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ところ 宇都宮市文化会館 会議室２
講 師 渡 辺
治 氏（一橋大学名誉教授）

2012 年を迎えて
とちぎ地域・自治研究所 理事長

笠原 義人

1) 2012 年を迎えた県下各市町の取り組み課題
県内 14 市長の新年抱負で掲げた課題 (「下野新聞」の「新年の抱負」)の、第一位は、
放射能汚染(除染)対策で(6 市、那須塩原・大田原・矢板・鹿沼・さくら・那須烏山）、
第二位は、安全、安心対策、防災計画見直し(6 市、那須烏山・大田原・真岡・宇都宮・
足利・小山）、そして、第三位は、市民との協働によるまちづくり(4 市、下野・矢板・
１

栃木・日光）である。
また、12 の町長が掲げた課題で、第一位は、安全・安心への取り組み(6 町、那須・塩
谷・芳賀・茂木・上三川・野木)で、第二位は、地域経済活性化、雇用創出、観光・農林
業振興(6 町、那須・塩谷・茂木・那珂川・壬生・市貝)で、第三位は、地域の絆を大切に
し次世代に(5 町、野木・壬生・益子・那須・高根沢)であった。
2012 年の、共通の課題は、安全・安心のまちづくり、そして、地域経済の活性化、雇
用の創出、まちづくりが全市町の重点課題と言える。

2) 再生可能自然エネルギ－拡大の具体的工程の提起を
福田富一知事は新春知事対談(「下野新聞」)では、理想の栃木像の夢は『電気の地産地
消』だと語る。栃木県の自然エネルギ－は現在わずかに 7%に過ぎないが、ゆくゆくは 20
～30%に高め、最終的には 100%にするのが夢だとする。そして、公共交通機関(LRT は
その一角)は再生可能自然エネルギ－で運行させたいという。脱原発が、栃木県でも今後
の課題となっており、それとの関わりのある再生可能自然エネルギ－拡大の具体的工程
を、県民に提示することが知事に課せられた今年の宿題である。
3) 「成長」の達成は、雇用の確保・拡大の実績で確認を
2011 年 4 月にスタ－トした「新とちぎ元気プラン」は、「安心、成長、環境」を 3 つ
の重点戦略としている。その一つ、「成長」の達成目標のため、農業、観光、企業誘致、
「とちまるショップ」における首都圏への販路開拓の企画などを取り組むとしている。こ
の元気プランによる「元気日本一」の目標の達成度は、県下の地域雇用力がどれだけ高ま
るか、そのための具体的取り組みこそが、最重要課題となる。
4) 「風評被害」の用語を使わず、原発事故・放射能汚染の対応を
福田富一知事は、新聞報道などで、知事として「風評被害」の克服に取り組むと言う。
ところで、風評とは、ありもしない原因や情報、尾ひれが足されて誇大された情報、誤
報、噂話などが多くの人たちに伝えられて、県下の農業者や観光関連業者は被害を受けた
ということになる。
しかし、東電福島原発の爆心地から半径 150～200km の圏内に位置する栃木県の全市町
は、放射能に汚染されていることは、間違いない事実であり、これを否定することは出来
ない。
「風評被害は、正しい情報を伝えないことによって起こる」ものであり、正確な情報を
提供し、慎重な行動を取るように要請することが必要である。県内の東電福島第一原子力
発電所の事故や放射能汚染・除染の対応、そして原発事故補償請求問題の取り組みに際し
ては、出来るならば、「風評被害」と言う誤解され易い用語の使用は避けて欲しいもので
ある。
5) 研究所は、『県政白書』を刊行します
今年、2012 年、秋には県知事選が行われます。とちぎ地域・自治研究所は、知事選に
際しては県政についての政策論議を深めるため、『県政白書』を 2004 年、2008 年、に引
き続き 7 月末日には、『第３次県政白書』を発刊します。折しも、研究所は今年、設立
10 周年を迎えます。『県政白書』出版とあわせて、10 周年記念シンポジュウムの開催を
計画しています。
２

栃木市の地域自治区を考えるシンポジウム（2011.11.6）講演①

平成の市町村合併と地域自治区の可能性（下）
岡 田 知 弘（京都大学教授、自治体問題研究所理事長）
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Ⅱ 平成の大合併と地域自治組織
平成の大合併をやっていく中で、事前

