2．市民会議資料
1）資料一覧
P102

キックオフ研修会に関する資料
講演会録
第1回講演「新しい時代のまちづくり」
講師：近畿大学理工学部教授 久隆浩氏

P103

第2回講演「行政と市民セクターの協働」
講師：大阪市立大学大学院教授 柏木宏氏

P124

第3回講演「岸和田の地域経済活性化の可能性」
講師：同志社大学商学部教授 石田信博氏

P144

第4回講演「財政問題からみた地方自治の現状と課題」
講師：立命館大学政策科学部教授 平岡和久氏

P158

第5回講演「新しい時代の総合計画の在り方」
講師：龍谷大学法学部教授 富野暉一郎氏

P177

事務局ガイダンス
･今後のスケジュールについて
･次期総合計画策定の基本的な考え方について
･都市計画マスタープラン見直しの基本的な考え方について
･市民意識調査について

P205

グループワーク
グループワーク「将来都市像を考えよう」
講師：(有)コラボねっと取締役

石井布紀子氏

P244

事務局ガイダンス
P247

・岸和田の財政について

P308

分科会に関する資料
第 5回分科会

将来構想：「分科会ごとの基本目標案」発表

P309

第 9回分科会

将来構想：「市民会議としての基本目標案」の決定

P315

第16回分科会

将来構想：「市民会議としての達成された姿案」の決定

P319

第16回分科会

将来構想：「土地利用の方向性」について議論

P326

第17･18回分科会 都市計画マスタープランについて議論1

P332

第20･21回分科会 都市計画マスタープランについて議論2

P348

第33回分科会

戦略計画：「市民会議としての基本目標～市民の役割案」
のとりまとめ

P349

その他、分科会では以下のような資料を使いました。（添付省略）

○第3次総合計画・都市計画マスタープランのあゆみ
・第3次総合計画に示されている施策体系ごとに、取組状況を示す指標値（H13,H19）や
事業実施状況（H13～H22）を掲載
→第4次総合計画では、戦略計画において成果の達成度を計る指標を設定し、現状値
と目指そう値を掲載。

○資料編：地図でみる岸和田
・都市計画マスタープラン策定後の岸和田市の状況を整理するものとして、この10年間
（H11～20）を中心に行われた事業等を、第3次総合計画の施策体系にあわせて整理
→都市計画マスタープランの進行管理として、H21末現在版を作成し公開
○議論の進捗にあわせ、意見をまとめた資料や、議論を踏まえた事務局たたき案などの資料
を配布
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2）キックオフ研修会に関する資料
講演会
第1回講演「新しい時代のまちづくり」
P103
講師：近畿大学理工学部教授 久隆浩氏
第2回講演「行政と市民セクターの協働」
P124
講師：大阪市立大学大学院教授 柏木宏氏
第3回講演「岸和田の地域経済活性化の可能性」
P144
講師：同志社大学商学部教授 石田信博氏
第4回講演「財政問題からみた地方自治の現状と課題」
P158
講師：立命館大学政策科学部教授 平岡和久氏
第5回講演「新しい時代の総合計画の在り方」
P177
講師：龍谷大学法学部教授 富野暉一郎氏
事務局ガイダンス
･今後のスケジュール
･次期総合計画策定の基本的な考え方について
･都市計画マスタープラン見直しの基本的な考え方について

P205

･市民意識調査について
グループワーク
グループワーク「将来都市像を考えよう」
P244
講師：(有)コラボねっと取締役

石井布紀子氏

事務局ガイダンス
P247

･岸和田の財政について
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◆◆

略歴

◆◆

1958 年高知県生まれ、大阪育ち。1986 年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程（環境工学専攻）
修了。工学博士。財団法人 21 世紀ひょうご創造協会主任研究員、大阪大学工学部助手などを経て、
2005 年から現職。豊中駅前地区のまちづくり支援をきっかけに関西各地で住民主体のまちづくりの
支援活動を展開。近年では、商業まちづくり・福祉のまちづくりなど、様々な分野での市民活動、ま
ちづくりの応援を行っている。主な著書に『地方分権時代のまちづくり条例』『都市デザインの手法』
などがある。

てのマンションが建つ。なんでこういうも
のが建つんですか？なんていう話がよくあ
ります。岸和田もマンションがどんどん増
えてきました。あるいは、もう一つの典型
的な話はパチンコ屋さんです。パチンコ屋
がなんでうちの近所に建つの？なんでうち
の隣に建つの？という話です。よくそうい
うときに市役所の都市計画課の窓口に行っ
て何とかならないの？という話があります
が、結論から言いますと、適法である限り
は何ともできません。皆さんも町を歩いて
いて突然警察に逮捕されると困りますよね。
法を犯してこそ逮捕されるわけですから、
合法である行為に対して、それ以上の権力
を行使するというのは許されないことなん
です。しかしながら、いろんな所でトラブ
ルが発生する。それは何でだろうか？とい
うことを考えてみると、今の都市計画が抱
えている現状、そして課題というものが見
えてきます。まずはそこから話をスタート
させたいと思っています。

今日は都市計画ということでお話をさせ
ていただきたいと思います。途中、何度も
何度も、もっと広い意味でのまちづくりの
話に変わっていきます。もともと都市計画
をやっていた人間が、なぜ福祉とか教育と
か様々な分野で仕事をするようになったの
かというのも、今日の話を聞いていただく
と若干ご理解いただけるかなと思っていま
す。

それでは、お手元のプリントに沿って進
めていきたいと思います。まず、今日皆さ
んにお話しをしたいのは、土地利用規制が
あるのになぜ問題が発生するのかというこ
とです。この岸和田に限らずいろんなとこ
ろでトラブルが発生します。例えば、２階
建てばかりの閑静な住宅地に突然 14 階建
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都市計画法とか建築基準法という法律が
あるのにいろんな問題やトラブルが発生し
ています。それはなぜかと言いますと、今
の土地利用の規制をかける一番大元の法律
の制度に用途地域というのがあります。皆
さん方の土地も、山手の方は別にして、こ
の平地の部分に住んでらっしゃる方は、何
らかの用途地域が自分の住んでる町にもか
かっているはずです。12 の用途地域があり
ますが、ちょっと皆さんにお聞きをします
が、私が住んでる町の用途地域は一体この
12 の用途地域の何なのかと言うことをご存
知の方、ちょっと手を上げていただけます
でしょうか。
パラパラですね、ありがとうございます。
まずここが問題だということなんですね。
なぜかと言いますと、この用途地域がかか
っていますとパチンコ屋ができる用途地域
と、パチンコ屋ができない用途地域が、お
のずと分かるんですね。ですので、家をお
買い求めになったり、あるいは家をお借り
になったりするときに、ちゃんと用途地域
を調べておくと、隣にパチンコ屋が建つの
か建たないのかというのは未然に分かるは
ずなんですね。
ちなみに私は、10 年ほど前に今のマンシ
ョンを求めましたが、私が今住んでいる用
途地域は準工業地域といいまして、何でも
建てられる、工場でもパチンコ屋でも何で
も建てられる用途地域にあえて住んでいま
す。なぜか。土地が安かったからというこ
とです。道を挟んで、たった 50ｍ行ったと
ころは第１種中高層住居専用地域という３
番目に厳しい規制がかかっている地域です。
同じ時期にマンションが売りに出されまし
た。同じ広さ、駅からの距離もほとんど変
わりません。ただ、一番重要なのが用途地
域、うちのが準工業地域といって隣に工場
が建っている用途地域ですし、それから 50
ｍ挟んで向こう側の第１種中高層専用地域
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というのは、住居以外は基本的にできない
という地域です。同じ時期にできて売りに
出されたマンションですが、当然うちのマ
ンションの方が数百万円安いということで
す。皆さんもお気をつけいただきたいのは、
安いものには何か裏があるということです
ね。今なかなか家が売れないということで
土曜日なんかたくさんの戸建住宅やマンシ
ョンのチラシが入っていますが、大きな文
字で書いていることはいいことばかりです。
閑静な住宅地で歩いて３分でスーパーがあ
ります、小学校中学校が近い、良いところ
は大きな字で書いてあるんですが、都合の
悪いことはどこに書いてあるかというと、
右下のほうの小さなところに小さな字で書
いてあるんですね。そこに用途地域が書い
てあるわけです。業者さんに文句を言うと
ちゃんと書いてあったでしょって言われま
すが、ほんとに小さい字で書いてあるだけ
の話でして、本来はこういう用途地域によ
って規制がかかっていることをちゃんとご
理解いただいて、お住まいを決めていただ
くと一番良いのにと思っていますが、でも
まだそうは、なかなかいかない。それと用
途地域によって土地利用規制がかかってい
るんですが、ここからが今日の一つのポイ
ントでして、これは必要最小限規制の規制
しかかけていない。これを法学の専門的な
言葉では必要最小限規制の原則と言います。
なぜ必要最小限の規制しかかかっていない
のかと言うのがこれから 10 分ぐらいの話
のポイントです。
この都市計画による規制の一方で土地と
いうのは個人の財産ですので、財産権とい
うものがありまして、財産権というのは自
分の財産、自分の土地なんだから自由に使
っても良いじゃないか、という憲法がある
んですね。ですから、財産権では自分の土
地だから自由に使っても良いよという土地
利用の自由というのが認められています。

しかしながら一方で規制がかかる。それは
どういう根拠で規制がかかるかというと、
公共の福祉の観点から規制がかかるという
わけなんですね。
この公共の福祉の観点から規制をかける
といいますけれど、公共の福祉というのは
一体何なのか。そして、どのようにこの公
共の福祉を決めていくのか、というところ
がはっきりしていない。このあいまいな部
分だからこそ、今はだれがみても公共の福
祉に反するということ、公共性が高いとい
うことだけに関してだけ最小限の範囲で規
制を行っていくということが、最小限規制
の原則になっている。もっと分りやすく言
えば、先ほどパチンコ屋という話をしまし
た。この中でもパチンコが好きな人おられ
るはずです。パチンコが大好きな人にとっ
ては、パチンコ屋は迷惑施設ではなくて利
便施設なんですね。歩いて１分くらいの所
にパチンコ屋があったら、土日ぶらっと行
ける。だからパチンコ屋が決して迷惑だと
思っている方ばかりじゃないんですね。こ
の辺りが難しいですね。一方で住宅地の真
ん中に原子力発電所があっても良いのか。
これはどう見てもダメだよ。だれが見ても
「ダメだよ」というものは規制をかけられ
るのですが、人によって意見が分かれるも
のに関しては、なかなか規制がかけられな
い、というのが必要最小限法則の裏側にあ
る話です。これをどうするかというのが都
市計画のなかではポイントです。
しかし、一方でこういう考え方がありま
す。事業主さんがよく言う言葉ですが、こ
れさえ守っていれば良いじゃないか、法律
を犯していなければ良いじゃないか、とい
う言葉がありますが、それもどうかなと思
うんですね。
ここのホワイトボードに簡単な図〔図１〕
で描かしていただきますが、この規制のレ
ベルというのがありますね。必要最小限が
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この辺りで規制がかかっているとします。
ここは絶対に作ってはダメなゾーンすね。
こっちは法律上、作ってもいいんですが、
でも、ここは必要最小限のとこにかかって
いますから、人によったら、うちの地域は
この辺りが規制のレベルなんだと思ってい
る方がいます。だからこれさえ守っていれ
ば何でも OK だというわけでもないんです
ね。いわゆるここは、英語で言うとグレー
ゾーンなんですね。このグレーゾーンをど
うできるか。グレーンゾーンじゃなくした
らいいんですが、それはまた後ほどお話し
します。
〔図１〕

グレーゾーン

規制
絶対に作ってはダメなゾーン

都市計画の制度の中に、このグレーゾー
ンをグレーでなくす方法があります。また
後で出てくる地区計画というのがその一つ
の手法なんですが、しかしながら地区計画
がかからない限り、今、黒で引いた最小限
の規制しかかかっていない。ですからこの
グレーゾーンがあるということを考えれば、
事業者さんがよく言われる、
「うちはすべて
の法律を守っているんだから、何も文句を
言われる筋合いはない」というのも、ちょ
っと乱暴な言い方ではないかなと思うので
すね。そこに、どう新しい線引きができる
かというのが都市計画の分野では非常に重
要なことです。ちなみに先ほどからお話を
している内容は、実は憲法で定められてい
るのですね。憲法はなかなか普段生きてい
るときは見る機会がありませんが、改めて
憲法を読んでみますと、第 12 条に、今、私
が言った話が書いてあります。条文を一緒
に読んでみます。
「この憲法が国民に保障す

る自由及び権利は、国民の不断の努力によ
って、これを保持しなければならない。又、
国民は、これを濫用してはならないのであ
って、常に公共の福祉のためにこれを利用
する責任を負う」ということです。ですか
ら、個人の財産であろうとも、個人の権利
であろうとも、あるいは自由であろうとも、
これを濫用してはいけないのであって、公
共の福祉のために、これを利用する責任が
国民すべてにあるとう文章です。さらに、
財産権を否定しているが憲法の 29 条です。
「財産権は、これを侵してはならない」と
いうことが第１項に書いてありますが、第
２項には「財産権の内容は、公共の福祉に
適合するように、法律でこれを定める」と
う条文があります。ここで先ほど言いまし
た財産権と公共の福祉という両輪で、世の
中を進めていこうという考え方が、この憲
法に位置付けられているのです。
ここまで説明させていただいて、ポイン
トはこの公共性という話ですが、公共性の
下に整理が可能になるんですが、それは何
をもって公共の福祉、公共性というのか、
と言うところをはっきりしないといけない。
この考え方の論拠はいくつかあるんですが、
今、私が注目しているし、私が期待をかけ
ているのは、熟議の民主政という考え方で
す。英語では deliberative democracy と言
います。deliberation というのは、話しあ
う、協議をすると言うことです。協議をし
て民主主義を運営していこうじゃないか、
という考え方です。この熟議の民主政は、
先ほど公共の福祉のところで公共性をどう
考えるのかというところが一つのポイント
なんですが、熟議というのはじっくりと議
論をするということですが、時間をかけて
議論をするだけでは熟議とはいいません。
意見の異なる人々が時間をかけて議論をす
るとならないと、熟議とはいいません。
例えば、分かりやすい話をすると、先日、
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テレビで、報道番組を見ていますと、
「崖の
上のポニョ」のモデルになった広島県福山
市の鞆の浦の開発の問題がでておりました。
国土交通省に 10 万人の署名を持って行っ
たと話がありました。この署名をされる方
にいつも私はお話をし、お願いするのです
が、これは 10 万人あっても、100 万人あっ
ても結局無力なんですね。なぜかと言いま
すと、同じ意見の持ち主、同じ意見の方々、
同じ立場の方々が集まって議論していても、
それはここで言うところの熟議にはならな
いのですね。昨日もテレビでご紹介されて
いたように、その開発を望む道路を拡げ、
橋を架けて欲しいという住民さんもおられ
るわけですね、その方々と開発は要らない
という方々がじっくりと時間をかけて話し
合って、ある一つの答えを出さない限り、
どちらも同じ立場の方々、同じ意見の方々
だけが集まって議論をしても、私はこう思
うということを言っても、それは熟議には
ならないし、そこでいくら頑張って答えを
出しても、それは公共性の高い答えじゃな
いんだという考え方です。逆に言いますと、
その意見の異なる方々が時間をかけて議論
をし、その末に出した結果、答えというの
に公共性が生まれるんだという考え方をと
るのが、先ほどの熟議の民主政の考え方で
す。
別の言い方をしますと、話し合う前に、
この答えが、公共性が高い、これが正しい
という答えがないということなんですね。
話し合ってこそ、それなりの答え、正しい
とは私言いません。それなりの答えが出せ
る。そうすると、話し合うメンバーが違っ
たら答えが違います。さらに同じメンバー
でも今話し合うのと、10 年後に話し合うの
と気持ちも時代も変わっていますから、答
えが違うかもしれない。けれども、それは
それとして認めていかざるを得ないという
考え方が、熟議の民主政なんですね。です

から民主主義だっていうけれども、どうい
う立場の民主主義で物事を考えるかによっ
て実は答えの出し方は違うわけなんですね。
私が行き着いたところは、熟議の民主政と
いうところで、これ以外はなかなか難しい
のではないかというような気がしています。
そうすると、この熟議の民主制で公共の福
祉あるいは公共性を考え、答えを出すため
には、地域の中で十分に議論、話し合って
すべての人が合意したものに公共性が生ま
れるということになるかもしれません。こ
の合意というのはそう簡単にはいきません。
この合意はどうやって生まれるかというと、
これは皆で生み出すように思いますが、実
は合意ができるかどうかというのは自分の
心の中に納得というものが生まれるかどう
かとことなんですね。だから、まずは自分
の心の問題なんですね。いつまでも自分の
意見に固執する人たちばかりであれば、合
意なんていうものは生まれません。まわり
の方の意見を聞き、何人もの方が自分の意
見を曲げてこそ、合意というものになるわ
けですね。それを無理やり曲げさせられる
んじゃなくて、自分の気持ちに納得して自
分よりも辛い立場の方がいるんだなとかで
すね、あるいは、そういう考え方の方がい
いんではないかというように、自分が自分
の気持ちで納得し、自分の意見が曲げられ
てこそ合意というのに至るんではないかと
思います。合意に時間がかかる、合意形成
に時間がかかると言いました。実はそこが
ポイントなんです。どういうことかといい
ますと、自分の気持ちを自分で納得させる
のに時間がかかるんですね。だから、物分
かりの良い人といういい方が妥当かどうか
分かりませんが、物分かりの良い人がたく
さんいれば、すぐ合意が得られます。でも、
こだわりを持っていらっしゃる方が多くい
ればいるほど、合意形成の時間がかかりま
す。それは、話し合いの時間がかかってい
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るんじゃなくて、自分の心の中で自分の意
見に対して自分の気持ちで納得できるかど
うかというのに時間がかかるんですね。そ
して、ここには書いておきませんでしたが、
私の基本的な考え方は、多数決というのは
最後の最後の手段だと思っています。でき
るだけ、５年かかろうと 10 年かかろうと時
間がかけられるうちは、話し合って話し合
って、そして、すべての人が自分の気持ち
で納得ができるまで頑張るというのが基本
的な姿勢だと私は思っていますから、話し
合いの中ですぐに「決まれへんかったら多
数決をとろう」と言う人がでると、私は、
ちょっと待ってください。多数決はすぐに
答えが出ますが、それじゃあ納得しない人
を置いたまま先に進むだけの話じゃないで
すか？ということで我慢していただいて、
時間をかけるようにしていることが多いで
す。けれども、やはり時間というのは限ら
れていますから、どこかで答えを出さない
といけないんですね。そのタイムリミット
という時間の制限の時期がきたときに初め
て多数決という最後の手段を、切り札を出
すのが多数決の使い方ではないかなと思っ
ております。けれども、そのときにその自
分の意見が通らなかった方が、その多数決
で決まったら、それはそれで仕方がないん
だというように思ってくださらない限り、
その多数決の決定というのは気持ちの中で
は有効ではない。その手続き上は有効かも
しれませんが、気持ちの中では有効ではな
いかもしれないと思います。
今日はたくさんの方がお集まりいただい
ていますが、いつもお付き合いをして相手
の腹の中まで分かっている方もおられると
思いますが、今日初めてお出会いの方もお
られると思います。ここでの皆さんのお役
目の一つは、まずはお互いがどういう立場
でどういうところにこだわりを持ってらっ
しゃるかということを確認しあうことなん

だろうと思います。そして、その違いを大
切にしながら、どうしたらお互い歩み寄る
ことができるんだろうかということを、時
間をかけて議論をしていくのが、この市民
会議の一つの重要なポイントかな、と思い
ます。おそらく今私はこういうことが言い
たい、こういうこと実現したいと思ったこ
とのすべてが最後に残るとは限りません。
ざっくり言えば半分残ったら良いほうでし
ょう。立場が違う、流れが違ったら、やっ
ぱり受入れられない。自分は少数だという
方もおられるかもしれません。そこを、何
とかお互いが話し合いの中で乗り越えてい
くということが重要だし、その話が一番典
型的に出てくるのが都市計画の分野だと思
います。なぜかというと、土地という極め
て重要な財産がかかっていますから、非常
に重たい感じになっちゃうんですね。そこ
を何とか乗り越えられないかなと思って、
私も頑張っております。ただ、そんなしん
どいことばかりしていられないので、ちょ
っと最近は違うやり方をしているというの
が最後のお話にでてまいります。

まち、その村でしか通用しないルールなん
ですね。ところが近代になってこういうも
のが集約をして日本全体で通用する大きな
法秩序になっていったんですが、もう一度
このローカルな法秩序をどう考えるかとい
うことで、法律の使い方を考え直してみよ
うよというのが、阿部先生の本の中に書か
れている内容です。
ちょっとまた話を述べさせていただきま
すが、この中に法学部出身の方がおられる
と思いますが、法学部はですね、皆さんが
思っているのは憲法とか、刑法とか、商法
とか、そういうそれぞれの法律を勉強する
こと、あるいは、どう運用・適用していく
ことを勉強するのが法学部だというふうに
思ってらっしゃるかもしれません。それは
当ってるんですが、阿部先生はですね、法
学部の中でも法社会学という分野を担当さ
れています。これはどういう分野かという
と、社会、つまり法律が社会の中でどう使
われているのか、社会が法律をどう受け止
めているのかということ、法と社会の関係
を分析をされているのが阿部先生の研究分
野ですね。

それではちょっと話を変えまして、２番
目のお話「ローカルな法秩序」について、
大阪市立大学の阿部昌樹先生が同じ名前の
本を書いておられます。このローカルな法
秩序というのは、どういう意味かというと、
先ほどの日本国憲法というのは、日本国全
体で日本国民全員に適用される法律、法秩
序ですね。ところがローカルな法秩序とい
うのは名前のとおり、一部の地域で通用す
る法秩序、ルールですね。近世までは日本
の社会はこのローカルな保秩序だらけでし
た。例えば、「まちぶれ」とかですね、「村
掟」というのがありました。
「まちぶれ」と
か「村掟」というのは名前のとおり、その
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もう一つお話をしますと、法哲学という
部分もあります。これは法律の哲学。これ
はどういうことかと言いますと、一番根本
的な問いは「法とは何か」という問いです
ね。法律って一体何なの？私たちにとって
法律ってどういう意味があるの？という基
本的な問いなんですね。こういうものを問
うていくことが法哲学ですね。先ほどの話
も実は法哲学の先生はいつも考えていらっ
しゃることですね。公共とは何かとか、公
共性とは何か、だからその一つひとつの言
葉とか、一つひとつの意味をそのまま受入
れるんじゃなくて、一体それはどういうこ
となのということをもう一度問い直すとい
う分野が法哲学の分野なんですね。そして
その社会というものがどう受け止めている

のかというのが法社会の分野です。その法
社会学の先生である阿部先生が私たちは地
域の中で法秩序というのをどうつくりだし
ているのかということを分析して本にまと
めてくださっているのが「ローカルの法秩
序」です。
この阿部先生の本の中で今日のテーマに
関係するのが、まちづくり憲章というのが
あります。これは阿部先生がマンション建
設反対をきっかけに、まちづくり憲章をつ
くったまちが京都の辺りにいくつかあるん
ですが、そのまちづくり憲章を集められて
分析をしました。そうしますと、まちづく
り憲章というのはみんなで決めたまちづく
りの方針ですが、ここにはですね、私たち
という主語があるんだという分析をされて
います。
一つ、東山区の白川つつみ町まちづくり
憲章というのを阿部先生の本から抜き出し
てきました。一緒に読んでみますと、
『一、豊かな環境を守り育てることはわ
たくし達のつとめと権利です。』
ここで「わたくしたち」という文章がで
てきます。
『一、地域の環境を破壊する四階建以上の
高層マンションは認めません。
一、自然を守り恵まれた環境の保存につ
とめます。
一、社会生活の秩序とルールを尊重して
相互の連帯と協調のもとに暮らし
と生活を守ります。』
さあこの４つを見ていただくと、もうあ
からさまにわかる話があると思いますね。
２つ目がかなり異質ですね。地域の環境を
破壊する４階建以上の高層マンションは認
めません。本当はここが言いたいんですね。
要は業者さんにこれを言う限りは、そした
らおたくたちは今まで何をしてきたの？こ
れからどうするの？って問われたら、ちゃ
んと意見言おうじゃないか、私たちを主張
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しようじゃないかということで、
「私たちは、
ここに暮らす人たちは、こういうように頑
張ってるんだ、こういうように頑張ろうと
思っているんだ、だから業者さんも守って
くれないといけない。」というようにするた
めに、まず、まちづくり憲章をつくるんで
すね。
ここで何が分かるか、これまた後ほどお
話しますが、ちょっと２ページ目、一方で
最後の手段として使う地区計画とか建築協
定というルールには、
「わたしたち」という
主語がないんですね。で、何々してはいけ
ません、こういうものを建ててはいけませ
ん、こういうようにしないといけません。
いけません、いけませんというルールが地
区計画とか建築協定なんですね。
阿部先生も分析をされておりまして、私
もそういう立場に立つんですが、実はまち
づくり憲章が対象としている人間というの
が、良い人なんですね。一緒にまちをつく
りましょう、一緒に良く環境を守りましょ
うという、共に頑張れる人を対象に呼びか
けているのがまちづくり憲章ですね。いわ
ゆる性善説になっています。ところが地区
計画とか建築協定というのは、悪い人に悪
いことをさせないようにするためのルール
なんですね。つまり悪い人がいるだろう、
だからその悪い人に悪いことをさせないよ
うに、あるいは悪い人を懲らしめるように
つくるのが地区計画とか建築協定なんです
ね。いわゆる性悪説に立っているわけです
ね。また後ほどお話しますが、ルール、法
律のほとんどが性悪説なんですよ。悪いこ
とをする人が悪いことができないようにし
ているわけですね。逆に言いますと、良い
人ばっかりだったら法律なんかなくても何
とか世の中、回るんですね。これまた後ほ
どお話をします。私はできるだけ性善説に
立つようにしています。この話をいろんな
所ですると、あんたお人好し過ぎるって言

われるんです。世の中そんなエエ人ばかり
ちゃうで、という話をされますが、私はそ
うではあっても、できるだけ相手を信用す
るようにしています。信用するという言葉
を使いましたが、相手と信頼関係、信用関
係をつくる上で、相手を信じないといけな
いです。相手を疑っている人と信頼関係な
んか築けるわけがないですね。ですから絆
とか信頼関係というのは、お互いに信じあ
ってこそつくれるわけですね。そういう意
味では私が信じないと相手も信じてくれま
せん。ということで、できるだけ性善説で
話をしようよ、いうようにしています。冗
談めいた話ですが、
「インドで無抵抗主義を
貫いたガンジーの境地です。」と私冗談で言
うんです。ガンジーさんは最終的には暗殺
されました。私も暗殺されるかもしれませ
ん。これ冗談ですが。でも、人を信じると
いうことはそういうことに陥るかもしれな
いわけですね。でも、相手がそこまでする
んだったらもう、それは相手を変えること
はできないので、仕方がないかなという立
場で私は最後の最後まで、ぎりぎりのとこ
ろまで相手を信じるようにしています。そ
うすると実は世の中の秩序のつくり方とか、
まちづくりのやり方が変わってくる、これ
また後ほどお話をしたいと思います。

それではちょっと話題を変えまして、地
区のルールとか、建築の建て方のルールを
決めるときはどうしたらいいんだろうかと
いうことが、３番目の「まちの将来像」の
話になります。地区計画、建築協定という
のは先ほど言ったように、こういう建て方
をしますとか、ワンルームマンションは建
てないとか、あるいは敷地は何平米以上に
しましょう、とかいうようなルールを決め
ていくわけですね。これはですね、すべて

あくまでも手段とか道具なんですね。この
手段とか道具というのは、目標とか目的を
実現するために存在するわけです。そうす
ると都市計画とかまちづくりの目標とはな
んだろかというと、どういうまちにしたい
のかという、まちの将来像ですね。さらに
は、私はもう少し突っ込んで将来の私たち
の暮らし方を実現するために、地区計画、
建築協定というルールがあるんだろうと思
っています。ここがこれから都市計画マス
タープランを考えていく上での非常に重要
なことになっていくだろうと思っています。
ちょっと難しい話をさせて頂ければ、資
料２ページの６行目、文章ばっかり持って
きました。平成 10 年 11 月、この当時はま
だ建設省だったんですが、建設省の建設経
済局長と都市局長の両名から都市計画法の
一部改正等についてという通達が来ました。
ちなみに都市計画法というのは、最近は社
会の変化も激しいので毎年毎年変わってい
ます。またこの前も変わりましたし、今度
も変わろうとしています。これもうちの学
生に言うんですが、今習ってる都市計画の
内容は５年後も同じか分からないので、常
に学び続けておかないとダメですよという
ようない言い方をしています。それほど世
の中のスピードが速くなってきているとい
うことですし、それから昔は都市計画とい
うのは百年の計だから、そう簡単に変えて
はいけないというのを国土交通省がいって
いましたが、最近は時代に応じて柔軟に対
応すること、というような通達がきますね。
だから百年後というのは、もう５年後の自
分の人生さえ分からない人間が都市計画な
んて分からないよ。という時代に入ってき
ていますから、そういう意味ではかなり柔
軟になったんですが。
話が飛びましたが、この内容はですね、
『特別用途地区は、用途地域の指定の目的
を基本とし、これを補完して定められるも
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のであること』と書いてます。つまり先ほ
ど言ったように、用途地域というので土地
利用の制限がかけられますが、さらに厳し
い制限をかけたければ、この特別用途地区
というのをさらに上乗せして指定するんで
すね。
例えば皆さんは、言葉は聞いた方もおら
れると思いますが、特別用途地区の一つに
文教地区というのがあります。これ名前の
とおりです。小学校、中学校がたくさん集
まっている地域で、小中学校の文教の環境
に影響を及ぼす施設をより厳しく禁止しよ
うじゃないかというときにこの文教地区と
いうのを指定します。もう一つお話します
が、厚生地区というのがあります。厚生地
区というのは病院があって、その病院の環
境を守ろうということで、病院の環境に影
響を及ぼすものを規制しようじゃないかと
いうときにかけるのが、この厚生地区です。
このように、さらに規制を厳しくかけると
きに特別用途地区をかけるんですが、この
結果から注意して下さいという通達です。
もう一回最初から読み直しますと、
『特別
用途地区は、用途地域の指定の目的を基本
とし、これを補完して定められるものであ
ることを踏まえ、ベースとなる用途地域と
の関係を十分に考慮した上で、当該地区の
特性にふさわしい土地利用の増進、環境の
保護等、実現を図るべき特別の目的を明確
に設定して、適切な位置及び規模で定める
べきものであること。この場合、特定の建
築物の建築を禁止することのみを目的とす
る等、まちづくりについて積極的な目的を
有しない特別用途地区の指定は妥当ではな
く、目的の設定は、目指すべき市街地像を
実現する上で適切なものとなるよう、総合
的なまちづくりの観点から行われるべきも
のであること。』という通達がきています。
下の４行が今日は重要でありまして、
「特定
の建築物の建築を禁止することのみを目的
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とするのは、積極的でないからだめです。」
という通達ですね。例えば、ラブホテルだ
けを禁止したいとか、あるいは先ほどのパ
チンコ屋だけを禁止したいとか、こういう
何かを特定して禁止をするようなものじゃ
困りますよ。もっと大きな目で、このまち
をどうしたいのか、どういう将来像をつく
りだしたいのかということを検討して、こ
の将来像を実現するためには、この用途は
だめです。これもだめです。というように、
かなり広い視点で物事を考え、そして規制
かけていかないといけないですよ、という
ことです。
目指すべき市街地像を実現する、それは
総合的なまちづくりの観点からというよう
に通達がきております。目指すべき市街地
像を、実現をどうするかというのは、実は
口で言うのは簡単ですが、そう簡単ではな
い。それが明らかに書かれているのが次の
文章です。美しい国づくり政策大綱という
のがあります。これは今、景観法というの
ができましたが、景観法の根拠、基になっ
ている政策大綱です。この平成 15 年ですね。
平成 17 年が、景観法ができた年ですので、
その２年前に国土交通省がだした美しい国
づくり政策大綱の中に、美しさに関するコ
ンセンサス、コンセンサスとは合意形成で
すね、コンセンサスの状況に応じた施策展
開という節がございます。その中に普通の
地域、コンセンサスがないところでの対応
という主張があります。美しさに関するコ
ンセンサスの中で、この３つの地域が書い
てあるのですね。
一つはだれが見ても守らないといけない
地域、景観がとっても良い、街並みがとっ
ても良いから、だれが見てもこの街並み、
景観を守らないといけない。これはだれが
見てもということですから、合意形成が図
られている。だからやるべきことも明解に
なっている。逆にだれが見ても美しくない

という景観、これはだれが見てもですから、
排除したり改善したりしないといけない。
その中間にあるのが、今からのお話です。
普通の地域での対応、コンセンサスがない
ところでの対応。９割５分の市街地はこの
普通の地域だと思います。一緒に読んでみ
ますと、
『普通の住宅地や商店街、地方都市
の駅前、郊外バイパスの沿道、身近な水辺
など国民が日常的に接する普通の地域の大
部分では、歴史性、風土性、文化性など地
域の個性を規定するものがはっきりせず、
どのような地域としていくかという点につ
いて住民のコンセンサスが形成されにくい
というのが現状である。』ということです。
『このような地域では、コンセンサスを形
成するプロセスを経る住民主体の地道な取
組が重要である。例えば、比較的目標とし
て分かりやすい水や緑を有効に活用した地
域づくりを一つのきっかけとするなども考
えられる。』という文章があります。このと
おりだと思います。
つまり、このまちどうしたいのか、なか
なか個性がはっきりしないがために決めら
れない。話し合う機会もないという地域が
ほとんどだと思います。こういうところは、
住民さんが集まって、このまちどうする
の？ということを議論してコンセンサスを
生み出すことが重要なんですよ、という文
章なんですね。
しかし、それは、やはり難しいので、分
かりやすい緑や水を有効に活用した地域づ
くり、有効にしたいですね。緑がいらない
という人は極めて少ないです。いないとは
言いません。でも緑でイッパイにしようよ
というキャッチフレーズに反対する人は極
めて少ない。だからもう既にコンセンサス
が図りやすい材料とか内容とかあるでしょ
う。そこからまず始めて、ここを乗り越え
れば次は難しいコンセンサスも取れるんじ
ゃないかということで、水とか緑とかいう
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ところから始めるのは分かりやすいじゃな
いでしょうか、と言うことです。
岸和田で一つ事例を申し上げますと、本
町地区の街並み、確かに素晴らしいと思い
ます。けれども私もこの十数年それの保全
に関わってきまして、やはり難しいなと思
うのは、外の人からみると守れという声が
多いんだけれど、実際に町屋にお住まいの
方が「こんな不便な古い家に住めっていう
んか」という意見もたくさんあるわけなん
ですね。
「お前ら近代的ないい住宅に住みな
がら、いっぺんここに住んでみろ」という
話がやっぱりでてくるわけですね。
「あんた
みたいに綺麗な家に住みたいで」という人
がいる限りは、なかなか街並み保全なんて
いうのはおこがましくていえないわけです
ね。ですので、本町の街並みが一つの典型
ですが、本当に本町にお住まいの方々が、
これを守ろうというふうに皆が思って下さ
って、動いてこそ初めて街並み保全という
ものができるわけですね。外の人がいくら
言ったって、まずはそこにお住まいの方々
が守ろう、このまま自分たちの財産として
きちんとしていこうと思っていただかない
限り、だめですね。
私たちは街並み保全をやるときは、そこ
に 10 年、15 年かけます。まず、そこにお
住まいの方々に、このままでいいでしょう
か？ということを言います。典型的な話は
ですね、奈良県の橿原市に今井町というと
ころがあるんですね。今井町も今、伝統的
建築物保存地区に指定をされて街並みが保
全されてるんですが、そこのまちづくり協
議会の事務局長さんですが、お若いころは
「徹底的に街並み保全なんていらない。」と
おっしゃっていました。ところが、あると
きから気持ちがガラっと変わられて、この
前もお話聞いていると、なるほどなと思っ
たのは、まず、一つおっしゃるのは、
「この
町並みを将来の自分たちのまちづくりの特

徴として活かしていくんだ」とおっしゃい
ました。
「これ全部建て替わって普通のまち
になったら、今以上、特徴が何もないじゃ
ないか」と、
「他のまちと差別化をする、こ
の今井町の特徴というのを活かしてまちづ
くりするならば、先祖が残してくれたこの
財産を使うのが一番分かりやすくて、やり
やすい。これをまた新しい家に建替えて、
そこから、また一から、新しい個性、特徴
をだすほうが難しいじゃないか」というこ
とをおっしゃいました。ですから、今井町
の方は後ろ向きに守るんじゃなくて、将来
のまちづくりで自分たちの特徴を考えたと
きに、一番特徴のあるのは町屋、そしてそ
れが並んでいる町並みですから、これを活
かさんではない、と思いを切り替えられた
んですね。さらにすごいなと思ったのは、
事務局長さんの言葉を借りてお話しすると、
「これは街並みを残しているだけじゃない。
この木造家屋で住むという生活文化を守っ
ていくことなんだ。それが私たちの、ここ
で生まれ育った者の義務なんだ。」とおっし
ゃいました。そこまで言ってくださると本
物ですね。
「不便かもしれない。冬は隙間風
が吹くかもしれない。でも、それを守って
次の世代に受け継いでいくことが自分たち
のこのまち、この家で生まれ育った私たち
の義務なんだ。」とおっしゃいました。ここ
までいくにはやはり時間がかかるし、その
説得というよりも、自分の気持ちに納得を
していただいかないといけないだろなと思
っています。ですから、皆さんのお住まい
の自分の地域を考えるときに、皆がこうし
ようというコンセンサスはあるのか、ない
のか。ほとんどないと思います。私が住ん
でいる自分のまちでもないです。お隣さん
とどんなまちにしたいと話し合ったことも
ないですし、日ごろのトラブルとか、日ご
ろのまちづくりの話はしますが、10 年後、
20 年後、30 年後と 50 年後、100 年後、こ
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のまちを子孫にどう残していくのか、とい
うような話し合いというのはなかなか機会
がありそうでないですね。その辺のところ
を考えていくのが都市計画であり、都市計
画マスタープランではないかなと思ってい
ます。逆に言いますと、それがあいまいな
ままじゃどんな手を打っても、それは短絡
的な手段でしかないわけですね。もっと大
きな目で将来のまちをどうするのかという
ことを考えてこそ、軸がぶれないまちづく
りができるんだろうと思います。特徴のな
いまちほど難しい。特徴のあるまちの方が
簡単ですが、特徴がないというまちはない
と思います。どこか特徴があると思います。
私がいつも冗談めいて言うのは、普通の人
っていないでしょう。みんな特徴をもって
います。個性をもっています。個性のない
人なんて１人もいません。だから、まちも
同じで普通のまちってないはずです。それ
ぞれのまちにはそれぞれの個性、特徴とい
うのがあります。それが街並みだけじゃな
いです。そこの人の暮らし方、お人柄、コ
ミュニティみたいなものも特徴です。そう
いうものをいかに、いいところを大切にし
て、伸ばしていくことがまちづくりで重要
だと思います。その辺りがしっかりしてい
ないのに、個別具体の話だけで議論するこ
とがあまりにも多いなというとこが気にな
っているところです。
例えばですね、岸和田の山の方の開発、
ニュータウンを作ってこなかった。天神山
にはありますが、大阪の北側とかですね、
阪神間の宝塚とか川西とか北側ですね、か
なり郊外型住宅地がたくさん造られて、い
わゆる閑静な住宅地がたくさんあるんです
ね。今、何が問題になってるかというとで
すね、そこは高齢化が進んで元気がなくな
ってるんですね。にもかかわらず、例えば
今、一つのお屋敷が 200 ㎡、60 坪ほどあり
ますので、それを分割されたら資産価値が

減るじゃないかとか、街並みが崩れるじゃ
ないかということで、その 200 ㎡、60 坪を
最低敷地にしようという動きがあるんです
が、一部の人ですが、それだったらますま
す若い人たちが入ってこれなくなるから、
分割してもいいから若い人たちのいるよう
な住宅に変えていくということもあっても
いいじゃないの？という方、まだまだ少な
いですが、そういう方もではじめてきてい
ます。そうすると、このまま閑静な住宅地
でいいのか、敷地が分割されても若い人た
ちが入ってくる町がいいのか、どっちがい
いだろうかということをまず議論をして、
その議論の末に方向性が決まったらルール
がでてくるんですね。ところが最初から、
いわゆる最低敷地規模といいますが、この
最低敷地規模を何㎡にするのかという議論
から入っちゃうから、なかなか話もまとま
らないということなんですね。だから、も
っというと根本から議論していかないとい
けないと思います。だからこそ私はだんだ
ん、だんだんその根本へと引いて物事を考
えていると、何でもみんなで一緒に考えよ
うという立場になったし、さらには今、自
治会のコミュニティのつくり方も、一緒に
やっているのはなぜかというと、元々のそ
の近所付き合いがしっかりしてない地域で、
ここまで議論できるわけがないですわね。
だからまず、基本は近所付き合い、近所の
つながりがしっかりしてない限りコンセン
サスなんていうことまでいけないわけです
ね。それを分かっているからこそ、まずは
スタートラインにもう一度立ち戻ろうとい
うことで、私自身も一緒にやっています。
ちょっと私事になりますが、こういう仕
事をたくさんやってくると、この前もある
方に、
「久先生はもう都市計画あきらめたん
ですか。」って言われました。「いやいや、
あきらめてませんよ、でも最後の手段とし
ては都市計画デザインみたいなものをやり
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たいと思っているけれども、でもそこだけ
やっていも、なかなかそんなすぐに進みま
せんよね。もっと根本的なところからしっ
かりと考え直さないといけないんじゃない
でしょうか」って話をさせていただきまし
た。
実は今日ですね、昼間、岸和田の丘陵地
区の方々と議論させてもらいましたが、や
っと皆さんと一緒にですね、これからの村
づくり、まちづくり、それからそこに住ん
でらっしゃる生活づくりをどうするか、そ
の延長上に開発をどうするべきかという話
にもっていきませんか、っていう話までき
ました。これからその内容をつめていくの
にまた数年一緒に議論させてもらわないと
いけないんですが、皆さんにもご理解いた
だきたいのは、私は山の方の方々が農業で
しっかりと生計をたてていただくと、農地
も守れるし、一番いいかなと思いますが、
なかなか農業だけでは飯は食えないという
現状があるわけですね。そうすると他人事
で考えるんじゃなくて、このすべての岸和
田市民の方々が、その岸和田の農、農地、
農業を守るために、どういうことが皆でで
きるのかっていうことをスクラム組んでや
ってこそ、山の方の農地が守れていくわけ
ですね。そこを私も今入らしてもらって一
緒に考えようよっていうことを申し上げた
ところでございます。
そういう意味では、これからの話になり
ますが、ここの市民会議でもね、この生活
をどうするか、そして、その次にまちをど
うするかということがみえてこそ細部の細
かなルール、細かな方策っていうのがでて
くるんじゃないのかなと思います。それを
私は 10 年ほど前から生活マスタープラン
づくりと呼んでおります。これが４番目の
話になります。

た。人によって、①のような順番で考えら
れる方と、②のような順番で考えられる方
がいると思います。私が今お願いしている
私もそうですが、すぐに個別の要求、個
のは①の方ですね。こんな暮らしをしたい
別の事柄が頭に浮かぶんですね。ところが
のだというのがあって、それを実現するた
ちょっと深く考えてみると、その背景には
めに必要なことってなんですか？というよ
必ず実現したい生活とか、例えば、
「図書館
うに考える。また逆に、今までの考え方で
が欲しい」という要求があります。図書館
多かったと思いますが、
「こんな物が欲しい、
が欲しいというのは手段なんですね、この
こんな事が欲しい」というのがあります。
図書館が欲しいっておっしゃる方は、身近
そこを一歩引き下がって、これがあるとど
でたくさんの本が読みたいんですね。立派
んな暮らしが実現するのですか？というよ
な図書館があったら一番いいじゃないって
うに考えていただく。そうすると、①の順
いう話になっているんですね。だから立派
番に考えた方と②の順番に考えた方が、レ
な図書館が近所に欲しいっていうのは、こ
ベルスロープです。矢印の左側にあるのが
れは手段でありまして、実際に要求してい
いわゆるまちづくりの目的・目標でありま
るのは、思いとしてあるのは身近にたくさ
して、こんな暮らししたいね、という暮ら
んの本が読みたいんだと、これの生活の実
しの将来像なんですね。右側がそれを実現
現をするのが目的、目標なんですね。そう
するためにはどんな物が必要か、どんなこ
すると立派な図書館で無くていいのかもし
とが必要かという手段のレベルなんですね。
れません。今はインターネットで本はすぐ
こうやってすみ分けていただくと議論がか
に取り寄せられるようになっていますから、 なり整理できるのではないかと思います。
例えば、この岸和田にある図書館に、図書
いわゆる自分のライフスタイルを、生活
館の蔵書がですね、中身まで全部検索がで
様式を明らかにするということなんですが、
きて、この人の本おもしろいなっていって
この生活様式はですね、実は二つの軸で整
インターネットで、あるいは電話で注文す
理すると分かりやすくなるのですが、一つ
るとバイク便で２時間後に届けてもらえる。 は世代によって違いますね。30 代のときに
となるとですね、わざわざ図書館に行くよ
欲しい物と 50 代のときに欲しい物、70 代
りも自分の家で待っていたら見れますから、 のときに欲しい物みんな違いますね。1 人
そっちの方が便利かもしれない。という解
の人間であっても世代で考え方も違います
決方法もでてくるわけですね。
し、欲しいものも違います。さらには同じ
ですから手段だけを考えてしまうと、図
時代でも、働く場面、学ぶ場面、遊ぶ場面、
書館ができるかできないかっていう答えに
交わる場面いろんな場面、いわゆるライフ
なっちゃうんですが、そうじゃなくて身近
シーンがありますが、そういうので生活像
でたくさん本を読みたいんだっていうよう
が違います。そうすると、両方重ね合わせ
なものを実現するということであれば、手
てみると、表〔表１〕になります。
段がいっぱい出てくる。そうすると知恵も
例えば、縦に、働く、遊ぶ、ここがライ
いろいろ働かせるということになってくる
フシーンとなります。横に、20 代、30 代、
と思いますね。そこを皆さんと一緒にこれ
40 代となります。そうすると、20 代の人は
から考えていきたいなと思います。
20 代の欄から全部かけます。40 代の人は
２ページの下に①と②を書いておきまし
40 代の欄からスタートになります。
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…

