村が支援し，問題の本質を住

民の間で共通のものとする。住民投票のような多数決ではなく，住民の学習と認識の共有

化により結論を出す。廃棄物処理場問題やリニア新幹線の廃土処理の問題で経験的に実践

してきた。国の成長戦略路線やデジタル化の中に地方自治体を取り込んでいこうとする政

府の政策に対し，憲法の目指す地方自治の本旨である団体自治と住民自治をそれぞれの自

治体の中で確立していくことで国の政策を変えていくことができる。

《熊谷秀樹村長との懇談》

(1) 阿智村は，長野県の南端に近く，長野市よりは名古屋に近い位置にあり，山脈に挟

まれている。このあたりの市町村は，自立的な精神を持ち，市町村合併されていない。

阿智村の人口は 6300 人。ちなみに飯田市は約 10 万人である。阿智村の高齢化率は

33%。若い人たちは就職のため東京や名古屋へ出てしまう。毎年 70 人くらいずつ自然

減が主な理由で人口が減っている。

(2) 昔は農業が盛んであり，養蚕が盛んであった。45 年前には温泉が出て，それから

観光客が来るようになった。観光客は年間 130 万人であり，名古屋からが多い。毎晩

村の人口の半分くらいが泊まりに来るような状態にある。

  星空と花桃も有名であり，星空は，日本一の星空と環境省で認定された。ナイトツ

アーを毎晩行っている。ＧＷの頃になると花桃を見に約 20 万人の観光客が訪れる。

(3) 阿智村は，8 つの自治会からなっている。自分たちの地域を守っていこうとする住

民自治の力が実践されている。

  8 年後にリニア新幹線が開通し，飯田市に駅ができるかもしれないが，そのとき村

に変化があるかもしれない。

《岡庭一雄元村長との懇談》

(1) はじめに

  1961 年から村役場に勤務し，その後 1998 年から 4 期 16 年間，村長を務めた。どう

したら住民の皆さんのためになるかという思いでやってきた。

  私が役場に勤め始めた頃はまだまだ古い体質が残っており，青年の要求や，婦人の

お産をする場所が欲しい，生活改善をしてほしいなどの願いはなかなか通らない状況
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にあった。

  その青年たちが中堅になり，同世代の村民から「お前やってみたらどうだ。」と言

われるようになった。最初から村長の姿勢としては，村民の要求を行政がしっかりサ

ポートするという約束，テーマで 4 期 16 年務めた。住民が主体的に地域を担っていく，

そういう村政が確立されてきたのではないかと思っている。

(2) コロナ禍における地方自治体の役割

  現在の最大の課題は新型コロナウイルス感染症への対応である。日本の社会の中で

様々な脆弱性が明らかになってきたと言われている。

  地方自治体の役割がこのコロナ渦で浮き彫りになってきた。国の施策では対応しき

れないことであり，地方自治体によって違いが出てくる。例えばＰＣＲ検査の実施態

勢や，住民の生活支援や，地域経済の打撃への対応も地域によって違っている。

  阿智村では，コロナ禍であっても温泉客の確保をするため，村民向けに昼神温泉の

宿泊補助を行った。これは非常に効果的だった。同様の取組は，長野県内の観光につ

いても広がり，県民への補助制度まで発展した。昼神温泉を知る機会のなかった遠方

の県民にも効果がある。これはまさに地方自治体の政策が住民の生活や経済に深くか

かわるという教訓となると思われる。

(3) 憲法の地方自治の本旨

  市町村長や市町村議会議員選挙の投票率は低く，地方自治に対する住民の関心の低

さが現れている。コロナ禍において自治体の役割の重要性は認識されたと思うが，地

方自治体について住民の関心は低い。

  住民から民主的な国家を作っていくというのが憲法で地方自治の章を作った基本的

な考え方だったと思う。憲法に基づき地方自治を実現していくうえで，この考えが，

住民，役場職員，議員に，どれだけ定着しているのか疑問である。憲法 92 条の地方

自治の本旨が曖昧になっている。我が国の様々なところで確立されておらず，それぞ

れの考え方によって地方自治の本旨が歪められたりしている。それが住民たちからの

関心を低くしているように思われる。コロナ後の社会を作る上でも，憲法の目指した

地方自治を造り上げなければ，持続可能な地域を作ることはできない。

  地方自治体に財政自立権はなく，国は，国の政策に誘導していくための財政措置を

とっている。財政諮問会議や骨太方針，デジタル庁の設置では，地方自治体の業務を

デジタル化し，そのために情報システムを共通化する。そして，個々の自治体の政策

や仕事を大きく括っていく方向にある。平成の市町村合併には批判もあり，合併後に

衰退する自治体が出てきた。そこで再び合併を唱えるのではなく，デジタル化により

実質的な合併を進めようとしている。

  市町村の中に地方自治の本旨である団体自治と住民自治をそれぞれの自治体の中で

確立していくことで国の政策を変えていくことが，遠回りなようでいて近道である。

(4) 多数決によらない住民自治

  要の要は住民自治だと考えている。地方自治体の中で多数決は正しい決め方なのか

見直していく必要がある。なるべく多数決を使わない。そのためには話し合いがどう

しても大事になってくる。話し合いにおいては，感情的になったり利権を中心に考え

たりするのではなく，住民は学習して知識をもって，科学的に判断していくことが大
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事である。数や力に頼らない決め方をすることが大事である。

  特に議会については，議事機関として置くとされているのであって，議決機関とし

て置くとは書かれていない（憲法 93 条）。ここが大事である。議員そのものは住民が

納得して決めたことに従っていくようなことができるように議事機関としての役割を

果たしていくことが必要である。先頃の阿智村の村会議員選挙では，83% の投票率で

あった。議員は住民の代弁者と考え，それを訴えた人が当選した。投票率の高さは，

住民の意思の現れである。

(6) 経済成長政策から住民主体の行政へ

  かつて阿智村では，農家を再編していくという国の農業総合改善計画 (1969 年 ) に

乗らなかった。阿智村では五反百姓が多く，副収入がないと生活が成り立たなかった。

当時阿智村は毎年のように大規模災害が発生し，災害復旧工事が働き場所として大き

な役割を果たした。

  阿智村は，国の計画に乗らずに工場を誘致した。小さな農業を維持しながら工場に

勤めることで生活を維持していこうとするのが昭和 30 年代以降の阿智村の地域経済

政策であった。村出身の工場経営者に頼んで村内に工場を設置し，阿智村の人口の 3

割近くの人たちが従事した。一気に工業化の方向に村が進み，阿智村の工業生産高が

200 億円以上になった。ちょうど高度成長の時代であった。1973 年，トンネルの掘削

工事中に温泉が湧き出した。国鉄は権利を主張しなかったが，名古屋の業者から土地

の所有者に温泉権を譲ってほしいとの話があった。契約を取り付けようとした業者が

たまたま雪が降り峠を越えて来れない中，集落の責任者が集まり，これを金儲けに使

うのではなく，村の発展のために使っていってはどうかという話になり村へ権利を譲

渡することになった。恵那山トンネルが精通し，中央自動車道が開通すると，名古屋

方面からの温泉客で賑わうようになり，昼神温泉は急激に発展した。村の工業生産高

も増加した。

  ただ，それで人口減少が止まるわけではなかった。住民がこの村に住むことに誇り

や意義を感じて「この村に住むんだ。」と思ってもらえるような政策を考えねば人口

減少は止められないというのが転機となり，村づくりの目標を従来の経済成長を中心

とする政策から，「住民一人一人の人生の質を高められる，持続可能な発展の村」（第

4 次総合計画）とした。

  この目標を達成するために，住民自治を高めていくことが必要になった。そこで住

民自治を「住民主体の行政」と言い換え，住民自身が主体者としての自覚を高めても

らい，行政がそれにどうかかわるかという観点に立つことになった。以前は，予算を

どういう形で配分するかが議員の関心の中心であり，住民主体というよりは議員主体

というべきものであった。

(7) 廃棄物処理場問題における住民自治の経験

  当時，長野県の産業廃棄物処分場計画で住民間での係争が絶えない状況にあった。

県から村内に公共の処分場を設けたいとの話があり，村は処分場問題に対応するため

新設された環境水道課の課長としてこの問題に当たることになった。賛成反対が拮抗

する問題となった。処分場の問題についてまず住民が正しく理解するのが大事だと考

え，環境経済学の学者を招いての勉強会を開催するなどして，村が独自に社会環境ア
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セスメントを行うことにした。

  当時のアセスメントは，作ることを前提としたアセスメントであったが，そうでは

なく事業そのものをアセスメントするものとした。村としては，賛成派，反対派双方

に対し，視察や調査の費用を支援することした。住民が十分な学習をした上で物事を

決めることが大事であると考えたのである。住民は学習を通じて，賛成派も反対派も

廃棄物処理場の必要性自体については共通の認識となった。社会環境アセスメントを

踏まえ，どういうものが処分されるのか住民が知ることができる（マニフェストの公

開），処分の現場を住民が見ることができることを保障するプランが作られた。住民

投票をするか議論になったが，議会が責任をもって結論を出すことになった。そこで

住民の意思を確認するため，当時ゼミでこの問題を取り上げていた立命館大学の学生

に住民の意向調査を実施してもらい，このプランを受け入れようという結論になった。

住民投票を行えば，住民の間に断絶を生むことになるが，この処分場の問題について

は，賛成派と反対派に以後しこりは残らなかった。

  結局，田中知事に代わり，処理場建設の問題は棚上げになったが，住民は学習や研

修によって共通の認識を持つことができた。住民が学習や研修をやって事の本質を理

解する。行政は住民の十分な議論を保障する。そうすれば，住民が主体的に携わるこ

とができる。廃棄物の問題に取り組んだことによってこれが明らかになった。

(8) リニア新幹線の残土処理問題における経験

  今もリニア新幹線の問題でこの経験が生かされている。トンネル掘削工事により莫

大な廃土が出る。ダンプが 1 日 700 台通ることになるが，村民の生活や安全だけでな

く観光客，温泉にも影響が出かねない。その一方で，リニアに対する期待もあり，反

対しづらい雰囲気があった。そこで阿智村は廃棄物問題に学び社会環境アセスメント

を行った。その結果住民の暮らしや観光に重大な影響が出るとの結論になった。それ

を受けて問題解決に当たり，議事機関として議会が責任を負うということで進めてい

くことになった。

(9) 意見の異なる住民に対する村の支援の在り方

  村が提案する施策に反対する住民たちに対しても，学習するための費用を援助する。

住民が自ら課題を設け，村が支援する。反対する者も含めて村の持続化を進めていく。

それが住民自治を発展させていく。

Ｑ　財政基盤の確立も重要だと思われるが，国からの補助金や交付金について要望がある

か。

  地方創生が始まった。これまでも補助金制度交付金制度というのはあったが，国の政

策へ誘導し，地方自治体が国の政策に従属する形が強まっている。国の成長戦略にどう

地方自治体を取り込んいくかという政策が顕著になってきている。自治体が自分たちの

判断をしていくことが難しくなってきているのではないか。地方も巻き込んでいくこと

が強まっている。デジタル庁の構想はその例である。国による地方行政の抑制につながっ

ている。

Ｑ　利権が絡む問題について，どのように住民自治を進めていくのか。

  利権を通そうとするとどこかに無理が生ずる。そのときに多数決の理論が使われる。多

数を形成するために，フェイクや，利益誘導が行われる。それをどう排除するかが非常
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に難しい。不利益を被るところの方が数は少ない。多数決ではなく，損得を度外視する

ところで，考えていくことが必要である。

Ｑ　地域の自治組織の役割，重要性について教えていただきたい。

  コロナ禍の中で重要なのは共同体である。明治政府が共同体を行政体にし，それが戦

争遂行に使われた。もう一度共同体としての自治を作り直していく必要がある。政府は

それを逆手にとって地域包括ケアなどとして，共同体を自助，共助として利用しようと

している。本来，公は，弱くなった共同体を補助すべきものであるが，公助として行う

べきことを自助，共助に肩代わりさせようとしている。阿智村では江戸時代からの共同

体を行政体としてなくしてしまっていたが，住民の間では存続していた。それを復活さ

せたのが今の 8 つの住民自治組織である。自治組織は行政と対等平等であり，行政の下

請けではない。

２　ごか食堂２　ごか食堂

今の食堂は，以前公園の管理事務所であった。公園に来た人が休める場所があればとい

うことで活動が始まった。最初は，ちょっと休憩出来る場所ということだったが，お弁当

の配達を始めることになった。お弁当の宅配は業者がやっていたが，300 食以上作らない

と利益がでないということで業者が撤退した。村からお弁当作りを依頼され，お弁当作り

が始まった。お弁当は一食 540 円だが高齢者は 300 円で購入できる。差額は村が負担する。

水道代は，村が負担してくれるが，それ以外は自分たちで支払っている。

お弁当作りは午前中，2 人担当で作るが，お弁当作りは，前日から始まる。回収したお

弁当容器の洗浄，消毒をし，食材の買い出し，下準備をするので，お弁当作りは実際には

1 日かかってしまう。

ごか食堂は，もともと地域の人が集まって色々と情報交換できる場所ということで始

まった。今は 40 人くらいである。ローテーションでお弁当作りをしている。

現在お弁当は 40 食くらいである。

給料はお弁当を作る当日の4時間くらいに対して支払われる。一日2000円くらいである。

前日の準備段階は無給である。子育ての間に働きたいという若いお母さんは，給料が安く

なかなか続かないので，若い人が少ないのが悩みである。

（調査参加者撮影。以下同じ）
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３　村役場との懇談３　村役場との懇談

【訪問日時】  2020 年 11 月 30 日（月）13 時～ 14 時 50 分

【場　　所】  阿智村役場内会議室

【対　応　者】  協働活動推進課課長，同係長

【概　　要】

① 住民一人ひとりの人生の質を重視した「住民主体の村政」への転換

  バブル経済崩壊後，財政の拡大が期待できない状況となり，地域経済を立て直す

ためには，外からの力に頼るのではなく，地域内の力を付けることが求められた。

そこで，行政主導で住民が受け手だった状況から，「住民が作り手になる」方向へ

大きく転換し，住民の暮らしに重きをおいて，住民が住み続けたくなる村を目指し，

そのために，｢ 住民１人ひとりの人生の質を高められる持続可能な村づくり ｣ を基

本理念として，｢ 住民主体の村政 ｣ への転換を目指した。

② 住民自治の実践と村による支援－実践主体である地域自治組織，村づくり委員会

  住民自治においては，住民有志や住民団体などによる自主的活動が活発であるこ

とが重要であり，自由に住民間で議論や実践を重ねることで質が高まる。そこで，

①地域を基盤にした「地域自治組織」（自治会）と，②課題を中心とした「村づく

り委員会」を住民自治の実践主体とし，住民の自由な取組を保障し，公はできるだ

け干渉しない形で支援する。

③ 地域自治組織の活性化・実践－予算編成に参加，地区計画の策定，支援金の利用

  1998 年以降，8 つの地域自治組織に再編してその活性化を進めた。各地域自治組

織は，毎年度の村の予算編成の際，例えば，道の補修，街灯の設置，集会所の整備

等，要望書を提出し，村と懇談し，村は各地域自治組織の要望を受けて予算化でき

るものは計上するという形で予算編成に参加する。各地域自治組織は，村の基本計

画の策定に合わせて，自治組織ごとの地区計画を策定し，その際，学習や資料収集，

各種団体での話合い，住民アンケートなどの策定過程が重視される。村は，地域自

治組織に対し，運営経費支援金，正副会長活動支援金，事務局活動支援金，モデル

事業支援金，美しいふるさとづくり事業支援金などを補助し，運営経費支援金及び

正副会長活動支援金の合計は年間 1355 万円規模になっている。

④ 協働活動推進課による村づくり委員会への支援と村づくり委員会の実践・成果

  自立性と対等性を重視しつつ，村の「協働活動推進課」が，住民の主体的な学び

や地域づくりの取組を支援しており，5 名以上の村民で組織される村づくりの研究

等を行う村づくり委員会に，１団体年額 10 万円以内の活動費（講師謝礼，旅費，

参考図書代等）を交付している。2019 年度末で 75 団体が登録しており，これまで，

村づくり委員会の取組によって，公設図書館づくり，知的障害者の通所授産施設の

建設，地産地消の農家レストランの開設，訪問介護ステーションの開設などが実現

している。
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【聴取内容】

1　阿智村の概要1　阿智村の概要

(1) 地理，歴史

  長野県南部，下伊那郡の南西に位置する。恵那山を堺に，西に中央アルプス，東に

は地域の中心都市の飯田市がある。直線距離で 100 ㎞圏内に名古屋市，200 ㎞圏内に

東京都があり，名古屋市まで中央道で車で 90 分，東京まで高速バスで 4 時間の場所

である。面積は 214 ㎢，90% が山林であり，標高 410 ～ 2191m の山間地に 56 の集落の

小規模な村である。

  2020 年 11 月 1 日時点で人口 6258 人，高齢化率は 35.41%，2356 世帯である。村内

には，8 つ自治会組織があり，上中関，中関，駒場，伍和，智里東，智里西，浪合，

清内路である。智里西が 91 世帯 292 人で一番小さく，伍和が 409 世帯，1503 人で最

大である。

  古代から東山道が通る交通の要衝であり，中央自動車道が東西に通り，名古屋方面

のみ使用できる園原ＩＣがある。中央自動車道と三遠南信自動車道のＪＣを兼ねた飯

田山本ＩＣがある。国道 153 号線は，南信州と中京圏を結ぶ中央自動車道の代替機能

を有する重要な路線であり，国道 256 号線は，南信州と木曽地方を結ぶ文化，観光交

流の道路として中央自動車道の機能を補完する緊急輸送道路の役割を担っている。

  1956 年，会地村，伍和村，智里村による旧阿智村（上中関，中関，駒場，伍和，

智里東，智里西）ができ，2006 年浪合村と合併し，2009 年，清内路村と合併し，今

の阿智村ができた。

(2) 職員数，保育園・学校

  2020 年 4 月現在，役場の職員，全て公立である保育所の保育士を合わせて，正規

の職員が 100 名，延長保育のための臨時職の保育士や，通常の行政職で会計年度任用

職員も雇っており，これらも合わせて 200 名程度であり，約 8 割は阿智村に居住し，

他は飯田や隣の村から通勤している。

  保育園が 6 つ，小学校が 5 つ，中学が 1 つ，県立高校が 1 つある。合併した浪合と

清内路には，振興室があり，各 4 人の職員を配置している。

(3) 村の特徴－昼神温泉，花桃，手作り花火，星空，満蒙開拓平和記念館など

  昼神温泉が，1973 年に抽出され，南信州 14 市町村で最大の温泉地，健康保養地型

温泉地として発展し，良質な単純硫黄泉，美人の湯と言われる。昨年度 57 万人が利

用した。

  智里西区に花桃 5000 本が植えられている。毎年 4 月下旬から 5 月上旬に川沿い 2

キロに花が咲く。昨年度 36 万人が訪れている。2020 年はコロナで毎年の花桃祭りを

開催せず，花見も自粛となり，今年の写真には人が写っていない。360 度の眺望の富

士見台高原は標高 1790 ｍであり，中津川から車で山小屋萬岳荘まで行き，そこから

歩いて 20 分で尾根に出る。昨年度 7600 人が来訪している。

  智里西にある施設の写真であり，左はヘブンスそのはらロープウェイ（秋の紅葉）

右はミニ博物館，東山道すのはらビジターセンターははきき館である。浪合の治部坂

高原は，秋はコスモス，冬はスキーで賑わい，昨年度は近隣のあららぎ高原を含め
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12 万 8000 人の利用があった。

  清内路地区の手作り花火の写真であり，住民が火薬から作る全国で唯一のものであ

る。1992 年，長野県無形民俗文化財に指定され，1998 年の長野冬季オリンピック閉

会式で使用された。

  阿智村は，環境省の全国星空計測観察で，2006 年に星が最も輝いて見える場所の

第 1 位に認定された。2012 年にスタートした，『天空の楽園　日本一の星空ナイトツ

アー』には全国各地から観光客が訪れている。2015 年度，株式会社ＪＴＢ中部と観

光に関する連携協定を結んでいる。天体望遠鏡や，双眼鏡等の ( 株 ) ビクセンと地域

振興に関する連携協定を結んで，2019 年 5 月には，同時にテント内観測，最多人数

のギネスにチャレンジし，2640 人の同時観測で，世界記録を更新した。

  満蒙開拓平和記念館は，2013 年に開館した。戦時中，満州事変から第二次世界大

戦終戦まで，旧満州に最も多くの開拓団を送り出した。その歴史を正しく伝え，負の

歴史からアジア，世界に向けた平和・共生・友好な未来の創造への発信拠点としてい

る。満蒙開拓団をテーマにした映画「望郷の鐘」に出演した内藤剛志氏も来館し，

2016 年 11 月には天皇皇后両陛下も来館した。

  産業は，観光業とその周辺の商業のほか，農業では生産額は落ちてきているが伍和

地区は盛んであり専業農家も多いが，他の地区は工場誘致もあって兼業農家的な経営

をしている人が多い。林業は，生業にしている住民もいるが，生活できるほどに充実

させるのは大変であり，山の管理は森林組合に委託しており，荒れてきた山も多く，

悩ましい。

２　阿智村における住民主体の村づくり２　阿智村における住民主体の村づくり

(1) 戦後の高度経済成長期－行政主導

  戦後の高度経済成長期の行政の目標は，｢ 住民のための行政 ｣，｢ 住民参加の行政 ｣

であり，行政がどう住民の意向に沿い，住民の参加を促して進めるかを目指したもの

だった。当時は，経済成長によって財政的にも拡大の方向にあったので，行政主導で

進めることで地域の経済等は一定の充実を可能にしていた。

(2) バブル経済崩壊後－住民が受け手から作り手へ

①　バブル経済崩壊後，方向性が大きく転換し，財政において拡大を期待できない状

況になった。そこで，地域の経済を立て直していくために，外からの力に頼るので

はなく，地域内でそれを担う力をつけることが求められた。

②　それを可能にするためには，地域全体が，そうした力を創造していくことが必要

となり，住民が受け手から作り手にならなければならなかった。住民自身も，自ら

の暮らしを高めていくためには，行政任せではなく，自らも地域を創っていくとい

うことが大切であるということに気付いていった。

３　村づくりの基本理念－住民１人ひとりの人生の質を高められる持続可能な村づくり３　村づくりの基本理念－住民１人ひとりの人生の質を高められる持続可能な村づくり

第 3 次総合計画（1989 － 1997 年度）では総合的に村の発展を，第 4 次総合計画（1998

－ 2007 年度）では住民の暮らしに重きをおいて，住民が住み続けたくなる村を目指した。

そのために，｢ 住民一人一人の人生の質を高められる持続可能な村づくり ｣ を基本理念と
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して，｢ 住民主体の村政 ｣ への転換を目指した。第 5 次総合計画（2008 － 2017 年度），第

6 次総合計画（2018 － 2027 年度）においても基本理念を踏襲している。

４　住民における住民自治４　住民における住民自治

(1) 住民自治の 2 側面

  地方自治は，住民全体の意思として公として行われる自治と，住民有志や住民団体

などによる自主的活動によって進められる自治がある。

(2) 住民による自主的活動の重要性

  特に住民自治は後者が活発であることが重要であり，自由に住民間で議論や実践を

重ねることで質を高める。

(3) 住民自治の実践主体としての①地域自治組織と②村づくり委員会

  住民自身による住民自治の実践主体として，地域を基盤にした「地域自治組織」（自

治会）と，課題を中心にした「村づくり委員会」がある。いずれも住民の自由な取組

が保障され，公はできるだけ干渉しない形で支援する。

５　地域自治組織（自治会）の再編と活性化の取組５　地域自治組織（自治会）の再編と活性化の取組

(1) 自治組織の再編

 1998 年 4 月 集落住民懇談会において自治組織の必要性と再編について検討を要請

  ＊住民の話合いの中で，それぞれの自治組織の範囲を決めるよう要請

 2003 年 3 月 年度切替えに合わせ，各自治組織で規約整備，組織再編が進む。

  ＊明治以来の財産区や集落の連合等を母体として 6 自治組織が設立

 2005 年 4 月 自治組織連絡会（現在は自治会連絡協議会）を整備

 2006 年 1 月 浪合村を編入合併 ( 浪合村は合併前に浪合自治会を組織 )

 2009 年 3 月 清内路村を編入合併（清内路村は合併前に清内路自治会を組織）

(2) 自治組織の行政との関係－自立性と対等性

  自立性と対等性を重視し，行政の下請け機関ではないものと位置付けている。地域

の諸課題には，地域住民，自治組織が主体となって取り組む。行政は，課題解決の取

組への支援を行う。

(3) 住民参加の取組

① 予算編成過程における住民参加の取組

5 月 議会が年度当初予算の議決を説明，懇談

7 月，11 月 自治会から要望書提出

11 月頃 各自治会に出向き（議長以上）決算について説明，懇談

12-1 月 村担当者が予算案を作成し，各自治会からの要望について，予算化で

きるものは計上

1 月下旬 理事者による予算査定

2 月上旬 予算査定を踏まえた予算案作成

2 月中旬 各自治会に出向き（係長以上）予算案の説明，懇談

②　地区計画作成－策定過程を重視

 2002 年 4 月 村の基本計画の策定に合わせて，自治組織ごとの地区計画策定を提案
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 2002 年 5 月 各自治組織で計画策定のための学習や資料収集，各種団体での話合い，

住民アンケートなど取組まれる。策定過程を重視。

 2003 年 12 月 6 つの自治組織全てで地区計画（前期 H20-24）が策定される。

 2006 年 10 月 村第5次総合計画（前期）と地区計画前期計画策定を提案（2008-2012）

 2007 年 10 月 7 自治組織全てで地区計画（前期 H20-24）が策定される。

 2018 年 3 月 8 自治組織全てで地区計画（前期 H20-24）が策定される。

地区計画作成－村の本計画と対等，村は地区計画に対応

  地区計画は，村の本計画と対等な計画と位置付けられ，地区計画に挙げられた事業に

ついて村は検討，対応する。

村は地区計画作成の提案をするが強制しない。

村は自治組織主体で作り上げた地区計画の印刷製本を手伝う。

村の計画と地区計画の整合性はない。

③　自治組織の活動について

（支援金の利用）

・ 運営経費支援…自治会の健全な運営及び活動に対し支援

　　　　　　　　均等割 40 万円，世帯割 1500 円，人口割 500 円，

　　　　　　　　事務所経費 1/2

・ 正副会長活動支援…正副自治会長の役務の提供に対し支援，限度額 50 万円

・ 事務局活動支援…事務局を雇用した場合に支援，限度額 40 万円

・ モデル事業支援…自治会が実施する地域づくりに対し支援，限度額 40 万円

・ 美しいふるさとづくり事業支援…景観形成，保全を目的とした中長期的な美化活

動に対し支援，限度額 50 万円

・ 敬老大会補助金…敬老大会に要する経費に補助，年度内で 75 歳以上に達する者

の人数に 1500 円を乗じた額。今年度は大会が催せなかったので，地域で使える

商品券を配った。

  支援金受け取りの最も多い自治会で，運営経費支援と正副会長活動支援合わせ

て 227 万円，最も少ない自治会で 135 万円を交付した。

  自治会の運営経費支援金と正副会長活動支援金を合わせて 1355 万円を支援し

ている。

 　草刈作業の燃料費・刃，植栽の苗代，資材費などが対象。飲食費や労務費は対

象外。

（自治会連絡協議会の開催）

  各自治会の正副自治会長で構成される会（2 か月に 1 回，年 6 回）

  各自治会の活動報告や相互の情報交換，調整が必要な事案についての連携を

取っている。

(4) 自治の現状と課題

①　現状

  2003 年に発足後 17 年が経過し，地域で自治組織の活動が定着してきた。

  自治会連絡協議会（年 6 回）を開催して情報交換をしている。

②　課題
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  自治組織の役員（特に正副会長）の仕事が過重（年 150 日程度活動）で，役員の

選出が難しくなる。

  地域福祉の推進，地域防災対策への取組についての課題がある。

６　村づくり委員会への支援とその活動について６　村づくり委員会への支援とその活動について

(1) 活動・支援

目　的：住民の主体的な学びや地域づくりの取組に対して支援金を交付している。

対　象：5 名以上の村民で組織する村づくりの研究，研修の経費（主に講師への謝礼・

旅費，参考図書代，車の燃料など）へ支援金交付

対象外：宗教活動や特定の政治活動等を目的とする団体

登録数：2019 年度末で 75 団体が登録 ( 一時休止の団体も有 )

支援額：1 団体 10 万円以内

(2) 活動事例 1 －「図書館づくり委員会」2001 年 7 月登録

目　的：阿智村に相応しい図書館をつくるための調査，研究と提言

活　動：先進地の図書館視察，専門家を招いて講演会，望ましい図書館プランを作成し

行政や住民に提示（村内の合意形成を進める）

 2004 年に，中央公民館を改造し，公民館図書室を開設した。

現　在： 建設後の運営についても，村づくり委員会「図書館運営委員会」がアドバイザー

としてサポートし，委員会のメンバーも図書室パートとして勤務し，あるべき

図書館を目指し，現在では図書館として位置付けられている。

(3) 活動事例 2 －「通所施設を考える会」2001 年 11 月登録

目　的：知的障害者が安心して暮らせる地域づくりと働く場や施設の研究

活　動：学習会，視察，シンポジウム開催，議会への請願等を行い，この課題を全村民

が共有できる課題へと高める。

 2004 年に，国と県の補助を受ける中で通所授産施設の建設を実現させる。

現　在：施設運営についても社会福祉法人を設立して運営主体となっている。

(4) 活動事例 3 －「ごか食堂」2010 年 6 月登録

目　的：農村地区である伍和地区に女性の力による農家レストランを作り，地場産の農

産物の流通，女性の自立，高齢者の配食弁当，地域交流の場づくり，子どもの

食育推進，伝統調理法の継承などを目指す。

活　動：この地区で女性の活動が輝くために地域課題を探る中で，保健所の許可を得ら

れる調理施設づくりに至り，2011 年 6 月に完成

現　在：食堂の運営，配食サービスの実施。

 「わいわいかふぇ」を認知症についてなんでも話せる場として実施。

 役場民生課と連携し専門家の力を借りながら運営している。

(5) 活動事例 4 －「訪問看護を考える会」2014 年 8 月登録

目　的：訪問看護ステーションの開設を検討する（西部地域）

 高齢化地域における在宅医療ケアの支援

 健康相談，健康維持のための身体アセスメント

 24 時間救急対応支援
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 介護予防活動等

活　動：訪問看護ステーションの開設のために先進地視察等を行い，翌年，ＮＰＯ法人

を設立，2015 年 8 月に「あち訪問介護ステーション」を開所

現　在：下伊那西部地区で唯一の訪問看護ステーションで，小児を対象とした訪問看護

も行い，飯田・下伊那地域・南木曽地域にサービスを提供している。

(6) その他

  他にも，昼神温泉の観光と地域振興，古代東山の復興，憲法学習，介護福祉関係，

子育て，古民家の利活用，空き家の活用，農業，森林利活用などの取組を支援してい

る。

７　質疑応答７　質疑応答

(1) 村づくり委員会について

① 村による支援の在り方（支援金の使途，建物の提供など）

  例えば，「ごか食堂」では，まず，婦人会で何らかの生業をしたいということに

なり，何がしたいかを組み立てる段階で視察など学習する支援をした。「配食サー

ビス，お弁当作り」となったときに，村づくり委員会を卒業して，法人を立ち上げ

た。

  村は，当初から，その組織がどんなことをしようとしているのかに関わっている。

今日，昼食をとった「ごか食堂」は，元々，わいわい公園の管理棟だが，何か再利

用できるものはないかと考えたときに，食堂さんがそこで調理をやってみたいとい

うことだったので，村が投資して設備を整えた。

  「通所施設を考える会」の場合，何ができるか，保護者が集まって研究すること

になり，他の地域の視察をするところから支援した。

  支援額は，1 団体につき，年に，10 万円以内である。

②　支援のための年間の予算規模

  2019 年度末で 75 団体が登録しており，仮に，年 10 万円を全部に出せば，700 万

前後になるが，休止中の団体もあり，支援の資金を活用せずに独自でやっている団

体もあるので，昨年の実績は 100 万円以内だった。

③　参加している住民の数等

  1 委員会 5 名以上 10 名未満くらいで，複数の委員会に所属することもできる。

④　若者が参加する委員会

  子育ての会に若いお母さんが参加している。教育を考える。I ターンの人もいる。

⑤　仕事や子育てなどとの両立について

  自らを自らで治めていくという岡庭前村長の啓蒙があり，熱を持ったリーダー格

的な人がたくさんいた。これから，医療施設のことなどが課題になる。

⑥　「憲法学習」

  憲法 9 条も含め，今の憲法についての学習である。

  村が，手助けするのは資料の印刷くらいであり，宗教的なものの推進でなければ，

勉強したいことに対して，講師謝礼の支援などをしている。

(2) 役場の協働活動推進課について

63回人権擁護第3部会.indd   37063回人権擁護第3部会.indd   370 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



371

第２編　資料－国内調査訪問録

①　関わり方

  小田原では行政職員 5 人くらいで担当し，市民の企画に担当者が入っていって一

緒に発案から活動し，デスクワークではなく，地域で活動することに対して給料を

払うという形で地域興しをしているとのお話だが，阿智村の方が，より住民の主体

性を問う形なのではないか。

  村が通所施設を作ろうといって委員会を立ち上げるというよりも，住民がこんな

ものがあったらいいねというところを手助けする。

  行政指導的な提案ではない。何をしたいか発案してもらい，発案者が委員会を作

る。プロセスの中に行政が入っていくべきところがある場合は手助けするが，住民

の主体性を重んじている。最初から村の職員が入っていく感じではない。

②　協働活動推進課の職員数

  正規職員は 6 人。定住政策，広報，全村博物館構想の仕事もある。地域自治組織，

村づくり委員会の担当は 2 人。

(3) 地域自治組織について

①　呼称について

  地域自治組織＝自治会ともいう。

②　自治組織の数，規模，内部での意思決定方法

  当初，8 つに決めるということでいいかというところから投げかけた。たまたま

旧村単位になった。

  8 つの地域自治組織のうち，最小は 292 人，最大は 1503 人である。

  小さいところは総会で決め，伍和では代議員を選んで決めている。

  伍和は，13 集落あり，13 人と前年度の 13 人，各部落から女性代表 13 人，前年

の女性代表 13 人，各種団体の長 10 名程度の合計 60 人程度である。集落が多いの

で役員の人数が多い。

  これに対し，中関は 2 部落で，役員 10 人程度である。

  人口密度の違いがある。上中関・中関は狭いが各 500 人くらい，清内路，浪合は

広いが各 600 人くらいである。

③　正副自治会長の選任，役割等

  現在は，議員上がりではなく自治会の中で選挙や推薦で選んでいる。

  自主的に立ち上げることが目的であったので，行政は促すことを一所懸命やった。

  自治会組織がしっかりしていると，充実した行政サービスが受けられるという気

運があった。きちっとした形で要望を上げる，提案ができるとなると，村と対等の

位置付けになるので，村に意見を言える。

  かつては，村会議員が村に陳情を持ってきていたが，今は違う。村会議員は村全

体を見ている。住民の要望は自治会がまとめる。

  要職についていた人が自治会長になったという場合もあったと思うが，自分たち

の自治会はどうあるべきかということを真剣に考えている方がなったのではないか。

  ただ，実際になると，神事まで含めてイベントに呼ばれる回数が多く，負担が大

きい。現役世代だと厳しいので，定年を迎えた方に順番になってもらう根回し的な

ものでなってもらっているのが実情。
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  報酬は，各自治会の判断であり，50 万円を手当として渡していいと村から伝え

てある。自治会長は 10 万円という感じで，報酬より，自分たちのためにやってい

るという感じだと思う。

④　地域自治組織の予算編成過程への参加について

  自治会が主導権を持って道を直したり，街灯を作ったり，集会所の周辺を整備し

たりできる。予算編成前と後に自治会に村から説明に行っている。そこで出た要望

は必ず通るとは限らず，優先順位が検討される。

  上記 5(3) ③のような形で，自治会で自由に使えるお金を割り振るというのは他

の自治体にはないと思う。

⑤　モデル事業の具体例

  中関の法被，防犯灯，会議のためのホワイトボード等

(3) 地域の中にある地域間格差について

  役場近辺は，食料品店があったり，道路が整備されていたり，インフラの整備も充

実しているので，人数は多いが，突飛な発案はない。

  花桃の智里西は，園原インターもあるが，過疎地であってガソリンスタンドも潰れ

てしまう。農協のガソリンスタンドを継続させたいという住民の要望があり，自分た

ちで村からの支援をもらいながら継続している。役場の近くなどよりお金はかかるか

もしれない。村からすると，その地域を気に入って住み続けてもらいたいという思い

はある。自治会予算は人数按分によって振り分けられるところはあるが，村の総合的

な予算から考えると，人口比率からアンバランスになっているところもある。

  しかしこれによって，智里西の自治会にはしっかりしなければという気運も生まれ

る。

  山間部での自治会に対する思い入れは大きいように思う。

(4) 地域福祉の課題について

⑥　診療所，保育園，独居老人の見守りの充実の必要

  診療所は，民間が 2 つあり，飯田病院の阿智診療所と，個人医院がある。そのほ

かに，村の診療所が 2 か所あり，村の医師が一人，民間の医師がもう一人おり，曜

日を決めて診療に当たっていたが，医師が高齢になっている。医師の確保が難しく，

苦労しており，阿智の診療所の拡充を飯田病院にお願いしているが，なかなか難し

い。

  保育園は，6 つあるが，10 人に満たない保育園，11 時間保育ができない保育園

があるなど，地域間格差が課題である。

  独居老人の見守りがまだ足りない。高齢化率が 34.5% で，地域包括支援センター

を立ち上げ，保健師の数も増やし，見守りは手厚くなったが，まだ十分ではない。

民間のデイサービス，自治会館を使ったサロン的な取組もしている。

  要介護者で特養に入るのに待機している人はいる。デイサービスに通える施設も

いくつかある。

⑦　地域防災

  自主防災組織の見直し。村全体が被害に遭って，役所から潤沢な支援を受けられ

ないときのために，自治会として 3 日分の食材の確保をしておく。電気が止まった
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ときの発電機の用意。行政からの支援を待つのではなく，自分たちの力で何日か凌

ごうという気運が高まっている。

(2) 学校について

  小学校は 5 つあり，村費加配の先生もおいて ( 村の費用で先生を雇って），1 学年 1

クラスでやっていけるような工夫をしてきたが，今年から複式学級（2 つ以上の学年

をひとつにした学級）も取り入れている。小学校の在り方については，地域に学校を

残したいという思いがあったので，そこは守ってきた。

  中学校は 1 つであり，かつて，旧阿智村では 1 つの中学校でやってきたので，スクー

ルバス等も使いながら，理解はしてもらっていた。浪合と清内路に中学校を残せなかっ

たので，今回，阿智村の中学校に来ることになった。平谷村の学生も来ている。

  高校は，阿智高校があるが，飯田に行く人もいる。

(5) 村民の勤務地

  昼神見温泉の従業員は，阿智村の従業員アパートに住むが，半数以上は阿智村の外

から来ている。

  飯田市で働く人が多いので，昼間の人口のほうが少ない。

４　東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」４　東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」

【訪問日時】　2020 年 11 月 30 日（月）15 時頃～ 16 時頃

【場　　所】　長野県下伊那郡阿智村智里 3604-1

【対 応 者】　阿智村役場職員

【概　　要】　東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」は，阿智村が取り組む全村博物

館構想（以下「全村博」という。）の一環として，2008 年に作られた施設。全村博とは，地

域のいろいろな魅力を地域に住む自分たち自身で見つけ，活用していこうという取組であ

り，住民一人ひとりが地域づくりに取り組むことで，この地域に暮らす誇りを生み出そう

とするもの。東山道・園原ビジターセンター「はゝ木館」には，地域で発見されたいろい

ろな魅力が展示されている。今回の訪問では，同施設を担当されている阿智村役場職員に

施設内を案内していただいた。

全村博物館構想は，史跡などの地域の魅力をどのように生かすかを考える中で出てきた。

いろいろな講師を呼んで学習会などをして検討する中で，村全体をすべて含めて博物館と

みなしてやるのはどうかという提案が出て，そこから始まった。

自治会単位などの様々な単位で地域を調べたり，聞き書きプロジェクトといって地域の

人が地域の人から昔の暮らしぶりなどを聞き取る活動も行っている。最近では阿智高校と

の連携を行っている。阿智高校では地域政策コースという地域の学習を週 1 回 3 時間やる

コースがありその授業と連携をしている。

地域を研究する中で，共通の関心を持つ人や異なる世代の人たちと知り合うこともでき

る。また，古文書に触れることも楽しみの一つ。

全村博物館構想の目的は，自分たちが地域の文化や地域の魅力を知りそれらを守ってい

くということ。観光客の誘致などを直接の目的としているものではない。ただ，自分たち

の地域の文化や魅力を知ることにより，自分たちの地域の魅力を外に発信できるようにも

63回人権擁護第3部会.indd   37363回人権擁護第3部会.indd   373 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



374

第２編　資料－国内調査訪問録

なる。それが地域外の人へのアピールとなり，観光が増えたり，観光ガイドなどの仕事を

生み出すことにつながるかもしれない。

５　夢のつばさ５　夢のつばさ

【日　時】  2020 年 11 月 30 日（月）15 時～ 16 時

【場　所】  社会福祉法人夢のつばさ（長野県伊那郡阿智村春日 3291-4）

【対応者】  理事長

【概　要】  阿智村に住む障害を持つ子どもたちの家族が中心となり，村づくり委員会に

登録して学習を進め，自ら社会福祉法人を立ち上げて運営主体となって通所施設「夢のつ

ばさ」を開所することができた。村づくり委員会に登録することで，役割の明確化，地域

の理解や専門家の知見を得ることができ，事業を進めることができた。行政に頼るのでは

なく，自分たちが使いやすい施設を自分たちで作り上げるという意識こそが社会教育の理

念であり，住民自治の実践であると言える。

【設立の経緯】

2000 年 12 月当時，村内には通所施設がなかった。障害をもつ子供の親たち 5 人が養護

学校卒業後の進路について話し合ったことがきっかけとなり，阿智村中央公民館長が呼び

かけ人となって「通所施設を考える会（以下「考える会」という。）」準備会を立ち上げた。

そして，単なる施設建設の要求にとどまらず，障害者のノーマライゼーションの実現に踏

み出すにはどうしたらいいのかを考えるために，自主的な学習会を開催するようになった。

その成果は，毎年開催される阿智村社会教育研究集会に提出された。

社会教育の場として公民館が根付いていたことから，このような学びの場をつくること

ができた。この集会を通じて，飯田養護学校，一級建築士などの専門家の参加を得ること

ができ，考える会の活動が充実したものになっていった。

当時，阿智村に当事者や親の組織がなかったことから，2001 年 4 月に障がい児・者と家

族の会「ぐるーぷ夢のつばさ」を立ち上げた。

同年 9 月，ぐるーぷ夢のつばさの会員，福祉研究者，障がい専門員等が構成メンバーと

なって「考える会」を阿智村の村づくり委員会に登録。障がいのある方が，日中生活を豊

かに送れるよう生活・仕事の場・施設をどう作っていくかを研究課題として学習を進めて

いった。

同年 11 月には，ぐるーぷ夢のつばさから阿智村，浪合村（当時），清内路村（当時）の

各村議会に対して地域における障害者福祉の充実に関する請願書を提出し，12 月定例議会

において採択されて各村長に付託された。

この請願を受けて，阿智村は 2002 年 4 月に高齢者等共同作業所の分室として，「つばさ

のいえキラキラ」を保健センターに開所することが決まり，指導員 1 名分の人件費が予算

化された。

【体制強化と提言準備】

2002 年度当時，阿智村の社会事業授産施設（阿智授産所）の老朽化に伴う改築計画が持

ち上がっていた。考える会では，それにあわせて障がい者の通所施設を整備することを目

指し，障害者実態調査の部会と研究部会を設置した。

当時，役場民生課は，障がい者の人数や住所は把握していたが，それぞれの生活の実態，
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姿が見えるような情報や，通所施設のニーズや利用の可否につながる情報は持ち合わせて