た後にやはりそういうものが必要だという

に栃木市のように地域自治区組織というも

動きを作っている所もあります。

のを作っていくところもあれば、合併をし
１）地域自治組織とは何か
①もともとは、周辺地域の意見を、合併後一定期間吸収する地域審議会として制度化。
○その後、地域審議会の権能が弱いことが問題となり、地域自治区を中心にした地域自治
組織を制度化。任意の住民自治組織（自治会、まちづくり協議会等）との違い。
もともと、
「地域自治組織」というのは、 制度化しようということになったわけです。
平成の大合併が１９９９年から始まってい

地域で町内会や自治会の活動をやられてい

ますが、その時に、周辺のところの声を汲

る方からは、自治会連合会などとどこが違

み上げるための組織が必要ではないかとい
うことがいわれて、当初は「地域審議会」

うのかというのがどこでも議論として出て
きます。町内会あるいは戦前では隣組です

という名前で法制度化されています。ただ

が、これは住民自身が入っても入らなくて

し、この地域審議会は新市に対して何の拘

もいい任意の自治組織で、私たちはこれを

束力もありません。地域審議会で意見を出
して、それを市長に提出していくというこ

「住民自治組織」と呼んでいます。これは
地域の住民の皆さんが自主的にやっておら

とだけで、市長が約束事としてその意見を

れるものです。戦後の地方自治法の改正の

尊重するという義務はありませんし、地域

中で、こういう組織に関しては地方自治体

審議会のメンバーも全て指名制だというこ
とです。これでは駄目だという声がその後

の下においてはいけない、切り離しをしっ
かりとやりなさいということが明確になり

出てきます。そして、２００４年に地方自

ました。つまり、地方自治体とは別の団体

治法の改正が行われて、「地域自治区」を

です。

○合併特例法及び地方自治法に基づく法的組織が地域自治区
一方、今お話している地域自治組織は、 ったところの下にあって、それぞれの地域
法的には市長の執行権のもとに置かれてい

の個性に合わせた行財政のあり方を住民が

る制度です。議会にぶら下がっているわけ

地域協議会を作って議論し、場合によって

でもありません。市長という執行権力を持

は市長に対して地域の中のことだけではな
３

くて全市に関わることについても意見を言

くしてしまうこともできるわけです。そう

うことができるという組織として制度化さ
れていったわけです。

いう不安定なものです。市政全体に関して
はモノを言うことがなかなかできません。

したがって、合併特例期間を経て条例

自分たちの地域に街路とか街灯とかを増や

によって制度化、永久化された場合には、

して欲しいとかの地域要求を出すぐらいで

市長が幾ら代わったとしても維持していく
必要があります。それはその自治体の一つ

すね。こういうところに違いがあるわけで
す。

のあり方の憲法のようなものです。こうい

作り方としては合併特例法と地方自治

うようなことでありますけれども、例えば

法に基づく置き方があります。これは先程、

自治会連合会への補助金というようなもの
は、市長の裁量次第でお金を増やしたり減

市長さんが説明されたとおりですので省略
します。

らしたりすることができますし、それをな
○地域自治区を構成する、区長（置かなくてもいい）
、地域協議会、市役所支所
地域自治区を構成するのは誰かといい
ますと、一つは区長です。区長は栃木市の

人を登用したいということもあって置かれ
ているようです。そして、地域協議会、市

場合は置かれていますけれども上越市の場

役所の支所、あるいは総合支所からなりま

合は置かれていません。必ず置く必要はな

す。

いということです。栃木市の場合は民間の
○合併特例法をもとに設置した場合には時限設定
もう一つの特徴は、合併特例法に基づ

ひとまずそこまでは存続することが決まっ

いて置かれた地域自治区に関しては時限設

ていますが、そこから先は要検討というこ

定をしなければなりません。栃木市は平成
２７年３月末日がその期限ということで、

とになっています。上越市の場合は、条例
を定めましたので、恒久化しています。

②地域自治組織導入の２つの側面
○合併のための「ガス抜き組織」
、行政の下請機関としての側面
○大規模自治体における住民自治の手段、地域づくりの制度的保障装置としての側面
こういう地域自治区組織を実際に導入
そうではなくて、上越市のように大きな自
しているところを調べたりあるいは直接行

