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○ とちぎ地域･自治研究所第 13 回定期総会 議案

２

○ 議員研修会③憲法・地方自治法の理念と議会の役割（上）加 藤 幸 雄

９

とちぎ地域･自治研究所第 13 回定期総会
◎ と き ５月３１日（土）午後１時 30 分から
◎ ところ 宇都宮市総合コミュニティーセンター２F 会議室
（〒320-0845 宇都宮市明保野町 7-1 Tel028-636-4071）

◆ 内 容 ○記念講演

◎ 記念講演（13:30～15:20）
①「消費税増税のしくみと県内経済・県民生活」
講師 日 野 川 勇 一 氏（税理士、栃木合同計理センター）

②「消費税増税・社会保障解体・法人税減税と対抗課題」
講師 熊 澤 通 夫 氏 (経済評論家、研究所理事)

◎第 13 回定期総会（15:30～16:30）
・2013 年度活動報告、収支決算

・2014 年度事業計画、収支予算

・2014 年度役員選出 等

総会の出欠を同封のはがきでお知らせください。
欠席の場合は、議事委任について記入し、必ず送付ください。
※別途、メールでも案内しました会員の皆様は、メールで返送ください。
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とちぎ地域・自治研究所第１３回定期総会議案
第１号議案

２０１３年度活動報告

2013 年度は、５月 19 日に宇都宮市内で第 12 回総会を開催し、北島滋宇都宮大学名誉
教授を理事長に選出し、承認された事業計画に基づき、(1)自主的な調査研究活動－第３
次県政白書の発刊と記念シンポジウムの開催、(2) 県内の地域・自治に関わる学習・交流
と自治体問題研究所開催の「自治体学校」等全国的な事業への積極的な参加、(3) 議員、
自治体関係者、住民運動関係者など幅広く会員の要求に応えた事業の企画、(4)県内の基
礎自治体や一定の地域を単位にした「まちの研究所」を展望して、地域に根ざした自主的
な研究組織の設立支援の４つの柱に沿って事業を推進してきました。
2013 年は全国研（自治体問題研究所）設立 50 周年でもあり、記念事業として取り組ま
れている「新しい地方自治像研究」の成果の出版が始まるとともに６月２日に記念の「講
演とシンポジウム＆レセプション」が開催されました。
2013 年度は、①３年振りに第８回とちぎ・地域自治フォーラム｢社会保障と税の一体改
革でどうなる社会保障｣を開催するととともに ②議員の会員をメンバーに企画検討会を
開催して準備を進め、第 11 期とちぎ自治講座を議員研修会の連続講座として初めて取り
組みました。さらに ③８月に新潟市で開催された第 55 回自治体学校への参加や ④再
生可能エネルギーの推進をテーマにした講演会への取り組みなど学習・交流事業等を重点
的に取り組んできました。また ⑤小山市在住の会員で設立準備会が発足したまち研（小
山市民自治研究会（仮称）
）への支援も行いました。
１ 調査・研究事業
(1) 地域、自治に関わる資料やデーターの収集、分析
市町村の決算データ―の整理を行いました。
(2) テーマ別研究グループによる調査・研究

２ 学習・交流事業
(1) 総会記念講演
2013 年５月 19 日開催の第 12 回定期総会で「
『一体改革』でどうなる社会保障、再生
のための課題」をテーマに芝田英昭氏(立教大学教授）を講師に記念講演を行いました。
(2) とちぎ地域・自治体フォーラム
2013 年 11 月 23 日に宇都宮市内で、第８回とちぎ地域・自治体フォーラム｢社会保
障と税の一体改革でどうなる社会保障｣を開催し、約 30 名が参加しました。
基調講演「社会保障と税の一体改革と課題」講師 日野秀逸氏（東北大学名誉教授）
報告と討論「 社会保障の大改悪に抗する各分野の報告」
コーディネーター 山田昇氏（佐野短期大学教授、研究所理事）
報告①「子ども･子育て支援新制度への対応」長谷川一宏氏(栃木県保育運動連絡
会)報告②「社会保障と税の一体改悪と高齢者福祉の課題」佐々木剛氏(特養ホー
ムひまわり)
２

報告③「医療改悪にどう対応するか」天谷静雄氏（栃木民医連）
(3) 第 11 期とちぎ自治講座
2014 年１月 26 日（土）と２月２日(土)の２日間、宇都宮市のパルティとちぎで議
員研修会として開催し、参加者は保革を問わず地方議員を始め延べ約 60 名でした。
○ 第１回（１月 26 日）
「財政分析から見る地方財政の課題～予算・決算審議にどう
臨む」講師 大和田一紘氏（多摩住民自治研究所理事長、都留文科大学講師）
○ 第２回（２月２日）
「地域経済活性化のための公共事業のあり方と公契約条例」講
師 市村昌利氏（建設政策研究所研究員）
、
○ 第３回（２月２日）
「憲法・地方自治法の理念と議会の役割～議会基本条例・議会
改革」講師 加藤幸雄氏（元全国市議会議長会事務局調査広報部長)
(4) 自治体学校への参加

