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◆平成 2８年 11月 21日（月）～11月 22日（火）
◆全国市町村国際文化研修所（滋賀県大津市）

平成 28年度 第 3回市町村議会議員特別セミナー

日々めまぐるしく変わりゆく国内外の情勢の中で、地方議会の議員には、様々な行政課

題について学び、施策を提案していくことが求められています。今回は、地方行政、地域

経済、自治体経営をテーマに各分野でご活躍の先生方の講義を受けました。

これからの時代を考えていくうえで、何かしら参考にできる知見があるのではとの思い

で参加しました。

〈全国から 103 名が参加〉

11月 21日(月)【1日目】
講義Ⅰ 「メディアからみた地方分権｣

日本経済新聞社編集委員兼論説委員 谷 隆徳氏

講義Ⅱ ｢選択と集中、分担と連携をコンセプトとした自治体運営

～個々の自治体の特徴を活かした広域水平連携への挑戦～」

京都府舞鶴市長 多々見 良三氏

11月 22日(火)【2日目】
講義Ⅲ ｢変化する政治・経済の中での自治体経営｣

元東京大学総長 佐々木 毅氏

講義Ⅳ ｢地方行政を考える―人口問題を中心に―｣

前・内閣官房まち・ひと・しごと創生本部地方創生総括官 山崎 史郎氏

講義Ⅰ

○地方分権の始まりは？

・1993年(平成 5年)の国会決議…当時は宮沢内閣で安倍首相はその後 14人目の総理で
分権改革は「変われない日本」の象徴か？

・明治 10年(1878年)福沢諭吉…国権には政権(外交・貨幣高権など全国一般)と治権(治
安・教育・福祉など各地の便宜に従う)あり。

・大正 13年(1924年)石橋湛山…政治の中央集権、画一主義、官僚主義を破壊し、徹底
せる分権主義を採用する(「東洋経済」の社説)。

○第一次分権改革



・1995年地方分権推進法成立…地方分権推進委員会(諸井委員会)が発足し、2001年ま
で 5次にわたる勧告。2000年 4月地方分権一括法施行で機関委任事務を廃止、権限
移譲、事務処理特例制度の創設

・2001年 6月最終報告(勧告ではなく)…残された課題は、地方財政秩序の再構築、法
令による義務付けや枠づけの緩和、地方自治の新たな仕組みの検討、事務事業の委

譲、住民自治の拡充と地方自治法による規制の緩和、｢地方自治の本旨｣の具体化。

・2003年から 05年…三位一体改革で地方向けの補助金 4兆円削減、地方へ 3兆円の
税源移譲(実際は補助金 4,5兆円削減、地方交付税大幅カットで地方自治体はトラウ
マに

・2006年 11月地方６団体の「新地方分権構想検討委員会」が最終報告…「地方行財
政会議」の設置、国税と地方税の配分を 5対 5に、「地方共有税」構想の実現、国の
地方支局の整理、地方分権型道州制、地方自治の保障と財政自主権の保障(憲法改正
で)

○第二次分権改革

・2006年 12月地方分権改革推進法成立…2007年 4月地方分権改革推進委員会(丹羽委
員会)発足し、2009年 11月まで 4次にわたって勧告。義務付け枠づけの見直し、事
務権限の委譲、国と地方の狭義の場の法制化。

・2009年から 20012年の 3年間にわたる民主党が挙げた「地域主権改革」(原口プラ
ン)…法令による義務付け・枠づけの緩和、基礎自治体への権限移譲、ひもつき補助
金の一括交付金化(唯一民主党独自の政策)、地方財源の充実確保、緑の分権改革、地
方政府基本法の制定、自治体間連携、出先機関改革、国と地方の協議の場の法制化。

「地域主権改革」という言葉は目新しかったが、その中身は自民党政権時代に検討

していたものを踏襲。

・民主党政権の挫折…国の出先機関の原則廃止を揚げていた(国道、河川、ハローワー
クなど)―全国知事会と各省庁(霞が関)との論議は平行線。ブロック単位の受け皿を
整えた地域への移管に方針転換。東日本大震災を契機に中央省庁が巻き返し。全国

市長会なども霞が関の応援団に。｢いざという時に頼れるのは県ではなく国だ｣とい

う国依存症の病が再発した。

○道州制について

・2006年地方制度調査会の答申…都道府県を廃止・再編＋国の出先機関の機能吸収。
役割分担(国は外交、防衛、金融、政策、社会保障。道州はインフラ整備、産業政策、
雇用政策、交通、環境。市町村は福祉、教育、まちづくり、戸籍管理)