治体においてそれぞれの地域の個性に合わ

ってお話を聞いたりしますと、２つの側面

せて住民自治を充実させていく手段として

があるのかなというふうに私は考えていま
す。一面は、とにかく合併を進めていきた

活用していこうというようなところもあり
ます。私の言葉でいいますと「地域づくり

いということで、悪い言葉でいえばガス抜

の制度的保障」ということです。これは是

き装置として使ってしまおうとか、行政の

非やっていただきたい、強化していただき

下請け機関にしてしまおうとかというよう
な指向をとるところも現実にはあります。

たい側面であります。

２）合併自治体における、旧町村単位での住民自治組織・地域自治組織を求める動き
合併自治体においても、大きくまとめ

こちで出てきております。そういうところ

てしまったけれども、こういう地域自治組
織のようなものが必要だという動きがあち

を幾つかピックアップしてみます。

４

①石川県七尾市における地域づくり協議会の形成
石川県の七尾市は和倉温泉があるとこ
えて作り上げています。当時の市長がそれ
ろです。４つの市町が合併したところです。 は大事なことだということで、補助金をつ
合併後、２、３年経ってから、あるひとつ

けています。そうしましたら他の３つの地

の旧町でそれまであった商工会や女性会あ

域でもそういうことを自分達もやっていこ

るいは福祉関係の団体などを合わせて一緒
に地域づくりができるような協議会を作る

うということで広がりをみせています。こ
こでは「地域づくり協議会」とういう名前

べきではないかということを住民自身が考

を付けています。

②長野県木曽町における地域自治組織
「木曽町まちづくり条例」に基づいて合併町村ごとに地域自治組織を設置。代表は、町
長とともに政策諮問会議の一員となる。毎年、４地域自治組織の「交流会」を開催
長野県の木曽町では、もっと面白い地

る花を植える女性のグループとか、そうい

域自治組織を作っています。これは合併特

う人たちがパワーポイントを使って４００

例ではなくて、条例でもって作っていくと
いうことで「木曽町まちづくり条例」を定

人くらいを前にして自分達の活動報告と来
年の活動計画の報告をしていくわけです。

めております。ここには４つの地域自治組

１年に１回は４つの地域協議会が合同総会

織があります。私もここの協議会の総会に

を開きます。そういうことをしながら、も

招かれまして行ったことがあります。木曽
福島町ですけれども、全体総会とか、いろ

う一つ「政策諮問会議」というものが置か
れています。地域協議会のそれぞれの代表

んな部会が置かれていまして「人づくり部

が町長と横並びで町をどうするのかという

会」とか、まちづくりでまちをきれいにす

ことを意思決定するわけです。

③震災被災地でも、地域協議会の実質化を図る動き（気仙沼市本吉地区等）
そういうことに加えて、東日本大震災
旧・復興を急ぐ必要があるということで自
の被災地でも気仙沼市本吉地区などのよう

分達で計画を作って市の本庁に持っていこ

に、これまでそれほど活発ではなかった地

うということを始めています。

域協議会活動を活発化して、とにかく復
３）長野県松本市梓川地区での恒常的な地域自組織形成に向けた取り組み
①梓川地域協議会で、地域に関わる懸案事項（生活路線の公共交通について、市街化調整
区域による土地利用について、
「まちづくり協議会」の発足に向けて、新市建設計画に
ついて等）を議論。←地域協議会の設置期限が平成 27 年まで。
②平成 21 年度から、各種補助金が削減され、役場職員が 100 人から 40 人程度になるなか
で、
「自分たちの手で地域づくりをせねば」の声が高まる
③協議会のなかに、自主的に「地域振興研究会」を立ち上げて、
「梓川地区の地域振興に
関する提言」をまとめ、地区内の団体及び市長に提案
④さらに、地区内の町会をはじめとする各種団体の協議体をつくり、まちづくりをすすめ
るために梓川地区組織づくり検討会を設置
⑤平成 21 年度に、
「梓川地区まちづくり協議会」発足。地区内の各種団体の緩やかなネッ
トワークの下に、総務部会、環境部会、地域振興部会、体育振興部会、教育文化青少年
育成部会を設置して、活動する予定
５