いなかった。そこで，考える会は，役場の民生課と，日本福祉大学教授に障害者実態調査

を依頼した。

他方，研究部会では，基本構想による建設費の概算，使いやすい建物の研究，地域交流，

作業内容について検討を進めた。一級建築士に平面図を依頼する等，考える会のメンバー

の専門知識を得られた。

施設建設のための建築申請に当たっては，立地する地区の同意書が必要不可欠であった。

しかし，反対の声が大きくなれば，住民説明会を開催しても計画が白紙に戻る可能性もあっ

た。

そこで，地域住民の合意形成をもねらいとして，2002 年 12 月 8 日にシンポジウム「地

域でともに暮らすために《下伊那西地域にしょうがい者（ママ）の通所施設を》」を開催。

約 90 人が参加し，提言に耳を傾けた。地区の同意書も取りつけることができた。

地区住民からは，つばさのいえキラキラに通所している障がい者の方が，散歩の間にゴ

ミ拾いをしたり，診療所の草むしりをしたり，頑張って生活してくれている姿が見えたこ

とで，応援する意識が強くなったという声があった。

【運営主体へ】

シンポジウムを終えて，岡庭村長に挨拶に出向いたところ，阿智村の財政状況が大変厳

しく，授産施設の計画も凍結する予定であると告げられた。

しかし，その後研究は再開され，2003 年 5 月下旬になり，村で通所授産施設を建設する

が，運営は考える会に任せる（村は委託金を支出しない）という方針が示された。村長に

よれば，つくる会の本気度を知りたかったことが理由だという。

社会福祉施設の運営には社会福祉法人の法人格が必要であったため，2003 年 7 月に準備

会を開催。

基本財産 1000 万円は，理事 9 名が一人 100 万から 130 万円を寄付した。運営資金 800 万

円は，親たちによる毎月 5000 円の積立て，年１回のバザー，東京の会社とタイアップした

絵画展（約 285 万円の収入）により，約 550 万円を調達した。不足分は，入所予定の親た

ちが 30 万円ずつ寄付をして，800 万円を作り出した。

県から法人認可が下りたのは 2005 年 3 月 18 日。

2005 年 4 月 4 日，阿智村知的障害者通所授産施設夢のつばさが開所し，社会福祉法人夢

のつばさが指定管理者として運営を担うことになった。

【まとめ】

原動力となったのは，考える会で話し合われた「どんなに障がいが重くとも，その人と

家族が望めば，地域の中で暮らしていきたい」という指針であった。

①親たちの切なる強い願いが存在し，自分たちの役割を明確化できたこと，

②地域の人達が自分達の事として積極的に学習に参加し，共に悩み，考え，知恵を出

し，かかわりを継続してくれたこと，

③村づくり委員会を活用する事で，専門家の助言を適時に受けられ，将来構想につい

てより現実的で具体的なプランをつくることができ，行政・議会・地域住民に分か

りやすくプレゼンテーションができたこと，

がポイントであった。

63回人権擁護第3部会.indd   37563回人権擁護第3部会.indd   375 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



376

第２編　資料－国内調査訪問録

阿智村における社会教育の理念は，自分達のことは自分達で考えるということ。行政に

お願いするのではなく，自分達が使いやすいようなものは自分達でつくるということであ

る。

村人たちには自分たちが暮らしやすい暮らしは自分達が作るという意識がある。社会教

育の重要性が感じられた。

６　阿智村観光局６　阿智村観光局

【訪問日時】  2020 年 11 月 30 日（月）16 時 15 分～ 17 時 15 分

【場　　所】  阿智村観光局

【対　応　者】  阿智村地域経営課商工観光政策係係長

      阿智昼神観光局総務事業部部長・観光局事務局長

【聴取内容】

観光局の立ち上げの発端は，人口減少対策。昼神温泉という観光資源の活用。岡庭前村

長による「観光立村」。20 年ほど前の議論から，今に至る。10 年程前から，多くの観光客

に阿智村を知ってもらおうという取組をしてきた。

日本版ＤＭＯ（観光物件，自然，食，芸術・芸能，風習，風俗など当該地域にある観光

資源に精通し，地域と協同して観光地域作りを行う法人のこと。Destination Management

（Marketing） Organization（デスティネーション・マネージメント・オーガニゼーショ

ン）の頭文字の略）。

株主は 37 名，出資の 6 割が阿智村で，その余は地域の経営者が主。9 割方の旅館が株主

となっている。「一致感」がある。阿智村には他地域の資本が（ほぼ）入っていない（名古

屋資本のものが一つあるくらい）。なお，温泉権は村が持っている。

村から職員が一人出向している。

昔は中京圏だけに頼っていたが，阿智村にしかないコンテンツを関東や近畿等に情報発

信。全国規模で阿智村を知ってもらう。

また，観光にかかる雇用創出。学ぶところや仕事があれば，Ｕターンがある。毎年，2，

3 人戻ってきている。インバウンド（海外観光客）は，国際関係等によるリスクがあるの

で取り組まず，日本人客の観光を取り組んできた。また，観光業に必然的に伴う波につい

ては，なるべく平準化するように（シーズン関係なく一定数の観光客がくるように）取り

組んできている。

今は，農業も振興できるように地元の農産物の活用等に取り組んでいる。

賃金の問題もここ数年意識が変わってきている。

住民の理解，住民との議論は，パブリックコメント，ローカルＴＶでの議論の公開等。こ

の１年で，もっと取り組む。

７　一般社団法人阿智村産業振興公社７　一般社団法人阿智村産業振興公社

【訪問日時】  2020 年 11 月 30 日（月）16 時半頃～ 17 時頃

【場　　所】  長野県下伊那郡阿智村駒場 487-1

　　　　　　　同　　　　　　　　　　　483　阿智村役場 2 階会議室

【対 応 者】  元事務局長（現阿智村共同活動推進課長）
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【概　　要】  平成初期の農協の合併による村内の農業の衰退に危機感を持った村役場と

村民たちが，当時から存在した営農支援センターを産業振興公社へ変更し，

堆肥センターを作るなどして有機活用農業を実践しつつ，栽培指導，営農

指導，販売促進及び担い手育成に取り組んできた経緯を聴き取った。対応

者の発言要旨は以下のとおり。

１　農協の合併と農業の衰退１　農協の合併と農業の衰退

昔は阿智村にも農協があったが，1997 年の合併でみなみ州農業協同組合が発足するとと

もに阿智村の農協はなくなった。例えば阿智はキュウリが名物だったが，合併後の農協に

は阿智のキュウリだけを推してもらったりすることができなくなった。また，農協の事業

や活動は大規模農家向けのものになっていったが，阿智村には小規模農家が多かった。そ

のため，次第に農業だけでは家計がもたなくなり，兼業農家が増え，若者は勤めに出るよ

うになり，村内の農業は衰退していった。

２　公社の設立と業務２　公社の設立と業務

産業振興公社の前身は阿智村役場が直営する営農支援センターだった。同センターは，農

協合併後に村内の農業が衰退していく中，栽培推進運動を行った。

2010 年，村民の農業に対する強い危機感から，営農支援センターの取組を拡大，発展す

るために産業振興公社が設立された。他の視察先と異なり，村づくり委員会から出発した

ものではないが，住民発という点では共通するところがある。

公社の業務は栽培指導，営農指導，販売促進。それと次の担い手育成。営農指導は農協

ではやらない。例えば野菜は種類ごとに使ってはいけない農薬があるので，そういったこ

とを指導する。その他，販売にプロパーの職員を雇ったり，冬場も干し柿を作るなどして

小遣い稼ぎをしたりして工夫している。育成では，2年間研修を受けてキュウリ農家になっ

た人を 3 名輩出している。出身地に制限を設けてはいないが，研修員にはやはり地元出身

の子が多い。今も 2 名が研修を受けている。

３　有機農業と阿智村堆肥センター３　有機農業と阿智村堆肥センター

村内では公社設立前から乳牛の畜糞の臭いが問題になっていた。法律の改正で野積みが

禁止になり，家畜の排泄物の処分ができなくなり，土にも良くないし周りにも迷惑かける

という問題。他方で，農家は安心して使える堆肥を求めていた。

それで，村で堆肥センターを作ろうということになった。せっかく作るなら乳牛農家だ

けでなく畜産農家全体にとって良いものを作ろうと考え，他県へ視察に行ったりもした。

2005 年には有機活用農業推進条例を制定。公社の前身である営農支援センターはその有機

活用農業の実践組織でもあった。

センターを作るのに 2 億円かかったので，実際には批判もあったが，国と県の補助金が

あったのでそれで 85% は準備でき，残り 15% を村で負担した。

ただ，村からの給付はそこまでとし，あとは自立してもらうことにした。自分たちのセ

ンターなのだからという意識を持ち続けてもらっている。今でも村民は畜糞を水分調整し

た上でセンターへ持ち込んでいる。「こんな綺麗な堆肥センター見たことない。」と言われ
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ることもあり，認証マークをもらったほどだ。

第２　下條村調査報告第２　下條村調査報告

１　村役場との懇談１　村役場との懇談

【日　時】  2020 年 12 月 1 日（火）9 時 30 分～ 11 時

【場　所】  長野県下伊那郡下條村睦沢 8801-1　下條村役場

【対応者】  宮島俊明副村長，総務課長

【概　要】  下條村では，公共事業を身の丈に合った規模に抑えるとともに，住民自身が

道路工事等を担う建築資材支給事業や，行財政改革により財源を捻出。その

財源を住宅施策と子育て施策に充てることで子育て世帯の定住を促し，出生

率を増加させることに成功した。

     自分たちの地域は自分たちで守るという意識を醸成する仕掛けづくりが重要

であり，住民自治の実践につながっていく。

　　　　【下條村の位置・概要】

　　　　（出典）下條村ＨＰ　下條村みどころマップ　　

人　　口 3686 人（2020 年 10 月 1 日時点）

面　　積 38.12 ㎢（約 70% が山林，約 3% が宅地）
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    県下でも 4 番目の小ささ　標高約 332 ｍ～ 828 ｍ

沿　　革 1889 年 4 月 1 日に睦沢村と陽皐（ひさわ）村が合併。

    以降，約 130 年単独村を維持してきた。

アクセス 飯田市まで車で約 30 分

【施策】

1950 年に人口 6410 人を数えたが，2020 年には 3847 人に減少し，過疎化が進行していた。

自動車整備工場経営者であった当時の伊藤喜平村長（2016 年 9 月退任）のもと，5 つ大胆

な施策を実行に移した。

１　身の丈にあった公共事業１　身の丈にあった公共事業

当時の国・県は，農業集落排水処理または公共下水道の整備を進めており，合併処理浄

化槽はあまり進めていなかった。

しかし，起伏が激しく，高低差のある下條村で公共下水や農業集落排水処理事業を進め

ると，43 ～ 45 億円の費用を要する。これに対して合併浄化槽であれば事業費は約 9 億円

で済むうえ，国・県の補助を受けることで，村負担金は約 2 億 7000 万円に抑えられる。

村は，平地の少ない下條村では維持費がかかる上，公共下水道や農業集落排水事業は投

資効率が悪いことから，合併処理浄化方式を選択した。

２　行財政改革２　行財政改革

伊藤前村長の就任当時，村の財政調整基金は約 11 億円程度で，県内でもワースト 3 位に

入る財政状況であった。

村役場職員の前例踏襲，コスト意識のなさを改革するため，すべての村職員が１週間民

間ホームセンターで研修した（ただし職員は猛反発）。職員はスピード感，コスト意識，仕

事量の多さを体感するとともに，納税者の苦労を知った。

当初 58 名であった役場職員は，新規採用の抑制等で 42 名まで減少。人件費は約半分に

減少した。現在の職員数は 43 名だが，人口 1000 人当たりで見ると，類似団体の半分の規

模である。「少数精鋭」とは，少人数の精鋭を集めるのではない。少数で仕事をすると精鋭

になる。

３　建設資材支給事業３　建設資材支給事業

（概要）

村は資材だけを支給し，工事は村民自身が施工する。

制度導入当初は住民や地元の建設業者から強い反発があったが，村長の強いリーダー

シップにより実施にこぎつけた。

工事をすべき箇所があれば，自治会や井水組合から村に対して建設資材の支給を申請し，

村担当係，村長査定を経て，村が資材業者に直接資材を発注する。

業者は現場に資材を搬入し，地元住民が工事を施工する。最後に実績報告書を提出して

もらい，村から業者に対して資材代金を支払う。

（効果）

公共工事は，定められた基準を満たすために高コストになりやすいが，この事業であれ
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ば，おおよそ公共事業の 4 分の 1 程度の費用で済む。道の品質保証については，各地区の

建設会社の従業員が品質を確認している。

ただし，本事業の対象は，幅員 2m から 4m 程度の道路。幹線道路は村が公共工事として

実施している。

本事業は，コストが安く上がることに加え，住民が自分たちでつくった道路や水路への

愛着を形成するという効果がある。施工後の点検も住民が自主的に行うようになり，住民

の間に自助，互助，共助の考え方が生まれた。

行政から見て一番うれしかったのは，地域のまとまり，交流の輪が広がったこと。工事

の施工日は土曜日や日曜日が多く，その後に公民館等で懇親会も開かれる。地域住民の交

流の場となり，後述する移住者と村民との交流の場ともなった。

住民の意識改革。役所頼みからの脱却により，地域のまとまりができた。

こうして，財政に余力が生まれ，実質公債比率（財政運営の健全度を示す指標）は− 3.5

（2018 年当時。同じ年度の町村の平均値は 7.7（総務省調べ））と健全である。

財政調整基金残高は 70 億円を超える。その財源を住宅施策と少子化施策に振り向けた。

1997 年度から 2006 年度にかけて，毎年 1 棟ずつ，合計 10 棟 124 戸の若者定住促進住宅

を整備した。建設費は約 12 億 8000 万円。県費は合併浄化槽の設置費用のみで，残りは村

の一般財源と起債（地域総合整備債，地域活性化事業債）でまかなった。

国の補助金を利用すると，入居対象者を限定する必要がある。しかし，村の財源を充て

ることで，入居対象者は，子供のいる世帯またはこれから結婚する夫婦に限定した。

住宅の家賃も飯田市内の民間アパートの約半額である月額 3 万 1000 円～ 3 万 4000 円と

した（2 台分の駐車場代を含む）。

４　子育て支援の充実４　子育て支援の充実

村では，子供の出生に併せて様々な支援を実施している。

第一子：チャイルドシート購入補助，授乳服支給，3 歳からの保育料無料

第二子：出産祝い金 8 万，3 歳からの保育料無料

第三子：出産祝い金 50 万円，保育料無料，月々 5000 円の商品券支給

保育所の利用料金の軽減・無償化，高校生までの医療費無料，義務教育の給食費の 70%

補助，入学祝い金の支給，通学定期券の半額補助などである。

こうした施策により，2007 年には合計特殊出生率が 2.59 となる。

【最近の状況と課題】

一番の課題は，人口減少である。2005 年までは増加したが，自然減が大きくなり，2008

年以降は人口が減少。3700 人を切った。
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（調査訪問先提供資料。以下同じ）

村営住宅入居者の前住所をみると，飯田や下伊那郡出身者が多い。村内に新築住宅を建

てた入居者もいるが，家を建てるタイミングや子の進学（村内には高校がない）に合わせ

て村外（実家の近く）へ出ていく人が多い。

入居者の多くは飯田市内へ通勤しており，仕事の都合による退去も多い。
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近隣の町村でも本村と同様の事業に取り組むようになり，村営住宅の申込が減少したた

め，新設は見送った。若者向け住宅は，居住期間の定めはないため，子育ての世代がその

後もずっと住んでいる傾向がある。

村営住宅への新たな入居者がいないので，出生も減り，一時は年間出生者が 60 人近くに

上ったのが，30 人以下に減少。世帯数に大きな変化はないが，年少人口は 17% から 13% に
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下がった。2018 年当時の合計特殊出生率は 1.72 だが，出生数は 25 人程度と少なくなって

いる。

村では，未婚率の高さが背景にあると分析している。未婚率は 30 歳代で約 3 割，40 歳

代で約 2 割。婚姻が減少している。また，20 歳代，30 歳代といった高校進学，大学進学後

に村に戻る年齢層が少なくなっている。

【今後の取組】

下條村の認知度が低いのが課題である。村では，交流人口の増加から移住定住（持ち家）

へつなげることをねらいとしている。

村の存続のためには，人をつくることが必要。人材（財）育成に力を入れていきたい。

【医療】

高校生までの医療費を無料化。

76 歳以上の医療費の自己負担の 5 割から 6 割を村民に還元。

【医療介護年金の現状と課題】

国民年金は年金機構の所管だが，滞納率は上昇。

医療については国民健康保険の被保険者が減っており，かつては 1000 人を超えていた

が，現在は 800 人まで下がっている。2018 年から，市町村に加えて都道府県が保険者とな

り，財政運営の責任主体となった。村では，県から示された国保事業費納付金と，村内の

被保険者の保険料の差額を負担している。納付金を上げることは難しい。

介護保険料の導入当初の出現率は 10% 程度で，10 年前でも 16% だったが，2019 年に 19%

に上った。居宅から施設へという流れが増えてきている。

在宅介護の推進をねらいに，要介護度 2 から 3 以上の場合は，介護者に対して毎月 1 万

円を給付している。
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【広域連携・定住自立圏】

地域産業の育成が大事であるが，本村をはじめ，周辺には大きな企業がない。

山村であるため，大規模な工場の立地は困難である。

広域連合が中心となって，雇用創生，地場産業の育成を行う必要がある。

平成の大合併では小さな自治体が消滅につながった。飯田下伊那 14 市町村は，自律を目

指しつつ，できるところは共通でやりたいという意識が高い。

広域連合の首長は毎月会議をしているし，各町村議長が参加し，消防やごみ処理等の予

算を配分する広域連合議会も年 4 回開催している。

【地域内経済循環】

地域内経済循環のために，プレミアム商品券，入学祝金の制度を創設。

今年から創業，事業転換についての補助金を創設。

【税・財政】

ひも付き交付金は，使途が縛られてしまうので，自由な工夫ができる，補助金，交付税

を増やす方が使い勝手がいいという意見があった。

地方創生臨時交付金は約 1 億 9500 万円で，非常に役立っているという。

地域創生事業は，国の計画がかなり厳しく，計画ばかりが重要視されているように感じ

られるとのことであった。

地方税，住民税は自主財源の根幹である。村では，法定外税を新設できるような能力が

ない。固定資産税と法人税は，上限税率までは課税していない。企業に敬遠されてしまう。

ところで，所得税は現年課税だが，住民税は翌年度課税になっている。今年新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により職を失った方も，翌年住民税を支払わなければならない。所

得税の中で住民税を課税し，地方交付税のように全額を市町村に配分してくれれば事務が

効率化できるという意見があった。

村では，住民税と国民健康保険料は 100% の課税を達成している。

【非正規公務員】

村では，保育園の保育士は，臨時職員・非正規職員から正規職員に変えている。

会計年度任用職員は 2 名。機械的にできるものはアウトソーシングしても当然。住民が

かかわる問題については，住民福祉の観点から直営としている。

【公契約条例】

公契約条例については，検討中であるが，地元企業の関係で難しい。

【まとめ】

住民自治の芽生え，自分たちのところは自分で守るという仕掛けづくりが大事である。阿

智村は岡庭前村長の影響が大きかったが，下條村は資材支給事業を通じた仕掛けがあった。

人口減少が一番の課題であるが，人口自体を増やすというのは至難の業である。人口が

減るのをどう緩やかにするかが課題。

住んでいる人が，下條に住みたいという気持ちになるように，ゆるやかなソフトランディ

ングを目指す方向性である。

関係人口をつくりながら，移住を進める取組を着実に進めていく。
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２　村立図書館・子育て支援センター２　村立図書館・子育て支援センター

【訪問日時】 2020 年 12 月 1 日（火）午前 11 時 30 分～ 11 時 55 分

【概要】 下條村の図書館は村民からの図書館建設の要請を受けて，建設された。図

書館は村に一つしかないので，出先図書館が 4 つある。郷土資料が充実し

ており，村民が気軽に立ち寄れるような工夫をしている。毎週水・土・日

に各 10 名，行事のある日は 30 名に飲み物の無料サービスがあるブックカ

フェや，お薬手帳のような読書手帳を作っている。新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金で書籍消毒器を購入した。

 子育て支援センターは，下條村の新たな子育て支援の拠点施設として，保

育園就園前の子どもの親の子育て支援や交流の場となる「つどいの広場」

と，小学生が放課後や長期休暇の際に活動の場となる「児童クラブ」の充

実が図られている。

【聴取内容】

１　下條村立図書館（あしたむらんど下條）１　下條村立図書館（あしたむらんど下條）

(1) 開館の経緯

  1993 年，村民からの図書館建設の要望を受け，青年館と図書館建設計　画が国の

地域総合整備事業の指定を受ける。1995 年 7 月 7 日に図書館がオープンし，愛称が「あ

したむらんど下條」（明日に向かうランドの意）となる。

(2) 特色

  年間一人当たりの貸出冊数の平均は 2019 年度は 15.2 冊（団体を含まない個人のみ

の貸出数）であった。

  下條村立図書館の特色は，予約・リクエストが多い。開館記念日に利用者から 8 名

の一日図書館長を委嘱する。図書館は村に一つしかないので，出先図書館が 4 つある。

陽皐郵便局には常時 200 冊，みんなの家下條（介護事業所）に「小さな図書館」とし

て 50 冊，いきいきらんど下條（福祉保健の拠点）に，「いきいき文庫」（母子用）・「か

がやき文庫」（高齢者用）に各 200 冊を貸し出している。またミニふれあいサロン（阿

知原）地区会員自宅にも貸し出している。

  郷土資料が充実している。ブックカフェを開いている。2016 年度から毎週水・土・

日曜日各 10 名，行事の日 30 名に対し飲み物無料サービスを実施している。

  お薬手帳のような読書手帳を作った。利用者が読んだ本を手帳に貼っていく。

(3) 読書推進活動

  子育て支援と協力連携し，赤ちゃんの時からサービスを提供する。ブックスタート

は，7 ～ 8 か月児に絵本読み・本 2 冊のプレゼント，1 歳児相談と 2 歳児健診のとき

絵本の読み聞かせなどを行っている。

  全村読書推進として「下條村読書月間」を開催し，2018 年度の読書月間から，「としょ

かんまつり」を開催し，「読書手帳チャンピオン」の表彰式を実施している。

(4) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

  書籍消毒器を購入した。本を開いた状態で紫外線を照射し，ページの中まで殺菌す
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る。子どもの利用者があるので，気になる方に利用してもらいたい。

２　子育て支援センター２　子育て支援センター

(1) 概要

  子育て支援センター「すくすく」は 2018 年 4 月 10 日に開所した。

  下條村の新たな子育て支援の拠点施設として，保育園就園前の子どもの親の子育て

支援や交流の場となる「つどいの広場」と，小学生が放課後や長期休暇の際に活動の

場となる「児童クラブ」の充実が図られている。

(2) 施設の特徴

  隣接するヤングコミューハウス（遊びの場）と「すくすく」（学びの場）が一体的

に利用でき，より充実した児童クラブになった。

  主に小学生が利用する「児童クラブ」と未就園児のための「つどいの広場」を明確

に区分し，それぞれが安心して利用できる施設である。

  すべての室にエアコンを設置した。つどいの広場の一部には，まだ歩くことができ

ない赤ちゃん等に配慮して，床暖房を設置している。

  つどいの広場の外には，デッキテラスがあり，安全を考慮してフェンスで囲われた

庭で幼児たちが遊ぶことができる。

  子どもたちの手が触れる腰壁には地元産の根羽杉を使い，柔らかで温かみのある空

間としている。木組みも見える高い天井で広々としている。

第３　泰阜村調査報告第３　泰阜村調査報告

【訪問日時】　2020 年 12 月１日（火）13 時～ 15 時 30 分頃

【場　　所】　泰阜村役場

【対 応 者】　横前明村長，総務課長，住民福祉課長，村づくり推進室職員

【概　　要】　

１　昭和 60 年代に，独居高齢者が増え，国の年金水準も低く，自宅での生活が困難な高齢

者が増加したことから，泰阜村では，医師，社会福祉協議会，行政の 3 者が連携して，在

宅福祉事業をスタートさせ，往診，入浴，配食サービスを始めた。2000 年に国の介護保

険制度の創設により，一律 1 割の自己負担が発生し，サービスを利用できない村民が出

たことから，①自己負担分の 6 割を村が負担し，また，②介護度に応じた限度額を超過

した分を，村が全額負担することとした。このような在宅福祉の取組により，在宅死亡

率が減少し，一人当たりの老人医療費も少なくなっている。

２　「泰阜村ひとねる条例」を 2014 年に制定し，若者や子育て支援を目的として，結婚祝

金，出産祝金，村内企業就労助成金，村内住宅家賃助成金，住宅新増改築補助金，住宅

用地取得補助金，持家助成金を支給し，高校への通学定期券の 2 分の 1 を補助するなど

している。

３　小規模な自治体では，図書館，ゴミ，介護保険の認定など，周辺市町村との連携が重

要である。
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【聴取内容】

１　概要説明１　概要説明

泰阜村は山間地にある。

人口は，現在約 1600 人であり，1935 年の 5800 人くらいから右肩下がりで減少してきて

おり，年間 25 人ほど減少している。

明治のときから合併せず，自立を目指してきた。都会を追随しないという目標を掲げて

いる。東京のようになろうとしても無理なので，それよりも，ここに住んでいる人たちが

幸せを享受できるということが重要である。前村長が，6 期 24 年，在宅福祉を立ち上げて

形にしてきた。もっとも，時代や社会構造は変わってきており，高齢者だけでなく若者に

対する情報発信もしていきたい。

コロナ禍で地方の大切さが見直されてきている。

２　移住促進，若者の定住支援の成果・課題２　移住促進，若者の定住支援の成果・課題

移住誘致，結婚のサポート，ふるさと応援団，住宅新築事業等補助金といった政策に力

を入れてきた。

行政のサポートを受け，移住は，3 年間で 16 人であり，村営住宅が不足している。「泰

阜村ひとねる条例」を 2014 年に制定し，「若者人口の増加を図るとともに，若者が安心し

て子育てができ，生活しやすく活力ある村づくり」を目的として，結婚を推進し，結婚祝

金として 10 万円を支給し，出産祝金として，第 1 子に 10 万円，第 2 子に 20 万円，第 3 子

以上の 1 子につき 50 万円を支給している。年齢 45 歳以下の人が村内企業等に就職した場

合に企業一人につき 10 万円を助成する村内企業就労助成金もある。

村営住宅は移住のきっかけづくりにはなると思うが，大事なのは人と人との繋がりだと

思う。現村長は役場出身で，過去にＩターン事業を担当した経験もあるところ，誰でもい

いから移住してくれば良いわけではないとの考えから，消防団等にも参加してくださいと

説明し，村づくりを壊さない人を重視してきた。そういうこともあり，人口はなかなか増

えづらい。

また，村営住宅は計画的に建設しており，現在 100 数十戸で，ほぼ満床になっている。戸

建てが基本だが集合も 4 棟ある。入居者の条件は，国の補助金をもらうと縛られるので，そ

れをもらわずに自由に決められるようにしている。対象者を若者に限定していないが，中

学生以下の子がある世帯には月額の 20% 相当額の家賃補助がある。家賃は最高で月 35000

円である。村内には，従業員 50 名ほどの工場が 2 つあるが，飯田や下條村など近隣町村へ

通勤している人が多い。

その他，45 歳以下の人に，住宅新増改築補助金を一律 80 万円，住宅用地取得補助金（限

度額 100 万円），持家助成金（固定資産税額の 1/2 相当額），高校への通学定期券の 2 分の

1 を補助するなどしている。

３　医療，介護，年金等の現状と課題３　医療，介護，年金等の現状と課題

泰阜村住民福祉課の資料「泰阜村　在宅福祉への挑戦」に沿って説明する。昭和 60 年代

には高齢化率 23% を超えるようになり，独居高齢者が増え，介護が必要な高齢者が目立つ
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ようになった。しかし，年金額は低く，国の高齢者施策は乏しく，自宅での生活が続けら

れない高齢者が増加する状況となり，在宅福祉事業が始まった。多くの高齢者は住み慣れ

た自宅での生活を望んでいた。

村内には診療所が 1 つあり，介護サービスを提供する事業者は社会福祉協議会のみであ

り，診療所，社会福祉協議会及び行政の 3 者の連携によって在宅福祉を推進できるとの発

想で進めることになった。

村内唯一の診療所に医師が赴任したのは昭和 60 年代であり，医師は，最先端の医療をや

るより，例えば，入浴をしていなかったり，食事を摂れていない住民に対し，生活そのも

のを支援する必要があった。医師が往診をしてくれることで高齢者は臨終まで在宅で生活

できる。

村の在宅介護は入浴，配食サービス等から始まった。その後，国が介護保険制度を創設

し，「措置から契約へ」と変容し，1 割の自己負担が発生するようになり，利用困難な村民

が出た。そのままではサービスが低下しかねなかったため，利用者を守るため自己負担を

１割から更に下げることにした。具体的には，①自己負担分の 6 割を村が負担し，また，②

国は介護度に応じた限度額を設定したが，限度額超過分を全額村が負担することにした。他

の市町村では見られない取組であり，全国から注目され，厚労大臣も視察に来た。

高齢者の中には，子どもに迷惑をかけたくないという気持ちで，気を遣って施設へと入

る人も少なくない。不安で寂しく，誰かと暮らしたいが，泰阜村は離れたくないという高

齢者のため，住み慣れた村で限りなく在宅に近い終の棲家として，「やすらぎの家」を設置

した。12 部屋あり，自宅と同様，仏壇等の持込みができ，家賃はかかるが安価であり，限

度額を超えた部分を村が補助している。あくまで在宅扱いで，夜は管理者が居ない。ニー

ズは変わってきている。在宅が幸せか。本人が何を望むか。介護保険は寂しさのカバーま

ではできなかった。

都会から高齢者を誘致したりすれば人口は増えると思うが，そういうことをしようとは

考えていない。

年金に関しては，国民年金支給額のベースアップをしてほしい。
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４　地域づくりに，住民が主体的に参加するための工夫や施策について４　地域づくりに，住民が主体的に参加するための工夫や施策について

特別なことはやっていない。泰阜村でも，下條村のような資材支給はやっている。

泰阜村は，15 歳までが 1 割，15 ～ 65 歳までが 5 割，それ以上が 4 割という状況であり，

人口が減ってくると人材が不足する。地域のリーダーが減り，誰がやるかという問題が出

てくる。種をまくのは行政の役割であり，ふるさと未来塾で，村民がしたいことをアイディ

アとして出してもらった。村の景観を変えることからやろうということになり，水車を作っ

たり，学校の周りの花壇の整備などに着手した。最初の種まきは行政がやり，住民が自由

な発想で動き，その積み重ねが重要だと考えている。

数年前にＪＡのガソリンスタンドが廃業することになったときも，タンクが古くなり更

新が必要な状態だったが，費用の半分は村負担，残りはＪＡ負担とし，スクールバス等の

草原を社団法人振興センター泰阜が担うこととし，仕事を生み，村からガソリンスタンド

がなくなるのを防いだ。

５　財政について５　財政について

(1) 福祉施策の財源

  平成の大合併以降，地方交付税の抑制が進められる中，福祉サービスを維持する政

策を基本に据え，公共土木を必要最小限にするなど，シミュレーションをし，全体的

に支出を切り詰めながら乗り切った。なお，子育て関係は多額の費用が要るわけでは

ない。前村長は福祉，現村長は子育てに力を入れている。

(2) 地域内経済循環と税収の確保について

  村内の事業者というのは工場と社協が主。うちはベッドタウンとして，村民には村

外へ働きに出てもらっている。

(3) 特定補助金と地方交付税について

  20 億円の予算規模であり，うち 45% 相当の 9 億円は地方交付税が占める。その次

に大きいのが特定補助金，その次が地方税。地方交付税は明治の頃から世界最大の財

政支出と言われているらしいが，うちは典型的に地方交付税依存型の自治体である。

地方交付税の算定は客観的にやってもらっていると認識している。

  昨年から，森林環境譲与税の交付が始まり，私有林人工林面積等の基準で地方自治

体へ譲与されるが，泰阜村は，広葉樹林の自然林が多く，人工林の杉や檜は収益性が

低く，人工林だけにお金を出しても，泰阜村では山の価値を高めることに役立たない。

国の大会でもより広い視野でやるべきだと意見を言った。

  使途を定められる補助金については，国はどうしても大きな地方自治体をイメージ

して設計しているようなところがあると感じている。国があれこれ言い過ぎると全国

に金太郎飴のような施策を作るようなことになる。地方の独自性が生きるような制度

があったらいいなと思うのは確か。

(4) 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための地方創生臨時交付金について

  地方創生臨時交付金は約 1 億 2700 万円交付された。50% のプレミアムを付けた商

品券を発行した。また，地元の特産品を作っている複数の会社を支援するため，お中

元セットの 70% を村から補助し，村内の人たちがこれまで手にしたことがないものを

手に入れて，それを村外にいる親戚等へ贈ることで広報になり，生産者の作る意欲も
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高まったという波及効果があった。その他，飲食店の支援や学校でｉＰａｄの導入な

ども進めた。

(5) 地方創生事業について

  地方創生事業は，旧校舎を干し柿加工工場にするときに利用した。2015 年からの

取組であり，2 億円ほどの規模の事業を実施した。その後も農業生産法人の拡充，航

空機産業の誘致，景観整備，子育て支援，企業版ふるさと納税，航空機産業の人材育

成，移住支援金事業等で利用している。スタートアップとしてはとても有り難いが，

その後の事業継続の場面まで補助が続かないところが苦しい。

(6) 地方税等について

  固定資産税については，電力会社のダムがあるので，村民の皆さんにご理解を頂き

ながら，超過税率を使わせてもらっている。

(7) 法人税について

  法人税のうち地方自治体が税率を決める権限がある税目の拡大，法定外税の新設等

については，超過税率を使ったことが過去にあったが，泰阜村は小さい企業ばかりな

ので，今は標準税率に合わせている。

(8) 保険制度について

  去年から県単位になり，泰阜村のような自治体では保険料を上げないと追いつかな

い。今まで頑張ってきたのに残念なところがある。

(9) 国と地方の協議の場について

  地方財政及び地方税制に関して，毎年度一定回数設けられることになっている国と

地方の協議の場については，県で要望をまとめて国へ要望を出している。形骸化して

いる面もあると思うが，結局，何らかの要望があるときは村から直接国の担当者と話

した方が早く動く。地方の意見はまとめようとしてもまとまりにくい。例えば，村内

にあった郵便局の支所へ役場の業務を委託しようとしたとき，住民異動等，役場でな

ければできない事務があった。その点について総務省の地方分権推進室へ直接相談し

て一部認めてもらうことがあった。

６　職員制度について６　職員制度について

(1) 非正規職員が 28 人いる。今まで非正規の待遇を良くしてきたが，それを国の定め

る基準まで下げなければならなくなった。非正規はできるだけ減らした方が良いとは

考えている。

  泰阜村は，兼務をしている職員が多く，保険所でも土木でも，人件費を抑える必要

があるが，最低限のところは守りたい。

(2) 公務の外部委託化・民営化については，泰阜村では，村外の会社へ丸投げしてしま

うということはない。例えば保育所は民間へ委託すれば楽かもしれないが，規模が小

さすぎて採算が合わず企業が来ない。

７　公契約条例について７　公契約条例について

条例は未制定だし，未検討。うちは指名競争入札制度。今回を機に勉強させてもらった。

確かにこういったことが必要なのだろうと思う。
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８　合併や広域連携について８　合併や広域連携について

(1) 合併には反対である。実際に合併した自治体は疲弊している。隣の旧南信濃村は飯

田市と合併したが，今は大変な状況であり，例えば道路をとっても，泰阜村はうらや

ましいと言われる。人口は減って大変だが，幸せを考えたらやはり合併には反対であ

る。村民が幸せに暮らせることが重要である。

(2) 定住自立圏は必要だと思っている。例えば泰阜村には図書館がないが，下條村には

ある。移動にそんなに時間がかからないし。各自治体がフルスペックでやる必要はな

い。今もゴミ，介護保険の認定などを広域でやっている。

  長野県全体で広域連携がうまくいっているというよりは，飯田市とその周辺の村で

うまくいっているのではないか。定例会議もやっている。小規模な自治体だからフル

スペックは無理だと自覚し，連携するようになる。

９　Ｉターンで泰阜村へ移住した職員の体験談９　Ｉターンで泰阜村へ移住した職員の体験談

都内の大学で泰阜村の研究をしていた。卒業後，東京で新聞記者になったものの，その

後Ｉターンで横浜から移住し，村役場で働くようになった。地に足着いた生活ができる。移

住のきっかけは，長男が 3 歳のときに人と人の繋がりで縁ができた。子どもの通学のこと

に関しても，あまり心配していない。いろいろな補助金制度で他の地方自治体と競争しよ

うとしても，泰阜村のようなところは大きなところに負けてしまう。

（参考資料）

・泰阜村住民福祉課資料「泰阜村　在宅福祉への挑戦」

・泰阜村ひとねる条例（2014 年 3 月 28 日条例第 2 号）
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第４章　小田原市調査第４章　小田原市調査

第１節　調査の概要第１節　調査の概要

１　目的１　目的

神奈川県小田原市は，市長の肝煎りで「ケアタウン」事業が行われており，地域特性を

生かし，行政と自治会，社会福祉協議会，ＮＰＯ，企業等が連携して，高齢者や子どもの

居場所づくり，ゴミ出し等の生活支援，防災，防犯等の地域課題の解決に取り組んできて

いる。その際，ケアの対象を，高齢者に限定せず，子どもや障害者も含め，幅広い層を受

益者にし，また，地域への丸投げにせず，支援の届きにくい住民にもアウトリーチするた

め，地域福祉相談支援員を試験的に配置すること，庁内の関係部局が組織横断的に対応で

きる体制を整えることなどが行われている。また，小田原市は，内閣府のＳＤＧｓ未来都

市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業に選定され，「『いのちを守り育てる地域自給圏』の創

造」を掲げ，持続可能な地域社会の実現に向けた取組を進めている。

そこで，小田原市を訪問し，上記取組の進捗状況，成果や課題等について調査すること

とした。

２　調査日程２　調査日程

2020 年 4 月 10 日（金）

Ｚｏｏｍミーティングを用いたオンライン方式により聴取を実施した。

３　聴取先３　聴取先

(1) 地域政策課　10 時 30 分～ 12 時

(2) 福祉政策課　13 時～ 14 時 30 分

４　参加者４　参加者

竹　下　義　樹　（京都弁護士会）

猪　股　　　正　（埼玉弁護士会）

堺　　　啓　介　（福井弁護士会）

村　山　勇　輔　（第二東京弁護士会）

森　　　弘　典　（愛知県弁護士会）

織　田　恭　央　（埼玉弁護士会）

狩　野　節　子　（秋田弁護士会）

清　田　乃リ子　（千葉県弁護士会）

阪　田　健　夫　（兵庫県弁護士会）

武　井　共　夫　（神奈川県弁護士会）

村　上　　　晃　（長野県弁護士会）

松　田　弘　子　（山口県弁護士会）
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第２節　調査第２節　調査

１　小田原市役所　地域政策課１　小田原市役所　地域政策課

【訪問日時】　2020 年 4 月 10 日（金）10 時 00 分～ 12 時 00 分

【概要】　

近年国内では少子高齢化や人口減少，小世帯化，住民の連帯意識の希薄化などにより様々

な地域の課題が顕在化し始めており，本市においても同様の状況である。また，本市にお

いて従来から分野ごとに活動してきた地域活動団体は，その母体となる自治会の加入者の

減少に伴い，担い手が不足し，役員の高齢化も相まって，地域活動が困難になりつつあり，

地域力の低下が懸念されているところである。

一方，市民ニーズの多様化や行政の財源不足が進む中，持続可能な地域社会を維持して

いくためには，地域住民と行政との協働の必要性が高まっている。このような状況の下，本

市では 2008 年度に学識経験者や地域活動団体代表者等で構成する地域コミュニティ検討

委員会を設置し，2 年間の検討を経て，2010 年 10 月にこれからの本市にとって重要なもの

となる新たな地域コミュニティの仕組みについて報告書として取りまとめた。それと並行

して，2009 年度には本市の総合計画「おだわらＴＲＹプラン」と対をなすものとして，自

治会連合会区域ごとの全地域において，地域が取り組むべき課題について話し合い，2010

年度に地域別計画が策定された。

さらに 2010 年度には，市民の力を生かし，市民，議会及び行政といった自治の担い手が

お互いに尊重し，対話し，連携し，協力し合いながら，それぞれの役割を果たしていくこ

とを目指して小田原市自治基本条例を制定した。これらを背景に，まずモデル地区として

2009 年度に富水地区で，その後，2015 年度までに全 26 地区で地域コミュニティ組織が設

立され，地域の課題解決に向けた取組が進められている。

2016 年度には，これまでの取組や成果を踏まえ，2017 年度から始まる「おだわらＴＲＹ

プラン」後期基本計画に合わせて，策定から 6 年を経過した地域別計画の見直しが各地区

で行われたところである。

【聴取内容】

１　小田原市１　小田原市

(1) 地域特性

①　地理的条件

  小田原市は神奈川県西部に位置し，面積は 113.8 ㎢で神奈川県の面積の 4.7% を

占め，県内の市としては横浜市，相模原市，川崎市に次いで 4 番目の広さを有して

いる。首都圏に属しながら富士箱根伊豆方面にも開かれ，地域の表情は多様性に富

んでいる。市域の南西部が箱根連山に繋がる山地であり，東部は大磯丘陵に繋がる

丘陵地帯になっている。市の中央には酒匂川が南北に流れて足柄平野を形成してお

り，南部は相模湾に面している。

  交通至便性にも優れており，ＪＲ東海道本線，ＪＲ東海道新幹線，ＪＲ御殿場線，

小田急小田原線，箱根登山鉄道，伊豆箱根鉄道大雄山線が乗り入れていて，市内に
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は 18 の鉄道駅があるほか，東京駅からは新幹線で約 35 分に位置している。

　小田原市の概況　　　　　　　　　（調査訪問先提供資料。以下同じ）

②　人口動態

  本市の総人口は，1999 年 8 月の 200,695 人をピークに漸減している。年齢 3 区分

別人口の推移のうち，生産年齢人口は 1995 年頃をピークに減少傾向であり，1975

年以降，年少人口は一貫して減少しており，老年人口は一貫して増加傾向である。

  国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，2045 年には本市の総人口は

146,484 人まで落ち込むと予想されている。また，年齢 3 区分別の推計では，2015

年の割合が老年人口 28%，生産年齢人口 60%，年少人口 12% だったものが，2045 年

にはそれぞれ 40%，50%，10% になるとされており，他の地方都市と同様に，扶助費

の増加，地域経済の停滞，税収減等にも対応した「縮減の時代」の市政運営が求め

られている。
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小田原市の人口の推移と将来人口推計（小田原市ＳＤＧｓ未来都市計画より）

※地域経済分析システムＲＥＳＡＳより作成 (2020 年以降は国立社会保障・人口問題研究所の
データ (2018 年 3 月公表 ) に基づく推計値 )

③　産業構造・就業者数

  小田原市内には 8,224 事業所が存在し，その産業構成は，第一次産業が 25 事業

所 (0.3%)，第二次産業が 1,279 事業所 (15.6%)，第三次産業が 6,920 事業所 (84.1%)

となっており，2009 年との比較では第一次産業においては，3 事業所が増加してい

るものの，第二次産業では 231 事業所，第三次産業では 539 事業所が減少している

（※ ¹）。

  また，それぞれの就業者数は，第一次産業が 2,303 人 (2.7%)，第二次産業が

21,337 人 (25.2%)，第三次産業が 60,970 人 (72.1%) となっている ( ※ 2)。

 ※ 1：平成 26 年（2014 年）経済センサス基礎調査

 ※ 2：平成 27 年（2015 年）10 月 1 日国勢調査

④　地域資源

  山，森，川，田園，海など，あらゆる自然環境を備えており（森里川海オールイ

ンワンのまち），温暖な気候と豊かな自然が生み出す大地の恵みは市民の生存を支

えている。

  城下町・宿場町としての顔をもち，戦国・江戸時代には小田原城を中心に商業・
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文化が大いに栄えた。明治時代には，伊藤博文や山縣有朋，大隈重信など，近代日

本の幕開けを担った多くの政財界人が，大正時代になると，北原白秋や谷崎潤一郎，

三好達治など多くの文学者が暮らし，交流を深めるなど，多数の偉人が別邸を構え

た。長い歴史の中で育まれた多彩な文化やなりわいは，全国に誇り得る市民共有の

財産である。

  こうした，自然環境・歴史・産業 ･ 文化などの豊富な地域資源の存在に加え，深

い郷土愛を持って各分野で様々な実践を積んでいる「人財」にも恵まれており，課

題を乗り越えていくだけの十分な潜在力を持ち合わせている。

 

小田原市の地域資源（小田原市ＳＤＧｓ未来都市計画より）

(2) 今後取り組む課題

  東日本大震災以降，社会経済環境の変化は予想以上に激しく，先行きに対する見通

しを立てることの厳しさは増している。人口減少や少子高齢化，各種インフラの老朽

化，地域経済の弱体化，子どもたちを取り巻く諸問題，財政難など，様々な課題が現

れ，日々その深刻度を増してきた。これらに対し，本市は地域が有する様々な資源を

総動員し，知恵を絞って現実に向き合ってきた。その過程で，様々な協働の仕組みや

地域コミュニティ組織の充実，民間の多彩な活動などが育ち，「問題解決能力の高い

地域」へと，確実に歩みを進めてきている。

  今後は，ここまで進めてきた歩みを，揺るぎのないものとするよう，これまでの課

題解決という「受動」の姿勢から，「持続可能な地域社会モデルの実現」という「能動」

の姿勢へと，取組の力点を移していく必要がある。
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  持続可能な地域社会をつくるためには，現場での「人の力」が不可欠であるが，環

境分野，農業分野，福祉分野など，様々な分野で，担い手の確保や育成が喫緊の課題

となっている。

(3) 小田原市が目指す「持続可能な地域社会モデル」

1. 　いのちを支える豊かな自然環境がある

2.　自然と共存し人々と手を携えていく意識と力を持つ人間が育っている

3.　基礎的な社会単位である地域コミュニティの絆が結ばれている

4.　人が生まれ，育ち，暮らし，老いていく，その営みを，社会全体が敬意を持って

支えている

5.　喜びも苦しみも，みんなで分かち合う文化や仕組みを，社会として共有している

6.　地域の資源を生かした，地に足の着いた経済活動が根付いている

7.　暮らしや経済を支える様々な社会資本は，計画的にメンテナンスが施され危なげ

ない状態にある

8.　地域の運営をつかさどる基礎自治体は，地方政府と呼べる総合力と，市民一人ひ

とりへの細やかな配慮を併せ持っている

小田原市のまちづくりとＳＤＧｓの関係性（小田原市ＳＤＧｓ未来都市計画より）
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２　小田原市地域コミュニティ組織基本指針２　小田原市地域コミュニティ組織基本指針