・道州制の様々な型…中央集権強化型、行革型(都道府県の単なる合併)、現状維持型(北
海道道州制特区)、分権型、地域主権型(米国などの連邦制)
・2012年第二次安倍政権は当初、道州制基本法案を揚げていたが…全国町村会などの
強い反対、知事会も消極派が多数、国会議員は中央集権強化型の道州制論者が多い、



維新の会を除くと推進役はいない。

・以前はハードの中央集権(リゾート法、テクノポリス法)、今はソフトな中央集権(地
方創生)

○地方分権改革の現状

・2013年 4月安倍政権は地方分権改革有識者会議(神野座長)を設置…義務付け枠づけ
の見直しで成果。岩盤規制も一部切り込む(農地転用権限の委譲、地方版ハローワー
ク創設、自家用有償旅客運送の監督権限の委譲)
・2014年に提案募集方式と手上げ方式による改革…地方の要望に基づいて法令を見直
しているが内容は些末。国の組織や財政に影響する提案は認めず、自治体の事務処

理に関わるものに限定。毎年新たな法令ができる。もはや分権ではなく、行政事務

の簡素化・運用面の微修正ではないか。

○これまでの分権でわかったこと→これからどうするのか？

・地方分権の主な狙いは…東京一極集中の是正と国土の均衡ある発展。画一的な地域

づくりから多様な地域づくりへ。

・都道府県制をベースとする分権では、一極集中の是正効果はあがらない→では道州

制か！しかし反対論が根強い。

・地方の自立が目的なら、せめて国と地方の税源配分を 5対 5にすべきではないか？
→都市と地方の税収格差が広がる懸念

・地方は、ソフトな中央集権の方が実は居心地がいい？→それでは自治体の自立はあ

りえない

・今取り組むとすれば、法律の規律密度の緩和か？

・地方分権が進むか否かは、地方自身の行動次第。政治運動抜きには無理→全国知事

会は 10年ぶりに分権に関する研究会を立ち上げた。
まとめと感想

「地方分権改革は、もっと進めるべきと考えるか？現状でとりあえずいいと考える

か？皆さんどう思われますか？」という質問から講義が始まった。私はもっと進める

べきだと思いで手を揚げたが、ほとんどの人も同じ思いのようだった。

新聞記者の鋭い目を通して、政治の現場を身近に眺めてきた講師の話は、この国の

仕組みが遅々として変わらない無念さが感じられた。また、「地方分権」「地域主権」

という言葉がメディアの中から消えてしまうという危機感が伝わってきた。

地方分権は、時代の流れであったのだが、中央官僚の抵抗が予想以上に強く、しか

もその権力構造が網の目のように地方の隅々まで張り巡らせてあり、容易に突き崩す

ことができない状態にある。知事や国会議員なども官僚出身者が多く占める現状では

むべなるかなである。講義が終わってから再び、地方分権改革は必要であるかどうか

と尋ねられたが、やはり必要であるという人がほとんどだった。

現在進められている地方創生の各種事業の予算付けをみると、形を変えた中央集権



的なやりかたのようにも思えると谷氏は述べられたが、私もそのような思いがしてい

た。また質問者の方も昔のふるさと創生のようだと述べられた。嬉野市でも事業がこ

れから展開されていくが、注視していく必要があるようだ。

講義Ⅱ

○医師から市長へ

・平成 23年、当時舞鶴共済病院長であったが新しい地域医療の再生を訴え、市長に当
選。医師として患者の病気を治すという経験を、困っている人や世の中の役に立ち、

市政の病気を治すという行政の首長にのぞむ。

・選択と集中、分担と連携で公的 4病院の特徴的な機能を充実して、地域医療連携機
構を設置し、公的 4病院があたかも 1つの総合病院として機能する体制を目指す。「中
丹地域医療再生計画」…長きにわたり混乱してきた舞鶴市の医療問題を解決

○5市 2町での広域連携の取り組みは(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、三和町、夜
久野町が平成 5年地域指定、平成 23年京丹後市が参画)
・京都舞鶴港振興の取り組み…海フェスタ京都快哉