何故こういうことが起こってくるのか

くわけです。

ということを考えていくもう一つの素材と
して、長野県松本市の梓川という地区があ

平成２１年度に、
「梓川地区まちづくり
協議会」が発足して、地区内の各種団体の

ります。松本市は広さが１０００ｋ㎡くら

緩やかなネットワークの下に、総務部会、

いになります。そこで何故、合併後地域自

環境部会、地域振興部会、体育振興部会、

治組織が必要だという話になってきたのか
ということです。

教育文化青尐年育成部会などが設置されま
した。村役場があったときにもだいたいそ

合併後４年、５年の経過の中で財政的

ういう活動でしたが、これを糾合するよう

にだんだん厳しくなってくるわけです。そ

な組織として作られたわけです。

して補助金をだんだんカットしていくとい
うことが見えてきます。平成２７年を期限

こういうことが起こってくる一番の要
因として、生活をする領域というのはそれ

に地域協議会を作りましたが、これを廃止

ほど大きくはないんだということです。旧

するということも最初の約束でありました。 町村単位、これが昭和の合併から５０年経
平成２７年にこれが無くなってしまうと町
がバラバラになってしまうのではないか、

ったところでも安定化した広がりがあって、
いろいろの団体がここで活動して連絡も取

あるいは土地の有効な利用計画を作ってい

り合っているし、人間関係も繋がっていま

く市街化調整区域の土地利用計画に関して

す。ここをしっかりとさせることによって、

も自分たちの地域の声をまとめていくよう
な仕組みが必要ではないか、というような

地域の生活、暮らしというものが維持でき
るんだと、これがバラバラになってしまう

動きが出てきまして、自分たちの手で地域

と地域は大変なことになってしまうのでは

づくりをしていこうという団体として自主

ないかということです。先ほどの京丹後市

的に「地域振興研究会」というものを立ち
上げまして、そこで様々な梓川地区にある

の周辺部の人口減尐のようなことが起こっ
てしまうわけです。

団体が糾合して地域づくり組織を作ってい

Ⅲ 上越市の地域自治組織のとりくみの先駆性と地域自治区の可能性
ここで私が注目していますのは、新潟

た教訓を次から次と出し、その可能性を私

県上越市です。この上越市の地域自治組織

たちに示してくれているのではないかとい

づくりが日本の合併した自治体の中で優れ

うふうに思っているからです。

１）地域協議会の委員が「公募・公選制」で選出されていること
他の多くの自治体の地域協議会が首長の任命制で、各種団体の代表が選ばれているのに
対して、公選による民主主義的な選出法をとっている
どういうところにそのポイントがある

そこで、最初は旧町村単位のところで

かというと、地域協議会の委員が「公募・
公選制」で選出されていることです。法律

旧町村議会議員数を定数にして地域協議会
委員の枠を決めます。その定数を超えたら

に基づきますと、地域協議会の委員は市長

選挙にする。超えなければ市が補充してい

が任命することになっています。その市長

くという形にしました。これまで２回選出

が任命する委員をどうやって選ぶのかとい
うことに関しては何の規定もありません。

されています。１回目は、いくつかの地区
では定数超えの選挙になりました。大抵の
６

ところは７、８割の立候補というところで

して、女性の視点で自分たちの住んでいる

した。
栃木市の場合は公募委員が３人程入っ

地域をどうしたらいいかというようなこと
を発言し、一人とか二人の世帯が増えてい

て、あとは任命の委員です。そこで実は大

く中で旧上越市のところでは、ごみ袋が比

きな違いがあります。どういう人が委員に

較的大きな袋だったんですが、もっと小さ

なっているのか、いろいろとお話を聞いて
みますと、女性はあまりこういうところで

くして欲しいという声が出てきまして、そ
れが実現していくというようなこともでき

はこれまで発言しなかったんですが、自ら

ているわけです。

手を挙げて委員になっているわけです。そ
２）地域協議会の実質的権限が行使されていること
大潟自治区における電源立地対策交付金の使途、板倉自治区における保育園建設事業
の決定をめぐる地域協議会の意思の尊重
二つ目は、地域協議会の実質的な権限