2013 年８月３日～５日新潟県新潟市で開催された第 55 回自治体学校には、11
名が参加しました。
(5) 学習会講演会
2013 年９月７日(日)、宇都宮市東コミュニティーセンターで開催された原発
ゼロ栃木の会主催の講演会「原発ゼロへ、そして自然エネル―ギーを」
（講師 和
田武前日本環境学会会長）に後援団体として参加しました。
３ 広報・出版事業、講師派遣事業等
(1) 所報の発行
毎月発行し、講座の内容等を掲載してきました。今後内容の充実目指しなお一層取
り組みを強めます。
(2) ホームページ
できるだけデーターの更新に努め（概ね２ヶ月に１回程度）ました。
４ 組織体制の確立
(1) 理事会
３回開催し、事業の基本的な方向を協議しました。
(2) 事務局体制の整備
・原則として月１回事務局会議を開催しましたが、参加者数が減少しており、体制の
強化が望まれます。
・必要に応じて理事長、副理事長、事務局長、次長会議を開催しました。
(3) 会員
会員数 150 名を目標に会員の拡大に取り組みましたが、現在、会員数
名（全国
研会員
名、その他
名）
、
「住民と自治」の読者 名で、若干減少傾向となって
います。
(4) 財政
事務所の安定的な維持のため必要な 150 名の会員に達するまでの当面の措置として、
事務所維持のため組織強化募金に取り組んでいますが、2013 度は約 10 万円の募金が
ありました。
３

第２号議案

２０１３会計収支決算書
(２０１３年４月１日～２０１４年３月３１日）
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第３号議案

２０１４年度事業計画
１ はじめに
安倍内閣は、デフレからの脱却を目指す「アベノミクス」の成否が正念場になる中、集
団的自衛権の行使のための解釈改憲、さらには憲法９条の改定など平和を脅かす危険な動
きを強めて（暴走）います。ＴＰＰへの参加による農業・農村等地域経済崩壊の危険も強
まっています。また、民主党の地域主権改革を踏襲しつつ、道州制導入を地方分権改革の
軸にして推進する動きも強まっています。
さらに、
「社会保障と税の一体改革推進法」に基づき４月からの消費税率の引き上げと
ともに社会保障の各分野にわたる改悪が進められようとしています。とりわけ現国会で審
４

議に入った医療介護総合改革法案では、医療分野の病床数大幅削減や介護分野での要支援
者の給付外し市町村総合事業への移管、特養入所基準要介護３以上等の制限を設けるなど
国民生活の破壊が急速に進みます。
東日本大震災は、地震、津波に加えて原発事故という「人災」も加わって未曽有の大被
害となりました。栃木県では、地震の被害からの復興は進んできましたが、原発事故によ
る放射能被害は依然として続いており長期化しています。住民自治に基づく防災対策、原
発から自然エネルギーへの転換が強く求められています。
地方分権改革では、
「地域主権改革」第 1 次及び第２次一括法で社会保障のナショナル
ミニマム保障という国の責任を放棄する「義務付け・枠付け」の廃止や基礎自治体への権
限移譲が行われ、福祉施設の設置基準や公住宅の入居基準などが地方自治体での条例化と
されました。さらに、現在、自公政権下で進められている第３次一括法では、中核市への
教職員の人事権の移譲、学級編成基準制定権と教職員定数権の市への移譲、教育委員会設
置の規制緩和などの義務教育改革と大都市制度の改革が焦点になっています。
栃木県は、３期目となる福田知事のもとで、自民党が多数を占める県議会をバックに保
守県政が進められています。三位一体改革や経済不況等を理由にした財政危機のもとで、
2010 年から３年間実施された財政健全化計画「とちぎ未来開拓プログラム」では、ダム
建設等の開発優先施策は推進しながら、行政の民間化・市場化や市町村への権限移譲、職
員の削減等による県行政の解体・縮小が進められてきました。プログラム終了後は、引き
続き経常的経費の削減を進める一方、2022 年の栃木国体や 2020 年東京オリンピック開催
などに向けて総合スポーツゾーン整備など大型施設の建設による公共事業重視の財源運営
が復活しています。
。
こうした中で、大震災や原発事故等への防災対策、自然エネルギー政策の推進という新
たな課題とともに「構造改革」によって生じた貧困と格差の拡大、地域の衰退等に対して
の本格的な政策転換を図るためには、医療や福祉、教育、雇用など諸分野の運動が連携し
て制度改悪に反対する運動や政策的対案の提示を行うなどの国民的な運動を強めていく必
要があります。
自治体問題研究所は昨年創立 50 年を迎えましたが、地方自治に関する調査、研究、地
域における運動の交流活動を営々と続けてきました。記念事業として取組んできた「新し
い時代の地方自治像」研究の成果が単行本として順次発行されてきています。
とちぎ地域・自治研究所（以下、単に「とちぎ研究所」と記します。）は、１２年前全
国で２５番目の地域研究所として発足した以降、現在 34 の都道府県・地域に研究所の
ネットワークが広がっています。とちぎ研究所は、全国の調査・研究、運動にも学びな
がら、憲法が求める地方自治の原則に基づいて住民が主人公となる地域や自治体の課題
に的確に応えられる政策や運動に貢献する調査・研究活動に取り組んでいきます。そし
て、県内各地の課題に対応し、広く地域に根ざして活動を展開するこめざした取り組み
として、小山市で県内初めて設立される地域の研究所「まち研」の活動と連携するなど、
より地域に根差した調査・研究事業、学習・交流事業を着実に推進していきます。
２ 事業の基本方向
住民自治に基づく防災対策、原発から自然エネルギーへの転換が求められるなか、自公
政権が進める危険な解釈改憲、憲法改悪、ＴＰＰの推進、地方分権改革・道州制の推進や
「税と社会保障の一体改革」
、県・市町での行政の民間化・市場化や職員の削減等による
公務の解体・縮小を止めさせ、とりわけ緊急課題となっている雇用不安の解消や県内経済
の再生、社会保障の再構築、国民生活最優先の災害に強い新しい日本型福祉国家づくりに
呼応し、保守栃木県政が進める開発優先・県民生活軽視の政治を転換し、憲法と地方自治
５