・京都北部地域連携都市圏形成推進を宣言…あるものを利用、ない物を揃える。単独

で全ての機能を維持・確保は無理。各地域の強み・個性を活かし、連携と役割分担

と機能強化。

・この北部地域で｢生まれ育ち｣「学び」「働く」。子育てしやすい環境、暮らしやすい

環境づくり…域圏全体の経済成長、高次の都市機能の維持・充実、移住・定住環境

の充実・強化

○連携都市圏のさらなる可能性

・高速道路ネットワーク網の完成、京都舞鶴港機能強化の効果

・北陸新幹線の延伸と敦賀以西のルート検山陰新幹線の構想

・広域パイプライン整備、京都舞鶴港における LNG受入基地の整備、資源量把握調査
の継続及び採掘技術の開発

○市長としての思い

・地方創生の推進において重要なこと…地域の強みを理解し活かすこと、自分たちの

まちに誇りを持つこと

・みらい戦略推進会議・参加団体へのメッセージ…『舞鶴は素晴らしい地域だ』『子ど

もたちに、舞鶴の素晴らしさを伝え、ここで暮らそう、一度はまちを出ても帰って

こいよと言おう』『舞鶴を良くするために、一人ひとりが出来ることを実践しよう』

まとめと感想

医師から市長へ転身という異色の経歴を持った人の話で興味があったのだが、まず、

その話しぶりからすごく真面目だなと感じた。医者は患者の病気を治してあげて喜ば

れる。市長は地域の問題を解決して市民から喜ばれるというのは、医者の仕事と同じ



論理だと自分の中で考えてやっておられる。だから行政の情報を市民に提供し、市民

参加型の政策づくりや人に寄り添って進める行政サービスに努めていると公言された。

講演後の質疑応答のなかで「広域連携はどのように進めていくのか」との質問には

「まず事務方で話し合い、民間のノウハウを活用しながら計画を練り上げ、最終的に

首長が予算配分を決定する」と答えられた。また、「将来は、連携から合併に向かうの

か」との質問には「合併よりも連携がやり易い。個別のまちのマイナスのところはそ

れぞれで解決してもらい、みんなのプラスになるところは共同で利用した方がいい」

と述べられた。

地域の将来についてバラ色の夢のような話をされたが、そこがまた、医者という真

面目な性格が出ているのではと感じた。しかし、真摯な態度には好感が持てた。

講義Ⅲ

○相次ぐ政治の大変動…経済と政治の動き

・イギリスの EU離脱や次期米国大統領にトランプ氏が選ばれた(自爆テロ型大統領…
アメリカのパワーが減じていく)…アングロサクソンの没落の予兆(市場万能主義・グ
ローバル化から市場保護主義へ)
・100年前に戻った(トマ・ピケティ)…世界大戦後高度成長で中間層拡大(政府が市場
をコントロール)→冷戦後グローバル化で格差拡大―サッチャー・レーガン・中曽根。
民主主義とグローバル化は両立できないのか…民意がわからない。帝国主義、ナシ

ョナリズムの高揚

・日本はどうか…金融問題(巨額の財政赤字)、憲法改正。1月総選挙の可能性は…政治
の予測可能性を弱める選挙はやめるべき

○迫りくる第 4次産業革命…紡績→鉄鋼→IT→AI
・新しい産業の時代が来る…新しいサービス、モノづくりと情報産業が結びつく

・人口減少は社会の根源的問題…人工知能 AIの登場
・長寿社会…100歳まで生きるので、働き方・生き方が問題になってくる

○経済構造の変化…グローバルとローカル

・地域でモノづくり、縁でサービス提供…地域の資源をどう活かすか

・アベノミックス…観光産業の成功(日本はインフラ整備・サービスの質が高い)
○定住自立圏構想懇談会座長の経験から…2008年
・医療・教育・公共交通・ITCのネットワークなど構築
・人材育成・産業開発・ミニマム生存サービスなど新しい発信