なさいって言われたことないですよね。そ
〔表１〕
の設計者にいろんなニーズ、要求を渡して、
「私の家族はこういう家族で、土日には近
20 代
30 代
40 代 …
所の人が集まってパーティもするんです。
働く
だからパーティができるような場所があっ
遊ぶ
た方がいいですよね。」とか、「私の家族は
憩う
ご飯を食べたらみんなバラバラで、個室に
行くから個室の方を充実させてください。」
とか、そういう生活の姿を言ってくれるか
そうなってくると、実はこれを重ね合わ
ら、それにあわせて設計士が設計して、
「イ
せると、20 代の人と 70 代の人の意見が合
メージが違うな、こう変えて欲しい」とい
うんですよ。なぜかというと、この値は 20
うやりとりになるんですね。まず、生活の
代特有ですが、20 代の人も自分の 70 代を
姿とかニーズを設計士に伝えているはずな
どう得られているかという話があって、そ
んです。私たち設計をする人間からすると、
れではそれが 50 年先なのか、10 年先なの
それを言っていただかないとその人のライ
かという違いだけであって、そのまちに暮
フスタイルに関係なく図面をひきます。そ
らすときに 70 代を向かえたときに何が必
んなことでは、本当のフォローなんてでき
要かということが、レベルそろってくるん
ないはずですよ。本当は、きちんとニーズ
ですね。こういうような話し合いもあるん
を聞き出して、それにあわせて設計をする
ではないかと思います。
というのが本来の設計士の役割ですが、そ
そして、２ページの最後ですが、これは
れをまちづくりにおいても同じことをやり
一人ひとりが多いです。ですから、これを
たいなということなんです。まず、どんな
話し合って調整していく。そして、共有し
生活をしたいか言って下さい。ということ
ていってこそ、まちづくりにつながってい
なんです。そうすると、こういうものが必
くのですね。ある人とある人は暮らし方で
要ですね。とか、こういうまちにした方が
ぶつかるかもしれません。そういうものを
いいですね。なんてことをお願いするわけ
調整していって、描いていくことがまちづ
ですね。
くりなんだと思います。
もっと具体的にいいますと、まちづくり
３ページ見ていただきまして、それを先
の中で一つ分かりやすい事例は、公園なん
程からいっております生活のマスタープラ
ですね。公園をみんなでデザインしようと
ンというように呼んでいます。これは、
「10
いう。いわゆる公園ワークショップを何度
年後、20 年後の暮らし方、生活を考えまし
もさせていただきましたが、公園ワークシ
ょう」ということなんですね。それがみえ
ョップをさせていただくと、まず公園は３
てくると、おのずとまちづくりのマスター
年後にできますよ。公園ができたら何した
プラン、10 年後、20 年後のまちの姿という
いと思いますか。というところからスター
のがみえてくるのでしょうということです。
トします。大半の人が、
「私は行かない」と
もっと違う言い方をしましたら、まちづ
いう人もいるわけですね。公園なんてこの
くり、総合計画というと分かりにくいので
10 年行ったことがないという人が公園でき
すが、皆さんこの中で戸建て住宅をお求め
たらどうしますか？と言われても興味ない
になったときに、設計の方と打合せをされ
です。でもそういう話だと公園デザインは
た方おられると思います。自分で図面ひき
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できないわけですね。やっぱりその公園は
できたらこう使いたいですよ。ということ
を伝えていただくと、その設計のプロが、
「それならこういう施設がいるね。こうい
う空間がいるね」というように一緒に考え
てくださるわけですね。そこがまちづくり
でも必要でないかなと思っています。
そうしますと、２段構えになっているん
ですね。３行目ですが、まず住民提案をし
てくださいということですね。それは、細
かな施策とか、細かな絵ではなくて、まず
市民として生活をどうするのか。「10 年後
20 年後、私は岸和田市民として、ここの市
域の住民としてこういう暮らし方をしよう
よね。」という提案を頂きたいのですね。そ
うすると、それにあわせて、それを実現す
るために行政は何をしなければならないの
か。行政計画が自ずと見えてくるし、生ま
れてくるわけですね。
それを実際に私が一緒にさせていただい
たのが、茨木市の都市計画マスタープラン
でございます。今日は本文を持ってきませ
んでしたが、興味のある方は、下のホーム
ページのアドレス

だいて、自らが書いていただきました。そ
して、私たちはこういう暮らし方がしたい、
こういうまちづくりを望んでいるのだとい
うことを、まちづくりビジョンにまとめて
いただいて、それをうけて市役所都市計画
課はこういうことをしなければいけない、
とまとめたのが都市づくりプランという２
段構えになっています。これ、私もいろん
なところでやっていますが、初めて生活マ
スタープランからまちづくりマスタープラ
ンを位置付け、文章を書き、都市計画マス
タープランにまとめた事例でございます。
これに約３年かけています。1 年半ぐらい
市民レベルで話をしていただき、そして、1
年ちょっとかけてそれを都市計画マスター
プランに仕上げていくという作業を繰り返
しました。そのうちに、書くだけ書いたら
市民も無責任だということで、自分たちで
できるところから始めていこうという動き
がありまして、様々なイベントが生まれた
り、様々な地域活動が新たに生まれたりし
ています。そんなことを茨木ではやってき
ました。

茨木市都市計画マスタープラン
まちづくりビジョン／ 都市づくりプラン
ttp://www.city.ibaraki.osaka.jp/kiko
u/toshis/master/016300.html

少し話を変えたいと思います。今まで話
をしたことは、ある意味で重たいです。な
ぜかというと、合意形成、合意形成と言い
続けてきました。でも私の経験から言うと、
合意形成ばかりではしんどいと思っていま
す。先ほど事務局から紹介していただいた
ように、私が元々このようなまちづくりを
市民の皆様と始めたのは、豊中のまちづく
りだったんですが、豊中の方々もですね、
５年 10 年経ってくると、だんだんまちづく
りのリーダーさんが疲れてくるんですね。
何度議論をしても文句だけの人がでてくる
し、なかなか合意が図れない。自分たちは
頑張ろうとしているのに、結果が出ないと

を見ていただくと、本文を全部見れるよう
になっています。何が特徴的なのかという
と、２段構えになっています。第 1 部がま
ちづくりビジョンという章があります。第
２章が都市づくりプランです。従来の都市
計画マスタープランといわれるものは、こ
の都市づくりプランのほうなのですね。そ
の前に新たに１章設けました。まちづくり
ビジョンというのを設けました。これは、
皆さんのように市民の方々が集まっていた
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いうことで、焦燥感、疲労感がでてくると
いうことを何度も経験をしました。もっと
具体的に言いますと、豊中には、まちづく
り条例というのがありまして、そういうま
ちづくりを始めるときに、市役所は応援し
てくれるのですが、その応援を受けるため
に、まず、まちづくり協議会というものを
つくり、そこの地域の方の半分以上がまち
づくり協議会の会員でないと応援してくれ
ないんですね。これ署名だけでなく、お金
も会費も払って下さいということですから、
町会費すら払ってくれない人がいる時代に、
まちづくり協議会の会費を払って下さいな
んて、かなりハードルが高いですね。この
ような状況の中で、豊中市もたくさんのコ
ミュニティがあるんですが、20 年弱経ちま
すが、３つのまちづくり協議会が立ちあが
って、最後の構想づくりまでやって下さい
ました。あと、予備軍が 10 いくつ地区があ
るんですね。でもその 10 いくつは、一歩が、
第一歩がでない。気持ちはあるが第一歩が
踏み出せない。なぜか。リーダーさんが一
歩を踏み出したときに自分にかかってくる
負担がどれだけ大変かということが分かっ
ていますから、この一歩を踏み出す勇気が
なかなか持てないんですね。私はそれをか
たわらで見続けました、
「これハードルが高
いで」と思いました。これだけ思いのある
方が、合意形成という重荷をかぶったがた
めに、まちづくりの第一歩が踏み出せない
というのは非常にもったいないと思いまし
た。もっと気軽にできないだろうかという
ことで、私なりに考えさせてもらって、今、
岸和田でも、来週も来させていただく「ま
ちネット」につながっていく、この交流づ
くりというのを各地で呼びかけています。
で、地域の方々が、まちネットもそうです
が、月一回ぐらい定例的に集まっていただ
きまして、井戸端会議をしようではないか
ということですね。この井戸端会議の中か
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ら、いろんなつながりを生み、楽しい行事
も生み出していけたらいいね、ということ
ですね。この交流の場、まちづくりラウン
ドテーブルとか、コミュニティ会議とか、
いろんな呼び方をしていますが、合意形成、
意志決定をあえて念頭にしなくていいです
よ。本当に集まって、たわいのない話でも
いいから、意見交換をすればいいではない
ですか、というようなそんな場です。この
岸和田でもいろんなつながりが、そのよう
な場から生まれてきていると思います。そ
ういうことをやると、難しいところにも近
づけるのではないかと思っています。
これは、私、キャッチフレーズとして「気
軽に楽しくまちづくり」という言い方をし
ています。意志決定や合意形成よりもまず
は、仲間になるところから始めたらどうか
と思っています。これは、まちネットでの
1 回目のお話しとしてしました。まちネッ
トの今の世話人さんは、最初のころは理解
が難しかったかもしれません。でも今は十
分理解されていると思いますが、どうして
も今までの慣例にそいますと、組織をつく
りたがるんですよね。なぜかというと、組
織でものを動かしていきたがるんです。け
れども、組織じゃなくてもいいじゃないか
と。まず、きっかけの場所でいいじゃない
かという発想です。場所を予約したり設定
したりする世話役さんは最低限いりますが、
集まってくるメンバーは、肩肘外して場所
をつかわしてもらうということでいいので
はないか、ということなんですね。そうす
ると、そこから組織も生まれてきますよ、
という考え方です。これが最初、なかなか
理解していただけなかったのですが、よう
やく理解していただける方も増えてきまし
た。
ここの５番目のタイトルをもう一度確認
していただきたいのですが、
「交流の場から
はじまるまちづくり」とあります。はじめ

るんじゃない、はじめるというと何か意欲
を持ってということになるんですが、始ま
るというのはですね、集まってるうちに自
発的に問われているんですね。
「そんな気楽
で楽しいまちづくりをやりたいな」と思っ
ていまして、そこのきっかけが交流の場な
んだろうと思います。

つくってきました。その手段として取り締
まる。懲らしめる。という概念になったの
ではないかと思うんですね。悪い人を取り
締まる。懲らしめるという考え方だったん
ですね。たしかにそれで一時は収まると思
います。でも、それが本当にいいのかと言
うことですね。ルールさえ守らない人がた
くさん出てきました。今、安易な殺人事件
とういうのがたくさん増えてきていますよ
ね。この前も他の市のまちづくりに行って、
それをもう一度頭に入れて、先ほどの都
子育てのワークショップで、30 代、40 代の
市計画の話の締めくくりに持っていきたい
方と一緒に議論していたんですが、
「この前、
と思うのですが、冒頭に、性善説と性悪説
これでいいのかな？と子どもと話していて
という話をしました。そこをもう一回振り
思った」という意見がでてきました。何か
返りながら話を聞いていただければいいと
といいますと、子どもさんとニュースを見
思うんですが、まちづくり・都市計画とい
ていたらしいんですね。子どもさんが殺さ
う言葉を使う前に、地道なまちづくり活動
れたというニュースが流れたんですね。そ
の積み重ねが地域のコミュニティ、地域の
こで自分の子どもが言うことに、
「また親や
つながりを強くして、それが結果としてい
で」という話です。子どもはそんな感覚な
いまちを作っていくのではないかと思って
んですよね。「また親やでこれは」という。
いるんですね。こういう順番で物事を考え
「でもそれで本当にいいのかな。こういう
たいというのが私の思いでございます。そ
子どもの意識にさせた社会っていいのかな、
して、ここから先の話で言うと、ちょっと
と思いました。」とその方はおっしゃってま
小難しい話になるかもしれませんが、制度
した。普通、今までは親が子どもを殺すな
の時代からコミュニケーションの時代とい
んて、逆に子どもが親を殺すなんてことは
う話をしながら、最後まとめに入りたいと
ほとんどなかったと思うんですよ。危なか
思います。
ったのが父親だったと思います。母親は大
今日のお題もですね、新しい時代のまち
丈夫だったと思います。今はもう母親でさ
づくり。新しい時代というお題をいただき
え危ない。これって、取り締まって直すこ
ました。５回目の冨野先生のお題も「新し
となんでしょうか？ということですよね。
い時代の総合計画の在り方」。それでは新し
恐らく、他の先生方、あまりいう機会がな
い時代とはどのような時代なの？というこ
いかもしれませんが、実はアメリカを中心
となんですね。ここが、理解し共有してお
に、今、司法で、裁判の中でこういう考え
かないとだめなんですね。新しい時代とい
方がでてきているのですね。修復的司法と
うのは言葉で言うのは簡単ですが、新しい
いう考え方なんです。昔は、今もそうなん
時代というのはどんな時代なのか。という
ですが、
「悪いことをすれば刑務所へいれら
ことを理解しておかないといけないですね。 れるとか、つらい思いをして、もう二度と
それを私なりに、制度の時代からコミュ
するな。こんなつらい思いをするのならも
ニケーションの時代ではないかなと思って
う悪いことはするなよ。」というように罰を
います。今までは、制度をつくって秩序を
与える。というのが今までの司法のやりか
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たでしたね。
でもそれではだめだということで、今、
修復的司法というやりかたをとり始めてい
ます。これ何を修復するか、心を修復する
のですね。どのようにするか。加害者が被
害者と話しあうんです。あなたはどういう
つもりか分からないが、被害にあった私は
こんな思いになったよと、被害者の気持ち
を加害者に伝えるんですよ。そのことによ
って加害者が自分の気持ちを修復していこ
う、というやり方ですね。だから、つらい
思いをするから二度としない。罰を与える
から二度としないのではなくて、相手の気
持ちを分かって、そういうつらい思いをさ
せたのかということを理解して、二度と犯
罪を起こさせないようにさせる、というの
が、修復的司法の考え方ですね。実はそれ
がここからいっている、コミュニケーショ
ンの時代なんですね。
「心と心のコミュニケ
ーションを基本にもう一度社会を組み立て
なおそうという時代をつくりたいな。」とい
うことです。
ですから、先ほどの性善説に立つという
ことは、
「お互いを思いやろう。そして、自
分たちでできることは積み立てていこう。」
そうして、
「時間がかかるかもしれない。大
変なことが多いかもしれない。」でもそれを
乗り越えて新しい社会の秩序のつくり方を
生みだしていこうという考え方ですね。で
すから、私とそういうお付き合いをした方
というのは分かると思いますが、私がなか
なか首を縦に振らないことは何かというと、
「市役所やってくれたらいいやん。」という
方に対しては、首を縦に振らないと思いま
す。それ一番楽なんです。自分は何もしな
くて、他人にやらせるというのが一番楽な
のですね。でもそれでは、従来のままです。
世の中の仕組みというのはそのままです。
そうじゃなくて、私もかかわる。相手もか
かわる。という人間関係をつくりあげてい
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く。つくり直すことで、いい社会をつくっ
ていく。という努力を一緒にやりたいな。
と、私は思いますね。
私もこういう経験を何度もさせていただ
いて、世の中いい人ばかりなら、何も難し
いことではありません。今から言う二つの
気持ちを持っている人ばかりであれば、世
の中絶対にうまくいきます。それが次の二
行です。
まず、
「人のせいにしないこと。」ですね。
自分でする。あるいは、相手が困っていた
ら自分は何をできるかということで、自ら
動くという人ばかりならうまくいきます。
それから、
「人を思いやる」これ当たり前の
ことですが。自分がこういう行いをすれば、
周りの人どう思うかな？どういうことが迷
惑かかるかな？ということを考えながらや
っていくと、迷惑なんか発生しません。こ
ういう人のせいにしないとか、人を思いや
るという、そういう二つの気持ちを大切に
するという人が増えてくれば、おのずとう
まくいくのですね。でも、世の中は逆の方
向に行っていると私は思っています。私が
ずっと地域の方々と頑張ってきて、世の中
の状況というのは、良くなるどころか徐々
に悪くなっているという感触を持ってます。
けれども、ここで頑張らなくてはいけない
と思います。そのためには、まずはせっか
く頑張っている元気な人がつながっていく
こと、そしてそれを確認して、どんどんそ
の輪を広げていくこと、が大事でないかと
思っています。さらにその輪の中には、同
じような人よりも、いろんな立場の人、い
ろんな技術を持った人がかかわってくれま
すと更にその幅が、深みが広がっていくと
思います。そういうことを考えていきたい
と思います。
最後の最後まとめに代えてですね、新し
い時代のまちづくり、都市計画という話を
私とずっと一緒に意見交換させていただい

ている早稲田大学の佐藤茂先生が、みごと
にまとめてくださっているので、それを手
がかりに最後の話をしたいと思います。
佐藤茂先生が 21 世紀型の新たな都市計
画システムということで、４つのまとめを
してくださっています。
一つ目は、「地域性、場所性に対応して、
多様な主体の相互作用により都市空間の自
然な変容、生成プロセスの実現をする」と
いう、なかなか難しい言い方ですが、私な
りに思うことをゴシックで書いておきまし
た。まず多様な主体の相互作用ですね、い
ろんな方々がかかわっていただくというこ
とです。行政だけでない、市民の方も企業
の方もいろんな人がかかわっていただいて、
その相互作用によってまちをつくっていこ
うじゃないかということです。そして、そ
のつくり方も自然な変容、生成プロセスと
いうことで、自然な変容生成プロセスとは
どういうことかというと、自然でないとい
うことを考えていただいたほうが分かりや
すいかもしれません。
例えば、岸和田も駅前再開発をしました。
駅前再開発でまちはきれいになりました。
けれども、今まであったまちとまったく違
うまちに変わるんですね。また、東岸和田
も再開発をやります。今のまちと新しいま
ちと、その姿としてぜんぜん変わってしま
います。これがつながってないのですね。
つながりがきれてしまっている。こういう
のを佐藤先生は不自然と呼んでいるんです
ね。で、少しづつ、少しづつ変えていく、
ていうのが、自然な変容生成プロセスと呼
んでいるんですね。
二番目がそれにあたるんですが、
「事前確
定的な都市像ではなく、動態的なプログラ
ムにより、漸進的に生み出される都市空間
を都市像とする」ということですね。漸進
的、つまり、ゆっくりとゆっくりと、とい
うことですね。変えていくということです。

121

ですから、50 年経てばどんなまちでもすべ
ての建物が入れ替わっているはずなんです
ね。でも、毎日毎日暮らしている私たちに
は変化が分かりません。でも 20 年ぶりに訪
れた友だちは、変わっているなというのが
分かるのですね。そういう変わり方という
のが、漸進的な変容ですね。それで生み出
していくのが、将来都市像ではないか。
その前にですね、事前確定的な都市像で
はなく、というのがありました。これは、
再開発なんかは典型的ですが、もう絵があ
るんです。この絵に従ってつくっていくん
ですね。だから事前確定的、もうすでにあ
る絵ということですね。そしてそれを手が
かりにまちをつくっていく。これが事前確
定的なまちづくりといい、これを私たち専
門用語では、マスタープランと呼んできた
んですね。でもそうではなくて、何ができ
るかというのは、すべての建物が入れ替わ
ってみなければ分からない。でもどうやっ
て建て替えていくのかというようなプログ
ラムをつくっておきましょう、ということ
です。これ勝手に建て替えられれば、今と
同じです。でもそうではなくて、こういう
ような建て替え方をしようよとか、せっか
く建て替えるのであればこうしようよ、と
みんなで決めておけばいいんです。そうす
るとそれに基づいてつくり変えられていけ
ば、そのとおりのまちになる。というのを
ここでは、
「動態的なプログラムより漸進的
にうみ出される都市空間を都市像とする」
という話です。ですので、佐藤先生もおっ
しゃってます。私も言っています。何を言
うかというと、うちの学生によく言うんで
すよね、うちの学生は都市計画をやりたい
と思って入ってくる学生が何割かいます。
でも、高校時代に習った都市計画というの
は、自分で図面を描いてそのとおりにする
のが都市計画ではないかと、それは、いわ
ゆる専門家のおごりだという話をします。

勝手に絵を描いて、そのとおりにやりなさ
いというのはおこがましい。そうじゃなく
って、どうやって変えていくのかというプ
ログラムを市民の方々であれば市民の方々
と一緒につくっていく。それをまわしてい
くことで、それなりのまちができあがって
いく。それは自分が書いた絵ではないかも
しれない。でも、それなりにまちは変わっ
ていくよ。そういうような都市像を実現し
たいなと思います。
こういうことを言ってたり、やってたり
すると、まわりの旧来型といったら怒られ
るかもしれませんが、絵を描いてきた専門
家の先生方からは、
「もう絵を描くことはや
めたんですか」ということを言われます。
都市計画家は絵を描くことが仕事だと、思
っていらっしゃる方がまだまだおられるの
ですね。でも、絵というのはお手伝いして
描くのはやぶさかでないですが、みんなで
一緒に描いていくことを私は思っています。
ですから今日もスライド映しません。よ
く都市計画の先生方のなかで、アムステル
ダムの絵はこんなんですよとか、ロンドン
はこうなっていますとか、こんなんつくり
ませんかという先生いますが、それは、岸
和田は岸和田流のやり方があるし、岸和田
の人と時間をかけて、私は岸和田のことを
知りたいし、お人柄もわからないと、どう
やって一緒につくっていくかというプログ
ラムもつくれないということで、時期がく
ればアドバイスで、他はこんなことやって
いますよ、こういう風に絵を描いたらどう
ですかというアドバイスはさせていただく
と思いますが、こちらが勝手に与えるとい
う時代は過ぎたのではないかと思います。
三番目ですが、
「多様性、複合性など、都
市空間の文化的な魅力を実現する」これは、
今までの話ではあまり触れておきませんで
した。始めてかもしれません。これは何か
といいますと、今までの都市計画というの
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は、分けることで問題を起こさないように
した都市計画なんです。これは都市計画だ
けではございません。分離をするという考
え方です。これが近代の考え方ですね。都
市計画の分野で言うと、先ほど住宅の話、
工場の話しましたね。住宅と工場は隣り合
わせてはいけない。ということで、住宅は
住宅だけ、工場は工場だけというふうに分
けていくことで問題が起こらないようにし
たのが従来型の都市計画ですね。ところが、
そうではなくて、今は世界中でもう一回混
ぜていこうよ、という概念が伝わってきて
いるわけです。同じ地域の中で、働く場所
もあるし遊ぶ場所もある、そして住む場所
もある、というようなまちをつくり出して
いこう、再生していこうよ、ということな
んですね。だから、岸和田のその辺りとい
うのは、将来理想的なまちです。ここに、
もうちょっと活気を入れて、もうちょっと
きれいにするという。これ未来都市なんで
すね。ということで、分けていくというこ
とでなくて、多様なものを混ぜていこう。
でも、少々我慢しなければいけないことも
あるかもしれない。昔は、私の小さいとき
もそうですし、皆さんの小さいときもそう
ですが、町の中に印刷屋さんありましたね。
印刷屋さんって音がしますよ。バタバタ音
がします。でも印刷っていうのはこうやっ
てするのだなということが子ども心にそれ
が入ってくるわけですね。それから鉄工所
もありました。子ども心に鉄工所のバーナ
ーなど炎というのはすごく感動的でしたね。
もっと違う事例をあげると、三輪車のコマ
外れたら、鉄工所に行ってバーナーで溶接
してもらった。という方もおられると思い
ます。そうやって、工場と私たちの住宅と
いうのは近かったんですね。そういうまち
でした。そのとんでもない危険物を扱うよ
うな工場が隣にあったら、そんなことは絶
対にできません。けれども、お互いちょっ

とずつ我慢しながらやりとりするというこ
とで、また新しいまちづくりの方向性がで
きるのではないか、ということです。けど
この逆ですね。いつも起こる問題は、保育
園とか小学校の隣の人が、
「練習の音がうる
さい。」。おたく小学校の隣に家買ったんと
違いますの？という話ですね。そういうこ
とが現実には起こってしまっている。でも
それで嘆いているだけではだめで、やはり
もう少し包容力とか相手を認める力という
のを持って、それによって違うまちづくり
というのがみえてくるのではないか、そう
したいなと思っていますし、それが世界中
の動きになってきています。混ぜていくと
いう方向性に変わっていくんですね。
そして最後ですが、
「以上を誘導する多様
性な制度としくみを地域社会の自律性を基
盤に準備する」この多様な制度仕組みとい
うのは、だれかに言われてやるんじゃなく
て、地域社会の自主性、自分たちでこの仕
組みを生み出していこうじゃないか。こう
いう時代、これを住民主体のまちづくりと、
参加じゃなくて住民主体のまちづくり、と
呼ぶのだろうと思います。
この主体という言葉は、２ページの真ん
中からちょっと下の４章の生活マスタープ
ランづくりってありますね。この４章の生
活マスタープランづくりの３行上ですね。
「このような地域では、コンセンサスのプ
ロセスを得る住民主体の身近な取り組みが
重要である。」ということですね。市役所は、
応援はします。けれども、話し合ったり物
事を決めたりするのは住民主体でやりまし
ょうっていうようなことを国土交通省も今、
言っているところでございます。
私の持ち時間すぎましたので、最後まと
めに変えてお話しますが、これから総合計
画そして都市計画マスタープランをつくる
ために、今日から集まって、勉強したり議
論したりするということになりましたが、
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そこでもう一度今日の話を振り返って何点
かに整合していこうと思います。
一つは、都市計画というと、すぐに道路
ひいたり公園つくったりということを思い
浮かべるんですが、そうではなくって、ま
ず基本にあるのは、私の暮らしをどうする
か。ということですね。５年後、10 年後 20
年後、私はこのまちでどういう暮らし方を
するのか、あるいは周りの方を含めて、ど
ういう暮らし方を実現するのか、というこ
とを考え、調整していくことで生活のマス
タープランをつくっていくということが大
切であり、それを受けるとおのずと行政の
計画もみえてくるだろうということですね。
というのが、まず一つ皆さんにお願いした
いことです。
そしてもう一つは、自分の思いをぶつけ
るんではなく、特に行政にぶつけるんでは
なく、まずはお互いに自分の思いを聞いて
もらって、あるいは逆に周りの人の話をよ
く聞いて、そして少なくてもこの 30 人の中
で、一つの共有できるものを生み出してい
ただければいいな、と思います。そのため
に先ほどから言っていたように、自分が自
分で納得をしなければいけないということ
がでてくるでしょうし、相手を理解すると
いうことも必要になってくるでしょうし、
そんなことを乗り越えていただいてやって
いただくと、この市民会議も分かりやすく
て、好感のあるものになっていくのではな
いかなと思っております。
私はいつも皆さんのかたわらで仕事をさ
せていただいていますので、今日は１時間
半だけお話をしましたが、またなにか困っ
たことがあったら、気軽に呼んでいただい
て、また一緒に話させていただいて、実現
に向かってがんばっていきたいと思います。
それでは私からの今日の講義は以上にさせ
ていただきたいと思います。今日はどうも
ありがとうございました。

◆◆

略歴

◆◆
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くりをどうしていくのかというようなとき
にも、ＮＰＯというものがずいぶんと関心
みなさんこんばんは。今ご紹介いただき
を集めていますし、ＮＰＯ単独ではなく、
ました柏木です。今、ギリギリで入ってき
ＮＰＯと行政が協働して何かやっていくこ
ました。駅の方には少し早めに着いたんで
とがどうしたらうまくできるのか？という
が、ちょっと早かったということもあって、 ようなことが今日の講演のポイントである
まちづくりということで、このまちの様子
と思っています。
を見てみた方がいいんじゃないかという気
ただ、今日いらっしゃっている皆さんの
を起こしまして、歩いて来たら迷ってしま
中でも、いろいろと知識の差があると思い
いました。なんか向こうの方に大きな建物
ますので、まず、最初にそのＮＰＯについ
があって、イズミヤとか浪切ホールですか
てちょっと整理しておいて、それから日本
ね、そっちの方まで行ってしまいまして、
のＮＰＯがどの程度の状態なのか、そうし
わけが分からなくなってしまいました。ウ
た大枠を押さえた上で、協働ということに
ロウロしていて、道すがらちょっと道をお
ついての概念の整理と、それを実際どのよ
聞きしたら親切に教えて下さって、ここま
うに応用してＮＰＯと行政の関係をつくっ
でなんとかたどり着けたといった次第です。 ていくべきか、というような流れでお話を
暗かったからよく分からなかったんです
させていただきたいと思っています。
が、かなり古い街並みが非常に残っている
所だなという印象を受けました。そうした
まちをどう残していくか、いわゆるまちづ
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恐らくここにいらっしゃる方の中で、10
年前からＮＰＯという言葉を聞いていたと
いう方は、あまりいらっしゃらないんじゃ
ないかな、と思うんですね。10年前という
と、ちょうどＮＰＯ法ができた年なんです
が、そのときには、まだ、それほど多くの
方々が知っていたわけではなく、どちらか
というとＮＧＯという言葉をお聞きになっ
ていた方々の方が多かったと思うんですね。
ＮＧＯに関しては、恐らく80年代ぐらい
から使われていましたから、みなさんの中
でもＮＧＯという言葉が耳に入ってきて、
「民間のいろんな団体のことを、ＮＧＯっ
ていうのかな？」くらいのイメージがあっ
たと思うんですね。そのうち、どういうわ
けか、ＮＧＯがＮＰＯに変わってきました。
「ＰとＧが違うだけじゃないか。」と言えば
それだけなんですが、もともと、このＮＧ
Ｏというのは、国連でつくられたものなん
です。国の集まりである国連で、民間の声
を反映させたいということでつくられたの
がＮＧＯです。ですから、国際的なレベル
や世界全体、例えば、環境や人権の問題を
世界中で扱っているとか、あるいは、一つ
の国ではなくて、アジア全域でとか、そう
いうような、かなり広域な活動をしている
団体が、国連の認定のＮＧＯとして、国連
で会議があったりすると、民間団体として
政府に対していろいろな働きかけを行うこ
とができる。そういうような役割であった
んですね。
ところが、みなさんご存知のように、京
都で環境の会議があるとか、北京で女性の
会議があるとかしますと、国として議論す
る国連の会議と同時平行して、世界各地か
ら集まってきた民間団体が話し合う、いわ
ゆるＮＧＯ会議が開かれるようになりまし
た。そういうところに参加するグループと
いうのは、別に国際的な活動をしているわ
けでなくても、例えば、大阪の岸和田で女
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性問題を扱っているグループが参加してみ
たり、堺で環境問題を扱っているグループ
が参加したりするわけです。そういった中
で、いつの間にか、ＮＧＯという言葉が、
国連が認定したＮＧＯという意味から、民
間団体一般といった意味に変わってきたわ
けなんですね。
ＮＧＯというのは、Non-Governmental
Organizationの略ですから、政府でない、
非政府の組織という意味です。ＮＰＯも非
政府の組織ですから、政府でないという意
味だけでは、ＮＧＯをわざわざＮＰＯに変
える必要はなかったんですね。にもかかわ
らず、ＮＰＯという概念がなぜ出てきたの
でしょうか。ＮＰＯというのは、Non-Profit
Organizationですよね。Non-Profitの反対
にあるのは、For-Profit。つまり営利の会
社ですね。ですから、ＮＧＯの場合は対極
に政府がある、ＮＰＯの場合は対極に企業
があるというふうに大枠でお考え頂いたら
いいと思います。
ところが、ややこしいのがＮＰＯは企業
の対極にありながら、政府的な性格をもっ
ています。どういう性格かというと、非営
利、もしくはPublic Benefit、公益・公共
というようなところで同様な性格を持って
るわけですね。すると、この非営利とか公
益ということの意味ですが、従来ですと非
営利というのはもうからないこと、もうけ
ないこと、というようなイメージがあると
思いますが、これはそういう意味ではあり
ません。非営利は営利の概念と逆ですから、
営利は配分をしていい、非営利は配分して
はいけないということです。ちょっと分か
りにくいかもしれませんが、営利組織の場
合、つまり会社がもうかると、株主とか取
締役とかの会社の所有者、運営の責任者は、
その利益を自分たちのものにすることがで
きる。自分たちのものになるからこそ従業
員に一生懸命働いてもらおうとしたり、企

画をつくったり、投資を決定したり、リス
クを負いながら事業をやっていくことにな
ります。しかし、非営利の場合は、配分し
ちゃいけないんですね。例えば、私がアメ
リカでやっていたＮＰＯにしても、日本の
ＮＰＯの方々に、アメリカのＮＰＯやＮＰ
Ｏと行政の協働の仕組み、そういう実態や
手法を見ていただく研修や視察を企画して、
料金をとって実施していました。すると、
事業の収入に対して、できるだけ赤字を出
さないようにやるわけですから、剰余がで
る。しかし、剰余がでることが悪いんじゃ
なくて、剰余を運営者である理事なんかに
配分しちゃいけない。このため、理事は、
お金に影響されないで、団体の意思決定を
していくことができるわけです。完全にお
金に影響されないことはないですが、影響
の度合いが職員が決めるよりは低いことで、
「もうけを第一に考えない」という非営利
の意味が達成できるということです。
また、公益的というのは、従来ですと政
府がやることが公益的だったんですね。と
ころが、その公益的というのが阪神淡路大
震災のころから変わってきました。「いや、
公益といっても、全部を行政にやってくれ
と言われても少々困る。民間の中でもやっ
てほしい。」というふうな言い方が、行政の
中からでてきたんですね。じゃあ、民間に
とって、公益性とは何か？それは、主にク
ラスに対するサービスということなんです
ね。
これはＮＰＯでは普通に用いる概念なん
ですが、お聞きになったことがない方々も
いらっしゃると思いますので、少々ご説明
させていただきます。クラスというのは、
特定の属性を持った人たちの集団を言いま
す。例えば、ここでいうと、男性というク
ラスがありますよね。そして女性ってクラ
スがありますよね。また、岸和田の市民っ
ていうクラス、岸和田の市民じゃないクラ
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スとかですね、年齢でいえば60歳以上の人
たちと、それ以下の人たち。そういう特定
の属性をもつ人間の集団に対してのサービ
ス、例えば「60歳以上の人たちに対してサ
ービスやるんですよ。」とか、「岸和田市の
人たちに対してサービスやるんですよ」と
か、
「女性で60歳以下の人たちに対してサー
ビスをやるんですよ。」というようなことが
クラスに対するサービスという意味合いに
なってくるんですね。
そうすると、クラスに対するサービスと
いうだけであれば、
「企業でもターゲットを
絞っているじゃないか。」ということになり
ます。例えば、化粧品メーカーで女性だけ
の化粧品を扱っているところがありますよ
ね。そうすると、それは女性だけをターゲ
ットにしてるんだから、公益的なのかって
いうのは、ある意味、公益的ということに
なるかもしれませんが、非営利ではない。
というのは、もうかったら、企業は株主や
取締役とかに金銭的に対価がいくわけです
ね。ＮＰＯの場合は、その金銭的な対価が
いかないっていうのが特徴になるわけです。
こういったかたちで、非営利とか公益と
いう概念を一応整理しましたが、ちょっと
聞いただけでは分かりにくいとこがあると
思います。そこで、具体的に何をもって非
営利や公益ということを判断するのかとい
うことで、重要になるのがパブリックサポ
ートという概念です。
パブリックサポートというのは、一言で
いうと第三者の支援といった意味合いで理
解していただけたらと思います。例えば、
私が、こちらにいる方々に対して食事の配
食プログラムをするＮＰＯをやっていると
します。で、一食当たり500円もらわないと
採算が合いませんというのは、ＮＰＯであ
ろうと企業であろうと同じです。基本的に
かかるお金がそんなに違わないからです。
しかし、企業の場合は、500円くれる人を相

手にするわけですね。それに対してＮＰＯ
は、主に500円をだせない人たちを対象にし
ますので、200円で配食をやってあげる。そ
うすると、採算が合わない。どうするのか
というと、一つの方法は自分でかぶってし
まう。つまり、自腹を切る、自己犠牲を払
うという方法もあります。しかし、それで
は一般的に長続きしませんので、どういう
方法考えるかというと、そのサービスを受
ける人じゃない人たちに対してお願いをす
るわけです。「この人たちに200円でお弁当
を持っていくということは、これこれこう
いう意味があるんですよ。ねっ、みんなで
助け合いませんか。」ということを言って、
「じゃあ、分かりました。いいことですね。
頑張って下さい。」と言われて帰ってくると
ＮＰＯは経営が成り立ちませんから、
「ちょ
っと待ってください。頑張って下さいって
言うだけじゃなくて、少しお金をくれませ
んか。」と言って、お金をもらってくる。500
円の弁当を200円で配食したときにでる300
円の差額を、他の人からもらってくるとい
った仕組みなんですね。
つまり、何が言いたいのかというと、200
円で配食してもらうことに限定される人た
ちを対象としたサービスが、基本的にはＮ
ＰＯがサービスを行う対象であって、それ
は営利とは違うということです。
行政の人たちだと、事業に必要な資金は
税金でまかないますから、一般的に、納税
者すべてが納得するように、すべての人た
ちに同じようサービスをしなくてはいけな
いという発想になります。ＮＰＯの場合は、
自分たちで意思のある人たちから任意でお
金を出してもらっているわけなので、その
人たちさえ納得すれば、どういうふうに使
っても勝手じゃないか、となります。この
人たちには、200円で食事を届けます、他の
人たちについては届けませんと言っても、
それはＮＰＯの自由なんですね。税金じゃ
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ないですから。ですから、ＮＰＯは企業と
行政の、言いようによると、良いとこ取り、
あるいは、やっている者の立場からいえば、
両方のたいへんなところを押し付けられな
がらやっている、というような存在なんじ
ゃないかなと思うんです。
いろいろな社会的なサービスを提供しよ
うとした場合、有限会社や株式会社でやっ
ている人たちがいますよね。あるいはＬＬ
Ｐというような言い方で、共同出資でやっ
ているようなところもあります。そういう
人たちが最近の言葉で言うと、コミュニテ
ィビジネスでやっているということと、Ｎ
ＰＯがやっている内容はあまり変わらない
ようにみえます。社会的な課題をビジネス
の手法でやろうと。ただ運営の仕方でいう
と、有限会社や株式会社、ＬＬＰのような
場合は、出資者というのがいるわけですか
ら、利益が出た場合は、その出資者で配分
してしまうというかたちになると、第三者
からの支援というものが、やはり得にくい
んじゃないかと思うんですね。つまり、
「も
うかったら、あんたたちのお金になる。そ
れを、どうして私たちが協力しなくちゃい
けないのか。」というようなことがでてきま
すから、非営利でやっていくということが、
やはり一定の意味を持ってくるというよう
に思います。
ＮＰＯ法人に関しては、10年前に制度と
して作られました。しかし、ＮＰＯ法人以
外にも、営利を目的にしない団体として、
日本には伝統的な自治会や町内会といった
ものがありますよね。この自治会とＮＰＯ
も、似ているようで、やや異なるところが
あるわけなんです。自治会というのは、基
本的に一定の地域にいる人たち全員が参加
することを前提としてるんですね。現実的
には強制加入させるわけにはいかないので、
そうじゃないですが。
なぜ全員参加という前提が成り立つのか

というと、行政の枠組みの中に組みこまれ
ていて、行政の一部のような意味合いが強
いんですよね。行政から物や資金や業務な
どが流れてきて、やる、というようなかた
ちです。何をやるのかというと、結局、地
域社会で必要とされていること全般をする
わけですよね。それに対して、ＮＰＯは全
員参加じゃありませんから、好きな人がや
ります。任意の参加ですよね。行政との協
働というのがありますが、独立した組織と
して存在しています。
このように、自治会は、専門性というよ
り全般的に何でもやります、といった感じ
が強いですね。一方、ＮＰＯは、うちは高
齢者のサービスをやっています、あるいは、
環境についてやっていますとか、文化につ
いてやっていますとか、それぞれ自分たち
の専門性、あるいは特性というものを持っ
てやっている。そういうところでも自治会
とは違うと思うんです。
これからの社会というのは、高齢者とか
環境のように、特定の領域だけの公共とし
て担わなければならない部分というものが
たくさんあります。そういう中に営利とし
て、コミュニティビジネスのようなかたち
でかかわってくるということも大切でしょ
うし、行政がやるところが依然として続い
ていくということはもちろん必要なわけで
す。そういう中で、ＮＰＯというものの存
在は営利でもない、あるいは行政でもない、
そういう特性を活かしたものとして現れて
るんじゃないのかな、と思うんです。具体
的にどういうふうに現れてくるのかという
ことについては、後ほど協働の事例の中で、
いくつかご紹介できればと思っています。

では、そうしたＮＰＯが、今、日本でど
の程度できてきているのかな、ということ
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について考えてみたいと思います。
先ほど言いましたように、日本でＮＰＯ
法ができて、ＮＰＯ法人の認証受付が始ま
ってから、この12月でちょうど10年になり
ます。お手元の資料、内閣府のホームペー
ジで紹介されている「ＮＰＯ法人認証の申
請受理数及び認証数、不認証数」をご覧く
ださい。今年の８月末までに認証を受けた
ＮＰＯ法人数は35,412団体、申請をした、
もしくは申請をしている団体は36,817団体
ということで、解散をしているところもい
くつかありますが、ＮＰＯの大体の状態は
この数字からみることができます。
次に、レジメに認定ＮＰＯ、80団体と書
いています。正式にいうと認定ＮＰＯ法人
ですが、認定ＮＰＯというのは、税制優遇
の資格を持っている団体のことをいいます。
税制優遇というのは、ＮＰＯ法に基づく寄
付控除のことで、先ほどのパブリックサポ
ートの話し、つまり、つくるのに500円かか
るお弁当を200円で配食すると300円赤字に
なりますよ。この300円をどうにかしないと、
経営的にずっと続けることは難しいよ。じ
ゃあ、それをどうしましょうかっていうと、
自分たちで多少給料安くしようとか、ボラ
ンティアでしようとかいうこともあります
が、その他に、寄付でもらってきて埋め合
わせをしようということがあるんですね。
この寄付がパブリックサポートということ
になるわけです。
そこで、寄付をした人は、ただあげ損に
なるのでしょうか？あげ損って言い方はあ
まり適切じゃないかもしれませんが、寄付
して何の見返りもないのか。
「いいことしま
したね。」というふうに言われるだけか。そ
うじゃなくて、本来は、公益的な性格の事
業に対しての資金の提供ですから、税金と
同じように、逆に言うと税金を払ったつも
りにさせてもらえないか。つまり、税金か
ら差し引いてもらうことはできないのかっ

ていうのが控除の考え方です。ただ、100％
控除してしまうと、お金がまるまる政府に
いかなくなってします。そうすると政府は
困ったことになりますので、所得控除とい
う考え方が一般的なんですね。
所得控除というのはどういうことかとい
うと、例えば、所得が500万円の人がいると
します。税率が20％であると、500万円×
20％＝100万円が税金でとられてしまうわ
けですよね。そのときに、10万円寄付をし
ます、ということになると、500万円－10
万円＝490万円が課税所得となって、その
20％が税金になるというのが所得控除です。
ごく少しですが、いくらか返ってくるよう
な感じになっているということですね。
これは医療費控除などと似たような考え
方なんですが、寄付に対しても同じように
考えてもらえないかということなんです。
そこで、その控除を認められたＮＰＯと
いうのが認定ＮＰＯ法人なんですね。2008
年４月１日の数字ですが、80団体、先ほど
言いましたように、35,412ものＮＰＯがあ
る中で、たった80団体しか税制優遇を認め
られていないということです。今は90団体
ぐらいに増えてはいますが、依然として、
税制優遇というのはＮＰＯにとって高嶺の
花になっているんですね。そうすると、ど
ういうことが起こるのかといいますと、Ｎ
ＰＯがなかなか寄付をもらいにくくなるわ
けです。寄付をする人にとっては、税制優
遇があると少しでもお金が返ってくるから
いいかなと。そうじゃないと、まるまるあ
げちゃうことになる。だから寄付をしやす
い環境をつくるには、寄付税制がもう少し
ゆるやかになっていく必要があるんですが、
まだまだ十分になっていないんですね。結
果として、多くのＮＰＯはどうするのかと
いいますと、500円のお弁当を500円で売ら
ないと経営が成り立たないわけですが、500
円じゃ、いくらなんでもＮＰＯを名乗って

129

いるのに申し訳がないから、400円にしとき
ましょう。差額の100円分は、自分たちが安
いお金で長い時間働いてというような状態
が多いんじゃないのかな、と思います。こ
れはやはり、きっちりと税制優遇などを保
障することによって、採算が合うように、
ビジネスの形態にＮＰＯをもっていくとい
うことが、やはり必要じゃないのかなと思
っています。
アメリカと比較してみると非常に顕著な
違いがあります。お手元の資料「米国のＮ
ＰＯの分類と団体数」というのをご覧くだ
さい。アメリカ全体でいいますと、2007年
で160万団体ですね。その中で、一番中心的
なのは宗教慈善団体といわれる宗教・慈善
団体で、112万団体あります。これらの団体
は、その団体への寄付を所得から控除でき
る資格を持っている団体なんです。ですか
ら、アメリカのＮＰＯは、日本の３万団体
と比べて、160万団体とはるかに多いという
こともありますが、寄付控除の資格を持っ
ている団体は112万団体、かたや日本は80
団体しかなく、１万分の１以下という非常
に大きな差がでているわけです。
ですから、そのことも影響して、アメリ
カでは非常に多くの寄付がＮＰＯに対して
流れてきます。2007年の実績でいいますと、
ＮＰＯに対する寄付全体で3,000億㌦を超
えるという推計で、3,000億㌦というのは、
１㌦＝100円と換算すると、30兆円もの寄付
が流れているということです。一年間で30
兆円といいますと、日本の国家予算の半分
近い額です。アメリカの場合、確かに人口
が多く、日本の2.5倍ぐらいありますから、
そのへんは斟酌しないといけませんが、そ
れにしても、30兆円もの額の寄付がＮＰＯ
に流れてくるという事実があります。その
理由の一つは、税制優遇が広範囲な団体に
保障されているということではないのかな
と思っています。

ちょっと日本の話に戻りますが、お手元
に「特定非営利活動法人の活動分野につい
て」という資料があると思います。これは、
ＮＰＯとして法人格を取ろうとしたときの
定款に書かれている活動の種類の分類なん
ですが、第１号から第17号までの17の分野
が決まっているわけです。全部やるんだと
いうのも一応あり得るんですが、普通は２、
３個を選択してやるわけですね。
例えば、第１号の「健康医療、福祉の増
進を図る」、それと関連して第２号の「社会
教育」をやっていくとかですね、活動の種
類を取り上げて、定款に書いていくわけで
す。これを見ていただくと、第１号の「保
健医療又は福祉の増進を図る活動」をやり
ますよと書いてある団体が58.1％あるとい
うことなんですね。要するに、６割近い団
体は保健医療又は福祉の増進を念頭に置い
て活動しているということです。他に多い
のが「社会教育」で45％、
「まちづくり」が
40％、
「子どもの健全育成」が40％、それか
ら、
「前各号に掲げる活動を行なう団体の運
営又は活動に関する連絡、助言又は援助の
活動」、つまり、ＮＰＯに対して支援をする
ＮＰＯの活動というものが45.6％、といっ
たところが主なものになります。
実態としては、定款に書いているからと
いっても、すべての活動をやっているとい
うわけではありません。とはいえ、日本の
ＮＰＯは「医療福祉」、「社会教育」、「まち
づくり」、「青少年の育成」といったところ
に関心を持っているものが非常に多い、と
いうことが言えると思います。
アメリカの場合は、日本のように、法律
上で１号とか２号とか選ぶことはありませ
んので、こういった形ではっきりとデータ
はでてこないんですが、大枠で判断した場
合のデータですと、医療が非常に多く、あ
とは教育や福祉が多いということで、比較
的日本と似たような構図を持っています。
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以上、ＮＰＯとは何ぞや？どのような状
況なのか？ということについてお話させて
いただきました。ＮＰＯというのは、非営
利・公益を基本としていて、単純にいえば
企業のように事業性を持っているわけです
が、自分たちがサービスを提供する先の人
たちが一般的に十分な支払い能力がないの
で、企業のように100％その人たちかもらう
お金で経営が成り立つという構造ではない。
そうすると、第三者からお金をもらってく
る、いわゆるパブリックサポートという概
念が必要となってくる。しかし、寄付を受
けやすくするための税制優遇をもっている
ＮＰＯというのは、日本の場合、まだ税制
優遇が十分整備されていないということも
あって、数が限られているということがご
理解いただけたかなと思います。