の本旨に基づき「住民が主役」
「住民自治」を県内の隅々に行き渡らせ、県民のくらし最
優先の立場に立った自治体のあり方や行財政のあり方などの調査・研究と政策提言を行っ
ていきます。
そのため、これまで培ってきた県内の自治体首長との新たな連携、行政や議会関係者を
はじめ、医療、福祉、教育、雇用、農林魚業等県内各層・諸分野の運動との連携の強化を
基本にしながら、自治体問題研究所が提起する「新しい時代の地方自治像」とも呼応して、
次の４つの事業を柱に活動をすすめます。
(1) 自主的な調査研究活動
全国と県内の地域・自治の動向を把握し、これらの諸問題に住民自治の立場から組織
の英知を結集し自主的な調査・研究活動をすすめます。
(2) 学習交流活動
県内の地域・自治に関わる学習・交流を行なうとともに自治体問題研究所が開催する
「自治体学校」等全国的な事業に積極的に参加します。
(3) 会員の要求に基づく企画と活動
議員、自治体関係者、住民運動関係者など幅広く会員の要求に応えて事業の企画を組
み立てます。
(4) 県内各地に「まち研づくり」
県内の基礎自治体や一定の地域を単位にした「まちの研究所」を展望して、地域に根
ざした自主的な研究組織の設立を支援します。
３ 調査・研究事業
(1) 次の３つを 2014 年度の重点テーマとして取り組みます。
① 憲法と地方自治、地方分権改革・道州制の動向等地方自治のあり方
② ＴＰＰ等の動向と地域経済、社会保障、教育改革、環境問題、再生可能エネルギー、
防災のまちづくり等
③ 県内市町村の行財政分析と地域自治区など住民自治の充実
(2) 県政研究会等テーマ別の研究グループによる調査・研究に取り組みます。
(3) 地域や自治体に関わる全国及び県内自治体の動向や決算カード等の資料やデーター
の収集・分析を行い、ホームページや所報等で提供していきます。
(4) 調査、研究の成果は会員だけでなく、幅広い県民を対象にしたシンポジウムの開
催や出版物等で普及していきます。
４ 学習・交流事業
(1) とちぎ地域・自治フォーラム
2014 年 11 月を目途に第９回とちぎ地域・自治フォーラムを開催します。その際、各
分野の運動団体や自治体と連携を重視して取り組みます。
(2) 県内で唯一の「地域自治区」活動として模索している栃木市の実践を自治体問題
研究所を介して全国の先進事例に学び支援します。
(3) とちぎ自治講座
地方議員研修会との位置づけを整理したうえで、会員のニーズを踏まえ地域・自治
をめぐる年間のテーマを決め、３の(1)の重点テーマと連動した年間を見通した事業と
して開催していきます。
開催回数や開催時期は、これまでの経験を踏まえ会員の状況に合わせて検討します。
(4) 地方議員研修会
2013 年度の実績を踏まえ引き続き地方議員研修会を開催します。その際、議員会員
による企画検討会で準備を進めます。
６