小田原市の 2020 年 4 月 1 日現在の人口は 18 万 9651 人である。1996 年から 2001 年ころ

までは 20 万人だった。しかし将来的には人口が 15 万人まで減少するとの予測もある。

小田原市の財政力指数は 2002 年度から増加傾向にあったが，経済情勢による税収入の減

少や扶助費の増加などにより 2009 年度から減少に転じ，ここ数年は横ばい傾向となってい

る。

(1) 策定の経緯

  近年国内では少子高齢化や人口減少，小世帯化，住民の連帯意識の希薄化などによ

り様々な地域の課題が顕在化し始めており，本市においても同様の状況である。また，

本市において従来から分野ごとに活動してきた地域活動団体は，その母体となる自治

会の加入者の減少に伴い，担い手が不足し，役員の高齢化も相まって，地域活動が困

難になりつつあり，地域力の低下が懸念されているところである。

  一方，市民ニーズの多様化や行政の財源不足が進む中，持続可能な地域社会を維持

していくためには，地域住民と行政との協働の必要性が高まっている。このような状

況の下，本市では 2008 年度に学識経験者や地域活動団体代表者等で構成する地域コ

ミュニティ検討委員会を設置し，2 年間の検討を経て，2010 年 10 月にこれからの本

市にとって重要なものとなる新たな地域コミュニティの仕組みについて報告書として

取りまとめた。それと並行して，2009 年度には本市の総合計画「おだわらＴＲＹプ

ラン」と対をなすものとして，自治会連合会区域ごとの全地域において，地域が取り

組むべき課題について話し合い，2010 年度に地域別計画が策定された。

  さらに 2010 年度には，市民の力を生かし，市民，議会及び行政といった自治の担

い手がお互いに尊重し，対話し，連携し，協力し合いながら，それぞれの役割を果た

していくことを目指して小田原市自治基本条例を制定した。これらを背景に，まずモ

デル地区として 2009 年度に富水地区で，その後，2015 年度までに全 26 地区で地域コ

ミュニティ組織が設立され，地域の課題解決に向けた取組が進められている。

  2016 年度には，これまでの取組や成果を踏まえ，2017 年度から始まる「おだわら

ＴＲＹプラン」後期基本計画に合わせて，策定から 6 年を経過した地域別計画の見直

しが各地区で行われたところである。

(2) 本指針の位置付け

  地域別計画は，市民一人ひとりが身近なまちづくりに主体的に関わり，地域住民の

創意と工夫による住民主導のまちづくりを目指し，自治基本条例に規定された「市民

がより一層生き生きと暮らし続けることができるまち」を実現するためのものである。

  この指針は，「おだわらＴＲＹプラン」に掲げている将来都市像「市民の力で未来

を拓く希望のまち」と，各地域が策定した「地域別計画」の実現に向けて協働による

まちづくりを推進していくため，地域と行政が共有する地域コミュニティ組織の目指

す姿を定めるものである。

３　地域コミュニティ組織の目指す姿３　地域コミュニティ組織の目指す姿

今日，社会や地域を取り巻く環境の変化などを背景に生まれる新たな課題に対し，行政

のみで対応していくことは困難になってきており，地域コミュニティ組織と行政との協働
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の取組による，地域の実情に則したきめ細かな公共サービスが期待されている。福祉，防

災，環境等様々な分野の課題に対応した公共サービスについて，地域コミュニティ組織と

行政が対等な立場で，それぞれの強みを生かして分担することで，持続可能な地域社会の

構築に寄与するものと考えられる。この協働の取組を進めるに当たり，地域コミュニティ

組織の目指す姿を，「一人ひとりがつながり，地域の力で課題を解決する組織」として掲げ，

その内容を次のとおり示すこととする。

一人ひとりがつながり，地域の力で課題を解決する組織

①自治会連合会区域を単位として各地区に一つ存在する，地域を代表する組織

②地域の各種団体の連携協力により，課題解決に取り組む組織

③自らの意思決定により組織運営や活動に取り組むことができる組織

④地域の全住民に開かれ，住民の意見等を運営や活動に反映できる組織

⑤役員等の担い手が確保され，持続的，発展的な運営ができる組織

⑥自らの事務局機能を有し，自立した運営ができる組織

⑦自主財源を確保し，安定した活動を持続できる組織

⑧法人化し，行政からの事業受託等の経済活動ができる組織

４　実現のための具体的方策４　実現のための具体的方策

地域コミュニティ組織が，目指す姿を実現するためには，次のような方策の実施が求め

られる。

(1) 組織構成

・ 自治会連合会の区域を対象とした地域を代表する組織として，組織の目的や名称，

代表者，運営方法等を明記した会則を定めている。

・ 地域の全住民に開かれた組織で，自主的な地域のまちづくりを進める。

・ 地域の各種団体の長等で構成され，団体間で連携協力していく。

(2) 住民参画と合意形成

・ 住民一人ひとりが地域の課題を当事者として捉え，解決に向け主体的かつ建設的に

取り組んでいく。

・ 委員の公募，総会や会議の概要の公開等をはじめ，各団体の役員や日頃の活動で接

する地域住民の声に配慮するなど，住民の意思表示のしやすい仕組みをつくる。

・ 地域別計画に記載された地域の課題解決の取組について，総会等の場で具体的に意

見交換し，合意を得ながら進める。

(3) 地域別計画の推進

・ 地域コミュニティ組織は，地域の課題と住民自らが取り組むことを記載した地域別

計画に基づき，地域自らが課題解決に取り組んでいく。

・ 地域別計画は，定期的に組織全体で見直し作業を行い，その時代や地域の状況に合っ

た内容とする。

・ 地域別計画に掲げる複数の課題を解決するためには，テーマに応じて分科会を設置

して取り組むことが望ましい。

(4) 場の活性化・創出

・ 地域の様々な場所を活用し，多様な地域活動が行われ，多くの人が参加することで，
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地域コミュニティを充実・発展させる。

・ 夏祭りなどの既存の交流の場を更に活性化させ，地域に目を向け地域活動に参加す

ることを促すとともに，来訪してもらう機会を充実させる。

・ 誰もが気軽に訪れ，心地良さが感じられる新たな交流の場を創出する。

(5) 担い手の発掘・育成

・ 持続可能な地域社会を構築するため，誰もが交流できる場をつくり，その場での声

掛けや，広報による募集，口コミ等で，地域の新たな担い手を発掘し，様々な立場

の人が地域のまちづくりに参画できるようにする。

・ 若手の人材を発掘するため，ＰＴＡ，子ども会などの若手活動団体と自治会や地区

社協などの各種団体の意見交換や，活動発表等による交流を促す。

・ 今まで関わっていない高齢者も地域コミュニティ組織の様々な活動に関わるための

仕組みをつくる。

(6) 事務局の設置

・ 地域コミュニティ組織においては，資料作成，会計事務，会議運営，連絡調整等を

担う事務局が必要である。事務局は，地域内の一定の場所（地域拠点）に設置する。

・ 事務局機能を担う者は，地域コミュニティ組織が選任し，各種団体に横串を通し，

円滑に組織運営を行う。

(7) 財源の確保

・ 市からの負担金等のほか，地域コミュニティ組織の様々な事業による収益を財源と

して，活動の充実を図る。

＜財源確保の事例＞

〇自治会費等の地域住民からの負担金（地域コミュニティ組織の会費）

〇講演会，お茶会，ウォーキング等の事業にかかる参加者負担金

〇地域共助サービスにおける利用料金

〇回覧板広告協賛事業や広報やイベントでの事業収入，バザー等の収益

〇地元特産品の販売による収益

〇行政や民間からの事業受託収入

(8) 法人格の取得

・ 住民のニーズに応え，経済活動を含む事業を地域で行うに当たっては，民間や行政

と契約を行うなど，方法が多岐にわたる。それに対応するため，地域コミュニティ

組織がＮＰＯ法人等の法人格を取得して団体名義の契約や登記が可能な体制とする

ことが望ましい。なお，それによって，事故や事業の失敗など代表者の個人責任が

問われることを回避できるようになる。

・ 国においても，経済活動を行う地縁型組織の法人化についての検討に着手している

ことから，新たな制度が創設された場合にはそれに基づいて組織を法人化すること

が望ましい。

５　地域コミュニティ組織の取り組む活動分野５　地域コミュニティ組織の取り組む活動分野

地域コミュニティ組織の取り組む活動については，次のような分野が考えられる。

(1) 広報分野（地域コミュニティ組織の広報機能）
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  地域コミュニティ組織の活動を地域全体に周知するとともに，自治会未加入者も含

めた住民に情報共有することで活動への参加を促し，担い手の発掘等につなげる。

(2) 福祉健康分野

・ 誰もが元気に活躍する場・支え合う仕組みづくり

 誰もが，住み慣れた地域で元気に生きがいを持って活動できる場や，介護や支援が

必要となった高齢者や障害のある方も地域で安心して暮らせるよう地域全体で支え

合える仕組みをつくる。

・ 様々なスポーツによる健康増進

 子どもから高齢者まで多くの住民が，スポーツに親しみ，親睦を図りながら，健康

増進に取り組む。

(3) 防災分野

・ 災害に備えるための取組

 防災訓練や防災啓発活動等を通じて，一人ひとりの防災意識を高めるとともに，自

主防災組織の強化を進め，自助共助による災害に強い地域づくりに取り組む。

(4) 子育て青少年育成分野

・地域で子どもたちを育むための取組

 地域，家庭，学校が連携することで，子育てを支え，安心・安全に過ごせる環境を

つくるとともに，子どもたちが健やかに育ち，学び合い，社会と関わる，豊かな地

域づくりに取り組む。

(5) 文化教育分野

・ 郷土愛を育てる活動をはじめとする生涯学習・文化活動

 先人から受け継がれた地域の歴史・文化資産について学び，継承するとともに，様々

な学習・文化活動を行う。

(6) 地域振興分野 

・ 地域活性を図る取組：地域資産を活用したイベント等を通じて，地域のさらなる活

性化を図るとともに，地域づくりに取り組むことにより，地域外からの来訪や定住

につなげる。

(7) 交通安全分野 

・ 交通安全に対する取組：登下校の児童の見守り活動や，交通安全教室等の啓発活動

に取り組む。 

(8) 防犯分野 

・ 防犯活動に対する取組：防犯パトロールやチラシの配布など様々な犯罪予防に取り

組む。

(9) 環境分野 

・ 環境保全，環境美化に対する取組：里山，河川など恵まれた自然環境の保全や，ご

みの減量化などに取り組む。

６　行政の取組６　行政の取組

持続可能な地域社会を構築していくために，様々な分野の課題解決に向けて，最も身近

で取り組むことが期待されている地域コミュニティ組織に対して，行政は次のことに取り
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組むこととする。

(1) 活動及び運営資金の支援

・ 現在，市から地域コミュニティ組織に対し，推進事業費負担金のほか分科会活動に

対する負担金を支出している。分科会活動については，話し合いだけでなく，課題

解決のための事業を実施していると認められ，ケアタウンやスクールコミュニティ

と重複しないものを負担金の対象としている。

・ 財政状況が厳しい中，地域自治を進めるためにも，多くの自治体が採用しているよ

うに，市から地域の団体や役員に個別に交付されている補助金，報償費等を一本に

まとめ，一括交付金として地域コミュニティ組織に支出することを研究していくと

ともに，地域コミュニティ組織の独自の財源確保の取組についても市として支援し

ていく。

(2) 地域担当職員の配置

・ 現在は，本庁に配属された地域担当職員が各地域コミュニティ組織に出向いて会議

や活動などに参加し，地域の実情に応じて，会議のファシリテーション，行政情報

の提供，資料作成などの事務を行うほか，地域と行政とのパイプ役として関係所管

課と調整等を担っている。また，地域の実態や要望を把握するとともに地域コミュ

ニティ組織における担い手の発掘や育成も支援している。

・ 今後は，地域コミュニティ組織が事務局を設置できるよう支援していく。

・ 地域が自ら事務局機能を備えた後も，地域担当職員は地域と行政とのパイプ役とし

て，総合計画や地域別計画など地域コミュニティ施策の方向性を見据えながら各地

域と関係所管課との連携を円滑にするなど，事務局を支援する。

(3) 担い手発掘・育成の支援

・ 地域において課題を解決する取組を推進していくためには，その担い手となる人材

が質量ともに充実していることが望まれる。

・ 官民協働によるまちづくり担い手育成事業により地域の課題を共有しながら先進事

例を学ぶほか，生活応援隊やボランティアポイント制度等による地域住民の参画機

会の拡大を図る。

・ 若手世代が地域活動に加わる意義や重要性を伝える機会の提供など，多くの担い手

が生み出される取組を進めていく。

(4) 地域の各種団体の機能維持の支援

・ 地域の各種団体の存在によって，地域における親睦・交流等の機能が果たされてき

たことから，その機能が維持できるよう，組織への加入促進等を含めた方策につい

て，行政も積極的に支援する。

(5) 地域活動の場の確保

・ 各地域が様々な分野で活動を行い，持続可能な地域社会を構築していくためには，

多くの人が集まることができる活動の場の確保が必要だが，公共施設の新設が財政

的に困難であることから，既に活用されている公共施設や地区公民館に加え，学校

や民間施設等の利用も視野に入れながら，各地域の活動の場を，地域の活動の状況

に応じて確保していくものとする。

(6) 情報共有の場の確保
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・ 各地域コミュニティ組織間で，それぞれの活動の情報を共有し，参考にできるよう，

定期的な意見交換の場を用意する。

・ 行政と地域が１つのテーブルを囲み，地域の合意や課題を確認できる場を充実させ

る。

(7) 全庁的な取組体制の構築

・ 地域で策定した地域別計画の実現に向けて，課題分野ごとに地域コミュニティ組織

と関係所管課が協働でまちづくりを行う体制を構築する。

・ 地域における課題解決に向けた協働の取組に全庁的に応えていくため，庁内連絡会

議を開催し，各課の様々な施策の進捗状況や今後の計画など，地域に係る情報を共

有しながら庁内連携を図る場を設ける。

(8) 地域の負担軽減・依頼内容の見直し

・ 地域コミュニティ組織に限らず，自治会をはじめとする地域の各種団体に委員や被

表彰者の推薦，事業周知や動員，協力など，日頃から行政が様々な依頼をしており，

これらの中には地域の負担となっているものも少なくない。

  今後の担い手を安定的に確保していくためにも，市の事業の整理や統合などの方

策を検討する必要がある。

・ 具体的には，委嘱している委員及び団体等の在り方の見直しや推薦等の事務の簡素

化，行政からの依頼事項の整理や削減，依頼窓口の一本化等による負担軽減策が考

えられる。

(9) 職員の地域活動参加の奨励

・ 職員個人が地域住民の一人として地域活動に参加し，住民と交流することで，顔の

見える関係が築けるとともに，職員の中に協働の意識が醸成されることが望ましい。

このため，市職員の意識調査，協働研修等を実施し，地域との協働の重要性と地域

活動への参加について意識の向上を図っていく。

７　取組に向けた課題７　取組に向けた課題

(1) 小学校区との相違に対する調整

  地域コミュニティ組織は小学校区を対象範囲として地域ぐるみで活動に取り組むこ

とが望ましい形であることから，地域コミュニティ組織の単位である自治会連合会の

区域と小学校区が一致していることが理想である。しかし，直ちに実現することは困

難であるため，当面は，現在複数の自治会連合会での協議により対応している事例な

どを参考に，さらなる工夫を加えて対応していく。

(2) 地域活動の場及び拠点の整備

  地域活動の場については，各地域の状況に応じて，学校や公共施設に加えて，地区

公民館や民間施設の利用も考えられるが，特に，学校については，余裕教室の確保，

区画の方法など，様々な関係者と調整が必要であることから，施設が不足している地

域から早期に話し合いに着手していく必要がある。

  なお，事務局が常駐できる地域拠点の確保に当たっては，改修工事，備品購入等に

かかる費用が生じることから，財源確保策も含めて検討していく。全国的に新しい取

組として浸透し始めている。
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自治会連合会区域マップ

８　推進に当たって８　推進に当たって

本指針では，将来的な目標として地域コミュニティ組織の目指す姿を示した。各地域コ

ミュニティ組織が，この指針で描く目指す姿を実現するには時間を要するため，社会を取

り巻く環境の変化，国や県の動向，地域の活動状況や担い手の変化などに応じて，組織の

段階的な進化を促していくことが現実的な対応であると考えられる。この目指す姿を共有

し，合意を重ねながら一歩ずつ着実に，地域と行政が協働で取り組んでいくことが重要で

ある。
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（質疑応答）

Ｑ地域の中心的な人物をどのように決めているのか。どのような人がなるのか。

Ａ地域活動組織，中でも自治会が中心になる。自治会の中に連合会長がいて，そのほとん

どが地域コミュニティの中心人物になっている。60 ～ 70 代が多い。民生委員だともう

少し若い世代がいる。

Ｑ取り組む動機付けというか意義をどのように持ってもらうのか。

Ａ日々の意見交換の中で出てくる話。将来どうなるのかという危機感を共有。それにより

皆さんに理解していただく。地域別計画の中に皆さんの話し合いの結果が載っており，分

野ごとにどんなことに困っていて，自分たちに何ができるのかがまとまっているので，そ

ういったものを見てもらうことも。

Ｑ自治会に参加しないような若い世代の声は反映されているか。

Ａ仰るとおり，話し合い等に参加していない方々の声を反映しきれていないという課題は

あると認識している。ただ，地域によっては若い世代の声をどうやって取り入れるか検

討しているところもある。

Ｑ高齢，障害，子どものための取組が多いようだが，子育て世代への支援策はどのような

状況か。

Ａ昔からあった子ども会への加入率が低下してきた中で，現在の子どもの居場所づくりな

どに取り組んでいる。20 代，30 代の母親たちを中心にいかに連携を図れるかが課題かと

考えている。

Ｑ森林地区の変化について。

Ａ農政課が詳しく把握しているところ。小田原市は意外と山が多く，林業が行われている。

取組の効果が森林に表れるのはまだまだ先だと思われる。

Ｑ借金を減らし，貯金を増やしたとのことだが，それができない地方自治体も多いと思う。

なぜ小田原市でできたのか。

Ａ市長が変わり大規模事業の見直し。国の財源を取りながら必要な事業に絞りつつ取り組

んできたところ。職員数は，消防職員が増えるなどしつつも，全体的には下がり傾向。

Ｑ大合併の影響は？

Ａ 2008年に合併の話あったが破談。その後も話は出つつも実現はしていない。今のところ

合併ではなく広域連携でやっていこうと話している。

Ｑ広域連携について。

Ａ広域連携でやっていかないとできない事業についてはそれでやっていこうと話している。

Ｑ地域コミュニティは，ともすれば地域へのいわゆる「丸投げ」になりやすいところがあ

るかと思うが，その点についてはどのように考えているか。

Ａそういう側面があることは否定できない。ただ，行政が関与しなくなるわけではなく，地

域の皆さんと話し合いつつやっていきたいと考えている。顔は出していきたい。市民と

共通理解を持った上で進めていきたい。協働。民間の多様な主体の関与。行政のプラッ

トホームビルダーとしての役割。公・共・私のベストミックス。

Ｑ高齢化が進んだ地域では子どもが居ないというところも出てきている。若い世代にと

言ってもその世代がなかなか居ない。行政が町内へコミットするときのコツみたいなも

のがあれば教えてほしい。また，地域コミュニティと地域経済との関係はどうか。地産
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地消と言われるものとの関係も。

Ａ当初は地域の皆さんは行政に対し敷居の高さを感じていた様子。今とはコミュニケー

ションの数が違った。コツと言えるかは別として，信頼関係をいかに築くかが大事かと。

Ｑコミュニティ通貨というものがあるとのことだが，行政がどのようにとりくんでいるか。

Ａ若い世代が気軽にコミュニティとつながるにはどうすればよいかという観点から考えら

れたもの。現在 500 人くらいのユーザーがいる。

Ｑ調書に掲げられている調整事項について。

Ａ地域拠点はなくしておしまいというわけにはいかないと考えており，集約であるとして

理解を得ようとしている。それぞれの地域により公共施設の状況は違っていると思われ

るため，話し合いながら調整を進めていくしかない。住民票等を交付するため 16 か所

あった支所を 5 か所に減らした。コンビニでの交付も可能になったことが背景にある。

Ｑ小学校の統廃合により小学校区が消えてしまうことでコミュニティの維持に支障が出る

という声も聞いているが，実態はどうか。

Ａ小田原市ではまだ小学校の統廃合は行われていない。市長がそれに否定的な考えを示し

ている。

２　小田原市役所　福祉政策課２　小田原市役所　福祉政策課

【訪問日時】　2020 年 4 月 10 日（金）13 時～ 14 時 30 分

【概要】　

少子高齢化や核家族化，地域との繋がりの希薄化，個人主義の広がり，コミュニティ機

能の低下，高齢化世帯の増加，身近な生活課題の増加，制度の谷間のニーズ，ひきこもり，

虐待の増加等社会情勢が大きく変化した。それとともに地域福祉の課題が複雑化，多様化

し，新たな支え合いの仕組みが必要となった。そのためにケアタウン構想という地域福祉

の観点から保健福祉分野全体の基本理念を示し，高齢者・障害者・子どもなど様々な課題

について個別に計画を策定して実施している。

【聴取内容】

１　ケアタウン構想１　ケアタウン構想

「ケアタウン」とは，市民一人ひとりが，ともに支え合い，助け合いながら，安心して

暮らせるまちのことである。そして，高齢者，障害者，子育て家庭など支援を必要として

いる方々を，制度的な枠組みを越えて，市民，事業者，行政等が一体となって支える仕組

みを「ケアタウン構想」と呼ぶ。このケアタウン構想を推進していくための基本理念を「い

のちを大切にするケアタウンおだわら」とした。

２　ケアタウン構想策定の背景２　ケアタウン構想策定の背景

少子高齢化や核家族化，地域との繋がりの希薄化，個人主義の広がり，コミュニティ機

能の低下，高齢化世帯の増加，身近な生活課題の増加，制度の谷間のニーズ，ひきこもり，

虐待の増加等社会情勢が大きく変化した。それとともに地域福祉の課題が複雑化，多様化

し，新たな支え合いの仕組みが必要となった。
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３　ケアタウン構想の位置付け３　ケアタウン構想の位置付け

市政全体の基本構造や基本計画を定めた最上位計画が小田原市新総合計画である。ケア

タウン構想は地域福祉の観点から保健福祉分野全体の基本理念を示し，課題解決に向けた

地域福祉の取組の方向性をまとめたものである。地域福祉計画はケアタウン構想を推進す

るための地域福祉の取組を示す計画である。地域福祉活動計画は地域福祉を推進するため，

社会福祉協議会が住民等の福祉活動や民間の事業展開の方策等をまとめた行動計画である。

個別計画は高齢者，障害者，子ども，子育て世代など，分野別の具体的な取組等をまと

めた計画である。

４　地域における主な福祉課題４　地域における主な福祉課題

(1) 人々のつながりや関わりの希薄化

　　近所付き合いの減少，助け合い意識の希薄化

(2) 地域における協力体制の低下
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　　地域団への加入者の減少，地域活動の担い手不足

(3) 相談，交流の場の在り方

  身近な所での交流，相談できる場の不足

(4) 地域における団体の活動や連携の在り方

  自治会，民生委員児童委員，地区社会福祉協議会などの役割分担と連携の策定，地

域包括支援センター，障害者相談支援事業所，子育て支援センターなど相談拠点の連

携策について

(5) 制度に当てはまらない要望など多様化するニーズ

・ 買い物や外出の付き添い，ゴミ出しなど生活支援に対するニーズの増加

・ ひきこもり，虐待など新たな課題の発生

(6) 支援が必要な方の生活不安

・ 高齢者や障害者などを抱える家族の災害時の対応の不安

・ 地域における災害時の支援体制の不安
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５　ケアタウン構想の体系５　ケアタウン構想の体系

６　ケアタウン構想の取組の方向性６　ケアタウン構想の取組の方向性

(1) 人材・担い手の育成

  民生委員児童委員，社会福祉協議会，自治会などの活動を支援するなど環境づくり

に努めるとともに，既存の担い手を補完する制度を検討する。

  また，社会福祉協議会，ＮＰＯ，福祉事業者，団塊の世代，子育て世代などと連携

して新たな担い手の発掘に取り組む。
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(2) 市民意識の向上

  市民一人ひとりがお互いに理解し合い，地域の課題や活動を自分自身の問題として

受けとめることができるよう，様々な機会を捉えて市民意識の向上に取り組む。

(3) 福祉教育の推進

  次代を担う子どもたちが，福祉の大切さを認識するために，保育園・幼稚園や小中

学校での福祉教育を推進する。

  また，ボランティア活動や地域活動に関する講座や研修会などを開催し，福祉意識

の醸成に努める。

(4) 相談・交流の場の確保

  あらゆる世代の方々が，身近な地域で相談や交流，活動ができるように，既存施設

や地域資源を活用した拠点の確保について検討する。

(5) 交流の仕組みづくり

  市民一人ひとりが地域とのつながりを持ち，顔の見える関係を築くため，誰もが気

軽に参加でき，多くの人たちが交流できる機会や場の提供について検討する。

(6) 団体間の連携推進

  地域福祉活動をより活性化するため，民生委員児童委員，社会福祉協議会，自治会，

ＮＰＯ，ボランティア，福祉事業者，行政など保健福祉関係者の連携，交流を図る。

(7) 相談体制の充実

  市民一人ひとりが安心して生活や福祉の相談ができるよう，また多様な保健福祉に

関するニーズに対応できるよう，相談体制や相談機能の充実に取り組む。

(8) 情報提供の充実

  市民一人ひとりが保健福祉サービスや地域福祉活動などの情報を容易に得られるよ

う，提供方法や体制を整備する。

  また，地域福祉の担い手や団体などの連携を図るため，相互の情報共有に取り組む。

(9) 生活支援サービスの提供

  単身の高齢者や高齢者のみの世帯が増加する中，買い物やゴミ出し・草むしりなど

の日常生活に関する支援を行うため，関係機関と連携しながら新たなサービス提供に

取り組む。

(10) 災害時支援体制の充実

  災害時等に備え，地域における災害時要援護者の把握や情報の共有・活用を行うと

ともに，災害時要援護者の支援体制の構築に努める。

７　課題解決に向けた取組例７　課題解決に向けた取組例

(1) 地域福祉コーディネーターの創設

  地域の福祉ニーズや課題を把握し，関係機関や福祉サービスに繋げる調整役として，

また，民生委員児童委員を補完する新たな担い手として創設する。

(2) 福祉施設と地域団体との連携交流の促進

  ケアタウン構想を推進するためには，地域と地域にある福祉施設が協力関係にある

ことが望まれることから，相互理解の充実を目指して，福祉施設と地域団体との連携

交流を促進する。
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(3) 地域ケアタウン会議の開催

  地域福祉の課題については，地域の関係者が最も良く把握していることから，課題

の具体的な解決策に向けて検討するため，各地域において，地区社会福祉協議会，民

生委員児童委員，自治会，福祉事業者，行政など保健福祉関係者が一堂に会し，解決

策に向けた実務的な会議を開催する。

(4) 地域包括センターと障害者相談支援

  高齢者の相談窓口である「地域包括支援センター」と障害者の相談窓口である「障

害者相談支援事業所」の制度や分野を超えた相談機能の充実や連携を図る。

(5) 福祉健康部内のケース検討会議の開催

  複合的な問題を抱える方が増加する中，福祉健康部内の情報共有を図り，より効果

的な解決策を検討するため，定期的にケース検討会議を開催する。

(6) ケースワーカーや保健師など地区担当職員の充実

  ケースワーカーや保健師など地区担当職員の役割と位置付けを明確にするとともに，

研修等を行いスキルアップを図る。

(7) 社会福祉協議会による生活支援ボランティアの拡大

  高齢者や障害者等の身近な生活課題を解決するため，社会福祉協議会のボランティ

アセンターを活用し，ゴミ出し・買い物・草むしりなどの生活支援サービスを提供す

るとともに，地域福祉の新たな担い手を掘り起こす。

(8) 災害時要援護者の支援体制の整備

  災害時要援護者についての情報共有を図り，地域の防災訓練等を通じて，災害時要

援護者の支援体制の整備を図る。

８　ケアタウン構想推進に向けて８　ケアタウン構想推進に向けて

(1) 推進体制について

  ケアタウンを実現するためには，市民一人ひとりがケアタウン構想を共有し，地域

福祉の問題を我が事として捉え，行動することが求められている。

  そのためにも，市役所全体で推進していくことが求められるが，とりわけ，福祉健

康部（福祉政策課，高齢介護課，子育て支援課，障害福祉課，保険課，健康づくり課）

が一体となって，市民・事業者・ＮＰＯ等と連携して取り組む必要がある。

  また，社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目的とした団体」として位置付

けられた社会福祉協議会は，地域福祉の担い手として大きな役割が期待されている。

そのためには，制度の狭間にあるサービス，いわゆるインフォーマルサービスが提供

できるように，体制の強化が求められている。

(2) 具体的な取組について

  ケアタウン構想を実現するためには，地域の実情に即した取組が必要である。その

ためにも，モデル地域を設定して地域福祉の具体的なテーマについて検討することが

求められている。

  モデル地域での取組については，地域の課題解決に向けた体制や制度について検討

している地域コミュニティ検討委員会と連携・調整をしながら進めることが必要であ

る。
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  特に，ケアタウン構想の重点検討事項で整理した「相談・交流の場の確保」につい

ては，ケアタウン構想のみの課題ではなく，地域コミュニティ全体の課題であること

から，地域コミュニティ検討委員会の検討状況を踏まえながら推進していくことが求

められている。

  また，ケアタウン構想を計画的に推進するためには，モデル地域での取組を踏まえ，

新総合計画実施計画への位置付けや，地域福祉計画や地域福祉活動計画の見直しを行

う必要がある。

このように，モデル事業である具体的な取組が実施される中で，ケアタウン構想が市民

に理解され，推進されるためには，地道で息の長い取組が求められている。

（質疑応答）

Ｑ福祉政策課の人員について。

Ａ 6 名。福祉部門全体では 160 数名。ケアタウンの担当は 2，3 名。

Ｑ小田原市が地域支援を行っていることになるのか。社協に委託することで横断的支援と

なるのか。

Ａ介護保険事業。地域包括がどのように地域を作っていくのかの問題。ただ小田原市は複

数の課が一体となって取り組んでいこうと考えている。社協だけではなく市もプレー

ヤーとなっているという認識。

Ｑ行政職員が地域の現場に入っていくというのは具体的にはどのようなことか。

Ａ地域コミュニティという合議体に地域政策課や地域福祉課の職員が参加することがある。

参加した職員が課題を持ち帰り他課も交えて課題の克服に取り組むようになっている。

Ｑ一つの地区の人口規模は？

Ａ 2,000 人～ 20,000 人と，地区により幅がある。昔の村を単位として構成されている経緯

がある。

Ｑ都市部だと檀家など寺との繋がりも崩壊しているように思われるが，小田原市はどうか。

宗教的繋がりは？

Ａそのような繋がりに関する情報はあまり聞かない。ただ地域コミュニティへの加入率や，

祭りの実施状況などを見ると，何らかの影響はあると感じている。

Ｑ昔から存在する地縁などを生かしたりするところもあるのか。

Ａそれはあると思われる。同じ市内でも地区ごとの特徴や個性がある。

Ｑケアタウン構想の中に検討委員会名簿があり，そこには一般市民も 3 名ほどいるようだ

が，その趣旨はどのようなところにあるのか。

Ａ現場の声を施策に反映させるため。市長が積極的だった。

Ｑ協定について。

Ａ協定締結により 10 ～ 15 万円の給付。これを財源にして地区ごとの取組を行ってもらっ

ている。ただ，お金だけでは人不足が解消されない。そのため，人を付けるための予算

を出そうと考えている。

Ｑ財源について。

Ａ国から出るわがことまるごとの補助金等をうまく使っている。

Ｑ効果測定。福祉分野での成果をどのように見える化しているか。

Ａ基本的には相談を受けた人数。ただ，相談に繋がらない人たちへのケアが課題となって
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いるため，議会でも質問を受けているが，「有ると無いとでは有った方が良い。」という

声が多い。相談機能の強化という点ではまだ不十分ではないかという声もある。

Ｑ行政と地域コミュニティが車の両輪となって取り組むのは非常に重要だと思うが，現場

の取組には限界を感じるので，制度自体に潜んでいる根本的な課題を見直すべきだと議

会等に訴える必要もあると思うが，どうか。

Ａ国の制度が変わらない中で，地域の支え合いの問題なのだという視点にいかに持って行

けるかと考えている。社会を変えると言っても非常に大きすぎて，どこから手を付けれ

ば良いのかと考えると難しい。

Ｑ地域包括ケア，生活困窮者自立支援，それぞれ国が作った制度だが，それらと小田原市

独自の制度との関係について。

Ａ国の制度については直営又は委託で各担当部署がそれぞれ事業を実施している。その狭

間で取り組まなければならないことを小田原市独自でやっている。国の制度はやった上

で，それを生かそうとしている。

Ｑ小学校数とそれに対する子ども食堂の割合。

Ａ全部で 25 の小学校がある。子ども食堂は全部の小学校ではなく 7 ～ 8 の小学校にある。

地域から自発的に声が出てきた場所に設置しているところ。

Ｑ新型コロナウイルスの影響で休校の措置がとられている。十分な食事をとれない子ども

がいる場合，それをどうやって察知できそうか。

Ａ正直なところ現状では難しいと感じている。期待できるとしたら地域の目。ご近所さん

や民生委員等の協力。

Ｑそういった協力者の団体と市役所との意見交換の場はあるか。

Ａある。窓口で話をするものも含めるとかなり多いと思う。

Ｑ小田原市の高齢化率や介護で困っている点はどこか。

Ａ横浜や東京へ通勤する人口よりは域内で暮らす人口の方が多い。高齢化率は 29% で顕著

なわけではない。高齢者施設等の担い手は現状では不足していない。ただ今後は賃金の

高い横浜や東京へ吸い取られたりしないかという懸念はある。やはり横浜の方が賃金は

高いという実感がある。もっとも，小田原市で育った人間にとっては市内の方が暮らし

やすい。神奈川県と言っても西の端なので，若い世代は横浜や東京へ移る傾向あり。

Ｑ若い世代の流出をいかに食い止めるか。

Ａ難しい問題。今の若い子たちに東京へ行くなとは言いにくい。ただ子育て世代は徐々に

市内へ入ってきているので，ここをどう伸ばすかがポイントだと思われる。

Ｑ小田原市の産業の特徴は？

Ａ主なのは製造業。ただ昔は中心地から外れたところに工場が建ち並んでいたものの，今

は市外へ流出してしまう傾向あり。製造業からサービス業へ。全国的にもそのような傾

向があると思われる。

Ｑ大きな企業を誘致するよりも他の方法で子育て世代を誘致するのが重要だと思われるが，

そこへ持って行くための構想は？

Ａ市内へ転居させた場合，働く場がどこにあるかが一つのポイントだと思う。もう一つの

ポイントは住む場所。城下町のため大規模な開発は難しい。空き家は確かにあるが，そ

こに若い世代が住むかというと別。市独自の財源を投入したりはできていないのが現状。
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小田原市は山，里，川，海，何でもあるので産業も様々。そのためかえって何かに絞っ

て財源を投入することに難しさを感じる。

Ｑ新型コロナウイルス感染症の現状。医療費の抑制・削減の政策が問われるところかと思

われる。このような事態になって，やっておいて良かったと思う取組は？

Ａ市内保健所の管内では感染者が出ている。地域コミュニティから積極的に感染症対策の

提案が出てくるなどしている。

Ｑ子どもの居場所について。児童館は？

Ａ小田原市はもともと児童館がない。移住してきた母親からはなぜ無いのかと尋ねられる

ことがあり，自分たちで作ろうとする動きもあるが，現状では市として何かをしようと

は考えていない。

Ｑ市職員は一つの課にどのくらいの期間在職するのか。

Ａ専門性を伸ばすという観点から 6 ～ 7 年居ることもある。
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第５章　浜松市第５章　浜松市

第１節　調査の概要第１節　調査の概要

第１　調査の趣旨・目的第１　調査の趣旨・目的

地域再生の社会保障を実現するための政策提言を行うためには，財政難を抱える中で効

率的な運営を目指す地方自治体の現状を理解し，これまでの政策の内容やその成果を検討

する必要がある。

静岡県浜松市は，自治体の合併や行政組織の再編が市民生活に与える影響を検討する上

で非常に参考となる自治体である。現在の浜松市は 2005 年に 12 市町村が合併して成立し，

全国の市町村で 2番目に広い面積を有する自治体となった。2007 年には政令指定都市に移

行し，合併後に正規職員や公共施設を大幅に削減している。また，浜松市は中山間地域を

抱えており，人口減少が続き，高齢化率も高まっている。

そこで，浜松市の中山間地域のうち旧佐久間町，旧水窪（みさくぼ）町で生活する住民

の生活に焦点を当てて，行政サービスの提供体制，医療・介護サービスの利用状況，地域

における住民の支え合い等について調査を実施し，地域における医療・福祉の危機とそれ

を乗り越える政策を検討するための参考とすることにした。

また，浜松市には歴史的に在日ブラジル人が多く暮らしている。今後の外国人との共生

の在り方を学ぶため，浜松市における外国人支援の取組についても調査を実施することに

した。

第２　調査日程第２　調査日程

　2021 年 1 月 21 日（木）～ 1 月 22 日（金）

　いずれもＺｏｏｍミーティングを用いたオンライン方式により聴取を実施した。

第３　聴取先第３　聴取先

１　浜松市役所

２　公益財団法人浜松国際交流協会

３　浜松市天竜区役所佐久間協働センター

４　佐久間地区自治会連合会

５　社会福祉法人浜松市社会福祉協議会天竜地区センター佐久間事務所

（但し，3 ～ 5 の聴取先は合同での聴取）

６　浜松市国民健康保険佐久間病院

７　特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間

８　浜松市天竜区役所水窪協働センター

９　地域包括支援センター北遠中央水窪支所

１０　社会福祉法人浜松市社会福祉協議会天竜地区センター水窪事務所

１１　水窪地区自治会連合会

１２　水窪町森林組合

１３　特定非営利活動法人まちづくりネットワークＷＩＬＬ
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第４　参加者第４　参加者

猪股　　正（埼玉弁護士会）

織田　恭央（埼玉弁護士会）

阪田　健夫（兵庫県弁護士会）

舟木　　浩（京都弁護士会）

堀金　　博（徳島弁護士会）

溝延　祐樹（鹿児島県弁護士会）

森　　弘典（愛知県弁護士会）

芳野　靖規（千葉県弁護士会）

渡辺　達生（札幌弁護士会）

第２節　聴取報告第２節　聴取報告

第１　浜松市役所第１　浜松市役所

【聴取日時】　2021 年 1 月 21 日 13 時～ 15 時 20 分

【概要】

浜松市では，合併後，定員適正化計画に基づき行政職員の削減を進めており，2006 年度

から 2020 年度までで合計 1319 人減を実現している。削減数が多いのは廃棄物の収集や処

理業務に関するもので 255 人減，その要因は直営から民間へアウトソーシングによる。合

併後の組織改編では，基本的に，住民サービスを行う部門は各役場に残し，環境保全，商

工業，農林水産，公園，土木など，市民生活に直結しないようなものを本庁に集約していっ

た。11市町村の住民からは特に窓口が変わらなかったので苦情等はなかったと認識してい

る。また，2005 年 6 月 30 日時点の旧 12 市町村の議員定数は合計 216 人であったが，2021

年 1 月現在の浜松市議会の議員定数は 46 人となっており，このうち天竜区から選出すべき

議員数は 3 人である。

合併後，公共施設の削減に取り組み，2015 年度までの施設の削減は 439 施設，年間の維

持管理経費にして約 5 億円の削減を実現している。減少の大きい施設としては，職員宿舎，

集会施設，廃校などがある。職員宿舎や廃校は生徒数や児童数の減少による削減で，集会

施設は管理主体変更による削減となっている。また，2006 年度から導入した指定管理者制

度は，131 施設からスタートして，2020 年度には 261 施設となっており，130 施設ほど増

加している。これらについて特に市民からの反応は入っていない。

2019 年 1 月に策定した立地適正化計画では，浜松市の南側 3 分の 1 くらいが都市計画区

域となっている。計画策定から 2 年弱だが，これまで拠点においては市街地区開発事業，鉄

道駅の交通結節点の機能強化の事業などを進めている。コンパクトシティ政策は，今後も

必要なサービスを維持し効率よく提供するために必要であると考えている。

大合併の政策目標は，県並みの権限を有する政令指定都市になることで市の自治力と自

立性の向上を図ることを目指したものであり，政令市に移行したことで，目標は達成され

たと考えている。合併にはメリット，デメリットがあり，それぞれの立場によって見方が

変わる。合併しなかったことによるメリット，デメリットを出すことができないことを踏

まえる必要がある。
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【聴取内容】　

１　人口の推移１　人口の推移

2005 年 7 月 1 日，浜松市，浜北市，天竜市，舞阪町，

雄踏町，細江町，引佐町，三ヶ日町，春野町，佐久間

町，水窪町，龍山村の 12 市町村による合併により，新

浜松市が誕生した（右図は浜松市ホームページ「合併・

政令市の検証」から抜粋）。その後，2007 年 4 月 1 日に

は，政令指定都市に移行している。7 行政区の区割りは，

合併協議会で議論され，北遠（5 市町村）は分断しない，

浜松市以外の市町村の区域は分断しない，といった考

え方に基づき内定された。

人口は，2006 年 3 月末には，30 万 2918 世帯，81 万

7548 人で，このうち日本人住民数は 78 万 6776 人（高

齢化率約 20%），外国人住民数は 3 万 0772 人であった。

その後，2020 年 4 月 1 日には，34 万 2553 世帯，80 万

0870 人で，このうち日本人住民数は 77 万 5022 人（高

齢化率約 28%），外国人住民数は 2 万 5848 人であった。

旧佐久間町の日本人住民数は，2006 年 3 月末の 5426

人（高齢化率約 46%）から，2020 年 4 月 1 日には 3134

人（同約 61%）へ，旧水窪町では，2006 年 3 月末の 3304

人（同約 41%）から，2020 年 4 月 1 日には 1929 人（同

約 62%）へ，それぞれ大きく減少している。

2019 年 1 月から 2019 年 12 月までの浜松市の人口動

態を見ると，出生数は 5791 人，出生率（人口 1000 人当たりの出生率）は 7.21%，これに

対し，死亡数は 8447 人，死亡率（人口 1000 人当たりの死亡率）は 10.52% となっており，

両者の差である自然増減数は 2656 人減，自然増減率（人口 1000 人当たりの自然増減率）

は 3.31% である。浜松市内の行政区別で見ると，出生率が最も低いのは天竜区，死亡率が

最も高いのも天竜区で，天竜区の自然増減率が最も低い状態が続いている。

2010 年から 2018 年の人口移動を見ると，総数では転出超過傾向であり，転出超過数は

東京圏が 391 人（2012 年）から 1282 人（2018 年）と最も多く，超過数が拡大傾向となっ

ている。2015 年以降の転出入の状況を年齢階層別に見ると，特に 15 歳以上 29 歳以下の若

年層は男女ともに転出超過が大きい。

２　行政職員数・議員数の変化２　行政職員数・議員数の変化

(1) 行政職員の人員削減

  浜松市では，定員適正化計画を策定し，2006 年度から行政職員数の削減に取り組

んでいる。計画策定の趣旨には，「人口減少時代・超高齢化社会を迎える中で，本市

が自立した基礎自治体として持続的な発展を遂げていくためには，行財政改革を不断
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の取組として行い，健全かつ安定的な財政基盤の確立を図りながら，質の高い市民サー

ビスの提供に努めていくことが必要となります」と記されており，行財政改革として

固定費である人件費を削減していこうとするものである。新たな行政需要に対応する

中で，業務の内容によっては正規職員で対応できるものもあるので，民間活力の活用

や，退職後の再任用職員・会計年度任用職員などの非正規職員を活用して固定費を削

減していくというのが大きな趣旨となっている。これまでの実績として，2006 年度

から 2010 年度までの計画期間では 614 人，2011 年度から 2015 年度までが 404 人の削

減，2016 年度から 2020 年度までが 301 人の削減で，合計 1319 人減となっている。固

定費の削減効果額は理論値で概ね 950 億円程度となっている。

(2) 部門別の削減数

  部門別では，2005 年が一般行政部門 3465 人，全体で 6437 人であった。2020 年に

は一般行政部門 2997 人，全体で 8795 人となっている。全体だと 2017 年に特別行政

部門において県費負担教職員の移管に伴う増加があるため比較しにくいが，一般行政

部門だけで見ても468人の職員数減となっている。これらの減少のうち半分は「衛生」

という項目になっている。これは廃棄物の収集や処理業務で，2005 年は 834 人，2020

年が 579 人で，255 人減になっている。収集業務については直営から民間へアウトソー

シングした。また，教育部門では，2005 年が 1372 人，2017 年度に県から移管される

前の 2016 年が 888 人となっており，この時点でも 484 人の減となっている。これは

学校給食を直営から民間委託したことが大きな要因となっている。

(3) 合併前後の議員数の変化

  2005 年 6 月 30 日時点の旧 12 市町村の議員定数は合計 216 人であった。その内訳は，

浜松市 46 人，浜北市 24 人，天竜市 18 人，舞阪町 16 人，雄踏町 16 人，細江町 16 人，

引佐町 16 人，三ヶ日町 16 人，春野町 14 人，佐久間町 13 人，水窪町 12 人，龍山村

12 人である。

  これに対し，現在の浜松市議会の議員定数は 46 人となっている。このうち天竜区

から選出すべき議員数は 3 人である。

３　市民サービスの提供体制と料金の変化３　市民サービスの提供体制と料金の変化

(1) 組織再編

  合併後も，基本的には，住民サービスを行う部門は各役場（当時は「総合事務所」）

に残した。かつての役場は，現在，協働センターになっているが，例えば，天竜区の

福祉事務所業務だと，いわゆる窓口業務は協働センターで行い，審査や最終的な意思

決定は天竜区の社会福祉課で行っている。総務部門，財務部門，管理部門は本庁（旧

浜松市）に集約していった。例えば，環境保全，商工業・観光，農林水産，公園，土

木など，市民生活に直結しないようなものを本庁に集約した。このような組織改変に

対しては，浜松市と 11 市町村の合併で，11 市町村の住民は特に窓口が変わらなかっ

たので苦情等はなかったと認識している。ただ，旧浜松市については，もともと交通

の便の良い本庁で窓口業務をやっていたが，交通の便の悪い区役所に行かなければな

らなくなった地域で，高齢者や障害者から不便になったという声を聞いたことはある。

(2) 水道料金
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  合併を契機にした料金の変化はサービスによって異なる。水道料金については合併