次に、協働ということについて考えてい
きたいと思います。
最近、パートナーシップという言葉をよ
く耳にします。また、コラボレーションと
いう言葉がコマーシャルなどでも使われる
ようになってきています。パートナーシッ
プとコラボレーション、似たような意味合
いで使われることが多いです。人によって
は、コラボレーションを協働の事例のよう
に個々の事業の関係などに用い、協働のあ
り方のように関係性や仕組みのようなこと
についてはパートナーシップを使うように
区別している人もいますが、基本的には似
たような概念だと考えていただいて結構だ
と思います。
このコラボレーションやパートナーシッ
プというのは、パートとパート、つまり、
一つの部分と他の部分が合わさって何かを
やっていきましょう、共通の目的に向かっ
て何かをやっていきましょう、という意味

合いになると思います。今日、主にお話さ
せていただくパートとパートというのは、
ＮＰＯというパートと行政というパートと
いうことになります。
行政とＮＰＯのパートナーシップを取り
上げる場合、いろんな考え方がありますが、
普段私が使っている考え方をまとめたもの
が、みなさんのお手元にある「ＮＰＯと行
政のパートナーシップの概念図」という資
料です。そこでは、「非同一性」「対等性」
「時限性」という３つの原則がポイントに
なります。
まず、
「非同一性」ですが、行政とＮＰＯ
は、異なる存在ですよね。行政は、税金を
もらって、その税金を使ってその地域に住
んでいる人たちにサービスを提供していく
というのが基本になります。ＮＰＯは、税
金ではなくて、利用料や寄付、その他の収
入で成り立っています。この違いを有効に
活用しながら、やっていくということです。
二つめに、パートナーシップという以上
は、対等性ということがポイントになりま
す。要するに上下関係ではなくて、横の関
係です。ＮＰＯの人に聞いてみれば、
「いや
ぁ、そんなことはないよ。結局、下請けみ
たいなものだよ。」というように言っている
人も多いと思います。また、行政の人に聞
いてみると「え、ＮＰＯは業者じゃない
の？」というふうに思っている人も多いと
思います。しかし、理念的にいえば、パー
トナーシップやコラボレーションというの
は、対等性が担保されなくてはいけないと
思います。
それから、３番目に大切なのは、時限性
ということです。これは、特定の課題に対
して何かを一緒にやっていく場合、それが
終るまでの１年とか２年とか３年とか５年
とかいった一定期間やりましょうというこ
とです。もちろん、延長してやっていくと
いうことはあると思いますが、永久にやり
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ましょうということではないということで
す。
これをもう少し具体的にお話しますと、
非同一性においては、両方に強みがある、
あるいはどちらかに弱みがあって、その強
みを出し合い、弱みを補おうというのが基
本になるわけです。ＮＰＯと行政を考えた
場合、その性格からくるところでいうと、
ＮＰＯは特定課題ですよね。現実的には、
先ほど言った17項目の中のいくつかをやっ
ているのであって、全部をやっているとい
うＮＰＯは通常考えられません。それに対
して、行政は、特定の地域に住む人たちの
ことなら何でも～学校のことやら子どもの
こと、お年寄りのことやら町の道路のこと
など～いろいろすべてのことを何でもやり
ますよ、という感じで対応しなければなら
ない。つまり、性格上の違いがあるんです。
そこからくる特徴として、ＮＰＯには専門
性がでてくるべきだろうし、行政は、全体
的なことの把握はできても、その個々の非
常に細かなこととか、各地域における事情
とかというところまで把握しきれるのかと
いうと、必ずしもそうではないところがあ
るんですね。
また、運営の観点からみれば、行政は、
職員が担います。それに対してＮＰＯの場
合は、職員もいますがボランティアがいま
す。行政の場合、あまりボランティアとい
うのは聞かないですよね。なぜ、行政にボ
ランティアがこないのかといえば、結局、
税金を払っているからです。税金を払って
やってもらう存在というふうに納税者は思
っているわけで、行政組織に参加したり、
協力しなければならないというふうにはあ
まり考えません。
ＮＰＯの場合は、先ほど申し上げたよう
に、非配分の原則というものがあって、運
営者自身がボランティアでやるわけですか
ら、第三者がボランティアとして協力する

ことに対して比較的抵抗感を持たないのだ
と思います。また、行政は税金が基本的に
は原資ですが、ＮＰＯは、利用者からの収
入も当然ありますが、寄付が非常に大きな
収入源として考えられます。そういった違
いがあるわけで、特定の課題に対して何か
をやっていこうとした場合、行政の予算が
なかなかつきにくいから、例えば、ＮＰＯ
が実施して、それを行政が後援をするとい
ったような形の協働あるいはパートナーシ
ップを組んでいく、みたいなことが考えら
れてくるのです。
次に、第２の対等性ということですが、
これには二つの要素があります。お互いに
支援をしあうという部分と、お互いに見張
りあうという部分、悪いことをしないよう
にみていくという部分です。まず、制度的
側面に関していえば、ＮＰＯは法人化や税
制の優遇などを、行政に対して認証の申請
をし、認定を受けるというかたちをとって
いくわけですね。それによって行政は、Ｎ
ＰＯとして要件を満たしているということ
を承認するという関係になります。次の事
業的側面でいいますと、ＮＰＯが「こうい
う事業が必要だ。」という提示をするとか、
行政が「こういうふうな事業をしてくれる
とこがないか？」とかを提示して、実施者
としてＮＰＯが現れる。そして、その実施
に必要な資金を行政が提供する。こういっ
た関係ですね。これが、一般的に一番多い
パートナーシップの形態で、事業委託とか
あるいは補助金の提供とかいったことにな
るんですね。これは、資金提供者、いわゆ
る行政の立場からすると、自分たちがやら
なくてすむとか、自分たちでやるよりも安
価にできるとか、内容をよくできるとかい
うようなことを想定しているわけです。後
でお話しする指定管理者制度もこういった
ものです。一方、ＮＰＯとしては、自分た
ちのミッションに基づいて実施していきた

132

い事業があるんですが、その資金を調達す
るために寄付を集めるというのは非常に大
変なので、そこに行政の資金が入ってきた
らやれるじゃないか、となります。で、お
互いハッピー、ハッピー、いわゆる両方Ｗ
ＩＮ、ＷＩＮの関係になるということだと
思います。そこで、対等性を担保するもの
として契約がでてくるわけです。その契約
の中で、ここをこれだけやってもらって、
それに対してこれだけのお金を出しますよ、
ということを決定しているということなん
ですね。
それと、対等性のもう一つの部分として
大事なところが、社会的側面、つまり、相
手が問題をおこさないように相互に監視を
したり、見張ったりというところです。例
えば、事業を委託する時に報告を受けて見
ていくとか、あるいは税制優遇遇を与えた
場合に毎年の事業報告の内容を受けて、そ
れが適切に団体として資金を管理している
のか、という監視機能が行政にあるのです
ね。
では、ＮＰＯには何があるのかといいま
すと、個々のＮＰＯというよりは、ＮＰＯ
センター全体ということになると思います
が、いわゆるアドボカシーということにな
ります。アドボカシーという概念は、あま
りお聞きになられた人はいらっしゃらない
かもしれませんが、普通、ＮＰＯの２つの
要素ということで、サービスの提供とアド
ボカシーということが言われています。サ
ービスの提供というのは、さっき申し上げ
たようなお弁当を届けます、みたいなこと
がサービスとなりますから、分かりやすい
と思います。でも、単に「お弁当を届けま
す。」と言ったときに、「なんで届けてあげ
なくちゃいけないの？自分でつくったらい
いじゃない。」あるいは、「家族がつくった
らいいじゃない。」といったような言い方も
もちろんできるんですよね。じゃあ、それ

に対して、ＮＰＯは、
「いいや、そうじゃな
くて、体が悪くて自分でつくれない。だけ
ど家で生活したいんだ。家族たちは離れた
場所に住んでいて、毎日来るわけにはいか
ないんだ。そういうことを放ったらかしに
しておくと、その人たちは栄養状態が悪く
なって、病気になって、一方で医療費が増
えちゃうし、もう一方としてその人たちが
健康を害して不幸な生活を送らなければい
けない。そのことをどうにかしてやんなく
てはいけないんじゃないですか？」という
ふうに社会に訴えたり、あるいは、行政に
働きかけをして、
「お弁当を行政でつくって
配ってくれんなら、我々がつくって配るか
ら、そのためのお金をいくらか下さい。」み
たいなことをアドボカシーというふうに言
うんですね。また、行政のいろいろな活動
に対して目を光らせて、
「お金の使い方が悪
いんじゃないか。」とか、「事業の運用の仕
方が不効率じゃないか。」みたいなことを含
めて問題を指摘するということもアドボカ
シーの中に入ります。
アドボカシーによって、ＮＰＯは、ただ
単に行政に監視されるだけ、規制されるだ
けの存在ではなく、あるいは行政の補助金
を受けてサービスを提供するだけの存在だ
けではなく、行政を見張っていったり、行
政サービスで不十分な点を指摘する役割を
持っています。これと行政のＮＰＯに対す
る監督や監視の機能により、両方で平等の
関係性を保つことができるといえるんじゃ
ないかなということです。
それから、第３の時限性ということです
が、これは、先ほど申し上げたように特定
課題の解決に向けて、プランから実施、終
了と流れていくわけですが、普通、事業化
に当たっては、ＮＰＯの方で何らかの課題
を事業の中に落とし込んでいく。行政は、
それに対して事業を実施していいよと認可
をしたり、あるいは資金を出しますよと補

助金を出したりするわけです。そして、事
業を実施していく過程において、例えば四
半期ごとに報告書を出して確認をしていく
というように監督をしていきます。そして、
その事業が終ると、今度は、その事業に対
する評価を実施していくというようなこと
が行政の仕事で、それが一段落つくと、一
応関係性が終了するわけです。もちろん、
翌年も同じ事業を更新することもあるわけ
ですが、普通は単年度でやっていって、翌
年どうするかということについては、その
実績をみた上で決まってくるわけですね。
ＮＰＯと行政のパートナーシップには、
こういった３つの原則が基本としてあるん
じゃないかなと思っています。
他にいろいろな考え方をする人たちもい
ます。例えば、ヤングという研究者は、補
完関係と相補関係と対抗関係といういい方
で整理しています。
補完関係というのは、行政がかなりの部
分の公共的なサービスを提供しているわけ
ですが、そこからもれたものに手を差し伸
べるのがＮＰＯの一つの役割ということで
す。なぜもれるのか？と言うと、行政は一
般的に社会的な認知がされ、合意ができた
上で制度に落とし込む。その上で予算がつ
き、それから始めるという段取りになりま
すので、かなりの時間がかかるわけです。
つまり、行政は、新しい課題などへの対応
といったことについて、なかなかしんどい
ということになるんです。
もう一つの考え方が、少数者のニーズと
いうことです。行政は、その地域に住んで
る人みんなのことをやっているはずなんで
すが、ただ現実的には議会を通じて、最大
公約数的な政策がとられていくのが一般的
になるわけです。ですから、大勢のニーズ
があるところというのはいいわけですが、
少数者のニーズというのはなかなかタッチ
できないということがあるんです。例えば、
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外国籍の人たちがいるとします。岸和田に
どれだけの外国籍の人がいるのか知りませ
んが、大阪市の場合、学校で30か国ぐらい
の言葉を使う子どもたちがいると聞いてい
ます。みんなに同じサービスをしていくと
なると、一人で30か国語を話せる人は普通
いませんから、職員は２か国語、３か国語
を話せるようになれ、というのも、なかな
か無理な相談です。そこで、メインの言葉
として、英語だとか中国語ぐらいは役所の
中で対応するとして、他のいろいろな言葉
にについてＮＰＯに委託なりをして連携し
ながらやっていった方が合理的ということ
になるわけですね。そうした少数者への対
応というようなものが必要なんじゃないの
か、というようなところが、行政がやって
いる公共的なサービスの中から、漏れてい
るところ、あるいは隙間的なところをＮＰ
Ｏがやっている、という意味合いですね。
それから、相補関係、つまり、お互いに
補うというのは、さっきの協働のようなか
たちなんですが、主に政府がお金を出して
民間が実施をする、というようなかたちで
すね。
対抗関係というのは、先ほどの対等性の
一部として相互に監視しあうみたいなこと
になると思います。
ＮＰＯと行政のパートナーシップという
ものについて、こういったいくつかの関係
性、とくに補完や相補の関係性がなぜ生ま
れてきたのか、と言いますと、分権化によ
り社会的なニーズへの対応が容易、あるい
は求められるようになってきたことと関係
しています。今、地方分権の流れが強くな
ってきていますが、今までのように、国と
いう大きな枠組みの中で「これをやりなさ
い。これをやりなさい。」といわれている状
態では、全国どこでも同じことをやる方式
になっていました。しかし、分権化になる
と、もっと個々のニーズに合ったことをや

ることが可能になります。さらに、個々の
ニーズの中で、より個別の内容が出てくる。
こういったものを行政がすべてカバーして
いくと、非常に非効率というか非現実的と
なりますので、ＮＰＯにやってもらう、協
働でやっていく、というようなシナリオが
でてくるんだと思うんです。
それから、利害関係者に参加を求めるこ
とで社会を安定化する、という考え方があ
ります。この考え方は、日本ではあまり指
摘されていないと思いますが、アメリカで
パートナーシップを考えるときには、一般
的なものです。
これはどういうことかといいますと、例
えば、先ほどの少数者の人たち、言語の少
数者の人たちに対してのサービスを放って
おくと、その人たちが社会から取り残され
てしまい、その人たちの生活基盤がなくな
ってしまい、悪くすると、そこから犯罪に
つながっていくというようなことになるか
もしれません。犯罪の被害者というのはだ
れなのか？周りにいる市民が被害を受ける
わけですね。そうすると、そういうことを
抑止するためにも、その人たちを自分たち
の中に取り込むことによって、社会が安定
化していくということです。つまり、少数
者を少数者だとして切り捨てたり、排除し
ていくということではなく、社会的に包摂
していくことによって、社会の安定化を目
指す、という考え方ですね。
また、既存の組織の活用と、組織間の競
争を通じた効率性と経済性が図るねらいも
あります。このへんのことは、後ほどお話
する指定管理者制度のようなところにもか
かわってきますが、これまでにも公共的な
サービスを提供してきた団体があります。
その団体がずっと「今年も大丈夫ですよ。
来年も大丈夫ですよ。再来年も大丈夫です。
10年後も大丈夫です。20年後も大丈夫です
よ。」とか言って行政が資金を提供している
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と、どうしてもあぐらをかいたようなかた
ちになってしまう。そこに新しい競争相手
が出てきて、競走しあうことによって、い
いものがでてくるんじゃないのかなという
ようなことですね。
それから、社会的な危機への対応の必要
性ということで、日本でＮＰＯがでてきて
協働が叫ばれたっていうのも、阪神淡路大
震災がきっかけとなったわけです。ああい
う危機的な状況の中では、やっぱり国だけ
じゃできない、政府だけじゃできないから、
別の枠組みを考えなくちゃいけない。別の
枠組みの一つとして、ＮＰＯのような民間
の公益的な発想とか、それを育成するとか、
あるいはそれと行政が連携していくとか、
というような考えがでてくる。そうしたい
ろんな背景というものがあるんじゃないか
と思います。

事業委託をやったこともない、やってもい
ないという都道府県は一つもない無い、と
いうのがこの数値ですね。それに対して、
市区町村では80.9％ですから、五つに一つ
程度の市区町村は事業委託をＮＰＯに出し
てないということです。次の「ＮＰＯの主
催事業に対する自治体の後援名義」、これは、
ＮＰＯがイベントなどをやるときに後援の
名義だけ貸すというようなことですが、都
道府県が87％、市区町村が41％となってい
ます。次に「自治体とＮＰＯとの事業共催」
ですが、これは、会場費と謝金は市の方が
持ちますので、人集めとかはＮＰＯでやっ
て下さいっていうようなもので、都道府県
が82.5％、市区町村が46.0％です。次は、
「実際の事業活動へのＮＰＯの参加・協力」
ですね。これは何らかのかたちで自治体が
やっている事業があって、そこにＮＰＯが
協力していくということですが、これも、
都道府県では８割弱、市区町村では４割強
となっています。

それでは、協働が実際にどの程度進んで
いるのかということに関してなんですが、
みなさんのお手元に「ＮＰＯと地方公共団
体との協働の形態は事業委託が多い」とい
う資料があると思います。これは、平成16
年版の国民生活白書の中の表の一つですが、
この16年版の国民生活白書では、協働とい
うことを一つのテーマにおいた分析が行わ
れています。ご存知の方もいらっしゃると
思いますが、興味のある方は、ぜひ、図書
館などにもあると思いますので、手にとっ
て見ていただくと、いろんな図や表を含め
て、協働の実態を理解していただけるんじ
ゃないかな、と思います。
この図を見ますと、上の方が都道府県レ
ベル、下の方が市区町村レベルの数値とい
うことになります。順にみていきますと、
「自治体からＮＰＯへの事業委託」という
のは、都道府県では100％になっています。

協働といいますと、事業の共同実施とい
うイメージが強いので、ここまでの４つの
カテゴリー、つまり、委託であるとか、名
義貸しであるとか、共催であるとか、協力
であるというものについては、協働という
イメージに適合していると思います。しか
し、
「自治体とＮＰＯとの情報公開・意見交
換」というのも協働の中に入っています。
これについては、都道府県で75.0％、市区
町村では40％を切る数字です。さらに、
「自
治体の事業の企画・立案等へのＮＰＯの参
加・協力」という、企画する段階からの協
働というのは、都道府県が67.5％、市区町
村が32.9％が実施しています。
「自治体からＮＰＯへの活動の場の提
供・支援」ですが、これは、よくあるＮＰ
Ｏの共同オフィスを行政が提供していると
いったものになるんですが、そういうもの
も都道府県では65.0％、市区町村で45.7％
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が提供していますし、
「自治体からＮＰＯへ
の資金援助」、つまり、金銭的な支援という
ことで、補助金などもこれですが、都道府
県が57.5％、市区町村が44.8％というよう
な数字がでています。
次に、「自治体からＮＰＯへの物の提供・
支援」です。ＮＰＯにとっては、普通、お
金の方が物品より使い勝手がいいわけです
が、物というのも結構大事です。例えば、
新しいものを導入したために机やテーブル
などが余ったが、捨てるのにもコストがか
かるでしょう。じゃあどうするのかという
と、「だれかもらってくれる方ありません
か？」ということで、ＮＰＯへ提供すると
いったことですね。そういうのも市区町村
ならびに都道府県で２割台のところがやっ
ているということです。
「自治体からＮＰＯ
への人員派遣や労力提供」というのになる
と、ここで初めて市区町村の方が11％と、
都道府県の10％を超えるような数字が出て
きています。まあ１％としか違わないとい
えば違わないですが、最後の「その他」に
関しては、都道府県が０％、市区町村が
1.9％というようになっています。
これから何がいえるのかというと、都道
府県は全体数が少ないということもあるか
もしれませんが、行政区域がある程度大き
いので、相手にするＮＰＯを探すことがで
きるということだと思います。都道府県で
協働をやっていないところはないというこ
とが想定できるわけです。
それに対して、市区町村の場合は、都道
府県に比べれば狭い地域になりますので、
協働の相手がなかなかみつからない。
「うち
にはＮＰＯが一個もないですよ。」というと
ころもあるんではないでしょうか。まぁ、
「一個も。」っていうのは極端かもしれませ
んが、ほとんどないってところもあるでし
ょう。そうなると、協働の相手自身が存在
しないですから、協働のやりようがないと
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いうことになって、結果として割合が低く
なってしまっていることもあると思います。
いずれにせよ、ＮＰＯと行政の協働は、
議論の段階ではなく、現実に実施されてい
る段階にあります。

それでは、次に、事例を通じて考えてい
きたいと思います。協働についても、いろ
いろな事例を挙げることができます。指定
管理者制度でなくてはいけない理由は一つ
もありませんが、私自身、指定管理者制度
について少し調査研究しているので、それ
を事例として紹介させてください。
まず、指定管理者制度という制度ですが、
だいたいの方はご存知だと思いますが、簡
単に説明します。いわゆる公の施設という
のがありまして、その管理運営を民間の営
利、非営利の団体に委託する制度、という
ことができると思います。では、公の施設
とはなんぞや？ということですが、これは、
住民の福祉を増進する目的を持って、その
利用に供するための施設、というような言
い方になっています。要するに、住民が利
用して住民の役に立つような施設というこ
とですよね。そうしますと、具体的には、
レクリエーションやスポーツ施設、例えば、
プールや野球場などがそうですし、産業振
興施設でいうと、展示場とか観光案内所み
たいなところですよね。また、駐車場や公
園、公営住宅などの基盤施設といわれると
ころもこれに当たります。一番イメージし
やすいのは、病院や保育所などといった社
会福祉施設なんでしょうが、こういったも
のが公の施設といわれていて、指定管理者
制度の対象になります。ただ、河川や学校
などのように特別法で規定されているとこ
ろは、特別法が優先するので指定管理の対
象になりません。

この制度は、2003年９月から導入されま
したので、つい最近５年を迎えたわけです。
公の施設、一体いくつあるのかな？といい
ますと、だいたい全国に40万ぐらいあるん
じゃないかなといわれています。もちろん、
そのすべてが指定管理者制度の対象になる
わけではありませんが、この制度に関する
調査がいくつか行なわれていまして、2007
年１月に総務省が発表した調査によります
と、2006年秋の段階で、指定管理者制度が
導入されている施設が61,565か所と、６万
を超える公の施設が指定管理者制度の下で
運営されているということです。このうち、
都道府県が約7,000か所、指定都市が5,500
か所程度、そして市区町村が約50,000とな
っています。その約６万か所うち、どれだ
けＮＰＯが管理運営をしているのかといい
ますと、割合でいうと1.7％、施設数でいう
と1,043施設です。ですから、それほど大き
な数ではなく、大部分の施設は、社会福祉
法人や公益法人などといった、従来から管
理運営していたところがそのままスライド
して管理運営をしている場合が多いんです。
ただし、公募で指定管理者が選ばれる割合
が増えてくると、この数字もだいぶん変わ
ってくるんじゃないかな思います。
総務省の調査でも、プールや野球場など
のようなレクリエーションとかスポーツの
施設に関していうと、ＮＰＯが3.2％を占め
ています。それに対して、基盤施設、さっ
き申し上げた駐車場や公園などとかいった
ところは0.6％と低い割合になっています。
その他はだいたい２％弱となっていて、そ
れほど全体の比率と変わらない状態です。
いずれにしろ、ＮＰＯも指定管理者制度に
かかわるようになってきている、というこ
とがいえます。では、どのように管理運営
をやっているのかということについて、い
くつか事例を挙げながらご紹介していきた
いと思います。
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一つは、水月児童文化センター。これは、
大阪の北の方の池田市というところにある
んですが、ここは北摂子ども文化協会とい
うＮＰＯが指定管理をしています。池田市
というのは、1982年に全国ワースト２の経
営状態になったということで、夕張の一歩
手前みたいな感じだったんですが、それで
こうした公の施設の統廃合ということも議
論になってきて、２つあった児童文化セン
ターの一つを事業委託としてどこかに出そ
うということをしたわけです。当初は管理
委託というかたちだったんですが、2003年
に指定管理者制度ができ、翌2004年にこの
水月児童文化センターの指定管理者として
文化協会が指名されました。それによって
どういう成果が出てきたのかといいますと、
一つは費用面で、もう一つは利用者の増加
ということなんです。指定管理者制度とい
うのは、二つの目的を持っているんですね。
一つは経費の縮減。もう一つはサービスの
向上という二つです。普通、サービスを向
上させたかったら、
「経費をもっと増やしな
さい。」と言うんですが、「経費を減らしな
がらサービスを向上させろ。」と、まぁ、な
んとも虫がいいというか無理があるような
話があるわけです。それをどうやってやる
のかというと、従来のように行政が直営す
る、あるいは行政の外郭的なかたちで作ら
れた公益法人などにまかせたり、あるいは、
５年経っても、10年経っても、20年経って
もやってられると思っているような社会福
祉法人や公益法人などにまかすんじゃなく
って、競争原理を導入すればもっとみんな
一生懸命やるんじゃないかっていう考え方
ですよね。
現実的にどんなふうになっているのかと
いいますと、この水月児童文化センターと
いうところは、２、３年前の数字ですが、
直営時代には予算が3,500万円かかってい
たんですね。そのうち3,100万円が人件費、

物件費が400万円だったわけです。それが、
指定管理に移って、予算が2,000万円になっ
たわけです。3,500万円から2,000万円です
から、まあ約半分になっちゃったというこ
とです。そのうち人件費が1,500万円強なん
ですね。1,500万円で７，８人の人が働いて
いますから、大変わずかな人件費の下で働
いているという問題があります。一方、事
業費を多く計上していて、より多くの事業
が展開されるようになってきて、利用者も
増えたということです。
そして、この文化センターの指定管理に
なった北摂子ども文化協会というのは、も
ともと子ども劇場や親子劇場などの文化団
体の活動の流れを経てできたＮＰＯなんで
すね。ですから、地元や周辺地域で文化活
動をやるノウハウであるとか、あるいは子
どもに対する活動を行なうためのネットワ
ークであるとか、そういうものが既にかな
りできていると想定できるんです。そうい
うところがやると、費用は半分で、サービ
スは２倍できるんじゃないか。これは池田
市の倉田さんという市長が、言われたこと
ばです。
もちろん、いろいろな課題がないわけじ
ゃないですが、こうした少ない費用で、い
いサービスを提供できるというようなこと
があると思います。
別の例です。レジュメに長池公園という
のが書いてあります。長池公園というのは、
東京の八王子という所にある20haぐらいの
公園です。その公園の中にある自然館とい
う、公園にある自然を見せたり、こういう
虫がいるとか、植物があるとかいうことを
展示したりするような施設が、まず業務委
託に出されて、それから指定管理をしてい
ったとこなんです。
指定管理を受けている団体は、フュージ
ョン長池公園という団体で、フュージョン
長池というＮＰＯと、植木屋さんの会社が
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一緒になっている共同事業体のようなもの
なんです。なぜ、そういうふうなかたちで
やっているのかといいますと、公園ですか
ら木がたくさん生えています。草もたくさ
ん生えているわけですよね。20haもあるわ
けですから、そこそこ広いんですよね。私
も調べに行って、ここに来るよりも数倍迷
って、歩いてヘロヘロになった記憶あるん
ですが、結構広いわけなんですよね。木を
切るにしても、素人がちょこちょこ木を切
っても終わりませんし、そもそもそれじゃ
あ効率が悪い。そこで、専門家の人に切っ
てもらうことにした。つまり、公園の草木
の手入れは、その植木会社さんがやる。そ
して、公園の中でいろいろなプログラムを
実施するとか、自然館の運営みたいな教育
活動をするとか、あるいはその自然館の中
で地域の人たちとのコミュニティーづくり
のような活動をするとか、まちづくりのよ
うな活動をするとかいうことは、これＮＰ
Ｏがやっている、ということで、分業をし
ているわけですね。
なおかつ、ここのユニークなところは、
植木会社さんは草や木を切ったままにして
おきます。すると、当然、後で散らかった
りするんですが、そういう作業を植木会社
さんがやると、時間当たりのコストってそ
こそこ高いわけですよね。そうすると、Ｎ
ＰＯよりも高くつくということになります
から、刈るところまでは植木会社さんにや
ってもらう。その後、片付けはだれにやっ
てもらうのかというと、その付近にある知
的障害者の授産施設に通っている障害者の
人に来てもらって、片付けをしてもらうと
いうようなことをしているんですね。
そうすると、企業にしてみると、ある程
度高いお金をもらえる部分の仕事を請け負
うことができる。ＮＰＯにしてみると、公
園の中の学習活動や、自然館の中の教育活
動などに集中した活動をすることができま

す。そして、地域にある授産施設が片付け
をすることによって、いくらかの委託の料
金が入ってきて、そこも経営の足しにでき
るということで、みんながある程度、もう
かるような仕組みができているんですね。
そういうふうな細かな仕組みをいろいろ
つくっていかないと、なかなかこうした事
業というものを採算に乗せていくというこ
とは難しいわけです。そういうことができ
るのも、一つは行政からの委託で、一定程
度の基本的なお金が保証されているという
ことと、そのお金をある程度自由に使いな
がら運営ができるシステムがある、という
ことが大きいんじゃないのかなと思うんで
すね。ここもですね、委託前は人件費抜き
で3,456万円かかっていたものが、委託後は
3,972万円になっているんですよ。
見かけ上は委託後の方が金額が増えてい
ますが、委託前は人件費が入っていません
から、行政の人が一人行けば、例えば、管
理者的な人が行けば、最低1,000万円ぐらい
のお金はかかってしまうんです。あと２～
３人が行くと、4,000万程度のお金が必要に
なっちゃうんですよね。それが丸々浮いて
きたわけです。
このように、指定管理者制度というもの
を通じて、ＮＰＯはＮＰＯなりの特長をだ
しながら、やりたい・やるべきというふう
に考えていることを展開できるし、行政に
してみると、それを委託して従来のお金に
比べればずいぶん安いお金で展開できるよ
うになるわけです。そして、結果として利
用者の増加などにもつながっているという
ことです。

たいと思います。先ほどご紹介いただいた
ように、私は2003年までの四半世紀、アメ
リカにいましたので、今でもＮＰＯの全体
的な知識は、アメリカの知識の方が多いだ
ろうなという気持ちを持っています。その
アメリカのＮＰＯに関する仕組みをベース
にして日本のＮＰＯ法や認定ＮＰＯ法人制
度ができています。アメリカには、所轄庁
に届出をして法人化をするとか、連邦政府
や州政府に対して税制優遇の申請を行なう
といったような仕組み、あるいは、パブリ
ックサポートというものを基本にして、税
制優遇の資格を与える・与えないという制
度がありました。このように、日本は、ア
メリカと非常に似た制度になっています。
ただし、協働の仕組みに関していうと、だ
いぶ違うところもあります。強いて似たと
ころをあげますと、アメリカでも事業委託
のかたちが多いということです。
先ほど、日本では、事業委託のかたちが
一番多いと言いましたよね。事業委託をし
てるところが、都道府県で100％、市区町村
で80％ですから、ほとんどの自治体でやっ
ているということでした。アメリカでもＮ
ＰＯと企業のパートナーシップといった場
合に、やっぱり真っ先に出てくるのが事業
の委託ということです。なぜそうなるのか
というと、政府の強みの一つはお金を税金
として集められることだからです。それに
対してＮＰＯの強みは、その現場に即した
必要なサービスを提供する能力やノウハウ、
あるいは必要なネットワークなどを持って
いることです。この二つの強みを組み合わ
せたときに、事業の委託や補助金のシステ
ムが有効だということになってくると思い
ます。レジメの７）のアメリカにおけるＮ
ＰＯと行政の協働という中で、法律とＲＦ
Ｐを基本とした役割分担の明確化というの
があります。ＲＦＰとは、Request For
Proposalという言葉の略で、要するに公開

他の事例も挙げたいんですが、時間も迫
ってきましたので、最後にですね、いくつ
かアメリカの事例をご紹介させていただき
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での募集ということです。どのような業者
にも、情報が提供されて、この提供された
情報に基づいて応募ができる。応募をした
企画に対して審査をして決めていくという
仕組みですね。これは、今お話をしてきた
指定管理者制度に関しても基本的に同じよ
うな枠組みをとっています。指定管理者制
度でいうと、多くの自治体において公募す
る場合であれば、それぞれの自治体のホー
ムページや広報誌などにその案内を掲載し
て公募を求める。そして、審査をした上で
最終的に議会の承認を得て指定される、と
いうプロセスをとります。

いきます。そうすると、ある地域では住居
についてはそれほど大きな問題はないが、
食事を食べるのに難渋している、というよ
うな人が多くでてきたとします。そこで、
配食サービスをやる団体が必要になってく
る、というようなことを判断するわけです
ね。つまり、ニーズアセスメントの中で問
題を把握するとともに、対応策を決めてい
くわけです。そして、何人位の高齢者が毎
日何食位のサービスを必要としているのか、
といったことが明らかになると、その地域
でそういったサービスができる団体――事
務所の所在地はその地域でなくてもいいん
ですがーーそういった団体を募集をするわ
けです。

では、行政の役割は一体何なのか？とい
うことに関して、ここで二つの例から考え
てみたいと思います。
一つ目は、私が住んで居たアラメダ郡と
いう、サンフランシスコから車で20分位の
ところの例です。ちなみに、アメリカでは
連邦政府の下に50の洲があって、洲の中に
郡があります。住民は、郡の中に市区町村
を自由につくることができます。私が住ん
でいたところは、正式に言うとアメリカ合
衆国カルフォルニア洲アラメダ郡オークラ
ンド市ということになります。そのアラメ
ダ郡という一つの地域で行政が何をやるの
かというと、まずニーズアセスメントです
ね。例えば、高齢者福祉に関していいます
と、アラメダは一つの郡といってもかなり
広い地域です。そうすると、地域的な特性
がありますから、郡内を５つ位の地域に分
けます。北部とか南部とか東部とか西部と
かいうふうに分けるんですね。その上で、
それぞれの地域でどのようなニーズがある
のかということを検討します。食事や住居、
それから移送の問題、諸々の情報が必要だ
とか、そういったことをリストアップして
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これが先ほど言ったＲＦＰに当たります。
行政としては、どこにどういう問題があっ
て、どういう課題をどのように解決しても
らいたいのか、そのためにどれくらい資金
を出せるのか、ということを提示するわけ
「うちがこ
ですね。それに対してＮＰＯは、
んなやり方でやりたい。」ということで手を
挙げて、競争しながら取っていく、という
ような仕組みになっています。
もう一つ、サンフランシスコにＢＩＤと
いう仕組みがあります。このＢＩＤという
のは、Business Improvement Districtのこ
とで、商業地域改善地区とでも訳したらい
いと思うのですが、これは今回の全体のテ
ーマであるまちづくりにかかわってくるも
のです。サンフランシスコで駅前の商店街
を歩いていると、シャッターが閉じられて
いるところがありました。今、日本でも結
構問題になっていますよね。駅前の商店街
なんかがシャッター通りになっているとい
った問題です。アメリカは、もともと車社
会ですので、駅前という概念があまりなく、
「都市の中心地域というのはいろんなビジ
ネスが集まってきて活気にあふれていると
ころ」というのが常識だったんですね。と

ころが、ショッピングモールや大型店舗、
ディスカウントストアなどが郊外に出店し、
みんなが郊外に買物に行くようになってし
まって中心市街地は荒廃していく、という
ような状況が出てきたんですね。そうする
と、もともと中心市街地にあったビジネス
は閉じてしまうか、あるいはそこで細々と
やるか、といった選択肢しかなくなってし
まうということが結構多かったんです。そ
こで、何とかこの状況を変えることができ
ないか？ということで考え出された仕組み
の一つがこのＢＩＤです。
ＢＩＤがどういうものかといいますと、
例えば、岸和田の駅があって、駅前に商店
街がありますよね。ここからここまでが商
店街ですよと決めて、この中で投票するわ
けなんです。投票して、50％以上の賛成が
あったら、この商店街でＢＩＤができます、
ということになります。ＢＩＤができると
どうなるのかといいますと、今度は行政が、
一つひとつのお店からアセスメントという
ＢＩＤの会費をとるんですね。会費をどう
やって取るのかというと、役所が徴収する
税金と一緒にこのアセスメントをとります。
ですから、とりっぱぐれがないんですね。
もちろん、この商店街には、組合、商店会
みたいなものがあったかもしれません。し
かし、それは民間の団体ですから、「会費
を払ってください。」と言っても、「うち
は、けっこうです。」といわれれば、それ
で終わりです。でも、ＢＩＤだと、「払い
たくないよ。」と言われても、「みんなで
決めたことなんだから」と行政が税金と同
じように強制的に集めることができます。
では、その地域全体を活性化するために
どうするのか？というと、岸和田の駅前に
長いアーケードがありますよね。たぶん、
みんなでお金を出し合ったのだと思います
が、同じようなかたちで一つの商店街とし
てのカラーを打ち出していくとか、あるい
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は外の人に宣伝するようなことをその地域
のビジネス一丸となってやるための資金を
集めて活動していくんですね。そうするこ
とによって、非常にまちが活性化された例
として、ニューヨークがあります。
私が最初にニューヨークに行ったのは、
1981年の冬でした。夜にマンハッタンを歩
いていて、お店に入ろうと思っても入れな
いんです。ドアにチェーンがかかっていて、
チェーンのところに少しの隙間があって、
そこから「何々下さい。」というようなや
り取りをするんですよ。ニューヨークだけ
ではなくてワシントンにもそういうお店は
結構ありました。
ＢＩＤの制度を導入して、何をやるのか
と言いますと、一つは、今も言ったような
特定の商業地域全体のプロモーションも当
然あるんですが、特に「この地域は“安全
でない”というイメージを持っている人た
ちが大勢いるから、お客さんが来ない。」
ということであれば、セキュリティ（警備
要員）を導入するんです。もちろん、警察
は警察で来てはいるんですが、この地域専
門の警察じゃないですから、ここだけやっ
て、他の地域を警備しなかったら市民に怒
られますよね。ですから、特定の地域のた
めに何かをやるには、その地域の人々が自
分たちのお金をつくりださなければならな
い、ということになります。そこで、ＢＩ
Ｄをつくって、自分たちが出したお金で警
備要員を雇うのであれば、だれも文句は言
わない。こうして雇ったと警備要員です。
また、清掃活動を活発にすることによっ
て、
「ここは外から来る人たちに対して“安
全で綺麗だ”。」というイメージをつくっ
たり、また、その地域全体を一つのショッ
ピング街としてプロモートしていく、とい
うようなことをやっていったんですね。そ
して、かなり活発にＢＩＤが動くことによ
って、タイムズスクエアなどもビジネス街

としての一体感が生まれ、活性化していき
ました。
その後、1990年代の終わりに再びニュー
ヨークへ行ったときに非常にびっくりした
のは、今言ったようなお店の中に入れない
という状況がーー私が行った限りの範囲で
すがーーなくなっていたんです。観光客の
人であれば何とも思わないんでしょうが、
我々のように何年前にいったことのある人
間からすると、
「あっ、えらい変わったな。」
ということがあるんです。なぜできたのか、
というすべての理由じゃないですが、理由
の一つがＢＩＤなんですね。
今、アメリカで千数百のＢＩＤがつくら
れています。行政は何をするのかというと、
すべてのＢＩＤを調べているわけではない
ですが、最初にＢＩＤがつくれるかどうか
についてニーズアセスメントが必要ですか
ら、ニーズアセスメントをやる段階から行
政が補助金を出すこともあります。そして、
「それではＢＩＤをつくりましょう。」とい
うことになると、対象となる地域のビジネ
ス関係者などがＢＩＤとして認めるかどう
か投票がおこなわれます。ＢＩＤを目指す
団体が投票をやってしまうと、選挙の公正
さが疑われますから、行政の選管のような
部門が選挙を担当するんですね。そして、
賛成が50％を超えてＢＩＤができると、例
えば、これから５年間、みんなからお金を
徴収して、その徴収したお金をＢＩＤの事
務所の方に入るようにするんです。なお、
投票の際、ＢＩＤには「これこれの事業を
やってもらいます。」ということを決めてお
きます。その事業計画への賛否を投票で決
めるという仕組みです。
お金を取れるのは行政の強みと言いまし
たが、この点を、行政の人はあまり気付い
ていないと思います。ごく当たり前に税金
が入ってくるものだと思っているのでしょ
う。なお、こうした行政がＮＰＯのために
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資金を集めることは、ＢＩＤに限りません。
例えばサンフランシスコに行ってホテルに
泊まると、料金の中に税金が入っています。
消費税もありますが、消費税以外に０．何％
かは、地元の文化芸術活動を支援するため
の税金が入っていいます。こういったいっ
た資金集め的なこともＮＰＯのために行政
がやっていいます。
そういうことがなぜできるのかといいま
すと、普通は「税金は嫌だ、増税が嫌だ。」
と、どうしても反発がでてきます。しかし、
アメリカの場合、住民投票で住民が決めた
ことを行政が実施していく、というシステ
ムだからです。つまり、行政が「お金を取
ります。」という前に、住民自身が自分たち
で「こういう資金が必要だ。そのために自
らお金を出すべきだ。」と決めているのです。
住民自らが望んだことであるので、スムー
ズに行くのです。
以上のように、いろいろなお金の集め方
も含めてのＮＰＯと行政の協働ということ
を、これから考えていく必要があるんじゃ
ないかな、というふうに思っています。

以上、少し話が多岐にわたって分かりに
くかったところもあるかもしれません。
以上をまとめますと、もともと行政が大
半のことをやって、その残りの部分お家で
やるという社会があったわけです。家でや
るというのは、大体、女性がやっているこ
とが多かったんです。ところが、女性が外
で働きだして、やり手がいなくなったので、
だれかがやっていかなくてはいけない。そ
れをどうするのか？一つは社会では、子ど
もの問題にしろ、高齢者の問題にしろ、ま
ちづくりの問題にしろ、社会全体で取り組
まなくちゃいけないようになると、それを
行政にすべて任していくことができるの

か？あるいは任していくのがよいのか？そ
れとも、これまで各家庭や地域でやってき
たようなことを、ＮＰＯというかたちで再
生してやっていくという方式を取っていっ
た方がよいのか？あるいは、その組み合わ
せをしていった方が良いのか？というよう
なことでもあると思うんですね。
増税なのか？減税なのか？みたいな議論
もありますが、結局、我々は何かをやって
いこうとするときには、負担はあるわけで、
「負担をしないでやる。」というわけにはな
かなかいかないです。その負担が同意した
負担、自分たちでやっていくべきだという
認識に基づいてだされる負担というのは、
それほど大きくは思わなくって、無理やり
とられる負担というのはどうしても大きく
感じてしまいますよね。やっぱり自主的に
出せるような枠組み、ＮＰＯのような仕組
みの方がパブリックサポートをうけやすい
ので、そういう仕組みをつくっていって、
そして、ＮＰＯ自身もそれをきちっと使え
るような経営的なノウハウや事業の企画力、
運営力などを高めていく。そこに行政との
連携とか協働とかいうことが現実のものに
なっていくのではないのかなと思っていま
す。その辺のところを結びにさせていただ
いて、今日のお話を終えたいと思います。
どうもありがとうございました。
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は、以前から、肌で感じながら、私なりに
いろいろと思ったりしていることもありま
みなさんこんばんは。今ご紹介いただき
す。日本の国の経済状態が１か月ぐらい先
ましたとおり、大学では、地域経済学とい
はどうなるかが分らないという中で、地域
う、地域に関係するいろいろな経済問題を
の経済を活性化するためには、どうすれば
扱う領域を研究しております。それは南海
良いのかという話が、あちこちで議論され
電車に乗って、京都に向かうＪＲあるいは
ています。地域の経済を活性化するために
京阪、阪急に乗り換えたあたりからの顔で
は、何かの仕掛けといいますか、核となる
す。私は岸和田市の春木に住んでいます。
ものが必要です。その事例は後で申し上げ
生まれも春木で、小さいときから岸和田市
ますが、その核をどんなふうにして見付け
内を歩き回っていました。祭が大好きです。 るか、それからそれをどういうふうに上手
ここにも、私が祭などでお世話になってい
く使っていくかというところがポイントに
る方も何人かいらっしゃいます。今日は京
なると思います。その辺りについて、これ
都の顔を少しは披露しなければと思って来
からいろいろお話できましたらと思ってい
たのですが、日頃からよくお目にかかる方
ます。
がいらっしゃることもありまして、余所行
お手元に、今日の話をまとめたものを配
きの顔は止めにしまして、できるだけ岸和
っていただいております。その内容に沿っ
田に密着する話ができればと思っています。 て進めていきたいと思っています。話は多
どうぞよろしくお願いします。
少前後することになるかもしれません。そ
それでは、早速進めさせていただきます。 れと、あまり聞き慣れない言葉を使ったり
「岸和田の地域経済活性化の可能性」とい
することがあるかもしれませんが、そのと
うテーマをいただきました。岸和田のこと
きは、ご遠慮なくご指摘いただけましたら、
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ご理解いただけるように詳しい説明をした
いと思いますので、どうぞよろしくお願い
致します。

所数、従業者の数、そして出荷額について、
同じようにウエイトを計算してみました。
事業所と出荷額のウエイトは大阪府全体に
おいては２％未満です。従業者は 5％ぐら
いです。泉南地域の中では大体 3 分の 1 ぐ
らいを占めています。
次に商業です。卸売業と小売業について
みます。上から、卸売業の事業所の数、従
業者の数、それから販売額に関して、それ
ぞれのウエイトを同じように計算してみま
した。卸売業は、先ほどの製造業と比べる
と、泉南地域においては比較的高い値を示
しています。ところが大阪府全体において
は 1％に満たない従業者数、あるいは販売
額です。これは卸売業が大阪市にほとんど
吸収されてしまっているということの表れ
です。それから小売業ですが、同じように
事業所数、従業者数、販売額、それから売
場面積をみていただきますと、これは製造
業と同じように特に泉南地域においては 3
分の 1 強というウエイトを占めているとい
うのがご覧いただけます。この 3 分の 1 と
いう値が、泉南地域における岸和田のウエ
イトだということが分かっていただけると
思います。
ちょっと観点が変わりますが、社会教育
施設についてもみてみます。その総数とい
うのは、公民館とか図書館とかいろいろな
ものがありますが、その全体数のウエイト
です。それから、公民館と図書館、それぞ
れの数のウエイトです。このような施設に
なると、岸和田市は大きなまちですから、
泉南地域においては半分近いウエイトを占
めます。
その下は、興行場で、映画館や民間のス
ポーツ施設のようなものです。そういうも
のは、もともとの数が少ないということも
ありますが、岸和田市の泉南地域の中での
ウエイトは高くなっています。
次に、人口一人当たりの製造出荷額、卸