これを尊重するということが行われていま

が保障され、行使されているということで
す。ガス抜きということを先程いいました

す。
その例として、大潟自治区における電

けれども、上越市の場合は、合併した時の

源立地対策交付金の使途、板倉自治区にお

新市建設計画とか合併協定などの取り決め

ける保育園建設事業の決定をめぐる地域協

を市の都合で変更する場合は、必ずこの地
域協議会に付議することを求めています。

議会の意思の尊重があります。こういう形
で地域の声をしっかりと尊重しているとい

そして、地域協議会の議論の結果として違

うことで、実質的な権限が行使されている

った考え方が地域側から出てきた場合には、 ということが確認できると思います。
３）地域自治区ごとに、地域協議会と連携した地域づくり組織が形成され、それぞれの個
性に合わせた地域づくりにとりくむ体制がつくられたこと
そしてもう一つ、地域自治区ごとに地

ういう中で個性に合わせた地域づくりに取

域協議会と連携した地域づくり組織が作ら

り組める体制ができているということです。

れています。それは ＮＰＯ法人というし
っかりとした団体であるところもあれば、

上越市というのは１０００平方キロメ
ートルありまして、雪が沢山積もるところ

全く任意の地域づくり組織という形のとこ

から雪が全く降らないところまであります。

ろもあり、まちづくりのいろんな問題をや

地勢的にも随分個性があって、産業も異な

っています。こういうところが地域づくり
の実戦部隊になっています。協議会の方は

っています。そういうところで全市一律と
いうのはかえって不効率なんです。それぞ

議論をする場でありますので、まちづくり

れの地域の個性に合わせた行政サービス、

そのものを担当するわけではありません。

地域づくりができるような仕組みを作って

行政の方はそういう取り組みをサポートす
るという形で役割分担がされています。こ

いこうということで、こういう仕組みを導
入したということであります。

４）合併特例の期限切れ後も、条例を定めて、地域自治組織を継続し、さらに旧市街地に
も拡大したこと。周辺旧町村 13 地区＋旧市街地 15 地区（昭和旧村単位）
その地域自治区ですが、実は合併後段
階的に発展してきています。最初は栃木市