(5) ミニ講座、ミニ学習会
会員や諸団体等の要望に応じて随時開催します。
(6) 自治体問題研究所主催等事業への参加
① 第 56 回自治体学校 in 仙台
2014 年７月 26 日～28 日に仙台市で開催される第 56 回自治体学校に参加を呼び
かけます。なお、今回は、全国実行委員会の委員にも加わっています。
② 全国小さくても輝く自治体フォーラムに、県内の関係自治体に参加を呼びかける
とともに研究所からもスタッフの参加を図ります。
③ 自治体政策セミナー・地方議員研修会
議員の会員を中心に参加を呼びかけます。
５ 広報・出版事業、講師派遣事業、調査研究受託事業
(1) 住民運動団体や地域での「まち研」に繋がる学習会・研究会等への講師の派遣や
斡旋を行います。
(2) 調査・研究の成果やイベントの結果を所報やホームページへの掲載、出版物とし
て普及します。
(3) 調査研究を受託できるよう体制の整備を進めます。
６ 地域に根ざした「まちの研究所」つくり
(1) 小山市の会員を中心に準備が進められ 6 月にも発足する小山市民自治研究会（仮
称）の活動を支援するとともに、組織的には連携した関係として活動を進めますま
す。さらに、県央地区などを中心に、自治体単位、ブロック単位での「まちの研究
所」づくりを目指します。
７ 組織体制
(1) 理事会運営
４か月に１回の割合を目途に理事会を開催し、事業の基本的な方向を定めていきます。
(2) ４役会議及び事務局体制
① 4 役会議の開催
理事長、副理事長、事務局長、事務局次長による４役会議の開催し理事会提案議
案の検討を行います。事務局体制
② 事務局体制
月１回の事務局会議を開催し、安定した事業の推進を図ります。事務局体制強化
のため事務局員の増員に取り組みます。
(3) 会員の拡大
① 会員数 150 名を目標に会員の拡大に取り組みます。
② また、会員のうち全国研究所会員の比率を高めるよう取り組みます。
③ 幅広い分野の研究者（特に若手の研究者）、専門家との連携を図りながら研究
所への参加を呼びかけます。
④ 県内の住民運動団体、まちづくり研究会等各種団体との交流を進め、団体会員の
拡 大に努めます。
(4) 所報の発行
月１回の発行を堅持するとともに、会員からの投稿や、県内各自地体での優れた実
践例の紹介、県内研究者の研究発表などの掲載等内容の一層の充実を図るため会員の
皆さんのご協力をお願いします。
(5) ホームページ等情報発信の充実
データ―の更新に努め、充実を図るとともに、メーリングリストなどを通じた会
７

員への情報発信の充実に努めます。
(6) 財政の確立
① 事務所の安定的な維持を図るため、財政基盤の強化を図ります。
② 会員の拡大とともに当面の措置として事務所維持のための募金に取り組みます。
③ 自治体研究社の出版物の販売による事業収入の拡大を図ります。
第４号議案

２０１４年度会計収支予算書
(２０１４年４月１日～２０１５年３月３１日）
１

収入の部

項

目

予 算 額 前年予算額

差

引

内

67,655

58,650

9,005

費

801,000

801,000

0

事 業 収 入

170,000

150,000

雑

200,000

200,000

前年度繰越金
会

収

合

２

計

20,000 講座等参加費、書籍等売上等
0 事務所維持･活動強化募金等

1,238,655 1,209,650

29,005

支出の部

項
総

入

訳

目
会

費

講 師 謝 礼

予 算 額 前年予算額
10,000

40,000

180,000

100,000

差

引

内

訳

▲ 30,000 会場費、講師謝金等
80,000 フォーラム、自治講座等

会

場

費

30,000

30,000

0 フォーラム、自治講座、理事会等

通

信

費

150,000

150,000

0

電話代
住民と自治・所報等送付費

他

費

100,000

100,000

封筒、用紙、コピー機トナー代、
0
ホームページ維持費等

事務所維持費

304,000

304,000

0 事務所維持負担金、コピー機リース代

図書購入費

10,000

10,000

0

｢住民と自治」仕入

300,000

300,000

0

派 遣 旅 費

50,000

30,000

雑

費

10,000

100,000

費

94,655

45,650

49,005

計 1,238,655 1,209,650

29,005

事

予
合

務

備

20,000 全国研総会等
▲ 90,000 払込手数料、その他
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憲法・地方自治法の理念と議会の役割（上）
～議会基本条例・議会改革
加 藤 幸 雄（元全国市議会議長会事務局調査広報部長）
目

次
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はじめに～可否同数の裁決
皆様のところでは、委員会と本会議で