まず、岸和田市の経済はいったいどうな
っているのかということです。ここにいら
っしゃる方は、当然岸和田のこと、あるい
はその近辺のことについて詳しい方、ある
いは関心をお持ちの方がほとんどだと思い
ますので、詳細な数値とかデータについて
は、私より皆さんの方がよくご存知だと思
います。そこで、岸和田市の主要な経済デ
ータをいくつか取り上げて、岸和田市は大
阪においてはどの程度のウエイトがあるの
か、また泉南地域の中でどれだけのウエイ
トがあるのかをみてみます。岸和田は、経
済的にはどれくらいのウエイトがあるのか
ということを数字の上で確認したいと思い
ます。
まず、スクリーンに２％とか 35％という
数字がありますが、これは、左の数値は大
阪府全体を 100 とした場合、岸和田市の世
帯数はそのうちのどれ程の割合を占めるか
という値で、右の数値は泉南地域、具体的
には岸和田市から南、和歌山県の手前まで
ですが、その泉南地域全体を 100 とした場
合、岸和田市がどれくらいの割合を占める
かという値です。
世帯数と人口のウエイトはそれぞれ比較
的大きい値になっていますが、それでも大
阪府全体の 6％程度です。泉南地域におい
ては、岸和田市は全体の 3 分の 1 強の世帯
数と人口があります。大和川の南側、泉州
地域では、堺は一番大きいまちで、その次
に大きいまちが岸和田市だとはよく言われ
ていることですが、この数値にもそれが表
れていると思います。
産業についてみてみます。製造業の事業
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売業の販売額、それから小売業の販売額を
みてもらいます。岸和田市は、卸売業の販
売額が、泉南地域の中では平均よりもかな
り高く、1.5 倍ぐらいになっています。ま
た、小売業の販売額を人口一人当たりに換
算してみると、大阪全体の平均とほぼ同じ、
あるいはそれを少し上回り、100.4 になり
ます。泉南地域全体では 119.2 で平均より
上回っているということがご覧いただける
と思います。
従来の考え方は、やはり製造業が地域の
産業振興の中心になるということです。製
造業を重視するというケースが多い。それ
はやはり、モノをつくるということが直接
に生産額に結びついて、その生産額がいわ
ゆる国で言う GDP（国内総生産）、これを
地域に当てはめると地域の GDP というこ
とで、地域内生産を高めるという方向に結
びつきますから、この製造業を何とかした
いという考え方が、従来からの地域経済振
興策の基本になります。さらに、同じよう
に商業についても、商業の販売額をできる
限り高めていきたいというのが従来の考え
方になります。
それでいいのでしょうか？というのが今
日の話です。岸和田の現状はご覧のとおり
です。ただ、先ほども言いましたが、国の
経済状態が、これから先はどうなるのか分
からないといわれている時期でもあります。
それから地域の経済、例えば、歴史的にみ
てもこの地域は織物関係をはじめとする工
業が盛んな地域でしたけれども、そういう
産業は少なくとも日本国内では衰退してい
ます。衰退という言葉が良くないかもしれ
ませんが、かつてほど、元気ではなくなっ
ています。この時期、この地域において、
製造業をもとに地域経済を活性化するのは
なかなか難しいということです。その辺を
まずご理解頂けたらというのが、私のまず
始めの問題提起になります。
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「それでも地域経済が活性化するように
策を考えろ」というのが私に与えられた課
題の一つかと思います。ダメと言うだけな
ら誰にでも言えることですが、そこで何か
考えなければならないのです。ただ従来型
の考え方というのはなかなか難しいという
ことは言えるわけです。その辺で少し新し
い視点というのをみてみたいと思います。

地域経済の活性化といいますが、これは
一体何でしょうか。岸和田市であれば、岸
和田市の経済と、それに関係するいろいろ
な側面がありますが、それらの幾つかの面
をパワーアップすることが活性化ではない
かと考えられます。つまり、地域のもつ力
を何とかパワーアップすること、これが地
域の活性化、あるいは地域経済の活性化に
ほぼ直接に結び付くと思います。
そこで、その地域の力とはどんなものか
を考えてみたいと思います。その前に、国
力、国の力は、何で表現されるのかという
ことをみてみたいと思います。これは一般
的に言われることですが、例えば、日本の
国力、アメリカの国力というのは何かとい
うことです。現在では、まず経済力が挙げ
られます。経済の大きさ、あるいは影響度、
外国に対する影響力がどれくらい大きいか
ということ。それは国力の一つです。
つぎに文化力。これは広い意味での文化
と考えてもらったらいいのですが、いわゆ
る文化的影響力がどれだけ大きいかという
ことです。
それから政治力。これは行政力といって
もいいでしょう。政治的なパワーがどれく
らい大きいか。それも、国力の一部です。
それから、これは日本ではあまり馴染ま
ないかもしれませんが、国によっては軍事
力を重視するところもあります。これも広

い意味での国力の一つだと思います。この
ように、国の力を表現するものは、このよ
うな代表的要素があります。
それを次は、地域にあてはめてみましょ
う。地域という概念は、例えば岸和田市と
いう市町村レベル、もう少し広い泉南地域、
あるいは泉州地域、あるいは関西地域とい
うふうに広く捉える場合もありますし、も
っと大きくアジア地域という捉え方をする
こともできます。一般的に、地域という言
葉が使われるのは、市町村単位あるいは、
それを幾つか束ねた比較的狭いエリアを考
える場合が多いと思います。
その地域力ですが、先の国力と対照させ
てみると、資料のようになります。まず自
然力、今よく使われる言葉でいうと、環境
力です。それから経済力、文化力、社会力、
そして行政力です。先ほどの話と対応させ
ると、それぞれの地域には、自然、経済、
文化、社会、行政のパワーを生む要素があ
るはずです。それは、自然力、環境力の場
合は、これは経済の言葉になりますが、自
然資本といわれるものです。つまり、本来
その地域に与えられている自然、あるいは
多少人が手を加えているけれども、広い意
味での自然に関係するもの、それを自然資
本と呼びます。
今日の話に特に関係が深いものは次の 3
つです。まず、経済力。これを生み出すの
は経済資本といわれるのもので、経済に関
係する様々な施設、企業、公共サービスな
どです。経済資本というのは経済的な価値
を生み出す役割をしています。
次に、文化力です。これは、今日の話で
一番訴えたいものです。文化という言葉は
昔からありますが、文化を生むためには、
人を含めて、何か装置や仕掛けのようなも
のがあります。先ほどの自然資本とか経済
資本と同じように考えると、文化資本いう
ものが存在します。そういう装置あるいは
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仕掛けがあると、それは広い意味での文化
的な価値を生みます。では、文化的な価値
とは一体何でしょうか。一般に、文化は、
何か文化的なものを生みます。創造的なも
のとか、美しいと思われるようなものを生
み出します。いわゆる美的な価値がありま
す。それに、社会的価値といいましょうか、
その文化が存在することによって、それが
社会に影響を与えて、社会全体の質を高め
て、充実させるという影響力ももっていま
す。この点は、地域の活性化を考えるとき
に注目すべきことです。
そして、社会力です。社会力を生み出す
ものは、社会関係資本です。ソーシャル・
キャピタルと呼ばれています。それは、い
わゆる組織、社会的な組織です。それはも
ちろん社会的な価値を生み出します。
それから、行政力、岸和田市でしたら、
この市役所の方々を中心としたいわゆる行
政のパワーです。これらの要素が充実する
と、地域力も大きくなります。
これらの要素は、それぞれが別個で独立
しているというものではなくて、お互い関
係しています。ですから、別々に考えよう
とか、これは関係ないから無視しようとか、
例えばこれは経済の問題とは別だから切り
捨てようとか、そういう考え方は少なくと
も今は通用しないということをご理解いた
だけたらと思います。
さらに、地域経済を中心に地域の個性的
な発展を考える際に重要な点は、地域レベ
ルすなわち市町村レベルでもお互い競争関
係にあることです。岸和田市は、貝塚市と
か泉大津市とか泉佐野市とか堺市とか、近
隣エリアの他の市町村と仲良くしなければ
ならないことは当然です。しかし、岸和田
市はその中でも一番になりたいと願います。
これは企業と同じです。企業は、同じ産業
の仲間とは当然仲良くやっていきたい。け
れども競争しています。自分が一番になり

たいのです。競争し、一番になるためには、
他と同じであるよりも、個性的である方が、
競争力をもつことになります。これは、企
業であれば、同じモノをつくるにしても、
他とは違いをつける、差別化を図るという
ことです。それが新しい付加価値となって、
自社の製品やサービスが、競争力をもつよ
うになります。これと同じです。
地域を発展させるためにと、昔から言わ
れてきたのは産業、特に現実には、商工業
をとにかく発展させることです。産業を発
展させる。それが、全体として経済的な発
展に結びつく。そして、その地域が大きい
魅力的な地域になると、人や企業を新たに
引き寄せる吸引力をもちますから、人口の
増加に結びつきます。人口の増加は、地域
発展の進み具合を示す、最も分かりやすい
指標です。今もこれは重要な考え方なので
すが、敢えて言えば、古い考え方だと思い
ます。それを否定するものでは決してあり
ません。しかし、個性的な地域発展を考え
ますと、地域の文化に注目することが重要
です。日本は、経済的には、どこでも豊か
な状態になっています。そうすると、人々
はさらに別のものを求めます。お金はたく
さん欲しいです。けれども、食べていくの
に困らなくなれば、日常の生活をもっと豊
かにしたいと思う人が多いでしょう。心の
豊かさとか、質の高い生活を人々は求めま
す。それを支えるのは、広い意味での文化、
文化の発展です。自分の住む地域に、何か
独特の文化があって、それが誰もが素晴ら
しいと認めるようなものであれば、そこは
個性に富んだ、豊かな地域であるとみるこ
とができます。それは、その地域の競争力
であり、大きなパワーになると理解して頂
けたらと思います。
文化、文化と言っていますが、かつての
経済的発展を決して軽視しているのではあ
りません。その点は誤解のないようにお願
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いします。商工業の発展、これは大事です。
岸和田市内の企業をはじめ、様々な経済活
動をされている方々が、それぞれレベルア
ップするためにはどうすればよいかを考え
ることは重要ですが、それだけではちょっ
と行き詰まりがあります。それを打破する
ための一つの方策として、文化をうまく使
おうというのです。それで地域を個性化さ
せ、経済力を高めようということです。そ
の辺りを考えたいと思います。
何でそんなことが言えるのでしょうか。
一番上に、サービス経済化の進行と書いて
います。これはもうご承知のとおりで、現
在の経済は、数字の上でみてもサービス産
業、第 3 次産業のウエイトが高まっていま
す。これは日本中どこでもいえることです。
それから、データの上では、例えば製造業
とか、農林水産業にカウントされていても、
実際に仕事の内容をみると、所属する産業
は確かに製造業であるかもしれない、ある
いは農業であるかもしれないが、やってい
る仕事の内容は、いわゆるサービスに関す
る仕事、第 3 次産業的な仕事であることが
多いです。ですから、数字が表す以上に、
サービス経済化が進み、サービス産業のウ
エイトが高まっています。日本は、特にそ
れが高いです。そのサービス経済は、あと
で話をしますが、文化と大きく結びついて
います。資料では、文化の発展と経済発展
がそれぞれ独立であるような書き方をして
います。しかし、それらは別々の切り離し
た問題ではありません。合せて一緒に考え
なければならないし、互いにうまく絡ませ
あうことが重要です。
一つは、経済の発展というのは文化の発
展を可能にします。古い時代、
「文化なんて、
そんなこと言うてられへん。」と言われるこ
とがありました。つまり、貧困が厳しいと、
「文化なんてものはどうでもええ。とにか
く毎日食っていく事が大事なんや。」となり

ます。経済が発展し、豊かになってくると、
ゆとりがでてきます。そうすると、心の豊
かさみたいなものを求めます。経済が発展
するということは、文化の発展を可能にす
るということです。日本は、もちろん岸和
田も、今はその状況にあることに間違いは
ないと思います。
文化が発展したらどうなるでしょうか。
文化を広く考えていただいたらいいのです
が、文化は“創る”ということ、創造性と
関係があります。
もう一つは、高尚な文化の担い手からは
叱られるかもしれませんが、文化は娯楽性
と結びつくと思います。ですから、文化は、
“創る”ということと、楽しむということ
の二つの面をもっています。楽しむという
のは、生活のゆとりと関係してくると思い
ます。文化が発展すると新しい価値が創り
だされます。新しい技術も、新しい価値を
生むことに結びつきます。知的財産を新し
く創ることにも大きく寄与します。新しい
価値を生み出して、それが知的財産の形成
に寄与し、それが経済発展に貢献します。
うまくいけば、文化の発展が経済発展を促
進し、経済発展が文化の発展を実現すると
いう、好循環が期待されます。逆になった
らどうするのかという疑問があるかもしれ
ませんが、可能性の話ですから、悲観的な
ことは考えないようにしましょう。このよ
うな好循環が期待できるという話です。そ
して、好循環を生むためには、核が必要と
なります。それに期待されるのが文化産業
です。

文化産業について、今から説明します。
この話は、私が勝手に言っているのではな
く、専門的に分析している研究者がいます。
例えば、名前を聞いたことがあるかもしれ
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ませんが、デイヴィッド・スロスビーが『文
化経済学入門』という本を書いています。
日本語にも訳されていますが、その中にも
書かれています。日本人でしたら、どちら
も京都大学の名誉教授ですが、池上惇さん
と山田浩之さんが、
『文化経済学を学ぶ人の
ために』という本を書かれて、文化産業に
ついて力説されています。表現はそれぞれ
異なりますが、私もそれには同調していま
す。そこで、文化による地域経済活性化を
少し考えてみたいと思います。まず、文化
産業っていったいなんですか？ということ
です。
「文化というのは創造に関係するもの
で、それを産業や経済と結びつけるとは、
なんちゅう不謹慎な奴や。」と、言う方もい
らっしゃるかもしれませんが、現代的の経
済社会では、経済的な側面と完全に切り離
した文化は成り立たないと思います。例外
的に成り立つものがあるかもしれないです
が。例えば、だれもが文化と思うような古
典的な演劇、能とか、歌舞伎とか、クラシ
ックの音楽、これらは、非常に芸術性、文
化性が高いと思いますが、それでも、やは
り興行、つまり芸能産業とかかわっていま
す。世界的に有名な能を演じる人であって
も、世界的に有名な音楽家であっても、仕
事としてやっているのですから、経済の側
面、産業と関係することには違いありませ
ん。こういうふうに産業と関係すると考え
られます。
文化産業、それは何かと言いますと、文
化的なものの生産とか流通にかかわる産業
です。それは実際に文化を創造する側の文
化活動と密接に関係する産業です。具体的
には、音楽とか、絵画のような芸術、演劇、
文学、舞踊、そういったものが芸術に関す
る文化活動です。それを支える産業があり
ます。先ほども言いましたが、コンサート
にしても、やはり入場料を払って聴くわけ
ですから、一つの産業です。それから学術、

いわゆる研究活動ですが、例えば大学がそ
の一例です。大学も、今は研究だけをして
いるのは許されない状況にあります。我々
は地域、例えば岸和田市の役に立つような
研究をして、それを地域に還元しなければ
なりません。これも何らかの形で地域の活
性化と結びつきます。技術的な研究をやっ
ている方でも同じです。出版もそうです。
それから生活文化、これは日常生活と直接
に関係してくるのですが、芸能、マンガ・
アニメ、スポーツ、料理、茶道・華道、い
わゆる生活文化です。これらも産業として
成り立っています。そしてゲーム、申し上
げることもないと思いますが、これも産業
として成立しています。それらは、狭い意
味での文化、実際の文化活動と関係します。
これだけでしたら、
「昔からそのままやない
か。これが地域経済に何の役に立ってきた
んや？」という話になるのですが、少し見
方を変えて、それらがさらに関連するとこ
ろまでみると、大きな可能性を発見できま
す。
文化活動には、それを支援するものと、
それを利用するものがあります。それも文
化と関連しています。まずは文化支援産業
です。例えば、文化手段産業という言葉が
資料に書かれていますが、それは先ほど言
いました文化活動の手段を生産する産業で
す。楽器をつくるとか、印刷機をつくると
か、映画で使う映像機器をつくるとか、コ
ンピューターをつくるなどの産業です。こ
れは、文化の産業です。それから、文化を
実際に創造する人たちを育成する人材育成
産業。これは教育産業です。それから、創
られた文化的な財・サービスの流通にかか
わる産業。これは文化流通業と書いていま
すが、例えば CD やビデオの販売・レンタ
ルや、ミュージアムとかギャラリーなども
文化流通業になります。これは、資料の一
番下に文化産業の後方連関的な産業と書い
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ていますが、文化産業を支援する、バック
アップするという意味での後方連関的な産
業になります。
それから、文化利用産業があります。こ
れも文化に関連する産業です。先ほど説明
しました文化支援産業が基盤となり、文化
創造が行なわれて、文化的な財・サービス
が創られるわけですが、その文化的財・サ
ービスを利用する産業です。例えば、観光
産業、ファッション産業、建築業、広告業
などがこれに関わります。これは、文化産
業を利用するという意味で、文化産業の前
方連関的な産業です。
これまでの話を図で示します。真ん中が
狭い意味での文化に直接関係する文化産業
です。これは単独では成り立ちません。後
方から支える文化支援産業や、それから創
造される文化的財・サービスを利用する産
業が存在します。一番上に、広義の文化産
業群と書いていますが、文化を広く考えて
みたら、産業としていろんなものが含まれ
るわけです。
繰り返しになりますが、地域経済発展の
ためには、必ず起爆剤、核が必要です。そ
の核を何にするかということですが、今の
時代は、文化、それを核として捉えること
が大事です。つまり、もう一度言いますと、
経済と文化、これらを上手く調和させて地
域を発展させることをめざすならば、地域
の持つ文化資源を発掘し、それを活かした、
広い意味での文化産業の発展を図る戦略を
もち、実行することが課題になると考える
ことができます。
そこで、岸和田と関係付けて、文化を核
にした、文化をキーワードにした地域経済
の活性化を考えてみます。繰り返しになり
ますが、それは、広い意味での文化産業群
を活性化させることによって、産業を全体
的に活性化させる効果を生み出すことを目
指します。だから、文化と関連する産業に

狙いを定めて、それを活性化させることが
一つの戦略として考えられるのではないで
しょうか。
それと、文化の担い手を育成すること、
特にこの地域に深く関係する人材育ててい
くことも重要です。それと関係するのは、
やはり教育産業です。その中でも、ある程
度、高度に組織化されているものは大学で
す。大学は、昔は人を寄せ付けないような
雰囲気がありましたが、今はそんなことは
ありません。岸和田市は、すでに和歌山大
学といろいろ関係をもっていると伺ってい
ますが、その他にも大学はたくさんありま
すので、それをうまく活用していくことも
一つの戦略になります。
それから文化の資源をみてみますと、岸
和田市独特の文化資源があります。しかし、
それだけでというのはかなり単発的で、全
体的な発展にはなかなか結び付かないとこ
ろがあります。
「それで差別化を図って、競
争するんや。個性化を図って競争していっ
たらいいんや。」という話ですが、やはり、
同じような資源を共有する近隣の地域、市
町村と仲良くし、ネットワーク化を図るこ
とが、まず重要な点であると思います。
ご承知の通り、泉州地域には歴史的な遺
産がたくさんあります。有名なもの、そう
でないものがありますが、これは文化遺産
でもあるし、自然の資源でもあります。そ
れから、だんじり祭。これは泉州の大きな
大きな観光資源で、後で詳しく申し上げま
すが、地域の資源であることには、間違い
ありません。それを、
「あれは祭り好きが勝
手にやっていることや。」と言って、放って
おくのは、あまりにもったいない話だと思
います。それを考えている人は昔から多い
と思いますが。
もう一つの資源は関西国際空港です。最
先端の施設が近くにあります。関西国際空
港は泉佐野の沖にありますが、岸和田から
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も見えているわけで、やはり岸和田の資源
でもあります。それを使わない手はないと
思います。国際空港は、ただ単に飛行機が
離着陸する場というだけではありません。
そこは外国とのつながりが一番強い所です。
玄関口という言葉がありますが、そこは文
化の入口でもあるわけです。そこをうまく
使うことです。空港などの場合は長期的に
見ないとダメだと思います。例えば、あえ
て申し上げる必要もないと思いますが、神
戸や横浜は、｢異国情緒のある街｣という呼
び方をします。それは何かというと、様々
な外国的なものがあるということです。中
華街もそうですが、食べ物も、街の人々の
ファッションセンスもです。やはり神戸の
人たちのセンスは、少なくとも私のセンス
よりはかなりいいです。それは何故かとい
うと、国際的なものが、江戸末期から、あ
るいは明治の初め頃から、港を通して入っ
てきて、それが少しずつ浸透していって、
独特の文化を創り上げたのです。それが良
いか悪いかは、人々の判断でしょうが、実
際、港はそのような効果を及ぼしてきたわ
けです。昔は港ですが、今は、やはり国際
空港です。それは、飛行機に乗って外国に
行く、あるいは外国から人や物を受入れる
だけの場所ではなく、近隣の地域に、経済
的な影響はもちろんのこと、文化的な影響
も及ぼしていきます。広めていきます。そ
の影響は大きいと思います。国際空港の経
済効果と、いろんなところで言われていま
すが、それをうまく使うことです。岸和田
市は、恵まれた文化的な遺産、だんじり祭
という個性的な資源、それからもっとも現
代的な関西国際空港、この 3 つが備わって
いる地域です。岸和田市単独で利用するこ
とは難しいですが、近隣地域とうまくネッ
トワーク化を図り、地域の活性化に結びつ
く努力をすればよいと思います。これは地
域の固有性、個性の強化を図ることになり

ます。そして地域ブランド、これは古い言
い方ですが、それを生み出す核になります。
だんじり祭に関して考えます。だんじり
祭は、確かに大きい観光資源で、マスコミ
にも大きく取り上げられて、非常に有名で
す。祭りそのものは２日か 3 日ですが、泉
州地域全体では、９月から 10 月にかけて
各地で行われています。だんじり祭は、観
光だけではなく、さまざまな経済効果があ
ります。岸和田市でも、
「だんじり産業」を
市のホームページで紹介しています。大き
な産業になるかどうかは、これから次第で
すが、だんじり産業を育てて、地域振興の
ために利用することは、地域振興手段の一
つになり得るのではないかと、私は考えて
います。何らかの形で祭とかかわっている
産業が、市のホームページの中だけでも、
あれだけの数が紹介されていることを考え
ると、岸和田市の経済規模からすると、ウ
エイトとしては、高いと思います。
「だんじ
り産業」という言葉自体は、他の地域では
認知されないかもしれませんが、岸和田の
人には、よく分かると思います。祭りに関
連する産業ということで、岸和田の場合、
それはこの地域のブランドや個性化と結び
ついています。岸和田といえば「だんじり」
と、日本中で言われるわけですから、それ
を「いや、あんなものは。」と言ってしまう
のは得策ではないとは思います。固有のも
のを、有名なものをうまく使っていくこと、
それは好き嫌いに関わらず大切なことじゃ
ないかなと考えています。これが文化をキ
ーワードとした地域経済活性化の話です。

もう一つの「社会力」の話をしたいと思
います。これも地域の活性化と結び付くの
ですが、経済とも関係が強いです。それと、
岸和田には、ある意味ピッタリな話です。
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それを説明します。
そこに、
「ソーシャル・キャピタル」によ
る地域活性化と書いてあります。ソーシャ
ル・キャピタルは英語で、日本語に直訳す
ると「社会資本」です。一般的に、社会資
本という言葉は、水道や、道路や、電力と
かを指すものとして使われています。厳密
に言うと、それらは｢社会間接資本｣と呼ば
れます。英語では、
「ソーシャル・オーバー
ヘッド・キャピタル」です。それは経済活
動を支援する物的な施設を意味します。ハ
ードな社会資本と書いていますが、それと
別のものです。ここでいうソーシャル・キ
ャピタルはソフトな社会的資本で、
「社会関
係資本」と呼ばれます。何かと言うと、人
間関係、グループの間の信頼、規範ネット
ワークといったものです。もう少し説明さ
せていただきます。ソーシャル・キャピタ
ルはどこで注目されてきたかというと、そ
れはアメリカです。アメリカの大都市は、
かつては経済的に豊かでした。都市の中心
部は最も発展していたエリアですが、1970
年代から、または 1980 年代から、そこは
空洞化してきました。人々は郊外に移って
いきました。産業も郊外に移っていきまし
た。住みにくいまちになってしまって、都
市中心部が空洞化し、衰退してきました。
その理由はいろいろあるのですが、注目さ
れた一つがこのソーシャル・キャピタルで
す。何かというと、人間関係が非常に希薄
になったということです。
「砂漠のような東
京で」という歌詞がありますが、この問題
について、ロバート・パットナムという人
が 2000 年に書いた『孤独なボウリング』
という本があります。孤独、一人ぼっちで
するボウリング。電話帳みたいに分厚い本
ですが、アメリカの都市の空洞化を人間関
係から分析しています。人間関係が希薄で、
衰退しているエリアで、若者が一人でボウ
リングしている。ボウリング場に行くのだ

けれども、どのレーンにも人はいるのだけ
れども、みんな一人でボウリングしている。
私たちの感覚からすると、ボウリングを一
人でするなんて面白くないです。人間関係
が希薄になったことを象徴的に表していま
すが、それがアメリカの都市の衰退を招い
た理由の一つだということを書いています。
逆に、イタリアの北部のような地方では、
昔からの独自の産業が今も残っているエリ
アがあるわけですね。イタリアのファッシ
ョン産業、鞄や靴などの皮革産業は世界的
な競争力があります。そういう地域をみれ
ば、人間関係は強いです。一人でボウリン
グをするようなアメリカの地域とは、まっ
たく逆の状態です。
ソーシャル・キャピタルは、どんなもの
から構成されているのでしょうか。人間関
係という言葉を使いましたが、まずネット
ワークです。人と人との関係、組織と組織
の関係です。次に、行動規範。道徳的な規
範と考えてもらったらいいのですが、行動
規範に対する共通認識があって、それを大
切にすることです。それから、社会的規範、
コミュニティの共通の価値観です。そして、
メンバー間の信頼。それらが重要な構成要
素です。今、日本で問題になっている、一
昔前であったら考えられないような反社会
的行動を平気でしてしまうという問題とも
関係してきますね。ネットワーク、行動規
範、社会的な規範、構成メンバーの間の信
頼。この信頼が最も重要です。ソーシャル・
キャピタルの構成要素は、物ではなくて人
間関係です。あるいは、組織と組織との関
係です。その結び付きの強さが問題です。
ソーシャル・キャピタルに関しては、世
界中で研究が行なわれています。例えば、
日本の代表的な研究者は稲葉陽二さんです。
稲葉さんも『ソーシャル・キャピタル』と
いう本を去年書いています。それをみます
と、例えば、企業内の人間関係が強ければ、
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言い換えると、組織内にソーシャル・キャ
ピタルが存在し、それが強いほど生産性が
向上することが、実証的に分析されていま
す。日産自動車や、三菱自動車、島津製作
所を事例として分析していますが、これら
の企業は、独特のソーシャル・キャピタル
が存在します。それには会社に対する愛情、
忠誠心みたいなものも含まれますが、社員
同士の結びつきが強く、同じ規模の他の会
社に比べたら、一人当たりの生産性が高い
と分析されています。企業だけではなく、
地域についても、同様の実証的な研究が行
なわれています。企業と同じで、地域にお
ける人々の信頼、ネットワークが強いほど、
言い換えると、ソーシャル・キャピタルが
強ければ強いほど、地域の経済的、社会的
発展と結び付くことが実証的に分析されて
います。例えば、愛知県に関する実証研究
でいくと、そのソーシャル・キャピタル、
これは地域の住民間の一般的な信頼関係の
ことですが、それが強い地域ほど住民の健
康度、精神的な面も含めてですが、それが
高いという相関関係が存在します。アメリ
カの事例では、集団に所属することの効果、
それは企業でもいいし、地域コミュニティ
の集団でもいいのですが、その効果にどん
なものがあるかといいますと、まず、コミ
ュニティの結束が強ければ強いほど、金銭、
病人の介護、人や物の移動などに対する社
会的な支援が容易になることです。それか
ら、健康上の規範が強化されます。また、
質の高い医療サービスが確保しやすくなる
ことが実証的に分析されています。逆に、
ソーシャル・キャピタルが希薄で、人々の
結びつきが弱い地域では、言い換えると、
孤立度が高まると、喫煙、飲酒、過食に陥
りやすいという例があります。また、ソー
シャル・キャピタルの存在は、体の免疫力
を高め、ストレスを緩和させるという研究
結果もあります。

つまり、人々の結び付きが非常に大切だ
ということです。ソーシャル・キャピタル
の社会への影響については、経済的影響、
健康への影響、教育との関係、所得や資産
の格差との関係について研究結果が出てい
るのです。
まず、経済的な影響については、反社会
的活動への対応コストが減ります。人々は
規範を重んじる行動をしますから、反社会
的な人を捕らえたり、更生させたりするコ
ストが減ります。その分を他の経済活動に
回すことができるので、投資の増加や生産
性の上昇に結び付きます。それから、企業
や政府、地域のガバナンスが向上していく
という影響もあります。また、摩擦的失業
も減ります。健康への影響については、ソ
ーシャル・キャピタルが充実している地域
は、死亡率が低く、健康状態も良いことが
実証的に証明されています。教育との関係
については、ソーシャル・キャピタルの充
実している地域は高校退学率が低いです。
地域の人たちとの信頼関係が学業成績を上
昇させることが証明されています。それか
ら、人間関係が密である地域では、所得分
布がより平等で、それによってお互いの信
頼感が増し、それが投資を増加させ、経済
成長をもたらす効果もあると言われていま
す。これらのことから、ソーシャル・キャ
ピタルをキーワードにして地域活性化を図
ることは、経済にも貢献すると言えます。
次に、ソーシャル・キャピタルをキーワ
ードにした地域活性化はどうすればいいの
でしょうか。人間関係が希薄な地域、一人
でボウリングする人がたくさんいる地域で
あれば、まずソーシャル・キャピタルの育
成を図るという戦略が必要です。これは人
間関係ですから、一から仲良くやりましょ
うとか、信頼関係をもちましょうと言って
も、すぐにできるようなものではありませ
ん。長期的に考える必要があります。

では、岸和田はどうでしょうか。実は、
岸和田には既に強固なソーシャル・キャピ
タルが存在しています。それは祭礼組織で
す。祭の青年団や、若頭や、年番などの組
織です。
「祭が好きやから、そういうこと言
うんやろ。」と言われるかもしれません。し
かし、先ほど名前を挙げました、この研究
の第一人者である、日本大学の稲葉陽二さ
んに、岸和田の祭礼組織の話をすると、関
心を示されて、
「話を聞く限りでは、ソーシ
ャル・キャピタルであることに間違いない。
岸和田祭を一度見たい。」と言われたので、
この前の祭に来てもらいました。
「僕は祭好
きで、ずっと祭に参加しますから、知り合
いの方が来られても対応が冷たいですよ。
それでも良かったら来て下さい。」と言いま
した。稲葉先生は、
「私は一人でも、徹底的
に調べます。」と言われて、9 月の祭の２日
間、旧市内や春木をいろいろと回って調べ
られたようです。祭の当日は、結局 1 度だ
け偶然お目にかかりましたが、その後、
「ど
うですか？」と尋ねてみましたら、
「見事に
機能しているソーシャル・キャピタルで
す。」という話でした。祭のための組織が、
岸和田のいろいろな社会活動の基盤になっ
ていることです。もちろん良い面も悪い面
もあるでしょうが、ここまで機能している
ソーシャル・キャピタルは、先生が知って
いる限りでは、日本では他に見当たらない
という話しでした。来年もぜひ見たいと言
っています。第一人者が言っているのです
から間違いないと思います。僕が言ったら、
嘘だと言われるかもしれませんが。岸和田
の祭礼組織が、ソーシャル・キャピタルと
して機能することを研究している先生が他
にもいらっしゃいます。例えば芦田徹郎さ
ん。甲南女子大学の先生ですが、芦田先生
は社会学者の立場からソーシャル・キャピ
タルを研究されている方で、岸和田だんじ
り祭についても分析されています。それか
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ら、経済学者でも、先ほどの稲葉先生や、
私が日頃お世話になっている山田浩之先生
も、岸和田の祭礼組織はソーシャル・キャ
ピタルとして機能していると話しています。
ですから、祭礼組織をうまく利用しながら、
それを社会力の強化に結び付けます。それ
が初めに示しましたとおり、地域力の向上
に貢献するということを理解して頂けたら
と思います。

話しのまとめとして、岸和田の地域経済
の活性化、あるいは、もう少し広くとらえ
て、地域力を高める戦略として、２つのキ
ーワード、核があることを申し上げます。
一つは「文化」です。文化に関連する産
業を核にした地域活性化を図ることです。
そのやり方は、近隣地域とのネットワーク
化を図って、歴史的な資源や、だんじり祭
や、関西国際空港といった共通資源をうま
く利用して活性化を図るということです。
もちろん観光も含まれます。地域のブラン
ドを形成して、個性化を図っていくという
やり方です。
それからもう一つは、好き嫌いはともか
く、
「祭礼組織」という結び付きの強い組織
があるわけですから、それをうまく利用し
ながら、それを地域の活性化に結びつけて
いくことです。地域経済の活性化とも結び
付くという、実証的な研究成果もあるので
すから、それも考えていけば良いのではな
いでしょうか。

次に、補論と書いていますが、移動の問
題についてお話します。地域の活性化を図
る場合、人や物をスムースに移動させるこ
とができるかどうかは重要です。スムース
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な移動の確保は、地域の活性化、特に経済
的な活性化に結び付きます。人と物の流れ
をうまく確保していかなければならないと
いうことです。これは、たいへん難しいと
思います。なぜかと言うと、それは限られ
た地域だけで単独でできるものではありま
せん。移動は果てしなく続いていきます。
ですから、狭い地域において部分的にも考
えなければならないし、広く全体的にも考
えなければなりません。
一つは道路の整備です。どんなレベルの
地域でも、道路をうまく整備していくこと
が重要だと言われます。日本では、自動車
を中心とした輸送体系ができ上がっていま
すから、当然この道路整備は重要です。ま
た、住みやすいまちということから考える
とき、あるいは産業活動、経済活動のしや
すいまちであるかどうかを考えるとき、そ
の指標一つは道路です。
もう一つは公共交通のネットワークです。
公共交通は、電車やバスなど、みんなで使
うものですが、それがどの程度整備されて
いるかです。南海電車とかＪＲ阪和線は都
市間鉄道ですから、岸和田市だけの問題で
はありません。岸和田市に関係するところ
では、例えば、道路との交差状態を改良す
る、具体的には踏み切りを立体交差にする
と道路の渋滞が緩和されるとか、駅を人が
スムースに乗り降りできるように整備する
とか、そのような問題になると思います。
しかし、それは岸和田市が単独で解決でき
る問題ではありません。
もう少し考えると、限られたエリアの中
で利用が完結するような公共交通ネットワ
ークができるかどうかです。規模の大きい
まち、例えば、大阪市とか、京都市のよう
な大都市でしたら、地域内で完結するよう
な公共交通ネットワークをつくることは可
能であるかもしれません。例えば、地下鉄
はその代表例ですし、新しいタイプの路面

電車、堺にはその計画がありますが、それ
をつくるとか、バスのネットワークを充実
させるとかです。岸和田市では、都市の規
模からいうと、地下鉄や新しいライトレー
ル・トランジットは無理と誰もが思うこと
です。バスのネットワークをどのようにう
まく作っていくかを、岸和田市内もバスが
走っていますが、そのネットワークで果た
して良いのかどうかを考えるのが現実的で
す。
ここに一つの研究があります。この図は、
都市交通手段の適応範囲ということで、都
市交通研究会の『これからの都市交通』と
いう本に出ている図を少しアレンジして載
せたものです。横軸は移動距離を示します。
単位は㎞です。縦軸は輸送密度を示します。
1 日の片道 1 ㎞あたり何人を輸送するかを
表わします。図の下の方は、その交通手段
を使う人の数が少なく、上に行くほど増え
ていきます。言い換えると、都市の規模が
大きくなります。また、図の右の方にいく
ほど移動距離は長くなります。普通の人は
どんな交通手段を使うかというと、1 ㎞ぐ
らいまでの移動距離でしたら、大都市であ
っても、小さいまちであっても、人は歩き
ます。特に急がない場合は歩きます。移動
距離がもう少し長くなって、2 ㎞ぐらいま
ででしたら、比較的小さなまちでは自転車
を使う人が多いです。それよりも大きい規
模のまちでしたら、使いやすいバスが存在
すれば、バスを使います。それよりも大き
い規模のまちになると、モノレールや新し
いタイプの路面電車があれば、それを使い
ます。それよりも大きいまちになりますと、
大阪や東京ですが、民鉄や地下鉄のような
都市高速鉄道を人は使います。移動距離が
長くなると、小さなまちの場合は、タクシ
ーや自家用車を使う人が多いです。公共交
通がないからです。または、使いにくいか
らです。赤で囲んでいる部分は公共交通で、
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あとはぜんぶ自家用交通です。自分の自転
車、自分の車、タクシーも個人的に使いま
すから、プライベートな交通手段になりま
す。徒歩は、自分の足による移動ですから、
公共交通ではありません。
岸和田市は、この図ではどのあたりにな
るでしょうか。輸送密度については、岸和
田市もいろいろな地域がありますが、図の
上の方でないと思います。輸送密度 2,000
人/㎞/片道・日から 4,000 人/㎞/片道・日
のあたりだと思います。また、それから移
動距離は海の方から山の方まで移動しても
最大 10 ㎞ぐらいです。現実に、岸和田市
内で日常的に移動する距離は、長くても５
㎞ぐらいですね。そうすると、輸送密度と
移動距離を組み合わせると、バスのエリア
に入ります。
岸和田には巡回バスが走っていますが、
いつも空いているなという感じがします。
このバスネットワークは、財政的なものと
かコストを別にすると、もう少し何とかな
らないかなと思います。赤字を考えると難
しいし、もうからないとは思うのですが、
福祉的な意味も込めるのなら、バスのネッ
トワークをもう一度考えてみても良いので
はと思います。時代が違いますが、私が小
さいころは、紀州街道にバスが走っていま
した。岸和田駅からも、浜校区の疎開道を
通って貝塚まで行くバスとか、紀州街道を
通って春木から泉大津まで行くバスがあり
ました。今は、走らせても乗る人がいない
だろう、もうからないだろうという観点か
ら、そのようなバス路線が廃止されていき
ます。それは、輸送サービスを提供するバ
ス事業者としては、当然の判断だと思いま
す。しかし、公共交通を必要とする人が多
いならば、岸和田市の場合は、小さいバス
を使いながら、ネットワークとダイヤをも
う少しきめ細かく、うまく構成すれば良い
のではと思います。

どんな経験からこれを話しているのかと
言いますと、以前、アメリカやヨーロッパ、
東南アジアの都市交通を調査する機会があ
りました。人口でいうと岸和田市ぐらいの
都市をいくつか見ました。バスのネットワ
ークをうまく使っています。ヨーロッパの
地方都市では、自動車交通はこの辺ほどに
は発達していません。つまり、自家用車を
みんなが乗り回しているわけではないけれ
ども、バスをうまく使っています。それは
お年寄りや子どもはもちろん、日本であれ
ばいつも自家用車に乗るような年代の人で
もそうです。これを考えることが重要だと
思います。公共交通によって人のスムース
な移動を確保できたら、それは経済活動と
も結び付いて、地域の発展に貢献するので
はないかという考えです。この話は、都市
計画とも関係があります。むしろそちらと
の関係が強いかもしれません。
今日、言いたかったのは、岸和田の経済
活性化を考えると、何かの核が必要だとい
うこと。その核となるのが、文化と、ソー
シャル・キャピタルすなわち祭礼組織です。
文化と、ソーシャル・キャピタルすなわち
祭礼組織をキーワードにした地域経済活性
化を図れば、可能性が広がるのではないで
しょうかというのが、私の提案です。
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◆◆

略歴

◆◆

1960 年広島県生まれ、岡山県育ち。大阪市立大学大学院経済学研究科で学び、その後、高知短期大
学助教授、高知大学教授を経て、2006 年から現職。大学院では国際課税を研究していたが、高知に
赴任後、財政学をベースとした地域経済・地方財政の研究に取り組む。近年では、地方税財政改革、
地方交付税と自治体財政の実態分析、小規模自治体の自律計画、中山間地域の狭域自治などを主なテ
ーマとして活躍。主な著書に『検証「三位一体改革」
：自治体から問う地方財政改革』
『
「構造改革」と
自治体再編』
（共著）などがある。

住民のみなさんは、様々な要求をすると、
そういう要求を受け止めて、それで企画財
政部門で何とかやりくりをするということ
でした。ところが、それがどうも行き詰ま
ってきているわけです。つまり、この岸和
田市だけじゃなくて、どこの自治体も、い
ろいろな要望を受けながら、何とかやりく
りしながらやっていくのですが、そのやり
くりをするときに、絞りに絞って限界に達
しつつあるということがあるわけです。で
は、それをどう突破したらいいだろうかと
いうことですが、それは、おそらく、企画
財政といいますか、そういう狭い財政運営
の枠組みを、住民のみなさんが全部分かっ
た上で、「こんなことがあるのではないか」
という、新しい枠組みをいろいろと考えて
いただくと突破口が開けてくるだろうと私
は考えています。財政について勉強するの
は、最近ブームになっています。例えば、
住民の方々がグループをつくって、自分た
ちのまちの財布がどうなっているかを勉強

ご紹介いただきました平岡です。こちら
のスライドを映しながら、お話を進めさせ
ていただこうと思っておりますので、よろ
しくお願いします。
財政の問題というと、非常に小難しいと
いうか、わからないことがたくさん出てき
ます。それだけでだいたい嫌になるという
ことが非常に多いわけですが、ただ、財政
の問題というのは、ますます住民の方々が
しっかり知らないと、その自治体の行方は
結構大変なことになるという時代になって
いると思います。
今までは、企画財政部門や、あるいは市
町村長に任せておけば何とかなってきたと
いうことがあるかもしれません。中には、
とんでもない財政運営をするという事もあ
りますが、大方何とかなってきたと思いま
す。
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しようというグループが全国各地でできて
います。例えば、関東の方で、いろんな大
学の学生が、知り合い同士集まって、
「自分
たちのまちの財政は大丈夫か？」というこ
とを勉強してみようと、たまたま始めたの
です。そこで一生懸命勉強しはじめて、そ
の市の財政を分析し、そして提言をまとめ
たものを市の方に持っていって発表したら、
大変喜ばれたというようなことがあります。
このようなことが結構隠れたブームになっ
ているということです。最初はチンプンカ
ンプンなところからはじめて、最後は立派
な報告書をつくるという、そういうところ
まで進んでいることが結構あります。財政
について学習をして参加するということは
民主主義の基本ですので、ぜひ今日の話を
通じて皆さん方にお願いしたいと考えてい
ます。

前置きはそれぐらいにしまして、中身の
話に入っていきたいと思います。
財政ということを考えるときに、狭い財
政の話から考えると問題が見えづらくなり
ます。財政というのは目的ではなく手段で
す。何のための財政かというと、それは住
民の方々の幸せのためにあります。あるい
は人権を保障するためにあるといってもよ
いと思います。ですから、財政が健全であ
ればよいのですが、それは何のために健全
である必要があるのかというと、住民の幸
せのためです。ですから、そういう意味で
いうと、中長期的に健全化を図るというこ
とを考えればよいかもしれません。今、不
健全かもしれないが、中長期的には良くな
るという状況にあり、あまり急激に健全化
を図ると住民の生活が無茶苦茶になるとい
う場合、もう少し中長期的に健全化を図っ
た方がよいということもありえます。財政
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は目的じゃなく手段であるということを、
まず前提としておく必要があります。
私は岸和田の地域はほとんど知りません
し、行財政のデータを見せていただきまし
たが、まだ中身をよく分析していないので、
岸和田市のことを論じることはできないの
ですが、今、住民の生活条件が非常に悪化
しているということは、はっきりといろい
ろなデータで出ています。
「貧困」という言葉が、死語になってい
たのが復活して、今は「貧困論」のルネッ
サンスです。それで、学者もほんの一部の
学者を除いて、貧困の研究をしていなかっ
たのが、いまや貧困の研究をもう一回やろ
うということで、いろんな研究者が取り組
みはじめているという状況です。研究者は
後追いをするわけなので、実態はもっと深
く進行しています。それを学者はサボって
きたということがいえるわけですが、貧困
ともう一つは格差、この２つは非常に関連
があります。こういう状況が生まれていま
す。これについては長々としゃべる必要は
ありませんが、貨幣所得でみた所得格差が
ものすごく開いていますし、低所得の層と
非正規・派遣労働も非常に増えています。
ある工業団地の生産、売上高は以前と一緒
なのだけど、中身を見たら、かなりの部分
が、非正規、派遣に置き換わっていて、所
得が非常に減っています。所得が減ってい
くと住民税も減っていくということが見ら
れます。
年金も医療問題も非常に悲惨な状況です
し、所得だけではなくて、もう一つは地域
自体の崩壊現象が非常に広がっています。
これらについては、データを特に示しませ
んが、
「限界集落」という、その概念は大野
晃という農村社会学の先生が高知大学にお
られたときに提唱されたもので、私も「限
界集落」の調査をしたこともあるのですが、
これが今や全国に広がっています。そして、

「限界集落」という言葉は学問的な言葉だ
ったのですが、今、政策用語になっていて、
非常にメジャーになっています。
それから、地域間の格差はデータの上で
も今非常に拡大傾向にあることがはっきり
しています。地域間の所得格差も拡大傾向
が再び見られているという傾向があります
し、例えば、有効求人倍率をみても、経済
格差が非常に開いています。私の住んでい
た高知県などは、最も低い有効求人倍率の
県の一つです。それに対して関東や東海は、
サブプライムローンの問題が起こる前、ア
メリカ住宅バブル崩壊前は非常に好調でし
た。でも、今、様変わりしています。トヨ
タも大変な減収になっています。トヨタシ
ョックが起こっているのです。今、国際金
融危機が実体経済に大きい影響を与えてい
る状況になっていますが、住宅バブル崩壊
以前の段階でいうと、非常に格差がひらい
てきました。
例えば、関西地方はどこも財政危機だと
いう話になりますが、ところが、東海や関
東へいくと、全然違った世界があったので
す。三位一体改革で地方交付税が大幅に削
減されて、みんなが大変だと言っていると
き、関東、特に東京辺りでは、
「そんな問題
はすでに解決して全然問題がない」という
自治体も結構あります。ですから、財政危
機の問題も非常に地域的なアンバランスが
あります。大阪では、
「大阪の南部はどこも
大変だ」と言われますが、全国でみてみる
とそんなことはないのです。最も非常に厳
しい状況にあるのは、北海道、青森、そし
てこの大阪の南部辺りは非常に財政指標が
悪くなっています。それに反して、財政が
よいところも実はあります。
全体的に、自治体の機能低下というのが
非常に深刻になっており、自治体病院の問
題が大阪南部では非常に深刻化しています。
さらに全国的に生活保護の機能不全が非常
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に激しいという状況があります。

こういう住民生活の危機に対して、普通
であれば自治体の出番です。出番であるに
もかかわらず、財政的に対応ができないの
です。これだけいろんな問題が起こってい
るので、それを解決する公共機関、一番住
民に身近な市町村の出番であることは間違
いないのです。出番であるけれども、財政
破綻したらどうしようもないので、苦渋の
状況にあるということです。ですから、財
政の指標だけをみると、数字を健全にする
ということはできる話です。財政健全化法
の数字だけクリアしたとしても、住民の暮
らしを守れなくなれば、それは問題を解決
したことにならないわけです。要するに、
住民の暮らしをきちっと自治体が守れる、
それが大事であり、守れないことが今の地
方財政危機の本質的な問題だということで
す。
ただ、守る、守らないという受け手にな
っていてはいけません。やはり自治ですか
ら、住民の皆さんが自分たちで、自分たち
の生活を協力しながら守っていかなければ
なりません。もちろん、町内会やボランテ
ィア、ＮＰＯ、そういったところで助け合
って、自分たちで自分たちのことを守って
いくということが基本なのですが、現代の
地域での生活は、それだけでは成り立たち
ません。だから政府、一番身近な自治体が
必要なのです。ですから、自分たちの生活
を共同で守っていくための一番身近な公共
機関が市町村であるわけですから、そのあ
り方というものに対して、やはり考えてい
かなければなりません。これだけ財政が厳
しい状況について、どこまでしっかり捉え
ていくかということになるのだと思います。
私は、高知の方におりましたが、高知県