前にはばらつきがあり，最高値 3454 円，最低値 2100 円，平均値 2531 円だった。最

高値と最低値に約 1300 円の差がある中で，合併協議においてシミュレーションの上

で 2010 年度を目途に統一料金にすることになった。2058 円で平均値より低い金額で

統一されたので，全体としては値下げとなる。下水道については，シミュレーション

の上で，低いところに配慮し，2012 年度を目途に統一料金とすることになった。最

高値 2400 円，最低値 1102 円，平均値 1995 円だった。最高値と最低値に約 1300 円の

差がある中で，2012 年度に 2446 円と平均値より高い金額で統一されており，こちら

は値上げとなる。水道料金が平均値よりマイナス 473 円，下水道が平均値よりプラス

451 円として整理されている。上下水道の場合，公営企業会計ということで収支のバ

ランスを考える必要があり，シミュレーションをした上で広く統一的な単価でもって

全体で負担していく考え方になる。

(3) 保育料

  これに対し，保育料については応能負担で階層によって保育料が決まっている。合

併時には，例えば，3 歳未満児の場合だと，最高値が最高額 7 万 2000 円・最低額

8000 円，最低値が最高額 4 万 4700 円・最低額 0 円，平均値が最高額 6 万 0513 円・最

低額 3739 円だった。合併後，浜松市の金額に統一し，最高額 6 万 6600 円・最低額

3000 円となった。他にも 3 歳児，4 歳以上も金額が異なっていたが，浜松市の例に合

わせて金額を統一した。保育料については金額が値上げとなった市町村で苦情はあっ

たが，現在は 3 歳以上の保育料は無償化されている。

(4) 交付手数料

  住民票の写しの交付手数料については，合併前，浜松市を含む 5 市町で 350 円，6

市町で 300 円，1 村で 200 円だった。合併協議会で同一または同種のものは原則とし

て合併時に統一を図るとされており，350 円に統一された。税証明については，住民

票と同様，浜松市を含む 5 市町で 350 円，6 市町で 300 円，1 村で 200 円だったが，

合併協議会の方針に従って 350 円に統一された。これらは浜松市に合わせたわけでは

なく，適正な金額を考えて，結果的に浜松市の金額になった。200 円から 350 円に値

上げとなったところはあったが，特に住民からの声は聞かれなかった。旧龍山村では

従前数か所でしか取れなかったが，新浜松市では現在の協働センターなど 50 か所以

上で入手できるようになっており，市内各所で取れるようになった。こういったサー

ビス充実もあったからだと思うが，基本的には統一の料金ということで理解をしても

らえたものと思う。

(5) 中止したサービス

  合併と契機に中止したサービスとしては，旧舞阪町のみで独自に実施していた保育

所主食費助成事業がある。これは 3 歳以上の園児に町立保育園と同様主食に係る経費

を補助金として賄うもので，1977 年から子育て支援事業のひとつとして，保護者の

負担軽減を図るために実施してきた事業である。合併後 2 年間は継続し，その後廃止

されることになった。
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４　公共施設数の削減と指定管理者制度の活用４　公共施設数の削減と指定管理者制度の活用

(1) 公共施設数の推移

  2012 年に公表した「浜松市の資産のすがた」の「施設評価・再配置個別計画分類

別施設数」は施設分類 31 項目にまとめた表となっており，2009 年度から 2011 年度に

実施した施設評価と再配置計画に基づいて算定されている。この時点で継続するとし

たのが 1113 施設であり，廃止，管理主体変更，譲渡を計画したのが 383 施設，対象

外（小規模な倉庫や東屋等）が 454 施設，これらをすべて合わせて 1950 施設となっ

ている。削減するとした 383 施設のうち，2011 年度末時点で廃止に至っていたのが

103 施設だった。減少の大きい施設を分類別で見ると，職員宿舎，集会施設，廃校，

書庫，倉庫などがある。職員宿舎や廃校は，生徒数や児童数の減少による削減で，集

会施設は管理主体変更による削減となっている。2015 年度までの施設の削減は 439

施設，延床面積では約 22 万㎡の削減，年間の維持管理経費にして約 5 億円の削減，

財政効果額（仮に施設を存続した場合に今後 50 年間に必要と見込まれる改修・更新

経費）は，約 1100 億円と見込まれている。

(2) 公共施設の分類と推移

  2017 年度の「浜松市の資産のすがた」は，2016 年度末の実績から記載しているが，

この時点から施設分類はこれまでよりも分類の括りが大きくなっている。大きな分類

は「ハコモノ資産」と「インフラ資産」がある。前者は「小中学校・高等学校」，「住

宅施設」，「集会施設」，「スポーツ施設」，「産業振興施設」，「その他」の 6 分類となっ

ている。後者は「道路」，「橋りょう」，「ポンプ・排水機場」，「上水道」，「簡易水道」，「下

水道」，「農業集落排水」の 7 分類となっている。例えば，2011 年には「小中学校」

と「高校」は別々の項目があり，それぞれ 148 施設，2 施設だった。2016 年度末には

「小中学校・高等学校」の項目にまとめられており，全体で 142 施設に減少している。

  そして，2020 年度の「浜松市の資産のすがた」が直近の資産のすがたとなるが，

2020 年 4 月 1 日ハコモノ資産は 1220 施設，インフラ資産のうち建物資産は，ポンプ・

排水機場が 40 施設，上水道が 44 施設，下水道 34 施設，農業集落排水が 4 施設で，

これらを合計して 1342 施設となっている。

(3) 指定管理者制度の実績

  浜松市では 2006 年度から指定管理者制度を導入しているが，2006 年は 131 施設か

らスタートした。2020 年度には 261 施設となっており，130 施設ほど増加している。

分類別では，スポーツ・レクリエーション施設が 42 施設，文化施設が 18 施設，社会

教育施設が 26 施設，福祉施設が 19 施設，医療施設が 2 施設，公園施設が 25 施設，

駐車場施設が 7 施設，観光施設が 6 施設，その他施設（団地，斎場等）が 116 施設と

なっている。これまでに大きく数を伸ばしたのは「その他施設」で 23 施設から 93 施

設増えており，特に増えたのは市営住宅である。「社会教育施設」は当初 8 施設だっ

たのが 26 施設と 18 施設増えており，そのうち図書館が増えた要因となっている。「公

園施設」も 7 施設だったものが 25 施設となっており，18 施設増えている。

  指定管理者の応募のときに市内業者に限定する運用はしていない。ただ，選定基準

の中に活動拠点に関する項目として，市内本店か，準市内か，市外か，あるいは団体

の地域貢献に関する項目として，地元発注や地域住民の雇用や地元企業との連携・協
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力などといった項目を設けて評価している。先ほどの 261 施設で見れば，半数以上が

市内業者であり，市外業者が多く参入しているのは，市営住宅，図書館，公園などで

ある。特に団地の指定管理者として「中部ガス不動産・日本管財グループ」の記載が

並んでいるが，公募では複数の申込がある。審査会が選んでいるが，用途的にこの業

者が市営住宅を得意としているということだと思う。

(4) 公共施設の削減等に対する市民の反応

  浜松市では総合管理計画を 2015 年度に策定しているが，策定時にパブコメを実施

した。そのときに公共施設数の削減や指定管理施設の運営等について特に意見は出て

いない。その後も特に市民からの反応は入っていない。指定管理者制度は市民サービ

スの向上も目的としており，市民の声をより広く受け入れる対応ができているのだと

思う。

５　介護サービスの提供状況と保険料負担５　介護サービスの提供状況と保険料負担

(1) 要介護者の状況

  浜松市内の高齢者の要介護度については，要介護認定をするための調査員を区ごと

に配置しているため，区ごとのデータが把握できている。全市では，2016 年 3 月末

には要支援計 7647 人，要介護計 2 万 7342 人，合計 3 万 4989 人であった。2020 年 3

月末には要支援計 9543 人，要介護計 2 万 9210 人，合計 3 万 8753 人となっている。

また，天竜区では，2016 年 3 月末には要支援計 411 人，要介護計 2125 人，合計 2536

人で，2020 年 3 月末には要支援計 493 人，要介護計 2188 人，合計 2681 人となってい

る。

(2) 介護サービス提供事業者の推移

  浜松市内の介護サービス提供事業者数の推移は，サービスごとのデータとなってお

り，区ごとのデータはない。2006 年 4 月では，居宅サービスが 638，地域密着型サー

ビスが 68，介護施設サービスが 65 であったのに対し，2020 年 4 月では，居宅サービ

スが 838，地域密着型サービスが 255，介護施設サービスが 86 となっており，それぞ

れ増加している。全体的に伸びているが，中山間地域では休止したり廃止したりして

いるところが出ている。

(3) 特別養護老人ホームの利用状況

  特別養護老人ホームについては，介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設

が該当する。前者は定員 30 人以上で，概ね 60 人とか 80 人とか 100 人とかの施設が

多い。後者は定員 29 人以下である。浜松市内の両施設数の推移を見ると，2006 年 4

月には，介護老人福祉施設が 34 施設，地域密着型介護老人福祉施設が 0 施設で合計

34 施設であったが，2020 年 4 月には，介護老人福祉施設が 51 施設，地域密着型介護

老人福祉施設が 15 施設で合計 66 施設と増加している。利用実績で見ると，2015 年

度は地域密着型介護老人福祉施設が 4713 人，介護老人福祉施設が 4 万 2974 人で，合

計 4 万 7687 人であるのに対し，2019 年度は，地域密着型介護老人福祉施設が 5148 人，

介護老人福祉施設が 4万 9482 人，合計が 5万 4630 人となっている。特別養護老人ホー

ムの待機者数も減少しており，調査が始まった 2008 年度から今年度までの数値を見

ると，2008 年 8 月時点で 3105 人いた待機者が，2020 年 8 月には 1521 人と半減して
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いる。浜松市として待機者数を減らすために計画的に募集をかけてきたことも影響し

ているのではないかと思う。待機者はどこかの地域に集中しているわけではなく，ど

この区でも発生している状況だと認識している。

(4) 保険料負担と収納率向上

  介護保険料については，3 年に 1 回の制度改正に合わせて保険料を変えている。第

1 期，第 2 期は合併前の浜松市の数値，第 3 期以降が合併後の数値になる。第 3 期の

2006 年 4 月では，段階数 6，第 1 段階 1900 円，最高段階 5700 円であったが，第 7 期

となる 2018 年 4 月では，段階数 14，第 1 段階 2490 円，最高段階 1 万 5219 円となっ

ている。また，浜松市では，介護保険料の収納率向上のためのアクションプランを策

定している。全国的に見ても浜松市の介護保険料の収納率は高い方だと思うが，浜松

市ではもともと税金で進めていたものを介護保険にも取り入れた。アクションプラン

では，①普通徴収収納率，②滞納繰越収納率，③口座振替率の三つの指標を設けてい

る。収納率については，2012 年は現年分 87.14%，滞納繰越分 19.29% であったが，

2019年は現年分93.53%，滞納繰越分21.52%となっている。近年の現年分，繰越分のデー

タを見ると，全体として収納率は伸びてきている。アクションプランは現在第 3 期

（2018 年度～ 2020 年度）となっているが，決算数値が出ている 2019 年度のデータで

も，①普通徴収収納率が目標 92.6% →結果 93.53%，②滞納繰越収納率が目標 20.5% →

結果 21.52%，③口座振替率が目標 43.25% →結果 45.49% で，すべてで目標を上回って

いる。今後もアクションプランは実施予定で，第 4 期は策定中となっている。保険料

の減免制度については，今年に入ってから減免の数値が上がっていると感じている。

通知に記載しているほか，ホームページでも周知している。

(5) 新型コロナウイルス感染症の影響

  新型コロナウイルス感染症による事業の停廃止や事業縮小等の影響については，事

業の停止廃止のときに必ず書類を出してもらうが，新型コロナ関連によることが明記

されていたのは 1 件のみだった。これは中区にある定員 15 人の通所介護（デイサー

ビス）をしている事業所で，2020年 11月から 2011年 10月まで 1年間の休止予定となっ

ている。

６　医療の提供状況と保険料負担６　医療の提供状況と保険料負担

(1) 医療機関数の推移

  浜松市内の医療機関については，ここ数年で病院（入院患者 20 床以上の施設を有

するもの）が若干の減少傾向，診療所が増加傾向にある。2008 年度末現在では，病

院が 38，診療所が 623 であったのに対し，2019 年度末現在では，病院が 33，診療所

が 658 となっている。また，人口 10 万人当たりの平均患者数は，2008 年度は在院

977.6 人，外来 866.7 人で，病床利用率が 82.5% に対し，2019 年度は在院 891.7 人，

外来 940.4 人で，病床利用率が 79.9% となっている。

  天竜区内にある医療機関に関しては，2007 年度と 2018 年度のデータを比べると，

病院数は 2 で変わっていないが，病院病床数は 280 から 225 に大幅に減少している。

また，診療所は 33 から 27 に減少しているが，診療所病床数は 28 から 37 に若干増加

している。特に，天竜区，中山間地域では人口減少による患者の減少が進む一方で高
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齢者の増加による医療ニーズが高まっている。これは医療機関の経営状況にも影響し

ており，医師等の確保，患者がいないことによる様々な負のスパイラルも懸念されて

いる。人口減少が医師確保や診療所医師の高齢化等により後継者がないまま廃業にも

つながると考えており，安定した医療体制の維持が必要と考えている。このような天

竜区の医療体制等への対応について地元医師会と相談している。

(2) 医師会からの要望

  医師会から行政への要望として，2019 年 2 月に地域診断の事業の中でいくつか提

言をもらっている。例えば，医師が移動診療所として集落に出掛けて診療できないか，

診療所を 1 か所に集約して診療に当たることができないか，診察室から地域に出るや

り方を独自の方法として試せないか，看護師が駐在してトリアージを行うことはでき

ないか，拠点からのオンライン診療ができないか，協働センターなどで診療とサロン，

買い物を兼ねるようなシステムを実現できないか，といったことを提案されている。

(3) 医療提供体制の課題

  医師や看護師の不足については，医療人材の確保を静岡県が担っているため，県知

事への要望を進めている。ただ，小児科，産婦人科は診療報酬が低く，24 時間体制

で過酷な労働環境で，なり手がない。全体的な医療人材の不足が見込まれているとこ

ろを何とかできればよいが，難しいところがあると思う。市としても人材が地域の中

で確保できないかを模索しているが，なかなか結びつくようなことがない。特に佐久

間病院は，県内に五つあるへき地指定病院の一つということで，県からの派遣で自治

医大から医師を派遣してもらって確保している状況である。市町レベルの問題ではな

く県で統合的に管理していく難しさがある。それ以外に，規制緩和との関係で，例え

ば，巡回診療では，日数が 2 日以上定期的に巡回を行うと診療所として届出を出さな

いといけないとか，距離が 16 ㎞以上離れてしまうと診療報酬が得られないといった

ことがあり，規制緩和の中で工面してもらえれば中山間地域の医療の自由度が増すの

ではないか，ということを企画課が検討している。

(4) 保険料負担と収納率向上

  国民健康保険については，被保険者数が減少しており，2015 年度は 19 万 3179 人，

2019 年度は 16 万 1017 人となっている（浜松市国民健康保険運営協議会資料）。国民

健康保険料については，保険料率が全市統一された 2010 年度のデータを見ると，現

年分調定額は 227 億 7771 万 6200 円，医療分では均等割 2 万 7000 円，平等割 2 万

3000 円，限度額 47 万円，後期高齢者支援金分では均等割 1 万 1800 円，平等割 8100 円，

限度額 12 万円，介護分では均等割 9800 円，平等割 7000 円，限度額 10 万円であり，

収納率は 87.55% となっている。これに対し，2019 年度は，現年分調定額は 185 億

5665 万 7600 円，医療分では均等割 2 万 7000 円，平等割 2 万 3000 円，限度額 61 万円，

後期高齢者支援金分では均等割 1 万 1800 円，平等割 8100 円，限度額 19 万円，介護

分では均等割 9800 円，平等割 7000 円，限度額 16 万円であり，収納率は 92.22% となっ

ている。また，後期高齢者医療保険料については，2010 年度の調定額は 55 億 1109 万

3700 円，収納率 99.00% であったが，2019 年度の調定額は 79 億 6466 万 5900 円，収

納率 99.50% となっている。

  浜松市では，国民健康保険料滞納削減のアクションプランを策定している。リーマ

63回人権擁護第3部会.indd   42363回人権擁護第3部会.indd   423 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



424

第２編　資料－国内調査訪問録

ンショックのときに景気が下がって収納率が大きく下降し 86.63% になった。全市民

が国保に入っているわけではなく，いまでは浜松市民の 20%，5 人に 1 人が国保となっ

ている。これら 20% の市民の収納率が著しく低いということで，2010 年に第 1 期ア

クションプランを始めた。現在は第 4 期アクションプラン（2019 年度～ 2023 年度）

となっている。高齢者が多くなって，後期高齢者医療制度が始まり，出生率の低下も

あって，被保険者数が減少傾向にある。そのため，全体的な国保調定額も減少してい

る。そのような中で保険料収納率の向上，口座振替率の向上，滞納額の削減に努めて，

国保事業の安定的，持続的な運営を目的に取り組んできた。目標は，①現年分収納率，

②口座振替率，③累積滞納額の 3 本柱で定められている。それぞれの現年の目標と結

果では，①収納率が目標 92.40% →結果 92.22%，②口座振替率が 64.20% →結果 64.04%

（65 歳以上は年金からの特別徴収もあり，これを含む），③累積滞納額が目標 30.8

億円→結果 28.5 億円で，③は目標達成となっている。

(5) 受診抑制

  受診抑制については，行政から不要不急の受診をしないように啓発しているような

事実はない。ただ，コロナ関連情報により，発熱者との同席によりコロナに感染する

のではないかということで受診控えする傾向があり，春から夏にかけて患者数が大幅

に減少する傾向があった。総合病院では 10 月頃から入院，外来とも増えつつあったが，

これは病院にもよる。クラスターの発生した病院もあったので一概には言えない。開

業医が発熱者の受診を断っているということもないと認識している。発熱外来を実施

する医療機関は県が指定しているが，指定していない医療機関でも拒否していない。

地域間格差のデータはないが，天竜区は合併前の浜松市と同じくらいの面積があるた

め，面積に対する医療機関の数を捉えれば，格差はあると思う。ただ，中山間地域に

ついて医療機関へのアクセスについて住民からの直接の不満の声は聞いていない。開

業医が訪問診療する場合に 1 日に訪問できる患者の数が限られているという声は聞い

ている。

(6) 新型コロナウイルス感染症の影響

  新型コロナ感染症による影響については，天竜区の休日救急診療所において診療所

に勤務する医師，看護師の確保ができず，5 月 1 日から診療を休止している。それ以

外では，保険料の納付に影響が生じている。昨年 11 月末現在で保険料の減免申請世

帯数は 921 世帯で，金額は 1 億 9700 万円ほどとなっている。また，1 年間の納付猶

予は昨年 12 月末現在で 284 世帯，1 億 1800 万円ほどとなっている。

７　公共交通と生活圏の整備７　公共交通と生活圏の整備

(1) 立地適正化計画の実施状況

  2019 年 1 月に立地適正化計画を策定している。浜松市の南側 3 分の 1 くらいが都

市計画区域となっており，同区域を対象に「立地の適性化に関するまちづくりの方針」

が定められている。以下の四つの方針がある。

①創造都市の取り組みを支え，都心の賑わい向上を図ります

②公共施設の集約・再編を生活利便性を維持しながら進めます

③公共交通で暮らしやすい機能誘導を図ります

63回人権擁護第3部会.indd   42463回人権擁護第3部会.indd   424 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



425

第２編　資料－国内調査訪問録

④産業振興を支える居住誘導を図ります

  広域サービス型から生活サービス型まで 4 種類の都市機能誘導区域を設定し，公共

交通の沿線に居住誘導区域を設定している。誘導を図る区域では，人口密度を維持す

ることにより，都市機能や公共交通の維持を図っていく。併せて，勤務地や生活サー

ビスに公共交通でアクセスしやすい居住地を確保するということで計画を立てている。

　　　

　　　　　　　（出典：浜松市立地適正化計画）

  計画策定から 2 年弱だが，これまで拠点においては市街地区開発事業，鉄道駅の交

通結節点の機能強化の事業などを進めている。例えば，鉄道駅の高架などの整備を進

めており，拠点の魅力向上につながっている。インフラに魅力を高める以外の誘導方

法の例としては，浜松市では多世代型の住宅立地のときに補助金を出しているが，居

住誘導地域に立地するときは補助金の上乗せをしたりしている。こうした事業によっ

て，拠点では土地の高度利用や居住の促進が図られている。ただ，誘導の政策であっ

て強制ではない。市民自らが選択して動いてもらうことになる。もともとの地域はそ

こに住んではいけないということではなく，多少生活サービスに不便があっても自然

豊かな住まい方もある。その場所に応じた暮らし方をしてもらいたいと考えている。

この事業による人口移動が実現しているかどうかについての実証的なデータはまだ捉

えられていない。

(2) コンパクトシティ政策

  人口減少を踏まえて，教育施設，店舗，金融機関，医療機関などを地理的に集中さ

せていくコンパクトシティ政策は，今後も必要なサービスを維持し効率よく提供する

ために必要であると考えている。

  都市部では，拠点，あるいは公共交通沿線に都市機能や居住の誘導を図っていくこ

とにしている。中山間地域では，現在のところ都市機能の集約等については考えてい

ない。暮らし続けられる生活環境の確保のために中山間地の地域振興計画もある。そ

のような計画に基づいて必要なサービスや交通手段の確保など，地域の実情と課題に
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対応した支援策を展開していく。

  今後，コンパクトシティの実現に向けて，効果的な誘導政策の推進，コロナ禍にお

ける暮らし方や働き方の変化に対応する必要があると考えている。

(3) 中山間地域の交通事情

  市内の代表交通手段分担率を見ると，2018 年は自動車利用が 66.6%，区別で見ると

高齢化率の高い天竜区で 70.8% となっており，高齢者の移動についても自動車の利用

が多いと考えられる。

  中山間地域では路線バスの退出が続いている。渋川線は 2015年 4月に一部退出した。

秋葉線は 2017 年 4 月に一部退出した。北遠本線は 2019 年 10 月に退出し，市が運行

主体となっている自主運行バス北遠本線となっている。

  民間路線バスが退出した交通空白地域などで地域との協働により地域バスを運行し

ている。また，生活交通を確保するための地域をまたぐ路線として自主運行バスを運

行している。市が運行主体となっている地域バスと自主運行バスとしては，地域バス

が浜北区，北区，天竜区の 13 地域で運行し，自主運行バスが 1 路線を運行している。

地域交通事業者，行政で組織する地域交通検討会で地域のニーズに応じた運行計画，

改善計画を検討しており，評価についても，運行状況等を分析し，継続運行するかど

うかの判断を行っている。利用者アンケート結果等から，地域バスについては概ね満

足という回答を得られている。

(4) ＮＰＯタクシーの運行状況

  交通空白地域有償運送事業として，特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間，特

定非営利活動法人春野のえがおが運行している。2019 年 3 月現在の運送対象等の内

容は以下の表のとおりとなっている。

  ＮＰＯタクシーの運行については，運賃が民間タクシーの 2 分の 1 程度とされてい

る。補助金以外には，周知活動には行政も協力している。利用状況によって補助金が

変わることはないが，赤字部分を上限 100 万円で補助している。今後の課題として，

運転手の高齢化による運転手不足が懸念されている。

　 　

　　　　　（出典：浜松市提供資料）
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(5) 中山間地域から市街地等へのアクセス

  北遠地域の区役所や市街地を結ぶ交通機関の現状としては，水窪・佐久間地域では

自主運行バスの北遠本線，春野地域では民間路線バスが天竜区役所付近を経由し，遠

州鉄道の西鹿島駅に接続され，そこから鉄道によって中心市街地まで結ばれている。

  直行便を増設する構想はなく，住民からの要望も特にない。

８　「平成の大合併」と財政８　「平成の大合併」と財政

(1) 地方交付税の推移

  2004 年度の地方交付税は，普通交付税が旧浜松市 17 億 7700 万円，合併市町村 150

億 5100 万円，特別交付税が旧浜松市 12 億 6200 万円，合併市町村 24 億 4200 万円で，

合計では 205 億 3100 万円であった。合併後の 2006 年度には，普通交付税が 158 億

9200 万円，特別交付税が 30 億 5700 万円で，合計では 189 億 4900 万円となり，指定

都市に移行した 2007 年度には，普通交付税が 151 億 7300 万円，特別交付税が 26 億

3600 万円で，合計では 178 億 0900 万円になった。その後，2016 年度には普通交付税

が 187 億 3600 万円，特別交付税が 23 億 6900 万円で，合計では 211 億 0500 万円となっ

ている。

(2) 合併特例債の使途

  合併特例債の概要としては，充当事業は①新市建設計画登載事業，②基金造成であ

り，充当率 95%，交付税算入率は元利償還金の 70% となっている。期間は 2005 年度か

ら 2020 年度（合併年度及びこれに続く 15 か年度）となっており，借入額は 2005 年

度から 2014 年度までの 10 か年度では 416 億 2500 万円となっている。

  合併特例事業としては，南部清掃工場改修事業，企業立地促進助成事業，区役所建

設事業，消防ヘリコプター整備事業などがある。例えば，南部清掃工場改修事業は，

実施年度が 2008 年度から 2013 年度で，総事業費は 80 億 5600 万円，充当額 56 億

4300 万円となっている。消防ヘリコプター整備事業は，実施年度が 2007 年度から

2009 年度で，総事業費は 16 億 6600 万円，充当額は 11 億 3600 万円となっている。企

業立地促進助成事業は，工場用地に企業誘致あるいは移転によって土地購入費や設備

費がかかったものに一定の補助をする事業で，支出分だけ誘致等が成功しているとい

うことになる。

(3) 大合併の目標と達成状況

  合併にはメリット，デメリットがあると思う。それぞれの立場によって見方が変わ

る。合併しなかったことによるメリット，デメリットを出すことができないことを踏

まえる必要がある。メリットとして，大きくは合併特例債の財源を活用して多くの事

業を実施することができた。市民生活の面で広域的にいろいろなサービスを提供する

体制ができた。例えば，消防の連携で，消防ヘリコプターが導入された。また，同じ

市になったことで，以前であれば異なる市となっていて受けられなかったサービスが

受けられるようになったものもある。例えば，保育園が広域で利用できるようになっ

た。デメリットとしては，近くにあった役場，役所が遠くなったということがあった。

ただ，ここは旧役場を支所のような機能として使うことで可能な限りカバーしてきた

と考えている。

63回人権擁護第3部会.indd   42763回人権擁護第3部会.indd   427 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



428

第２編　資料－国内調査訪問録

  大合併の政策目標は，関連市町村の行財政上の課題を解決する最大の行政改革であ

るということで，県並みの権限を有する政令指定都市になることで本市の自治力と自

立性の向上を図ることを目指したものであった。そして，政令市に移行したことで，

目標は達成されたと考えている。合併についての市としての検証は，2016 年 6 月に「合

併・政令市の検証」を作成して，行財政改革・大都市制度調査特別委員会に提出して

いる。合併の総括としては，政令市に移行する中で，人口減少や高齢化などを踏まえ，

いろいろな課題が続いており，これからも地域特性に配慮した組織改正，事務事業の

見直しなどを進め，市民サービスの提供体制を考えていくものとされている。

(4) 合併後の予算の変化

  土木費，林業費，民生費，教育費の予算額に占める構成費の推移を見ると，2005

年度は当初予算 2313 億 0600 万円のうち土木費が 18.5%，林業費が 0.8%，民生費が

23.4%，教育費が 11.6% となっている。2020 年度は当初予算 3495 億円のうち土木費が

12.5%，林業費が 0.4%，民生費が 30.4%，教育費が 17.5% となっている。市の政策体

系については総合計画の中で網羅的に決めており，それぞれの政策について順位付け

ということは特に行っていない。また，中山間地域ということでの区分による予算建

てはない。

第２　公益財団法人浜松国際交流協会（ＨＩＣＥ）第２　公益財団法人浜松国際交流協会（ＨＩＣＥ）

【聴取日時】2021 年 1 月 21 日 15 時 30 分～ 17 時

【概要】

全国と比較すると，浜松市はブラジル人住民数が多いのが特徴である。ここ数年，技能

実習生が増えており，フィリピン人も増加している。近年はベトナム人，インドネシア人

なども増加している。

日本では，外国人が「雇用の調整弁」たる労働者として社会的に位置付けられている。現

在は，移民の社会統合のための法律が根本的に欠けている。今後，多様性を生かす＝外国

人「支援」から「協働」へ＝外国人のためのものではなく，すべての人に関わること，へ

の転換が必要である。

【聴取内容】

１　浜松市における外国人の状況１　浜松市における外国人の状況

(1) 浜松市における外国人住民の特徴

  浜松市には 89 か国から合計 2 万 6000 人弱の外国人が暮らしており，浜松市の人口

全体の約 3% を占めている。全国的には，中国，韓国，ベトナムが多いが，浜松市の

場合はブラジル人が最も多く（外国人住民数の 37%），次いでフィリピン，ベトナム

という順番になっている。なお，ベトナム人は全国的にも急増しているが，浜松市で

も急増しており，以前は 1000 人程度だったが，現在は 3300 人を超えている。

  在留資格別の特徴としては，全国的には身分系在留資格の人が半分くらいを占める

が，浜松市では身分系在留資格の方が 8 割くらいを占めている。ただ，昨年くらいか

ら技能実習生が急増しているため，身分系在留資格の割合が小さくなりつつある（2020
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年 4 月時点で 76%）。ただ，浜松市の場合，基本的には長く在留している人が多いと

いう特徴がある。

  浜松市の外国人住民数はブラジル人住民数とリンクしており，2008 年のリーマン

ショックまでは（両者とも）増え続けてきたが，リーマンショック以降，外国人住民

数もブラジル人住民数も減少してきた。ただし，最近，浜松市の外国人住民数は大き

く増え始めたが，ブラジル人住民数はあまり増えていない。これは，ブラジル人より

もフィリピン人やベトナム人，その他の国の人が大きく増えているためである。

(2) 浜松市に居住している理由・事情

①　ブラジル国籍者，ペルー国籍者

  どのような理由で浜松市に居住しているかについては，ブラジル人やペルー人の

場合，そのほとんどが永住者や定住者など身分系の在留資格であり，日系人及びそ

の子孫である。1990 年の入管法改正により来日し，現在は高齢化が進んでいる。

また，子どもの世代が大学を終えて社会に出ており，高校進学率は 80% を超えてい

るが，その 40% は定時制であり，また退学率も高いという課題がある。

②　フィリピン国籍者

  フィリピン人は，エンターテイナーとして日本にやって来て日本人と結婚した人

が，時を経て永住者に切り替わった場合が多い。また，日系のフィリピン人がここ

7 年くらい増えており，（在留資格が）「定住者」となっている。

③　中国国籍者

  中国人は，以前は永住者と技能実習生と留学生が多かったが，最近は例えば，留

学生としてやって来た人が，（在留資格が）「技・人・国（技術・人文知識・国際業

務）」となり，それから永住の在留資格を取ったり，また，日本人と結婚したりして，

定住化・永住化が非常に進んできている。今でも技能実習生や留学生もそれなりに

いるが，割合は下がってきている。

④　ベトナム国籍者

  ベトナム人は，元々「難民」として日本に来て「定住」，「永住」の在留資格を取

得していた人や，呼び寄せられた家族が中心的な割合を占めていた。しかし，最近

は技能実習生が増えている。

⑤　インドネシア国籍者

  インドネシア人は技能実習生が非常に多い。ただし，日系インドネシア人も一定

数おり，「定住者」「永住者」となっている。また，技能実習が終わって日本人と結

婚し，「永住者」となっている人もいる。

(3) 浜松市における外国人の受入経験

  浜松市の外国人の受入経験は，現在増えている技能実習生ではなく，南米系日系人

の 30 年間の受入経験だった。つまり，南米系日系人は身分系の在留資格（「定住者」）

で来日してくるので，技能実習生や留学生のように受入主体が明確ではなく，生活支

援等の責任の所在も明確ではない。そのため，生活の場としての自治体が「生活者」

「市民」として対応する必要があり，浜松市（市役所）としては，外国人も日本人と

同じ対等な市民として対応してきた。

  しかし，南米系日系人の実際の社会・経済的位置付けは，雇用の調整弁としての労

63回人権擁護第3部会.indd   42963回人権擁護第3部会.indd   429 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



430

第２編　資料－国内調査訪問録

働者，派遣で働く都合のいい労働者であり，それが露わになったのがリーマンショッ

クだった。

  そのような中で地域生活の問題も起きていた。例えば，昔よくあったのはゴミ出し

ルールを守ってくれないなど。引越しが多くて地域のルールを理解する時間がないこ

とも一因だった。最近は，ゴミ出しルール等については浸透してきており，粗大ゴミ

等についてはともかく，日常的なものは問題なくなっている。

  子どもの教育環境も安定しない。親の仕事の都合で引越しが多く，子どもが日本の

学校と外国人学校を行ったり来たりすることもある。日本とブラジルを行ったり来た

りすることもあり，子どもが落ち着いて学校に通うことができない。

  日本語が出来なくても仕事があり，それを利用する日本経済と，高い給料を求める

外国人のニーズがあった。しかし，派遣等の不安定な雇用であるため，リーマンショッ

クや新型コロナ感染症拡大により経済活動が停滞すると，たちまちそのあおりを受け

生活が破綻してしまう。

  これらの問題，社会構造はこの 30 年間，基本的に変化がなかったが，南米系日系

人が高齢化・世代交代しており，問題の中心は日系フィリピン人や技能実習生にシフ

トしつつある。

  企業は技能実習生と派遣労働者を使い分けている。技能実習生は 3 年間くらい同じ

職場で働くことになるので，低賃金で必要な人員を確保するための要員となる。日系

人の派遣労働者は雇用の調整弁として採用し，景気が悪くなると切っていく。

２　浜松の経験から国の総合的対応策はどう評価されるか２　浜松の経験から国の総合的対応策はどう評価されるか

国は，2018 年 12 月に「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を策定した。し

かし，この「総合的対応策」は，これまでの施策の寄せ集め・拡充に過ぎず，根本的に「移

民の社会統合に関する法律」が欠けている。ただし，日本語教育については大きな前進が

あった（日本語教育推進基本法）。

３　浜松市の政策・施策３　浜松市の政策・施策

(1) 「浜松市多文化共生都市ビジョン」について

  2013 年～ 2017 年度が第 1 次で，現在は 2018 年～ 2022 年度の第 2 次計画が進行中

である。「多様性を生かす」のがポイントとなっている。つまり，外国人を支援の対

象とみなすのではなく，外国人とか日本人とか関係なく，その人の持つ多様性を生か

してまちづくりに貢献してもらおう，というビジョンである。

(2) 浜松市の施策（市の役割）

①　施策の基礎データとしての実態調査の実施

②　施策の柱となるビジョンの策定

③　市民サービス等を外国人も使いやすいように（情報提供）

④　教育委員会による義務教育年齢の児童・生徒への取組

⑤　外国人学校支援事業

⑥　不就学の子どもへの対応

  なお，定住外国人の子どもの就学促進事業が，ＨＩＣＥへの委託事業となっている。
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４　ＨＩＣＥの目標・視点４　ＨＩＣＥの目標・視点

(1) ＨＩＣＥの使命

  多様性を認め活かし合う，よりよい多文化共生社会の実現。

  そのために広い視野を持った人材の育成。

(2) ＨＩＣＥの役割

①　市民活動と行政とをつなぐ中間支援組織としての機能

②　地域社会におけるニーズの把握と先導的取組

③　市民が主体となった活動の促進

(3) ＨＩＣＥの視点

①　行政の枠を超えた柔軟で迅速な取組　　　　

  「不就学ゼロ作戦」→　教育委員会の仕組みでは対応できない不就学の子どもに

も対応できる。学校に行っていない（所属していない）子どもの家を訪問し，どう

して学校に行っていないのか状況を聴き取り，情報提供したり，いじめや発達障害

など課題解決が必要な場合は，国際課や教育委員会，福祉の課と連携したりしなが

ら，子どもが何らかの形で教育を受けられるように環境調整している。

②　外国人当事者の力・視点を活かす

  外国人を支援の対象と見るだけではなく，外国人自身がニーズを発信したり，政

策提言したりすることを重視している。

  ＨＩＣＥにも外国にルーツを持つ職員として，フルタイム 5 人，それ以外の相談

員も 5 人くらい所属している。

  外国語を活かして相談や通訳に対応するだけでなく，3 人の正規職員と共に，必

要な企画・事業運営や政策提言にも参加している。

③　専門職としてコーディネート・支援・つなぐ

  職員は，専門職としての意識を持ちながら事業を進めている。日本語教育の資格

や，コーディネーターの資格を持っている。

(4) ＨＩＣＥの事業体系

① 二つの事業内容

ア　多文化共生のまちづくり（在住外国人支援）

イ　グローバル人材育成（国際交流・理解）

  受入れ社会の理解と変容を求める。

②　二つの方法論

ア　市民活動支援

  多くの色々な方と一緒にやっていこうとしている。

イ　情報提供・収集　　　　

５　多文化共生のまちづくり（在住外国人支援）５　多文化共生のまちづくり（在住外国人支援）

(1) 多文化共生を実現する基本施策

  自分の母語で相談できること（人権の保障），日本語の学習支援（日本社会での自

立支援）が基本施策となっている。それ以外の次世代支援や地域共生は，時代に合わ

せて内容が色々と変わっていく。
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①　多文化共生総合相談ワンストップセンター

  法務省から浜松市が受託し，更にＨＩＣＥが浜松市から受託している事業である。

  そもそも多言語生活相談については，かなり前から取り組んでいた。弁護士相談

や行政書士相談，税務相談についても 1990 年代から取り組んでいた。

  今回，法務省からお金が入ることにより，対応言語数が増えたり，遠隔通訳シス

テム（タブレットでテレビ電話通訳）が出来るようになったり，弁護士相談，行政

書士相談が月 1 回から月 2 回に増えたりしている。

  メンタルヘルス相談も非常に特徴的で，ブラジルの大学で心理学を修めたブラジ

ル人の職員 2 人が常駐している。1 人はポルトガル語で予約制のカウンセリングを

している。もう 1 人の日本語も話せる方は，精神病院や発達支援機関からの依頼で

同行通訳をしている（子どもの発達相談も多い）。常駐職員がメンタルヘルス相談

に対応しているのは全国でも浜松市だけである。また，これは，浜松市の精神保健

福祉センターからの委託事業となっている。

  2020 年 4 月からは，外国人雇用サポートデスクも，浜松市産業総務課からの委

託事業として始まった。ＨＩＣＥとして無料職業紹介の資格を 2020 年に取得し，

実際の仕事のマッチングをしていくということで，3 人の相談員が外国人の雇用を

サポートしたり，企業のニーズに応えたりしている。

  在留資格相談は入管との連携で週 1 回している。リーマンショックの後，入管の

ワンストップ相談センターとして始まったものである。

  弁護士相談や行政書士相談，税務相談は，それぞれ弁護士会や行政書士会，税理

士会と連携して実施している。当初は委託事業ではなくＨＩＣＥの独自事業だった

ので，担当弁護士にも（行政書士にも）3 時間で 5000 円しか報酬を支払えていなかっ

た。そのような時期が非常に長かったが，法テラスの指定相談場所にしてもらった

ことで，担当弁護士にきちんと収入が入るようになった。ただし，法テラスの指定

相談場所としての相談になっているので，法テラスから相談料が出ないケース（同

じケースで相談回数が 3 回を超えている，そもそも法律相談ではない等）について

は，ＨＩＣＥから相談料を支払うようにしている（2019 年度から「多文化共生総

合相談ワンストップセンター」の業務の一つになったので，ようやく国・浜松市・

ＨＩＣＥから担当弁護士に一定額の報酬を支払えるようになった）。

  ここ何年かは，ソーシャルワークが求められる場合が非常に多い。この窓口で 1

回だけの相談では解決せず，職員が一緒に銀行や社会福祉協議会に行ったりするな

ど，色々なところに同行しながらある程度の解決まで寄り添うケースが増えており，

そのような支援が重要だと感じている。　　　　

②　ソーシャルワーク研修（日本語で・外国人リーダー向け）

  主に日本語のできる外国人のリーダー的な方に対し，日本の制度について日本語

で研修するもの。時代によって内容は変わるが，防災や法律，相談通訳の研修など。

③　コミュニティ・エンパワメント（各国語で・一般向け）

  一般の外国人に対し，通訳をつけて研修するもの。コミュニティのニーズに応じ

たセミナー等を行っている。

  2019 年度から，ブラジル人対象セミナー「高齢化に備える」を年 1 回開催して
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いる。65 歳以上のブラジル人住民は約 800 人いるが，年金，介護保険，高齢者向

け施設等についてほとんど理解できておらず，年金額が低いことにショックを受け

る人も多い。

④　日本語学習支援（浜松市外国人学習支援センター）

  主として，浜松市外国人学習支援センターで実施している。現在は，文化庁の委

託事業として市内全域で展開し始めている。日本語を教えるボランティアの養成講

座もやっている。ここでは学習支援もできるような人材を養成しており，小学校や

地域協働センターに人を送っている。

  その他，教育委員会と連携して教職員向けの多文化共生講座を実施している。

  また，外国人向けの地域日本語学習支援をＮＰＯ等と連携して実施している。

⑤　次世代支援（浜松市外国人学習支援センター）

  子どもの支援であり，不就学ゼロ作戦（前述）や，就学前の子のための就学支援

教室，外国人学校にスクールカウンセラーを派遣する事業などしている。

⑥　外国にルーツを持つ高校生へのキャリア支援研修

  定時制高校に進む外国ルーツの子が非常に多いが，定時制高校を出た後の就職を

どうするかという問題がある。というのは，もともと定時制高校は仕事をしながら

夜に学校に通うという建前になっているので，定時制高校の場合，実際には必要で

も就職支援の仕組みが整っていない。

  外国にルーツを持つ若者グループ「ＣＯＬＯＲＳ」（カラーズ）のメンバーが定

時制高校に出向いて将来を考えるワークショップをしたり，正社員とアルバイトの

違い（生涯賃金の違いや，ボーナスや社会保障の有無など）について説明したりし

ている。しかし，親世代がなかなか理解してくれなくて学校のキャリア支援がうま

くいかないこともあり，苦戦している。

⑦　就学前の子どもと保護者の子育て支援事業

  浜松市にはブラジル人の託児所もあるので，そのようなところに出かけていって，

日本の保育園のやり方を伝えたりしている。また，ブラジル人保護者への啓発活動

として，ブラジルで凄く人気のある漫画（モニカというキャラクター）を書いてい

る会社と社会貢献事業として連携し，日本の中で子どものしつけ等をどうやってい

くのか，分かりやすく伝える漫画本を作成・発行した（2019 年）。

⑧　防災・災害時多言語支援

  災害時にはＨＩＣＥが多言語支援センターとして機能することになっている（浜

松市と協定を結んでいる）ので，災害時に多言語支援をするボランティアの養成講

座を年 3 回している（2015 年～）。主として日本語のできる外国人の方に参加して

いただき，自分の身を守ることや，体を温める毛布など色々なグッズを用意するこ

となどを覚えてもらっている。また，自治会役員と一緒に避難所を実際に運営して

いく訓練（ＨＵＧ訓練）をゲームみたいな形でやったり，地図上で災害にどうやっ

て備えていくかという訓練（ＤＩＧ訓練）をやったりしている。例えば，家庭内Ｄ

ＩＧというのは，家の中で家具がどこにどういう風に置かれているかを確認しなが

ら，家具を固定しなければならないということを学んでいく訓練である。その他，

ＡＥＤ訓練等もある。　　　　　　　
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６　グローバル人材育成（国際交流・理解）６　グローバル人材育成（国際交流・理解）