市はご案内のように、都道の建設に絡んで

可否同数の場合は、委員長採決とか議長採

住民投票条例を住民が請求して成立しまし

決は、どういう採決をされていますか。基

た。ところが、市長は自分の選挙では

本的に可否同数の場合は、現状維持が原則

37％の投票率しかないのに、住民投票は

です。否決しなければならないんです。と

50％いかなければ開票しないという条例改

いうのは、可決するというのは現状を変え

正案を提出してしまったんです。そんな馬

ることですから、同数ではなくてもっと大

鹿な条例改正案を出したんです。それを委

きな数でやるのが本来の筋です。これは我

員会で、６対６で可決してしまい、本会議

が国でも 100 年以上そういうことをやって

でも 13 対 13 で可決してしまったんです。

きたんです。けれども、それを破ったのが

地域でその運動を起こした人たちは、

参議院議長だった河野謙三です。昭和 50

住民投票の結果を公開しろと言っています

年参議院で 117 対 117 を可決してしまった

が、公開しろといっても 50％以下だった

んです。それで可否同数の場合は可決して

ら開票しないというんですから公開するわ

もいいということになってしまったんです。 けはないわけです。そういうことではなく
それは基本的には大きな問題いでありまし

て、可否同数で可決した議会の議決をきち

て、例えば、ベルギーでは、地方自治法の

んと問題にすべきなんです。その大原則を

26 条に、議決は絶対過半数で決められ投

打ち破っているわけですから。大事なこと

票が同数の場合には否決となると書いてあ

は、後で述べるように議会基本条例で書く

ります。これが大原則なんです。

べきだというのが私のスタンスです。

例えば、東京都小平市議会です。小平

９

１ 憲法・地方自治法の理念
（１）憲法の理念 民主主義にとって地方自治は不可欠
今日は、
「憲法・地方自治法の理念と議

ポツダム宣言を受諾しなければ、徹底した

会の役割」ということで、非常に大きなテ

破壊あるのみと言っているんです。それを

ーマをいただきました。基本的にフランス

軍が拒否したために、広島と長崎に原爆を

革命に代表される近代化の流れの中で、政

落とされたわけです。やっと目が覚めて、

治的には、一つは、立憲主義、国民が決め

ポツダム宣言を受諾します。ポツダム宣言

た憲法によって政治を行うということです。 は、軍隊の解散とかいっていますが、基本
それから、法治主義、法に基づいて政治を

的には民主的な政治を実現する体制を作る

するということです。規則とか省令とか政

ということを受諾しているわけです。その

令で政治をするのではなくて、国会が決め

民主的な政治を作るということを受諾しな

た法律によって基本的に政治をするという

がら、８月 15 日以降も我が国は明治憲法

のが法治主義の原則です。

を改正しようとしませんでした。

君主主権から国民主権に進むわけですけ

明治憲法は天皇主権の憲法です。ポツ

れども、問題は、イギリスで産業革命が起

ダム宣言が求めたのは、国民主権、人民主

きて勃興する資本主義というのは、国内統

権の政治体制だったわけです。憲法学者も

一市場を作らなければいけませんから、本

政治学者も、明治憲法は非常に簡略である、

来中央集権なんです。ですから、日本でも

だから運用でどうにでもなるんだという考

明治時代に江戸時代の藩とかを廃止して中

え方だったわけです。それはとんでもない

央集権化に進んだわけです。アメリカとス

話で、君主主権と国民主権の話は解釈で決

イスを除く多くの国は中央集権国家です。

められるような問題ではないわけです。そ

資本主義を進めるためには中央集権化が当

れで、マッカーサーが 10 月末に総理大臣

然だったんですけども、中にはそうではな

を呼びつけて、憲法を改正しなさいと、新

いという考えもあって、例えば、フランス

しい憲法を作りなさいと言いました。それ

の政治学者トクヴィルは、アメリカの 18

から、憲法改正の運動が出てくるんです。

世紀初頭のタウンミーティングを見て、 政府の改正案も出ますけれども、いろいろ
「地方自治は民主主義の小学校である」と

な改正案が出てくるわけです。

いっています。もう 1 人イギリスの政治学

その中で、アメリカを驚かせたことが

者であるジェームス・ブライスも「地方自

いくつかあります。その一つは、地方自治

治は民主政治の最良の学校である」といっ

に関する規定がなかったことです。共産党

ています。民主政治というのは、地方自治

の草案と佐々木という憲法学者が書いた案

なくして成立しないという考え方です。

には地方自治に関する規定がありました。

一方では、資本主義が勃興していますか

「地方自治は民主主義の小学校である」と

ら、中央集権で進んでしまうわけです。特

いう教育でＧＨＱのアメリカの方は来てい

に我が国は 1945 年７月 26 日にポツダム宣

ますから、それでびっくりするわけです。

言を発せられます。これは最後通牒です。

地方自治の規定がないなどというのは大変

１０

なことだということで、少なくとも地方自

ながら、その地方自治については十分にご

治に関しては、押し付けられたといわれて

理解いただけていないわけです。

もしょうがないんです。基本的にこちらに

1985 年にヨーロッパ評議会が、地方自

考え方がなかったわけです。もう一つは、

治は非常に大事だということで、ヨーロッ

被疑者、被告人に対する人権の保障規定で

パ地方自治憲章というのを出します。これ

す。これもなくてアメリカ人を驚かすわけ

は条約で各国で批准する必要があるもので

です。

す。その後、国際地方自治体連合（ＩＵＬ

いずれにしても、民主主義にとって地方

Ａ）も、そういった地方自治を大事にする

自治は不可欠であるというのが我が国の憲

考え方は世界的に広めるべきだということ

法理念に入ります。一般には平和憲法とい

で、世界地方自治宣言というものを出して

うことで、非常に世界に先駆けた憲法と言

います。このように民主主義のためには、