全体の人口を合わせても、80 万に満たない
ぐらいです。それで高知県や長野県の山村
などの小規模な自治体の調査をいろいろさ
せていただきましたが、小規模な自治体に
は非常に学ぶべき点が多いのです。
一つだけ言いますと、南信州で喬木村と
う 7 千人ぐらいの村があります。隣り合わ
せに 10 万人都市の飯田市があり、合併問
題が持ち上がったときに、この喬木村は財
政的に非常に数値が良かったのです。合併
しなければ財政が破綻するというようなこ
とではなかったのですが、三位一体改革で
地方交付税は大幅削減されます。そうする
と、当然、農村ですから、村税だけではや
っていけません。地方交付税の依存率は非
常に高いのです。地方交付税が大幅に削減
されてやっていけるのかということで、非
常に危機感があって、それで小規模な自治
体は合併に流れ込んだということもあった
わけですが、喬木村では、住民が学習をす
るという習慣が非常にあったのです。長野
県は公民館活動や、社会教育が非常に盛ん
な県ということで有名です。本日のような
学習会を頻繁に開いています。そういう住
民の中で、財政について自分たちで勉強を
して、それで削れるところは自分たちで削
る提案をして、自立してやっていけるよう
な、そういう財政について提案しようとい
うことで、住民が 50 人くらい集まって、
部会を開いています。福祉とか産業とか、
いろいろな部会を開いて、それで役場の各
課の課長さんを呼んで、予算をすべて説明
してもらって、一つ一つの予算を検討する
ということを延々とやっていきました。そ
れを 1 年半ぐらいかけてやって、その結果、
「こういう予算は削れる」ということを提
案するのです。
それはたぶん企画財政のプロからみると、
素人の提案だと思われるかもしれませんが、
もちろんそういう含みもあります。しかし、
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一つ一つの予算をちゃんとプロである各課
の担当課から説明をして、それを勉強して、
それなりに理解した上で、財政の改革を提
案するということを 7 千人の村で行ったと
いうことなのです。このようなことをした
結果、住民投票で合併をしないということ
に決めたのです。そして決めた以上、住民
参加で、更にその下地づくりをやっていく
ということで、また住民参加のいろんな委
員会などができて、取り組みを続けている
ということです。
ですから、小規模な自治体ほど、財政に
ついてきめ細かい住民説明会を含めて、相
当説明されています。さらに、自主的にそ
れを勉強するというグループができたりし
て、結構勉強しているということもあるわ
けです。もちろんそれは、非常に先進的な
事例で、小規模な自治体がすべて、そうい
うことやっているというわけではないです
が、そういう事例もあるということです。

もう一つは、地方財政危機の現状という
ことで、先ほどいったとおり、一般的には
過疎地域の方が非常に厳しい状況にあるこ
とは間違いありません。なぜなら、地方交
付税に依存する割合が高いからです。その
割合が高いほど地方交付税の削減の影響を
受けるわけです。市町村税で運営している
ところは、自分たちの税で運営しています
から、まだ国からの地方交付税の削減の影
響は、過疎地域よりは少ないということが
あります。ただ、過疎地域の場合は、自分
たちで何とかしようと、そういうことはか
なりやっています。大幅に苦しい状況にな
り、それで合併をしてしまって逃げたりす
る町村もたくさんあります。
しかし、大幅な地方交付税削減に対して、

歯を食いしばって頑張るという姿勢もあり
ます。そういうところは、どういうことを
やっているかというと、例えば、資材支給
事業です。これは山村の自治体がかなりや
っています。資材支給事業を一番徹底して
やった町村の一つに南信州の下條村という
村があります。この下條村の村長が、結構
有名になってしまいまして、ベストファー
ザー賞に選ばれたそうです。その下條村の
合計特殊出生率が 2 を超えて、子育て支援
の村ということでマスコミにもよく出た 4
千人強ぐらいの村です。
ここは、若者住宅をたくさん建てたので
す。しかも２ＬＤＫで 3 万 6 千円ぐらいの
非常に安い家賃なので、小さい子どもを持
つ若い家族がどんどん移り住んでいます。
面接をして、子どもがいたり、子どもをこ
れから生むというような、そういう人たち
を優先的に若者定住住宅に入居させます。
それで、子どもがたくさん生まれて、子ど
もを持つ若い親同士ですから、ネットワー
クやコミュニティが生まれて、非常に活性
化します。すると、保育園も部屋が足りな
いぐらいになるという、ちょっと山村とし
ては考えられない状況が生まれたわけです。
それは単純な仕組みです。非常に低家賃
で住宅が供給されて、しかも保育園や図書
館とか、いろいろな子育てを支援するそう
いう仕組みがちゃんとあり、医療費はもち
ろん中 3 まで無料です。それがなぜできた
のかというと、一つは資材支給事業という
ことで、例えば、災害などで少々の生活道
路や河川の護岸が崩れたとかいうときは、
生コンを支給すれば、集落の人たちが自分
たちで全部修理するのです。集落には、土
建屋さんで働いている技術を持った人たち
が必ずいます。そういう人たちを中心にボ
ランティアでみんな直してしまう。だいた
いの公共事業というのは、ほとんどが人件
費と設計費用です。設計もかなりコンサル
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に持っていかれるのです。ところが、資材
支給事業では公共工事の契約をしなくてよ
いですし、設計も簡易で済ますことができ
ます。そうすると人件費も浮きますし、材
料費だけですから 6 分の 1 ぐらいで済んだ
りするのです。もちろん、基幹道路はちゃ
んと公共事業として行ないます。そういう
ことがなぜできたかというと、災害で通れ
なくなった道路、資材を供給したら一夜で
直すことができたのです。ところが公共工
事でやると、1 週間くらい待って、それか
ら契約してとなるので、それだったら自分
たちで直して次の日から通れるようにした
方がよっぽどよいではないか、ということ
で、資材支給事業が各集落で行なわれ、凄
くコストが削減されたわけです。
それからもう一つは、公共下水道を拒否
したのです。もちろん都市部には公共下水
道は必要です。ところが、公共下水道がほ
とんど経営的に成り立たないような山村に
至るまで計画したのです。アメリカに対し
て公共事業の拡大を約束したということが
あったので、1990 年代にどんどん下水道
の計画を各都道府県で拡大していったので
す。ところが、山村にいけばいくほど、下
水道はものすごくお金が掛かり、さらに維
持・補修や更新もたいへんお金がかかるだ
ろうと思います。岸和田ぐらいの規模であ
れば、公共下水道は十分成り立つと思いま
すが、山村でそれをやると膨大なコストが
かかるのです。しかし、これは国や県から、
縦割り行政ですので、どうしても圧力がか
かるわけです。それを、拒否するのは並大
抵なことではないですが、
「合併処理浄化槽
ですべてやる」ということで、それを拒否
したのです。97％とか 100％近い普及率で
行うと、大変コストが低くて済むのです。
つまり、それぞれの地域にあった財政運営
が大事だということです。国から言われた
のではなく、自分たちでその地域を見なが

ら、社会資本の整備のあり方や、あるいは
サービスもそうですが、それを考えていく
ことによって、実はこれだけ地方交付税が
削減される中で十分やっていけるような仕
組みをつくることができたとこもあるわけ
です。
事例ばかり紹介しましたが、一般的には
過疎地域は非常に厳しい状況です。国のい
うとおり、90 年代の景気対策に付き合って
きて、道路をたくさんつくったり、いろい
ろ事業をやってきたところは、軒並み財政
が悪化をしてしまっています。下水道もつ
くり、ダイオキシン対策のために大型な焼
却場も広域でつくり、あるいは公園をつく
り、道路もいろいろつくるというようにで
す。90 年代、国が景気対策をどんどんやれ
というときに、都道府県にノルマが縦割り
で配分されていきます。そのノルマを達成
するために、今度は都道府県から市町村に
対して「やってくれ。借金をいくらしても
いいから、やってくれ」と持ちかけられて
いくなかで、借金が溜まりに溜まってきた
ということがあります。国にいわれたとお
り正直にやってきたところが、今「だまさ
れた。大変だ」となっているわけです。そ
れに対して、自立的に、
「自分たちで、自分
たちのまちに合ったことをやろう」という
こと考えて、自己決定したところは、合併
しなくても今でも頑張っているということ
です。この辺が、非常に過疎地域をみてい
ると分かれ目だということがよく分かりま
す。これは過疎地域だけではなくて、都市
でも言えることかもしれません。
もう一つは、公営企業、それから公社、
三セクなどの赤字問題を先送りしてきたと
ころと、ちゃんと取り組んできたところと、
今、それが顕在化しはじめているというこ
とがあります。今までの財政再建団体は、
今、財政再建団体は夕張市だけですが、そ
の財政再建団体は、基本的に病院や上下水
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といった公営企業会計などを除いて、ある
いは国民健康保険や介護保険とか、そうい
う会計を除いて基本的に税金で運営する会
計、これを普通会計というふうに統計上は
いうのですが、こういう一般会計プラスα
の部分で、決算が赤字になって、それがど
んどん膨らんだら財政再建団体になるとい
うことだったのです。ですから、いわゆる
赤字をその公営企業の方に押し付けておけ
ば、公営企業が赤字でも、本体が黒字だっ
たら、一応財政再建団体を免れるというこ
とができたわけです。さらには、いわゆる、
自治体の外郭団体、公社とか第三セクター
での借金や赤字問題というのは、一応外部
の団体ですから、とりあえず先送りしてお
いても今までの財政再建団体の法律には引
っかからなかったということがありました。
しかし、そういうものが顕在化してきてい
ます。問題を先送りしてきたことを、今、
どうするのかということになってきている
のです。
それから、道府県の財政も悪化しました。
これはもう言うまでもありませんが、決し
て大阪府だけではありません。他にも、も
っと大変なところがあります。道府県の財
政というのは結構大変で、人件費をはじめ
として、義務的経費といって、必ず支払わ
なければならない経費の割合が非常に高い
のです。何といっても学校の先生とか警察
官は、都道府県の職員ですから、知事部局
以上にそういう職員の人件費もありますの
で、合わすともともと非常に硬直化してお
ります。
ですから、たとえば 1 千億円の財源を何
とか確保するというのは、並大抵じゃない
というような状況があるわけです。

財政危機の原因は何かというと、どこで

もいわれていることですが、一番大きいの
は、国の経済対策に動員されて借金が溜ま
ったということです。今、相当借金が累積
して、ピークにまできています。また、こ
こからたくさん返していくという状況に、
どこもなっているわけで、借金を返さなけ
ればならないときに、三位一体改革などで
地方経費が大幅に削減されているというこ
とです。本当は国が面倒をみてくれるはず
だったのです。だから借金を返すときにな
れば国からの地方交付税が増えるのが筋な
のに、増えるはずの交付税が逆に減ってい
るということなのです。それが非常に大変
だということになっているわけです。それ
から、もう一つ重要なのは社会保障の抑制
策です。社会保障関係費を毎年毎年、年間
2.200 億円の抑制を図っている。これが非
常に効いているわけです。社会保障の抑制
策、特に、その中でも医療費抑制などは、
病院会計を直撃しているわけです。さらに
は、生活保護、介護保険、あるいは障害者
福祉など、何とか費用を押さえ込もうとい
うかたちで、厚生労働省がむりやり抑制に
かかっているものですから、もう現場でた
いへんなことになっています。こういうふ
うに、毎年毎年抑制をかけられて、今度世
界的な危機で国際協調しなければいけない
からといって、何か定額給付みたいなもの
をばらまくというのは、とんでもないこと
です。これをもう元に戻さないと、自治体
はやっていけないということです。所得だ
けではなく、自治体を中心とした現物のサ
ービスがないと私たちの生活は成り立たな
いので、所得を保証するということは極め
て重要ですが、それとともに現物のサービ
スというものを保証する。その大きな役割
を果たしているのは自治体です。そこのと
ころを間違えるととんでもないことになり
ます。その現物サービスを行なっている自
治体に対して、住民の皆さんも、
「自分たち

も苦しいのだから自治体も職員を削減し
ろ」と単純にいってしまうと、天に唾を吐
くようなことになる可能性があるのです。
もちろん削減すべきところもあるかもしれ
ませんが、その辺は、岸和田市役所も、よ
く実態をよく分析した上で、政策的に提案
をしていくということが非常に重要だと思
います。要求するということは、私は否定
するどころかもっとやるべきだと思います。
だから要求するだけではなくて、自治です
から、自分たちで、自分たちのことをちゃ
んと決めるのだという、そういう２つの視
点を持ってやっていくということが重要な
のです。ですから、三位一体の影響だけで
はなく、社会保障抑制の影響、特に病院会
計などは本当に深刻であるわけですし、そ
れからもう一つは地域経済の悪化です。大
阪では、守口市とか門真市、他のところも
そうですが、非常に深刻化しています。守
口市では国保財政の悪化というかたちで、
貧困問題が財政にも影響しているというこ
とになっています。私は、そういうことの
もろもろの根本には、
『小さすぎる福祉国家、
小さすぎる租税国家』というものが根源に
あるだろうと考えています。日本もかつて
は、ヨーロッパ並みの福祉国家を目指そう
という意識があったわけです。ところがそ
ういうことを目指す途中で、もうそれを止
めて、
「小さい政府」の方に舵をとったとい
うことです。
「小さすぎる租税国家」とは、国民経済
に占める税金の割合が極めて低い国です。
基本的な話ですので、これも皆さん方に考
えておいて欲しいのですが、私たちの生活
に必要なもののうち、共同で賄うべきもの
はいろいろあります。自己責任で賄うべき
ものを除いて、その他のすべてのものを、
税金を負担して政府にやってもらう。特に、
福祉や健康づくりなどの現物のサービスと
いうのは、ほとんどが基礎的自治体である
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市町村の役割なのです。そういったことを、
自治体でやってもらうのか、それをやって
もらわないということになると、自分で何
とかしなければならない。自己責任で社会
サービスを買うという話になります。自己
責任で社会サービスを買うということをし
ているのはアメリカです。お金を出せばい
くらでも高度医療も受けられるということ
です。そうではなく、税で基本的な社会サ
ービスを全部行っているのは、北欧の世界
ということになります。日本の場合はその
中間的です。保険制度を入れた介護保険は、
中途半端な感じです。税でするか、保険で
するか、あとは自己責任で自分でサービス
を買うかということです。必要なものを税
金で負担しなかったら、自分たちが自己責
任で負担するしかないので、それでやって
いける人と、やっていけない人との格差が
開くということです。
つい最近、京都大学で日本財政学会が開
かれました。そこでは、「社会保障と財政」
というテーマを扱ってシンポジウムを行な
いましたが、その中では、あまりにも大き
い格差拡大に対して、やはり政府が再分配
をしなければならない、格差是正をしなけ
ればならないという論調が非常に強烈にシ
ンポジストから出ました。福祉が小さすぎ
るので、これを増やさなければならないと
いう単純な論理ですが、増やすにはどうす
ればよいのかというと税金を上げなければ
なりません。どういう税を上げるかという
ことについては議論があるにしても、税を
上げなければならないというのは、ほとん
ど議論の余地がない話です。逆にいえば、
自己責任で格差拡大してもよいということ
でしたら、税を上げなくてもよいというこ
とです。
やはり、格差を何とかしたい、貧困を何
とかしたい、ということになると、これは
政府の役割ですから、福祉を大きくしたり、
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医療を大きくしたりしなければならない。
そうすると、当然「小さすぎる租税国家」
をほどほどにしなければならない。今、税
金は先進国で一番低い状況です。ですが、
これだけ格差と貧困が広がり、そこからみ
ると税金が高すぎる、保険料も高すぎると
いう状況になるのです。では、他の国はど
うかというと日本と比べて高い税負担を認
めています。日本でも、そこを突破しなけ
ればならないと思います。こういうことも
含めていろいろ考えていただくということ
が非常に大事です。しかし、現実には日本
の場合、中央集権的に行財政の仕組みがあ
り、岸和田市だけで「小さすぎる租税国家」
を転換して税金を上げるかというと、そう
簡単にはいかないのです。できる範囲もあ
るかもしれませんが、なかなかそう簡単に
いかないわけです。ですから、私のいった
話は、岸和田市単独ですべてできるという
ような簡単な話ではもちろんありません。
これは国全体の話として言っているわけで
す。
そこで、なぜ、
「小さすぎる租税国家」を
進めているのかというと、やっぱりアメリ
カ主導のグローバリズムにずっと日本が付
き合ってきたということです。いわゆる、
新自由主義です。規制はどんどん緩和して、
政府はどんどん小さくして、国も地方も小
さくしていって、民間の市場に依拠してグ
ローバル競争に勝っていこうという戦略で
す。そうすると、それが一方では格差と貧
困を非常に拡大するし、先ほどいったよう
に公共機関の出番であるにもかかわらず麻
痺を起こします。もう一方では、規制緩和
が実体経済とかけ離れたバブルをグローバ
ルに拡大してしまったということがあるわ
けです。
これはアメリカでも、金融・証券の垣根
を取り払うような規制緩和をしたことから、
銀行が投機ばかりするようになって、それ

が破綻したわけです。金融工学というのも、
いろんな金融商品を開発して、それを証券
化するとどんどん世界中に売れるので、そ
の値段を付けるために金融工学という、ほ
とんど数学のような学問が尊ばれて、数学
の世界ですから私もまったく専門外でさっ
ぱり分かりませんが、それがノーベル経済
学賞をもらったりしました。それで金融商
品の価格をつけて、格付けが行なわれる。
それが全然合ってなかったことが白日の下
になって、大暴落したという話です。グロ
ーバリズムの破綻を示しているわけです。
国の規模でいうと、国家があって、その
コントロールが今まではあったのですが、
それをどんどん取り払って、グローバルに
していくことになると、今度グローバルな
コントロールをだれがやるのか？ だれも
やらないということなのです。経済がグロ
ーバル化して世界が一つになる。では、そ
れをだれがコントロールするのか？ これ
が非常に問われてきているわけです。一方
では、国がどんどん規制やコントロールを
しなくなって、グローバリズムが暴走する。
それに対して、地域をどうやって守ってい
くのか、そこで地方分権が求められるとい
う議論もあります。ですから、自分たちで
自分たちのことを決められるように、そう
いう地方分権をもっと進めることによって
責任が生じます。自分たちのことを自分た
ちで本当に守らなければいけないというこ
とですね。そうすると、当然、財政につい
ても、自分たちでちゃんと把握して、財政
運営についてきちっと参画していかないと
いけないというわけです。大きな流れとし
ては、そういう世界になりつつあると思い
ます。
日本の場合は、まだまだ中央集権が非常
に強くて、よく国が号令して、定額給付金
をばらまいて、お気の毒ですが、市役所の
皆さん、自治体がやらなければならないこ
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とになっているみたいですが、依然として
そういう中央集権の世界です。そんなお金
があるのなら全部、地方交付税、一般財源
という自由に使える地方交付税でよこして、
市民みずからが、住民参加で決めればよい
と思います。その方がよっぽど公平なサー
ビスがきちっとできると思います。
次に、地方財政危機の要因としてあげら
れるのは、公共事業による 90 年代の景気
対策です。これもアメリカからいわれたも
のだということです。そこがポイントです。
ですからもっとはっきり、アメリカのせい
だということをいわなければいけないと思
います。

先ほどいったとおり、物価が上昇し、今、
景気が悪くなりましたから、再び原油価格
などは低下をしておりますが、構造的には、
食料、木材、エネルギーの危機という状況
は変わりません。つまり、景気が過熱すれ
ば、また高騰します。今、世界金融危機か
ら経済危機になって不況に突入しています
から、資材価格は低下しています。どちら
に転んでも大変だという状況になっている
わけです。それが市場公募債の発行にも影
響して、自治体の財政にも影響が出ていま
すし、もちろん税収にも影響が生じていま
す。どうも今年の税収も下方修正しなけれ
ばならないという状況になっています。来
年はもっと減るという状況になって、そう
いう点では税収の見積もりなど、たぶん、
財政の担当者は非常に大変だろうと思いま
す。
余談ですが、就職戦線もがらりと変わり
ました。今の４年生は、一応だいたい就職
が決まっていますので、セーフなのですが、
今の３年生もセーフかと思ったら、いきな
り大変な状況になっています。この３年生

と４年生とでは、がらりと変わって、かな
り天と地の違いがあるというのが今の状況
です。結局今まで構造改革、新自由主義を
続けてきて、今度は麻生さんになって、景
気対策、ケインズ主義をとるという、振り
子のように行ったり来たりしています。こ
んなやり方では、もうだめなのではないか
という気がします。
ちょっと心配なのは、今の自治体は、と
にかく雑巾を絞って、絞りきったような状
況であるにもかかわらず、さらに、職員の
削減が進んでいくような状況にあるわけで
す。国の方も集中改革プランということで、
職員を減らせといっているわけで、本当に
中央集権の極みです。ああいう計画で、全
部の自治体にやらせようというわけですか
ら。ところが、気がかりなのは、減税、あ
るいは景気対策です。給付金とかそういう
事務も含めて自治体を総動員していくわけ
ですから。人は減らせっていっておきなが
ら、今度は何かやれということで、もう大
変な状況です。そろそろこういうことを何
とかしなければならないのです。そのとき
に、道路特定財源の一般財源化が今、迷走
しています。定額給付金も迷走しています
が、道路特定財源は来年から一般財源化さ
れるのだそうです。一般財源化されるとい
うのはどういうことかというと、国の中で
一般財源化されるというだけで、地方にき
たときにどうなるかは分からないのです。
地方にきたときに一般財源化されてないと、
意味がないと思うのです。国の中で一般財
源化されましたが、その中で、結局、国土
交通省の予算の中から、道路関係の交付金
という、道路にだけ使って下さいというか
たちで、各地方自治体に交付されると、こ
れは特定財源、補助金です。交付金という
形態の補助金です。正確には特定補助金で
あり、結局、道路に使えというかたちにな
るのです。そういうかたちになるのか、そ
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れとも地方交付税を増やすのか。総務大臣
は一応、地方交付税については増やすとい
う主張をしているようです。これは天と地
の違いです。もし、地方交付税を本気で増
やすということになると、これは結構大き
い話になると思います。財源として自由に
使えるお金が増えるわけですから、別に道
路に使う必要はないのです。道路に使わな
い自治体がたくさん増えるかもしれないと
なると、国土交通省は嫌だというわけです。
しかし、自己決定させればよいのです。今、
そこのところが迷走しているのです。
ですから、もし地方交付税を増やさずに
景気対策だけをやれということでしたら、
ますます自治体財政は苦しくなり、いびつ
になっていくと思います。
『今はどうなるか
迷走して分からない状況にある』といえま
す。

ちょっと辛口に、
「財政健全化至上主義」、
と書きましたが、
『財政は手段であって目的
ではない』のです。それをはきちがえて、
財政健全化自体が自己目的になったら財政
健全化至上主義になってしまうということ
です。そうならないようにしなければなら
ない。財政健全化そのものは当然必要です
が、それが自己目的になりすぎると困ると
いうことです。
まず住民の生活を見ないで、借金を先送
りしてはいけないとか、これから一切借金
をしないという主張は財政健全化至上主義
です。あまり急激な健全化を図りすぎると、
大変なことになるということがあります。
そういう財政健全化至上主義者たちがよく
使うのは『第二の夕張』という誤った殺し
文句です。第二の夕張になるところは全国
のどこにありますか？私は第二の夕張など
というものはないと思います。夕張問題は

非常に特殊です。専門家はみんな分かって
います。分かっていますが、マスコミは第
二の夕張という言葉が好きですから、つい
つい使ってしまうのです。どんどんマスコ
ミがあおって使っていく。あるいは、財政
担当者もこの言葉を言うと、殺し文句にな
るわけですから、ついつい使ってしまう。
本当は違うということを分かっている人も
使っているということです。
夕張問題がなぜ特殊なのか。夕張市の標
準財政規模は 40 数億円です。岸和田市の
標準財政規模は 400 億くらいなので、夕張
市は 10 分の 1 の財政規模です。標準財政
規模は毎年毎年、きちんと入る税金や地方
交付税のことを大体意味します。補助金と
か借金は別にした財政規模、骨格の部分で
す。それに対して、財政再建団体になる基
準というのは、20％の赤字が出ることです。
標準財政規模が 40 億円とすれば 8 億円以
上の赤字決算になれば財政再建団体になり
ます。夕張の赤字はいくらかというと 353
億です。あり得ない数字です。標準財政規
模の 9 倍に近い数字です。そういうことが
なぜ起こったかというと、赤字隠しをして
きたからです。多少の赤字隠しは他の自治
体もやっていますが、こんな巨額な赤字隠
しは夕張しかありません。なぜそれができ
たのか。こんな巨額な赤字を隠しとおせる
わけがなく、とっくに分かっているはずな
のに、それを見過ごしてきているわけです。
これは国や道を含めて明らかです。そうい
う特殊な問題なのです。だから、夕張の場
合、自力で再建するということは難しいの
であって、353 億円の赤字を 18 年で全部
返すという不可能な計画を無理やり立てて、
大変なことになっているわけです。ですか
ら夕張でも、例えば 10 億ぐらいの赤字の
ときに財政再建団体になっていれば、こん
なに深刻なことにはならなかったのです。
夕張の前に財政再建団体になった福岡県の
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赤池町の場合、12 年の再建計画を、前倒し
で 10 年で再建したのです。今、いろんな
自治体で人件費を削ったりサービスを削っ
たりしているのと比べると、赤池町の場合
は、そういうことは遥かに限定的です。そ
れでもなぜ再建できたのかというと、７、8
年我慢をすれば、毎年毎年、税金だけでは
なくて国からの地方交付税がきますので、
それで赤字を解消できるわけです。ですか
ら、基本的に地方財政の仕組みというのは、
財政再建が可能な仕組みなのです。だから、
夕張のようなケースは、想定されていなか
ったのです。赤字隠しを見過ごして、国や
道が起債許可をずっと与えてきたのです。
2003 年に、
「郷愁の丘ミュージアム」をつ
くるための借金まで認めていたのです。で
すから、
「第二の夕張」と軽々しく言うべき
ではありません。
とはいっても、財政健全化というのは私
も本当に必要だと思っております。ただ何
を目的とした健全化なのかという問題があ
ります。財政健全化が必要だというときに、
一つのパターンは開発をどんどん進めたい
という自治体です。開発を進める理由は、
地域間競争に勝つということです。地域間
競争に勝つには、攻めていかなければなら
ない。つまり、人件費やサービスを削って、
負担を減らして、そうやって縮小して、守
りに入っていても地域間競争に勝てないの
ではないかという認識です。打って出るた
めにどうするのかというと、元になるお金
がいるのです。全部借金というわけにはい
かないですから、少しでも建設費用に使え
る一般財源を確保しないと打って出ること
ができないということです。もちろん打っ
て出ることは必要な場合もありますが、そ
ういうことをねらって、元金を捻出するた
めに財政健全化を行う場合もあるのです。
良い、悪いを別にして何のための財政の健
全化かという背景には、いろいろなケース

と狙いがあります。そういうことも含めて、
住民のみなさんに知っていただいて、いろ
いろ議論してほしいのです。
『ニュー・パブ
リック・マネジメント』の考え方にもとづ
いて、公共部門の役割を限定して民間でや
れることは全部民間でやればいいというこ
とで、どんどん進めている場合もあります。
もちろん私も、民営化自体をすべて否定す
るわけではありませんが、それはケースバ
イケースで、きっちり考えていく必要があ
ると思います。すべての民営化が賛成とか、
全部反対という極論はよくないと考えてい
ます。
それともう一つは、例えば、岸和田市の
財政健全化法に基づく健全化判断比率をみ
ると、一応、全部クリアしています。19 年
度は黒字決算ですし、連結でも黒字です。
しかし大変な状況があります。それは、長
期的にみて、実質収支、あるいは公営企業
も含めた全会計の連結実質収支を、今は何
とかやりくりして黒字にしているのだが、
それがずっと続くかどうか、ここが問題な
のです。そこをやはりきちっと検討する必
要があります。岸和田市の場合も 3 年とか
5 年とか、あるいはもっと長期的ないろん
な試算をされている。そういう点では、3
年くらいの試算しかやっていない自治体と
比べると遥かにしっかりした検討をされて
いると思います。ただ、その試算の前提条
件や中身も含めて住民のみなさんが全部知
って、検討をするのでないとダメです。前
提条件という意味はどういうことかという
と、京都市を例に挙げると、京都市も財政
非常事態になっていて、改革しないと大変
で、何もしなかったらこれだけ赤字が拡大
して 3 年後に財政再生団体になるというこ
とを公表したのです。それでマスコミも『大
変だったのか』と騒ぎたてるわけです。し
かしながら、試算の前提条件についての具
体的な中身はほとんど説明されていないの
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です。やはり、説明しないとダメです。こ
れぐらい説明しておけばいいだろうという
のではなく、全部説明しなければダメなの
です。全部説明すると何時間もかかるので、
徐々にやっていけばよいのですが、全部の
データをまず公表して、財政推計の前提か
ら何から、すべて公開しなければなりませ
ん。政令指定都市である京都市が、3 年く
らいの見通しで、しかも基礎データも不十
分にしか出さないという状況があるのです。

では、地方財政危機打開に何が必要かと
いうことですが、これ、なかなか難しい問
題です。今、自治体は非常に苦渋の選択を
しているのは確かですが、やはり住民の生
活を守るという視点に立たないとダメです。
そういう視点に立っても、住民のみなさん
が反対することはいわないということには
なりません。ですから、洗いざらい住民の
皆さんに行財政の中身を説明して勉強して
もらう。その上で、自分たちでもできると
いうところを、むしろ住民のみなさんが提
案してもらうというのは、一番よい方法だ
ろうと思います。そういうことも含めて住
民の生活を守るという視点に立ち切らなけ
ればならないと思います。しかしそれでも、
これだけ地方交付税の削減などがされてい
ると、限界があるのも事実です。例えば、
地方 6 団体は、地方交付税を元に戻せとい
うことを国に要求しています。地方 6 団体
がやることが全部よいかというと、なかな
かいろいろ一般から理解されないようなこ
ともあるかもしれませんが、しかし、非常
に重要なことも提起しています。しかしそ
れは国民的運動になっていないのです。地
方交付税を元に戻せというのは本当は国民
的に要求しなければならない問題です。皆
さん方が、例えば岸和田市の財政の勉強か

ら始めて、そういうことまで、是非、やっ
ていただきたいと思います。
かつて、1970 年代は財政危機が非常に深
刻でした。戦後の昭和の合併のころが、第
一の財政危機の時代で、それから石油ショ
ックのころの 1975 年辺りが第二の地方財
政危機の時代でした。そのころは住民の運
動も盛んで、住民の中で地方財政危機を打
開するために、いろんな運動が起こって、
住民運動が地方交付税などの改善を当時の
自治省に、提言・要求をしたということも
記録として残っています。つまり、地方財
政危機打開ということが、住民運動として
取り組まれたという歴史があるのです。そ
れくらいの取組をしないと、地方財政危機
は、根本的なところでは解決しないだろう
と考えています。

村の自治を奪うものです。全国町村会が最
近、市町村合併についての研究会の報告を
まとめて、全国町村会のホームページにア
ップしていますが、合併した自治体の前の
首長さんや職員の方々のいろんな証言がい
っぱい並んでいます。
「財政が苦しいので合
併しました」とか、
「国を挙げて市町村合併
を推進しているので、流れに逆らえないと
思っています」とか、大体そういう意見が
多いのです。合併したあとで非常に大変な
状況が起こっているわけです。合併しない
と大変ですが、合併してしかも周辺化され
ているところは非常に大変な問題が起こっ
ているわけです。要するに農山村の自治が、
消しゴムで消すようにつぶされていった。
苦渋の選択を首長さんや議会はしましたが、
それでも国には逆らえないと思ったのです。
自治を守るという点では逃げずに、本当は
もっと頑張るべきだと思います。今、町村
の数は 1,000 くらいです。市町村の数が
財政健全化法の話ですが、財政健全化法
1,780 くらいですから、市の数が合併で少
の細かい話をすると非常に難しい話になり
し増えたのです。ただ、町村は 1,000 くら
ますが、財政健全化法というのは、財政を
い残っています。これ以上、町村をなくす
健全化する法律だから、必要だという議論
ようなことを目指す道州制には、全国町村
もありますし、あるいは必要悪だというこ
会は反対するといっていました。国の地方
とをいっている人もいます。しかし、私は、
制度調査会でも、もう平成の大合併を打ち
かなり財政健全化法に対しては批判的な議
止めにしようではないかという議論が強く
論をしてきた一人です。つまり、法律だけ
出されております。ただ、残った１万人未
をみると、健全化をするという法律で、い
満の自治体は 470～480 あって、そうした
ろいろ早期にチェックできてよいではない
小規模自治体の権限を縮小して窓口業務＋
かということになるかもしれませんが、こ
αにしよういう議論があるわけです。こう
の間の流れでとらえなければならないとい
いう動きというのは、都市にとってみても
うことです。つまり、この間、何を地方財
非常に影響は大きいと思います。こういう
政に対して改革してきたかということです。 ことを進めていくということは、やはり道
地方交付税をどんどん削減してきて、さら
州制がかかわってきますので、そういう動
に市町村合併をかなり強引に推進してきて、 きもみておく必要があるということです。
さらに後期高齢者医療制度や地方税業務の
つまり国のかたちを変えてしまうという道
広域化、道州制の推進です。つまり地方自
州制というのは、私たち自身にとってどう
治を全部否定するような動きばかりなので
なのか？ということです。道州制導入に際
す。特に、市町村合併は、過疎地域や農山
して、自治体の数を 700 にするとか、1,000
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にするとか、そういう目標がでてくる。今、
市の数が 780 くらいなので、これを 1,000
にするということは、あとの町村を全部ま
とめて市にしてしまうということになって、
町村をなくすこということです。そんな道
州制というのはどういうものなのかという
話です。
それからもう一つは公共部門の民間化と
いうことです。この民間化というのは、べ
つに自己決定して決めればいいのに、いつ
までたっても中央集権の世界で、国が音頭
をとって、例え公立病院でも改革ガイドラ
インを決めて、それに基づいてやりなさい
というような公営企業の経営健全化の中で
民間化も促進していくということばかりが
行われています。もういい加減、自己決定
に委ねないとダメだと思います。そういう
流れの中の財政健全化法ですから、地方交
付税が更に削減されても耐えうるような財
政構造にすることをねらっているのです。
そのためには、財政収支を均衡化するとと
もに、将来負担についても、借金の残高を
減らしていきます。職員も減らす方が退職
金も減らせます。それから三セクなどのリ
スクのある債務をどんどん整理をしていき
ます。公営事業も独立採算制を強化して、
『基準以上の繰り出しはするな、独立採算
で公営企業などはやりなさい』ということ
なのです。
しかし、世界の流れからいうと、公営事
業は必ずしも独立採算ではないのです。例
えば、公共交通一つとってみても、諸外国
では税金が相当使われていて、それで成り
立っているという現実があるわけです。利
用者料金だけで独立採算でやるという、そ
れがほんとに主流なのかという話になりま
す。ましてや、京都議定書の目標がどんど
ん遠ざかっている。そういう状況の中で、
税金を使って公共交通機関をきちんと強化
することを、もっと大きな政策としてやら
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なければならないということがあるのです。
そういう公共政策からどんどん後退をして、
外部化して、市場に任せたり、独立採算に
任せたりするということになると、公共機
関・公共部門の政策の役割がどんどん減っ
ていくことが分かります。それで果たして、
地域を維持できるのか、あるいは地球環境
を含めて貢献できるのか、ということが問
われるわけです。ですから、財政健全化法
というのは、健全化を図るということでい
うと、もちろんメリットはありますが、大
きな流れでいうと、非常に弊害が大きいと
私はみています。

ただ、そうであっても、せっかく導入さ
れましたから、皆さん方にはぜひ、積極的
に財政健全化法を知っていただきたい。4
つの健全化判断比率と公営企業ごとの資金
不足比率が法定化され、毎年毎年公表され
ます。そこで、どうしてこういう数字にな
っているかです。数字を、結果だけを見て
「ああ、うちは大丈夫」といっていたら、
本当に何の意味もなく、弊害が大きいとい
うことです。むしろ、財政健全化法をきっ
かけに、
「この指標は、どういう計算で生ま
れて、今、財政がどういう状況になって、
このような指標になっているのかを、ぜひ
学習するような機会にしてほしい」と考え
ています。もちろん、いろいろ分かること
もあります。この健全化判断比率などをみ
ていくと、実質赤字比率、連結実質赤字比
率、実質公債費比率、将来負担比率の 4 つ
があります。それから各公営企業で資金不
足比率というのがあります。これはいきな
り見せられても、何か分からないというこ
ともあります。この辺は追々、一つ一つ勉
強していただければと思います。
実質赤字というのは、税金で運営する一

般会計でお金が足りなくなったということ
で、つまり収入と支出でいうと支出のほう
が多くて、決算をとってみたら赤字になっ
てお金が足りない。お金が足りないときは
どうするかというと、次の年の収入で何と
かまかなうということをするのです。それ
は自転車操業で、それがどんどん雪だるま
式にたまると大変なことなります。実質赤
字比率というのは、財政規模に占める実質
赤字の割合で、一定以上を超えるとイエロ
ーカード、レッドカードになるわけです。
財政再生基準というのは 20％であり、先ほ
ども言ったように標準財政規模が 400 億円
の場合、その 20％、80 億を超えるとアウ
トというわけです。
次に、連結という場合は、一般会計以外
のすべての会計全部を合わせるのです。全
部合わせるのですが、すべての会計の黒字
はプラスして、赤字の場合はマイナスして
いくということです。ただ、公営企業の場
合は、企業会計ですから会計の仕組みは違
います。ただ、企業会計でも現金や現金に
準じた流動資産が不足している場合、資金
不足というのです。現金等が不足している
場合、これは赤字とみなすということです
（流動負債―流動資産）。こうして全会計の
黒字・赤字を全部足し算して、これが一定
以上超えるとイエローカード・レッドカー
ドになります。30％を超えるとレッドカー
ドということですが、経過措置がちょっと
あります。私は、財政が成り立たなくなる
というのは実質赤字比率と連結実質赤字比
率の 2 つだろうと思います。ただ、連結実
質赤字比率の場合も、病院や下水道などの
企業会計は、かなり長期的にみなければな
りません。今、お金がなくても、長期的に
見るとペイする場合もあるのです。だから、
本当は単純に全部の会計の黒字・赤字を合
計すればよいというものではないのです。
実質赤字比率は絶対必要だと私は思います。
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これは従来の財政再建団体と同じで、今ま
での財政再建法では、普通会計だけでなく、
公営企業ごとに再建団体になれたのです。
会計のしくみが違いますから、それぞれの
企業会計ごとに分けた方がよく、そういう
点では前の制度の方が良かったのではない
かとも思うのです。しかし、今お金が足り
なければ赤字ということで全部の会計を合
わせて規制するという、それはそれで一つ
のあり方ではあります。
実質公債費比率は、借金を返す額が財政
規模に占める割合であり、それが一定以上
超えるとイエローカード、レッドカードと
なります。よく考えると、借金を返してい
るのは別に財政破綻でもなんでもないので
す。だからこれでレッドカードをもらった
ら、本当は困るので、これはおかしいので
す。
将来負担比率は、将来負担の額が分子で
す。その将来負担は、自治体の借金の現在
の残高、将来発生する退職金、それから公
社や第三セクターの借金の一部などです。
公社や第三セクターの借金は自治体の外部
にあるものですが、結局それが破綻すると
自治体が負わなければならない部分がある
ので、そのリスクに従って計算をして算入
します。このようにして将来負担比率を出
すのです。これはレッドカードがなくって
イエローカードだけです。この辺は簡単に
説明しただけでは分かりにくいので、今後
じっくり勉強する必要があるということで
す。

さて、健全化判断比率の 19 年度決算に基
づく速報値が、総務省から発表されていま
す。ただこれは、まだお試し期間でして、
今年度の決算から適応されますので、今年
はとりあえず計算しただけです。平成 20

年度決算の速報値が出るのが平成 21 年９
月ということなので、それでイエローカー
ド、レッドカードになれば財政健全化法に
基づいてやらなければならない義務が生じ
ます。レッドカードがあれば、国の管理下
に置かれるというのに等しい状況になりま
す。
夕張は今、財政再建団体ですが、この新
しい法律にも引っかかって、財政再生団体
となるのは確定的です。その他に、あと２
つの団体が 19 年度決算でいうとレッドカ
ードになっています。２つの団体というの
は長野県の王滝村と、北海道の赤平市です
が、まだ、レッドカードが決まったわけで
はないのです。今年の決算でクリアすれば
レッドカードでなくなるということですの
で、これも今年は何とかクリアするという
ことを目指していますので、もし、そうな
ると夕張市だけということになるかもしれ
ません。イエローカードを超えたのは今の
ところ 43 自治体ということになっていま
す。このイエローカードも、今年度は逃れ
るために各自治体が必死に努力しています
ので、43 自治体よりもだいぶん減るかもし
れないという状況です。朝日新聞などが取
材をして、イエローカードを逃れる努力を
しているところが多いと報道されています。
速報値の特徴をみると、一番深刻な赤字、
つまり実質赤字比率がイエローカード以上
なのが２団体あります。連結実質赤字比率
の場合は 11 団体がイエローカード以上に
なっています。北海道・青森・大阪・和歌
山に集中しているということです。
北海道、青森、大阪あたりが非常に厳し
いということになっています。特に北海道
では旧産炭地です。所得水準はかなり低い
地域であり、貧困問題も抱えております。
それから大阪でも、貧困問題を非常に抱え
ているところは、財政が悪化しているとい
う特徴があります。
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もう一つは、ご存知のように関空関連の
事業あるいは観光開発を進めた自治体です。
青森でも観光開発の過剰投資が原因になっ
ているところもあります。それから、多く
のところで病院の資金不足を抱えている団
体がかなり多いということが、この速報か
らも浮かびあがっています。公営企業にお
いて、資金不足比率が基準を超えている事
業会計、つまりお金が足りないので一時借
り入れ、金融機関から借入金して何とか回
しているという、そういう自転車操業で回
しているという事業が 156 ありますが、そ
の中で一番多いのが病院の会計です。お金
が足りない、キャッシュがないのでお金を
借りて何とか回しているという、資金不足
比率がイエローカード以上の病院が 53 以
上あるのですが、損益計算で赤字になって
いる病院はもっとあるということです。あ
と資金不足が多いのは、宅地造成事業や観
光、交通、下水道といったところです。そ
の中身をみると北海道・東北・近畿あたり
が圧倒的に多いという状況になっています。
今、国が何をいっているかというと、資
金不足に陥っている公営企業は独立採算性
を強化して、あるいは経営形態の見直しを
して、自治体の会計から切り離して民営化、
あるいは独立行政法人化を進める。そうい
うことをしていけば、自治体の本体の会計
から外に出ますから、指標が綺麗になりま
す。結局、そういうことが促進されるとき
の問題点は、住民のチェックが弱くなり、
住民意志から遠くなってしまうということ
です。要するに、自治体の一般会計ですら
住民の方々がよく実態を知らされない状況
なので、公営企業会計になると、ますます
遠くなっているのは事実です。しかし、自
治体の会計であれば、当然、その会計につ
いて知る権利がありますし、それを勉強し
ていくことはできるはずです。それが、民
営化されたり外に出ていったりすると、元

から分からないけど、ますます分からなく
なってきます。そういうことになる前に、
しっかり公営企業の会計も含めて学習をし
て参画していくことが必要だろうと考えて
います。
それから、実質公債費比率は、財政の規
模に占める借金の返済額の比率ですが、そ
れがイエローカード以上の団体が 33、ほと
んど過疎地域です。つまり、農山村の場合
は、財政規模は小さいけれども非常に面積
が広い。そうすると、どうしても財政規模
が小さい割にはいろんな事業をしなければ
なりません。福祉施設も道路も必要ですし、
そうするとどうしても財政規模に占める借
金の額が多くなり、返済額も多くなってし
まうのです。ですから、こういう小規模な
過疎地域の自治体で、実質公債費比率が悪
化すると非常に厳しいことに、イエローカ
ード・レッドカードになるということなの
です。そういう意味では、決算上の赤字で
もないのにレッドカードまで設定するとい
うのは、行き過ぎだと考えます。都市部で
は、岸和田市もそうですが、都市計画税が
あります。その都市計画税が借金の返済に
使われているのです。ただ、区画整理事業
など都市計画事業に使われている分は除い
て、あとは借金の返済に使っているのです。
その借金の返済に使われている分は、この
数字から除かれますので、都市計画税を導
入している都市部の自治体は、わりと数値
が低くなります。ですから、岸和田市も、
19 年度決算になると計算方法が変わって、
都市計画税を差し引くことができますので、
実質公債比率が確かに数％下がっていたと
いうことです。それに対して、過疎地域は
都市計画税がありませんから、非常に厳し
い状況になっています。
今のレッドカードの話ですが、暫定的に
19 年度決算ではレッドカードになってい
る赤平市と、王滝村について、私もケース
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スタディを現地でしてきましたので、その
お話をしようかなと思ったのですが、時間
がきてしまいましたので、興味がある方は、
本にも書いていますのでご覧ください。

ここから少し守口市のお話をします。守
口市の場合は、非常に貧困化が進んでいる
ことが背景にあるのと、国保関係の赤字に
対して一般会計から繰入れをしてこなかっ
たものですから、国保会計の赤字がたまり
にたまっています。よい悪いは別にして、
繰入れをしてこなかったため、37 億円の赤
字ということになっています。連結すると
大変な状況に今なっているということです。
同じような問題を抱えている門真市の場合
には、一般会計から繰り入れをしているこ
とがあって、守口市ほど悪化していないと
いうことです。守口市が国保会計の赤字問
題を先送りしてきたということを批判する
のは簡単ですが、そのベースには貧困問題
があるのであって、根本的な問題にメスを
入れないと解決しないということを考える
と、こういう財政悪化というのは、それぞ
れの自治体だけの責任かということです。
王滝村とか赤平市もそれぞれの事情があり
ます。そこを考えると、確実に数字が一定
基準を超えたからアウトだということで済
まされない問題です。その背景には、赤平
市の病院の場合も、国の医療政策の失敗の
問題が非常に大きい。これは大阪南部の自
治体病院の赤字問題も全部そうです。もち
ろん、自己責任の部分もあります。つまり、
病院自体の改革を、きちっとしてこなかっ
たからです。これもケースバイケースでみ
る必要があります。しかし、それだけでは
ありません。国の失政の責任を、財政健全
化法を適応されて、住民が払わなければい
けないということもあるのです。では、貧

困問題の責任は、自治体の責任なのでしょ
うか。国の責任は、実は財政健全化法では
問われないのです。自治体の責任です。し
かも、指標は監査員が審査した上で議会へ
報告します。これは首長の責任で計算する
ことになっています。「自治体の責任です。
指標は全部住民から選ばれた議会に報告し
ています。もし計算が間違っていたら監査
委員が審査しているのだから監査委員にも
責任があります」ということです。夕張問
題で、国の責任がいろいろといわれました
が、今度の財政健全化法では、
「すべて自治
体、住民の責任です」というのが、国の方
の言い分であることがはっきりしています。
数値が悪化した原因は国の政策にも非常に
大きくかかわるわけですが、そこは財政健
全化法では問われないわけです。数値だけ
が冷酷に適応されるということです。
国の責任を単純にいうと、
「国策でどんど
ん借金をさせてきたのではないか。更に社
会保障の政策の失敗で財政悪化したところ
を、財政健全化法で厳しく規制するのか？」
という話です。ほとんど自作自演みたいな
ものでしょう。