・全体の人の流れをどうするか

・人生モデルの転換…100歳まで生きる→働き方、稼ぎ方、生き方の転換→長寿化→第
4次産業革命



まとめと感想

政治学者として著名な佐々木氏はその著書を通じて知っていたので、どのような話

をされるのか興味があった。これからの世界史の流れ、日本のこれからについて示唆

に富んだ話で新しい知見を得た。戦後の日本社会は、長寿化という視点が欠けていた

という指摘はまさに慧眼と言える。

政治経済の話は十分に聴かせてもらったが、ではそのような時代の変化に対応して

いくには価値観を変えなければだめである。それには教育しかないだろうと考え、思

い切って手を揚げて質問した。｢教育は知識の伝承・後追いであり、しっかりと次の世

代に伝えていかなければなりません。だから上から変えていく。大人を変えることが

必要だと思う｣と答えて下さいました。しかし、大人は既成の価値観で固まっているの

で、変えていくのは難しいのではという疑問が残ったが、それはこれから自分で答を

探していかなければならない課題となった。

それにしても、佐々木氏と直接対話ができて良かったと思う。これからの時代や嬉

野の将来を考えていく上で参考になる話だった。

講義Ⅳ

○行政官僚としての輝かしい経歴…

1978年厚生省入省し各部局に勤務、大蔵省、JETRO ニューヨークに出向⇒

1993年北海道庁(高齢者医療担当課長)⇒
1994年厚生省高齢者介護対策本部次長~1998年厚生省老人福祉計画課長~2003年厚生
労働省老健局総務課長(介護保険制度の立案・実施)⇒

2006年内閣府官房審議官~2008年内閣府政策統括官(政府の経済政策の総括、リーマン
ショック対応、若年者の雇用対策、JAL再生)⇒

2010年内閣総理大臣秘書官(管内閣)~社会保障と税の一体改革⇒
2011年厚生労働省社会・援護局長~2012年内閣府政策統括官(共生社会)~2013年消費
者庁次長~社会福祉(生活困窮者)、共生(子育て、障碍者)、消費者行政⇒

2014年内閣官房まち・ひと・しごと創生本部~2015年地方創生総括官(地方創生)
○地方創生に対する基本認識

・人口減少が今後急速に進行…危機感の共有の重要性

・地域ごとに状況・方向性が大きく異なる…地域ごとに必要な基本戦略

・地方創生は総力戦で取り組む必要…人材活用と官民協働体制

○人口減少をめぐる状況…人口移動―東京圏への転入超過、地方から大都市へ

・加速度化する減少スピード…時間が経つにつれて加速度的に人口が減少していく

・若年層から始まる人材不足…若年層から減少してその後高齢者も減少に転ずる

・希薄化する地域の居住密度…空き家・空き施設が増加。地域の居住密度が希薄化し

居住が分散



・人口減少は地域ごとに 10～20年の時差で進行…地方から次第に都市部へ
○地方創生の基本戦略

・積極的戦略 1…人を呼び込む(人口の社会増)－地域のしごと創生として、地域の魅力
のブランド化、地域の技の国際化、地域ののしごとの高度化。地域へのひとの流れと

して、地方移住者の相談支援、企業・政府関係機関の地方移転、生涯活躍のまち構想

の推進

・積極的戦略 2…人を産み育てる(人口の自然増)－結婚・子育ての希望実現として、若
年世代の経済的安定、妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援、地域の実情に応じた働

き方の改革

・調整戦略…人を支える－地域連携・まちづくり・集落圏維持として、都市のコンパク

ト化・ネットワーク形成、地域間の連携(連携中枢都市圏)、小さな拠点形成と集落生
活圏維持

○地方創生版 3本の矢
・情報支援の矢…地域経済分析システムの提供

・人材支援の矢…地方創生コンシェルジュ、地方創生人材支援制度、地方創生カレッ

ジ

・財政支援の矢…地方創生推進交付金、まち・ひと・しごと創生事業費(地方財政措置)、
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

○人口減少地域における地方創生

・地域資源の洗い出しと最大活用…伝統技術、地場産品、農林水産資源、観光資源

・地域連携による付加価値向上…観光戦略、自治体間連携

・都市部と連携した人の呼び込み…医療福祉、子育て環境

・地域における生活サービスの維持…集落生活圏の機能、学校、地域拠点

・地域全体の危機…外部の人材活用や官民協働体制の構築

まとめと感想

これまで、地方創生について何度も様々な講師の話を聞いたり、議会の地方創生に

関する特別委員会での資料等で勉強してきたこととほぼ同じ内容だった。それもその

はずで、この山崎氏らが地方創生の諸施策を立案してきた帳本人である。

人口減少という時代の流れの中における本市の地方創生への取り組みを見守りなが

ら、議員として地域の皆さんの役に立つよう努力しなければならないと改めて感じた。