われていますが、地方自治についても章建

地方自治が不可欠であるという考え方に至

てしたのは我が国の憲法が最初です。です

っているわけです。我が国も 50 年を経て、

から 50 年前に平和主義と地方自治いう素

地方分権を進めていますから正に地方自治

晴らしい憲法が出来ているわけです。残念

が主役になっているわけです。

（２）地方自治法の理念と現状
憲法の理念はそういうことで、非常に先進

関係なわけです。こういうことを 50 年も

的なものだったんですけれども、地方自治

続けてきて、やっとそれを改革しようとい

法の理念はそういう憲法の理念を踏まえな

うことで、地方分権に進むわけです。

かったんです。踏まえているふりをしたん

1949 年にシャープ勧告というのが出ま

です。本来なら、憲法で定められた地方自

した。これはＧＨＱが税財政制度の諮問を

治は「地方政府」です。政府というのは、

得ようということでアメリカのシャープ博

国であれ地方であれ、対等の関係になるわ

士を呼んだんですけれども。民主主義を非

けです。国民を代表する国の政府、地域の

常に重視する考え方でした。シャープ勧告

政府は地域住民を代表する、政府間同士で

というのはＧＨＱに勧告したのであって、

は上下の関係はないわけです。それに対し

我が国はそれに対応して、神戸博士を中心に

て、地方自治法の理念は「地方行政」とし

チームを作って同じ趣旨のことを検討して、

て出してきたわけです。戦前と同じように。 神戸勧告を我が国の政府に対して出しました。
地方自治ではなくて、地方政府ではなくて

しかし、地方自治を大事にしろという

地方行政ということです。その典型が機関

ことを政府は全く無視したんです。その中

委任事務というものです。国の事務を市町

で唯一シャープ勧告、神戸勧告を受け入れ

村長を国の機関として仕事をさせる。その

たのは、町村合併でした。それで昭和の大

仕事をしている時の知事・市町村長という

合併が始まるわけです。明治の合併という

のは、議会のコントロールによるのではな

のは、学制が始まり小学校を維持するため

くて、所管大臣の指揮監督にあるというわ

に合併させられるわけです。自治体で学校

けです。まさに行政ですから、上下主従の

を持っていて、古い小学校には学有林があ

１１

って、子供たちが学有林を育てて、その木

め、自主財源は余りなく、３割自治といわ

を切って学校の維持管理に使うということ

れました。それから、地方債一つとっても、

がありました。そういうふうにして国はで

当分の間は、許可制にするということで、

きるだけお金を出さないようにしていたわ

それが 50 年も 60 年も続いたわけです。法

けです。昭和の合併も、新制中学が義務教

律には「当分の間」と書いてあるけれども、

育となって、学校を造らなければならなく

行政的には、それをずっと政令でやってき

なったわけです。その学校の維持経費のた

ているわけです。それから自治体独自の組

めに市町村合併を進めたわけです。その当

織権を認めていないということです。こうい

時、人口大体 8000 人で中学校が一つ必要

う組織を作れ、都道府県ではこういうものと

になりました。それで 8000 人を目処に市

か、こと細かに規定しているわけです。まさ

町村合併が進められました。行政を維持する

に自治体とみなすのではなくて行政としてみ

ために困難であれば合併しなさいという、そ

なしてきたわけです。そういう考え方は時々

の一言を真に受けて強制合併に進むわけです。 今でもちらほら出てくることがあるわけです。
そういうことで、地方自治法の理念と

そういうことで、憲法の理念は非常に

現状というのは、まさに地方政府ではなく

素晴らしかったんですけれども、残念なが

て地方行政として、国がコントロールして

ら、我が国はそれを守ってこなかった、そ

きたということです。機関委任事務をはじ

ういうふうにしてこなかったということです。

２ 自治体議会の政治制度
（１）国＝議院内閣制（機関協調型システム、一元代表制）
２番目に自治体議会の政治制度という

も議院内閣制の場合には、安倍晋三と書

ことです。国会というシステムは、最初

いたのは与党、他の名前を書いたのは野

にイギリスに誕生しました。700 数十年前、 党ですけれども、与党には行政をチェッ
1265 年に市民の代表が国会に入っていま

クするといっても、自分達の仲間から選

す。だからイギリスは民主主義の母国と

んでいますからよいしょ質問が多いんです。

いわれるわけです。そのイギリスに誕生

そうすると議院内閣制の場合には、野

して発達した制度が議院内閣制というこ

党の役割がものすごく大きいんです。そ

とです。議院内閣制というのは、選ばれ

のために、我が国は２大政党化しようと

た議員が議員の中から総理大臣、行政府

いうことで小選挙区制にしたわけです。

の長を選ぶというシステムです。国民か

選挙制度としては小選挙区制度は一番悪

らすれば、国会議員しか選べませんから、 い制度です。イギリスは国会ができた当
一元代表制ともいわれるわけです。それ

時から貴族階級と庶民代表ということで、

でこの議院内閣制の場合には、立法機関

元々２大政党だったわけです。それでな

と行政機関はそれぞれ協調型システムと

おかつ小選挙区制にしたんです。与党を

いうことです。行政をチェックするとい

大勝させて政府の基盤を強くする、首相

うのは議会の大きな役割の一つです。で

の基盤を強くしようということで、小選
１２

挙区制にしたんです。我が国はそれを真

まうんです。バカ勝ちしてしまうんです。

似して、２大政党にするために小選挙区

国民の意思を一番反映していない制度、

制にしたんですけれども、比例代表制が

悪い制度が小選挙区制だということです。

ありますから中途半端なんです。１党多

国民の意思が議会に反映される一番良い

党制みたいな形で、チェック機能が果たされ

システムが比例代表制です。国民の持っ

ていないですね。いずれにしても議院内閣制