のように合併特例ということでありまして、
周辺部の旧町村の１３地区に地域自治区が
７

設けられて、地域協議会がつくられました。 をするのかということで、最初に会議の持
その後、条例を定めて合併特例が終わった
後も恒久化していこうということになりま

ち方の議論をしたんです。議会方式でやっ
たらどうかということを旧町村の議員の方

した。そのうえで、次にやったことが旧上

が言います。それでやっていこうというこ

越市の市街地、直江津と高田の地区であり

とでやるんですけれども、うまくいかない

ますけれども、ここに１５の地域自治区を
設定していくということであります。

んです。町村議会というのは、理事者がい
まして、理事者に対して質問をして答弁を

設定するときに私も上越市に調査に行

するというやり方です。けれども地域協議

ったわけでありますけれども、旧市街地の

会は理事者がいなくて自分たちの地区をど

住民からは町内会の自治会組織とどう違う
んだという質問もだいぶ出されました。実

うするんだということを議論するわけです。
ということで車座になっていきます。そう

際にこの地域でどういう単位でつくってい

いうことを体験したある旧町村議員の方は、

ったかというと、昭和の旧村単位で一番地

自分達が議員のときは首長に対して自分は

域づくり団体とか人間関係が完結していて
まとまりが良い地域を１５に区分していく

与党か野党かということばかり考えていた
し、そこで発言した、しかし今は全く違う、

ということになりました。

この地域をどうするかということでお互い

地域協議会の委員には個人として或い

に議論をする、地域づくりの中身のところ

は団体として入っています。青年会議所の
活動をしていた若い経営者とか、商店街の

で頭を使うように変わった、と言っていま
す。

おかみさんでまちづくりの取り組みをして

では、市議会議員はどうするのかとい

いた人とか、自治会連合会の代表というよ

うと、市全体をどうするか、より高所から

うな人はむしろ尐ないんです。自治会連合
会の代表とは違う議論をここでやっていく

政策論議をしていくということです。です
から、市議会議員は「どぶ板」政治だけで

んだということがだんだん分かってきたと

は駄目だということになります。市全体の

いうようなことであります。

方向性に関してどうするのかということを

もう一つは、議会とはどう違うのかと
いうことで、印象的な話を聞きました。地

キチンと考えていかないと、地域協議会の
人たちは無給で働いているわけで、有給の

域協議会が最初に立ち上がった時、いろん

議員はそれ以上のことをやらなければなら

な人が立候補をしてきます。旧町村議会の

ないということで議会改革にも繋がってく

議員の方も入ってきます。どうやって運営
るわけです。
５）地域自治組織は、合併推進のための刹那的手段として上から導入されたわけではなく、
これまでのまちづくりの運動の流れと各議会での議論を踏まえて設置されたこと
結局、上越市の場合は私が見る限り合

ういうものをしっかりと保障していこうと

併推進のための刹那的手段ではなかったと
いうことです。個性溢れる地域を大事にし

いうことであります。議会も実はそれをや
っていこうという姿勢に終始たちました。

ながらそれを繋げて地域づくりをしていこ

ここのところが大変素晴らしいわけです。

う、それが住民の自治ということです。そ
６）
「地域事業費」（2000 万円枠）に加え、2010 年度から「地域活動資金」制度を創設
（総額２億円）
。一地域自治区あたり５００万円～１４００万円の資金を協議会で議論
８

し、ソフトにもハードにも使える。中途半端な金額だが、地域の個性に合わせた地域づ
くりにとっては意義がある。旧町村単位での地域内産業連関形成による地域内再投資力
づくりの一助に。
もう一つ、財政的な仕組みのところも

域活動費なわけです。こういうものがある

すごいなと思っています。先程合併をした

ことによってそれぞれの地域の特産物品づ

多くのところでは役所が小さくなって地域
経済が衰退してしまう傾向が強いというお

くりに必要だとか、あるいは福祉が大事だ
ということで、そこにお金を投下していく

話をしました。上越市の場合には、まず公

ということを自分達で決めていけるという

共事業関係でいいますと、旧町村に「地域

仕組みを作っているわけです。

事業費」というものを作り、２０００万円
を目処にして総合支所のところで独自発注

金額的には町村があった段階と比べる
と随分尐ないわけですが、私は１４０万市

ができます。普通は本庁発注に変わってい

の京都市民ですが、１１の区があり、そこ

きます。大きな事業を入れたらゼネコンが

と比べると解りやすくなります。京都市の

付いてしまうこともあります。それが地域
内に発注ができるということで、地域内の

場合１区当りで自由に使えるお金は５０万
円から１００万円しかありません。しかも

再投資を維持することができます。しかも、 住民は一切物を言えません。職員が考えて
合併時に合併特例債というのをつくること

何かをやるわけです。京都市に置き換えて

ができますが、どこまでも公共事業をやれ
るような仕組みにはしていません。合併前

どのくらいの規模になるかといいますと、
一区当たり１億円なんです。これを住民の

にどれだけ借金があるのかということを厳

裁量に任せて使ってくださいねということ

選して条件枠を設定しています。そこで市

で廻しているわけです。大規模な公共事業

全体の財政の無駄遣いは防いでいくという
仕組みまで作っています。

では無駄遣いになりそうなんですが、そう
いうことを抑えながらむしろ住民に近いと

そして２０１０年度から「地域活動資

ころでお金が循環していくという仕組みを

金制度」を創設しました。総額２億円とい

作ることができているということです。

う規模ですが、一地域自治区当たり５００
万円から１４００万円、人口によって若干

旧町村単位で地域内での産業連関、地
域内に農業があったらそれを加工する、製

違うわけですが、これを市長が設定をする

造業ですね、それをまた直売所を作ってい

ことで、ソフト事業でもハード事業でも使

こうとか、福祉の団体に繋いでいこうとい

えますよというものです。使い途を決める
のは地域協議会です。どういう形でこれを

う、そういうものは小さい地域単位で結合
しています。地域では一体化しているわけ

決めるのかというと、地域ごとにまちづく

です。それを作る主体ができるということ

り団体や NPO 法人があります。そういう

なんです。もしそういうものがなければ、

ところから要求や提案が出てきます。それ
を地域協議会のところでそれぞれがルール

地域自治区がなければ、市一本で拠点的な
ものを作ってそれを繋ぎ合わせるみたいな

を決めて、例えばここでプレゼンテーショ

ことになるわけで、地域全体が発展すると

ンをやってもらい、それを見ながら順位を

いうことにはなかなか結びつかないという

付けて決めていくとか、というようなこと
をやるわけです。こういう自由に使える地

ことになっていくわけです。

９

７）ただし、いくつかの課題も残されている
ただし、私はいくつかの課題も残され
ていると考えています。
①地域協議会の公募公選制、活動状況、まちづくりについては、市内の地域ごとに濃淡が
あり、いかに住民自治の水準を全体として向上させるかが課題（参考：木曽町）
一つは、例えば先程の木曽町と比較し