受入れ社会の方の国際交流・理解を進める活動を行っている。

受入れ社会の理解と変容を求める。

日本社会がいかに外国人を受け入れ，日本社会そのものも変わっていけるか。

そのような発想を持ちながら，外国人と一緒に新しい社会をつくっていく対応・体制に

変わっていくことが非常に大事である。

(1) 地域共生推進

  自治会レベルでの地域の支援をしている。

  なお，浜松市は自治会への加入率が非常に高く（政令市では全国 1 位），自治会活

動も活発だが，人口の少ない地域では自治会費が 1 万円を超えるところもあり，新型

コロナの影響等で自治会費を支払えない外国人も出てきている。

①　自治会への回覧文翻訳

  地域で草取りや集金，お祭りや防災訓練などを回覧文で連絡する際，各国語にし

たいという要望があれば，翻訳の手伝いをしている。　　　　

②　課題解決協力（騒音・自治会運営）

  騒音など地域の問題解決に協力している。例えば，毎年 5 月～ 11 月くらいまで

毎週のように週末にバーベキューがされており，夜中まで音がうるさく，注意して

もなかなかうまくいかないなど。ＨＩＣＥの職員が一緒に出かけて行って話をする。

その際，ただ一方的に自治会の要望を伝えるのではなく，外国人側の目線で何か困っ

ていることがないか事情も聴きながら，自分たちのためにも地域でうまくやってい

くためには，こういう風にやった方がいいよねと話を持って行く。最近は出動回数

も多く，なかなか苦戦している。

(2) 多様性を生かしたまちづくり

  毎年 10 月を「多文化共生ＭＯＮＴＨ」と設定している。一般市民が手に取りやす

い広報媒体（フリーペーパー）に啓発の特集記事を書いてもらっている。

(3) 国際理解教育推進

  市民グループと一緒に年 4 回セミナーを開催している。また，色々な学校や大学に

講師を派遣したり訪問したりしている。凄いと思うのは，浜松医科大学や浜松市立看

護専門学校で「多文化共生論」が正規科目として提供されていること。

(4) 多文化交流

  色々なイベントをしているが，今年度は新型コロナの影響で残念ながらクッキング

は全て中止され，グローバルフェア（世界の料理，ワールドマーケット，ステージ，

国際理解ワークショップなど）も縮小してオンライン開催しており，非常に難しくなっ

ている。

７　市民活動支援７　市民活動支援

(1) ボランティアバンク（六つの分野）

  通訳・翻訳，出前講師，ホームステイ，日本語教師，情報提供，イベント

(2) 多文化共生・国際交流助成金

  助成金を色々な団体に出している。外国人グループにも助成金を出しており，手厚
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く書き方や申請の仕方も支援している。今回のコロナ禍に際し，リーマンショック時

の経験を踏まえ，各国語に翻訳した申請用紙（緊急小口資金，総合支援資金等）を社

協に予め提供したりもしている。

８　情報提供・収集８　情報提供・収集

中国人を除くと情報提供には（年齢に関係なく）フェイスブックが有効だと感じており，

外国人向けにはフェイスブックで重点的に広報している。紙媒体のＨＩＣＥニュースもあ

るが，日本人向けと整理している。

９　ＨＩＣＥが目指していること９　ＨＩＣＥが目指していること

(1) 多文化共生のまちづくり

  「多文化共生」を浜松のブランドとしたい。

(2) 世界のＨＡＭＡＭＡＴＳＵ

  「浜松からより良い世界をつくる」という攻めの姿勢でやりたいが，新型コロナの

影響で色々とストップしている。

第３　浜松市天竜区佐久間協働センター，佐久間地区自治会連合会，社会福祉法人第３　浜松市天竜区佐久間協働センター，佐久間地区自治会連合会，社会福祉法人

浜松市社会福祉協議会天竜地区センター佐久間事務所（合同による聴き取り）浜松市社会福祉協議会天竜地区センター佐久間事務所（合同による聴き取り）

【聴取日時】2021 年 1 月 22 日 9 時 30 分～ 11 時 10 分

【概要】

中山間地域にある佐久間においては，住民の高齢化・過疎化による産業の低下が著しい。

地域では，共助自助意識がもとより強く，ＮＰＯタクシー等地域交通の開発や自治会活

動等により，どうにかしようと尽力している。

市町村合併により，地域の協働センターが本庁舎の意向を必ずしも把握していないとい

う問題がある。

その他には，合併後も社会福祉協議会や自治会等の尽力もあって従前同様のサービスが

維持されていること，合併による財政の安定という利点もあることから，協働センター，社

会福祉協議会，自治体としては合併について，積極的に評価するとの言葉はないものの，格

別の不満は生じていない。

【聴取内容】

１　旧佐久間町域における地域経済の現状１　旧佐久間町域における地域経済の現状

(1) 旧佐久間町の立地

  旧佐久間町域は，天竜川沿いの山間地にあり，現在人口が 3000 人程度の地域である。

鉄道や高速自動車道を通れば都市部との往復は容易である（例えば，名古屋市域まで

は 90 分程度である）。住民の高齢化が進んでおり，域内の生産年齢人口の流出が激し

い。

(2) 産業

  現在の主要産業は農林業である。しかし，高齢化による離農が進んでおり，林業従
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事者の子らが後を継がずに豊橋・浜松地区に転出しているため，農林業従事者は減少

している。

(3) 小売業・商店の状況

  小売業（スーパー・食品店・ガソリンスタンド等）も高齢化，また後継者の不足が

問題になっている。さらに，域内人口の減少により，消費量（すなわち購買量）も減

少している。その結果，旧佐久間町域内小売店の閉店が続いている。

  具体例として，佐久間町域内の飲食店は，合併当時（2005 年）は 28 店舗ほどあっ

たが，現在も飲食店として登録されているのは 14 店舗に減少しており，しかもその

中で実際に経営しているのは各地区に数店舗になっている。同じくガソリンスタンド

は，法改正による必要設備拡大を契機に撤退が相次ぎ，6 店舗から 3 店舗に減少して

いる。

  なお，いわゆる大手コンビニエンスストアチェーンが旧佐久間町域に出店したこと

はない。

(4) 金融サービスの提供状況

  合併による影響はともかく，金融機関によるサービスの低下も著しい。例えば，遠

州中央農業協同組合（いわゆるＪＡ遠州中央）の支店が 5 支店から 2 支店になった。

浜松いわた信用金庫やＪＡ遠州中央では，過疎化が進む山間部地域の利用者の利便性

を確保するため，例えば佐久間地域では週 2 日半日程度，移動店舗による営業を行っ

ている。ゆうちょ銀行はサービスに目に見えた変化はない。

２　住民生活の特徴２　住民生活の特徴

(1) 高齢者の増加やそれによる弊害

  高齢者の生活状況について，子ども世帯の転出が進んでおり，高齢独居が増加して

いる印象である。

  さらに，旧佐久間町域において，上記のとおり，小売店の閉店が続いている。自ら

乗用車に乗れる者は，沿岸部豊橋浜松地域に出て行って買い物をしている。しかし，

それができない者（典型的には独居高齢世帯）は，バス減便その他公共交通の途絶に

より，買い物に難儀している。

(2) 地域住民の語る佐久間町域の地域コミュニティの特色

  地域柄としては，地域における共同体意識は強く，親族間・地域住民間に於て助け

合わなければならないという思いは強い（と思う）。他方，そのような地域柄故，独

居高齢者は周囲に迷惑をかけたくないという意識が強く，困難状況にあることを外に

訴えないことが多い。

(3) 感染症流布による影響

  前項記載のとおり独居高齢者について遠方居住の親族が定期的に見守り・支援をし

ていた例が多かったが，2020 年以降の特色として，コロナ禍によりその頻度が低下

したり途絶えたりしている例があり，自治会・社会福祉協議会とも，注意している。

３　公共交通にかかる現状３　公共交通にかかる現状

(1) 旧佐久間町域内にある公共交通
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  旧佐久間町内移動に関しては，主要交通機関はバスとタクシーである。

  バスは，佐久間ふれあいバスと言われる自主運行バスである。特定の曜日にだけ運

行される，いわゆる通常の路線バスである。ただし，利用率の低い地域では，前日ま

でに利用予約がある場合にのみ運行されるデマンド運行をしている。

  タクシーは，ＮＰＯ法人がんばらまいか佐久間が運行するタクシーがある。利用時

間の制限があるものの，通常のタクシー運賃の半額で利用できる。

  いずれも，佐久間町域内において，自動車を自力で運転できず親族の助力も得られ

ない高齢者にとって，病院との往復や買い物のために必要不可欠な手段となっている。

  旧佐久間町域から域外に出るためには，ＪＲ飯田線や遠州鉄道バスがある。ただし，

ＪＲは各方面 2 時間に 1 本程度であり，遠州鉄道バスは減便・路線縮小が続いている。

(2) 佐久間ふれあいバス

  佐久間ふれあいバスは，旧佐久間町において「医療対策バス」と言われたバスを改

編したものであり，もとより集落と病院を結ぶものだった。現在も，佐久間ふれあい

バスは，全便，集落と浜松市国民健康保険佐久間病院を結んでいる。集落側のバス停

は，集会所や市の施設等に設けられている。

  佐久間ふれあいバスは，旧佐久間町域各地とも，運行日には各地と病院の間を 2 ～

4 往復，9 時台に病院に到着する便及びその戻り便，昼頃病院に到着する便，15 時頃

病院を発つ便が運行される。これは，午前診療，午後診療のための往復や，帰り際に

買い物をしたりすることを想定されている。

  佐久間ふれあいバスに対しては，増便の要望や，デマンド型運行により予約しなけ

ればならない手間の問題，予約方法の周知の問題等がある。社会福祉協議会や自治会，

親族等が周知，支援する方法でしのいでいる。

(3) がんばらまいか佐久間

  がんばらまいか佐久間に対しては，夜間の利用や利用料低下への要望がある。しか

し，人件費等の諸経費がかかることや，一般タクシー会社である有限会社水窪タクシー

とのバランス等，諸事情を考慮せざるを得ないことは利用者もわかっており，利用者

から目に見える不満は出てこない。

(4) 旧佐久間町域と域外の移動手段

  旧佐久間町域と域外の移動は，自ら自動車が運行できる人については格別の問題が

ないが，交通弱者にとっては大変である。例えば，浜松医科大学病院や北区等の遠方

の病院にいく際，場合によっては宿泊を伴わなければならない事態もありうる。

  旧佐久間町地域においては，地域間・親族間の互助意識が強いので，助け合いによっ

て補っている。

  今後，更に遠州バス路線の短縮や減便が続くと，より懸念が強まる可能性がある。

４　産業４　産業

(1) 佐久間でとられている地域産業である林業の活性化策

  林業が主要産業である。

  地元産業の活性化のため，森林組合も若者が来るように呼び掛ける等，努力はして

いる。また，浜松市（産業部林業振興課）は，県等と協働して，域内の森林管理にお
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いて国際組織 Forest Stewardship Council( 森林管理協議会 ) による「環境保全の点

から見ても適切で，社会的な利益にかない，経済的にも継続可能な森林管理」を達成

している旨のＦＳＣ森林認証を取得した。これによって，地域林業をブランド化する

よう，支援している。しかし，目に見えた活性化の見通しは立てられていない。

(2) 林業衰退への地域の危機感と対応

  生産年齢層の流出による過疎化・高齢化の進行や，産業の停滞・商店の撤退による

地域の活力喪失について，危機感はある。

  例えば，自治会長から見て，市町村合併によって「佐久間町」という自治体が失わ

れ，「地域が過疎化している」という意識や危機感が失われているように思われるが，

高齢化や産業停滞は着実に進行しており，将来，独居高齢世帯がさらに増加し，近隣

世帯も高齢であることから互いの支援も行き届かなくなるのではないか等，高齢化・

過疎化進行への不安感が強い。

  ただし，そのためには生産年齢人口の引き留め，呼び寄せが重要であるとは分かっ

ているが，他の出席者の意見などに照らすと，それを覆す産業や地域的魅力を創出で

きておらず，「仕事がないから若者を引き留めたり呼び寄せたりすることもできない」

という諦観の意見も見られた。

５　地域活動５　地域活動

(1) 旧佐久間町域の自治会活動

  旧佐久間町域での自治会活動は活発であると思う。自治会連合の会長は，自治会は

地域住民の相互扶助，親睦，安心安全な地域生活の要と考えている。実際に，住民の

地域社会への参加意識も強く，かつ，地縁意識も強く，住民のほぼ全員が自治会に参

加している。

(2) 旧佐久間町域の自治会活動維持への不安感

  自治会の課題も住民の高齢化である。このままでは，役員の捻出すら困難になる。

  また，自治会の必要不可欠の役割として，草刈等の管理維持や防災活動があるが，

高齢者ばかりではそのような活動も維持できない。

  現状において，浜松市市町村合併（2005 年）以降，そのような高齢化による活動

困難等の理由により，四つの自治会が合併した。現状において，自治会の消滅や合併

により，従前の自治会活動ができなくなったり住民サービスが低下したという事態は

生じていない。

(3) 浜松市役所の地域サービスの提供

  市役所としての住民サービスは「協働センター」と呼ばれる施設で担っている。こ

れは，イメージは市役所の出張所である。旧佐久間町域では佐久間協働センターがあ

り，職員は 30 人程度いる。この職員のうち，半数程度は旧佐久間町域の住民であり，

半数程度は他区域住民である。旧佐久間町役場に比べ，域外職員が住所や住民に関す

る情報の把握が不十分であるという不都合はあるが，目に見える支障はない。

(4) 旧佐久間町域の社会福祉協議会の活動

①　旧佐久間町域で活動する社会福祉協議会

  社会福祉協議会は，浜松市社会福祉協議会佐久間事務所（法人）や佐久間地区社
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会福祉協議会（自主組織）が活動している。

②　社会福祉協議会の活動方針及び具体的活動

  社会福祉協議会や自治会等は，独居高齢者が孤立して，生活・健康上の問題が生

じていたにもかかわらずそれを把握できなかったという事態が生じることを恐れて

いる。そのため，高齢者の現状の把握の機会を確保するように努めている。

  例えば，佐久間地区社会福祉協議会では，旧佐久間町域内 5 地区で月 1 回，地区

集会所に高齢者が集まり親睦するお食事サロンを開催している。

  さらに，月 1 ～ 2 回，10 か所程度の部落（集落）単位で集まり，ゲーム等の活

性化活動をしている。

  また，25 世帯程度に，さわやかランチと言われる火曜日・水曜日の配食サービ

スを実施している。これは，ボランティアが食事を作り，ボランティアが配達する

というものである。その食事の配達を通じて，対象者の顔や暮らしぶりを見て状況

を把握している。利用実績は 1 年間で 78 回 841 人（延べ）である。あくまでも交通・

社会的弱者の支援施策であり，徒に利用実績を増やせばいいとは考えていないが必

要な施策と考えている。

  そのほか，社会福祉協議会は生活困窮者自立支援事業や緊急貸付事業の事業主体

であるが，実際には福祉医療と連携した個別対応という形で同様の役割を果たして

いるし，緊急貸付事例も天竜区域内で 1 件しかない。

③ 実際の活動の具体的な支障や今後の活動方針

ア　ボランティア確保の問題

  ボランティアの確保の問題について，民生委員等を通じて人づてにやっており，

現状は募集に難儀をしていない。協働センターの職員は勤務時間内になってしま

うので参加していないが，土日に自治会内ボランティアとして関わったりしてお

り，市役所と社会福祉協議会事業の連携も取れていると思う。

イ　困窮者発見の努力について

  自治会は，回覧板を回す際や，自治会長により 2 年ごと（任期ごと）に「世帯

票」と呼ばれる世帯ごとの情報を得て，高齢者の存否，身体の要介護状況等を把

握するように努めている。これらの情報を社会福祉協議会とも連携し，把握に努

めている。

  生活支援について，「だ和いねっと」というネットワークを構想中である。こ

れは，市役所，社会福祉協議会，企業，民生委員等が連携・協力して高齢者を見

守ろうとするネットワークであり，72 団体が参加する構想である。

  市役所から独居高齢者等の情報がおりてくるという制度はない。ただし，協働

センター・社会福祉協議会が入っている施設内に保健センターも入っており，そ

の保健師から誘導されて社会福祉協議会等につながることはある。

(5) 社会福祉協議会・自治会連合から市役所への要望・不満

①　情報伝達における自治会連合への過大負担

  浜松市の行政体制において，地域住民の意向の吸い上げや広報事項の周知は自治

会に丸投げされており，地域の市役所協働センターは必ずしもその市の意向や広報

事項を把握していない。このことについて，自治会連合の代表としては不満を思っ
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ている。

  例えば，住民への周知を市役所協働センターが動かず自治会に丸投げした例とし

て，現在，旧佐久間町域と浜松市街地を結ぶ国道 152 号線が大雨により寸断されて

いる。数か月にわたる全面通行止めの実施やう回路等について，浜松市役所本庁舎

からは，自治会連合会長に連絡が来て，各自治会長に連絡すること，各自治会長か

ら各住民に伝える事の依頼が来た。これについて，地域住民にとってもっとも近い

行政組織である協働センターには情報もおりておらず，何もしてもらえない。

  また，逆に住民の意向を吸い上げるに当たり，自治会に丸投げして協働センター

が理解していない例として，浜松市エネルギー政策課（本庁）は，環境に配慮した

発電手法として，浜松市木質バイオマスの導入可能性を調査しているが，それに住

民参加させるべく，自治会連合会長が呼ばれて，浜松市本庁舎の職員が説明してい

る。しかし，この内容や状況は協働センターには伝わっていない。そのため，個別

の住民が，詳しい説明を聞きたいと思ったり，意見を具申しようと思っても，市役

所本庁舎までいかないと具体的な話ができない。

  このほか，国土交通省が主導的に行っている，旧佐久間地域のダム（佐久間ダム）

蓄積土砂を，天竜川河口（中田島）に向けて流すという事業があるが，これがどう

なったかという点についても協働センターは何も把握していない。

  このように，協働センターが住民との関係でどのような意向でどのようなことを

しようとしているのかを把握していない。そして，その住民への周知や住民の意向

吸い上げという負担は，自治会長個人への負担として負わされている。

②　国の共助互助自助への意見について

  自治会からは，前記の不満はあるものの，国の「共助互助自助」への委託の文脈

（すなわち，生活困窮者を地域で支えろという圧力）自体に関する地域の抵抗感は

小さい。

  繰り返しだが，旧佐久間地域ではもとより共助意識が強いので，地域で支えろと

言われても，抵抗感はもとよりなく，地域の担い手不足についてもそれも地域でど

うにかしなければならないという意識である。

６　合併に対する地域住民の評価６　合併に対する地域住民の評価

(1) 合併に対する地域からの積極的な評価

①　消防署の開設

  地域住民として，合併による利点としては，常設消防署ができたことが挙げられ

る。合併前までは消防団しかなかったが，浜松市消防局天竜消防署佐久間出張所と

いう常設消防署が開設された。

  なお，地域住民としては，これが厳密な意味で「合併が理由に常設された」とい

えるかは検証が必要だと考えている。しかし，合併協議の中で，町村部が消防を協

働しようという話が出て，さらに（旧）浜松市が消防署員の養成を担うことが可能

ということになり，常設消防署の開設につながったので，実態としては，旧佐久間

町のままでは常設消防署を設置できなかったと思っており，地域住民としては合併

による利点と考えている。
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②　体感としての財政安定

  そのほか，合併のメリットとしては，旧佐久間町に比べて財政が安定したという

体感がある。例えば，2004 年当時の町の予算収入のうち安定的な財源としては佐

久間ダムの固定資産税があった。しかし，この予算は減価償却により毎年減収する。

そして，人口も減少が予想され，実際に合併当時に比べ現在は半数程度であり，就

労可能年齢層は少ない。他方，浜松市国民健康保険佐久間病院の維持には毎年 1 億

5000 万から 2 億円の支出を要すると考えていた。そうすると，旧佐久間町単独で

は病院を維持することは困難だったと思うし，仮に病院を維持するのであれば何ら

かのインフラを犠牲にせざるを得なかったと思う。

  しかし今，病院は存続されており，公共上下水道は維持できている。農林道・町

道のいずれも維持できている。このような財政的基盤を維持できたことに満足して

いる。

(2) 合併に対する地域からの消極的な評価

①　顔の見える行政がなくなったこと

  デメリットは，役所（合併前の町役場，合併後の協働センター）に地元の職員が

少なくなったので，互いの顔や名前が分かっていないことや，職員ごとの役割分担

が厳密になったことで，対応に難儀したりはすることである（なお，「役割分担が

厳密になった」とは，旧町役場においては町の職員であれば誰に何を聞いても取り

次いでもらえたが，今はそれは難しいということである。）。

②　社会福祉協議会の再編と人員減少

  社会福祉協議会もまた，合併によって，佐久間町社会福祉協議会が解散になり浜

松市社会福祉協議会に吸収された。その際，合併前は旧佐久間町には常勤 3 人の職

員がいたが，現状では常勤 1 人，非常勤（水窪との兼任）1 人と減員になった。こ

れにより，社会福祉協議会から地域に出向くことが難しくなっており，生活課題や

福祉課題を拾うのが大変になっている。

(3) 合併による社会福祉協議会や自治会への影響の有無・程度に関する雑感

  率直なところとして，合併による変化は，積極的にも消極的にも，さほど生じてい

ない。例えば，社会福祉協議会や自治会にとって，合併によって重大な変化は生じて

いない。とりわけ社会福祉協議会について，佐久間保健センター，佐久間協働センター

と併設されており，実情として互いに顔の見える支援ができている。そのため，組織

を越えた支援は合併前もできていたし合併後も可能である。

  議員の数について，現浜松市において，旧佐久間町域から選出された市議会議員は

いない。しかし，市議会議員は旧佐久間地域でも政治活動をしており，また旧佐久間

町域として特に市に訴えたい事項があるわけではないため，格別の不都合は感じてい

ない。

  このほか，かつては税金でやりくりできていたが今はボランティアに頼らざるを得

なくなった事態は生じていない。もとより佐久間地域において，地域のことは地域の

者でどうにかしなければならないという意欲が強く，合併による影響はない。
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第４　浜松市国民健康保険佐久間病院第４　浜松市国民健康保険佐久間病院

【聴取日時】2021 年 1 月 22 日 11 時 15 分～ 12 時 15 分

【概要】

佐久間病院は，佐久間町，水窪町の約 5000 人の医療を支える病院である。過疎化の中で

医療収入が大幅に減る一方で，浜松市からの負担金が大幅に増加している。もし，合併し

ていなければ，現在のような負担金を見込むことができず，その場合には，19 床以下の診

療所になっていたと思われる。

【聴取内容】

１　佐久間病院の概要１　佐久間病院の概要

佐久間病院は，主に浜松市天竜区の佐久間町・水窪町の住民に医療を提供している病院

で，静岡県内に 6 か所ある，へき地医療拠点病院の一つである。2 次救急を対応しており，

24 時間の対応をしている。二つの付属診療所（浦川診療所と山香診療所，共に佐久間病院

からの距離が約 7 ㎞で，車で 10 分程度である）があり，そこに医師を派遣しているし，二

つの無医地区での巡回診療も行っている。車で 1 時間程度かけて通院する患者さんもいる。

へき地医療拠点病院とは，2001 年 5 月 16 日付け厚生労働省医政局長通知「へき地保健

医療対策事業について」に基づき県が指定する病院であり，その事業の目的は，へき地診

療所等への代診医等の派遣，へき地医療支援機構の指導・調整の下に各種事業を行い，へ

き地における住民の医療を確保することであり，佐久間病院としては，巡回診療や，へき

地診療所への医師の派遣を行っている。

静岡県内のへき地医療拠点病院は，公益社団法人地域医療振興協会伊豆今井浜病院（河

津町 100 床），医療法人社団健育会西伊豆健育会病院（西伊豆町 98 床），医療法人社団青虎

会フジ虎ノ門整形外科病院（御殿場市），静岡県立総合病院（静岡市葵区 712 床），独立行

政法人国立病院機構天竜病院（浜松市浜北区 328 床），浜松市国民健康保険佐久間病院の六

つである。この六つの病院の中では，佐久間病院が 60 床と病床数が最も少ない。

旧佐久間町と旧水窪町の人口は現在約 5000 人である。5 年前から 20% 減，10 年前から

30% 減であり，人口の減少がかなり厳しい状況にある。佐久間病院以外の医療機関として

は，旧水窪町に民間の二つの診療所があり，旧佐久間には佐久間病院付属の二つの診療所

がある。旧水窪町の診療所の一つは医師が高齢であり，将来的に閉院になる危険性は否定

できない。また，歯科が，旧佐久間町と旧水窪町に一つずつある。佐久間町にも以前は民

間の診療所があったが，20 年以上前に閉鎖されている。

２　佐久間病院の特色２　佐久間病院の特色

(1) プライマリケアの実践

  診療圏内では医療機関が少なく，プライマリケアの多くを佐久間病院が担当してお

り，診療科に関わらず，総合的な全人的医療を目指している。広い地域をカバーする

ため，2 か所の附属診療所で地区ごとのニーズに合わせた診療を行っている。

(2) へき地医療の確保

  静岡県からへき地医療拠点病院の指定を受け，無医地区巡回診療を行っている。
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(3) 特徴的な救急医療

  総合医療の一環として，全ての医師がどんな患者さんでも受け入れることのできる

体制をとっている。高度医療を要する疾患に対しては，病病連携の中で病院間転送の

可否を速やかに決定し，ドクターヘリを積極的に活用している。ドクターヘリは，佐

久間病院の近くにある消防署分室のヘリポートに発着する。救急車を手元に置いてお

きたいので，浜松市内の病院に搬送する際には，救急車ではなく，ドクターヘリを使

うことが多い。

  連携先としては，浜松市中心部にある聖隷三方原病院，浜松医療センター，浜松赤

十字病院，浜松医科大学付属病院が多い。これらの病院までは，佐久間病院から 45

～ 60 ㎞の道のりがあり，車で 1 時間から 1 時間半くらいかかる。

(4) 地域住民の負担

  救急で，佐久間病院では対応できない場合には前記 4 院に搬送することになるし，

佐久間病院では対応できないような手術等が必要な場合にも浜松市の中心部の病院を

紹介することになる。それらの病院まで，佐久間病院から車で 1 時間から 1 時間半位

かかる。公共交通機関で行こうとすると，飯田線の佐久間駅から豊橋に出て，新幹線

で浜松駅に向かうことになるが，3 時間位かかるし，実際にそのルートを使う人はま

ずいない。車を使えないとこれらの病院に通院できないのが現状である。

３　佐久間病院の展開３　佐久間病院の展開

1950 年に佐久間診療所として開設され，1962 年に 37 床の佐久間病院となった。1967 年

に 42 床，1982 年に 60 床となり，2004 年に改築をし，ＭＲＩ高額医療機器を導入すると共

に，療養病床を設置など医療提供体制の整備を進めている。現在は，内科，小児科，外科，

整形外科，眼科，精神科，リハビリテーション科の 7 科の診療を行っている。

現在の職員は，医師 3 人，看護師 76 人，薬剤師 2 人，理学療法士 1 人，作業療法士 1 人，

事務職 8 人であり，60 の病床のうち，一般病床が 40 床，療養病床が 20 床である。

４　過疎化の影響４　過疎化の影響

この規模の病院だと 6 人の常勤医が必要で，暫く常勤医師 6 人体制であったが，2016 年

に 2 人の医師が退職し（1 人は整形外科医で今は他県で働いている，1 人は県からの派遣医

師で転勤により他の病院で働いている），現在は 3 人になっている。外来診療の 40% は応援

医師に対応してもらっている。

医師が減ったことで，収入が大幅に減っており，経営的には非常に厳しい。現在も国保

病院との名称になっているが，国保会計ではなく，企業会計となっており，完全な浜松市

立病院である。浜松市から負担金が極めて重要。それで経営が確保されているのが現状で

ある。

通院の患者の半分以上は，マイカーで通勤している。車がない人は，飯田線やふれあい

バスで通院している。車が無ければ，生活が非常に厳しい。ふれあいバスも飯田線も車が

ない人にとっては極めて重要である。

入院患者の平均年齢が86歳を超えている。地域の過疎化と共に高齢化が非常に進んでい

る。
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５　合併の影響５　合併の影響

合併したことにより浜松市の負担金により経営が確保されている。現在の負担金は年間

6 億円程度になっている。

この規模の病院だと年間 12 億円程度の支出がある。医師 6 人体制の頃は，年間 10 億円

以上の医療収入があり，赤字を補てんする負担金は年間 1.5 億～ 2 億円程度であったが，

2016 年に医師が 2 人退職した時に，医療収入は大幅に減少し，負担金が一気に年間 5 億円

程度に増えた。過疎化のため，病床の使用率が低下しており（合併前 90% 以上であったが，

昨年は 70% 台になっている），それも赤字の要因である。

6 億円の負担金をいただけるというのは，大変恵まれた状況である。浜松市の予算の審

議の中で，この 6 億円の負担金が問題という議論にはなっていない。市議会でも，佐久間

病院が浜松市全体にとって重要なものだと理解してもらっていると思われる。

現在の医療収入が年間 6 億円程度であり，本来であれば，6 億円程度の医療収入に合わ

せて規模を小さくすることが避けられなかったと思われる。その場合には，19 床以下の診

療所になり，2 次救急対応もできなくなる。その場合には，2 次救急対応の病院は浜松市の

中心街になる。

将来的には，佐久間病院の病床数の削減もあり得ると思う。そのことは，浜松市の全体

の問題として検討している。

６　スタッフの確保６　スタッフの確保

2012 年から看護師の就学資金の制度を作っている。月 15 万を貸与する制度で，大学の

場合には 4 年間で 720 万円を貸与する。その場合，4 年間佐久間病院で働いてもらえば，返

済を免除する。これまで，その制度で，14 人の看護師を確保した。

看護師の平均年齢は現在 42 歳程度である。就学資金制度で若い看護師が入っている。4

年の年限で退職する人はいるが，6 ～ 7 割の人は残ってくれている。

看護師も職員も，佐久間町に暮らしている人と，それ以外の地域（主に浜松市の中心部）

に暮らしている人がほぼ半々である。

７　その他７　その他

訪問診療の重視は，院長の方針であり，進めている。その一方，通信環境が悪いと訪問

診療が進め難い面もあり，そのことが問題になっている。佐久間地域はまだ光回線が来て

いない。

医療費の支払いが大変な患者さんがいることもある。その患者さんの社会的な状況を把

握しているので，それに応じた対応をしている。

外国人の患者さんは佐久間病院には殆ど来ない。

第５　特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間第５　特定非営利活動法人がんばらまいか佐久間

【訪問日時】2021 年 1 月 22 日 13 時 30 分～ 15 時 00 分

【概要】

ＮＰＯ法人がんばらまいか佐久間は，2005 年 7 月 1 日に設立された。「平成の大合併」

により行政サービスの縮小・空白が生じることが想定されたことに伴い，自分たちででき
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ることは自ら実践し，それぞれの立場でまちづくりに参画していこうという目的のもと設

立された。2020 年 3 月 31 日時点での会員世帯は 1104 世帯であり，会員数は 1954 人である。

これは，同時期における佐久間町の世帯及び人口の約 3 分の 2 に相当する。

過疎地向けの自家用有償旅客運送事業（以下「ＮＰＯタクシー」との呼称を用いる。）や

地域住民向けの飲食店・総菜販売店である「いどばた」，そば作りを通じた地域住民同士の

交流を目的とするそばづくりパートナー事業など各種の事業を行っている。

同法人の会費は1世帯当たり年間1200円である。法人の主な収入源は各種事業の収益や

市からの委託金・補助金である。資産については法人設立時に佐久間町から支援を受けた

1 億円の基金と 3 年分の運営費 1500 万円が元手となっている。

各種事業の収支としては赤字が続いているところであるが，会員たちの努力で赤字幅を

最小限に抑えられている。法人としては，今後はあわび陸上養殖事業や木質バイオマス発

電事業を軌道に乗せ，収益化していくことを目指している。

大規模合併により住民の声が行政に届きにくくなっていると感じており，災害時などの

際に住民の安全を確保できるかについて危惧をしている。

【聴取内容】

１　法人の設立経緯・構成員１　法人の設立経緯・構成員

(1) 法人設立の経緯

  ＮＰＯ法人がんばらまいか佐久間は 2005 年 7 月 1 日に設立された特定非営利活動

法人である。同法人は，「平成の大合併」により行政サービスの縮小・空白が生じる

ことが想定されたことに伴い，自分たちでできることは自ら実践し，それぞれの立場

でまちづくりに参画していこうという目的のもと設立された。「がんばらまいか」は，

そのような「がんばりましょう」の機運の高まりを方言で表したものである。

(2) 法人の財政状況

  会費は 1 世帯当たり年間 1200 円である。また，法人の主な収入源は各種事業の収

益や市からの委託金・補助金である。資産については法人設立時に佐久間町から支援

を受けた 1 億円の基金と 3 年分の運営費 1500 万円が元手となっている。このうち，1

億円の基金については 1000 万円をＮＰＯタクシーに，500 万円を「いどばた」にそ

れぞれ繰り入れ，その余は国債等の運用に充てている。

  運営資金 1500 万円については当初 3 年分の運営費用として交付されたものを 8 年

間かけて使い切った。それ以降の 2013 年度からは基金より赤字分を繰り入れて法人

を運営している。

  2020 年 3 月末現在にて法人が保有している資産は 6520 万円強となっている。

(3) 法人に参加している世帯の属性

  法人における 2020 年 3 月 31 日時点での会員世帯は 1104 世帯であり，会員数は

1954 人である。これは，同時期における佐久間町の世帯及び人口（世帯数：1629 世帯，

人口：3134 人）の約 3 分の 2 に相当する数字である。また，法人の会員数のうち活

動会員は 592 人であり賛助会員は 1362 人となっている。

  法人には佐久間町に定住している人たちの約 3 分の 2 が会員として参加している。
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残りの 3 分の 1 には教職員や警察官，J-POWER（電源開発株式会社）の従業員といっ

た非定住者，あるいは特別養護老人ホームの入所者といった人たちが含まれているの

で，実際には佐久間町で生活している人のほとんどが法人に参加している。

  会員の年齢構成については，正確には把握していないものの，60 代から 80 代が多

く所属している。70 代が最も多い。もともと高齢化率が高く，現役世帯の加入が期

待できない法人であるので年齢構成が高くなる。また，会員の中に外国人はいない。

  会員数は年々減少傾向にあるが，佐久間町における人口減少に伴って自然に減少し

た結果である。佐久間町の人口は年間 100 人から 150 人の割合で減少しているので，

それに伴って会員数も徐々に減少していっている。

(4) 法人への加入者募集の働きかけについて

  現在，組織的に会員募集の活動は行っていない。もともと法人設立時に多くの住民

に参加いただいているので，ＮＰＯタクシー，「いどばた」，そば作りパートナーなど

の事業活動や敬老会といった各種行事の開催を通じて地域から信頼を獲得できるよう

努力している。

２　法人が取り組んでいる事業内容及び現状２　法人が取り組んでいる事業内容及び現状

(1) 事業内容の概要

  ＮＰＯタクシーや地域住民向けの飲食店・総菜販売店である「いどばた」，そば作

りを通じた地域住民同士の交流を目的とするそば作りパートナー事業など各種の事業

を行っている。そして，それらの事業には同法人の活動会員たちが従事している。近

時はあわびの陸上養殖事業や木質バイオマス発電事業などにも取り組んでいる。

(2) ＮＰＯタクシーの取組状況

①　取組の概要

  ＮＰＯタクシーについては，「自分たちでできることは自ら実践する」という法

人設立時の理念に基づいて 2007 年 8 月より運行が開始された事業であり，山間部

における公共交通機関での移動に困難を抱えている地域住民にとっては貴重な移動

手段となっている。運行日は平日の午前 7 時から午後 4 時までであり，運行範囲は

町内全域である。事前予約制を採用しており利用料金は一般のタクシーの約半額と

なっている。

  また，2020 年 9 月 16 日から同年 12 月 18 日までの約 3 か月間，浜松市が推進す

る新交通サービス（MaaS 事業）の実証実験として無料乗車キャンペーンを行った。

この際にはスマートフォンアプリで予約をする必要があったため，高齢者を中心と

する利用者たちが困惑する場面もあったが，丁寧に指導をすることで利用方法を理

解してもらえるようになった。今後もこのような新規の取組には積極的に参加して

いき，併せて，事務のＩＴ化により事務員の負担軽減を進めていこうとしている。

②　利用料金

  タクシー利用料金は一般のタクシー料金の約半額となっているが，これは国の制

度に基づくもので法人の意志によるものではない。

  ＮＰＯタクシーは自家用有償旅客運送事業として国土交通省から許可を受けて

行っている事業であるが，その際に当該料金体系で行わなければならないこととさ
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れている（注：同事業における対価の基準については道路運送法 79 条の 8 及び同

法施行規則 51 条の 15 に根拠がある。国土交通省は，これらの規定における具体的

な対価の水準として，一般乗用旅客自動車運送事業の運賃の 2 分の 1 という目安を

示している。）。

  本来であれば，赤字の事業であることもあり，柔軟に料金を設定したいと考えて

いる。採算を確保するためにも料金設定には裁量をいただきたいところである。

(3) 自主事業の創設

  5 年前より，山間地の産業創出を目的に浜松市の委託事業としてあわびの陸上養殖

事業を始めている。現在は，浜松市から資金援助を得つつ（3 年間で 2700 万円），法

人の自主事業として水槽の購入や稚貝の養育を行っている。

  将来的には貝の販売や人材育成まで目指していきたいと考えているが，夏の暑さで

稚貝が死亡するなど苦戦が続いている。稚貝の育成には 4 年から 5 年ほどかかるので，

収益化には長期的視野に基づいて取り組んでいる。

  また，豊富な森林資源を着目して木質バイオマス発電事業にも取り組み始めている。

こちらについては，浜松市から一部補助金を得ながら計画を策定しているところであ

る。

(4) 事業の従事者

  活動会員の中の有志が事業に従事している。

  ＮＰＯタクシーについては実働が 5 人，「いどばた」については実働が 7，8 人程度

である。「いどばた」については主に女性が活動に従事している。また，あわびの陸

上養殖事業には 8 人が従事しており，事務長が諸事務の支援を行っている。

  活動会員には有償のボランティアという形で事業に参加してもらっている。

  活動会員への報酬については，たとえばＮＰＯタクシーについては 1 日当たり固定

部分 3000 円に売上の半分をインセンティブとして加えた金額をスタッフに支給して

いる。報酬体系の推移について，2007 年（事業開始直後）から 3 年間（2010 年まで）

ほどは現在と同じような報酬体系をとっていた。しかし，当時はタクシー 2 台で事業

を行っていたところ，両者の移動距離によってインセンティブに差が生じ，その調整

のために事務的な負担が増えたため，2011 年頃から報酬額を一律 7000 円の固定額へ

と改定した。しかし，今度は固定された報酬額がスタッフの活動意欲の低下を招き（例

えば終了時刻である午後 4 時近くの予約に難色を示すなど。），人件費が売上額を上回

るという事態を生じさせてしまった。そこで，改めて法人内で熟議した上で，2017

年より従来の報酬体系に戻すことになった。結果的には会員の活動意欲は向上し，ま

た，報酬額も平均すれば 7000 円を超えているので法人としては現在のやり方が効果

的であると考えている。

  事務局も有償ボランティアという形で活動しており，時給 1000 円換算で報酬が支

給されている。理事長も一般事務も報酬額は同額となっている。

(5) 事業の利用者数

  ＮＰＯタクシーについては 2014 年度以降 3000 人弱から 3500 人強で推移している

（2014 年度：3510 人，2015 年度：3624 人，2016 年度 3114 人，2017 年度：2791 人，

2018 年度 2992 人，2019 年度 3352 人）。最高値は 2009 年度の 6998 世帯であったが，
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それ以降は佐久間町の人口が減少していることに伴い利用者数の絶対数も減少傾向に

ある。

  「いどばた」については利用者数の把握はしていない。体感的には 1 日当たり 20 人

から 30 人程度には利用していただけていると思う。飲食だけではなく総菜も提供し

ているため，地域住民からは高評価を得られている。

３　法人に支給されている助成金・補助金３　法人に支給されている助成金・補助金

ＮＰＯタクシーに関しては赤字分の補填として 1 年当たり上限 100 万円の補助を受けて

いる。十分な金額とは言えないが，法人としては地域の足を守るために事業継続の努力を

しているところである。

あわびの陸上養殖については浜松市の都市再生整備計画事業の一環として3年間で2700

万円の交付を受けており，これから事業の強化に取り組もうとしているところである。

木質バイオマス事業については，内閣府が所管する補助金を申請したが，落選したので，

浜松市から 80 万円の補助を受けて具体的な計画作りを進めている（計画策定に必要な費用

の半額を補助してもらい，残り 80 万円は法人にて負担するという形となっている。）。

４　事業に対する将来の展望及び行政に期待する役割４　事業に対する将来の展望及び行政に期待する役割

(1) 事業の収支

  現状は赤字続きであるが，会員達の努力もありよく持ちこたえていると考えている。

  今後はあわびの陸上養殖事業や木質バイオマス事業といった自主事業を軌道に乗せ，

収益化を実現したいと考えている。

(2) 事業を行う際にやりがいを感じること

  ＮＰＯタクシーについては地域住民から助かった，優しくしてくれたという言葉を

いただくとありがたく思う。また，各事業では住民の皆様だけではなく他地域との住

民とも関われているので，交流の広がりができていると感じている。

(3) 「地域おこし協力隊」に対する評価

  活動期間が 3 年間に限られており定着が予定されていないので連携がしづらい。隊

員応募に際しては地域住民・市と隊員の三者間でどのような取組をしていきたいのか

を最初に協議して詰めるという制度設計にする必要があると思う。そうした方が，住

民のニーズに合った取組ができると考える。

(4) 合併のメリット・デメリットとして感じていること

  メリットとしては佐久間病院が維持できたことが挙げられる。同病院が浜松市営と

なったことで中山間地域の住民への医療サービスが厳しいながらもしっかり維持でき

ている。また，下水道設備などの公共インフラの管理を浜松市が行うようになったの

は，佐久間町にとっての負担緩和にとってありがたかったのではないか。

  デメリットは，地域住民と行政との距離ができてしまったことが挙げられる。窓口

サービスレベルでは変化はないかもしれないが，例えば災害に遭った場合に行政と地

域住民の相互連絡があれば住民も安心して生活できるはずである。しかし，今は住民

との意思疎通が少し置き去りになっているので，そうした安心が確保できているのか

疑問をもっている。
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(5) 合併後の議会議員定数削減に対する評価

  佐久間町が属する天竜区に配分されている浜松市議会の議員定数は 3 人である。人

口で割り当てればそのような結果もあり得るのだろうが，この議員数で佐久間町を含

む広い天竜区の住民の意向を吸い上げるのは困難ではないか。

  もともとは区ごとの権限を強化して住民のニーズを吸い上げることも想定されてい

たが，市長が変わったことでそういった方向性がなくなったのは残念であった。新し

く市民の声を聴取する仕組み作りをしてほしい。

(6) 法人から見た行政に期待する役割

  平成の大合併により行政と地域住民との間の距離が離れてしまっていると感じる。

合併前は職員たちが住民のニーズを今よりも的確に把握していた。

  また，近時では改めて行財政改革を行い区の再編を行おうとする議論がなされてい

ることを危惧している。行政改革も大切なのかもしれないが，住民にとって必要なの

かという視点が抜けている。平成の大合併後の際に必要な住民サービスが維持できて

いたかという点について検証がなされないまま，新たな行財政改革を行うというのは

いかがなものか。効率を優先して住民のニーズを犠牲にすることがないよう期待して

いる。

(7) 佐久間というコミュニティ維持のため法人として取り組みたいこと

  木質バイオマス事業に代表されるように，森林資源が豊富であるので，それを利用

して事業を興し，そこに住民が寄り集まって仕事をするということを通じ，憩いの場

を作って地域の元気さを維持・創出していきたい。法人の事業を住民に理解していた

だき，住民に参加していただく，一緒に仕事をするということが大事で，そのことを

通じてコミュニティを維持していきたいと考える。

第６　浜松市天竜区水窪協働センター第６　浜松市天竜区水窪協働センター

【聴取日時】2021 年 1 月 22 日 9 時 30 分～ 10 時 20 分

【概要】

旧水窪町地域の人口は，減少が続き，合併の年の 2005 年は 3368 人，2020 年は 1929 人で

ある。

水窪がある北遠地域では，昭和 30 年代後半から昭和 40 年代にかけて，鉱山の閉山，ダ

ム事業の終了，林業の低迷などにより，若者世代の転出が増加し，社会動態による人口減

少が進んだ。昭和 50 年代に入ると，若者が減った後，残っていた父母，祖父母の世代が高

齢となり，自然動態による人口減少が進んだ。高齢化率は 62% で，多くが 65 歳以上の高齢

者である。合併前からの流れが合併後も続いていると思われる。

合併前は，84 人の職員がおり，全て役場の中で一括して対応していたが，合併後，水窪

協働センターとなり，現在職員数は 39 人まで減少し，市民に直接触れる窓口業務は残った

が，判断，決定の機能は，区役所や浜松市役所本庁に移った。

地方創生推進交付金等の活用も，水窪単独では決定できず，あくまでも市の判断になる

ので，水窪地域の独自施策の実行が難しく，行政が遠くなったかなという声が自治会から

も聞こえる。
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【聴取内容】

１　協働センターの概要１　協働センターの概要

(1) 設置の経緯

  浜松市には，「協働センター」という名前で，第 1 種協働センターと第 2 種協働セ

ンターというものがある。合併前に公民館だった建物が協働センターとなったのが第

2 種であり，水窪協働センターのように，合併前の役場が，総合事務所，地域自主セ

ンターという組織を経て，2012 年度から協働センターになったのが第 1 種である。

第 1 種協働センターでは，「窓口サービス業務」「地域活動サポート業務」に加えて，

防災など，地域の拠点として，旧役場のような役割をもって，地域の拠点としてサー

ビスを提供している。

(2) 旧水窪町役場と協働センターの違い

  水窪町役場の時代には，水道業務や土木業務も含めてすべての業務が役場の中で一

括して行われていたが，浜松市になったことで，縦割りになった。水道は水道部局が

でき，土木は土木の部局ができた。これらの業務については，水窪には支所や分室が

できた。水窪協働センターという組織に残ったのが，地域振興業務，市民の窓口業務，

文化振興等を行う生涯学習業務である。介護については，窓口業務は協働センターで

行い，判断業務については天竜区役所が行っている。

２　合併による職員数と地元職員の割合の変化２　合併による職員数と地元職員の割合の変化

2005 年 7 月 1 日に浜松市に編入合併される前の水窪町役場の職員数は 84 人（町長等の

特別職を除く），合併直後の水窪総合事務所は 78 人，現在は 39 人である。職員数の減少の

主な理由は，総合事務所の時には，まだほとんど旧役場機能（決定機能等）があったが，政

令市を経て現在に至るまでの間に，企画立案・会計等の決定機能が，区役所あるいは本庁

に集約されていった。その関係で，人員が減ってきた。

2005 年当時は，ほとんど地元の職員が残っていた。その後，人事交流により，地元の職

員が都市部へ異動したり，近隣の佐久間地域や都市部の職員が来たりして，現在では水窪

出身職員は半分弱である。

３　水窪地域の急激な人口減少とその原因３　水窪地域の急激な人口減少とその原因

浜松市への編入合併後の水窪地域の人口は 3368 人であったが，その後，2829 人（2010

年 4 月 1 日）→ 2331 人（2015 年 4 月 1 日）→ 1929 人（2020 年 4 月 1 日）と推移し，高齢

化率（2020 年 4 月 1 日）は 62.36% となっている。

このような急激な人口減少の原因については，政令市になってからだけの原因分析だけ

では説明できない。水窪町を含む北遠地域では，昭和 30 年代後半から昭和 40 年代にかけ

て，鉱山の閉山や，ダム事業等の大規模工事の終了，林業の低迷，これらの事由により，仕

事がなくなったことで，働き盛り世代や若者世代の転出が多くなった。この時期，社会動

態による人口減少が続いていた。その後，昭和 50 年代に入ると，若者が減少した後，地域

に残っている父母世代，祖父母世代の高齢化に伴い，今度は自然動態による人口減少が増

えた。合併後の人口の減少は，主に，その流れが続いている状態だと判断している。合併
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による人口減少の歯止めという政策的意識は，当時あまりなかった。合併によってあまり