ただ、借金を返さなければならないとか、
すでに過去の負の遺産というのがある場合
は、長期的に改革していくしかないと思い
ます。しかし、急激に改革すると、大変な
出血をしてしまうということがあり得ます
ので、注意をする必要があると思います。
そういうことを考えた上で、財政の指標が
悪化した場合、その歴史的、構造的要因を
しっかり把握するということが非常に重要
です。なぜそうなったのかということをし
っかりみておく必要があるということです。
もちろん、国の三位一体改革などの影響や
社会保障の抑制などの影響は大きいと思い
ます。しかし、それだけではなく、やはり
住民の生活実態から、足下からみていくと
いう視線が大事です。それから、自治体の
行財政運営の批判的な視線を持ちながら、
解明していくという必要があるということ
です。今、指標が悪くなっても、今後、悪
化するということはありえますので、しっ
かりみておく必要があります。

しかし、国の責任だけを言って済むこと
にはなりません。先ほどいったように、こ
ういう国の政策に翻弄された自治体がたく
さんありますが、実は、それに翻弄されず
に、自己決定を貫いてきている自治体もあ
ります。むしろ、そういう自治体は、苦し
い過疎の小規模の自治体の中で、独自の取
組をして、財政も維持しているという自治
体です。1 万人未満の自治体が、まだ四百
何十も残っている。その中には、非常にす
ばらしい取組をしている自治体も含まれて
いるということを、みておく必要がありま
す。

自治を巡る動きには、道州制の動きもあ
ります。それから、国土総合開発法が廃止
されて、国土形成計画法が制定されたこと
もあります。想定される道州の単位と同じ
ようなブロック単位で、広域地方計画づく
りが、今始まっています。そういう国土形
成のあり方を国の方が進めているというこ
ともあります。それから、来年度の地方財
政がどうなるかといいますと、夏の総務省
の概算要求の段階では、交付税を減らすと
いうことで概算要求しているという、とん
でもない状況があったのです。歳出・歳入
一体改革路線を夏の段階では、堅持すると
いうことであったのです。しかし、リーマ
ンショック以降、総合経済対策ということ
で、そこの中身は、先ほどいったように、
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これは非常に揺れていますのでどうなるか
が非常に大きな問題です。６月時点の骨太
方針では、成長戦略を非常に重視したとい
うことになっていたわけです。この６月ま
では、歳出・歳入改革で国も地方も通じて
どんどん削減していくことが既定路線であ
ったのです。夏からどう変わったのか？こ
れが迷走しています。ただ国土交通省など
は増額要求を出しています。総務省は、交
付税マイナス要求を出しているのです。も
しこのままいったら、公共事業をどんどん
やらされても、一般財源、自由に使えるお
金は減らされていますから、自治体は困っ
たことになります。そうならないかどうか
非常に危惧しております。総合経済対策と
いうと、実際、肝心なところがよく分から
ない。道路特定財源の一般財源化に際して、
地方交付税が１兆円増えるというのが一番
よいと思います。１兆円でもまだ少ないで
すが、１兆円でも元に戻すということがあ
れば一定の評価ができるということなので
す。そこが非常に大きな分かれ目であると
いうことです。
ただ、追加経済対策のところでは、3 年以
内で経済が好転して、そのあと消費税を含
む抜本税制改革をやるというのが方針です。
皆、それを非常に気にしているということ
です。

自治体財政運営において、
『維持可能な地
域』を、理念として明確にして、それをど
う具体化していくかということが大切だ、
ということです。総合計画の議論において
もそうです。環境の上でも、社会的にも、
文化的にも、経済的にも『維持可能な地域』
ということを、どうやって理念として具体
化していくかということです。そういうも
のを目標としながら、それを、実現するた
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めの手段としての自治体の財政計画を立て
ていくということです。そういう『維持可
能な地域』の理念を具体化するなかで、住
民の生活権を守るために、何を優先すべき
か、だと思います。もちろん、短期、中期、
長期と、いろいろ解明しなければならない
ことはあります。特に、その中でも社会資
本についてもハードから維持管理・ソフト
へ移っていすし、あるいは更新ということ
も考えなければなりません。維持更新を長
期的な視野で考えれば、どうすれば一番効
率的にお金をあまりかけずに、社会資本は
維持更新されていくかということが、今非
常に重視されてきています。
そこは、当然、岸和田市も含めて各自治
体が検討されていると思いますが、そうい
う議論に是非住民の方々も参加していただ
き、社会資本も含め、長期的な視野でどう
やって地域を維持していくかということが、
非常に大事だと思います。そういうことを
進めていく、一番の前提条件としては、徹
底した情報の共有化、そして学習と参画と
いうことを、どこまで本気でやれるかとい
うことです。
たいへん雑ぱくな話で恐縮ですが、時間
がだいぶ超過しましたので、これで私の話
を終わらせていただきたいと思います。ど
うもご清聴ありがとうございました。

◆◆

略歴

◆◆

1944 年神奈川県生まれ。1968 年東京大学大学院理学系研究科（天文学専攻）修了。理学修士。㈱ヘ
リオス社長などを経て、米軍住宅問題を契機に 1984 年から 8 年逗子市長。その後、島根大学法文学
部教授などを経て 1999 年から現職。逗子市長時代には、市民自治に基づく行政を積極的に推進。大
学では、地方自治論及び地域経営論の研究を進めるとともに、地方自治を提唱。フィールドワークと
して市民自治及び地域社会の発展に関する調査研究に取り組んでいる。主な著書に『グリーンデモク
ラシー』『地方政府・地方主権のすすめ』などがある。

です。2000 年の地方分権、とよく私たち
専門家は言いますが、今、国がいろんなこ
とを全部取仕切るという時代から、地方自
皆さま、こんばんは。ご紹介いただきま
治体が本当に自分たちの力で、頑張って地
した富野です。今日来るときに、みぞれっ
域づくりをしていくという時代になったに
ぽい雨が降っていましたが、「これは、11
もかかわらず、なかなかそういうことを実
月に雪が降るんじゃないかな。」と思うほど、 践できている自治体が少ないというのが現
京都は寒うございました。せっかく今、も
実です。その中で、地域の力を基礎にしな
みじがいいんですが、これでは観光に来ら
がら、行政と市民の皆さんが合い携えて、
れた方が風邪でもひかれるんじゃないかと
いろんなことを進められていくと、なかな
思った次第です。今日は皆さん、夜に集ま
か大変難しいこともやってらっしゃるとい
っていただきまして、ご苦労様です。私も
うのは、私は「素晴らしいなぁ。」と思って
いるんです。よく、
「市民の皆さんには、や
今ご紹介いただいたように、岸和田市さん
さしいことをやっていただいて、行政は難
とは本当に長いお付き合いで、いろんなこ
しいことをやればいいんだ。」というふうに
とでこのまちのことを見せていただいてお
言われる行政の方って多いんですね。でも、
りますが、今の日本の自治体の行き方の一
そうではないと思うんですね。いつも甘い
つの典型的な進め方をされてるなと思って
ものや軟らかいものばかり食べていると、
います。しかも、なかなか着実にいろんな
虫歯になったり、あごが弱くなったり、ひ
ことをやってらっしゃるなというのが、長
いては人格の形成にまで影響を与えるとい
いお付き合いの中で、私が描いている感触
うことがいわれています。こういう公共的
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な活動やまちづくりもそうであって、市民
の皆さんが真綿の布団にくるまっているよ
うな状態では、本当に強い地域、元気な地
域というのは生まれてこないわけです。そ
ういう意味で、岸和田市さんがやってらっ
しゃるような「難しいことも、一緒に、共
に頑張ってやっていこうよ。」ということは、
非常にいいことだと思いますし、それを一
種やり切られているということについては、
行政の皆さんの努力は大変なものだという
ことも思っています。もちろん、一緒に頑
張っていらっしゃる市民の皆さんは、ほん
とに素晴らしいなというふうに思っている
わけです。
私、自治基本条例の推進のためにお手伝
いさせていただいているんですが、その中
で総合計画をどうするんだ。あるいは、総
合計画とまちの憲法である自治基本条例、
どういうふうにつながっていったらいいん
だろうかということを、皆さんと一緒にず
いぶん議論させていただいたわけです。そ
れで今回、総合計画をつくることになった
とき、せっかく自治基本条例があるんだか
ら、きっちりと自治基本条例といい関係を
持った総合計画をつくっていくことが大切
ではないかと思うわけです。つまり、自治
基本条例という、市民の皆さんがまちづく
りをする際の大原則があるんですから、そ
の自治基本条例の趣旨に沿った総合計画を
つくっていくことがすごく大事だと思いま
す。実は、自治基本条例をつくった後で、
その自治基本条例を基本としながら、総合
計画を本当にまじめにつくっていこうとし
ておられるところは意外と少ないんです。
自治基本条例をつくったあとはお蔵入りと
いいますか、
「条例があるんで、それでいい
じゃないか。時々蔵から出して表示すれば
いいんだよ。」というところが多いんです。
常に自治基本条例との関係でいろんなこと
を進めていくというのが非常に重要なこと
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なんですね。岸和田市はそういう面で、全
国で最も進んだ地域であり、自治体である、
とそういうふうに考えていますので、この
総合計画をつくることについても、大変大
きな期待を持っているわけです。そういう
わけで、今までの総合計画のつくり方やあ
り方とは、違ったつくり方・考え方で、皆
で頑張っていかなければいけないと思いま
すし、日本で初めてそういったタイプの総
合計画に取り組むというような面もあるわ
けですから、こういった勉強会で皆さんと
共に考え、議論しながら進めていくという
ことは、なかなかきっちりと道理にあった
ことだと感じています。
そこで、今日の私の話ですが、いろんな
先生方がすでに大事なポイントについてお
話されていると思います。ですから、総合
計画づくりに当たって、全体的な総合計画
のあり方や、自治基本条例と総合計画の関
係をどうしたらいいのか、そして最後に、
そういう自治基本条例に基づいた総合計画
のつくり方について私たちが考えていかな
ければいけないことなどについて、少しお
さらいをさせていただき、皆さんがいろん
なお考えを整理する際の助けになればあり
がたいと思います。最初に、総合計画は世
界や国やこの地域の状況を踏まえて考えな
いといけないわけですよね。皆さんはそれ
ぞれ、世界のあり方、あるいは地域のあり
方についてご意見を持っていらっしゃると
思いますが、私の目から見て、地域づくり
や環境が今どういうふうに見えているのか、
どういうところにポイントがあるのか、と
いうことについて、少し私なりのまとめを
させていただくのが第 1 点です。次に、そ
ういったことを踏まえて、じゃあ総合計画
をつくるわけですが、そもそも総合計画と
は何だろう？これからはどういう総合計画
が必要なんだろう？という総合計画そのも
のについての論点の整理といいますか、そ

の仕組みをきっちりと理解していくという
ことが必要です。そういうことで、総合計
画とは何で、どういう役割を持っているの
かということについて、2 番目に少しまと
めておきたいと思います。その一方で、日
本のいくつかの自治体では、岸和田市もそ
うですが、自治基本条例を有効に使いたい
ということで頑張っていらっしゃるところ
があります。そういった自治体は、自治基
本条例とは、そもそもどういうものなんだ
ろうか。特に、岸和田市のように自治基本
条例にきっちりと取り組んでいる地域にと
って、自治基本条例はどういう意味を持っ
ているんだろうかということを、総合計画
とは少し離れたかたちで、憲法としての自
治基本条例について整理していきたいと思
います。そこを整理した上で、その 2 つの
関係について、どういう関係を考えていく
べきなのか？ということについてお話した
いと思います。実は、このことは、まだ学
会なんかでもあまり議論されていなくって、
正に、きちっと機能してないんですね。そ
ういう意味で、岸和田は先進的なわけです
が、それについて若干お話をしたいと思い
ます。以上のことを踏まえた上で、自治基
本条例を基本とした総合計画というものは、
じゃあどういうような役割を持ち、どうい
うような仕組みとして動かしていくんだろ
うということを最後にまとめていきたいと
思います。結構時間が長いと思いますので、
適宜、皆さんの顔色を見ながら、休憩をは
さまさしていただこうかと思っています。
でも、私、一回話始めると、なかなか止ま
らなくなってしまいますので、よろしくお
願いします。

21 世紀のまちづくりといっても、2000
年という年を境にガラっと世の中が変わっ
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てしまうわけではありません。でも、もう
21 世紀に入って約 10 年が経ちました。や
はり、2000 年の前の 10～20 年間と、2000
年になってからのこの 10 年間というのは、
ずい分違っているなと皆さんもお感じにな
っていらっしゃるんじゃないでしょうか？
これは、かなり大きな違いが出てると思い
ます。その辺りについて、21 世紀に入って
からの地域やまちづくりを巡る状況という
ものが、どう変わってきたんだろうかとい
うことについて、いくつかポイントをまと
めてみたいと思います。
人口減少時代に入った日本の地域社会
まず最初に、人口減少時代に入ったんで
すね。人口減少時代というのは、日本はほ
とんど経験したことありません。第 2 次世
界大戦で人口は激減しました。でもこれは、
通常の状態で減ったわけではないですよね。
しかし今、日本はこれからの 30、40 年は
確実に人口が減ることが決まっているんで
す。しかもこれは、戦争などの非常事態で
減るのではなく、日本の高度成長の結果、
豊かになって、その豊かな社会が生み出し
た一つの結果として人口が減ってしまうと
いうことですから、構造的な問題といわれ
ています。つまり、一人一人が努力すると
かしないとかということではなく、一つの
社会が生まれ、次の社会に転換するときに
出てくるいろんな問題として、これを理解
しなきゃいけないということなんです。だ
から、少子高齢化対策ということで、
「子ど
もがたくさん生まれるような環境をつくっ
ていかなきゃいけない。」という議論自体は
正しいんですが、実はそれだけでは済まな
いという要素もあるんですね。私、この 11
年間、ほとんど毎年、地域づくりの研究で
中国奥地の最貧地域へ行ってます。今年も
2 か月ちょっと行ってきたんですが、今、
中国は非常に激変しています。皆さんご承

知のとおり、中国は「一人っ子政策」とい
うのをやっています。
「一人っ子政策」とい
うのは、正確に言いますと、中国の中で一
番多い漢族といわれている人たちは、夫婦
で子どもを 1 人しか持ってはいけない、と
いう政策です。少数民族といわれてる人た
ちは 2 人まで、あるいはときとして 3 人ま
で子どもを持てるということで、少数民族
を優遇する対応をしています。これで「強
制的に人口を減らせる。」ということで法律
をつくってやってみました。私が 11 年前
にその農村に行ったときには、抵抗感とい
いますか、「非常にひどい政策だ。」という
ことで住民の皆さんが非難をしていました。
「今までたくさん子どもがいて、やっと生
活ができていたのに、なんでこんなことを
するんだ。」という形で非難していたんです
ね。ところが今、そういう農村が、法律で
はなく、自分たちの意見として、子どもは
1 人以上持てないというふうにいっている
わけです。つまり、豊かな社会で子どもた
ちを大学まで上げて、いい就職をさせてと
いうことになってくると、まず教育費が猛
烈に負担になってくわけですね。だから、
「子どもをたくさん持つなんて考えられな
い。」ということで、法律による強制ではな
く、自分たち自身がもう子どもは 1 人で十
分だし、1 人以上育てられないといってい
るわけです。たぶんこれは、中国の将来に
すごく問題になると思います。つまり今、
法律でしばっていますが、法律のしばりを
解いたときに、中国の人口が増えるのかと
いうと、たぶん増えないと思いますね。そ
ういうことがあるわけです。結局、構造的
な問題なんです。豊かな社会というのは、
基本的に人を育てる、人材といいますが、
人の価値がものすごく上がっていくわけで
すね。人の価値が上がるということは、一
人一人を大事に育てないといけない。そし
て、一人一人を大事に育てて、それで社会
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の中に上手く機能させていくためには、教
育の期間が延びて、しかも高度な教育を、
ということになりますから、ものすごく教
育が社会の中で重い問題になってるわけで
す。これは、社会全体としてもそうですし、
家族の中でもそういうふうになるわけです。
だから、人の命や価値が上がれば上がるほ
ど、その社会は少子化してくるんです。た
くさん育てきれなくなるという構造的な問
題があるわけですよね。日本は急成長しま
した。人の値段、要するに給料が世界でも
トップクラスになってしまっていますし、
いろんなところで教育にお金を掛けるんで
すね。教育に掛ける親の思いというのはも
のすごいもんです。日本と韓国が世界で一
番だといってますが、今正に、中国がそれ
です。そういう時代ですから、子どもたち
の価値は確かに高いんですが、結局、教育
や育てることに親が全力を挙げなければい
けないというような状態をどうしたらなく
せるのか、そういう社会って果たしてどう
いうふうにしたらできるんだろうか、とい
う問題にむしろなっているわけです。非常
に難しいことだと思います。単に、補助金
を渡すとか、保育園を増やすとか、それも
大事なことなんですが、それだけで済むよ
うなことではないわけですよね、少子化と
いう問題は。そして、少子化は当然のこと
ながら、子どもの数が少なくなってきます
から、大人の数、あるいは高齢者の数が圧
倒的に増えてきて、高齢社会になるわけで
す。正に日本が典型的ですが、あと 20 年
もすると、中国は日本よりもっとひどい高
齢社会になります。あの 10 億の人口が日
本型の高齢社会のもっときつい状態になっ
たらどうなるのかと、空恐ろしい気持ちで
す。
で、日本では、21 世紀に入って、人口減
少という形で現れているわけです。この 30
年ぐらいは確実に、それもどうしようもな

く減ってしまうと、こういう時代に入って
いるわけです。そういうことを前提として
社会のいろんな仕組みを考えなければいけ
ないということですね。人口が減るってい
うことはどういうことなのか？もし、外国
の人たちが日本に入ってきてくれなければ、
当然のことですが、１人当たりの生産高と
いうのが確実に増えないんですね。だから、
商品も増えない。そうすると、経済活動が
非常に衰弱するだろうといわれています。
衰弱する労働力や経済活動というものを、
ではどういうふうに配分していけば豊かさ
を感じられるような社会であり続けるの
か？あるいは、高齢者と若い人たちのバラ
ンスがとれるような社会になるのか？とい
うことが社会の非常に重要な問題になって
います。もうすでに。これからまだしばら
く、あと 10 年、15 年という単位で厳しい
状態が続くと思います。そういう意味では、
年金や世代間格差の問題など、なかなか難
しいことです。これは、国全体がそうであ
るというだけではなく、自治体や地域社会
も、正にそういう状況ですよね。今のとこ
ろ日本の中で、こんな状況が一番厳しく現
れているのは、いわゆる過疎地域なんです。
今や、過疎地域というものをとおり越して、
限界地域、あるいは限界集落といった表現
が使われています。つまり、65 歳以上の人
口が 50％を超えてしまって、どんっと人口
が減る。若い人たちが住まない。だから高
齢者だけで取り残されて、最終的には絶え
ていってしまうのを待つしかないという状
態の集落です。そういった集落が、今、現
実に崩壊しつつある所だけでも千以上ある
という状態です。こういうように、人口が
減っていって、財政が厳しくなってくるよ
うな社会というものは、コンパクト化、つ
まり、できるだけ人口が集まって効率的な
生活を送りましょうよ、といわれるように
なります。医療問題なんかは正にそうです
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し、道路もそうですよね。全国に散らばっ
て生活していると、にっちもさっちも行か
なくなるので、一定程度の人口が集まった
ところに集中的に投資をして、そこで全体
の活動を守っていくようにしようという、
いわゆるコンパクトシティといわれている
ものです。コンパクト化というまちづくり
をやっていこうというわけです。たぶん、
この総合計画の中でも、そういう概念を入
れるのかどうかということが問題になって
くると思います。例えば、岸和田市でもで
すね、中心部と周辺部分なんかで、人口減
少時代の過疎地域と都市部のミニ版のよう
な問題が起きてくるかもしれません。そう
いうようなことも含めて、人口減少という
のは、東京都も含めた日本全体の問題とし
てあるわけです。今のところ、東京が一人
勝ちといわれていますが、あと 10 年もす
ると東京もひどい状態になりはじめるとい
う人口推計がでていますし、東京がひどい
状態になるとどうなるかということを推計
している資料なんかもあります。都会で空
洞化が進んでいけばどうなるのかというの
は非常に大きな問題ですが、そういうこと
も含めて、我々は、この少子化・高齢化と
いうものを、構造問題であって、小手先の
手段だけではいかないんですよ、本腰を入
れてやっていかなくてはいけないんですよ、
国がやってくれるなんて甘いことを考えず
に、我々地域の問題として本腰を入れない
でどうするんだ、ということですね。
一方、選択と集中ということもいわれて
います。これから、経済活動は活発になり
ません。その中で、どういうところに重点
をおいていくのか。逆に言いますと、無駄
金を投資しないようにして、本当に生きた
投資ができるようにするのかということが、
今までより増して問われてくると、そうい
うことです。残念ながら、私は、税収はこ
れから上がっていかないという悲観的な見

方は正しいと思います。人口が減って高齢
化が進むと、労働力人口が減ってきます。
すると、若い人たちが頑張って働けるのか、
労働意欲が本当にもつのか、という問題が
あるんですね。年金の掛け金を払うのが嫌
だからニートになって払わないですむよう
にしちゃうということだって出てきてるわ
けですから、社会の中でのモラルとか公共
といったような、
「みんなのために自分が生
きているんだ。」という感覚が、そういう社
会のなかでもつのかということがあるんで
す。そのあたりが非常に問題があるところ
だと思います。ですから、財政危機という
ことより、人々の心の危機ですね。そうい
うところが考えないといけないところです。
ただ、岸和田はそういう意味では、非常に
地域的団結力の強いところですので、行政
よりも遥かに地域の力が強い場面も私もし
ばしば見てきましたので、行政だけでやる
ことではなくて、地域のみなさんも含めて、
これからどうするのか、という問題であろ
うと思うわけです。ですから、一つ非常に
大きな全体的な問題として、人口減少・高
齢化ということをきっちりと踏まえた上で、
このまちの特徴である地域力というものを、
どうやってからませていくのかということ
は、相当程度考えなくてはいけないんじゃ
ないかなと思うわけです。

が、いわゆる証券パニックですね。金融パ
ニックになって、実体経済に影響を及ぼす。
実体経済というのは、雇用や売上げ、ある
いは貿易などの生産やサービスの供給に影
響を及ぼす。単に影響を及ぼすだけではな
く、深刻な影響を及ぼすんです。しかもこ
れ、世界同時になってしまって、出口がな
い。それに助けてくれるところがない。そ
ういうふうになるとよく言われています。
そういうときに、大変だから給付金です
か？１万何がしを皆さんに渡して、ちょっ
とお金を使っていただきましょうとか、１
兆何億、何千億と地方に金を渡して、赤字
でもいいからとにかく公共事業をやって何
とかしろなどという政策は本当に正しいの
か、という問題があるんですね。私は、こ
れは非常に危険だろうと思います。これは、
小渕内閣のときに、完全にやりきって全然
ダメだったというのがあるわけですよね。
出口がないので内需を喚起するといっても、
内需の拡大というカンフル剤だけでしかな
いんですから。カンフル剤だけでは病気は
治らないんで、
「じゃあ病気を治すためにど
うしたらいいのか。」という政策がないと、
今の政府がすごく努力をする気持ちは分か
りますが、本当に努力の結果が出るのかと
いうと、我々国民としては、
「大丈夫なのか
いな？」と思わざるを得ないわけですよね。
そういう中で、これから財政を考えて、あ
行政主導から協働へ
る程度税金がきっちりと確保できて、行政
二つ目は、今お話したような社会が全体
もそれなりにサービスができる状態という
とすると、長期的にみた場合に、もちろん
のは、どういう状態だったらあり得るんだ
波もありますが、これから地方自治体の財
ろうかということです。それはたぶん、た
政というものは、新しい企業がドーンと入
ぶんですよ、今まで私は、ずっと環境に関
ってきて雇用が何千人増えるなどといった
する仕事をやってきまして、会社の社長を
ことがしょっちゅうこれから予想できれば
やっているときも環境の関係だったんです
別ですが、たぶん、そうではないと思うん
が、それから考えると、これからは環境投
ですよね。実は、これ、今の政府の選択が
資しかないだろうというふうに思うわけで
正しいのかどうかという問題があるんです。 す。日本の今までの産業は、モノづくりで
あとでちょっと数字をお示ししたいんです
やってきて、非常に成功したんですね。そ
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のモノづくりの中で、日本は、例えば太陽
電池のような環境分野においても非常にい
い技術を磨いてきたわけです。しかし、こ
れは、今、中国に行くと分かりますが、中
国ではものすごい太陽電池の工場を、強烈
に巨大なやつをどんどんつくっているわけ
ですね。商品が東京に出てくるほどには、
まだなってないんですが、今ものすごい勢
いでつくっています。その他のいろんな環
境の技術も、先進国同士でも競っています
し、中国と、これからはインドもそういう
分野に進出してくると思うんですよね。も
しこのままいくと、日本がたぶん環境技術
のトップクラスから滑り落ちる可能性があ
るわけです。これは非常にまずい。情報危
機というのは、今回の世界的なバブルの崩
壊で分かりますが、コンピュータをいじく
ってお金をつくり出すというのは邪道です
よね、どうみたって。物があって初めて、
あるいは汗をかいて初めて、お金が出てく
るというのが本来正当なとこです。それを
無理やりお金を稼ごうとするから、コンピ
ュータをいじくりまわして、取引を異常に
膨らませて、それで世界が同時にこけるま
でやってしまう。石油なんかそうですよね。
実は私、昨年の講義で、「石油の値段が 60
ドルを越えたら絶対おかしい。超えたらバ
ブル以上に危険な信号だ。」と言ったんです
が、今やっと 50 ドル内に戻ったんです。
これは当たり前の話です。ところが、あの
とき、上がるのが当たり前という経済評論
家がたくさんいました。さらに、モノが本
当にちゃんと流れて、サービスが生活の中
で活かされるという経済のあり方が、完全
に離れちゃっているんですね。要するに、
穀物も石油も、あらゆる取引をお金儲けの
対象としかみない。土地でさえ木の葉のよ
うにもてあそばれるわけですよね。不動産
が動産になっちゃうわけですよ。明らかに
異常なんですよね。そういうことをきちん
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とつくり直していくとしたら、私たちは、
地球の中で私たちが持っているものを生か
しながら、その範囲で豊かさをつくってい
くしかないんですが、そこに気がつかない。
まあ、気が付いてはいるんですが、それっ
て簡単には儲からないわけですよ。汗をか
いて、一生懸命努力して、無駄をなくして
っていうことをいわなきゃいけませんから。
それよりも、
「コンピュータをまわして、ま
あ分とか秒の単位でお金儲けしたらいい
や。」ってだれでも思いたくなるわけですよ
ね。あるいは銀行からお金を借りて何をや
れば儲かるのか？「株に投資すればいい
や。」っていう話を、みんなやりたがるわけ
です。これはもうだめだ。結局、日本が生
き残るとしたら、海というものすごい自然
資源を持っているわけです。日本の高度な
技術をさらに磨いて、世界の中でそれを機
能させてくという道しかないということで
すね。しかし、これは、今言ったカンフル
剤のような効果はすぐにはありませんから、
つい政治家は、国民にちょっといい思いを
してもらって、そこらへんをやってしまい
たくなるということなんです。それは、そ
ういう環境に対する投資をきちっとやった
上で、なおかつそれをやるんだったら、ま
だ分るんですが、今そういうのがまったく
出ていないというのは、非常に困ったこと
でして、これは日本の国をまた 10 年ほど
過らせることになっちゃうんじゃないかと
思っているわけです。そういうことですか
ら、たぶんこれから、自治体の財政も、国
の財政も、もっと赤字が増える可能性があ
って、さらに厳しくなる。長期的には、決
して国から地方に回ってくるお金は増えな
いし、もっともっと厳しい状況になるかも
しれないということを想定しなきゃいけな
いと思うんですね。そうすると、今まで行
政主導というのは何でできてきたのか？や
っぱり、行政はお金を持っていたからです

よね。比較的豊かな経済成長をして、毎年
毎年税収が増えるし、その増えている税収
で住民の皆さんから要望された新しいサー
ビスを何とか実現していく。そして、それ
に必要な職員も確保していく。そういうこ
とを一生懸命やって努力してきたわけです。
行政はそういう意味で汗をかいてきたんで
す。汗をかいて、でも、なおかつ皆さんの
要望の方が膨れる。膨張するんですね。速
度が早かったものですから、やむを得ず借
金までして何とかやろうとしたわけです。
なぜ借金したのかというと、これから先、
収入が伸びていくだろうから、今これぐら
い借りても後で返すときはもっと楽だろう。
今の規模で返すのは大変だけども、大きく
なった財政の中で返すのは楽だろうから、
多少増やしてもいいだろう。本当に当てに
なる話かどうか分からないが、もしこけて
も政府が何とかしてくれるだろうというよ
うなところもあったんです。事実、政府も
そういうふうに言ってきたんですね。ちゃ
んと財源は確保するとか、合併のときの起
債も政府がちゃんと責任持って面倒見ると
かいってきたんです。にもかかわらず、
「今
の体たらくは何だ。」と私は政府に言いたい
っていうところすごくあるんです。しかし、
政府だって「背に腹は変えられないんだ。
無いものはしょうがないでしょ。」っていう
話ですよね。要するに、自治体の行政は、
これからお金がそれなりに潤沢にあるとい
うことは、まず想定しない方がいいという
ことになる。そうすると、お金が潤沢にな
いということになると、じゃあ、少ないお
金でどうするんだ、という問題になるわけ
ですね。そこで、選択肢は、３つあります。
１つは、お金が少なくなったんだから、
サービスを減らした方がいいというやつで
す。職員の給料も減らして、職員の数も減
らして、とにかく、つじつまをあわせよう。
これが今政府がいっているプライマリーバ
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ランスを合わせるというやり方ですね。つ
まり、入ってくるものに合わせて、出るも
のを縮めていってしまおう。で、それがで
きれば何とかなるから、皆さん我慢して下
さいね、というやり方が一つです。これ一
種、正しいように思いますよね。だって、
「入を図って出を制す」って言葉があるわ
けですから、昔から言われていることです
よね。家計なんて正にそうですよね。お父
ちゃんが稼いできたものを、奥さんや子ど
もたちがクレジットカードなんかでバンバ
ン使いまくって、入ってくるものより多く
なって、いつかどこかで破綻する。今、自
己破産が増えているそうですが。アメリカ
なんてもっとひどいですね。アメリカはク
レジットカードをめちゃくちゃ使って、今、
正に、住宅バブルで破綻の状態です。そう
いうやり方をしてはいけないから、プライ
マリーバランス、つまり入るものと出るも
ののバランスを操作しよう。その為にはサ
ービスを切ってもしょうがない。仕事を減
らしてもしょうがない。職員も給料を我慢
してくれ。こういうやり方が一つです。こ
れはイギリスの有名なサッチャーさんとい
う首相がいい出したことで、
「福祉国家とい
うのを頑張ってやってきたが、これ以上は
もちません。年金も、医療も、鉄道も、こ
のままではもたないので、民間の人たちに
やってもらいます。政府はできないんで、
税金でやるの止めさせてくれ。」と言ってや
った改革が正にこの改革で、小泉さんがや
った対策とほとんど同じです。
２つ目は、税金を増やすっていうやり方
です。これは今、消費税の問題ですよね。
サービスを減らすわけにはいかない。ある
いはサービスを極端に減らすと国民が政治
を見放してしまう。だから何とか入る方を
増やしていこう。入る方を増やすといって
も、まともな税金で取ると抵抗がきついの
で、広く薄く取ってしまおう、ということ

で、一番広く薄く取れるのが消費税という
ことなんですね。
「出るものは出るんだから
仕方がないじゃないか。出るものを減らし
たら皆さん嫌だっておっしゃってるんだか
ら、じゃあ、広く薄く負担して下さいね。」
ということで、入る方を増やして、なんと
かつじつまが合いますよ、というのが２つ
目のやり方です。日本政府は、今まで出る
ものを減らして何とかいける、本当は信じ
ていなかったと思いますが、そういう理屈
でやってきたわけですね。いよいよ、化け
の皮がはがれて、そのままじゃ、まかりと
おるはずがないわけで、結局のところ、消
費税でやらざるを得ないということです。
これはもう今、見え見えです。ただし、こ
れは、後の世代がその負担に耐えられるの
かっていう問題があるんです。結局のとこ
ろ、借金を増やす代わりに負担を増やすと
いうことですから、サービスは増えないわ
けです。北欧の福祉国家は、なぜあれだけ
税金が高くて済むのかっていうと、サービ
スをきっちりとしているから税金を払って
くれるわけですね。日本の福祉サービスの
水準は、北欧やヨーロッパの水準にはまだ
届いておりません。そういう意味では、そ
れをやったら政治不信だけではなくて、若
い人たちが働く気がなくなってくる。これ、
ものすごい停滞型社会になってきますよね。
望みがなくなってくるわけですよ、若い人
たちは。それを競争型で、
「頑張る人だけ儲
かればいいじゃないか。」って規制緩和して
しまうと、ホリエモンみたいな話が出てき
て、極少数のホリエモンと多数のニートが、
社会の頂点と底辺に溜まってきて、それで
社会がものすごく荒れてくるということに
なるわけですよね。これもなかなかの問題
です。
第３の道は何なのか？これが、レジュメ
に書いてあることなんですね。つまり、行
政で何かやるってことが前提になっている
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から、そういう話になっちゃうわけです。
そうではなく、行政に入ってくるものが小
さくなる、あるいは変わらない中で、社会
で必要なサービス、みんなが生きてくため
に必要なサービスを行政がやってるわけで
すから、それを勝手に切っていっていいは
ずがないと思ったときに、何とか別の方法
でそのサービスをする方法はないのかって
ことですよね。これがいわゆる協働って言
われているものなんです。つまり、今まで
行政がやってきた。行政は行政のやり方が
あります。給料の決め方だったり、人事の
やり方だったり。今はよく職員の優遇とか
いって批判されていますが、あれは国家公
務員の一部のキャリアとかそういうところ
なんです。確かに自治体も昔はやってまし
たが、最近は皆さんの目が光ってますから、
ずいぶんと改善されています。自治体は、
職員の数も５％をはるかに超えて減ってま
す、確実に。財政支出もちゃんと削ってま
す。本当に頑張っているんですが、にもか
かわらず、行政がやると構造的にコストが
高くなってしまうっていうことが実はある
んですね。それじゃぁ、財政が苦しいんだ
ったら、どうしても行政がしなくてはいけ
ないこと、つまり、強制力を持った許認可
のようなところにできるだけ絞っていって、
それ以外のところは、行政の仕事ではなく
て、社会の仕事にしようということです。
社会の仕事というと分かりにくいんですが、
最近はよく、コミュニティビジネスとか、
ソーシャルワークとか、あるいはＮＰＯ・
ＮＧＯであるとか、いろんなそういうこと
がいわれていますね。ＮＰＯ・ＮＧＯって
いうのは、よく誤解されているんですが、
ボランティアではありません。例えば、よ
く世界で活躍している国境なき医師団なん
ていうＮＧＯの人たちは、どうやって生き
ているんだろうか？ＮＧＯに行くときには、
ちゃんとそれなりのお手当て、最低限そこ

で生きられるだけの経費をちゃんと払って
もらっているんですよね。旅費も含めてで
す。全然お金がなかったら、あの人たち動
けるはずがありません。寄付だけでは絶対
に行けないですよね。だから寄付も含めて
行政の補助金や政府・国連のお金、皆さん
の善意とか、そういったものを社会全体か
ら集めて、そういう人たちが動けるような
財源をつくって、それを社会に必要な仕事
としてやってもらう、というのがＮＰＯ・
ＮＧＯの本来の姿なんです。町内会や自治
会でやってらっしゃるボランティアと全然
意味が違うんですね。そこが実は問題で、
いわゆるＮＰＯや地域のビジネスといった
ときに、行政からそっちへ渡してしまえば、
「もうタダだよ。だから、どんどん渡して
しまおう。」という風潮がすごくあるんです。
もちろん、そういう形でやっていただかね
ばいけないわけで、そもそも地域がやんな
きゃいけない仕事ってあるんですね。それ
を行政がわざわざ税金を使ってやるってい
うのは、そもそもおかしいんです。そうい
う場合には、地域にきっちりと落とした上
で、それは地域の皆さんが頑張ってやって
いただくことになるんですが、これをタダ
でやってもらおうなんて、そもそもとんで
もない話なんです。なぜかっていうと、仕
事ですから責任を持ってもらわないといけ
ません。それから、持続的っていいますか、
いきなり、ある日突然、明日から仕事がで
きなくなったからこれで終わりますなんて
言われちゃ困りますよね。これは、みんな
のための仕事ですから、一定程度、専門的
な知識を持つ必要がありますし、ちゃんと
した研修を受けるなんてことも必要ですよ
ね。そういうことを考えると、タダ働きな
んてあり得ないし、お金がゼロでなんてあ
り得ないんですよね。例えば、行政が今ま
でやってきた仕事を、もう行政がやりきれ
ないとなった場合、必要なことは、行政が
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今までやっていたコストでなくてもいいか
ら、やっぱり地域の中で回っているお金を
元にして、みんなの努力と、寄付と、それ
から行政からのそれなりの補助金や財源、
社会のための仕事ですから、みんなの税金
を使ってもいいはずなんですよね。そうい
う形で活動がちゃんと動けるようにして渡
していく。それで、行政の力と皆さんの地
域における活動や仕事がドッキングして、
行政サービス＋、社会的サービス、つまり、
社会のみんながかかわってみんなで支えて
いくサービスがプラスされていく。言って
みれば、単に税金っていう分母があるだけ
でなく、税金＋地域の力というように、分
母が増えて、大きな分母の中で社会のサー
ビスを支えていく。だから小さな政府、要
するに小さな財源しか持ってない政府であ
るけれども、大きな社会の中で大きなサー
ビスが豊かに供給されるような、そういう
社会の仕組みをつくっていくというのが、
第３の道なんですね。
「今イギリスのポンド
が高いのは、サッチャーさんのおかげだ。」
って小泉さんなんか言ってるんですが、実
はサッチャーさん、すごく改革をやって不
人気になっちゃったんですよね。要するに
経済格差が出て人々の生活がすごく苦しく
なるし、町は荒れてくるし。そこで、イギ
リスの場合は労働党のブレアさんって首相
が出てきました。ブレアさんは、
「確かにお
金をジャブジャブ使うような政府であった
らいかん。だから、サッチャーさんのいっ
たことは正しいし、効率的でしっかりした
政府をつくんなきゃいけない。けれども、
それだけでやったら、世の中が荒れすさん
でしまって社会がもたなくなってしまう。
だから政府と国民が協力し合って社会に必
要なサービスをきちっとみんなで守ってい
くような仕組みをつくろう。」ということや
ったんですね。いわゆるパートナーシップ
とか、第３の道とかいわれているやり方で

す。正に第３の道、３つ目の方法なんです
よね。私は別にイギリスのやったことをそ
のままやれといってるわけじゃありません。
つまり、小さな政府、つまり分母が小さく
なってしまうけれども、社会の力ってもの
が加わると、大きな分母ができるってこと
は間違いないことですよね。だからその大
きな分母の中で、社会のサービスをもっと
豊かにしていくという発想をやらなきゃい
けないんですよ。これを言葉でまとめてし
まうと、行政指導から協働へとなるわけで
す。つまり、行政が頑張って汗かいて、と
にかく少ない財源で何とかやるが、やり切
れないので、やっぱり切っていく。こうい
うことではなくて、行政の力と皆さんの力
を合わせた形で、うまく組み合わせていい
社会を、いいサービスを豊かにつくってい
くというやり方をしなきゃいけないんです。
これが２つ目の問題ですね。要するに行政
は非常に苦しくなる。住民の皆さんがそれ
をただ単に傍観してるんではなくて、じゃ
あ、行政と一緒に我々が、社会のみんなの
ためのサービスを仕事としてやっていこう
じゃないか、ということですね。このとこ
ろをつくっていくということが重要になっ
てきた社会になっているということです。
これが２つ目の問題ですね。
地球環境問題の深刻化
３つ目は、なかなか深刻な問題でして、
これもやっぱり、地域だけではどうしよう
もないっていう問題に見えるわけです。地
球環境問題です。要するに地球の空気自体
が、もう炭酸ガスがすごく多くなってきて、
気温がどんどん上がっていく。今まであっ
た地球の気候がまったく変わってしまう。
最悪のケース、この 50 年間で 6.4 度も温
度が上がってしまうっていう計算が出てい
ます。我々が一生懸命努力して、今から 10
年後に今の炭酸ガスと同じ量しか排出しな
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いという努力をしても、やっぱり最低２度
は上がってしまう。つまり、今のままでそ
れ以上に絶対増やさないということやった
としても、２度は上がってしまうという状
況ですよね。最近台風がものすごく強くな
ってきたっていわれています。私が中国の
あのタクラマカン砂漠に行ったときに非常
におもしろかったんですが、孫悟空の西遊
記に出てくる火炎山っていう山があります
よね。一つの山じゃなくて山脈なんですが、
なぜ火炎山ていうのかというと、真っ赤か
なんだそうです。行ったときにガイドさん
が申し訳なさそうに、
「実は火炎山は火炎山
でなくなってしまいました。」っていうわけ
ですよね。
「あのう、どうして？」って聞い
たら、「数年前にものすごい砂嵐があって、
砂が町中を問わず、その地域一体に数十セ
ンチ積もってしまった。当然、火炎山も覆
いつくしてしまって、火炎山の色が変わっ
てしまった。」って言うんですね。これ、た
ぶん歴史上初めてだと思います。火炎山っ
ていうのは、あの孫悟空の西遊記、つまり
玄奘三蔵の時代から火炎山だったわけです。
真っ赤かな山だったわけですね。それが、
今行くと分かりますが、確かに薄汚れてい
ます。こんなことは、たぶんなかったはず
ですよ。地球の環境が本当に直接的に影響
しているのか分かりませんが、風がものす
ごく強くなってるということですよね。も
う一つ例でいいますと、中国の黄砂という
問題があります。年々ひどくなっているっ
ていうのは、私、実感しています。北京へ
行ってもそうですし、日本に降ってくる黄
砂もひどくなっていますよね。私は、黄砂
の元になっている黄土高原というところに
行って、農村の地域振興のプロジェクト・
研究をやっているんですが、その辺りです
ね、10～11 年前に行ったときは、赤茶け
た砂漠みたいなところで、わずかに緑をつ
くって農耕をやっているところだったんで

す。それが、10 年前と比較してみると、も
う様変わりです。緑滴る、緑豊かな、一面
が緑の、すばらしい景観なっているわけで
すよ。よく「中国政府が環境問題に熱心じ
ゃない。」って日本の一部でいわれています
が、そんなこと全然ありません。ものすご
い真剣にやっています。特に、中国政府が
そうであると同時に、中国の省政府よりも
もっとちっちゃい単位で、ものすごく熱心
に取り組んでいて、農民の皆さんと一緒に、
「環境が良くなければ、農業ができない。」
ということで、はっきりとした目的を持っ
て緑化をやっているところもあるんです。
そういうところに行くと、緑が増えてます。
黄砂の原因になっている地域は、内モンゴ
ルと黄土高原なんですね。その辺り、私、
今回砂漠地帯を巡りながら見てきたんです
が、緑が増えてるわけです。これ不思議な
ほど増えてます。それは、中国政府がもの
すごい大英断をやって、羊の放牧を一切禁
止してしまったんです。これは、回教徒に
とっては大変なことなんですよね。回教徒
が主に食べる肉は羊なのに、その放牧を全
部禁止してしまったんです。なぜかという
と、羊が砂漠の草をどんどん食べてしまう
ために、砂漠化が進行するというのが理由
です。その結果、今回行ったときは、ゴビ
砂漠なんていうのは、かなりの部分が緑一
面です。草がちゃんと生えてきてるんです
よね。政府の統計とかでいうと草地面積っ
ていうんですが、圧倒的に増えてるんです
ね。ところが、国連の統計や人工衛星のデ
ータからみると砂漠化が止っていなくって、
砂嵐がひどくなってる。これ、不思議なん
ですね。緑地、つまり草で覆われた地域が
増えているのに、なぜ黄砂がひどくなって
いるんだろう？向こうの人たちといろいろ
議論したんですが、その結果、一つ納得で
きそうな話というのがありました。それは、
風が強くなったんじゃないかっていう意見
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なんですね。確かに緑は増えているけど、
風が強くなったために砂を巻き上げる量が
増えて、緑が増えているにもかかわらず黄
砂がひどくなっている可能性が高いんじゃ
ないか、ということを向こうの人たちと議
論してきたわけです。結局、温暖化の影響
ではないかということです。つまり、温暖
化っていうのは、暑いところと寒いところ
の気温の差が出てきて、特に北極地方がど
んどん問題なっていますが、いろんな問題
が起きています。海水温度が上がると、台
風が強烈になってくると思います。そうい
う影響が黄砂にも出ているんじゃないかと
いうことなんですよ。ですから、我々は、
思ったより早く地球温暖化の影響を気候な
んかの面で体験・経験しつつあるのではな
いかということです。これは中々大変なこ
とになると実感してるところなんですね。
これは、「気候変動に関する政府間パネル」
っていう地球温暖化に関する科学的な研究
を行う機関があるんですが、そこで昨年初
めて、人為的な炭酸ガスやその他メタンガ
ス、つまり人が出した温暖化ガスによって
地球の温暖化が今進んでいるんだ、という
ことが科学的に確証されたという結論に達
したんですね。実は今までは、そういわれ
ていたが科学的に実証されていなかったわ
けで、あるいはそれを国家が認めていなか
ったんですが、昨年初めて明確に科学的に
実証されたということになったわけです。
それだけならまだしも、同時平行的に資源、
例えば、石油資源や食料資源といったもの
の枯渇問題があるわけです。人口が増える
だけではなく、食べるものの質が変わって
くる。中国は今、牛肉の消費がものすごく
増えているんです。牛肉なんてほとんど食
べず、豚肉だったんです、昔は。今は、結
構グルメになってきて牛肉を食べるように
なってきた。だから中国は穀物の輸入国に
なってしまったんですね。生活水準が上が