どうなっているのかということを皆んなで

たら、地域協議会に立候補して入っていこ
うという人たちはまだまだ限られていると

勉強しようじゃないかということで、市の
担当者を呼んで女性協議員合同の研修会を

いうことです。どうしても地域によって温

作っているんです。そこで勉強していくこ

度差が出てくるわけです。全体をどう引き

とで全体の水準がまた上がっていくという

上げていくのかということが課題になって
いるのではないかと思います。ここの点で

ような取り組みもされておりまして、追っ
付け沢山の人々が地域づくりの担い手とし

は、地域協議会委員の女性の人たちが凄い

て生まれてくるのではないかと期待してい

んです。独自に研修会を求めて、例えば指

るわけです。

定管理者制度の問題だとか、上越の財政は
②合併後の市内の地域経済、社会の不均等発展に対して、どのような対応策を、全市レベ
ルと各自治区レベルで展開するのか。交付金の算定換え特例期限切れ時（約 5～10 年後）
を展望した、市と区の行財政権限、人員配置のあり方を再検討することもありうる。
二つ目は、市内の地域の不均等発展で
す。集中するところもあれば過疎化が進ん

の支所とかあるいは地域自治組織を恒常的
に維持していくのかということが一つ課題

でしまうところもあります。そういうこと

になっていくのではないかと考えています。

と併せて、財政の仕組みでいいますと、合

ここのところは国全体の財政政策が直接関

併特例期間中は財源的にはゆとりがありま
す。その代わり期間が切れ始める時から財

係してきます。その関係はまだ不透明なと
ころがありますが、こういう課題も残され

政的措置とか人的措置を縮減することが求

ているということです。

められてきます。その時に、市役所と出先
③さらに、合併前の昭和旧村、あるいは集落ごとの地区計画づくりと自治力の向上をはか
る必要がある（参考：長野県阿智村での地域自治会単位での地区計画づくり）
三つ目ですけれども、地域自治区は合

地域の自治組織を作り直しているんです。

併の単位でいったらまだ広いところがあり

その際にどういう括り方をしているかとい

ます。上越市の場合は、旧市街地の部分で
昭和旧村の単位ですけれども、周辺部のと

うと、住民自身が決めているんです。岡庭
村長さんという方は社会教育活動を大変熱

ころはまだそこまで下りていません。どう

心にやられてこられた方で、地域の公民館

せやるんだったら、もう尐し小さい単位で

を主体にして地域自治組織づくりをやって

どうしていくかという方が地域づくりにと
ってはより合理的です。

みたらどうかと考えていたわけですけれど
も、押しつけをせずに住民自身が決めてく

こういうことをやっているところに長

ださいということで、過疎地域の集落で一

野県阿智村というところがあります。長野

つだけで地域自治区を作ったところもあれ

県の下伊那地域というところですが、合併
をしたわけですけれども、合併をしながら

ば、昭和の旧村単位で作ったところもあり
ます。
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そこで何をやるかといったら、地区別