プラスの効果もなかったし，大きなマイナスの効果もなかったと見ている。

４　地域住民の不満４　地域住民の不満

(1) 住民が「日常生活において不満に思うこと」

  水窪地域は人口の大半（約 8 割）が協働センターの周辺に居住している。大きなスー

パー，食料品店が 2 軒，民間の医院が 2 軒，歯科医院が 2 軒，ＪＡの支店も 1 軒，信

用金庫の支店も 1 軒，この狭い地域の中にあるので，この地域（協働センターの周辺）

については，他の地域に比べれば，「近くに食料品を買うお店がない」「近くに病院や

診療所がない」「近くに金融機関がない」という不満は少ない。ただし，協働センター

周辺以外の地域，中山間地域については，「浜松市中山間地域市民アンケート調査結

果」と同様の状況であろう。

(2) 住民の不満に対して市が行ってきた改善策等

  一つは交通政策である。地域の中心地への足，地域内の商店や病院，ＪＲ駅までの

交通手段として「ふれあいバス」を周辺地域にデマンド運行（使いたいときに連絡し

てもらい運行する）している。また，水窪から浜松市内方面への交通手段として，「自

主運行バス」の北遠本線を遠州鉄道西鹿島駅まで運行している。ふれあいバス・自主

運行バスともに，水窪タクシーという地元の業者に委託している。自主運行バスの所

要時間は 1 時間 30 分で，運賃は最低 200 円，最高 800 円である。

５　医療，福祉の状況５　医療，福祉の状況

(1) 医療提供体制

  水窪地域には民間の医院が 2 軒（1 軒が親子でドクター 2 人，もう 1 軒はドクター

1 人）と民間の歯科医院が 1 軒ある。救急医療に関しては，24 時間受入可能というこ

とで，佐久間病院（水窪地域の中心地からの所要時間約 30 分）を利用するか，ある

いは，民間医院の医師の判断によりドクターヘリで聖隷三方原病院へ搬送する場合も

しばしばある。

(2) 要介護高齢者数及び要介護度の内訳，介護保険事業者

  水窪地域のみの要介護高齢者数及び要介護度の内訳については集計がされていない。

介護保険事業者は，水窪地域内は 1 施設（施設名「みさくぼの里」）で，サービス内

容は，入所，通所，訪問介護である。

６　都市部からの移住者の受け入れに関する施策６　都市部からの移住者の受け入れに関する施策

①移住促進ホームページ「はじめよう，ハマライフ」の運営，② 8 区で行われる移住相

談会への参加，③移住相談窓口の設置と「移住コーディネーター」の待機，④「ウェルカ

ム集落」制度（中山間地域の自治会で，空き家になった家を，譲与あるいは貸与する場合

に，空き家の所有者の方に対する支援と，それをお世話する自治会への支援という形で，支

援金（1 人移住者を招くごとに，10 万円）を用意，⑤「お試し住宅」制度（移住について

しばらく試したい，一度住んでみて，ほんとに自分はこの地域で暮らせるのか試したいと

いう方のために住宅を提供する）がある。
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７　水窪応援団７　水窪応援団

一度人口減少社会に入った中山間地域で，人口減少に歯止めをかけるというのは，とて

も難しい。水窪協働センターで，来年度から予算付けしてもらい取り組もうとしているの

が，水窪出身者や水窪とのつながりのある方々で，一緒に地域を盛り立てていこうという

事業が「水窪応援団」である。

８　その他８　その他

合併後は，水窪町のために必要と考えても，区役所や浜松市に提案して認められて初め

てできる環境になった。よく，「行政が少し遠くなった。」という声を聞く。「昔だったら，

役場に言えばすぐにばっとやってくれたのに。」という声である。私たち協働センターに勤

める職員も，浜松市全体のルールは意識しながらも，地域のために必要なことはやってい

きたいという思いで，予算要求や事業付けを地域の方々ととにかく話をして，思いを高め

て，一緒にやっていくんだという思いで取り組んでいる。

第７　地域包括支援センター北遠中央水窪支所第７　地域包括支援センター北遠中央水窪支所

【聴取日時】2021 年 1 月 22 日 10 時 30 分～ 11 時 10 分

【概要】

高齢化率 62% で支える側の高齢化が問題となっている。介護施設は特養のみで要介護 3

以上に限られるため，要介護 2 以下の高齢者は住み慣れた地域の施設に入れない。市独自

の配食サービスは配る側のマンパワー不足で 3 地域のみ実施している。医療は内科と歯科

のみで，眼科・整形外科・精神科は車で 40 分の佐久間病院で週 1，2 回のみ受診可能であ

る。

【聴取内容】

１　社会福祉法人天竜厚生会の概要１　社会福祉法人天竜厚生会の概要

155 施設を運営し，職員数は 2350 人である。

２　支所の運営体制，職員体制，業務内容２　支所の運営体制，職員体制，業務内容

相談支援になるべく地元の職員を配置している。

３　職員構成（年齢，性別，居住地）３　職員構成（年齢，性別，居住地）

遠方からの通勤者はいない。

４　支所の支援対象の高齢者４　支所の支援対象の高齢者

2020 年 10 月 1 日現在，65 歳以上の高齢者 1182 人（うち男性 498 人，女性 684 人），人

口 1898 人で高齢化率は 62.28% になる。

５　在宅福祉サービス５　在宅福祉サービス

ケアマネージャーは佐久間町から訪問している。
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施設は「みさくぼの里」を運営している。特養で要介護 3 以上が対象となる。

配食サービスは市独自事業で，対象は 3 地域のみである。配食できない地域がある。

６　高齢者施設６　高齢者施設

住み慣れた地域に要介護 1・2 の人たちの入れる施設がない。

一番近くのグループホームでも 40 ㎞離れている。

７　医療７　医療

医療機関は内科 2，歯科 1 となっている。

眼科，整形外科，精神科はない。佐久間病院は眼科・整形外科が週 2，精神科は週 1 と

なっている。

佐久間病院へは車で 40 分かかる。

訪問看護は 50 ㎞離れた二俣町から来る。

透析の送迎は 60 ㎞離れた浜北区から車で行う。

８　成年後見人８　成年後見人

後見を考えている人が 2 人いる。来てくれる専門職は司法書士が 1 人である。

第８　社会福祉法人浜松市社会福祉協議会天竜地区センター水窪事務所第８　社会福祉法人浜松市社会福祉協議会天竜地区センター水窪事務所

【聴取日時】2021 年 1 月 22 日 11 時 20 分～ 12 時

【概要】

職員体制は 63 歳の嘱託職員 1 人とパート職員 1 人（週 2 日）である。

住民30人が配達ボランティアに登録している。地域での支えあいは高齢化と人口減少に

より継続が困難であり，行政による支えが必要である。

【聴取内容】

１　運営体制，職員体制１　運営体制，職員体制

旧 5 市町村が対象地域である。水窪事務所職員 1 人とパート職員 1 人（週 2 日）である。

２　地域福祉活動２　地域福祉活動

給食サービスを実施している（4 月 3 回 112 人，5 月中止，6 月 4 回 136 人，7 月 2 回 65

人，9 月 3 週まで夏休み。12 月 2 週まで。以後路面凍結のため冬休み。）。

歳末補助金事業（手紙，靴下，弁当等を配達）を実施し，配達は 30 人のボランティアが

登録している。

世代間交流のため，サロンに助成金を出している（4 回まで）が，コロナで中止になっ

ている。

３　日常生活自立支援事業３　日常生活自立支援事業

認知症 3 人，知的障害 1 人が利用している。
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４　成年後見４　成年後見

市長申立ての場合は後見人候補者を見つけなければならないが，司法書士など専門職が

少なく，探すのは容易ではない。

５　福祉サービス５　福祉サービス

住民の 9 割がセンターの近くに居住している。特養は「みさくぼの里」がある。

担い手が足りない。現状維持できるかどうか。最終的には行政の支えが必要である。

６　医療６　医療

民間の医院のほか，佐久間病院（内科，整形外科，眼科，精神科）を利用している。重

病者は市内（市中心部）へ行く。

７　住民同士の支えあい７　住民同士の支えあい

中山間地域は「向こう 3 軒両隣り」だが，高齢化と人口減少で長く続けることが難しい。

2017 年介護保険法改正で地域で支え合う仕組み，地域でゆるやかな見守りづくりが必要

となっている。

８　職員の採用，確保８　職員の採用，確保

水窪事務所の職員は 63 歳嘱託である。職員探しは難しい。浜松市内から 2 時間，天竜か

らでも 1 時間かかるためである。

９　平成の大合併前後の変化９　平成の大合併前後の変化

2005 年当時は，「クラスター」「一市多制度」の方針だったが，その後，市長が代わり，

「一市一制度」に変わった。住民の不満があるかもしれない。

第９　水窪地区自治会連合会第９　水窪地区自治会連合会

【訪問日時】2021 年 1 月 22 日 13 時 10 分～ 13 時 40 分

【概要】

現在の住民の生活状況としては，雇用，災害対策，交通，医療，介護，医療の分野いず

れも問題を抱えており，問題解消の見通しが立っていない。

住民としては，2005 年の浜松市合併によって，暮らしやすいまちづくりが実現すると期

待していたが，行政の対応が鈍くなる等，逆に，行政との距離が遠くなったという実感が

ある。また，合併後，水窪地区の行政職員が異動となり，家族と共に水窪地域から転出し

たことが，人口や雇用の減少の一因になったと思われる。

住民の少子高齢化・過疎化により，地域の担い手は不足している中，地元高校の存続も

危ぶまれる状況であり，高校が廃止されれば過疎化が更に進むと危惧している。

地域の担い手不足を解消するため，定住人口の維持，道路整備，住民活動の充実が必要

となると考えており，行政に対しては，区や協働センターの人的・財政的な権限の充実や，

中山間地域振興計画の確実な推進，かつての基幹産業である林業を活かしたまちづくりを

希望している。
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【聴取概要】

１　人口１　人口

水窪地区の人口は 1182 人で，65 歳以上が約 62%，15 歳未満が約 3.5% を占めており，少

子高齢化が顕著である。人口は，毎年 3 ～ 4%（100 人前後）減少しており，過疎化が進ん

でいる。

２　自治会の体制・活動２　自治会の体制・活動

水窪地区自治会連合会には，1717 世帯が所属し，13 の自治会により構成されている。各

自治会は，6 人～約 550 人で構成されている。

各自治会では，住民への情報周知，見回り活動，地域防災，伝統文化行事の継承，行政

との連絡調整等，地域住民のコミュニティ維持のための活動を行っている。

高齢化・過疎化によって自治会の担い手が不足しており，役員選出に苦労している。自

治会の運営は，困難な状態となっている。

行政から自治会に対して活動費・会議費等の補助は出ていないが，回覧物の配布が行わ

れる際に委託費が支給されている。

３　水窪地域の生活状況３　水窪地域の生活状況

(1) 雇用

  基幹産業である林業の低迷が続いているほか，商店街の閉店や合併による公務員の

減少により，非常に厳しい状況となっている。現在，三遠南信自動車道（長野県飯田

市山本の中央自動車道を起点として，静岡県浜松市北区引佐町東黒田の新東名高速道

路に至る延長約 100km で計画されている高規格幹線道路）の工事が行われているが，

地域の雇用創出には繋がっていない。

(2) 災害対策

  急峻な地形が多く，避難先の安全が完全に確保されているとは言い難い状況であり，

高齢者の避難誘導にも不安が残る状況である。

(3) 医療

  診療所が 2 件あり一般的な診療は受けられ，救急搬送を要する場合にはドクターヘ

リが利用できるが，ドクターヘリの運行が困難な夜間や雨天時には，救急車で市街地

まで 1 ～ 2 時間かけて搬送せざるを得ない。

(4) 交通

  基幹道路（国道 152 号線），ＪＲ飯田線が，主要な交通インフラとなっているが，

急峻な場所を通っているため，土砂崩れ等による通行止めが度々ある。また，集落が

点在しているため，市道だけでなく林道を生活道路として使用しているが，災害によ

る影響を受けやすく，住民が孤立することが心配されている。その他の交通インフラ

として，集落と市街地を結ぶバス（ふれあいバス），水窪と市街地を結ぶ自主運行バ

スが運行しているが，過疎化により乗車率が減少しているため，便数が減少しており，

今後，廃線となるのではないかと不安視している。

(5) 介護
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  介護施設はあるが，満床で入居待ちの状態となっている。老々介護の世帯も見受け

られ，支援が必要な状態となっている。単身の高齢者世帯も多いため，孤独死も懸念

される。

(6) 教育

  少子化により地元小学校・中学校の生徒が少なくなっており，特に，地元との高校

である静岡県立浜松湖北高等学校佐久間分校は，入学者の減少により，存続さえ危う

い状態となっている。

  静岡県教育委員会の基準で，入学生が 14 人以下となる年が 2 年続くと，入学者の

募集を打ち切ることになっている。

  2019 年 4 月，2020 年 4 月の新入生が 14 人だったため，募集が打ち切られる予定だっ

たが，地元からの強い要望で，2021 年も募集を行うことになった。しかし，2021 年

4 月の入学生が 14 人を下回ると募集を打ち切ることになっているため，移住者の募

集を行っている。

  高校が廃止されれば，高校進学のため，世帯全体で都市部に移転する可能性が高ま

り，過疎化に拍車がかかることになる。

４　2005 年の浜松市合併に対する評価４　2005 年の浜松市合併に対する評価

合併により，浜松市都市部との交流が活性化され，暮らしやすいまちづくりが実現する

と期待する一方，町役場が廃止されるため，地域住民の要望が，行政に届くのかと懸念し

ていた。

合併をした結果，要望を出しても行政の対応が遅くなったり，細かな要望が届かなくなっ

たりする等，行政との距離が遠くなったと実感している。

例えば，林道が生活道路となっているため，災害の影響で使用できなくなった場合，住

民としては，一刻も早い修復を希望して要望を出すが，合併前よりも対応が遅いと感じる

ことがある。

また，合併後は地元出身の職員が少なくなったため，地域の生活状況（地理，林道を生

活道路として利用していること等）が伝わりにくい等，コミュニケーションが取りにくく

なるという支障も生じた。

合併後，異動により行政職員が水窪地区から転出し，それに伴って，その家族も一緒に

転出したことで，子どもが減少した。その結果，人口減少に繋がったのではないかと考え

ている。

５　今後の展望について５　今後の展望について

過疎化により地域の担い手不足を解消するため，定住人口の維持，道路整備，住民活動

の充実が必要となる。

そのために，区や協働センターの人的・財政的な権限の充実，中山間地域振興計画の確

実な推進が必要である。

過去，林業が低迷した時に工場を誘致して雇用を創出したが，南北の距離があり，交通

基盤も脆弱なため上手くいかなかった。

国等に助成して貰い，林業の従事希望者に移住してもらう等して，地域の産業を活かし
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てほしいと思っている。

今後の再編については，地域に密着して，誇りをもち，いきいきと生活できる地域作り

のために，住民の意見を取り入れて欲しいと考えている。

第１０　水窪町森林組合　第１０　水窪町森林組合　

【訪問日時】2021 年 1 月 22 日 13 時 50 分～ 14 時 30 分

【概要】

基幹産業が林業で経済の中心だったが，外材の輸入などによる木材単価の低下等により，

長期にわたる林業の低迷が続いており，技術者の減少，高齢化による経営意欲の減退など

が状況の悪化に拍車をかけており，山林の管理がままならず，山の水源環境の低下，山の

荒廃が進み，放置山林が多くなっている。

特に天竜区は山が多く，山林の維持管理に目が届かなくなっており，合併前は，水窪町

だけで，林業関係の自治体職員は，県と町を合わせると 10 人くらいいたが，今は，2，3

人に減ったので，林道の維持管理も立ち後れている。

林業を活かした地域の活性化のためには，リーダーが必要だが，合併して浜松市になっ

て広域化し，水窪地域には，町長や議員など，活性化を進めるリーダーが不在となり，木

質バイオマスなどの計画もない。

【聴取概要】

１　水窪地域の歴史，特徴１　水窪地域の歴史，特徴

水窪地域は，愛知県，長野県に接する，総面積 2 万 7128 ㏊の広大な山岳地域であり，96%

が森林で，天竜川流域の水源の役割を果たしてきた。

町の中心部が標高 250m，最高峰の中ノ尾根山が 2296m であり，高低差が 2000m ある。

縄文弥生時代から人間が生活しており，戦国時代を経て，大きな集落が形成され，宿場

町とし栄え，1889 年に奥山村，1925 年に水窪町となった。

2005 年 7 月に浜松市となって，2007 年 4 月に政令市になった。

国鉄の飯田線が 1955 年に開通し，1969 年に水窪ダムができ，人口が増加して，1 万人を

超えた。その後，若年層の流出や少子高齢化が進み，現在の人口は 1880 人ほどで，高齢化

率は 62% で，ほとんどが 65 歳以上の高齢者である。

林業の従事者数は 50 人，林道密度が（㏊当たり林道が何 m あるか）14m で，それほど林

道には恵まれていない。

以前は，たくさんの製材工場があったが，今は 2 工場しか残っていない。

素材生産（丸太にして出荷）は，3000 ㎥，出荷額が 3000 万円，1 ㎥ 9000 円から 1 万円

程度である。以前から，全国的に，天竜美林と言われ，有数な林業地帯とされ，スギとヒ

ノキの植林をし，育て，切って，売って生活していた。

人工林率が 78 ～ 80% である。基幹産業が林業で経済の中心だったが，外材の輸入などに

よる木材単価の低下等により，機械化，林道整備，加工の流通体制などに大きな影響が出

て，国産材の競争力の低下，長期にわたる林業の低迷が続いている。
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２　森林組合の状況２　森林組合の状況

正組合員が 1005 人，職員が 9 人，現場技術者が 21 人，再雇用が 6 人，臨時が 4 人となっ

ている。全部で 40 人ほどが森林組合で働いている。内容は，間伐（過密になったスギやヒ

ノキを適切な生育状況にするため伐採する作業のこと），皆伐（森林の樹木を一度に全部採

ること），　植林などが主である。最近では，地積調査，鳥獣対策，森林整備センターなど

の手伝い，国県道関連の委託事業，中部電力等の関連の伐採事業も行っている。地域の特

産物を販売する売店も運営している。

課題は，長期にわたる林業不況に加え，技術者の減少，高齢化による経営意欲の減退な

どがあり，これらが状況の悪化に拍車をかけている。管理がままならず，山の水源環境の

低下，山の荒廃が進んでいる。

50 年から 70 年の木が多くなって，切る時期を迎えているが，材価が安く，切っても経

済的に見合わないので，皆伐はない。

放置山林が多くなっており，相続者が無関心であり，山林を手放したい人が多い。

静岡県は特に，10 数年前から，「森の力再生事業」を進め，15 年目が終わった。20 年計

画なので，あと 5 年が残っている。

今年から，国の施策として森林環境譲与税を進めている。これは，2024 年から住民税納

付者から一人 1000 円を払ってもらうというもので，今，前倒しで始まっており 2 年目にな

る。このお金は，各市町村に入るもので，ここだと浜松市に入り，森林所有者に対する森

林管理意向調査が今年度から始まった。

現実的には，浜松市には，2 億 5000 万円（2020 年，2021 年合計），3 億 3000 万円（2022

年，2023 年合計），2024 年からは 4 億円が森林環境譲与税という交付金の形でもらえるこ

とになる。これを管理されていない山林等に使い，山を整備し，川下には木を使ってもら

うなど，各市町村で考えて事業を推進することになっている。

３　合併の影響３　合併の影響

浜松市は，2007 年 4 月に政令市になった。期待していたが，なかなか細かな事業の整備

について思っている達成度になっていない現状がある。

浜松市は広大な面積があり，人口も 80 万に近いが，特に天竜区は山が多く，山林の維持

管理に目が届かなくなっている。

合併前は，水窪町だけで，林業の関係職員は，県と町を合わせると 10 人くらいいたが，

今は，2，3 人に減ったので，林道の維持管理も立ち後れている。

行政区の再編が叫ばれているが，再編より，出先機関の充実を目指して欲しい。職員の

配置も林業に関係する職員を多く配置して欲しい。

４　森林資源等の状況把握について４　森林資源等の状況把握について

レーザー航測が実施できるまでには至っておらず，ドローンを利用して状況把握ができ

ないか検討している。

５　自治体の役割，取組について５　自治体の役割，取組について

国が始めている森林環境譲与税の活用するため，やっと当地域にも 30 ㏊ほど，森林所有
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者に対する意向調査が今年から始まった。まだ，どういう形で進めるか，はっきりしてい

ないが，30 ㏊の中で間伐を進めたり，手の入っていない森林をどうするか，伐期がきてい

る木の排出をしていったらどうか，などの計画を練っている。

森林環境譲与税と共に森林認証（ＦＳＣ）を浜松市が進めている。森林認証制度とは，適

正に管理された森林から産出した木材などに認証マークを付けることによって，持続可能

な森林の保護を図ろうとする制度であり，浜松市は非常に進んでおり，オリンピック等の

施設で使うことによってＰＲする予定になっている。

育てる林業から，切って，売っていくというスタイルへ，ＦＳＣの推進をしている。

６　付加価値を付ける取組について６　付加価値を付ける取組について

水窪は，副産物として，シイタケ原木の販売を手がけている。シイタケ原木からとれた

生シイタケ，干しシイタケの販売をしている。

水窪路の里で販売しており，シイタケ，わらび，タラの芽なども販売している。

水窪路の里は，30 年前から始めた。始めたころは人口も多かった。4000 万円の売上が

あった。今は人口減少，災害発生等で，今は売上が 2000 万円程度に半減しており，観光客

も減り，思うような成果が出ない。

７　森林バイオマスエネルギーについて７　森林バイオマスエネルギーについて

当地域では，計画はない。

浜松市では，「バイオマスタウン構想」があり，佐久間町で，浜松市の木質バイオマス地

域活性化セミナーがあった。国土縮図型都市ということで，浜松市が計画を練っている。

官民一体となった研究会を立ち上げ，特に，佐久間町では，木質バイオマスの資源活用

による地域活性化事業「夢プロジェクトさくま」の実現に向けて事業を検討している。地

域資源を燃料とした木質バイオマス事業及び発生熱を利用した附帯事業を展開するという

ことで，総合的な地域環境の活用により，持続的な地域社会を目指している。病院，高齢

者施設，農業の温室栽培，野菜工場などを熱利用でできないかが計画されている。

８　ＮＰＯやローカルベンチャー企業との連携について８　ＮＰＯやローカルベンチャー企業との連携について

ＮＰＯの「山に生きる会」がある。20 人で構成され，山の自然保護や，山を通しての交

流活動を行って地域の活性化に寄与する目的で設立された。まちづくりの推進，学術・文

化・芸術・スポーツの振興，環境保全，経済活動の活性化などを進めている。

森林組合と，一部，学校森林教育などで協力している。山に生きる会は，水窪の 100 名

山を作り，ＰＲしながら保全に努めている。

９　高齢化対策９　高齢化対策

(1) 林業従事者の募集について

  森の仕事ガイダンスなどで募集している。主に I ターンの人を対象に，森林組合に

就職した場合に月 1 万 5000 円の住宅手当を 5 年間支給する。緑の雇用事業で，チェー

ンソー・下刈機の講習研修を行ったり，重機の免許を取ってもらったり，木の伐採に

ついての研修講習に参加してもらったりする。
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(2) 林業の後継者（相続者）について

  山林の協会の確認事業や国の事業で行っている地積事業で進めている。山林相続者

の無料相談を行っている。

なお，外国人雇用は特別に進めていない。

１０　林業を活かした地域の活性化について１０　林業を活かした地域の活性化について

林業を活かした地域の活性化のためには，リーダーが必要だと思う。昔は町長がいて，議

員がいた。しかし，合併して浜松市になり，これだけ広範囲になり，進めていくリーダー

が不在となった。

町から離れているので，利便性の問題もあり，人材の問題もあり，採算ベースも考える

必要があると思う。

佐久間での実施を目指している木質バイオマス事業も，難しい問題もあり，例えば，木

質バイオマスの木くずは山の中にたくさんあるが，山から持ってくるのにお金がかかるた

め，やろうとする会社がいくらで買ってくれるかという採算ベースの問題がある。佐久間

の木質バイオマスの考え方は，電気を起こしたり，熱を売るだけでなく，片方で野菜工場

を作る，施設へ熱を繰り込むということと合わせ技で採算が合えば可能かなと思う。

第１１　特定非営利活動法人まちづくりネットワークＷＩＬＬ第１１　特定非営利活動法人まちづくりネットワークＷＩＬＬ

【訪問日時】2021 年 1 月 22 日 14 時 30 分～ 15 時

【概要】

ＮＰＯ法人まちづくりネットワークＷＩＬＬは，婦人会を前身とする特定非営利活動法

人で，「地域への社会貢献のデパート」として地域住民の生活全般を支援する活動をしてお

り，特に，高齢者に対する訪問支援である「よろず助っ人ネット」を中心的な事業と位置

付けて活動している。

「よろず助っ人ネット」は，浜松市の基金（浜松市中山間地域まちづくり事業）を財源

として活動していたが，基金は 2020 年 3 月 31 日に終了となった。そのため財源が不足し

ているが，高齢者支援の必要性が高いことから，利用者の負担を増やして「よろず助っ人

ネット」事業を継続している。

行政は「自助」を求めるが，現実的に社会福祉の分野で儲けを出すのは困難である。し

たがって，行政には，このような実情に目を向け，財政的な支援を実行して欲しい。

また，現在の浜松市は，中央集権的に政策を決定しているため，地域の実情にそぐわな

い政策になっていると感じている。そのため，地域ごとに政策を決定する権利や実行する

ための予算を分配すべきである。

今後，水窪地域のコミュニティを維持するためには，不足している若い人を呼び寄せる

必要があると考えており，学校や子育て支援に関する事業を新たに開始した。

【聴取概要】

１　法人の概要１　法人の概要

(1) 設立の経緯
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  戦後直後に，水窪地区で結成された婦人会を母体としている。

  婦人会の加入者は，一時期 1000 人を超えることもあったが，2003 年頃には百数十

人に減少していた。当時，加入者の減少に伴って，全国的に婦人会が次々に解散して

いっており，水窪地区でも婦人会解散の話題が出ていた。

  しかし，水窪地区の婦人会は，男女共同参画事業だけではなく，「地域への社会貢

献のデパート」として地域住民の生活全般を支援する活動をしており，解散すれば地

域住民への支援が不十分となるため，2011 年にＮＰＯ法人を設立して，婦人会の活

動を引き継がせることになった。

(2) 体制

  婦人会時代には会員数が多くて柔軟な活動ができなかったという教訓をもとに，会

員は，ＮＰＯ法人の認可に最低限必要な 10 人に絞り，それ以上増やさないこととし

ている。

  会員以外に，スタッフを 8 人雇っており（週 4 ～ 5 日出勤），年間 40 ～ 50 人のボ

ランティア（中高生ボランティア含む）が事業を手伝っている。

(3) 拠点

  水窪町内の自立高齢者コミュニティセンターを法人の拠点として利用している。

  スマホ・ＩＴの高齢者への推進支援事業から，会場費・活動費を賄っている。

  2005 年の浜松市合併に伴う再配置計画で潰される予定だったが，小規模な団体が

利用するのに適しており，コミュニティにとって残すべきだと考え，利用することに

した。

(4) 水窪地域のＮＰＯ

  水窪地域には，三つのＮＰＯ法人があり，①山に生きる会が，山に関する事業を，

②こいね水窪が，地域再生，地域の材料を活かした活性化，観光交流人口の増加に関

する事業を，③まちづくりネットワークＷＩＬＬが，社会福祉，教育を利用した地域

の活性化に関する事業を行っている。

２　法人の事業内容２　法人の事業内容

(1) よろず助っ人ネット

  介護保険制度を使えない高齢者，介護保険制度だけでは必要なサービスを賄いきれ

ない高齢者，あるいは，介護保険制度を使うほどではないが山間地域で支援を必要と

している高齢者等に対して，訪問支援（ヘルパーだと制度上対応できない草取りや分

別ごみの整理など）を行っている。地域包括支援センターからも，介護保険制度が利

用できないが支援を必要としている高齢者の紹介を受けている。

  2012 年度の浜松市中山間地域まちづくり事業として採択され，事業期間を 2013 年

4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までの 7 か年として，5220 万円が交付された。

  浜松市中山間地域まちづくり事業は，事業期間終了後もＮＰＯによる自立運営が可

能であることが前提となっており，審査時に，よろず助っ人ネットとは別に，高齢者

と地域の食材を利用して惣菜や菓子を製造・販売する事業を行うことで，よろず助っ

人ネットの事業経費を賄えると説明し，採択を受けたが，総菜や菓子の製造・販売す

る事業の経費を賄うだけで精一杯であり，よろず助っ人ネットの事業費に充てるとこ
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ろまでには至らなかった。

  浜松市中山間地域まちづくり事業の事業期間中は，利用料金を 1 時間 500 円に設定

していたが，同事業の事業期間が終了した現時点（2021 年 1 月 22 日時点）では，財

源が不足しているため，大変心苦しいが，1 時間 1100 円に設定して，実費も利用者

に全額負担して貰っている。

  浜松市中山間地域まちづくり事業の事業期間終了後は，財政的に厳しい状況だが，

法人にとって重要な事業であり，財政不足だからといって，よろず助っ人ネットを終

了することは出来ないと考えている。

  今後は，赤字事業を整理し，他業者の協力を得ながら，経費をかけずに支援できる

方法を模索している。

(2) 放課後子ども教室

  浜松市からの委託事業であり，当初は週 2 回だったが，今年度から毎日実施してい

る。利用料は，平日 200 円，長期休暇中は 300 円に設定している。

  浜松市から，法人に対して，委託費 230 万円が支払われている。

(3) 男女共同参画事業

  浜松市からの委託事業であり，同市から法人に対して，委託費 15 万円が支払われ

ている。

  男女共同参画事業としての独自の事業は行っていないが，全ての事業において，男

女共同参画の視点を取り入れ実施している。

(4) 青少年健全育成事業

  静岡県教育委員会が実施する青少年指導者級別認定事業（青少年指導者としての資

質や専門的な能力を高め，地域の青少年活動に積極的に参加したいと考えている方に

研修機会を提供し，その実績に基づき初級・中級・上級の級位を認定する事業）につ

いて，県から委託を受け実施しており，委託費として 5 万円が支払われている。

(5) スマホ・ＩＴの高齢者への推進支援事業

  2019 年度から，ａｕ代理店である株式会社ＳＴＣの協力を受け，高齢者に向けの

スマートフォン講座やビデオ通話での買い物代行を実験的に実施している。同社から

事業費として 40 万円の出資を受けている。

３　行政に対する要望，今後の展望３　行政に対する要望，今後の展望

(1) 自助の限界

  社会福祉の分野は，困窮者に対する支援の側面があり，儲けを出すのは困難である。

同分野に取り組む方々は，熱い思いを持って取り組んでいるが，儲けが出ない中で，

利用者のために何とか踏ん張っている状態である。

  行政は自助による解決を求めるが，現実的には厳しい。税金は富の再分配と言われ

ているが，実際にはそのとおりりにはなっていない。行政には，このような現状に目

を向け，財政的な支援をするなどして，富の再分配をして欲しい。

(2) 2005 年の浜松市の合併に対する意見

  2005 年の浜松市の合併については，当時，十分に協議した印象がない。

  浜松市は，範囲が広く，都市部，農村，山林があり，日本の縮図と言われるぐらい
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地域の多様性が大きく，地域格差も大きい。しかし，中央集権的なところがあり，都

市部と全く異なる常識で動いているにも関わらず，市が政策決定をしているため，地

域の実情にそぐわない政策となっている。

  地域の実情に合った政策にするためには，地域ごとに政策を決定する権利や実行す

るための予算が必要である。具体的には，協働センターごとに，政策を決定する権利

や予算を分配すれば，もう少し暮らしやすくなると思う。

  また，合併により，町長がいなくなったことで，政策実現のために地域で一つにま

とまることが困難となった。

  今思えば，もし合併するとしても，天竜区くらいの規模でまとまればよかったと思

う。

(3) 今後の展望

  水窪地域のコミュニティを維持するため，不足している若い人を呼び寄せる必要が

ある。そのため，同法人においても，水窪地域が子育てするのに適しているとアピー

ルするため，学校や子育て支援を新たに開始した。
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第６章　上越市第６章　上越市

第１節　調査の概要第１節　調査の概要

第１　調査の趣旨・目的第１　調査の趣旨・目的

全国の各自治体において，人口減少及び地域衰退の現状，地域における医療，介護，子

育ての福祉の危機，不安定化する地方の労働等に関する調査研究を行ってきた。

新潟県上越市では，平成の市町村合併に際し，地域協議会など独自の地域自治組織制度

を創設した。その内容と合併前後の地域の変化について調査し，住民自治，地域における

行政サービス，福祉サービスの在り方の参考としたい。

第２　調査方法第２　調査方法

当初，2021 年 6 月 30 日（水）に新潟県上越市を訪問調査し，同市担当者，安塚地区，大

島地区の方々からお話しを聞く機会を設けていただく予定であったが，コロナ禍のため同

市の訪問調査は実施できなかった。しかし，上越市のご厚意により書面による回答をもっ

て調査とすることができたので，以下に報告する。なお，文中に使用した図表は上越市か

らいただいたものである。

第３　調査報告書作成者（上越市訪問調査参加予定者）第３　調査報告書作成者（上越市訪問調査参加予定者）

　　　猪　股　　　正　（埼玉弁護士会）

　　　中　村　和　雄　（京都弁護士会）

    　舟　木　　　浩　（京都弁護士会）

　　　堺　　　啓　輔　（福井弁護士会）

　　　小　野　順　子　（大阪弁護士会）

    　小　島　延　夫　（東京弁護士会）

　　　村　上　　　晃　（長野県弁護士会）

第２節　調査報告第２節　調査報告

第１　地域自治組織制度の内容，創設の経緯第１　地域自治組織制度の内容，創設の経緯

１　上越市の概要１　上越市の概要

人口： 196,987 人（2015 年）

歴史： 1971年4月，上越地方の経済の中心で文教都市として発展した古くからの城下町・

高田市と直江津港後背の臨海工業都市として発展した直江津市が対等合併して誕

生。2005 年に近隣 13 町村と合併し新生上越市としてスタート。

２　地域自治区の取組２　地域自治区の取組

2005 年，市町村合併において，13 の旧町村の区域に合併の特例として，「地域自治区」

を設置した。背景には，合併に伴い編入町村の首長・議員の失職に伴う，地域住民の不安
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の解消と新しい自治の仕組みづくりの機運があった。各区に「地域協議会」と「総合事務

所」を置いた。

地域協議会は，市長からの諮問事項に対する答申と，自主的審議事項について市長に対

し意見書を提出する。地域協議会委員は，公募公選制に基づき市長が選任する。委員を公

募し，定数を超過した場合は，選任投票を行い，投票結果を尊重して市長が選任する。定

数以下の場合は，応募者から選任し，定数に満たない場合は，委員資格者から市長が選任

する。

総合事務所は，旧町村役場に置かれ，所管する区域内の行政サービスに関する事務と地

域協議会に関する事務を行う。

2009 年には，合併前の上越市の区域にも 15 の地域自治区を設置した。地域自治区の事

務所については，「まちづくりセンター」3 か所を既存の公共施設内に設置し，地域協議会

に関する事務と地域振興に関する事務（地域コミュニティの活動支援，各種団体間のコー

ディネート等）を行う。

地域協議会の運営に対しては市が予算付けを行う他，地域活動支援事業として，地域の

課題解決や活力向上に向け，総額 1 億 8 千万円の地域活動資金を 28 の地域自治区に分配し，

住民の自発的・主体的な地域活動を推進している（2010 年度から実施）。団体等が，主体

的に取り組む事業に対し，市が補助金を交付するものであり，補助金額は，地域自治区ご

との配分額の範囲内で，区ごとに定める。各区の地方協議会ごとに採択方針を決定し，市

が補助金を交付する。2020 年度においては，提案件数 320 件，補助希望額 183,781 千円，採

択件数 311 件，採択額 169,292 千円である。

　　　　　　　　図表 1　地域自治区の仕組み　（調査訪問先提供資料。以下同じ）

第２　合併後の旧町村地域の人口移動第２　合併後の旧町村地域の人口移動

合併直後の 2005 年 3 月末と 2021 年 3 月末の人口を比べると，合併前上越市（134,890 人

→ 128,475 人）では約 5% の減少にとどまるのに対し，牧区（2,763 人→ 1,668 人），安塚区

（3,565 人→ 2,134 人）では約 40% 減少，大島区（2,367 人→ 1,348 人）では約 43% の減少

が見られる。

第３　合併後の旧町村別統計第３　合併後の旧町村別統計

2006 年 10 月 1 日時点と 2016 年 6 月 1 日時点の事業所数を比べると，30% 以上の増加が

ある中郷区（179 所→ 238 所）やほぼ変化がない合併前上越市（7,239 所→ 6,747 所），頚

城区（353 所→ 352 所），大島区（109 所→ 108 所），三和区（244 所→ 238 所）がある一方，

63回人権擁護第3部会.indd   46563回人権擁護第3部会.indd   465 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



466

第２編　資料－国内調査訪問録

板倉区（276 所→ 143 所）は約 48% も減少している。

第４　合併した旧町村地域の行政サービスの変化（医療，介護，小中高等学校の統第４　合併した旧町村地域の行政サービスの変化（医療，介護，小中高等学校の統

廃合等）廃合等）

１　医療，介護等も含むすべての事務事業に関し，合併協議会において，合併後の上越

市で事務事業を適切かつ円滑に執行するため，合併協議会構成市町村が行うすべての事務

事業について，水準の調整が行われた。

２　2203 件に及ぶ事務事業について，建設，農林水産，福祉などの 22 の部会ごとの分

科会・専門部会で協議し，幹事会での調整を経て協議会に提出され承認された。調整方針

としては，原則として合併時に上越市の制度に統一することとし，それができない場合は

「合併後，段階的に上越市の制度に統一する」「合併後，段階的に新制度，新基準を適用す

る」「合併後も地域限定で継続するが，合併後の状況を踏まえて見直す」「合併時に廃止す

る」などの方針がとられた。上越市に事業があって合併時に上越市の制度に統一するとさ

れたものが 1680 件，町村独自の事業だが上越市にも同様の制度があり合併時から上越市の

制度に移行するとされたものが 68 件で，合計 1760 件（約 80.0%）が合併時に上越市の制

度に統一された。

３　調整が困難であったものの一例としては，13 町村で実施されていた「保育所通園費助

成」又は「保育所通園バス運行事業」がある。上越市においては，一切そのような制度を

持っていなかったのに対し，各町村においては保育園児の減少から施設の統合が進められ，

通園バスの運行等が不可欠なサービスになっているという現実があった。これについては，

「合併後 3 年間は現行どおりとし，2008 年度から新制度・新基準を作成し，適用する」と

して，町村の実情を考慮し事業を継続する方向で合意された。

４　小中学校の統廃合については，合併前 16 小学校あったものが，合併後には 8 小学校に

統合された。

第５　市と地域自治区の意見の調整第５　市と地域自治区の意見の調整

１　条例に基づく取扱い１　条例に基づく取扱い

上越市地域自治区の設置に関する条例 7 条によれば，新市建設計画の変更及び市の施策

合に関する重要事項のうち条例に規定する事項を決定または変更しようとする場合は，地

域協議会の意見を聞かなければならないとしている。したがって，上記に該当する場合は，

事前に地域協議会に諮問を行い，答申を受けた後に市の方針を決定している。

２　市の対応２　市の対応

地方自治法及び条例に基づき，上記の場合，市は地域協議会からの意見を勘案し，必要

があると認めるときは，適切な措置を講じている。

具体的な事例としては，2020 年度の高田区：旧今井染物屋の管理の在り方を巡るやりと

りがある。市が同施設の開館時間及び休館日についての案を示して高田区地域議会に諮問

したところ，高田区地域協議会は再検討を求める答申をした。これに対して，市は答申内

容を再検討した上で当初の案を妥当と判断する旨を高田区地域協議会に通知している。こ
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れらのやりとりはいずれも文書で行われている。

第６　創設後 10 年以上を経ての制度面及び運用面における課題と克服方法第６　創設後 10 年以上を経ての制度面及び運用面における課題と克服方法

１　上越市地域協議会の一層の活性化に向けた検証結果報告書（2015 年）１　上越市地域協議会の一層の活性化に向けた検証結果報告書（2015 年）

2012年度に実施した自治基本条例の検証の際,上越市自治基本条例推進市民会議及び市

議会から ,「地域協議会の一層の活性化を図るために必要な検証を行うこと」との意見書

が提出された。

この意見書を受けて , 外部有識者等による上越市地域協議会検証会議が設置されること

になり ,2013 年度から検証作業が始まった。検証会議では , 地域協議会の制度上及び運用

上等の課題の抽出 , 課題の改善策の検討 , その他地域協議会の活性化を図るための検証を

行った。そして ,2015 年 1 月，この検証の結果をまとめた「上越市地域協議会の一層の活

性化に向けた検証結果報告書」が提出された。

制度上の課題としては，①「諮問のあり方」，②「地域協議会の委員資格」，③「委員の

選任方法」が検討されている。このうち , ①「諮問のあり方」では，地域協議会から「答

申がどのように反映されたのか見えにくい」，「結論ありきの諮問が多いと感じている」，「諮

問内容が難しく，分かりにくい」といった意見が寄せられ，これらの意見に対して , 報告

書では ,「自主的審議を経て提出された意見にたいして，市が明確に応答しなければなら

ないことはいうまでもないが，諮問への答申がいかに施策に反映されているかも，明確に

示す必要がある。」，「諮問にかかわる種々の専門用語や概念 , あるいは行政事務にかかる特

殊な（多くの市民にとり , なじみがないという意味での）用語などについては , これらが

地域協議会委員に正確に理解されるように最大限努力することは , 諮問する側のつとめで

ある。」といった考え方が示された。

運用上の課題としては , ①「自主的審議などの活性化策」, ②「地域協議会と住民との

関係」, ③「地域協議会と各種の市民・住民団体との関係」, ④「委員への応募者の増加

策」, ⑤「委員の心構えについて」が検討されている。このうち , ④「委員への応募者の

増加策」では , 地域協議会から ,「若い世代や女性の委員が少ない」という声が多く寄せ

られ , 若者や女性の応募について「年齢・性別による人数枠（クオータ制）を設ける」こ

とや「会議等を夜間に開催するなど , 女性や若者が参加しやすい運営を行う」といった意

見も出された。2012 年 3 月に全市で行われた地域協議会委員の公募では ,28 区の定数 416

人に対し ,305 人の届出（定数の 73.3%）であり , 委員の男女の構成比では , 男性 339 人 ,

女性 77 人で , 女性の割合が 18.5% にとどまっていた。また，年齢構成では , 平均年齢が

62.9 歳となっており ,60 歳以上が全体の 75% を占めていた。このような状況を踏まえ，報

告書では , 一般の市民には地域協議会の存在が見えづらく , 地域協議会の目的や必要性を

理解してもらうには難しい面があり , そのことが応募者の増加を阻んでいる大きな要因で

あるとした上で , 地域協議会の魅力度向上，応募しやすい環境づくり，幅広い情報発信に

よる認知度向上，地域内での人材育成が提起された。

その他の課題として，地域活動事業の在り方についても検討された。地域活動支援事業

は，身近な地域における課題の解決を図り，及びそれぞれの地域の活力を向上するため，市

民の総意により実施する事業を支援するものである。地域活動資金を28の地域自治区に配
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分し，住民の自発的・主体的な地域活動を推進することを目的として 2010 年度から実施さ