ってくると、日本のようなグルメってわけ
にいきませんが、やっぱり変わってくるん
ですね。それが地球の資源問題や食料問題
に直接的に響いてきているっていう現状が
あります。地球の資源は限られていますの
で、非常に枯渇してくるということです。
また、高度な産業社会っていうのは、エネ
ルギーも圧倒的に使うわけですね。資源と
エネルギーと温暖化という３つの面からみ
て、実は地球っていうのは、もう私たちの
人類には狭くなりすぎてしまったんじゃな
いのか。つまり今までは、地球ってのは、
空気は空気であって、人間がそんなに気に
しなくてもちゃんと空気は吸えるし、水も
そうだという世界があったんです。しかし
今や、水も空気も私たちが大事な物として
守っていかないと、我々人類は生きられな
いという世界なんです。
「水や空気のように
意識しないで。」ってよく言いますね。夫婦
で相手のパートナーのことを「空気のよう
な存在だ。」なんて言いますが、今やその空
気は、実は気にしなければいけない存在に
なってきたっていう、どっかの夫婦と似て
るっていう感じもあるんですが、そういう
状況になってきたわけですね。今までなぜ、
資本主義で福祉国家が上手くいったかとい
うと、これは産業活動が常に新しい物を生
み出して、それをどんどん拡大していって、
それをどんどん消費して、経済が拡大して
きたわけですよね。経済が拡大すると税金
も増えます。税金が増えたので、皆さんの
所得税と企業から上がってくる事業税、そ
ういうものを合わせて福祉のための年金財
源や医療財源なんかができてきたわけです
ね。ところがこれから、もうこれ以上炭酸
ガスを出しちゃいけないって話になってい
ますよね。実行できるかは別ですが、出し
たらもうアウトだとなっています。それか
ら、資源のことですが、1972 年のローマ
会議で、2000 何年かに石油が枯渇してし
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まうっていって、実際には延びたんですが、
基本的に石油エネルギーは限界があって、
そんなに遠くない将来、完全に枯渇すると
いうことはまったくそのとおりです。だか
ら今、それを見越して、石油の値段が投機
的に上がってしまう、すぐ上がりやすくな
っている、と正にそういうことですよね。
それから穀物価格もそうです。エネルギー
問題がそういうことなので、穀物をエネル
ギーに廻そうと思うと、たちまち食料の問
題になってくる。つまり、地球のあらゆる
ものが、もはや我々人類を支えきれるの
か？もうこれ以上大きくしたら、地球その
ものがアウトになるよということなんです。
ということは、拡大再生産、あるいは、モ
ノがどんどん豊かになっていくことが前提
ではなくなってしまったんですよね。そう
すると、よく言われていることですが、
「じ
ゃあ、どうしたらいいの？」ということで
す。これは正に、さっき言った「入るを図
って出を制す。」しかないわけですね。だっ
て、地球はもう本当に、物理的に限界です。
お金と違うんですね。お金は増やすことが
できますが、地球を２個つくるわけにいき
ませんし、太陽から来る光も 2 倍に増やす
ことはできないわけですよね。そしたら、
本当に“入る”を図って、あるいは“ある”
を図って出を制す、しかない。これを今の
言葉で言うと、持続型社会とか持続型発展
とか、あるいは持続型開発とかいういい方
をするわけですね、つまり、現に存在する
もので我々は何とかやりくりしていきまし
ょう、ということになるわけです。これは、
今まで私たちは将来より豊かになる、頑張
れば豊かになるんだから頑張りましょう。
そのために消費することはいいことで、そ
れそこ商品券とかではありませんが、
「皆さ
ん、お金配るからどうぞ使って下さい。」と
やってきたことはもうダメになるわけです
ね。できないわけです。そうすると、私た

ちは今まで、幸せになることはより豊かに
なることだと思ってきたんです。その豊か
っていうのは、物とかお金とかが豊かにな
れば、お医者さんにもかかれるし、病気に
なったら薬も買える、あるいは生活を豊か
にするためにレジャーもできるし、という
形です。まずお金でその次に物という形で
きたわけですね。でももう、そうではあり
ませんよ、となったとき、じゃあ、私たち
は何を希望として、支えとして、私たちが
本当に大事なものとして何を求めていった
らいいんだろうかということ、これ非常に
大きな問題ですね。人類が地球上に現れて
から今まで、より豊かになり、より楽にな
るってことを目指してきたわけですよ。だ
から、いろんな技術を開発したり、農業を
つくってきたりしました。でもそれはもう、
完全に行き止まりになっちゃった。じゃあ、
私たちは何を求めていったらいいのかって
いうことなんですね。これはすごく問題で
す。今までは、地方自治体も含めて、
「皆さ
んの生活をより豊かにしていきます。皆さ
んもっともっと楽に生活できるように安全
で安心でいけるようにサービスを高めてい
きます。」といってきたわけですね。でもそ
れは地球全体の構造からして、全体として
はもうできない。
「じゃあ、この町だけ頑張
って、そういうふうにすればいい。」なんて、
みんながそういうふうにいったらどうなる
の？っていう問題があるんですね。だとし
たら私たちは、限界がある私たちの生き方
ってものを前提として、地域の生活を組み
直していかないといけないということなん
です。
とすると、物やお金だけでは豊かになれ
ないということが明らかになったとき、今
の社会で一番何が求められているのか？も
う答え出てますよね。要するに、安心・安
全っていっているわけです。安らかに人々
とつながって、自分が社会の中で本当に人
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から見守られるという相互の関係を築いて
いって、その中で、自分一人が頑張って生
きなくても、みんなでそれなりに豊かな生
活を分け合いながら生きてくことが一番い
いんじゃないかっていうことです。これ、
若い人から見ると、何かすごく、「いやあ、
なんかそれだけでは」っていうのがあると
思うんです。基本的にはそうなんですが、
例えば今まで、さんまをスーパーマーケッ
トで買ってきてガスで焼いて、お醤油ぶっ
かけて、しかも核家族ですから 1 人でショ
ボショボ食べていたとします。同じ一匹
150 円のさんまを、お庭があるかどうか別
として、ちょっとした空間があって、ご近
所の皆さんと一緒に、さんま焼きパーティ
やりましょうということで、コンロ持ち出
してガンガン火炊いて、大根おろしをみん
なですってガアーと熱く。ビールでも一杯
飲みながら食べる。これ、ものすごく美味
しいってことになるんですよね。だから同
じ一匹の 150 円のさんまが違うものになる。
違う価値を持ってくるってことあるんです
よね。これは非常に単純な話なんですが、
自分たちが何かつくり出していく。あるい
は、今までなかったものをやっていく。あ
るいは、今までこんなものだと思っていた
ものが違う目で見えるってことですね。つ
まり、物の量やお金は増えないんだけども、
実は見方が違ってくることによって、ある
いは接し方が違うことによって、宝物にな
ってくるってことがあるわけですね。たぶ
ん、安心・安全の地域づくりとかいうのは、
そういうような意味があるんだと思うんで
すね。だから、私たちの幸せは、物とかお
金はもうそろそろ一定程度いいんじゃない
かって思いはじめると、それよりも、本当
に嬉しいとか、素晴らしいとか、生きてて
良かったとか、そういうふうに思えるよう
な社会をつくっていく。これが結局のとこ
ろ、炭酸ガスの排出量を減らすことになる

わけです。あるいは、もう少しみんなの思
いやりの心が出てきますから、福祉で、行
政がヘルパーさんをたくさん雇ってやって
いたことを、みんなで一緒にさんまを食べ
ましょう、って言うことでも、ずいぶん違
っちゃうかもしれませんよね。そういうこ
とで社会のコストを下げていったりと、い
ろんな効果があるわけですよ。世の中そん
なに単純なことではありませんので、ごく
単純化していってるんですが、それを複雑
に組み合わせることも実はできるんです。
まあ、地球環境問題が深刻化するというこ
とを、私たちのライフスタイル、生き方で
受け止めるということで、より豊かな物や
お金ではなく、質の豊かさを本当に追求す
るということが出てくるんだろうと思うん
です。そうしなければ、地球環境、あるい
は地球環境問題っていうものを、世界はク
リアできません。そして、私たちもその中
で、例えば水が汚れ、空気が汚れ、生活領
域が減って、食べ物もまともな物が食べら
れないというような状況に追い込まれると
いう可能性が十分あるっていうことですね。
あまり悲観的なことを言ったらいけません
が。まちづくりにおいても、一つ一つのま
ちが、あるいは私たち一人一人が、こうい
うことに参加できるというのが大切だろう
ということです。一人一人ができることは
小さいですし、一つの町ができることには
限界があります。でも、それがつながって
くれば、ものすごく大きな力になりますの
で、私たち自身が環境問題に取り組むって
いうことが非常に重要なことだと思うんで
すね。
求められる新たな地域産業の形成
もう一つは、「じゃあ、お金はどうする
の？」となるわけです。
「我慢して、とにか
く粛々やればいいじゃないか。」というのも
つまんない面もあって、何か先が見えちゃ
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ってる。
「どうせ努力したって限界が見えち
ゃってるんだから、そこそこやってればい
いんちゃうの？」みたいなことで、社会の
活力がなくなってくるということですね。
特に若い人たちにとっては、やっぱりチャ
レンジということはすごく大事ですよね。
だから、「我慢しろ。」という話だけでは若
い人たちは生きていかれんと私、思います。
私なんかもそうですが、特に若い人たちは
将来に対して不安があるんですよね。
「自分
はどういう人間として生きられるんだろう
か？果たして本当に一人の社会人として、
足を地に付けて胸を張って生きていけるん
だろうか？それにはどうしたらいいんだろ
うか？」ってみんな不安に思いますよね。
そこで、若い人たちのことを思うと、何か
チャレンジして、自分がこれをつくったと
か、自分がこういうことをやったというこ
とで社会が変わったとか、私もそれで成長
できたとか、そういうその機会を持つとい
うことは、すごく大事なことです。
「じゃあ、
ボランティアワークはどう？」なんて言う
人がいるんですよね。つまり、
「他の人のた
めになる仕事をやればいいんじゃない
の？」と言う人がいます。これ、すごく崇
高なお話で、とっても良い事だと思います。
でも、私がスウェーデンに行ったとき、老
人と話したことが忘れられないんですよね。
私がスウェーデンに行ったのは、十何年前。
つまり、まだ少し景気があったかいころだ
ったんですが、すごく福祉が発達している
わけです。だから、はっきり言って至れり
尽くせりです。それで、高齢者は何をして
もいいんです。時間もあるし、お金もあり
ますから。で、どうしているか？みんなパ
ブに行って、お酒飲んでるわけですね。そ
ういう人ばっかりじゃありませんよ。でも
そういう人がすごく多いんです。
私も福祉国家というものにすごく関心が
あったので、高齢者自身がどういうふうに

生活しているのだろう？ということに興味
がありました。書物を読むと「スウェーデ
ンの高齢者はすごく幸せだ。」とよく書いて
あるんですね。確かに施設を見たり活動を
見たりすると幸せそうに見えます。で、ス
トックホルムのまちでパブに入ったとき、
結構お年寄りが多くて私に話しかけてくる
んです。
「あんた、外国人だが、英語が喋れ
るか？」と聞いてくるので、
「ちょっとは喋
れます。」と言うと、彼は「淋しい。」って
言うんですよ。
「スウェーデンはいったいど
うなってしまったんだろう。福祉、福祉と
いって確かに豊かになった。でもファミリ
ーがなくなってしまった。」って言うんです。
もちろん、女性の自立とか、そういういろ
んな社会的な理由もあっての話ですが、
「家
族という単位がなくなってしまった。」と。
「自分が帰るべき家、ファミリーがない。
家という形があっても、ファミリーがない。
自分の生きてきた歴史が、すごくむなしく
感じてしまう。」と。私、ヨーロッパ人とい
うのは、孤独に耐えられる人たちだと思っ
ていたんですが、意外とそうでないなとい
うのがあるんですね。やっぱり孤独は孤独
なんです。で、もう一つ彼が言ったことな
んですが、その人の理解が本当に正確だっ
たかは別として、「60 歳の定年後、給料を
取る仕事を原則やってはいけないことにな
っている。それは、若い人たちに職場を与
えるためで、税金を払ってもらって、きち
っと福祉社会をまわしていくためだ。ボラ
ンティアワークはやっても良いことになっ
ているが、ボランティアワークってむなし
い。」と言うんですね。なぜかと言うと、
「お
金を稼げるとか、そういうことじゃなく、
自分が働いたこと、あるいは汗をかいたこ
とに対して、きちっとお金を社会が払って
くれるというかたちで認めて欲しい。」と言
うんですね。自分が働いたことを社会が黙
って認めてくれる。あなた立派ですね。表
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彰状あげましょうといった話じゃなくて、
「ちゃんと自分は社会の役に立っているん
だ、という実感が持てない。」と言うんです
ね。だからすごくむなしいって言ってまし
たね。ボランティアワークっていうのは、
日本では無償の奉仕だといってます。確か
にボランティアワークで生き生きとやる人
たちもいます。そういう人たちは、すごく
頑張ってほしいし、その人たちに難癖つけ
るつもりはまったくありません。そういう
ことではなく、じゃあ、みんながそれをで
きるのか、という問題なんです。やっぱり、
若い人たちが自立するということは、自分
の仕事、自分が汗をかいたことで、自分で
生活できる。これが基本ですよね。それが
社会的自立だ、と今の若い人は思っている
わけです。それをボランティアワークで、
働いたことに対する対価というかたちじゃ
なく、そこそこ何か別のかたちで生活を保
障するから、これはこれでボランティアで
やってくださいねっていうことで済むんだ
ろうかという問題があるんですね。ですか
ら今、ＮＰＯの人たちは、むしろ事業をや
ろうとしているんですね。事業をやって、
ちゃんと正当なお金を払って頂いて、それ
を自分たちで勝手に分配してしまうのでは
なく、もし余りが出たら、もっと社会のた
めに使おう。財源として使っていこう。だ
から仕事としてやって、それでお金を頂く
のは決して悪いことじゃないし、そこで給
料をもらうのはむしろ当然で、ご飯を食べ
て、初めて自分の生活が安定して、そして
他の人のために思いきって仕事ができる。
こういうことでなければいけないんじゃな
いかと言うことなんです。これ正しいです
よ。そういう意味では、仕事、あるいは自
分の生活が成り立っていくような雇用です
ね。日本ではよく仕事を雇用っていっちゃ
うんですね。雇われる。でも本当はそうで
はなくて、自分で仕事をやっていくのが基

本ですよね。その中には雇われるというこ
とがあっても良いということなんですね。
日本で一番欠けているのは、やっぱり大企
業中心で、企業中心社会ですから勤めると
いうことが先になっちゃっている。でもそ
うじゃなくて、これからは企業がどんどん
伸びていくことなんてありませんから、や
っぱり自分なりの能力を発揮して、例えば、
小さなビジネスを立ち上げるということで
すね、それがまちの人たちのために役に立
ちながら自分が生活できるとかですね、特
に農業なんてのはそういう要素がすごく大
きいわけですよね。そういうところに若い
人たちがチャレンジするような新しい産業
政策です。つまり、大企業を呼び込んでく
るというのも大事なことかもしれません。
でも、これからそんなことがしょっちゅう
起こるわけがないし、特に大企業もどんど
ん集約化してますよね。だから、来るとき
にはドカーンと大きいけれども、ほとんど
来てくれないというのが現実です。ですか
ら、中小企業であるとか、あるいは自分た
ちのまちの中で新しいコミュニティビジネ
スであるとか、若い人がチャレンジしてい
くっていう仕組みがやっぱり必要なんです
ね。そういうことによって、若い人たちが
そこで定着して生きていける。しかも自分
がやったことが社会に具体的な形で役に立
っていることが見えるっていうのが産業の
あり方ですよね。
要するに、地球環境問題があって、これ
からその企業全体が伸びていく様子が非常
に小さいとしたら、まず思想を変える必要
がある。思想を変えるためには、物をつく
る産業から質を良くしていく産業・ビジネ
スってことになりますね。これ新しいビジ
ネスチャンスなんです。だから、そういう
新しいビジネスチャンスをきちっと踏まえ
て、若い人や地域の人たちが新しいビジネ
スを立ち上げて、新しい持続可能な社会や、
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もっと質のいい社会、人々が安心できる社
会をつくってくためのいろんな仕事をつく
り出していく。人が機能する社会、量的拡
大ではなくて、産業の中身の変化ですね。
そういうものをつくり出していくことがた
ぶん必要だろうと思います。そういう意味
では、地域社会の新しい産業政策を持つ必
要があるんです。今までは例えば、工業団
地をつくるとすると、国が大きな枠組みを
つくって、それを都道府県が何とかモデル
地域とかいった感じで国の補助を受けてや
って、それを自治体が周辺整備やいろんな
努力をして企業を呼び込むというかたちで
やってきたんですね。そうではなく、例え
ば、環境問題に対応するように、新しいビ
ジネスを立ち上げるとか、レジュメに書い
てありますＱＯＬ産業、これは Quality Of
Life の略ですが、物をつくって拡大するん
じゃなく、生活の質を変えてくという産業
だったり、市民が自分たちの持ってる能力
を持ち寄って、それを組み合わせてみんな
のための仕事、つまりコミュニティビジネ
スをするとか、そういうことですね。今は
評判悪いんですが、例えば介護保険なんか
も、実は上手くするとそういうビジネスの
対称になるんですね。単に労賃とかですね、
経営のことを考えるとあまりに安すぎるっ
ていいますけど、やっぱり工夫がないと思
うんですね。そういうものを、産業として
どういうふうに、いろんなことを組み合わ
せてやるかって考えれば、もっといろんな
展開ができるはずなんです。それは正に、
地域の人たちが利用する、必要としてるニ
ーズですから、そういうものに応えている
産業ってのは、それができるはずなんです
ね。ですから、やっぱり地域の産業政策を
もう少し、きめ細かなものにしていって、
若い人たちがチャレンジできる、あるいは
地域の人たちがチャレンジできる、あるい
は定年退職した地域の人たちが、みんなで

能力を持ち寄って、小さな仕事を立ち上げ
て、というような形をつくる必要があると
いうことです。
そこで、今、４つ挙げました。これ実は、
地域の問題というよりは、本当は国全体の
問題なんですね。だけども、
「国全体の問題
だから、国に何とかしてもらおう。」とか、
「国は何をやってるんだ。こんなことをし
ろ。」という話じゃ済まないんですよ、もう。
国に力があるときは別です。でも、もはや
国に力はないんです。そんなことは無理な
んです。だとしたら、
「私たちは地域でどう
するの？私達自身がどうするの？」という
ところにもう少しきめ細かく、私たち自身
が腹を据えて取り組んでいく以外ないだろ
うというふうに思うわけですね。そう考え
ていくと、世界全体の問題や日本の置かれ
ている現状という問題ではありますが、そ
れを私たち自身の問題、私たち地域の問題
に読み替えて、それをテーマとして地域づ
くりをやってくということです。大いにあ
り得るってことなんですね。21 世紀を取り
巻く環境といいましたが、あえてそこにつ
いて時間をかけて話をさせて頂いたのは、
要するに、政治家が皆さんのとこ行って祝
辞なんか言うじゃないですか。近年、少子
高齢化で、非常に厳しい状態にありますと
か、財政状況厳しいとか、それ枕詞に使い
ますよね。あれ、枕詞で終っちゃってるわ
けです。どうやって私たちはそれを受け止
めて、ここで何をやったらいいのかってこ
との提案はしてくれないわけです。そうい
う政治家は困ったもんですね。私は、この
町の政治家のみなさんが、そうじゃないこ
とを祈っておりますし、そうでないだろう
と期待します。要するに、議員さんや首長
さん、それと行政職員の皆さん、こういう
人たちがいろんな情報を持って、今までい
ろんなことで汗かいてきたわけですね。そ
ういう能力をもっていらっしゃる。そうい
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う能力と、私たち自身が地域の中で持って
いる情報や力、知恵なんかを合わせて、こ
の私たちを取り巻く環境を、ご題目や枕詞
に終らせないよう、私たちの生活や地域に
即して、総合計画を考えるときに問題を設
定していくと大変違うのではないかなと思
うわけです。そういうことで、あえて少し
時間を長めに取らせて頂きましたが、総合
計画をつくるときに、どういう視点で、何
を基礎にして私たちは考えていくのか、と
いうことで、非常に大事なんですね。今ま
では行政指導できましたから、どうしても
国の政策がこうで、国がこういう方向で政
策をうったので、それを我々はこういうふ
うに向けて、こういうまちづくりをします
と、いうことが半分ぐらい入っているわけ
ですよ。でも、もうそういう時代じゃない。
正に、皆さんが参加される、あるいは皆さ
んが主体となる総合計画は、大変、意味が
あるということなんですね。それだけに、
岸和田の行政や市民の皆さんの力に期待す
るところは、随分大きいんだろうとこうい
うふうに思っているわけです。

総合計画の制度はどうしてできたのか
ずいぶん時間がきちゃいましたが、後は、
総合計画について少し具体的にお話させて
頂きたいと思います。総合計画というのは、
市民の方で、知っていらっしゃる方は知っ
てる、知らない方はまったく知らないとい
うような感じがあると思うんですね。本当
に知っている方は良く知っていると思いま
す。だから説明するまでもないというふう
に思われることもありますが、一応おさら
いですから、ここではちょっと総合計画に
ついて、基本的なことをお話しておきたい
と思います。
まず、総合計画とはどういうものかとい

うことですね。これは地方自治法という法
律の中の第２条に規定されているんですが、
要するに、まちが、みなさんの税金を基に
していろんな地域づくりをするときに、勝
手にやっちゃいけませんよ。きちっと計画
をつくった上で、段階を踏んで、皆さんの
目に見えるかたちで、そして議会の承認を
得たかたちで、間違いなく伝えるように計
画をつくり、それを実行していきなさいっ
ていうことです。そういう計画を、まちづ
くり全体の計画ですから総合計画というふ
うに言ってます。
具体的には、この 10 年間これから我々
はどういう目標に向かってまちづくりして
いこうかっていう基本構想。じゃあ具体的
にどういうふうな政策・事業として、大き
く分けるとこんな仕事をやろうじゃありま
せんかという基本計画。さらに、3 年間ぐ
らいの期間で、例えばこの道路どういうふ
うにつくりましょうとか、この商店街の振
興をどうしましょうとかという具体的な事
業についての実施計画。この 3 つの計画で
組み立てられているのが一般的です。そこ
で、なぜ、そういう話になったのかという
と、実は最初、総合計画ってありませんで
した。そもそも、地方自治の中にはこうい
うものはなかったんですね。これが入って
きたのは、高度経済成長の後半ぐらいです。
つまり国が、高度経済成長のときに農村か
ら大量に人を移動させて工業都市や工業地
帯をつくったりしました。今の中国と一緒
ですね。たぶん岸和田もそういう人たちが
大量に入ってきてると思うんですよね。も
のすごい人口移動だったわけですよ。人口
移動するってことは、その町が必要として
いる道路や学校とか、いろんなものが変わ
ってくる。あるいは、工場を誘致するため
には、水はどうするとか、輸送をどうする
とか、いろんな問題がありますね。そうい
うものをどんどんやってく上で、実は自治
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体が非常にまずいこと、いわゆるスプロー
ル現象になったわけです。業者が土地を買
って家を建てるんですが、細い道路しかな
くってバスも通れないし、消防車が入って
いけないなんていう、いろんな問題が起き
てくるわけです。そこで、無計画で将来に
いい町ができない状態じゃ困るということ
で、国は 10 年間ぐらいの単位で、国の産
業をどういうふうにつくっていこうとか、
骨格はこうで、どういう地域にどういう人
を集めて、どういう工場や工業をつくって
いくかという国土総合開発計画っていうの
をつくりました。国は計画はつくりますが、
これを具体的にやるのは自治体なんですね。
団地の造成とか、あるいは道路なんかも国
道以外はほとんど自治体がやるしかないん
ですよね。だから、国の 10 年単位の計画
を受けて、都道府県はじゃあどういうよう
な地域づくりをする計画するんですが、こ
れは都道府県の総合計画っていうことにな
るんです。で、それをさらに受けて、何々
小学校をつくりますよとかいう話になって
くると、当然、市町村の話になってきます。
住宅はどういうふうにつくってくのとかで
すね。それで、市町村もちゃんとそれに従
って、府県や国と調整しながら、国の計画
に合ったような計画的なまちづくりをしま
しょうっていうことですね。つまり、総合
計画っていうのは、そもそも 10 年単位の
国の総合的な開発計画が一番根幹になって、
それがきちっと地域でも同じ方向で進むよ
うに、国がコントロールするってことを前
提にしてつくられたものなんですね。だか
ら私、市長やったとき、しょっちゅう県と
協議させられるわけです。要するに、この
計画は、県の計画と合っていますかってこ
とをやらされるわけですよ。県の方は、ま
た国とやらされるわけです。これは明らか
に国の計画に合せられているということで
すね。制度自体はそうなんですが、でも、

せっかくつくるんだから、歴史的にはこう
いうような資源があって、でこういう人た
ちが住んでいて、これからこういう可能性
があるというようなことをきちっと整理し
た上で、国や県の計画と地域の持っている
ものをうまく合わせて、このまちをより良
くしていくということで、総合計画が法律
の中に組み込まれているんです。ですから、
総合計画は本来、国の計画が根幹になって
るという性格があるわけですが、だんだん
自治体も慣れてきて、
「国の言うとおりにや
ったってしょうがないじゃないか。」ってい
うのが出てくるわけですね。やっぱりこの
まちの独自の計画をつくっていかなきゃい
けないという風潮がだんだん出てきて、最
近は総合計画といっても、
「県はどういう計
画ですか？」なんて聞くようなことは、も
う本当に恥かしいっていう状態になってる
わけです。道路を最終的にどこで合わせま
すかなんて話は今もしてますが、まちづく
りの基本になる総合計画をどうしますかな
んていうのを県や何かに教えてもらいなが
らなんてとこは、ほとんどないですよね。
そういう意味では、今、総合計画というの
は、まちづくりの計画だという形で定着し
ているといってもいい。でもやはり、昔な
がらの国の計画からの流れってのは残って
ます。でも国の方も変わってきちゃて、
『「国
がこういうふうにやるから、地方もこうい
うふうにやりなさい。」ということはもうな
いですよ。』とはっきり国が言ってますから、
昔とは様変わりしていますが、元々はそう
いうものだったんですね。
基本的に計画的で安定した地域づくりの基盤
そこで行政は、総合計画をつくるのは法
律の義務なんだということで、3 年ぐらい
前から大掛かりに準備を始めて、お役所の
部局の意見や知恵を集め、それから市民の
みなさんの意見を、意識調査なんて方法で
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集めて、そして、大体コンサルタント会社
にお願いして、かなりかっこのいいものに
まとめ上げる。できあがると安心して、あ
とは「総合計画、あります。」という話にな
るわけですね。そういうところが今でも結
構多いですね。それは、やらされているか
らなんですね。法律があるので、仕方がな
いからやってるという感じが強いです。だ
から、10 年に 1 回、お祭りみたいにやるも
んだ、というのが結構ありますので、壮大
な無駄をしてるわけですよ、本当はね。で
も、本来は、10 年単位で本当に計画的に、
しかも議会や市民の皆さんの意見をきちっ
と踏まえた上で、みんなでまちづくりを一
緒に協力しながらやっていくことができる
ようにしていくと、そういうことなんです
ね。日本の場合、国は議員内閣制を取って
いますので国会で選ばれた首相が内閣をつ
くっていますが、地方自治体はアメリカの
大統領と同じように、市長さんと議員さん
をともに市民が直接選ぶ二元代表制ですよ
ね。だから市長さんは、市民の代表ですの
で、自分で議会の意見を聞かないで総合計
画をつくることができちゃうんです。でも
総合計画はあえて議会の承認が必要だとな
っています。それは、もう一つの市民の代
表である議会の意見と違うものをつくった
ら、ものすごく市政が混乱するからなんで
す。もちろん、市民の皆さんも混乱する。
計画に基づいて予算要求を出したのに、議
会で否決されちゃうなんてことがしょっち
ゅう起きていたら、まちは混乱するばかり
です。国のように、与党・野党があれば、
基本的に与党が多数なので、与党から選ば
れた首長さんがもしいるなら、それは議会
で提案しても基本的には通るということで
問題はないんです。しかし、自治体は二元
代表制、つまり、市長と議会は別々に選ば
れていますから、与党・野党がないってい
うことが前提で、首長さんが出した案がほ

とんど通るということはないんですね、本
当は。ですから、特に総合計画は根幹的な
計画なので、あらかじめ議会に提案をして、
「議会が認めました。認めた以上は反対で
きないよ。そのかわり議会が約束したんだ
から、首長の方も勝手に変えることはでき
ませんよ。」というかたちをつくって、まち
づくりを安定的に進めるという仕掛けをつ
くったのが総合計画というわけです。そう
いう意味でこの計画は、行政のやるすべて
の仕事を、しかも 10 年単位ぐらいでカバ
ーして、まちづくりの総体を示すというも
のになっているわけです。ですから、今ま
での行政の中で、おそらくいろんな計画や
条例というルールがあるんですが、一番大
事なものはたぶんこの総合計画です。今で
もそうだと思います。ちゃんと使っている
かどうかは別として、本当の意味で一番大
事なものは総合計画です。総合計画に基づ
いて、計画的に、しかも議会や市民の皆さ
んの理解を得てまちづくりを進めるという
ことは、この総合計画で定着したというに
なるんですね。実際日本のまちは、総合計
画に従って 30 年、40 年とまちづくりを進
めてきました。ですから、日本のまちは外
国と違って非常にレベルがそろっています。
もちろん地域によってデコボコはあります。
豊かなところと、そうでないところはあり
ます。でも、まちづくりのやり方なんかに
ついては、非常にレベルがそろっているん
ですね。その代わり弊害もあって、全国ど
こでも同じような金太郎飴って言われるん
ですが、コンサル会社がつくった計画をそ
のままコピーして使うみたいなこともよく
起きたわけです。そういう意味では、総合
計画という仕掛けによって、日本のまちが
特色を失って、同じようなまちになってし
まったっていう、一種、そういうところも
あるんですね。
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総合計画の問題点
そういうことで、総合計画といのは、仕
掛けとしたらいいものです。日本のまちは
非常に良くなってきたんですね。しかし、
だから問題ないかというと問題があるわけ
ですね。そのいくつかを 2 ページに書いて
あります。
まず、総合計画って言いながら、総合性
が欠如しているということです。どういう
ことかというと、総合計画は、行政のあら
ゆる分野をカバーしています。だから総合
計画だといってるんですが、そうですね、
例えば、建設部局と市民部局がちゃんとつ
ながって、両方が同じ方向や考え方で協力
しながら仕事ができるようになってるかっ
ていうと、実はそういうふうになってない
んです。要するにそれぞれの部局が持って
いる計画の寄せ集めだ、とよく言われます。
事業を寄せ集めて、それにちょっと格好を
付けるために、まちづくりの方向とは何か、
なんてかっこのいいことをいってる。だか
ら、はっきりいって、今の行政の職員の中
で、総合計画の中の理念の部分なんかを意
識しながら仕事をやっている人ってほとん
どいないと思います。本当は、あれを読ん
で、それを体現しながらやんなきゃいけな
いんですね。本当の意味で総合なのかとい
うことが、かなり問われなきゃいけないっ
ていう状況です。そして、行政が、議会も
含めてですが、総合計画の全体像、要する
に基本構想から基本計画があって、そして
実施計画っていう構造を踏まえて、いつも
それを意識して動いているのかというと、
棚の上に置かれて、ホコリが積もってもき
れいにしないとよくいわれています。実際
にそうだとはいいません。なぜかというと、
予算をつくるときに、一応、総合計画のど
こに該当するかっていうのがあるんですよ。
だから、実施計画っていう事業の段階では、
よく使われるわけですが、基本的にはほと

んど忘れてるといっていいと思いますね。
２つ目は、こういう行政計画、行政が主
体となってつくっちゃったんです。だから、
市民の皆さんや地域の皆さんと本当につな
がっているのか。こいうことは自治基本条
例でもよくいわれることですね。
「つくった
が、それは市民のものになっているんです
か？」っていうことです。確かに、市民意
識調査なんてやりますから、意見は聞きま
す。でもそれは本当に地域に浸透していっ
て、
「あっ、これは総合計画があるから、こ
ういうふうになってるんだね。」という意識
が果たして回ってるんだろうかということ
なんですね。これは私、ヨーロッパに行っ
てすごく思うのは、ＥＵって非常にそれが
巧みですね。ＥＵは国家の上につくっちゃ
いましたから、普段は意識されないんです
ね。そこで、事あるごとに、この事業はＥ
Ｕのこういう予算でやってますということ
を徹底的にやってるんです。それで、
「ＥＵ
って存在があるから、我々はこんないい生
活ができてるんだ。この橋ができちゃっ
た。」とか、そういうことになってます。こ
れ、日本の行政は下手ですね。やっぱり、
我々の税金はどういうふうに使われている
の、ということをもっと意識して、
「みなさ
んの税金はこういうふうに使っています。
総合計画でこういうふうに位置付けられて
います。」ということやったら、もっと違う
と思うんですが、そういうこともないわけ
ですよ。結局のところ、地域社会の市民の
人、市民の普段の生活の中でほとんど意識
されないというふうになってしまっていて、
これは非常に大きい問題ですね。だから総
合計画をつくるときだけ市民が参加するみ
たいな話ではないんです。別に「この市が
そうだ。」と言ってるわけじゃあありません。
基本的にそういう性格になっちゃってると
いう問題点があるんです。
それから、最近になって顕著になってき
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ているんですが、時代の変化に対応しきれ
ないという点です。昔は、10 年という単位
はまちづくりの比較的まともな単位だった
んですね。成長型世界ですから、世界の変
化がおおむね 10 年ぐらいで先の見通しが
できて、
「全体としてこの辺りでこれ位まで
いくな。じゃあ、この 10 年切り取って、
これ位やってもいいんじゃないの。」ってい
いやすかったわけですね。ところが今や、
株の明日の値段が 500 円上がるのか 500
円下がるのか分らない。あるいは、１分先
の株式市場が分らないという時代になって
いるわけです。これは、単に株とかいう話
だけではなくて、政府や行政の財政がどう
なるかなんて分からなくって、もう今コロ
コロと変ってるわけです。だから、10 年先
なんて、だれも予言できないし、あるいは
考えてもほとんど無駄だという状態になっ
ているわけですね。そこで、10 年というの
は果たして今の時代に合っているのかとい
う問題は、非常に深刻な問題です。これが
合ってるというんだったら、その証拠を出
してほしいと私は思うんですが、むしろ、
今いわれているのは、もっと長くしてしま
うか、あるいは、もっと短くしてしまうか
のどっちかなんじゃないのと言われている
わけです。どういうことかというと、なぜ
こんなふうに株が乱降下したり、先が見通
せないかというと、社会が一定程度成熟し
ちゃって、ずーっとこう順調にある道を歩
んでいくことができなくなっちゃったとい
うことですよね。これは成熟型の社会、停
滞型の社会の特徴なんです。これは、ヨー
ロッパが大体 100 年近く前に到達した、い
わゆる成熟型社会というやつに非常に似て
いるわけですね。そういう社会では、計画
をやるんだったら、50 年、100 年先をデザ
インする。例えば私が行ったドレスデンは、
徹底的に空襲でやられたわけです。ドレス
デンの悲劇っていわれてますが、原爆でひ

どい目にあった広島・長崎とよく比較して
いわれるドレスデンっていうまちです。本
当にめちゃくちゃにやられたまちです。そ
のドレスデンに行ったら、市役所に模型が
置いてあるんです。その中で、ちゃんと色
が付いる部分と白い部分があるんですね。
ドレスデンってまちは、昔のまちを復元す
ることを 100 年単位で考えてるわけで、今
ここまできたってことで色を付けてるんで
すね。順番にやっていこう。大きな方針は
もう揺るがないが、細かいところは財政が
豊かとか厳しいとか、いろんなことがある。
でも、例えば道路を通すとき、100 年後に
まちが完成するように邪魔にならないよう
な道路をつくるとか、あるいは何かものを
つくるときに変なものをつくっちゃって、
最終的な姿が合わないようにするのは止め
ようとか、それがデザインなんですね。そ
のために 100 年、少なくても 40 年の計画
ぐらいでやってるわけですね。要するに、
もう大きな投資は簡単にはできない。スク
ラップ＆ビルみたいに、安いものをたくさ
んつくって、いつも新しくしていってって
いうような投資はできないということです
ね。だから投資をするときには、集中的に
投資をして、それを 50 年も 100 年も使っ
ていくという、それだけの質のあるものを
ちゃんとつくっていこうという話になって
くるわけです。道路を一回つくったらちゃ
んと 100 年使えるようなデザインや位置を
考えておくなんていうことが必要なわけで
すね。そういうことを考えると、10 年単位
っていうのは非常にいろんな波をかぶるわ
けですね。だから、その時点で判断すると
しょっちゅうぶれちゃうんです。低成長と
か成熟社会において本当に将来を見据えた
場合、10 年ってちょっと短かすぎて、むし
ろ非常に長いスパンで大きなデザインをや
っとく必要があるんじゃないかと、これ一
つですね。

199

それからもう一つは、じゃあ、短い方は
どうするんだということですが、今は波を
かぶっているんだったら、波にちゃんと乗
れるようにしたらどうかということで、も
っと短くしちゃったんですね。そこで最近
出てきたマニフェストです。つまり１人の
首長さんが４年間担当します。その４年間
は基本的にその人変わらないわけですよね。
だから、その人の考えでまちづくりをやる
わけです。４年間はその人に一応任せられ
てしまうわけですから、その人のまちづく
りの方針、あるいは、その人を選んだ市民
のまちづくりの方針ですよね。これでこの
４年間はとにかくやりましょう。その次に
また再任されたら再任された４年間で、ま
た一回全部見直して、続けるべきものは続
ける、そして、変えるものは変える。こう
いうことはあり得るのではないかというこ
とですね。
ですから今、総合計画っていうのは非常
に苦難の時代を迎えてるわけです。言って
みれば、中途半端な批判を結構受けている
わけです。例えば、岸和田市でつくる総合
計画は、そういう中途半端でないようにす
るにはどうしたらいいのかっていう問題で
す。中途半端なのかどうか議論することが
必要なわけで、ちょっと考えなきゃいけな
いところがあるわけです。そういうものを
つくってはいけないという意味ではありま
せん。そういうような状況に置かれている
ということですから、私たちが総合計画を
つくるんだったら、どういうような総合計
画にして、今の時代、つまり現代化してい
くのかということを考えなければいけない。
今までのやり方を前提にしてつくることだ
けでは済まないんですよと、正にそういう
ところですね。岸和田の先進性や、今まで
まじめにやってきたことをどういうふうに
反映させるかということが問われるんじゃ
ないかなと思うわけですよ。

それからもう一つは、計画行政といいま
した。歴史を追って順番でやっていくとい
うことは、これ一見いいことです。でも今、
計画行政やルールに従ってということでい
うと違った側面が出てきました。それは地
方分権ということなんですね。昔は、先ほ
ど言ったように、国の計画や政策が基にな
って、都道府県の総合計画があり、そして
市町村の総合計画がある、という構図でし
た。だから、まちが独自に何かルールをつ
くるということよりも、大きな流れの中で
自分たちがどういう役目を果たすのかとい
う話でしたから、計画というかたちで良か
ったわけですよ。ルールや制度というのは、
計画や事業でできるものではないんです。
例えば、日本には法律がありますよね。全
国総合計画というような計画で世の中が動
いているんじゃなくて、まず憲法があって
法律があって、初めて制度や事業が動いて
いくということですね。
本来ならば、地方自治体おいてもそうい
ったルールや制度がまずあって、その中で
総合計画を動かしていくというものでなけ
ればいけないんですが、それが今までは国
の計画から枝分かれしてきているんで、国
がちゃんと最後に保障してくれるだろう。
あるいは国と一緒にやっていれば、そんな
わざわざ地方でルールや制度をつくんなく
ても良いんじゃないかということで結構や
ってきたんです。だけど今、地方分権にな
りました。地方分権になって、まじめかど
うかは別として、自治基本条例というのが
できたんですね。つまり、この地域の、こ
のまちのルールはこれでいきましょう。こ
ういうことを原則としていろんなものを動
かしていきましょう、となるわけですね。
つまり、自治基本条例によって、まちづく
り全体についての 50 年、100 年の方向付
けが出るわけです。じゃあ、それを具体的
に福祉や環境といった分野ではどうする
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の？となると、それぞれの分野で自治基本
条例から分かれた分野ごとのルールがある。
じゃあ、具体的に私たちの生活の中でどう
いうふうに展開していくの？ということで、
更に細かいルールがあるというようなこと
になるんですね。で、このルールというの
は条例という形が基本です。要するに、自
治体に自治基本条例があって、その下にそ
れぞれの分野を統合するような条例という
ルールがあって、さらにその下に私たちの
いろんな生活や活動に密着した条例という
ルールがある、といった全体のルールの姿
に従って総合計画は動かされている、とい
うことが本当はなきゃいけないんですよ。
ところが今、多くの自治体では、そういっ
た全体のルールの姿がないわけなんです。
そんな中で、地方分権で国のコントロール
が外れてくるわけでしょ？まちをルールな
しで自由につくっていいんだ。そのときの
市民の皆さんの意見と行政が課題だと思っ
てることを集めて、それなりに格好つけて
もいいんだと、こういうふうになるのかと
考えるわけですね。これはなかなか大きな
問題なわけです。ですから、少なくとも自
治基本条例をつくってるまちは、まず自治
基本条例からはじまって、いろんな各分野
の条例が基本的にワンセットそろっている
という中で、総合計画がその中に位置付け
られて、ルール・制度と事業というものが
組み合わさって動いていく。市民の皆さん
も、計画や事業だけで動いていても全体像
が見えませんよね。
「なぜ、こうなるんだ？」
ということは、ルールの方からもきちっと
説明できないといけないわけですから。今
まで総合計画がそういうところに対応でき
ていないという問題、特に、自治基本条例
があるまちにとってはそういう問題が大き
いわけです。
実は、岸和田市は自治基本条例ができた
あと、総合計画の事業と自治基本条例とが

どう対応しているんだろうかっていうチェ
ックをしました。その結果、条例がほとん
ど対応してないということが分かりました。
当たり前ですよ。今までそういうことを意
識しながらそういうことをしてなかったわ
けですからね。総合計画がそういうことに
なっていないということは、これから大き
な本質的な問題になってくるわけですね。
そういうことで、今申し上げたように、
これからつくっていく総合計画は、かたち
を変えた方がいいんじゃないかということ
ですが、結構が出てます。一つは先ほど言
った超長期なデザインですね、50 年とか
100 年の。それから、自治基本条例と役割
分担をして、一方はルールで、一方は事業・
政策であるという、この二つの組み合わせ
によって総合計画を機能させていくという
のが可能ですね。それから、さらに言えば、
今首長さんが選挙のときにほとんど出して
いるマニフェストとの関係をどうつけるの
か。その三つのところがこれから総合計画
をつくっていくときに、課題として意識し
ながらやっていかないといけないんです。
これ、完全に対応できるかどうか分りませ
ん。でも、ちゃんとそういことを頭におき
ながら総合計画をつくっていく必要がある
と思います。

ります。」といってますが、それに違反した
場合や、それができなかった場合、あるい
は、それと違うことをやった場合にどうい
うことになるんだろう？というのは、ほと
んどほっかぶりですよね。仕方がないで済
んじゃいました。あるいは、あんまりはな
はだしいと、選挙のときに市長さんや議員
さんが落ちるなんていうことがありますが、
ほとんどそういうことって聞かないわけで
すよね。ってことは、要するに、一種の無
責任体制の中でやられてきたんですね。け
ど、自治基本条例というのは、条例である
以上、条例違反というものがあるんですね。
ということは、守らなければいけない義務
というのが議会や行政はもちろんのこと、
市民や事業者のみなさんにも生まれて、こ
の地域のありとあらゆる関係者が、それに
縛られるということになるんですね。そう
いうものですから、まず第一に、いろんな
計画をつくったり、あるいは、いろんな事
業を展開するときに、私たちは、それが自
治基本条例ときちっと合っているかどうか
ということを常にチェックしなければいけ
ないし、チェックされるということです。
市民もそれから逃れることはできないんで
す。そういう意識を皆さん認識していらっ
しゃるかどうか。すごく難しくて、
「どうも
自治基本条例って遠い存在で、自分は関係
ない。」と思ってらっしゃる市民の方、結構
多いんですよね。でも、やっぱりそこに書
自治基本条例については、これはもう岸
かれた責務とか、あるいは、こういうこと
和田の皆さん、かなりやってらっしゃるの
ができるとかいう権利ですね。要するに行
で、あんまり細かくは言いませんし、今の
政に対する義務を忘れるとか、あるいは条
総合計画の話の中でずい分言いましたよね。 例違反をした場合に、それに対する回復手
結局、自治基本条例というのは、まちの憲
段を求められるとか、そういう性質のもの
法なんです。でも、憲法といっても、国で
だと。そこが今までの総合計画やいろんな
は憲法違反って言葉ありますよね。この自
の政策なんかと違うわけですよね。そうい
治基本条例も条例違反っていう言葉があり
う意味で、自治基本条例というのは、まち
ます。つまり、今までの都市宣言や総合計
づくりに関するあらゆる側面をコントロー
画というのは、
「これこれこういうことをや
ルするんです。そのコントロールから外れ
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ることは基本的にできないんですが、万一
外れた場合には、条例違反として具体的な
是正を求められると、そういうものである
んです。
一番大事なことは、市民の皆さんと行政
との関係ですよね。行政は市民の皆さんに
対して何を守っていかなきゃいけないのか。
そして、行政と市民はお互いに何を協力し
ていかなきゃいけないのか。これ、よく契
約といいます。自治基本条例で規定された
以上、これは一種の契約であって、お互い
にそれを違反することができないというこ
とですね。
それと、自治基本条例というものは、基
本的には市の憲法という性質から、軽々し
く中身を変えるものではないんです。例え
ば、新しい首長さんや議員さんが出てきて、
それと違ったことをするといったような、
自治基本条例に反するような政策をするこ
とが原則できないということですね。逆に、
最近出てきた例として、新しい首長さんが、
「こんなものがあったら、自分のやりたい
ことができない。」と言って、議会に届けて
自治基本条例を廃止してしまうというのが
あります。こんなことが起きてくるぐらい
拘束力が強いんです。議会の議決があるか
らという意味で拘束力があるんじゃなくて、
条例という、そもそも法的な拘束力を持っ
た権利義務関係、契約関係になり、今まで
のまちづくり市民参加なんかとまったく違
うと理解して頂く必要があると思います。
逆にいうと、そういうものがある以上、市
民のみなさんも条例の主旨に反して、要望
や注文をつけるとか、あるいは行政に対す
る不当な要求をするとか、そういうことは
本来できないんですよね。だから「それは
いけません。」と言うんじゃなくて、条例が
期待しているのは、市民の皆さんが行政と
協力していいまちをつくっていくことと、
もう一つは行政に対して提案をすることで、
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行政はきちっと受け止めて、その中で単に
協力するだけではなく、お互いの意思疎通
や情報交換を非常に円滑に進めることによ
って、いいまちづくりができると、そうい
うことを期待しているわけです。市民の皆
さんの行政に対する対応も、お上とか、あ
るいは奴らとか、そういう外にあるものじ
ゃなく、一緒にまちづくりをやっていく契
約のパートナーであるということで、皆さ
んも市民として行動しなくてはいけないん
だという時代になっていくと思うんです。

だいたい私の話したかったことは、今ま
での話しの中で終わってます。最後に４と
５のエッセンスの部分をお話したいと思い
ます。
自治基本条例と総合計画とがどういう関
係で成り立つかということですが、明らか
なことですが、自治基本条例がすべての基
本です。ですから、自治基本条例からはみ
出すような総合計画はあり得ないというこ
とをまずご理解願いたい。それから、常に
自治基本条例を頭の中に置きながら総合計
画をつくっていただくようにお願いしたい
というのが一点です。総合計画は、最上位
計画という言葉を使っています。総合計画
は、計画としては確かにこのまちの一番上
位の計画ですから、それは間違いありませ
ん。ただし、今までと少し意味が違うと思
います。というのは、今までは自治基本条
例がありませんでしたので、まちづくりの
理念や方向付けとかいうものをかなり書き
込みました。今回は、書き込んでも結構で
すが、ただし、基本的には大きな目標や基
本的な事項は自治基本条例に書いています
ので、それをやっぱり参照しながら、この
何年という間に、それを具体的に書くとす
ればどういうふうになるのかな？というこ