ている意識構成がそのまま比例的に代表

では野党の役割が大きいということです。

されるわけです。我が国はそういう意味

もう一つは、小選挙区制というのは投

では政治的には、非常に悪い制度を採っ

票率と議席獲得数の間にものすごく差が

ているということです。２大政党制にす

あるんです。今の自民党でも 43％くらい

るためにということで、ちょっと勘違い

で６割を超える議席を占めているわけで

しているんです。イギリスは２大政党だ

す。３乗比の原則というのがありまして、 ったから小選挙区制にして首相の基盤を
例えば、国民の支持が１対２だったら、

強くしているわけです。

議席数はこれの３乗で１対８になってし

（２）自治体＝大統領制（機関対立型システム、二元代表制）
これに対して、自治体の方は大統領制

これは、アメリカが独立革命以後、憲

といわれています。これはアメリカに誕

法を作るときに、今まで国王が派遣して

生して発達した制度です。大統領制とい

いた総督、行政の長に虐められて、代表

うのは、機関対立型システムで、立法機

が出ていない国会の法律に虐められてい

関と行政機関は相互に並立で対立し、チ

て、国会に対しても、行政府の長に対し

ェックアンドバランスしてより民主的な

ても非常に不信感が強かったわけです。

政治を実現しようということです。です

そのために、首長も自分達で直接選ぼう

から、橋下大阪市長は、議会がいうこと

という大統領制を網出したわけです。

をきかないから選挙をやるといっていま

この二元代表制というのを、どうも議

すが、議会がいうことを聞かないのは最

員さんには十分ご理解いただいていない

初から決まっているわけです。機関対立

ということです。というのは、議員も大

して、それを議論して民主的な政治をや

事、会派も大事ですが、それ以上にいか

ろうというんですから、自分の思ったと

に議会としてチェックするかです。一対

おりにいかないのは当たり前なんです。

一で喧嘩したら勝てません。首長の方は

あの市長選挙で６億円ぐらいお金が掛る

プロですから、四六時中行政のことを考

わけです。その度に住民の支持を得たと

えています。議員さんは政治的にはプロ

いって自分の考え方を強制しようとして

かもしれませんけれども、行政的にはア

いるわけです。議会は議会の立場がある

マチュアです。補助職員だって向こうは

わけです。住民の方からすれば、議員を

何百人何千人といるわけです。全部首長

選ぶこともできますし首長も選ぶことができ

さんを中心にサポートしているわけです。

ますから二元代表制といわれているわけです。 議員さんの方は何人いますか。事務局の
１３

職員は何人ですか。数の問題ではないと

では、何のチェックも効かないではない

いいますけれども、やはり数の力は大き

ですか。そのために大事なことだから、

いわけです。それで一対一で喧嘩したら

最低４年と地方自治法に書いてあるわけ

負けるに決まっているんです。だから議

です。それを守っていないわけです。任

会としていかにチェックするか、26 人が

期が１年というのは、市では 40 数％、２

固まってチェックするわけです。

年も 40 数％です。町村の方はまだ４年が

そういうことが十分にご理解いただけ

50 何％あります。地方自治法に準じて活

ないということが、例えば、議長の任期

動しているということです。

はおかしいではないですか。地方自治法

それから議会として認識が欠けている

には、議長の任期は「議員の任期」によ

のは、一般質問の中での重複質問です。

るとちゃんと書いてあります。
「議員の任

重複質問を防ぐために議運があるわけで

期」は４年なわけです。それを１年や２

す。議運で調整して、他の質問に変えた

年でグルグル変えてしまうわけです。機

方がよほどチェック能力が発揮できるで

関対立型であるにもかかわらず、片方が

はないですか。個人も大事、会派も大事

グルグル変わってしまっては、市町村長

だけれども、それ以上に議会としてチェ

は楽ですよ。議長があんなこといってい

ックするのが大事だということをもう少

ても、来年はどうせ代わるよということ

し認識して欲しいということです。

（３）委員会制度
次に委員会制度についてです。議会の運

例だけを審査するとかということで徹底し

営というのは２つあります。本会議中心主

なかったんです。やっと全ての議案を委員

義の運営と委員会中心主義の運営です。本

会に付託するようになりました。迅速に、

会議中心主義の運営は、全ての議案を全ての

より専門的に、柔軟にということです。50

議員さんで審議するということです。戦前の

人でやるよりも、10 人の方が迅速になる

我が国は、国会も地方議会も本会議中心主義

わけです。10 人でやった方がより専門性

でした。今はイギリスも本会議中心主義です。 も増すと、それから柔軟というのは本会議
委員会中心主義というのは、アメリカで

は本会議場でしか開けませんが、委員会で

誕生して発達した制度です。ここでいう委

あれば、請願の問題があればそこに行って

員会というのは、常任委員会のことです。

も開けるわけです。皆さんがよく行政視察

少人数の委員会で議論して、能率よく効率

といわれているのは、あれは委員派遣です

よくやろうというのが委員会中心主義です。 から、柔軟に対応できるわけです。
我が国は、戦後民主化のために、国会も

それからもう一つ、委員会制度にしたと

地方議会も委員会中心主義をとっています。 いうのは一問一答して審査を深めるという
ただ残念ながら、委員会中心主義をとって

ことです。委員会で一問一答でやってます

きたけれども、現在のような委員会中心主

か。私、小平市で自治基本条例を作るとき

義になるまでに 20 年くらいかかっていま

に、50 人の委員の 1 人として参加したん

す。例えば、請願だけを審査するとか、条

ですけども、条例案が市長に提出されて、
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市長から議会に提出されて、議会で特別委