集落ベースの計画くらいまで下していきな

の総合計画作りをやります。そのために職
員を２人くらい派遣します。その地区計画

がら、それが何層にも重なった形で最終的
には行政が出すべきです。まとまった形で

の中で自分達がやること村でやること県が

は行政でしか出せませんので、専門的な知

やることを仕分けしていくんです。蓮舫さ

識と法的な技術を使って作っていくという

んのような仕分け人がやるのではなくて住
民自身がやるわけです。そして村がやるこ

ことが今後上越市にとっても課題であると
思っています。後から地域自治区制度を作

とを村の総合計画としてまとめていくとい

った栃木市あたりは後発の利益があるんで

うような形で作ってきているわけです。

すね。後から出発しますと、先輩たちの苦

そうしますと、住民自身が考え提案し
ていることを行政が応援するという仕組が

労を全部知ることができます。「失敗学」
とかが流行っていますが、そういうところ

できます。したがって行政の様々な施策が

を取り入れてよりよい制度なり施策を考え

直接住民の生活と繋がっていくということ

ることができるという利益を是非活用して

が可能になってくるわけです。理想的には

いただきたいと思います。

おわりに
○地域づくりにおける、住民自治、団体自治、住民の自治力の一体性。合併によって、地
域づくりが自動的にうまくいく保障はどこにもない。
地域づくりを成功させるためには、住
必要であるということですが、合併そのも
民自治、団体自治、住民の自治力、住民自

のによって地域づくりが自動的にうまくい

身が上越市のように自主的に組んでいくと

く保障はどこにもありません。そして放っ

いうことが一番の鍵です。上から押し付け
るというのはどんなに良い制度であれうま

て置いたら逆の方向に向かいますので、そ
こで踏ん張る必要があるということです。

くいきません。そういう相互の関係が絶対
○合併した自治体においては、住民自治と団体自治のあり方を、その地域の個性に対応し
て独自に工夫し、地域自治組織、地域自治区をつくる必要性がある。
○上越市をはじめとする地域自治組織づくりや住民自治組織による実践活動は、合併後の
基礎自治体における上記の問題の解決方向として最善かつ先進的な取り組み。
「準基礎
自治体」の能力と地域住民主権を高めることが、住民の幸福につながる。
○それは、人間の生活の領域が、合併した自治体の領域よりもはるかに狭く、しかも、そ
こに国土保全、産業、くらし、福祉医療、交通、環境等の問題が、一体化して存在して
いるため。その地域で、生活し、人生の質を高めていくには、地域での協同のとりくみ
が必要不可欠。
何故こういう地域自治組織が必要なの
かということを改めて考えてみますと、人

福祉医療、交通、環境等が一体化してある
わけです。それを全体として維持し向上し

間の生活の領域が、合併した自治体の行政

ていく、生活をよくしていくというために

領域よりもはるかに狭いからだと思います。 は、生活により近いところに行政組織の末
そこにあらゆるものが一体化しています。
端機構といいますか、地域自治区とか地域
国土保全、災害防止ですね、産業、くらし、 自治組織を作り込んでいくことが非常に重
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要なことであるというふうに思うわけです。
○そのためには、地域の過去、現状、未来を科学的にとらえ、地域を愛し、地域づくりに
自主的に取り組む住民の存在が必要不可欠。
「まち研」
（例：上越市のくびきの地域問題
研究会）の必要性。住民の自治力を高めることの重要性。
もう一つ、最後に言いたいのは、自分

の職員が順番に市の将来的な課題を勉強し

たちの地域の個性は何なのかということを
てその成果を発表していいます。これもま
住民自身がしっかりと把握をすることです。 た市政に反映されているわけです。地域自
私は「地域学」と言っています。地域の個

治区の組み立てもここで議論をされ、研究

性に合わせた形で地域づくりをどうしたら

されて提案されたものです。行政の方でも

いいのかということを自分達の学習、調査、 そういう研究所があり、市民の方にも研究
そして政策づくりの中で考えて、地域協議
会なり研究所があるということで、この両
会とかあるいは市役所、市議会に提案をし

者がそろえば、この地域の発展にとって大

ていくという取り組みが必要ではないかと

きな役割を果たしていくのではないかと思

思っています。レジュメに「まち研」と書
いてありますが、まちの研究会とかまちの

います。
参考文献として、上越市を中心とした

研究所を作っていきませんかということを

私たちの研究所で出しています。詳しいこ

自治体問題研究所として全国に呼びかけて

とはそちらで勉強していただければありが

います。新潟県上越市には「くびきの地域
問題研究会」というのがありまして、ここ

たいと思います。長時間のご静聴、ありが
とうございました。

で住民の方々や議員の皆さんが集まって地
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（本稿は、講演録を基に事務局がまとめた原

して、７人くらいのスタッフです。市役所

す。
）

稿に講演者が修正を加えて作成したもので
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