れている。近年では，総額 1 億 8000 万円の地域活動資金を配分しており，各地域自治区に

対し，地域課題の解決のための基礎的財源として 450 万円を配分するとともに，地域の活

力向上に向け，区の人口割合に応じた額を配分している（1 区当たり 30 万円～ 790 万円）。

この事業に対して，報告書では，地域自治区の地域活動並びに活動団体の活性化に寄与す

るとともに，事業採択の審査機関となる地域協議会の認知度と地域協議会委員の意欲の向

上にも大いに役立っているという総括がされている。報告書では，地域協議会の機能を強

化するための諸施策も提起されており，各区に一定の予算枠を割り当て，地域協議会が地

域ビジョンに沿って定めた施策の優先順位に照らしてその使途を決定する「地域予算」の

創設も含まれている。

報告書に記載された指摘や提案事項については，市の事務レベルで調査を行い，市長協

議を経て必要と判断したものに関して対応を行った。具体的には，諮問事項の範囲につい

て，「当該区の住民の生活に及ぼす影響」という諮問の趣旨を明確にし，影響の少ない案件

を除外する見直しを行ったり，委員資格について，市の非常勤職員の委員資格を容認する

見直しを行ったりした。

２　地域協議会に関する意識調査集計結果（2020 年）２　地域協議会に関する意識調査集計結果（2020 年）

上越市では，地域協議会が地域にとって更に貢献していくことができるよう，現状を振

り返りながら今後の在り方を検討するため，2016 年 4 月 29 日から 2020 年 4 月 28 日までを

任期としていた第 4 期地域協議会委員を対象に，「地域協議会に関する意識調査」を実施し

た。2020 年 3 月 1 日時点の委員数 385 人に対し，313 人から回答を得た（回答率 81.3%）。

この意識調査の質問項目は，①「地域協議会委員としての活動を振り返って」，②「地域

課題の把握方法について」，③「議論の進め方等について」，④「議論の結果の地域への貢

献について」，⑤「地域協議会委員の人材確保について」の 5 つに分けられ，それぞれの項

目ごとに複数の設問がある。

このうち，①「地域協議会委員としての活動を振り返って」の冒頭の設問は，「あなたが

地域協議会の活動に参加し，あなた自身のことで良かったこと，悪かったことをご記入く

ださい。」というものであり，「良かったこと」として「地域の現状 , 地域で活動する団体

等，地域のことを知ることができた」（101 件），「地域住民，地域の団体，委員等と関わり

が持てた，人脈が広がった」（82 件），「地域の課題が把握できた，地域の課題について議

論できた」（71 件）という意見が多く寄せられた。また，「悪かったこと」としては，「個

人的な反省等に関すること」（46 件，例えば認識不足で会議の内容を知るための時間が掛

かったという意見）のほか，「活動における時間的な負担があった」（34 件）という意見が

寄せられた。その他,地域協議会委員としての活動を振り返って市に伝えたいこととして,

「諮問等 , 制度（？）上，地域協議会が単なる通過儀礼機関になっているのではないか。」

といった意見や，「地域協議会のおかげで地域がまとまり活発になった。この制度を今後も

続けてもらいたい。」と意見が寄せられた。

また，⑤「地域協議会委員の人材確保について」のうち「地域協議会委員を公選公募制

で選ぶことについて，良い点や悪い点・困った点があればご記入ください。」という設問で

は，「良かった点」として「やる気のある人が応募できる，選ばれる」（44 件）という意見
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が寄せられた反面，「悪かった点」として「立候補者が少ない，委員定数に満たない」（56

件），「公募の実情について」（41 件，例えば，町内会長から頼まれて仕方なく委員になっ

た方が多いという意見），「委員構成の偏り」（21 件，例えば，若い人達の応募が少なく若

い人達の思いがわかりにくいと思われますという意見）といった意見が寄せられた。

上越市では，現在，意識調査の結果を踏まえた対応を検討しているところである。

第７　地域協議会の年齢構成と選任投票第７　地域協議会の年齢構成と選任投票

委員の平均年齢は 63.5 歳であり，最年少は 35 歳，最高齢は 82 歳である。50 歳代以上

が全体の約 9 割を占めている。また，女性の占める割合は，17.8% である。

合併直後の 2005 年には 5 区で選任投票が行われ，投票率も 73.79% ～ 86.94% であった。

その後 10 年間は選任投票が実施されることはなく，2016 年に 1 区，2020 年に 2 区で選任

投票が実施された。これら近時の選任投票における投票率は 49.79% ～ 57.90% である。

第８　地域協議会の運営状況の概要（開催回数，答申数，意見書等），地域自治区の第８　地域協議会の運営状況の概要（開催回数，答申数，意見書等），地域自治区の

組織の変遷について組織の変遷について

　地域協議会の開催状況は，次のとおりである。

　　図表 2　地域協議会の開催状況
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第９　様々な住民組織（まちづくり振興会，地区振興協議会，町内会，ＮＰＯ法人第９　様々な住民組織（まちづくり振興会，地区振興協議会，町内会，ＮＰＯ法人

など）の概要及び市の財政的支援についてなど）の概要及び市の財政的支援について

住民組織の概要については，図表 3「住民組織の概要一覧」のとおりである ｡

図表 3
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市の財政的支援については，直接的に運営経費への補助金，交付金の交付や資金の貸し

付けは行っていない。ただし，住民組織が入居しているコミュニティプラザにおいて，行

政財産の目的外使用に当たり，基本的に無償としている。

また，コミュニティプラザの管理業務の一部など，市の業務を住民組織に委託する際は，

住民組織の意向を踏まえた優先的な契約の締結や，間接経費の計上といった積算の適正化

に留意している。

第１０　安塚区及び大島区の地域協議会の運営状況について第１０　安塚区及び大島区の地域協議会の運営状況について

１　審議等の項目・内容について１　審議等の項目・内容について

安塚区及び大島区について，それぞれ，地域協議会で審議された項目，答申された項目，

意見書が出された項目の内容は，「安塚区及び大島区地域協議会への諮問事項一覧」（図表

4）及び「安塚区及び大島区地域協議会が自主的に審議した事項一覧とその内容」（図表 5）

のとおりである。
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図表 4
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図表 5
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２　市議会での議論状況２　市議会での議論状況

地域協議会への諮問に対する答申及び自主的審議を経て提出される意見書については，

市の関係各課で地域協議会での議論の経過を踏まえて，政策決定した上で，必要に応じて，

議案として市議会へ提案し，議会で審議いただくこととなる。地域協議会からの答申及び

意見書の内容に関して，市議会が直接議論を行うものではない。

３　地域協議会の構成員の男女別，年齢別，職業別の人数，公募公選制の成果と課題につ３　地域協議会の構成員の男女別，年齢別，職業別の人数，公募公選制の成果と課題につ

いていて

「令和 2 年地域協議会委員選任結果の概要」（図表 6）のとおりである。
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図表 6
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なお，公募公選制に関し，地域協議会に関する意識調査における委員の回答からは，「自

身の意志で誰でも応募できる」，「代表制は公募公選制でないと付与されない」といった意

見がある反面，現状として，「勤務地での応募ができたらよい」といった声や「立候補者が

少ない」，「年齢や性別の委員構成の偏り」といった状況も見受けられる。

４　様々な住民組織と地域協議会との関係（定期的な協議など）について４　様々な住民組織と地域協議会との関係（定期的な協議など）について

2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，意見交換等の活動は自粛の傾向

にあったが，2019 度においては，9 の地域協議会で計 18 回の意見交換等が実施された。

第１１　地域協議会，地域自治区の課題，今後の展望について第１１　地域協議会，地域自治区の課題，今後の展望について

地域協議会は，合併協議において，「地域の声が市政に届きにくくなるのではないか」と

いう懸念から協議が始まり，当時の上越市議会がリードする形で，新しい自治体の姿とし

て，またそれぞれの区域における地域の自治を高める機能として議論が進められたもので

ある。

その結果，地方自治法に根拠を置く市長の附属機関ではあるものの，当市の自治の基本

的な理念と仕組みを定めた上越市自治基本条例等に重要な制度として位置付け，制度上，条

例に定められた重要な事項を対象とした市長による諮問の義務付けや自らの発意に基づき

自主的に審議する権限が規定されている。

また，委員の選任に当たっては，このような権限にふさわしい選出方法として公募公選

制が提起され，最終的には，自主自立のまちづくりを目指す上で，当時の上越市議会が最

も重要視した住民自治の拡充の観点から，「地域の課題解決に向けた議論に住民の多様な意

見が適切に反映される仕組み」として採用されたものである。

一方で，委員構成においては，若年層や女性が約 3 分の 1 にとどまり，「様々な立場の住

民同士の議論」を行うに十分な形になっていない。その活動においても，「地域の住民同士

の議論」を行うに十分な形になっていないことや，課題解決に当たり，地域団体との連携

や働きかけにより取り組んだ事例が少数にとどまっているなどの課題認識を持っている。

第１２　上越市の議員の地域自治区別の選出人数第１２　上越市の議員の地域自治区別の選出人数

定数 32 人中（欠員 1 人），13 人が合併前旧 13 町村に住所を有する議員となっている。な

お，選挙区は全市 1 区である。

 安塚区  1 人

 浦川原区 1 人

 柿崎区  1 人

 大潟区  3 人

 頸城区  2 人

 吉川区  1 人

 板倉区  1 人

 清里区  2 人

 三和区  1 人
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第１３　地域協議会から市に提出された意見書，その内容が実現したものの数第１３　地域協議会から市に提出された意見書，その内容が実現したものの数

制度開始以降，全 168 件の意見書が提出され，その内，市が意見書に基づいて，検討や

実施などの対応を図ったものは，約 85% にあたる 143 件となっている。

なお，安塚区では意見書数 9 件，うち対応を図ったものは 8 件，大島区では意見書数 13

件，うち対応を図ったものは 12 件となっているが，直近の意見書提出時期は安塚区が 2011

年度，大島区が 2012 年度であり，それ以降，意見書は提出されていない。

第１４　地域自治区の総合事務所第１４　地域自治区の総合事務所

総合事務所の所管業務については，以下の図表 7 のとおりである。

予算編成は地域自治区ごとに行っていないが，上越市財務規則第 3 条及び第 34 条関係別

表第 1 に定めるとおり，収入支出ともに各区分に応じて，専決区分を規定している。なお，

所長判断で執行できる予算という観点で見れば，総合事務所の所管区域において，市民か

らの要望又は小災害による各施設・設備の修繕に迅速な対応を行うために，「各総合事務所

所管施設緊急修繕」として，1 区当たり年間 900 千円× 13 区＝ 11,700 千円を予算計上し

ている。

図表 7
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第１５　地域協議会委員の学習，視察への補助，手当について，その利用方法と実第１５　地域協議会委員の学習，視察への補助，手当について，その利用方法と実

際の活用状況について際の活用状況について

委員が地域の課題解決のための議論を行う上で必要な知識や情報を得るため，また，共

通の認識を持つための先進地視察や講師を招いた研修会を実施するため，委員研修の実施

に係る予算を計上している。（2021 年度 2,159 千円）

2019 年度は，個別研修として先進地視察 5 地域協議会，区内や市内視察 5 地域協議会，

講師を招いた研修会 16 地域協議会（合同実施あり）が実施実績となっている（図表 8）。
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図表 8「令和元年度決算の概況（地域協議会費抜粋）」
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第１６　ＮＰＯ雪のふるさと安塚（及び大島まちづくり振興会）と地域協議会第１６　ＮＰＯ雪のふるさと安塚（及び大島まちづくり振興会）と地域協議会

ＮＰＯ雪のふるさと安塚及び大島まちづくり振興会は，以下に示した目的を持って設置

された住民組織であるのに対し，地域協議会は地方自治法に根拠を置く市長の附属機関と

しての位置付けを持つものである。

地域協議会の権限については，地方自治法第 202 条の 7 に規定のとおりであるが，地域

協議会に期待される役割として，①地域の代表制，②地域の合意に基づく民意の反映，③

主体的な企画・立案，④行政と住民の「協働の要」を掲げている。

なお，地域協議会において地域課題の把握や解決に向けた議論を進める過程において，住

民組織をはじめ，地域で目的を持って活動している各種団体，町内会等の団体との意見交

換を行っている事例がある。

○特定非営利活動法人ＮＰＯ雪のふるさと安塚定款抜粋

（目的）

第 3 条　この法人は，お互いに支えあい，安心して暮らせる地域を目指し，豊かな心を育

み，自然を守りながら安塚らしい，人，物，心を外部に向けて発信し，もって地域の活性

化に寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第 4 条　この法人は，前条の目的を達成するため，次に掲げる種類の特定非営利活動を行

う。

(1)  保健・医療又は福祉の増進を図る活動

(2)  社会教育の推進を図る活動

(3)  まちづくりの推進を図る活動

(4)  学術，文化，芸徳又はスポーツの振興を図る活動

(5)  環境の保全を図る活動

(6)  災害救援活動

(7)  地域安全活動

(8)  人権の擁護又は平和の推進を図る活動

(9)  国際協力の活動

(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

(11) 子どもの健全育成を図る活動

(12) 情報化社会の発展を図る活動

(13) 経済活動の活性化を図る活動

(14) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(15) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

○大島まちづくり振興会規約抜粋

（目的）

第 4 条　本会は，第 2 条に定める区域の歴史，文化，景観，民族など地域に固有の資源を

活用して，地域イベント，交流振興，文化振興，地域産業振興，まちづくり（空間形成），

等の手法による地域の活性化を目的とした活動と区域内の地域づくり団体への活動支援を

行うとともに，地域における身近な課題を住民の意思に基づき自主的に解決し，もって良

63回人権擁護第3部会.indd   51663回人権擁護第3部会.indd   516 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



517

第２編　資料－国内調査訪問録

好な地域社会の維持及び地域の発展に資することを目的とする。

（事業）

第 5 条　本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。

(1) 保健体育に関する事項

(2) 福祉に関する事項

(3) 環境，衛星，生活に関する事項

(4) 文化教養に関する事項

(5) 地域の経済活動の活性化に関する事項

(6) 地域住民の暮らしを支える団体の創出，育成，自立の支援に関する事項

(7) 防災，防火，防犯，交通安全に関する事項

(8) コミュニティプラザの運営管理に関する事項

(9) その他地域のコミュニティ活動に関する事項
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第７章　米子市・海士町第７章　米子市・海士町

第１節　調査の概要第１節　調査の概要

第１　調査の趣旨・目的　第１　調査の趣旨・目的　

鳥取県米子市のローカルエナジー株式会社は，米子市及び地元企業 5 社の出資による地

域エネルギー会社であり，「エネルギーの地産地消による新たな経済基盤の創出」を理念と

して，廃棄物を利用したバイオマス発電，太陽光発電，地熱発電，中小水力発電，風力発

電などに取り組んでいる。

島根県隠岐郡海士町は，日本海に浮かぶ離島（隠岐諸島）に位置する町であるが，細胞

組織を壊さずに魚介類を冷凍し，鮮度を保ったまま出荷できる設備を導入し，魚介類の売

上げを大幅に増やし，また，廃校寸前だった高校を再生させて学級を増やし，人口 2400 人

のうち 1 割以上がＩターン者となるまで定住者を増やした。最近は，海士町半官半Ｘの取

組（役場業務に加え，現場で町民とともに課題解決に取り組む）や特定地域づくり事業の

法律制定の認定１号となった海士町複業協同組合の設立（複数の事業者が連携し，季節ご

との仕事量に応じて組合職員を派遣し年間を通じた雇用と人材育成に取り組む）など，各

分野において特色ある政策を進めており，全国的に注目を集めている。

これらの取組等について訪問調査を実施することで，自立的な地域経済の発展や地域再

生の社会保障につき研究を行う参考とすることとした。

第２　訪問先第２　訪問先

１　ローカルエナジー株式会社（鳥取県米子市角盤町 1 丁目 55 番地 2）

２　海士町役場（島根県隠岐郡海士町海士 1490 番地）その他町内施設

第３　訪問日程第３　訪問日程

 2021 年 7 月 7 日（水）13 時 30 分～ 16 時

  ローカルエナジー株式会社にて聴き取り調査

 2021 年 7 月 8 日（木）14 時～ 17 時

 　　　 7 月 9 日（金）9 時～ 17 時

  海士町役場の担当者などから聴き取り調査，現地視察

第４　参加者及び同行者第４　参加者及び同行者

１　参加者１　参加者

竹　下　義　樹（京都弁護士会）

猪　股　　　正（埼玉弁護士会）

堺　　　啓　輔（福井弁護士会）

小　野　順　子（大阪弁護士会）

小　島　延　夫（東京弁護士会）

渡　辺　達　生（札幌弁護士会）
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松　田　弘　子（山口県弁護士会）

房　安　　　強（鳥取県弁護士会）

家　田　大　輔（愛知県弁護士会）

２　同行者（海士町コーディネーター）２　同行者（海士町コーディネーター）

稲　村　宥　人（東京弁護士会）

第２節　調査報告第２節　調査報告

第１　ローカルエナジー株式会社第１　ローカルエナジー株式会社

【対応者】　　

ローカルエナジー株式会社　専務取締役　総務部長／

株式会社中海テレビ放送　取締役　経営企画室長（Ｍ氏）

【訪問日時】　2021 年 7 月 7 日　13 時 30 分～ 16 時 20 分

【概要】

ローカルエナジー株式会社は，官民出資の地域密着型の自治体新電力であり，自社で電

力需給管理システムを持ち，電力の卸売りもしている。エネルギーの地産地消により，新

たな地域経済基盤の創出を目的として設立された会社である。参考にしたのが，ドイツの

シュタットベルケ（都市公社）であり，シュタットベルケのように，電気の供給だけでな

く，ガスや熱などの他のエネルギーの供給，公共交通などの公的なサービス全体を提供す

ることを目指している。

「エネルギーを地域外に依存していると地域経済が自立しないのではないか」という仮

説を立て，その仮説の成否を実践している会社であり，この仮説をもとに，プラットホー

ムとして，官民連携で一歩ずつ前に進むこと（エネルギーの地産地消・地域経済基盤の創

出・地域経済の自立・地方創生の実現）を目指している。

【聴取内容】

１　ローカルエナジー株式会社について１　ローカルエナジー株式会社について

(1) 設立　2015 年 12 月 21 日。資本金　9000 万円。代表取締役　加藤典裕（出資者の 1

つの株式会社中海テレビ放送の代表取締役）。現在の従業員は 10 人程度。年間の売上

は 25 億円程度。設立から 7 年目を迎え，経営的にも安定してきている。

(2) 設立時の出資者は米子市 10%，株式会社中海テレビ放送（地域のケーブルテレビ）

50%，山陰酸素工業株式会社（プロパンガス）20%，三光株式会社（ガソリンスタンド

等）10%，米子瓦斯株式会社（都市ガス）5%，皆生温泉観光株式会社が 5%。

  設立後，米子市の 1% 出資を引き受ける形で境港市も出資。現在は，米子市 9%，境

港市 1%。

  地域密着型の電力会社として，2 市以外の近隣の市にも出資をしてもらいたいと

思っているが，容易なことではない。

(3) 官民出資の自治体新電力。全国で官民出資の新電力は 60 程あるが，ローカルエナ
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ジー株式会社（以下「ローカルエナジー」という。）の特徴は，官の役割が経営等のバッ

クアップに限定されており，経営の主体が民側にあること。そのことの表れでもある

が，官の出資割合が全体の 10% と低い。

  また，ローカルエナジーは，電力の小売りではなく，電力の卸売りもやっている。

自社で電力需給管理システムを持ち，電力の卸売りもしている自治体新電力は，あま

りない。

(4) 元々，電力の自由化が進む中で，米子市に地域の新電力を作りたいという強い思い

を持っていた人がいた。1 人は，当時の米子市の担当室長。もう 1 人は，当時の中海

テレビ放送社長。

  担当室長には，地域の経済を発展させていくためには，外から事業を持ってくるの

ではなく，その地域で事業を作っていくことが重要との思いが強かった。米子空港の

近くにメガソーラーがあるが，それを進める際に，地元の業者を主体で進めたいと準

備をしていたが，結果的に，ソフトバンク系の会社がやることになった。もし，それ

が地元の会社でやっていれば，地域経済への貢献度が全く違うものになったとの思い

を強く持っていた。

  そこに，電力系のコンサルタント会社でエネルギーと都市計画ついてのコンサルタ

ント業務に従事していたＭ氏が加わって，具体的にローカルエナジーの設立準備が進

められた。

２　地域密着型新電力の意義２　地域密着型新電力の意義

(1) 現在，私たちは，地球温暖化，人口減少，地方の衰退という 3 つの課題に直面をし

ている。

  地球温暖化について言えば，米子市でも年平均気温が 1940 年代は 13.8℃であった

が，それが，2019 年には 16.1℃となり，2℃以上上昇している。以前であれば，米子

市でも冬場は，車は冬タイヤへの交換が必須であったが，この 2 年ほどは交換をして

いない。

  鳥取県の人口についても 2015 年には 57.3 万人であったが，2045 年には 44.9 万人

に減少するとの見通しが立てられている。

  以前は，鳥取県の電気は全て中国電力から購入し供給されていた。試算ではあるが，

鳥取県全体で家庭用も産業用も含め，中国電力に払っていた電気代の総額は年間

1000 億円程度になる。この 1000 億円を少しでも減らし，その分を地域密着型の電力

会社に払ってもらうようになると，地域の雇用を喪失するとともに，利益についても

地域の再投資に回すことになり，地域経済の再生に大きく貢献できることになる。

(2) エネルギーの地産地消により，新たな地域経済基盤の創出を目的として設立された

のが，ローカルエナジーである。

  参考にしたのが，ドイツのシュタットベルケ（都市公社）である。ドイツの都市で

は，シュタットベルケが，電気等のエネルギーの供給や公共交通といった公的なサー

ビスを提供している。公共交通はだいたい赤字で，その赤字をエネルギー供給事業の

黒字で賄っている。そのようなことを，米子でやろうという発想で，ローカルエナジー

が作られた。
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(3) 「エネルギーを地域外に依存していると地域経済が自立しないのではないか」とい

う仮説を立て，その仮説の成否を実践しているのがローカルエナジーである。

  この仮説をもとに，ローカルエナジーをプラットホームにして，官民連携で一歩ず

つ前に進むこと（エネルギーの地産地消・地域経済基盤の喪失・地域経済の自立・地

方創生の実現）を目指している。

  米子市も境港市も，行政施策に位置付けて，エネルギーの地産地消を推進している。

３　ローカルエナジーの 6 つの事業３　ローカルエナジーの 6 つの事業

ローカルエナジーは，電力小売卸売事業，地域熱供給事業，電源熱源開発事業，省エネ

改修事業，次世代エネルギー実証事業，視察受入・コンサルティングの 6 つの事業を展開

している。

(1) 電力小売卸売事業

①　再生可能エネルギー等の電力調達

  「米子市クリーンセンター」の廃棄物を利用したバイオマス発電や中国地方最大

級の大きさを誇る「ソフトバンク鳥取米子ソーラーパーク」の太陽光発電の外，地

域の太陽光発電，地熱発電，中小水力発電から生まれた電力を主に提供を受けてい

る。

②　公共施設への電力販売

  米子市の公共施設のほぼ全て及び境港市の公共施設の大半の電気を供給している。

電気の小売は，地方公共団体が中心（いわゆるＢｔｏＢ）。消費者への小売（いわ

ゆるＢｔｏＣ）はしていない。

③　地元新電力への電気卸売

  最大の出資者である中海テレビ放送が中海電力という新電力を作っており，そこ

を介して，鳥取県西部の約 1 万 2000 世帯に電力を供給している。

　鳥取県西部は約 10 万世帯，人口約 20 万人。シェアは約 12%。

④　電力需給管理システムを用いた電力取引

  ローカルエナジーでは，専用のシステムを持ち，電気の市場におけるデイトレー

ディングを行っている。これを担当しているのは，地元の採用の 4 人の女性従業員。

3 か月程度の研修で担当しており，それほど高い技術が求められるものではない。

新電力の場合，30 分計画値同量が求められ，これがずれると罰金的なものが科され，

コストがかさむことになる。

  ローカルエナジーの電気の使用者は，地元の公共施設と一般家庭であるが，公共

施設の電気の使用量はかなり固定的であるし，地元の一般家庭の電気の使用につい

ては，地元の 4 人の女性従業員の生活感覚と沿うものであるので，予測がそれほど

難しいわけではない。

（2） 地域熱供給事業

  バイオマス発電等のエネルギー効率を上げるためには，発電後の熱をどう再利用す

るかが重要である。以前は，80℃程度のお湯を送るという熱供給事業が中心的（第 3

世代，ドイツ）であったが，最近の研究でお湯の温度を 60℃に下げた方がロスが少

ないことが明らかになり，その取組をしているデンマーク（第 4 世代）の事例の調査
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研究を進め，その導入を目指している。

  その際には，熱源となる，バイオマスやごみ焼却を町の中に設置する必要があるが，

そのことについても調査研究をしている。

(3) 発電調査計画

  下水処理場におけるメタンガスを利用した発電について調査研究を進めている。

(4) 省エネ改修事業

  エネマシステムによる公共施設の省エネルギー管理を行っている。

(5) 次世代エネルギー実証事業

  米子市内の 13 か所の避難所に蓄電池を配置し，非常時の電力供給に充てる事業を

行っている。現在，設置している蓄電池は最大 12 時間の非常時電力を供給できるも

のである。

  また，これらの蓄電池は，平常時は仮装発電所（ＶＰＰ）としての運用を予定して

いる。

(6) 視察受け入れ事業

  自治体の視察や小学校の社会科見学を受け入れたり，国・自治体主催の勉強会の講

師をしたり，高校での環境講演会の実施をしたりしている。

  このような事業が，地方公共団体に対する電気の小売の営業としてかなり意味を持

つ。電気自体は，無色透明であり，価格以外の特徴等を付けることが難しいが，これ

らの事業がその特徴を付けることに役立っている。

４　ローカルエナジーの成果４　ローカルエナジーの成果

(1) エネルギーの地産地消（再エネ利用）

  地元の公共施設の電気使用量に相当する電気を地元の再生可能エネルギーで調達し

ている。2019 年で，ローカルエナジーの再エネ調達電力量が 2 万 8107MWh であるが，

公共施設販売電力量が 2 万 5316MWh である。

(2) 地域活性化（売上及び利益）

  2016 年度の売上は約 5 億 7000 万円であったが，2019 年度は約 22 億円になり，4 期

連続で増収増益であった。2020 年度も増収であったが，電気の小売市場での想定外

の異常な高値があり，増益とはならなかった。

　そうではあるが，持続的な事業運営により地域内での資金の循環に寄与している。

(3) 地域活性化（雇用創出）

  この 5 年間で 10 人の雇用を拡大している。うち 4 人はＵＪＩターンである。

(4) 地球温暖化対策（ＣＯ 2 削減）

  2016 年度から 2019 年度までの 4 年間で，公共施設について，それまでの電力の契

約と比較した場合，計 1 万 2450 ｔのＣＯ 2 の削減を達成した。

  エネルギーの地産地消により地球温暖化対策にも寄与している。

(5) 環境保全（Ｊクレジット）

  電気の卸売先の中海テレビ放送では，Ｃｈｙｕｋａｉ電力 1 契約について，日南町

から杉の木 1 本分のＣＯ 2 排出クレジットを購入している。

  エネルギーの地産地消により森林保全にも資金が循環している（累計146トン購入）
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(6) 税制健全化（電気料金の削減）

  2016 年度から 2019 年度までの 4 年間で公共施設の電気代を約 1.3 億円削減。エネ

ルギーの地産地消により行政コストの削減に寄与。

５　補足５　補足

(1) ローカルエナジーが仕入れている電力の中で再生可能エネルギーによるものは 4 分

の 1 程度。再生可能エネルギーの電気についてはＦＩＴ（固定価格買取制度）がある

ため，市場で調達する電気よりもかなり割高になる。そのため，4 分の 1 程度に収め

なければ，経営的には大きな負担になる。

  今後，ＦＩＴについては柔軟な方向に代わっていくので，そうなれば，4 分の 1 よ

りも再生可能エネルギーの割合を増やせると思う。

(2) ローカルエナジーは電気料金の安さだけを追求している訳ではない。価格だけであ

れば，既存の電力会社がローカルエナジーよりも安い価格で営業をかけることは珍し

いことではない。売上の 30% は地元の地方公共団体であるが，価格だけでなく，地域

密着型であることや再生可能エネルギーの割合が既存の電力会社よりも高いこと等を

評価してもらって，契約してもらっている。

(3) Ｃｈｕｋａｉ電力の契約者は約 1 万 2000 世帯であるが，それをむやみに増やそう

としている訳ではない。電気料金が月額 8000 円以下の家庭は，Ｃｈｕｋａｉ電力よ

りも既存の電力会社の方が電気料金が安いのが通常であるので，特に，Ｃｈｕｋａｉ

電力を勧めることはしていない。

(4) Ｃｈｕｋａｉ電力はオール電化に対応するプランを提供できておらず，そのことが

1 つの課題である。

(5) メガソーラーや風力発電の建設に当たり地元とのトラブルになる例があることは事

実。やはり，地域の人に納得してもらうことは重要。地域の人に納得してもらうに当

たり，地元の会社がやっているということが，有力な要因になると思う。

(6) 数年前に，アメリカのテスラに視察に行った。テスラは現在は電気自動車の会社で

あるが，将来的に，配電施設が要らない電気供給システムを作ることを研究していた。

  そうなった場合，過疎地等の配電の負担を過疎地が負担するという話にもなりかね

ない。電気が社会的な共通の資本という理解の重要性を改めて認識した。

(7) 新電力といっても，大手電力会社（旧一電）の系列か，あるいは，どこかの大きな

電力会社やコンサルに実質的な運営を委託しているところが多い。ローカルエナジー

は，すべて自力でやっている数少ない例だと思う。

  他に，注目に値する，地域新電力としては，東松島，加賀などの例がある。東松島

は，東日本大震災の経験を踏まえ，オフグリッドになっても，自立してやっていける

ような形をとっている。

第２　海士町役場第２　海士町役場

【対応者】　 海士町役場　人づくり特命担当課長

【訪問日時】 2021 年 7 月 8 日 15 時～ 17 時

【訪問場所】 海士町役場交流施設
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【概要】　　

隠岐諸島にある海士町は，2003 年 12 月，覚悟をもって，単独町制を決断した。そこで，

住民や職員に「自分たちの島は自ら守り，島の未来は自ら築く」という当事者意識が芽生

えた。職員・議員らの給与を削減して得た財源を，子育て施策，移住促進，農漁業の産業

振興に充てるなど「未来への投資」を打ち出した。「島まるごとブランド化」を掲げ，島を

丸ごと売り込んでいった。Ｉターン者ら若者の挑戦に対して，町が出資し，岩ガキなどの

新たな商品化，ＣＡＳ技術導入による海産物の都市への出荷など，新たな取組に挑戦して

いった。移住者は増加し，出生数も増加するなど，町は活性化してきている。

【聴取内容】

１　海士町について１　海士町について

海士町は，日本海の島根半島沖合約 60 ㎞に浮かぶ隠岐諸島の中の一つ中ノ島に１島１町

で存在する（面積 33.46 ㎢，周囲 89.1 ㎞）。

隠岐諸島は，中ノ島，西ノ島，知夫島の 3 島からなる島前と隠岐の島町のある島後に分

かれる。海士町へのアクセスは，本土からフェリーで約 3 時間かかる。承久の乱（1221 年）

で敗れた後鳥羽上皇が島流しで流された島である。田園風景が広がり，平地があり，湧き

水が豊富で，田畑がある。島前 3 島が賄えるだけの米が穫れ，食べるのに困らない島でも

ある。

（隠岐ユネスコ世界ジオパークＨＰより）

海士町の人口は，戦後直後に約 7,000 人いたが，60 年間に減少して約 3 分の 1 になり，

2010 年には 2374 人になった。高校卒業後，ほとんどが島外へ行き，20 歳～ 30 代の地域活

力が極めて低く，高齢化率は 40% を超える。人口構成は，70 代がもっとも多い逆ピラミッ

ド型であり，子どもを産む世代が少ない。人口流出が続き，自然減になっている。農業，漁

業を支えるのは 70 代である。

海士町の財政は，公共事業で生かされてきた。住民の暮らしは改善された半面，体力以
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上に地方債が膨らんでいた。地方債は，ピークの 2001 年度末に 101.5 億円あり，財政破綻

が生じてもおかしくないと言われていた。

２　山内町長の下での海士町の取組２　山内町長の下での海士町の取組

(1) 山内町長の就任と経営方針

  2002 年 5 月に就任した山内道雄町長は，新しい町の経営方針として「自立・挑戦・

交流」を掲げ，人と自然が輝き続ける島として熱意・誠意・創意を訴えた。

海士町の生き様，心意気を表す標語として，「ないものは

ない」を掲げた。これには，2 つの意味がある。①便利な

ものはなくてよい，②人が生きていくために大切なものは

全てここにある，という意味である。

（海士町ＨＰより）

(2) 島前三町村の合併問題

  島前三町村の海士町，西ノ島町，知夫村は，「平成の大合併」の嵐が吹く中，2003

年 12 月に任意合併協議会を解散し，海士町は覚悟をもって，単独町制を決断した。

自分たちの島は自ら守り，島の未来は自ら築くとして，住民や職員に当事者意識が芽

生えた。これが自立・自治の原点である。

(3) 人件費の削減と「未来への投資」

  山内町長就任時，財政再建団体に陥る恐れがあった。

  そこで，2004 年度から，給与カットが，町長・教育長等の管理職，議会から始まっ

た。職員組合からも申出があって，10 月から職員の給与カットも実施した。

  翌年度には削減効果が約 2 億円になった。町三役は 40 ～ 50% カット，職員は 16 ～

30%( 平均 22%) のカットとなり，ラスパイレス指数は 72.4（全国最低値）となった。

なお，給与水準は，財政状況の改善により，その後，徐々に復元してきている。

  職員等の給与・報酬のカットを示したことに対し，老人クラブ等はバス運賃半額の

優遇措置中止や，ゲートボール協会は 8 万円の補助金の返上の申し入れをし，住民は

自分たちの町は自分たちで守るという一体感が生じた。

  そして，住民代表と町議会と行政が一体となり島の生き残りをかけた「自立促進プ

ラン」を策定した。カットしてできた財源を利用して，出産祝金や保育料無料化など

の子育て支援施策，農漁業を柱にした産業振興，移住促進に使うなどして，「未来へ

の投資」を打ち出した。

  海士町では，「人づくり，モノづくり，健康づくり」を 3 つの柱とした。同時に，

地域資源を活かした仕事づくり，よそ者（若者）を活かしたまちづくりを進めた。

(4) 島まるごとブランド化

  海士町は，公共事業依存から脱却し，島に産業を起こし，島の商品を売り，島に人

を増やすことを目指した。

  地域にあるものに磨き ( 自立 ) をかけた。地元の人は，地域にあるものが当たり前

のものと捉え，その価値に気が付きにくいが I ターンや移住者にとっては価値がある
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ものがある。たとえば，島では昔は肉の値段が高く，カレーの具にサザエを使ってい

た。この磯の香りがするサザエカレーは島ではどこの家庭でも食べられている当たり

前の食品であったが，移住者からみると他の地域では見ない珍しい特別な料理であっ

た。

  島民にない発想で移住者に町の魅力を見つけてもらい，産業振興に結び付けた。地

元の方と移住者が交流することで地元の方が気付かない価値の発見があり，商品化に

結び付けた。

  サザエカレー，岩ガキ「春香」，フクギ茶，隠岐牛など，全国に響くようなヒット

商品を１つずつ積み上げていった。そして，個別の商品を売るだけではなく，島丸ご

とを売り込み，島を丸ごとブランド化していった。

  町も，町長をはじめ職員が役場のこれまでの概念を捨てて，自ら営業に出たり，工

場で製品作りにかかわったり，現場で動きまわったりと後押しした。

(5) 地域の未来を担うひとづくり

①　島前高校の魅力化プロジェクト

  廃校の危機にあった隠岐島前高校の存続を掲げて，地域課題解決型の学習を取り

入れ，高校を魅力化させた。その結果，子ども達が行きたいと思い，保護者が行か

せたいと思う学校になり，島の外から島留学する生徒も増加した。

②　大学生を迎え入れる

  2004 年，地域産業振興を研究している一橋大学教授にまちづくりについてアド

バイスを求めたことをきっかけに，2005 年から，都市部の大学生を島に迎えるよ

うになった。

 　例えば，「ＡＭＡワゴン」と称して，都市部の大学生が島を訪れ，都市と離島の

交流が発展した。学生が島前高校で出前授業をしたり，地元の農漁業者を手伝いな

がら実地研修をするなどのプロジェクトが生まれた。また，島を訪れた若者が島に

移住する者も現れた。

③　若者の挑戦を後押し

 　町では，若者が島で挑戦することを後押していった。たとえば資金力がないIター

ン者への支援策として貸出制度を作ったり，若者が挑戦しようとしたナマコ加工場

の施設を町がつくったり，2005年に第三セクターの海産物加工会社「ふるさと海士」

を設立し，冷凍システム「ＣＡＳ」に約 5 億円投資したりと，若者が海士町で挑戦

することを後押しした。「ＣＡＳ」は，島でとれた魚介類の細胞（Cell）を破壊せず，

生きたまま（Alive）のような状態で保存する仕組み（System）であり，解凍して

も取れたての生魚のようにおいしく食べることができるものであり，地元の漁師に

も良い影響を与えている。

(6) 人口，出生数への影響

  このように，島だからできることが，新たに人を惹きつけ，続々と島に人が集結し

ている 2004 年～ 2020 年の 17 年の間，移住者が 765 人（546 世帯）になり，そのうち

定住率が 46.8 パーセント，人口の 1 割以上を占めるようになった。

  また，人口予想も大きく覆し，2000 年時点での人口推計では 2015 年推計は 2007 人

であったのが，実際には 2015 年の人口が 2354 人であった。年間平均出生数も，2003
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年～ 2005 年が 8 人であったのに対し，2013 年～ 2015 年では 18 人になった。

３　海士町のこれから３　海士町のこれから

(1) 大江新町長の就任

  山内町政は，2002 年から 2018 年まで，4 期 16 年にわたった。

  2018 年 5 月，大江新町長が就任。6 月に吉元副町長が就任した。大江町長は，山内

元町長が掲げた町の経営指針「自立・挑戦・交流」に「承継・団結」を加え，「心を

ひとつ！みんなでしゃばる島づくり」を掲げている。

  また，前掲の「ないものはない」に，③「ないものは創れば良い，みんなで創る過

程にこそ意味がある（思い出づくり）」を付け加える。

(2) 大江町政における取組

  以下，大江町長下での取組の紹介である。

①　観光

  観光の魅力化を掲げている。地域を見せる観光から，地域を「磨く」観光（島を

繁盛させる）へと進めている。

②　ＪＩＣＡ

  海士町とＪＩＣＡを関係させ，辺境同士の魅力化を進める。地域づくりは，都会

化を目指すのではない。自分のところがいいところである。

③　大人の島留学

  Ｕターン・Ｉターン希望者との新たな関係づくりとして，「大人の島留学」が本

格始動した。20 代前半の若者が１年間滞在する。

④　特定地域づくり事業協同組合

  島の新たな働き方をデザインするものとして，「特定地域づくり事業組合」が発足。

⑤　町役場職員の働き方

  町役場の職員の働き方として，「半官半Ｘへの挑戦」を掲げている。役場職員が，

役所だけでなく，地域に出て行って仕事をする。

(3) 海士町の取組の展望

  従前，海士町は，高度成長社会の最後尾にいたが，現在，超少子高齢化・人口減少

等の日本が直面する問題を先取りしている。ここで見出した解が，全国で生かされる

時がきっと来ると確信している。これからは「持続可能な社会」の曳船（タグボート）

として，「最後尾から最先端へ」が合言葉とし，日本の地方が抱える課題の最先端で

日本の新しい道を切り開いていきたい。

第３　島内施設等見学第３　島内施設等見学

【対応者】　株式会社海士　代表取締役

【訪問日時】2021 年 7 月 9 日（金）9 時 30 分～ 11 時 30 分

【訪問場所】海士町内各地

【概要】　　

島内をバスで巡り，いろいろな施設等を見ながら説明をしていただいた。施設そのもの

に特色があったり，活動内容に特色があったりと，島内の至るところで経済循環や雇用確
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保，Ｉ・Ｕターン者の定住のための創意工夫を凝らした取組が見られた。公設民営の施設

も多く，町と民間の連携がうまくできていると感じた。また，Ｉ・Ｕターンの若者が数多

く活躍していることも特徴的である。

株式会社海士は，第三セクターで，我々が宿泊したホテル「Entô」（遠島）の運営主体で

もある。「Entô」は，隠岐ユネスコ世界ジオパークの拠点施設として，国内のみならず海外

からの宿泊者をもターゲットに設立されたホテルである。このホテルもまた海士町の戦略

によって生まれた建物であった。

なお，以下の各施設等の説明のうち「整備目的」「事業主体」「運営主体」は，海士町観

光協会でいただいた資料から転載したものである。

【聴取内容】

１　ＣＡＳ（Cells　Alive　System）凍結センター１　ＣＡＳ（Cells　Alive　System）凍結センター

・ 整備目的：海士町で獲れる農・水産物を加工し，特殊冷凍（ＣＡＳ）して島外へ発信

し，ブランド化の確立と外貨獲得を目指す。

・ 事業主体：海士町

・ 運営主体：株式会社ふるさと海士（第三セクター）。当初は役場の人 5 人で立ち上げた。

今はその中の 1 人が役所を退職して，社長に就任している。

・ 千葉県の会社が開発した技術を導入。千葉まで足を運んで検討した。

・ 2005 年に 5 億円でＣＡＳを購入した。町の財政規模からすれば高額であったが，島

の漁業の未来のために必要な設備だと判断した。

・ フェリーターミナル跡地にＣＡＳ凍結センターを開設。

・ いわがき，白いか，真いか等の冷凍のほか，二次加工品（あじフライ，ドリア，グラ

タン等）の冷凍も手がける。主に東京へ出荷している。「隠岐ウェブ商店街」で通信

販売も行っている。

・ センターが海辺にあるので，漁師が定置網漁で捕獲したイカなどの海産物をセンター

の目の前まで運んできて，すぐに冷凍作業に入れるのが利点。

２　いわがき共同作業施設２　いわがき共同作業施設

・ 整備目的：隠岐の新たな特産品である養殖いわがき（海士ブランド名「春香」）のブ

ランド化を推進するため，種苗生産～養殖～出荷の共同作業化を図ることにより，高

品質ないわがきの安定生産・安定供給システムを構築することを目的とする。

・ 事業主体：海士町

・ 運営主体：海士いわがき生産株式会社

・ 施設には漁業用作業保管施設（出荷棟）と種苗生産施設（種苗棟）がある。

・ 養殖いわがきを年に 1 回，海から引き上げて海藻を取りきれいにするなどのメンテナ

ンスも行っている。

３　海士町漁業研修施設（海藻センター）３　海士町漁業研修施設（海藻センター）

・ 整備目的：漁業者が『島で活き！島で生きる！～そして次世代に引き継ぐ～』をテー
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マに，離島という地域性が持つ流通面でのハンデを解消するため，漁業の根幹である

漁場保全に着眼し，あわせて商品力としてポテンシャルの高い海藻を主とする水産物

に，多角的な経営と付加価値を付け，複合的産業を行うことで漁業者の所得の向上を

目的とする。さらに産官学連携することにより，専門知識を持つ学者並びに企業のノ

ウハウを活かし海藻のあらゆる可能性を模索し，研修発表・情報発信を行い，文化的

交流をはじめ，効率の良い人材育成を行うことで地域の活性化を図る。

・ 事業主体：海士町

・ 運営主体：海士町漁業協同組合

・ 海藻の利活用を研究している。

・ 起債で設立。3 割ほど償還しているが，事業を回して早く償還し，次の事業に投資が

できるようにしたいと考えている。

４　海士御塩司所（あまおんしおつかさどころ）４　海士御塩司所（あまおんしおつかさどころ）

・ 整備目的：地域資源（海）を有効活用し，高付加価値商品（天然塩）を生み出し，収

益確保と就業機会創出を図る。また，塩づくりの体験学習施設として活用し，都市都

の交流を図っていく。

・ 事業主体：海士町

・ 運営主体：株式会社ふるさと海士（第三セクター）

・ 海水を釜焚きして製塩する。

・ 隠岐神社に奉納することでブランド化を図る。

５　農林水産物処理加工施設（なまこセンター）５　農林水産物処理加工施設（なまこセンター）

・ 整備目的：漁業者の高齢化による漁業就業者の減少を緩和するため，水産物加工品の

開発に取り組もうとしている地域であり，漁業者にも，訪れた来島者にも魅力ある高

品質の加工製品を製造する施設を確保することにより，交流人口の増加に寄与するこ

とを目的とする。

・ 事業主体：海士町

・ 運営主体：株式会社たじまや

・ 大学生の時に海士町を訪れたＭ氏が，中国で暮らしていた時に干しナマコが高級食材

として売られていた経験から，海士町の干しナマコ加工業を発展させられないかと発

案。

・ 元々，干しナマコの手法はあったものの，販路がなく町の産業としては途絶えていた。

「民宿　但馬屋」が，県外事業者の請負として干しナマコの一次加工のみを手がけて

いた。

・ Ｍ氏は大学卒業後，「民宿　但馬屋」に頼み込んで就職し，後に「株式会社　たじまや」

を設立。

・ なまこセンターは，国と町がお金を出し合って設立。町としては起債のスキーム第 1

号の事業となった。
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６　隠岐潮風ファーム６　隠岐潮風ファーム