入れたわけです。国会もそうで、能率化・

員会が作られて審査されたわけです。議員

効率化のために委員会の数を減らしました。

さんはどうも傍聴していると真面目になる

議員定数を減らすと直ぐに委員会の数も減

という経験則があるんですね。我々パソコ

らしてしまうんです。それではチェック能

ンでリンクしていますから動員が掛かるわ

力が落ちてしまうではないですか。

けです。それで、私も何回か傍聴に行って、

それからもう一つは、委員の数を考えて

ある時また改めて見たら、ある議員さんが

くれない。住民の意識を反映するような委

15 問くらいの質問をしているんですが、

員の数でなければならないわけです。一般

一括質問一括答弁をしているです。あとで、 に議論をするときに、大阪大学の三隅十不
皮肉に、あの議員さんは質問したのを全部

二先生は７±１人がいいということです。

答えたかどうか、頭に入っているのかなと。 多ければ多いで混乱しますし、少なければ
もし頭に入っているとしたら、聖徳太子に

少ないで良い議論ができません。
「たて社

次いで頭が良い人種だと思ったんですけれ

会の論理」を書いた中根千枝東大教授は５

ども。15 問ぞろぞろ聞いて 1５問だんだん

人から７人が良いといっています。私は、

答えられて、全部さっと頭に整理できます

住民の意識が多様化している中で、7 人く

かね。あれは戦前の議会運営をやっている

らいが必要かと思います。ここで考えなけ

と、とんでもない話だったんです。少なく

ればいけないのは、地方議会の場合は委員

とも委員会では一問一答式で審査を深める

長がいます。委員長は議論に入れませんか

というのがあったんですけれども、これも

ら、そうすると委員長を含めて、８±１

無視されました。これは委員会の重要性を

になるわけです。これが理想の委員の数で

議員さんが十分にご理解いただけていない。 す。定数を減らすということで、委員会の
委員会の決定は、議会の決定、議会の決定

数も委員の数もどんどん減らしているんで

は主権者たる市民が決定したことになるわ

す。基本的に委員会の決定は本会議の決定

けです。市民の意向は議会に反映されて、

になって、本会議の決定は主権者たる住民

議会の意向は委員会に反映されてるわけで

が決定したことになるわけです。こういう

す。だから委員会の決定というのは、すご

認識が、議員定数を考える場合に欲しいと

く大きいわけです。それがどうも議員さん

いうことです。

は、残念ながらイマイチ認識が薄いですね。

一時期、昭和の終わりから平成になる頃、

問題の一つは、委員会の数を考えてくれ

議員定数を削減するという動きが非常に盛

ないんです。より詳しくチェックする、審

んになりましたけれども、私はそれはタコ

査するんだったら、委員会の数は多ければ

の足を切るようなものだと思っています。

多い程チェックできます。戦後間もなくは、 私の生まれは沼津市で、小さい時はよくタ
行政部門ごとに委員会を委員会を設けるこ

コを釣ったんですけれども、タコというの

とができました。それを昭和 31 年の改正

は、台風が来たりして海が荒れた次の日が

で、人口 30 万人未満は４つ、30 万～50 万

釣れるんです。それで釣れたタコは足が８

は６つ、指定都市は８つという人口規制を

本ないんです。６本とか７本の足のタコが
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釣れるんです。非常に損した感じがします。 つかないわけです。チェック機能も立法機
というのは、タコはお腹が減ったりストレ

能も果たしていないんです。

スがあると自分で自分の足を食べちゃうん

考え方は２つあります。議員の間にいろ

です。議員さんが議員定数を減らすのは、

んなことを体験して、委員会を全部体験し

タコみたいなもんなんです。自分の権限を

て知識を広げるんだという意見と、そうで

どんどんどん削っていくわけですから。

はなく、チェック機関だからもっと専門的

それから委員の任期ですね。相手は何十

になって欲しいというのがあるわけです。

年とやっている行政のプロです。プロと対

議会の役割としては後者の方です。知識を

決するのに、１年や２年で勉強できるわけ

広めても追及はできません。知識を深めて

がないじゃないですか。ましてや新人議員

いってこそ追及できるんです。

なんていうのは、議会の運営も含めて、何

そういうことで、委員会の重要性が十分

をやっているか分らないうちに 1 年２年は

にご理解いただけていないということです。

過ぎてしまいます。だから「議員の任期中

議会改革、議会改革という前に、こういう

在任」ということは、議員の任期は４年で

足元からきちんと改革していって欲しいと

すから、４年と解釈できるような法律の書

思います。

き方をしているわけです。１年や２年でグ
ルグル変わったら、異議を発議して発言し
ても、執行部の方は、５月になればどうせ

（本稿は、講演録をもとに事務局が編集した
原稿に、講演者が一部修正して作成したもの
で、文責は事務局にあります。
）

変わるよということになれば、何の示しも
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