・ 整備目的：民間企業の農業参入により，遊休農地の有効活用や担い手不足の解消を図

り，畜産業を中心とした地域農業の活性化と雇用の創設を目指す。

・ 運営主体：有限会社隠岐潮風ファーム

・ 構造改革特区により島根県補助金を活用した民間の取組。

・ 町内の建設会社である飯古（はんこ）建設有限会社の社長が，島での雇用を守るため

に農業進出を決意し，2004 年，豊田地区に隠岐潮風ファームを開設。

・ 山を 4 つの区域に分けて牛を放牧している。元々，子牛（黒毛和牛）を育てて生後 8

か月で出荷し，本土で肥育されて松阪牛，肥後牛のブランド名で市場に流通していた。

それを地元で育てて「隠岐牛」というブランドで売り出すという戦略を立てた。

・ 毎月 1 回，12 頭の牛を車で東京まで運ぶ。Ａ 4 以上の牛だけを「隠岐牛」として売

り出す。輸送費が高いので高給牛でないと採算が合わない。島根県にも市場はあるが，

東京に持ち込むことで「隠岐牛」のブランドを確立することを狙った。

７　承久海道キンニャモニャセンター７　承久海道キンニャモニャセンター

・ 整備目的：地域資源を活用しつつ農漁村滞在型余暇活動の展開を図っていくために町

の玄関港菱浦港に情報発信・交流拠点施設を設置。待合所機能の充実を図るなど利用

者の利便性を高め，購買飲食サポート機能との一体的整備を行うことで，交流人口の

拡大，新たな就業機会を創出し，地域活性を図る。

・ 事業主体：海士町

・ 運営主体：株式会社ふるさと海士（第三セクター），但し水産物直販所は海士町漁協

が運営

・ 「キンニャモニャ」は島に伝わる踊り（民謡）のこと。菱浦港に直結しており，フェリー

で到着した来訪者が初めに足を踏み入れる施設。農水産物直販所，特産品・土産物売

り場，地元の食材を活用したレストラン，観光案内所がある。

・ 木造の温かみがある建物と，センスのよいデザインにより，旅行者やＩ・Ｕターン者

を迎える玄関口として印象深い施設となっている。

８　社会福祉法人だんだん　さくらの家（就労継続支援Ｂ型事業所）８　社会福祉法人だんだん　さくらの家（就労継続支援Ｂ型事業所）

・ 海士町の特産品「ふくぎ茶」の製造販売を手がける。

・ 「ふくぎ」とは，和菓子などについている黒い爪楊枝（くろもじ）に使われている木

のこと。その木の枝を煮出してお茶にする。町民には身近すぎてこれを商品にすると

いう発想がなかったが，海士町にＩターンで来た商品開発研修生が，商品として開発。

・ 販売を始めた 2008 年には，年間 30 万円くらいの売上げしかなかった。大袋にどさっ

と入れて道の駅で売っていた。しかし，その後，パッケージのデザインなどを考案し

ティーパックなども作って売り出した結果，今では年間 300 万円くらいの売上げに

なっている。

９　海士町中央図書館９　海士町中央図書館

・ 元々，島には図書館がなかった。
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・ 2007 年，「海士町まるごと図書館構想」の事業開始。町内の小中学校，高校，公民館

など 20 か所に小さい本棚を置き，本を置くことから始めた。

・ それによって徐々に図書館の必要性が町民に認知され，2010 年，中央図書館開設に

至った。蔵書は 300 冊。

・ 木の棚（高さは低めなので視界が遮られない）や木の机が配置され，お茶を飲めるス

ペースや，子どもが絵を描くスペースがあり，なんとも温かみのある空間であった。

・ 中央図書館開設後も「海士町まるごと図書館構想」は続き，今でも公民館や診療所等

に小さな本棚がある。私達が泊まったホテル「Entô」にも，小さな本棚（図書館）が

あり，宿泊客も自由に閲覧できるようになっていた。

１０　町営住宅・保育園１０　町営住宅・保育園

・ 町営住宅は 350 戸くらいある。現在，建設中のものもある。

・ 家賃は 1 ＤＫ（単身世帯用）で 2 ～ 3 万円，2 ＤＫで 3 ～ 4 万円。

・ 空き家リニューアル事業というものもある。民間の空き家を町が 10 年間だけ借りて，

水回りをリノベーションし，Ｕ・Ｉターンの人達に貸し出すというもの。家賃は町の

収入になる。

・ 保育園は１園。10 年ほど前にＩ・Ｕターン者が増えた時に待機児童が出て 2 園になっ

たが，現在は 1 園である。

第４　隠岐島前高校魅力化プロジェクト，還流おこしプロジェクト第４　隠岐島前高校魅力化プロジェクト，還流おこしプロジェクト

【対応者】  公立塾「隠岐國学習センター」前センター長／

　　　　　　　　　　海士町役場　ひと・学び・還流づくりジェネレーター

 　　　　（補助）海士町役場　人づくり特命担当課長

【訪問日時】 2021 年 7 月 9 日 13 時～ 15 時

【訪問場所】 隠岐國学習センター

【概要】

隠岐島前高校は，入学者が減少して廃校寸前だったが，町の存亡に関わるという危機意

識が生じ，2008 年から高校魅力化の動きが開始した。いい教育とは何か，探究・実践し続

けてきた結果，隠岐島前高校では，「地域の担い手育成」を目標としている。地域を先生と

して学ぶ地域課題解決型学習を進めるとともに，2 年生は海外の大学に研修旅行に行って

英語のプレゼンをするなどグローバルな視点に立った教育も進め，地域・世界の視点に立っ

たグローカルな人材育成を目指している。

町内に学習塾がないため，公立塾をつくり，自学自習を進めている。ここは，大学進学

等に対応するだけでなく，自分の夢（will）は何か，それをどう実現するかを地域の人と

ともに考える夢ゼミを実施し，社会から何を求められること（must）との結合を進めてい

る。

これらの教育プログラムを開発し，具体的に進めるため，コーディネーター 4 名を配置

している。

高校魅力化プロジェクトの結果，島前出身者の隠岐島前高校への進学率が上がり，島外

出身者も多数入学して同校の生徒数は増加し，町全体が活性化している。

63回人権擁護第3部会.indd   53163回人権擁護第3部会.indd   531 2021/09/29   11:412021/09/29   11:41



532

第２編　資料－国内調査訪問録

島前高校を卒業しても，多くは進学・就職により島外に出てしまう。そこで，還流づく

りプロジェクトを始めた。若手社会人向けの１年間の就労型お試し移住制度「大人の島留

学」と，学生向けの 3 か月間のインターンシップ「島体験」を制度化し，多数の若者が島

内で働いている。これが島内に活力をもたらしている。今後，移住者の増加に繋がること，

移住しなくても何度も旅行に来てくれる人等が増加することを期待している。

【聴取内容】

１　隠岐島前高校魅力化プロジェクト１　隠岐島前高校魅力化プロジェクト

(1) 自己紹介

  私は，12 年前，隠岐島前高校の魅力化プロジェクトをするために，東京からＩター

ンで移住してきた。元々は，リクルート社で働いたり，人材育成会社に勤務して省庁・

大企業の研修講師をしたりしていた。

  2008 年秋に出前授業で島前高校に来たときに，「実は高校は潰れそうなので，プロ

ジェクトを立ち上げるので，島に来て協力して欲しい」と言われたが，一旦は断った。

半年後，「60 人面接していい人がいないので，とにかく話を聞きにだけ来てくれ」と

言われて来た。故郷の福岡県大牟田市は寂れた炭鉱町なので，何とかしたいと思って

いた。各地を講師として見て回ると，どこも寂れている。東京から私が講師として来

ても，「東京だからできるのでしょう」と言われる。一番しんどい所で頑張れたら，

大牟田の人にも「海士でもできるだから，お前らも頑張れよ」と言える。

  ここの公立塾の代表をしていたが，今年 3 月末に塾は後任者に任せて，4 月からは

海士町役場で今度は大人の人材育成をやっている。

(2) 「教育の魅力化」とは

  「教育の魅力化」とは，「自分たちの学校や地域にとってのいい教育とは何か，関係

者で対話しながら探究，実践し続けること」であると考えている。学校の先生だけで

なく，行政職員，地域住民など様々な人が探究し，実践し続ける。ここでやっている

ことをそのまま真似して，公立塾を作り，寮を造り，地域課題解決型学習をやれば魅

力化できるというのではない。自分たちにとってどんな方法論があるのか話していく

のが大切だと思っている。

  海士町の事例は，成功事例だとは思っていなくて，どちらかと言えば挑戦事例であ

ると思いながらやっている。僕らも悩みながらやっている。

(3) 高校魅力化プロジェクトの発端

  隠岐島前高校の入学者は，12 年間で約 3 分の 1 に減少し，2008 年に 28 人になった。

その後も入学者は減少する予測だった。入学者が 3 年連続 21 名を下回ると，統廃合

の対象であるので，2011 年～ 2012 年頃（どんなに遅くても 2013 年）に廃校の見込み

であった。

  入学者減少の原因は，少子化と教育環境への不安（「島前高校に入っても大学進学

できない」「人が少なくて刺激がない」など）であった。当時，学年で 1 人，国公立

大学に入れるかどうかという状態だった。部室が燃える事件が起きるなど，悪さをす

る子もいた。挑戦したい子や役場職員・経営者の子は，島外に出てしまう状況であっ
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た。学力ある子は島外に出て，できない子が残るという状況だった。

  島から高校がなくなると，高校生がいなくなるだけでない。松江の高校に通わせる

と，下宿の費用が多額になる。そこで，家族ごと移住してしまうものも出てくる。そ

うすると，子ども連れ家族の定住者が減少し，Ｕターン率も激減する。その結果，町

の存続に関わることになる。離島の場合，学校の存在は地域の存続に直結する。

  2008 年 3 月，島前 3 町村の町村，議長，教育長，中学校校長，島前高校校長，Ｐ

ＴＡ会長，同窓会長等が集まって「隠岐島前高等学校の魅力化と永遠の発展の会」（魅

力化の会）を作り，目標を設定した。1 つは，島の子どもの入学率を上げる。優秀な

人間は島外に進学する。2008 年は，島前地域の中卒生の 45% のみ島前高校に進学。こ

れをせめて 70% 程度に上げたい。2 つめは，島外からの入学者を増やす。

  魅力化の会は，どちらかと言えばお偉方の組織なので，その下に実行部隊として，

魅力化推進協議会を設置した。ここが，アイデアを出し，実現している。

(4) コーディネーターの配置

  コーディネーター 4 人を校内に配置した。島前高校の取組を受けて，島根県知事が，

中山間地域の高校の振興のため，年間 600 万円の予算を付けた。島根県は，コーディ

ネーターの数が，全国で最も多い。国にも人件費を捻出できるように働きかけている。

島前高校以外は，1 つの高校に 1 人とか，複数校に 1 人などとなっている。

  県内の学校を見ると，教育が良くなってきた学校と変わらない学校がある。学校の

先生は，3 ～ 4 年間で転任する。思いのある先生がいても，他の先生が変わりたくな

いことが多い。結局，コーディネーターの質によって，うまく変われるのかが決まっ

ている。コーディネーターが学校の先生をリスペクトできているところは，うまく変

われている。学校の先生とうまく協働・伴走しながら，やっていく。また，地域の人々

の思いや，意思決定できる管理職の存在も大きな要因である。

  組織内で資源が足りない場合，外から引っ張ってくる。いろいろな人を掛け合わせ

てコラボレーションの機会を作るなど，多様性を成果に変える調整役としてコーディ

ネーターがいる方が，成果が上がる。これは，教育に限らないが，教育にも当てはま

る。

  コーディネーターは，元早稲田大学職員や，大学入試センター職員など多様な人材

を集めた。先生と一緒に汗をかきながら，授業を作ったりしている。学校の先生は，

異動があるので，地域の人との繋がりがなかったりする。地域と繋ぐのはコーディネー

ターの役割である。

問　4 人のコーディネーターがいるというのは，予算措置はどうしているのか。

答　教員は，基本的に交付税措置で確保されている。しかし，コーディネーターは交付税

措置されていないので，基本的に市町村の予算の中で工面している。地域おこし協力隊

制度による交付税措置や，その他に補助金（地方創生推進交付金など）を取れるように

努めている。一般財団法人島前ふるさと魅力化財団で職員 10 名を採用し，そこに町が委

託費を投入する。その中にコーディネーター 4 人がいる。

  教員は，離島への加配措置があり，5 名増員してもらっている。

  コーディネーターは，2009 年からの制度なので，地方創生推進交付金ができる前は，

離島活性化交付金を使っていた。その前は，緊急雇用的な事業の中でやっていた。手を
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変え，品を変え，コーディネーターを維持してきた。その他に，クラウドファンディン

グやふるさと納税で確保している。

  海士町として考えれば，人口が 200 人増加すれば，1 人当たり 30 万円程度交付税が入

るので，6000 万円使って良いことになる。

(5) 学校の役割の再定義と発想転換

  学校の役割を再定義し，「地域の担い手育成」とした。地域の課題は，既存産業衰退，

若者流出，後継者不足，公共依存，少子高齢化，文化・行事の衰退，財政難など。地

域の向かう指針として，産業創出，若者定住促進，継承者育成，自立協働を掲げてい

る。求められている人材は，地域で新たな生業・継業を創り出せる人財（地域企業家

的グローカル人材）である。必ずしも創業だけでなく，例えば「看護師として少しで

も地域を良くしたい」とかでもよい。

  「人の自給自足」がしたい。「仕事が無いから帰れない」ではなく，「仕事をつくり

に帰りたい」となって欲しい。

  １つめの発想転換は，島全体が「学校」，地域の方も「先生」ということ。そもそ

も学校で学ぶのは，社会で自立する，社会で仕事するため。そのためには，一番社会

を感じられるフィールドで学ぶのが理に適っている。都会だと大きすぎて，社会のつ

ながりが分からない。ここでは，つながりが学べるので面白い。島にない職業の人の

場合，招いたりする。ＩＣＴも活用し，グローカルに学ぶ。地域の「先生」で足りな

い部分は国内外を繋ぐ。ラジオのパーソナリティになりたいという人に，つてを頼っ

て，紹介するなど。クラウドでの教育コンテンツなども活用する。

  2 つめの発想転換。超人口減少，超少子高齢化，財政難という，日本の重要課題の

最前線に島前はある。しかも「人，物，金がない」。ここでの挑戦が日本の未来を切

り拓く。ここでの学びが未来を切り拓く力になる。都市部も数十年先に超人口減少等

が問題となる。将来の問題を体験しながら学んでいく。

  島には，スーパーもコンビニも無い。便利だと，便利なことに依存してしまう。不

便は，欲求を生んで，発想を生む，協力を生む，場合によっては忍耐を生む。「島に

は何も無いが，学ぶには，不便な方が良い」と言うと，親も納得する。ただ，入口は

親で良いが，最終的には，本人が行くと決めないと，乗り越えられない。

(6) 隠岐島前高校の教育の具体的内容・特徴

  学習サイクルをぐるぐる回していく。いくつか事例を挙げると，「韓国・中国から

の流入ゴミが課題」ということで，海岸のゴミ拾いすると，意外と日本のゴミが多い。

どうしたらゴミを減らせられるのか，真剣に考える。

  裏山の竹が放置されているので，切る。切るだけでなく，何かをつくる。そこで，

竹でスマホのスピーカーつくった。港で売ったが，売れない。そこで，メルカリで売

る。

  グローカルは，「Think global, act local」からの造語。グローバルは，英語で海

外と取引というだけでなく，高度成長社会の在り方を表している。それだけでは良く

ないので，その価値観に加えて，何を継承していくのか，古きを活かして新しきにつ

なぐ温故維新など，持続可能社会の価値観を併せ持っていく。これらは，2 項対立で

はなく，2 項循環である。現代的センスや英語・カタカナ語の世界と，田舎の感覚（非
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効率でもみんなでやる）を混ぜられるグローカル人財を育てていく。

  2 年生が 1 年半かけてやってきた地域課題の解決の取組の成果を，学習旅行という

ことで全員シンガポールに行って，シンガポール国立大学において，英語でプレゼン

する。地域の魅力，課題，解決策などを発表し，ディスカッションする。島前高校の

生徒は学力に差があるので，学力が低い子は，泣きながら英語の勉強をして，全員見

事に英語でプレゼンする。しかし，大学生から英語で質問されるが対応できなかった

りする。でも，彼らが悔しがって，また英語を勉強する。次年度の後輩は，想定質問

を作成し，対策するなどする。越境体験，価値観の違う知らない場所で学ぶことによ

り，改めて自分自身の輪郭を把握し，自分の特性を理解する。

  文科省から予算を獲得し，ブータンに行って，幸福について考える旅行を，3 万円

程度の安価で実現した。ロシアに行く外交官体験プログラムも，自己負担 3 万円程度

で実現した。経済的に裕福でなくてもチャレンジできる環境を整えている。

  例えば，「ニューヨークでダンスを学びたい」というのに，年間 200 万円以上が必

要となるが，親にも言えない。そういう子のために，チャレンジ・ファンドをつくろ

う，というのを 5 年後・10 年後の構想に入れている。ニューヨークに行きたいとい

う子はまだおらず，誰のために検討しているのか思うことがあるが，そういう子が出

てきたときのために検討している。

  「隠岐島前高校魅力化構想」（第 1 期 2009 ～ 2013 年，第 2 期 2014 ～ 2018 年，第 3

期 2019 年～）は，現在，インターネットで公開している。これには，5 年後に生み

出したい 23 のシーンはあるが，そのために計画的にやるべきことは書いていない。

  積極的休学は，既に 2，3 人いる。例としては，高校 2 年生で 1 年間休学して，島

の「風と土と」という地域作りをしている会社で働いている人。1 年休学して海外で

働いて，戻ってくる人。社会を知った上で，高校での学びがどこに繋がっているのか

を確認してから学びたいという考え方である。

  ＮＴＴ西日本のＣＭで「つながる教室」（田舎の学校がスクリーンで都会の学校と

つながる）というのがあったが，これのモデルとなったのが，隠岐國学習センターや

島前高校であった。1000 万円する機械を入れて良いということで，宮崎県の高校や，

大阪の高校と繋ぎながら，互いの地域のことを学ぶ。ＩＣＴがかなり入っている。ｉ

Ｐａｄが 100 台 (50 台はここで，50 台は学校 ) など。

  田舎の学校には多様性がない。小中高同じメンバーなので，頭が良いＡ君に適わな

いなどと，努力しなくなる。そこに多様性入れることで，刺激を与える。価値観も増

えていく。

(7) 公立塾隠岐國学習センター

  隠岐國学習センターは，珍しい公立の塾である。ここでは，新しい学びの在り方を

提示している。夢ゼミでは，多様な生徒・大人と関わりながら，生徒が自分自分のや

りたいことを探究していく。その中で，単に自分のやりたいことをやっていくだけで

なく，地域は何に困っているのか，社会でこれが必要だということを把握していく。

往々にして，自分の夢・やりたいこと（will）と地域や社会のためにできること（must）

が離れていることが多いが，これを対応させながら，つきあわせていく。

  日本の教育の課題として，子どもの自己肯定感が低いこと，自分と社会との繋がり
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が低いと感じている子どもが多いことが問題である。日本の子どもは，自分が頑張れ

ば社会が良くなると思っていない。島前高校生は，自分が頑張れば社会が良くなると

考えている者の割合がアメリカ・ドイツ並みに高く，5 割以上を占めている。このよ

うに地域との繋がりを感じられることは，島前高校の強みである。地域との繋がりが

強い者の方が，充実度が高いというデータが出ている。

  高校生が，問いのパターン 3 つ「どうしたら○○できるのか」「本当にそうなのか」

「具体的に言えば，どうなのか」を用意して問う。大人のホテル事業を高校生が支援

するという授業をやった。高校生が「人数が足りないことは，良いようにも悪いよう

にも原因にできるから，本当に原因は人数が足りないことなのか」「人数が足りない

ことは，悪いことだけでもないことだと思う」と言う。「高校生が触媒となって，大

人が変われないか」と考えている。

問　夢ゼミで，地域の人と交流するというのは，どういう地域の人なのか。

答　普通に 30 代から 40 代の人に声をかける。漁業の課題を漁師に話してもらう。農業の

課題を農家に話してもらうなど。

  最初は，違う思想を持っている人は呼ばなかったが，いろんな意見があった方が良い

ということで，途中からは，いろんな人を呼ぶようになった。19 時半から 22 時まで，無

報酬で来る人は，よほど興味がある人か好きな人だ。我々に反発心を持っていても，高

校生を見たら，頑張っているなと言う人が多い。

問　大学入試は，課題発見能力だけでなく，知識量や処理能力が問われる部分が大きい。入

試の勉強には，知識等を身につけるための労力も必要だが，そのバランスをどう図って

いくのか。

答　バランスを保てるように，高校の先生も，きめ細やかに戦略を練っている。大学進学

率は，卒業生のうちの 5 割程度である（島根県の平均が 4 割弱程度）。現在，大学入試も

揺れていて，ＡＯ入試や思考力を問う問題も増えてきている。英語や数学の点数では入

れないような上智大学，立教大学，立命館大学などから指定校推薦が来ている。大学か

らうちのゼミに見学が来て，「こういう子が欲しい，ただし英検 2 級は取ってよ」と言わ

れる。法政大学も，島前高校に地域枠を設定している。大学にも高知大学地域協働学部，

北九州市立大学地域創生学群など地域系の学部が増えてきて，その中では島前高校の取

組はネームバリューもある。ボランティアの取組等が，入試の面接で評価されて高倍率

の入試を合格した者もいる。自分の考えを明確に言うこと，グループディスカッション

になると，強い。センター試験や二次試験で点数を取ることも大切なので，そことのバ

ランスを取ることが大切である。

(8) 高校魅力化プロジェクトの効果と今後

  全国 70 か所程度に，高校魅力化が広がっている。高校が統廃合で消滅した自治体

では，人口 1 相当が転出した。魅力化した高校のある地域の総人口は，5% 程度増加

した。地域の消費力は 3 億円程度増加した。

  海士町で言うと，高校が維持されると，寮生や教諭等の 100 人が海士町内で毎日ご

飯を食べる。人口 1 人当たり 30 万円程度の地方交付税が入ってくる。

  生徒の資質・能力として，主体性・探究性・協働性・社会性を育むには，学びの土

壌・環境として，挑戦の連鎖が生まれる安心・安全の土壌，問う・問われる対話の土
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壌，協働を生む多様性の土壌，地域や社会に開かれた土壌が必要である。そのために

は，大人の在り方として，自ら課題発見に挑む主体性，問い・学び続ける探究性，多

様な他者とチームで働く協働性，越境できる開かれた社会性が必要である。大人が挑

戦しているところでは，子どもも挑戦する。

  生徒の数は，2008 年の 89 人から 2015 年には 178 人に，入学者数は 28 人から 65 人

に増加した。島前の中卒生の島前高校進学率は，45% から 78% に上昇した。

  海士町では，童謡のふるさとを「志を果たして帰る」ではなく，「志を果たしに還る」

と歌うことになっている。全員でなくて良いが，そのような町になってもらいたい。

問　島前高校進学率が上がったと言っても，残り 2 割余りは島外に出ている。このことに

関する評価はどうなのか。

答　高専，農業高校，商業高校，水産高校，もしくは部活の強い高校に行きたいという生

徒がいるので，残り 2 割程度が島外に出て行くのは，仕方がないと考えている。ただ，

「島前高校だと大学進学ができないので」というのは変えていきたい。

  自分の子どもが進学する時に，「どこでもいいよ」と言ったときに，子どもが選んでく

れる学校になってほしい。

問　高校を卒業して島外に進学した者の島に帰ってくる割合は，どの程度か。

答　それが課題である。現在は，2 割程度。町長の代は，同級生が 80 人いて 2 割なので 16

人程度だった。最近は，同級生が 10 人いないので，2 割だと 2 人になってしまう。これ

だと島が持たない。2 割を 4 割にしていきたい。また，足りない人口は，Ｉターンで補っ

ていきたい。

２　還流おこしプロジェクト２　還流おこしプロジェクト

(1) 還流おこしの考え方

  高校生が挑戦するためには，その土壌として大人の挑戦が必要。そこで，大人がチャ

レンジできるようチャレンジセンターをおきたいと思っていた。今年 4 月から町長が

「意志ある若者の島への還流を起こすことを目指す『還流おこしプロジェクト』」を

立ち上げた。私の現在の肩書きは，「海士町役場　ひと・学び・還流づくりジェネレー

ター」である。

  「還流」に対して「結局，島に縛り付けるということか」「大人のエゴでしょう」と

いう否定的な見方もある。「居住地や職業選択の自由は，本来当人にある」と言われ

ることもある。一方で，「還流は，強制的に還らせるのではなく，意志を持って還っ

てくるなら良いではないか」「第一次産業の担い手がいないので，地域の切実な願い

だ」ということもある。「地域の担い手を育てる」と言うと「地域エゴ」と言われるが，

「社会の担い手を育てる」と言えば，あまり違和感はない。結局，魅力的な地域，職

場，福祉，医療をつくっていき，結果的に還流が起きるということだろうと思う。

(2) 「大人の島留学」「島体験」の制度化

  去年は国勢調査の年で 10 月の人口が大切なので，急いで集めたら，大学生 20 人が

引越してきた。人が少ない地区に若者が住んだら，地区が元気になる。御波という地

区に若い女性がシェアハウスで入ったところ，地区の人が喜んでクリスマスツリーの

イルミネーションを飾りだした。
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  これを制度化しようということで，「大人の島留学」という 1 年間の就労型お試し

移住制度と，3 か月間の「島体験」インターンシップという 2 つの制度を今年 4 月か

ら作った。前者は，定員 15 名，後者は 10 人。4 ～ 6 月で 10 人は終わって，7 月から

第 2 弾が来ている。10 人を 4 クール回していこうとしている。前者は，若手社会人

に来てもらいたいと思っている。住んで良かったらそのまま定住してもらいたい。3

か月のインターンシップは，主な対象は大学生で，体験をフレキシブルにしてもらう。

今まで，移住にお試しがなかったので，移住者にとってリスクが高かった。出身者で

も島で仕事をしたことがないとリスクが高かった。そこで，移住・就職の手前にお試

しの必要性があった。

  島体験では，毎週金曜に私が丸一日研修する。島体験では 3 か月して関係性も出来

てきた頃に出て行くので，研修する側には消耗感があるが，今は，試しの機会がある

のは受入側にとっても良いと考えている。

  オンライン説明会を開いたり，関係者がＳＮＳで発信したりなどして，募集した。

島留学や島体験の人の仕事は，島のホテルのオープンを手伝ったり，飲食店で働いた

り，役場でポスターをつくったり，島の産品の開発を地元の人と一緒にやったりなど。

生活費としては，島留学の人と海士町とは業務委託契約をして，町が報酬月 15 万円

を支払っている。島体験場合も，月 8 万円の活動支援金を支払っている。総務省の地

域おこし協力隊（1 ～ 3 年）や地域おこしインターン（最大 3 か月）の制度により，

国の補助金が出ている。

(3) 「大人の島留学」「島体験」の状況

  面白いことが起きている。島体験インターンシップの子が，役場に配属になって，「空

き家を掃除しよう」と課長に言われたら，「自分のやりたいことと違うから嫌です。」

と言った。別の子も「なぜインターンが 3 か月と長いのか。しかも，今やっている仕

事は，僕でなくてもできる。」と言ってきた。そこで，「誰でも出来ることを誰より頑

張ることで，そこで初めて信頼されて，自分の will を周りが応援するようになるから。

入社した新人が，これやりたくないと言うのか。」と私が言うと，「確かにそうですね」

と納得してくれた。しかし，「空き家を掃除してくれ」と言った課長が悩み始めた。

私は，課長に「僕たちの教育が行き届かず，すみません。注意します。Will も大切

だけど，まずは must だろう」と言って謝った。課長は，「自分は，これまで若手職員

に，役場の仕事はほとんど must だから，つべこべ言わずにとくかくやれ，と言って

きたが，よく考えたら，will の部分をよく聴いて吸い上げて，仕事を調整してあげ

ないといけない，という事に気付いた。」と述べた。奇しくも，「大人の島留学」「島

体験」などの若手社会人・大学生向けの学べる機会を作り出したように見えて，実は

職場の雰囲気が良くなるなど，職場が改善される。それが少しずつでき始めている。

大学生が触媒となって，働きやすい職場，雰囲気が良い職場になる。還流が起きる魅

力に繋がるのではないかと考えている。

  島体験では，3 か月の間に，こちらの魅力や努力が問われることになる。これまで，

人手不足が言い訳になっていた。今は若い人が来るので人手不足は理由にならない。

むしろ，若い人が続かない事の方が問題になるようになった。職場の受入体制や在り

方が問われることになる。
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  あれだけ不満を言って問題児だと思っていた第１期インターン 10 人のうち，7 人

が「残りたい」と言って延長した。大学 3 年生が「卒業しに学校に戻るが，来年来た

ら就職します」と言う人も出てきている。来年は，１年バージョンの「大人の島留学」

を 15 人から 20 人に増やし，3 か月の「島体験」を 1 期当たり 10 人から 40 人に増や

そうという計画を立てている。4 月に始めた 40 人のうち半分の 20 人くらいが 1 年に

延長するだろう，半年延長する者もいるので，結局 40 人中 30 人程度が残る。7 月に

10 人を新たに入れるなど考えている。

  明らかに各集落が元気になってきている。海士町に 14 集落ある中で最も人口の少

ない多井集落（人口 17 人）に若い人が入ると，完全に人口構成比が変わる。20 年ぶ

りに子どもが生まれて，また変わっていく。

(4) 還流おこしプロジェクトの展望

  島留学・島体験に来た 70 ～ 80 人中 3% に当たる 2 ～ 3 人程度でよいので，島に移

住してもらいたい。移住せず都会に戻った場合でも，ふるさと納税をしてくれたり，

家族や仲間を連れて旅行に来てくれるなど海士町の応援団になってくれたら，強みは

増していく。

  多くの地方自治体が定住・移住施策として入口（受け入れ）はやるが，来た後のサ

ポートはあまりない。そこで，移住して来た人に，伴走センターのようなものを立ち

上げていけないかと考えている。

  大きく言うと，島から出て一回外で経験を積んで，戻ってくる。従来は，狭義の学

力を身に付け，都会のいい高校，いい大学に行って，経済優位の価値観で，田舎から

都会に人が出て行っていた。ところが，地域の人と関わることで，主語がＩからＷｅ

に変わる。地域との繋がり感のようなベースが出来てくれば良い。今までは，ここに

いる子どもの教育で精一杯だったが，その子らが出て行ったときに，高校の同窓会青

年部のようなものをつくって，繋がり続ける。去年，オンラインゼミを卒業生とやっ

たら，結構好評だった。島に戻ってきたら，地元の者と混ざりながら，作り上げてい

けたら面白い。

  これまで 12 年やってきたことが，今では高校の教科書に載っている。今年から始

まる取組も，教科書に載りそうだという予感がある。

第５　海士町複業協同組合第５　海士町複業協同組合

【対応者】海士町複業協同組合事務局長

【訪問日時】2021 年 7 月 9 日 15 時 30 分～ 17 時

【訪問場所】海士町役場交流施設

【概要】

海士町は，季節に応じて半農半漁など複数の生業を営む働き方や文化が今なお続く小さ

な離島である。季節に合わせて働き方を考えるのが海士らしい考え方である。

海士町複業協同組合は，働き方をデザインできる「場」を確立することで，海士町が古

来より得意としてきた複数の生業による多種多様で新たな働き方づくりに挑戦できる地域

としての魅力を高める。
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【聴取内容】

１　海士町の現状１　海士町の現状

(1) 産業構造

①　就業者数の減少

  海士町は少子高齢化が進み，産業別人口も年々減少している。第 1 次産業は 1980

年には 526 人いたが年々減少し，2015 年には 184 人となってしまった。また第 2 次

産業も 1980 年には 339 名いたが，2015 年には 176 人に減少している。第 3 次産業

はほぼ横ばいである（図表 1）。

図表 1

 

出典：国勢調査 
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基幹産業の一つである畜産業は，「隠岐牛」のブランド化により，販売金額が2315万円

（2005年）から 2万 2540万円（2010年）と約 10倍に増加した。 

イ 漁業 

海士町は，白イカやウニ等の水産物が揚げられている。しかしながら，これまで，漁協
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品価値が低下してしまっていた。2005年にＣＡＳシステムという冷凍技術を導入した加工

施設の整備を図り，鮮度と採れての味を保ったまま遠く離れた地域へ出荷することが可能

となった。また，ＣＡＳにより「いわがき春香」を一年を通じで販売することが可能にな

った。 

ウ 観光業 

海士町は，1970 年代の離島ブームの頃より多くの観光客を受け入れてきており， 観光

が昔から主要産業となっている。観光客の状況をみると，4月から 5月にかけての時期 と

7月から8月の時期にかけて滞在人口が増加していることから，この時期を中心に 観光客

が多いことが推認される（図表②）。 

(2) 人手不足 

① 人口減少による人手不足 
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士町では，ますます少子高齢化が進行した。人口減少により産業はどんどん衰退していっ

た。 

② 通年採用が難しいことによる人手不足 

介護や保育，岩がきやなまこの加工，観光案内や民宿，漁業・農業の後継者育成等，人
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2315 万円（2005 年）から 2 万 2540 万円（2010 年）と約 10 倍に増加した。

イ　漁業

  海士町は，白イカやウニ等の水産物が揚げられている。しかしながら，これま

で，漁協や近場の市場にしか水産物を出荷しておらず，市場に届くまでに時間と

費用がかかり，商品価値が低下してしまっていた。2005 年にＣＡＳシステムと

いう冷凍技術を導入した加工施設の整備を図り，鮮度と採れての味を保ったまま

遠く離れた地域へ出荷することが可能となった。また，ＣＡＳにより「いわがき

春香」を一年を通じで販売することが可能になった。

ウ　観光業

  海士町は，1970 年代の離島ブームの頃より多くの観光客を受け入れてきており，
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観光が昔から主要産業となっている。観光客の状況をみると，4 月から 5 月にか

けての時期と 7 月から 8 月の時期にかけて滞在人口が増加していることから，こ

の時期を中心に観光客が多いことが推認される（図表 2）。

(2) 人手不足

①　人口減少による人手不足

  若者はより安定していて将来性のある仕事を求めて，都市部へ流出する。その結

果，海士町では，ますます少子高齢化が進行した。人口減少により産業はどんどん

衰退していった。

②　通年採用が難しいことによる人手不足

  介護や保育，岩がきやなまこの加工，観光案内や民宿，漁業・農業の後継者育成

等，人手を欲している現場や実はかなり多く存在するが，岩がきやなまこは，時期

によって取れる時期と取れない時期が明確に分かれており，通年採用が難しく，ホ

テルやガイドなどの観光職や特産品の直売所やレストランはそもそも応募が少ない。

  また，海士町への観光客は，4 月から 5 月と，7 月から 8 月を中心に多いが，1

月から 3 月と，11 月，12 月の観光客は少ないことから（図表 2），観光案内や民宿

も通年採用が難しい。

　　　図表 2
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に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について，都道府県知事が一定の

要件を満たすものとして認定した時は，労働者派遣事業（無期雇用職員に限る。）を許可で

はなく，届出で実施することを可能とするとともに，組合運営費について財政的支援を受
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　　　　平成 28 年島根県観光動態調査結果表

③　自営業を原因とする人手不足

  民宿や漁業・農業の担い手育成に関しては，自営という観点から未経験者の参入

へのハードルが高いという難点がある。

(3) マルチワーカーという働き方

  海士町は，季節に応じて半農半漁など複数の生業を営む働き方が今なお続いている。

季節労働を 1 年間つなげるという働き方である。1 つの仕事場で 1 年を通して雇用す

るのは難しいことから，各現場のピーク時に働くという働き方である。
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  この「マルチワーカー」という働き方により，海士町内のサービスの質の向上や人

手不足から放棄されていたサービスの再興につながり，また，多様な業種で働ける人

材が増えることで，新たなサービスや産業の創出の可能性も出てくる。

  一般社団法人海士町観光協会は，2012 年特定人材派遣業の登録を行い，島内の観

光施設，生産現場における人材不足の課題を解消するための人材派遣業を開始した。

「マルチワーカー」を各現場へ派遣してきた。

２　特定地域づくり事業協同組合２　特定地域づくり事業協同組合

特定地域づくり事業協同組合制度とは，人口急減地域において，中小企業等協同組合法

に基づく事業協同組合が特定地域づくり事業を行う場合について，都道府県知事が一定の

要件を満たすものとして認定した時は，労働者派遣事業（無期雇用職員に限る。）を許可で

はなく，届出で実施することを可能とするとともに，組合運営費について財政的支援を受

けることができるようにするというものである（図表 3）。

図表 3

総務省ホームページ「地域力の創造・地方の再生」より引用

３　海士町複業協同組合３　海士町複業協同組合

(1) 設立

  海士町複業協同組合は，2020 年 11 月 9 日に，食料品加工業，宿泊業，漁業，農業，
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その他の教育，学習支援業を行う 5 名の発起人より，特定地域づくり事業協同組合に

基づき，人口の急減地域において派遣事業を行う中小企業等事業組合として設立され

た。

  その後「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法

律」（2020 年 6 月 4 日施行）に基づく「特定地域づくり事業協同組合」として，2020

年 12 月 4 日，国内で初めての認定を島根県から受けた。組合は，労働者派遣法の特

例として届出のみで労働者派遣業ができ，組合の運営経費の 1/2 につき市町村の助成

を受けられる（地方交付税措置あり）。

  代表理事は，株式会社ふるさと海士の代表取締役である。事務局長はＯ氏である。

Ｏ氏自身も海士町に I ターンし，マルチワーカーとして働いていた。Ｏ氏は島根県出

身で，大阪の専門学校で写真を学んだ。島根県浜田市弥栄町で限界集落を撮影してき

た。その後，海士町へ移住した。そして，海士町では「マルチワーカー」として，そ

して「写真家」としてという暮らし方をしてきた。

(2) 組合の事業

①　事業の目的

  複業から「新たな繋がりによる新事業の創出」や「事業所の魅力の再発見による

新たな価値の創出」を促進し，魅力ある仕事を生み出す。また，「働き方のデザイン」

ができる新たな働き方に挑戦することで海士町の魅力を高める。さらに，地域に担

い手不足を解消する。

  挑戦する島の体現化である。海士町複業協同組合は，働き方をデザインできる場

を確立することで，複数の生業による多種多様な働き方づくりに挑戦できる地域と

しての魅力を高めていく。

②　働き方のデザイン

  海士町は，季節に応じて半農半漁など複数の生業を営む働き方や文化が今なお続

く小さな離島である。複数の生業をしてきた文化があるため「働き方をデザインす

る」ことについて，考え方は多数ある。季節に合わせて働き方を考えるのが海士ら

しい考え方である。

  組合は，働き方をデザインできる「場」を確立することで，海士町が古来より得

意としてきた複数の生業による多種多様で新たな働き方づくりに挑戦できる地域と

しての魅力を高める。

③　職員の雇用形態等

  雇用形態は正社員であり，労働時間は 1 か月単位の変形労働時間制，5 時～ 22

時のうち 8 時間以下，給与は年収 240 万円から 310 万円である。昇給は年 1 回（4 月），

賞与は年 2 回（6 月・12 月）である。健康保険，厚生年金保険，雇用保険，労災保

険が完備されている。給料については，労使協定で決めていく。

  月に一度働きたい場所や働き方のニーズの聞き取りをして，職員一人一人にあっ

た複業プランを立てる。

  1 年目は島を知る期間として，1 年のうち 3 か所以上，１か所当たり 3 か月以上

の期間で働く。2 年目からは島に入り込んでいく。1 年のうち 2 か所以上の事業所

で働く。
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(3) 組合の特徴（組合員が多種多様）

  株式会社ふるさと海士（魚介類の加工販売・塩づくり），株式会社海士（ホテル・

レストラン・小売店），株式会社風と土と（地域づくり・メディア・人材育成），株式

会社ゆうでん（農業※予定），飯古建設有限会社（定置網漁師）など，組合員の業種

が多種多様である。

(4) 職員

  現在 6 名の職員がいる。6 名の職員の経歴は様々である。大手海運業の人事，映像

系専門学校から新卒，大手情報通信業界，公立高校教諭，大学卒業後，戦略デザイン

ファームである。

(5) 海士町複業協同組合が複業に求めるもの

  組合員間の業務に対する新たな繋がりの発見による新事業を創出する。

  例えば，職員×Ａ社×Ｂ社＝新事業，職員＋Ｃ社＝企業価値となる。

  しかし，前例がない中でやっていくなかで，最初の 1 年間は組織の礎を作っていく。

３　実例と課題　３　実例と課題　

(1) 実例

  ある女性職員は，漁師になりたいとインターネットで検索して応募してきた。漁師

は男性社会であり，本気度が試されるので，派遣として数か月働くというのはちょう

どいいと思い応募したという。定置網漁は今まで女性が働いたことがなかったことか

ら，どこまでアレンジできるのか組合としてもチャレンジだった。海士町の漁師は 9

人全員が I ターンで，根っからの漁師はおらず，島の漁師から少しずつ教わって事業

承継をしていった人達である。それもあって，女性職員を受け入れるに当たって着替

え室，トイレなどきれいにしてくれたりして態勢を整えてくれた。2021 年 4 月～ 6

月までの働きぶりをみて，できれば夏も受け入れたいという意見もあった。しかし，

職員自身はいろんな現場を経験したいということで，現在漁協で働いている。

  別の職員は，映像専門学校に出した求人を見て応募してきた。Ｏ氏自身が海士町で

働きながら現場の写真を撮っており，自分もそういう形で映像の仕事がしたいと応募

したという。また，大学で博士号を取得した後に，戦略デザインファームを経て，海

士町複業協同組合に応募し，週 3 日は協同組合，週 2 日は別のところで仕事をしてい

る人もいる。

(2) 課題

  派遣先が繁忙期だけきてほしいと思っても，そういう人材は島にはあまりいなかっ

た。Ｏ氏が観光協会から派遣されて働いていた時，いろいろな仕事の繁忙期を渡り歩

いていった結果，自分は年中繁忙期という状態になった。しかし，なるべく現場に迷

惑をかけるような休みは取りたくなかった。今後どのように職員の働き方を作り上げ

ていくのかが課題である。閑散期に営業をしたりすることで，繁忙期を迎えることが

できたりする。

  また働く側からは自分探し，新しい発見をするというメリットもあるが，先が見え

ないというデメリットもある。起業するのか，派遣先の正社員になるのか，卒業とい

う形をとって，また戻ってくるということもある。この点も課題である。
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編集後記

かつて市場や地元の商店が並び店主の声が響き賑わっていた駅前が，再開発され多国籍

企業の珈琲店や都会でよく見る居酒屋チェーン店が並ぶ一見きれいな町並みへと変わった。

郊外に大企業の大型スーパーができて，灯りが消えた駅前のシャッター通り商店街。安価

な外材や山村の高齢化で人の手が入らず朽ちていく森林。若者は，大学や仕事のある無機

質な大都会へ吸い寄せられ，低成長時代の過酷な競争と不安定な仕事や生活の中で孤立し

ていく。単身世帯が増えて老いていく都市と，その中で人知れず亡くなっていく高齢者。こ

の国は，効率性や経済成長を追い求め，競争と自己責任を煽り，貧困と格差の拡大を許容

しながら，いびつな「発展」を遂げてきた。

気候変動問題など社会の持続可能性の危機が指摘される中，本シンポジウム実行委員会

が始動した 2020 年初め，新型コロナウイルス・パンデミックが社会を襲った。感染は人口

の多い都市部に集中し，地域間の移動は制限された。国が誘導する公務員削減策にしたがっ

て保健所を削減してきた地域では対応が追いつかずに混乱し，インバウンド需要に依存し

ていた地域は大きな打撃を受けた。コロナ禍は図らずも国と地域の関係，地域の在り方を

見直す契機となった。しかし，この危機にあっても，相変わらず「自助」が強調され，公

立・公的病院の統廃合や病床数削減を進める「地域医療構想」を見直さずに進めるとの厚

生労働省の方針が表明されるなど，コロナ禍で露呈した社会保障の脆弱性を見直す動きも

見えず，国の動きは鈍い。

憲法は，地方の自治を定めている。コロナ禍で，予定していた海外調査は見送りとなっ

た。しかし，幸いにも，各地の自治体や市民団体等の理解と協力を得て，感染防止に最大

の注意を払いオンラインも併用しながら，各地域の訪問調査を実施することができた。本

基調報告書では，合併後，町長も議員もいなくなり，まちづくりを進めようにも，住民の意

思を反映させ推進する力がなく，高齢者が高齢者を支える状況が進む地域の衰退を止める

方策が見えないという悲痛な声や，地域の資源や特性を見直し，地域で「人が生きる」こ

とを重視した，市民，事業者，行政の協働と実践の取組なども紹介させていただいている。

「地域の中で，自分と仕事や地域社会をつなげ，自分には何ができるかを考え，成り行

きの未来を，意志ある未来へと変える。」「経済成長と国主導の政策が進められてきた時代，

最後尾だった町だが，人と人が助け合う関係性や人と自然が共存する知恵を活かして，持

続可能な社会へのタグボート（曳き船）になる。」海士町のメッセージだ。世界に目を向け

れば，公益とコモンズを中心に置く自治を目指す世界の諸都市間の連携を重視するミュニ

シパリズムの実践も動き出している。

本シンポジウムの準備にご協力いただいた多くの方に感謝申し上げるとともに，私たち

の調査，報告，シンポジウムを踏まえた提言が，さらにその後の取組へと続き，自然と調

和する環境の中で人間の尊厳ある生存や幸せを実感できる，意志ある未来へと転換する力

となることを心から願う。

第 63 回人権擁護大会シンポジウム第 3 分科会実行委員会

事務局長　猪　股　　　正
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