とを意識しながら書き込んでいただく。こ
れは、そうでなければいけないというわけ
ではありません。そういうことになるのか
な、という感じがしているということです。
先ほど申し上げたように、自治基本条例と
いうのは、ルールや制度をメインにしてい
るものです。総合計画というのは事業や政
策といった具体的に何をやるかというレベ
ルのものを体系化したものです。その二つ
が組み合わさって全体のまちづくりを進め
る。こういう理解でお願いしたいというこ
とです。
それから、今までは、総合計画が 10 年
なので、行政はよく長期計画といっていた
と思います。ただ、自治基本条例は超長期、
あるいは長期計画の一番根幹的な位置にあ
るということですね。それに対して中期的
な目標を明確にするのが総合計画なんであ
ろうと思うわけです。それに対してマニフ
ェストというのは、いろんな議論がありま
す。4 年単位の計画にして、その方がむし
ろリアリティがあるので、
「マニフェストを
ビシっと組み込んだ形で総合計画ができる
のではないの。」という議論もあり得ます。
そうでなければいけないということではあ
りませんが、そういう可能性はあるという
ことですね。選択の余地があるということ
を考えていただきたいということです。そ
ういう意味では、今までとらえられていた
ような、まちづくりの根幹とか、一番大事
なのだという総合計画とは違って、もう少
し軽いといいますか、一種の道具としての
総合計画というのがあると思います。つま
り、我々がまちづくりに使っていく装置と
しては、あんまりたくさん書きこんでおく
と、重くなって読む気もしなくなるんです
が、もうちょっと軽めにつくっておくと、
「ちょっとこれ、総合計画に何て書いてあ
るの？」というふうに読みやすくなる。当
然、薄くなると思うんですね。そういうこ
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とも含めて、もうちょっと身近なものにで
きるかもしれません。新しくつくるとなる
と、少々エネルギーがいりますが、全部を
やりきるかを含めて、皆さんのお考えをそ
れなりに少し議論していただいてもいいか
な？というふうに思います。
それから、先ほど申し上げたことですが、
マニフェストと調整可能な総合計画にする
のかどうかということもあります。その場
合、ちょっとした工夫が必要ですね。例え
ば大津市なんかは、基本構想・基本計画・
実施計画と３段階になっている総合計画を、
基本計画と実施計画をまとめてしまって、
基本構想と実施プログラムっていう 2 段階
にして、マニフェストの期間と調整できる
ような形にしているというケースがありま
した。ですから、固定的に考える必要はな
いが、そこら辺りを皆さんの中で調整して
いただければよいかと思います。マニフェ
ストがなぜ大事かというと、検証可能性と
いいまして、後付けができるということで
すね。総合計画では、今まで後付はあまり
していなかったんです。形式の後付はやっ
ていましたが、本当の意味でやってなかっ
たんですね。ですから、もしマニフェスト
をかなり取り込むような総合計画になると、
検証可能性ということで非常に問題となり
ます。特に、財政面での検証可能性という
ことが大切になりますので、これは中々行
政としてはつらいものになるのではないの
かと。そういうこともお話し合いをしてい
ただければと思います。
それから、市民参加の面ですが、マニフ
ェストというのは、首長さんの選挙のとき
にやるわけで、基本的に行政がそれを受け
てやるかたちになります。じゃあ、そのマ
ニフェストを取り込んだ総合計画というこ
とを考えるときに、首長さんのマニフェス
トと少し違った面が入ってきてもいいんだ
ろうか？という問題があるんですね。それ

は、市民参加でつくった計画と、マニフェ
ストという首長の政治方針、これは市民に
支持された政治方針ですから、それをどう
いうふうに位置付けるかっていう難しい問
題が実はあります。でも、それは固定的に
考える必要はなくて、このまちでそれはど
ういうふうに考えていくかという議論があ
ればよろしいので、もし、マニフェストを
取り込む場合には、そこら辺のことも議論
の対象になるのかな？ということです。
自治基本条例をそのままにしておくと、
なかなかメインになりませんので、自治基
本条例を常に意識しながらつくった総合計
画は、
「目に見える自治基本条例」というこ
とになって、自治基本条例を具体的に市民
の皆さんに理解し、自分のものにしていた
だくということで、重要なものになるので
はないか。そういう意味で総合計画をつく
るプロセスは、自治基本条例を市民の皆様
に理解していただくプロセスにもなるとい
うことも皆さんに意識していただくと大変
よろしいのではないかと思っているわけで
す。
大体私の話したいことは、この辺りです
ので、今日はありがとうございました。
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Ⅰ．今後の
スケジュールについて

キックオフ研修会
回

日時

第７回

12月11日（木）
18:30～21:00

第８回

１月15日（木）
18:30～21:00

場所

内容

職員会館
大会議室

将来都市像を
考えよう！

㈲コラボネット取締役

第９回

１月30日（金）
第１
18:30～21:00 委員会室
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石井 布紀子 氏

新
総
合
計
画
新 都 市 計 画 マスタ ー プラン
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議 会 に 提 案 → 議 決

市 長 選 挙

検討期間（１年半）

４月
９月
11月
２月

平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度

Ⅱ．次期総合計画の
基本的な考え方について

総合計画とは？
地方自治法第２条第４項
市町村は、その事務を処理するに当たっては、
議会の議決を経てその地域における総合的かつ
計画的な行政の運営を図るための基本構想を定
め、これに即して行なうようにしなければならない。
市の最上位の計画
市の将来像や、それを実現するためのまちづくり
の基本的な方向性を明らかにしたもので、市のす
べての活動の根拠となる市の最上位の計画です。
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0
Ｓ40

Ｓ50

Ｓ60

Ｈ７

Ｈ17
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Ｈ27

Ｈ37

Ｈ47

Ｈ57

人口増加率
新条
城北

大芝

春木

30％～

八木北
朝陽
浜

中央

大宮

八木

城東

八木南

東光

城内

20％～30％

山直北

10％～20％

常盤
旭
光明

太田

天神山

０％～10％

山直南

▲10％～０％

修斉

▲20％～▲10％
▲30％～▲20％
▲40％～▲30％
東葛城

山滝

▲50％～▲40％
▲60％～▲50％
～▲60％

高齢化率
新条
城北

大芝

春木

50％～

八木北
朝陽
浜

中央

大宮

八木

城東

八木南

東光

城内

45％～50％

山直北

40％～45％

常盤
旭
太田

光明

天神山

35％～40％

山直南

30％～35％

修斉

25％～30％
20％～25％
東葛城

山滝

210

人口減少
社会

少子
高齢化

財政危機

環境問題 地方分権

今までの仕組みがそのままでは通用し得ない時代に突入

地域経営

地域社会を構成する多種多様な主体が、
それぞれの責任と役割分担に基づいて
限られた地域資源を最大限に活用して、
地域の価値を高めること。
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地域経営

地域経営
価値

0

1

2

3

……
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年数

ルールづくり

市民の権利と責務

コミュニティ活動

市議会の責務

協働及び参画

市長の責務

市政運営の原則

前文

基本理念

市民自治都市の実現

ビジョン（目標）

自治基本条例の

の共有化

具体化・可視化

新総合計画の
役割

策定に当たっての
３つの視点
視点

1

視点

2

視点

3

ビジョン（目標）の
共有化

自治基本条例の
具体化・可視化
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３つの視点
視点

1

方向性

方向
方向

視点

2

方向
方向

視点

3

方向
方向

1
2
3
4
5
6

基本構想

まちづくりの目標となる都市像と基本的な方向性を
明らかにしたもの
基本計画

基本構想で明らかにされたまちづくりの目標を実現
するための施策の基本的な方針と進め方を体系的
に組み立てたもの
実施計画

基本計画で示された施策を、財政状況や社会情勢
を考慮して選択実施するためのもの

214

基本構想

まちづくりにおいて持ち続ける
基本的な考え方
基本理念

目指すべき
将来のまちの姿

人間尊重と環境保全

将来都市像
人がいき、地域が輝くまち・岸和田

まちづくりを
進める上での
基本的な目標

「市民自治都市」
を実現するための
行財政運営の方針

新しいまちづくりシステムの創造

５つのまちづくり目標

目標

人間を尊重する
人間を尊重する
教育・文化
教育・文化の
教育・文化の
まち
まち

目標

ともに築く
ともに築く
健康・福祉
健康と福祉の

健康と福祉の
まち
まち

目標

地球と人に
地球と人に
環境
やさしい環境の
やさしい環境の
まち
まち

目標

目標

安全で快適な
安全で快適な
基盤整備
都市的魅力の
都市的魅力の
あるまち
あるまち

活力ある
活力ある
産業
産業振興の
産業振興の
まち
まち

基盤整備

産業

基本構想（施策の大綱）
教育・文化

健康・福祉

環境

平和への希求

健康・医療

循環型まちづくり

安全なまちづくり

商工業

人権の尊重

地域福祉

環境汚染防止

上・下水道

農林漁業

コミュニティづくり

高齢者福祉

みどりと自然

市街地整備

観光・集客産業

学校教育

障害者（児）福祉

自然景観

都市景観
アメニティ

新しい産業

生涯学習

児童福祉

公園・緑地

住宅・住環境

就労環境

スポーツ
レクリエーション

生活福祉

交通体系

市民・地域文化

臨海・港湾

国内・国際交流

高度情報化
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基本計画
教育・文化

健康・福祉

環境

基盤整備

産業

平和への希求

健康・医療

循環型まちづくり

安全なまちづくり

商工業

人権の尊重

地域福祉

環境汚染防止

上・下水道

農林漁業

コミュニティづくり

高齢者福祉

みどりと自然

市街地整備

観光・集客産業

学校教育

障害者（児）福祉

自然景観

都市景観
アメニティ

新しい産業

生涯学習

児童福祉

公園・緑地

住宅・住環境

就労環境

スポーツ
レクリエーション

生活福祉

交通体系

市民・地域文化

臨海・港湾

国内・国際交流

高度情報化

基本計画（施策の体系）
教育・文化

平和への希求

(1)生涯学習活動の促進

①生涯学習活動の促進
②図書館活動の充実

人権の尊重

③地域学習の促進
コミュニティづくり
学校教育

④自然学習の促進
(2)生涯学習施設の充実

②図書館の整備・充実

５ 生涯学習
生涯学習
スポーツ
レクリエーション

①公民館等の充実・整備
③生涯学習関連施設の整備・連携

(3)青少年の健全育成

①青少年活動の充実・支援
②社会参加機会の拡充

市民・地域文化

③健全な環境の整備
国内・国際交流

④家庭での育成支援
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基本計画
教育・文化

②図書館活動の充実

(1)生涯学習活動の促進

５ 生涯学習

市民ニーズや社会経済環境に対応した資料の整備
と更新を図り、活字図書だけでなく情報メディアを活用
した総合的な情報サービス機能の向上に努めます。
また、相談・レファレンス業務を充実するなど利用者
へのサービス機能を高めるとともに、講座・教室・催し
の開催など市民に親しまれる市民参加による図書館
運営を図ります。

基本

まちづくりビジョン
まちづくりビジョン

基本理念

構想

人間尊重と環境保全

基本理念
市民自治都市の実現

将来都市像
人がいき、地域が輝くまち・岸和田
新しいまちづくりシステムの創造

目指すまちの姿
（将来都市像）

行政運営の方針
（行政像）

５つのまちづくり目標

みんなで目指す将来の
みんなで目指す将来の岸
岸和田の姿
和田の姿

目指すまちの姿を実現する
ための行政運営の方針

教育

健康

文化

福祉

環境

都市
基盤

産業

戦略計画
戦略計画
将来都市像を実現する
ための数値目標
役割分担

基本
計画

行政像を実現するため
の数値目標
役割分担

市民

行政

市民

行政

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性
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まちづくりビジョン
まちづくりビジョン
長期的な視点から、岸和田の地域み
んなで目指す「目指すまちの姿（将来
都市像）」と、それを達成するための
「行政運営の方針（行政像）」を明らか
にするもの

基本理念
市民自治都市の実現

目指すまちの姿
（将来都市像）

行政運営の方針
（行政像）

みんなで目指す将来の
岸和田の姿

目指すまちの姿を実現する
ための行政運営の方針

１２年

戦略計画
戦略計画
将来都市像を実現する
ための数値目標

行政像を実現するため
の数値目標

役割分担

役割分担

市民

行政

市民

行政

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

まちづくりビジョン
まちづくりビジョン
基本理念
市民自治都市の実現

目指すまちの姿
（将来都市像）

行政運営の方針
（行政像）

みんなで目指す将来の
岸和田の姿

目指すまちの姿を実現する
ための行政運営の方針

戦略計画
戦略計画
将来都市像を実現する
ための数値目標
役割分担

行政像を実現するため
の数値目標
役割分担

市民

行政

市民

行政

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性
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中期的な視点から、「将来都市像」と
「行政像」を実現するための数値目標
（目指そう値）と、それを達成するため
の公民の役割分担を明らかにするも
の
【前期】

【中期】

【後期】

４年

４年

４年

ビジョン（目的・目標）とは？
例えば、

水泳の苦手な子どもが、夏休みの目標をた
てました。
目標１：
手 段 毎日、プールに行く！
目標２：
抽象的 泳げるように頑張る！
目標３：
目 標 10メートル泳げるようになる！

ビジョン（目標）とは？
条件１

仕事（活動）そのものではなく、

その遂行によって成し遂げること！
条件２

抽象的で曖昧なものでははく、

具体的なイメージで！
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ビジョン（目標）とは？

達成すべき成果を具体的に描いたもの

対象

だれを、何を？

意図

どのような状態にしたいのか？

手段

目標を達成するための活動

ビジョン（目標）とは？

達成すべき成果を具体的に描いたもの
放課後、子どもが心配

対象

だれを、何を？
留守家庭の児童

意図

どのような状態にしたいのか？
放課後に安全に過ごせる状態

手段

目標を達成するための活動
多種多様な主体が分担して実施
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価値を高めるということ

価値を高めるということ
実

風景画
ひまわりが咲いている

事

受
け
止
め
ら
れ
方

家がある

すばらしい！！
それほどでも…
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価値を高めるということ
事

子育て支援

保育所の待機率

実

女性の就業率
統計データ
出生率

受け止められ方

子育てしやすい
まちだ！
アンケート
意識調査
子育てしにくい
まちだなぁ…
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Ⅲ．都市計画マスタープラン見直しの
基本的な考え方について

１．都市計画とは？
（１） 都市計画の役割と体系
（２） 都市計画区域マスタープランとは
（３） 都市計画マスタープランとは

２．岸和田市都市計画マスタープランの見直しについて
（１） 都市計画マスタープラン【Ｈ10．３】について
（２） 都市計画マスタープランの役割の変化
（３） 都市計画マスタープラン見直しイメージについて
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１．都市計画とは？
（１）都市計画の役割と体系
市民

都市計画区域マスタープラン（整備、開発及び保全の方針）
（都道府県が定める）

行政
事業者

都市計画マスタープラン（市町村の都市計画に関する基本的な方針）
（市町村が定める）

土地利用に関する計画

区域区分・用途地域・防火地域など
土地利用について規制・誘導

都市施設に関する計画

道路・公園・下水道など都市にとって
必要な施設について定める

市街地開発事業に関する計画

土地区画整理事業、市街地再開発事業
などの事業について定める

地区計画等

地区ごとの特性に応じて定める

（２）都市計画区域マスタープランとは
都道府県が、市町村を超える広域的見地から、都市計画区域を対象
として、区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定める
ものです。
大阪府の４つの都市計画区域
北部大阪
都市計画区域

大阪
都市計画区域

南部大阪
都市計画区域
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東部大阪
都市計画区域

（３）都市計画マスタープランとは
市町村が、市町村の総合計画並びに都市計画区域マスタープランに
即し、市町村の区域を対象として、より地域に密着した見地から、
その創意工夫の下に、市町村が定める都市計画の方針を定めるもの
です。
市町村のまちづくりの理念
市町村の都市計画の目標
〈全体構想〉
都市計画マスタープラン
（市町村が定める）

目指すべき都市像とその実現のための主要課題、
課題に対応した整備方針等
〈地域別構想〉
あるべき市街地像等の地域像
そのために実施されるべき施策など

２．岸和田市都市計画マスタープランの見直しについて
（１）現都市計画マスタープラン【平成10年３月】について
■都市計画マスタープランの構成

本編

【第１章】
将来に目指すまちの姿や、土地利用の
全市の
方針、都市施設の整備方針を全市的
まちづくり方針 観点から示しています。
【第２章】
地域ごとに特色あるまちづくりを目指
地域別の
すため、地域別に具体的な整備方針を
まちづくり方針 示しています。
【第３章】
都市計画マスタープランに基づいた
まちづくり方針
まちづくりを実現するための進め方や、
の運営 公民の役割分担を示しています。

近未来編

都市計画に関する基本的な方針

岸和田市都市計画マスタープラン

【序章】
都市計画マスタープラン策定の背景、
都市計画マスター 経過、役割や目標期間などを表示して
プランについて います。

近未来の
平成22年度までに着手が予定させて
まちづくり
について いる事業について示しています。
地区懇談会や庁内会議をはじめ、都市
計画マスタープランの策定に取り組ん
について できた記録を綴っています。

策定過程の記録
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■都市計画マスタープランの方針・方策体系図

（２）都市計画マスタープランの役割の変化
①現 状
１）都市計画法の改正
ⅰ）平成12年５月創設
地区計画等の案の申出制度［都市計画法第16条第３項］
ⅱ ）平成14年７月創設
都市計画提案制度［都市計画法第21条の２］
地域のまちづくりに対する取り組みを今後の都市計画行政に積極的に取り
込んでいくため、地域住民等の都市計画に対する能動的な参加を促進する
こととし、住民又はまちづくり団体からの都市計画の決定等の提案に係る
手続きが新たに整備されました。

２）現在の都市計画マスタープランの課題
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②これからの都市計画マスタープラン
●実現すべき具体的な都市の将来像を示す →生活マスタープラン
生活マスタープラン
・市民、事業者、行政が都市の将来像を共有→シンプルに・分かりやすく
●個別の都市計画の決定・変更の指針となる
・個別の都市計画の根拠となるものであり、個別の都市計画の決定・変更
されるべき方向性を示す指針としての役割

●個別のまちづくり計画を総合的に評価する指針となる
・都市の将来像に基づき、土地利用、環境共生、景観形成、都市防災等の
視点から、個別のまちづくり計画を総合的に評価する際の指針としての
役割

●市民によるまちづくり活動の方向を示す
・市民や事業者、行政がまちづくりに取り組む上での考え方を示すことに
より、実現すべき都市像に向けた市民主体のまちづくりの取り組みを促
進する役割

（３）都市計画マスタープラン見直しイメージについて
現）岸和田市都市計画
マスタープラン

(仮称)次期岸和田市総合計画
イメージ

(仮称)新岸和田市都市計画
マスタープランイメージ

【序章】
都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
について

まちづくりビジョン
まちづくりビジョン
基本理念

【第１章】
全市の
まちづくり方針

まちづくりの基本方針

【第２章】
地域別の
まちづくり方針

基本的には、現都市マスを
踏襲しつつ、見直し後の
まちづくり方針との整合性
をチェック。

目指すべき将来像

市民自治都市の実現
目指すまちの姿
（将来都市像）

行政運営の方
針（行政像）

みんなで目指す将来の
岸和田の姿

目指すまちの姿を実現する
ための行政運営の方針

戦略計画
戦略計画

【第３章】
まちづくり方針
の運営

まちづくりの運営方針

近未来の
まちづくり
について

総合計画の下、市全体事業
を一括管理。

策定過程の記録
について
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将来都市像を実現する
ための数値目標
役割分担

行政像を実現する
ための数値目標
役割分担

市民

行政

市民

行政

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

目標達成
に向けた
取組の
方向性

(仮称)新岸和田市都市計画マスタープランの構成イメージ
◆資料編 Ⅰ．基礎資料
・人口推計等各種基礎データ、市民アンケート等
Ⅱ．地区別まちづくり ・各地区のまちづくり基礎データの整理、分析
基礎資料
・コミュニティまちづくりの課題抽出の基礎となる
（まちづくりカルテ）
◆本 編 Ⅰ．基本的な考え方
Ⅱ．全体構想

とともに、まちづくりの成果指標となる。
・まちづくりの基本方針、目指すべき将来像
１．土地利用の方針
２．道路・交通の方針（道路・鉄道・バス）
３．環境共生の方針（自然環境・緑・公園・農地）
４．その他の都市施設の方針（下水・51条等）
５．市街地の方針（拠点整備）
６．住環境の方針（住宅地）
７．景観形成の方針

Ⅲ．地区別構想

８．都市防災の方針
・地区ごとにまちづくりの方針、目標とすべき将来
像を示す。
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Ⅳ．市民意識調査
について

第１ 市民意識調査の概要（２ページ）
１ 調査の目的
① 「受け止められ方」の把握
② 「選択と集中」を図るための参考資料
２ 調査方法と回収結果
調査対象：市内在住の15歳以上75歳未満の男女4,000人
抽出方法：住民基本台帳・外国人登録から無作為抽出。
ただし、性別・年齢・居住校区に大きな隔たりが生
じないように考慮
回収結果：H17＝55.99％、H18＝46.05％、H19＝46.24％
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第３ 住みやすさ意識調査（12ページ）
あなたは、岸和田市の住みやすさについて
どう思われますか？
該当する番号を１つ選んで○をつけていください。
１
２
３
４
５
６

住みよい
まあ住みよい
どちらともいえない
どちらかといえば住みにく
住みにくい
分からない

第３ 住みやすさ意識調査（12ページ）
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

岸和田市
全体

住みよい
まあ住みよい
どちらかといえばすみにくい
住みにくい
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６３．４％
９．７％

10%

第３ 住みやすさ意識調査（12ページ）
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

Ｈ１９

Ｈ１８

Ｈ１７

Ｈ７

Ｓ６２

第４ 施策指標調査（16ページ）
あなたは、次の各項目をどう思われますか？
各項目ごとにあてはまる番号を１つずつ選んで○
をつけていください。
１
２
３
４
５
６

そう思う
まあそう思う
どちらともいえない
あまりそう思わない
そう思わない
分からない・意見なし
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10%

第４ 施策指標調査（16ページ）

施

策 犯罪のないまちをつくる（防犯対策）

指標名

地域の治安がだんだん悪化していると感
じている市民の割合

Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

５８．２％

６０．４％

６０．２％

第５ 重要度・満足度調査（22ページ）
重要度調査

あなたは、次に示す項目のうち、岸和田の
まちづくりにとって何が重要だと思います
か？
重要だと思うものを５つまで選んで番号を
入してください。
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第５ 重要度・満足度調査（22ページ）
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

防犯対策
救急医療の充実
医療体制の充実
高齢者への支援
子育て支援
子どもの健全育成

・
・
・
・・

・
・
・
・・

災害対策

重要度

第５ 重要度・満足度調査（23ページ）
Ｈ17
１ 防犯対策

Ｈ18
防犯対策

Ｈ19
防犯対策

２ 医療体制の充実 救急医療の充実 救急医療の充実
高齢者・障害者

３ への支援

高齢者への支援 医療体制の充実

４ 救急医療の充実 医療体制の充実 高齢者への支援
５ 子育て支援

子どもの健全育
成
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子育て支援

第５ 重要度・満足度調査（24ページ）
満足度調査
次に示す岸和田市の取組について、あなたはど
の程度満足していますか？
各項目ごとにあてはまる番号を１つずつ選んで○
をつけてください。
５
４
３
２
１
０

満足
まあ満足
どちらともいえない
やや不満
不満
分からない・意見なし

第５ 重要度・満足度調査（24ページ）
0%

10%

ごみの減量化とリサイクルの促進
消防機能の充実

満足率

救急医療の充実
医療体制の充実
やすらぎ空間の創出
文化・芸術の振興
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・
・
・
・・

・
・
・
・・

道路・交通網の整備

20%

30%

第５ 重要度・満足度調査（25ページ）
Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

循環型社会の創 循環型社会の創 循環型社会の創
出
出

１ 出

文化・芸術の振

２ 興

救急医療の充実 消防機能の充実

３ 医療体制の充実 消防機能の充実 救急医療の充実
やすらぎ空間の

４ 救急医療の充実 創出

医療体制の整備
やすらぎ空間の

５ 消防機能の充実 医療体制の充実 創出

第５ 重要度・満足度調査（26ページ）
50%

40%

30%

20%

10%

0%
市街地の活性化
道路・交通網の整備

不満率

子どもの教育環境の充実
やすらぎ空間の創出
子どもの健全育成
子育て支援

・
・
・
・・

・
・
・
・・

医療体制の充実
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第５ 重要度・満足度調査（27ページ）
Ｈ17

Ｈ18

やすらぎ空間の

１ 創出（水辺）

道路・交通網の

Ｈ19

市街地の活性化 市街地の活性化
道路・交通網の
整備

道路・交通網の
整備

子どもの教育環

子どもの教育環
境の充実

４ 成

やすらぎ空間の
創出

やすらぎ空間の
創出

５ 防犯対策

防犯対策

子どもの健全育
成

２ 整備

３ 市街地の活性化 境の充実
子どもの健全育

第５ 重要度・満足度調査（28ページ）
-40%

-30%

-20%

-10%

0%

0%

10%

消防機能の充実
循環型社会の創出

文化芸術の振興

子どもの健全育成
良好な労働環境の創出
子どもの教育環境の充実

市街地の活性化
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・
・
・
・・

・
・
・
・・

・
・
・
・・

満足度

人権の尊重

20%

第５ 重要度・満足度調査（29ページ）
Ｈ17

Ｈ18

Ｈ19

循環型社会の創 循環型社会の創
消防機能の充実
出

１ 出

文化・芸術の振

２ 興

消防機能の充実
文化・芸術の振

循環型社会の創
出

３ 消防機能の充実 興

人権の尊重

４ 人権の尊重

文化・芸術の振
興

健康づくりへの支

５ 援

人権の尊重

救急医療の充実 救急医療の充実

第５ 重要度・満足度調査（30ページ）
高

満足

高

低
重要
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第５ 重要度・満足度調査（30ページ）
高

防犯対策
消費者保護対策

満足度

交通安全対策

高

低
重要度

第６ 税金の使い方調査（46ページ）
次に示すお金（税金）の使い方について、あ
なたはどう思われますか？
今年度に使えるお金の総額を100万円とす
ると、それぞれの取組に使う予定のお金がど
のくらいの金額になるのかをお示ししていま
すので、これらを参考に、日ごろの印象も含
めて、100万円をどう配分するのかといった観
点で、「配分を増やすべき」「配分を減らすべ
き」と思うものをそれぞれ５つまで選んで番号
を記入してください。
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第６ 税金の使い方調査（46ページ）
0%

10%

20%

30%

40%

救急医療の充実
防犯対策
医療体制の充実
子育て支援

配分増加率

子どもの健全育成
子どもの教育環境の充実

・
・・・・

・・・・・

高齢者への支援

第６ 税金の使い方調査（48ページ）
40%

30%

20%

10%

0%

文化・芸術の振興
商工業の振興
住宅環境の整備

配分減少率

市街地の活性化
福祉の仕組みづくり
ｽﾎﾟｰﾂ環境の整備

・・・・・

・・・・・
240

観光の振興

第６ 税金の使い方調査（48ページ）
-30%

-20%

-10%

0%

-0%

10%

20%

救急医療の充実
防犯対策
子どもの健全育成

・
・・・・

・
・・・・

・・・・・

コスト度

医療体制の充実

協働の推進
住宅環境の整備
商工業の振興
文化・芸術の振興

第６ 税金の使い方調査（52ページ）
高

コスト度

高

低
重要度
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30%

40%

第６ 税金の使い方調査（52ページ）
高

コスト度

消費者保護対策

子育て支援

防犯対策

子どもの健全育成

医療体制の充実

災害対策

高齢者への支援

救急医療の充実

障害者への支援
高

低
重要度

第６ 税金の使い方調査（52ページ）
高

コスト度

高

低
満足度
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第６ 税金の使い方調査（66ページ）
高

子どもの健全育成

交通安全対策

子どもの教育環境
の充実

コスト度

防犯対策

高齢者への支援

道路・交通網の整備

障害者への支援

新産業創出支援

子育て支援

良好な就労環境
の整備
高

低
満足度

第７ 重点施策の分析（82ページ）
重要度×ｺｽﾄ度

重要度×満足度

満足度×ｺｽﾄ度

消費者保護対策

防犯対策

防犯対策

防犯対策

高齢者への支援

交通安全対策

医療体制の充実

障害者への支援

高齢者への支援

高齢者への支援

子育て支援

障害者への支援

障害者への支援

子どもの健全育成

子育て支援

子育て支援

住宅環境の整備

子どもの健全育成

子どもの健全育成

子どもの教育環境の充実

災害対策

道路・交通網の整備

救急医療の充実

新産業創出支援
良好な就労環境の整備
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◆◆ 略歴 ◆◆
(有)コラボねっと取締役、関西学院大学・花園大学非常勤講師
阪神・淡路大震災以降、復興支援まちづくりグループ「プロジェクト結ふ（ゆう）
」の代表世話人となり、
様々な NPO 活動にチャレンジしはじめる。2000 年、
「
（有）コラボねっと」を立ち上げ、現在、取締役を
務める。
『社会への貢献が高い場づくりや、個々人の多様な働きを支えることから、新しい人とまちの可能性を探
り、未来をつくりたい』と、実験事業を展開。また、全国にて、市民活動そのものや、市民活動と行政との
協働を推進するためのアドバイザー、各種委員としても活躍

グループワークなどを通して、会議の進め方や意見のまとめ方などを習得するとともに、岸和田の将
来都市像についての議論を行い、7 つのキーワードを抽出しました。
《グループワークの概要》
石井講師より、グループワークの進め方について提案があり、各委員の賛同を得て、以下のとおり進
めることとなりました。
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グループワーク Part1
前半は、5 回の講演会で印象に残ったことや、議論してみたいことをひとり 1 分で自己紹介を行い
ました。
後半は、6 班に分かれて、これから議論したいテーマを抽出し、各班から抽出されたテーマのうち、
自分が議論したいテーマに名前を張り 3 人以上集まったテーマが成立というルールで、次回会議の協
議テーマとメンバーを決定しました。
協議テーマ
Group 1「効果的・効率的な行政のお金の使い方はどうすればいいのか？」
Group 2「自然を大切にした活発なまちとは？」
Group 3「芸術・文化を創り、つなげられるか？」
Group 4「地場産業（農・林・水産・工・商業）を元気にするには？」
Group 5「文化・歴史を糧とした観光開発をどうしたらいいか？」
Group 6「地域の活性化を図るための人づくりは？」
Group 7「高齢者の居場所・生きがいづくりのための生涯学習の充実をどうするか？
Group 8「泉州の経済と観光の中心にするには？（魅力あるまち）
」
グループワーク Part2
前回のワークショップで抽出された 8 つのテーマに基づき、
「岸和田のまち・岸和田の暮らしをよ
くするために必要なこと」についてグループディスカッションによる協議を行いました。
グループワーク Part3
前回のワークショップで、8 つのテーマに基づきグループディスカッションによる協議を行った内
容を、新たに 4 つのグループに分かれて、更に協議を行い、どのようなキーワードが必要か、洗い出
しながら言葉を吟味していきました。
グループワーク Part4
前回に引き続き、4 つのグループに分かれて協議を行い、どのようなキーワードが必要か、洗い出
しながら言葉を吟味していきました。
グループワーク Part5
ラウンドテーブル形式で最終的なまとめを行い、以下のことを共通認識とした上で、第 7～11 回
のキックオフ研修会の結果として、
「将来都市像キーワード（市民会議案）
」を抽出しました。

● 岸和田の将来都市像キーワード（市民会議案）抽出にあたっての共通認識
◇本総合計画は、自治基本条例のもとに、策定する。
◇将来都市像は、4 月からの具体的な議論を踏まえた上で、必要に応じて調整を行い、表現を
含めて決定する。
◇これまでの議論を踏まえ、将来都市像(案)のイメージを委員が共有し、これを念頭に置きつ
つ、4 月からの分野別の議論を進める。
◇スローガンについては、4 月からの具体的な議論を踏まえた上で、全体構成を確認しつつ、
設定するか否かを含めて議論する。
◇行政運営の方針は、今後、市においても議論を行うため、現時点では、必須と考えられるキ
ーワードのみを抽出。
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●将来都市像キーワード（市民会議案）
スローガン
一人ひとりが輝き、
つながりが育つまち

愛

調

和

市民が生活しやすい

市民と行政が
ともに想い、
ともに歩む

行政運営
の方針

目指すまちの姿

状態
将来都市像

み ん な が
未来に希望
を持って生
活できてい
る状態

み ん な が
安心して安
全な生活が
できている
状態

み ん な が
活力と潤い
を持って生
活できてい
る状態

み ん な が
豊かでゆと
りを持って
生活できて
いる状態

み ん な が
交流してき
ずなのある
生活ができ
ている状態

市民と行政
がともに想
い、ともに歩
んでいる状
態

未 来

安 心

活 力

豊 か

きずな

助け合い

市の財政が
健全に運営
されている
状態

健 全
希 望

安 全

潤 い

ゆとり
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交 流

参 画

● 事務局 岸和田市企画調整部企画課
【資料】きしわだの家計簿 （P250～293 参照）
岸和田の財政状況について、わかりやすくイメージをお持ちいただくため、一般家庭の家計簿に例
えて表現した資料「きしわだの家計簿」をもちいて、説明を行った。

● コーディネーター 河音 琢郎 氏（和歌山大学経済学部教授）からのコメント
【資料】きしわだの家計簿 （P250～293 参照）
「きしわだの家計簿」P292～293 のイエローカード・レッドカードとは何かというと、イエロー
カードが入院で、レッドカードがＩＣＵといったイメージ。なぜ、入院したくないのかというと、自
由を奪われるから。
例えば、
「きしわだの家計簿」の P270、平成元～19 年度の「普通に入ってくるお金」と「生活費」
を比較した表をご覧いただきたい。
「普通に入ってくるお金」は 1.4 倍にしかなっておらず、お父さ
んの基本給（地方税）にいたっては 1.1 倍にしかなっていないのに、
「生活費」は 1.6 倍にもなって
いる。何に使っているかというと、
「ローンの返済（公債費）
」が平成元年度の 2.7 倍にもなっている。
借金が大きくなってしまい少し首が回らなくなってきているというのが、岸和田の財政が非常に厳し
いといわれている原因の一つ。例えると、酒を飲みすぎたからか、あるいはタバコを吸いすぎたから
か、それとも両方が原因なのか、そういうことをやってきたツケ（借金）として、何となく体の調子
が悪いが、入院にまではいたっていないといったイメージ。
いつごろから体の調子が悪くなってきたのか？というと、
「きしわだの家計簿」の P272～273 をご
覧いただくと、平成 13 年度が 1 つの区切りになっている。
つまり、病状の悪化というのは平成 13 年度までで、平成 13 年度以降は何とかやりくりしながら
今までとりあえずきたが、まだ、病気からは脱していないといった感じ。
今までの治療方法について、その処方箋は正しかったのか？また今後どういう処方箋を出していけ
ばいいのか？ということを、5 つの分科会の中での議論につなげていかないといけない。
どういうことかというと、岸和田はまだ入院患者じゃないので、
「どんなまちをつくろうか、どん
なまちにすればいいのか。
」といったビジョンづくりを自由にできる。でも 20 年前のように、
「暴飲
暴食や徹夜なんかをしても、翌日にはケロっとしている。
」といった若者ではもうないので、少しケ
アが必要だということ。市は、人間ではないので、これからもう一度若返るかもしれないが、今は、
「何でもできる若者だと思ってもらっては困る。
」というのが今日の事務局の話の基本。
しかし、手足の自由を奪われ、酸素マスクをつけられてＩＣＵに入っているわけではない。
この両方のバランスをご理解いただいた上で、
「病状は何？」ということをご議論いただきたい。
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皆さんがご議論されておつくりになられたキーワードの行財政分野のキーワードに「健全」と「持
続」と書いてある。同じ「健全」でも、若者の「健全」と、ケアが必要な者の「健全」とは、少し意
味合いが違う。もちろん、
「健全」であるというのは大事だが、どう健全であるべきかというと「持
続性」ということがより重要になってくる。
5 つの分科会に分かれてしていただく「どんな岸和田にしたいのか。
」という話と、財政の話とを
噛み合わせると、まったく噛み合わなくなってしまう。
つまり、
「あんなふうにしたいなぁ、こんなこともしたいなぁ。
」と話し合っても、
「金がないから、
これもできない。あれもできない。
」となってしまって、分科会同士で奪い合いをする。
こんなことになっても仕方がないので、折り合いをつけるためには、
「どの程度の病状なのか？そ
れじゃ、こんな処方箋でいったらいいね。
」といった気持ちを持っていただいて、岸和田の財政をと
らえていただきたい。
【資料】政令市を除く府内 31 市の家計簿の比較 （P294～303 参照）
資料は、市によって人口が違うので単純に決算の金額を比較できないため、お年寄りから赤ちゃん
まですべての市民 1 人頭に換算して家計簿を比較したもの。
数字はややこしいので、順位の方で岸和田の“癖”を見ていただきたい。
P294 の 1 番左の人口の欄をご覧いただくと、岸和田市は人口 201,000 人で、31 市中 9 番目。
この「人口が 9 位」というのを基準に考えていただきたい。
例えば、P295 の右から 2 列目の夫の基本給、これは収入の主力である地方税だが、これが 26 位と
なっていて、人口 9 位の市にしては低い。
支出の方では、P298 の右から 4 列目の「医療費（扶助費）
」は 5 位と結構高い。しかし、
「医療に
ばかり金を使っている金食い虫」なのか、それとも「医療を重視することはいいことで、医療費が高
いのは仕方がない。
」なのか、というようなことを考えてみて頂きたい。

● 岸和田の財政状況に関する質疑概要
【質問Ａ】
病状を診断して処方箋を選んでいくということだが、例えば胃が悪いといったことだけでいいの
か、それとも、胃が悪くなった原因まで私たちで議論するのか？
→（コーディネーター）今後、この市民会議と専門家が入っている策定委員会とで、意見のキャ
ッチボールをしながらビジョンをつくっていくわけだが、そのビジョンを実現可能なものにし
ていこうと思えば、病気の原因や処方箋もはっきりしている方がよく、必要な議論はしていき
たいと考えている。ただ、私は岸和田市民ではなく、皆さんの方が実際に岸和田で生活をされ
ている実感として様々な知識を持っていらっしゃる。なので、この数字と、皆さんの実感や知
識、それと私の知っていることを総合的に考えていかないと難しいし、そういうことができて
いる自治体は少ない。
【質問Ｂ】
税収と人口は関連があると思うので、
「きしわだの家計簿」P278 の「お父さんの基本給（地方税）
の推移」のグラフに、人口の推移を付け加えてほしい。
→【追加資料】お父さんの基本給（地方税）と人口の推移 （P304 参照）
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【質問 C】
人件費の問題だが、職員数が減少していることになっているが、これは努力して減ったのか、そ
れとも退職者と新規採用の人数の結果、自然に減ったものなのか。年齢構成なんかでも変わって
くる。
→（事務局）職員数については努力して減らしていったもので、その減らし方として主に退職
者数と新規採用者数で調整している。
【質問Ｄ】
財政推計の数字というのは、前提条件があって推計しているはず。その前提条件を示してもらわ
ないと話ができない。
→【追加資料】平成 20 年度 財政推計の策定方法（P305～307 参照）
【質問Ｅ】
「いくらいい案を出してもお金がなければどうしようもなく、財政は目的を達成するための手段
である。
」という話。我々としては、いろんな施策などを考える際に「お金がないんじゃない？」
ということがないように頭の隅に入れておく程度で、あまり財政の話にこだわりすぎない方がち
ょうどよいのではないかと思う。
→（コーディネーター）私も同じ意見です。
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注１ この資料は、次期総合計画の策定と都市計
画マスタープランの見直しのための「まち
づくりビジョン市民会議」用の資料として、
決算書などを基に企画調整部企画課で作成
したものです。
注２ 分かりやすさを優先しているため、正確な
意味や内容とは少し違う場合があります。
家計簿上では 1 万円とし
注３ 実際の 10 億円を、
て表しています。
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注４ 四捨五入の関係で、合計が合わない場合が
あります。

270
282
290
292
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（平成 21 年 3 月）
岸和田市企画調整部企画課
〒596-8510 岸和田市岸城町 7-1
電

話：072-423-9553

ファックス：072-423-6749
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岸和田市では、市民の暮らしを支えるためにいろんな仕事をしています。例えば、保育所や学校を
運営したり、道路をつくったり、ゴミを処理したり……などなど。
これらの仕事をするのに、皆さんが納めた税金などの収入がいくらあって、どれくらい使われたの
かを示したものが「決算」です。

まず、
「会計」について説明します。市役所のような地方自治体の経理（財布）は、どの収入がど
こに使われているのか、収入と支出の関係をはっきりさせるために、次のように 3 つの会計（財布）
に区分するのが一般的です。

高齢者や障害者のための福祉事業、
ごみの収集、道路や公園の整備、学
校の運営など、私たちの生活全般に
関係する仕事で使ったお金をまとめ
た財布です。
この財布のお金は、主に皆さんが納
めた「税金」でまかなわれています。

加入者の皆さんが支払う保険料で支
えられている国民健康保険や介護保
険などのように、原則、かかったお
金が保険料や使用料などでまかなわ
れた財布です。
岸和田市には、
6 つの特別会計があり
ます。

民間企業と同じように、その仕事で
収入をあげて、お金をまかなった財
布です。
岸和田市には 3 つの企業会計があり
ます。

252

日本には、平成 21 年 1 月 21 日現在、1,781 の市町村（内訳：783 市、805 町、193 村）があり、
それぞれの市町村が、それぞれのまちの実情に合わせて「財布」を分けてお金をまかなっています。
そこで、全国で特徴のある会計を探してみると…
北海道
秋田県
静岡県
岡山県

登別市
大館市
掛川市
玉野市

「登別市カルルス温泉スキー場事業特別会計」
「ベニヤマ自然パーク事業特別会計」
「掛川市温泉事業特別会計」
「市立玉野海洋博物館事業特別会計」
……など、など

BREK TIME でご紹介したように、同じ市役所でも、政策の違いや地域の特性に応じて少しずつ違
った財布の分け方や使い方をしているため、お金の使い方について簡単に他の市と比べることができ
ません。
そこで登場するのが「普通会計」という財布です。
普通会計は、主に税金などのように自主的に使えるお金を、何に使ったのか？を国が決めた全国統
一のルールで計算したものです。

土地取得事業特別会計（＊１）

普通会計

一般会計

ここの財布で他の市と
比べます

国民健康保険事業特別会計
特別会計

(＊1)土地取得事業特別会計

自転車競技事業特別会計

市が行う事業がスムースに
進められるように、事業に必
要な土地などをあらかじめ
購入するための財布です。
この財布は、主に所有してい
る土地を一般会計に売った
代金でまかなわれています。

老人保健事業特別会計
介護保険事業特別会計
財産区特別会計（＊２）

企業会計

上水道事業会計
(＊2)財産区特別会計

下水道事業会計

個人所有でない“ため池”な
どの処分金を管理する財布
で、他の財布とは性質が違っ
ています。

病院事業会計
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さて、平成 19 年度の 1 年間に、岸和田市の財布にはどれだけのお金が入ってきて、何にいくら支
払ったんでしょう？
岸和田市の財政状況については、広報紙やホームページなどを通じてお知らせしていますが、用語
が難しかったり、ケタが大きすぎたりで、なかなかイメージがわかなかったりしませんか？
そこで、もっと分かりやすく、身近に感じていただくために、平成 19 年度の決算を一般家庭の 1
か月の家計簿に置き換えてみました。

●大阪のおじいちゃん、おばあちゃん

●東京のおじいちゃん、おばあちゃん

岸和田さん一家は総勢
10 人の大家族。
会社員のお父さんと、
パートで働くお母さん、
そして子どもが 8 人。そ
のうち、5 人が学生（特別
会計）
で、
3 人は社会人
（企
業会計）となっています。
それと、もうすぐ（平
成 20 年度に）
、赤ちゃん
（後期高齢者医療特別会
計）が生まれます。

●財産を処分
したお金
（財産区）
●お母さん

●ボク
（土地取得）

●お父さん

●お姉ちゃん
（国民健康保険）

●お兄ちゃん
（介護保険）
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●お兄ちゃん
（老人保健）

●お姉ちゃん
（自転車競技）

・国民健康保険事業

215.9 億円

217.8 億円

▲ 1.9 億円

・自転車競技事業

218.3 億円

218.0 億円

0.2 億円

・老人保健事業

165.4 億円

166.4 億円

▲ 0.8 億円

・介護保険事業

107.3 億円

105.4 億円

2.0 億円

・財産区

13.9 億円

0.7 億円

13.2 億円

・下水道事業

88.9 億円

87.6 億円

1.3 億円

・上水道事業

60.6 億円

49.0 億円

11.6 億円

120.4 億円

119.2 億円

1.2 億円

・病院事業

平成 19 年度の 1 年間に、岸和
田市の財布には、

のお金が入ってきて、

●お姉ちゃん
（下水道）

●お姉ちゃん
（水道）

のお金を支払いました。

●お兄ちゃん
（病院）
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まず最初に、
ボクん家（普通会計）
の家計簿を
紹介します。

●お父さんが働いて稼いだお給料で
す。

家族で稼いだお金

316,750 円

夫の給与収入

283,050 円

（基本給）

(249,290 円)

●お母さんは家計を助けるためにパー
トをしています。

（諸手当）

(33,760 円)

●自転車競技お姉ちゃんからの仕送り
です。

妻のパート収入

19,470 円

●貸駐車場の収入です。

子どもからの仕送り

1,000 円

譲与税等諸税
地方特例交付金
分担金・負担金
使用料・手数料
収益事業収入のうち
自転車競技分

●その他モロモロの収入です。

貸駐車場収入

2,320 円

財産収入

●東京のおじいちゃん、おばあちゃん
から、生活費全般の不足分を援助し
てもらっています。

雑収入

●その他、医療費などに使うための援
助もしてもらっています。

10,910 円

●みんなのお金を合わせてもまだ足り
ないので、定期預金を一部解約しまし
た。
●生活資金として、銀行から借金をしま
した。

2.3 億円
0.8 億円
10.2 億円

使いみちを決めて

111,930 円

（東京の親から）

(76,950 円)

その他の
国庫支出金

77.0 億円

（大阪の親から）

(34,980 円)

その他の府支出金

35.0 億円

123.9 億円

68,500 円
8,250 円

（東京の親から）

(4,990 円)

（大阪の親から）

(3,260 円)

大きな買い物のための借金

地方交付税

552,580 円

親からの援助

入ってきたお金の合計

●前の月の残りが少しありました。

1.0 億円

123,900 円

財産処分金からの充当
●液晶テレビを買うのに、ローンを組み
ました。

31.9 億円
1.8 億円
4.5 億円
15.0 億円

生活費全般に

家の増改築や大きな買い物の資金

●財産を処分したお金から、ちょっと充
当しました。

寄附金
その他の諸収入

249.3 億円

235,830 円

親からの援助

普通に入ってくるお金の合計

●地上デジタル対応の液晶テレビを買
うのに、おじいちゃん・おばあちゃん
に少し助けてもらいました。

地方税

340 円
59,910 円

国庫支出金のうち、
普通建設事業
府支出金のうち、
普通建設事業
財産区特別会計
からの繰入金
地方債のうち、
建設地方債

5.0 億円
3.3 億円
0.3 億円
59.9 億円

621,080 円
34,210 円

家計のやりくり
繰越金

1,120 円

繰越金

1.1 億円

定期預金の解約など

6,350 円

基金繰入金

6.4 億円

26,740 円

新たな借金
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その他の地方債

26.8 億円

●家族みんなの食費です。

443,990 円

主な生活費

●病院代や薬代です。

136.4 億円

人件費

136,430 円

食 費

●マイホームのローンが残っているの
で、返済しています。

145.1 億円

扶助費

145,120 円

医療費

100.6 億円

公債費

100,620 円

ローンの返済

●水道や電気代、ガス代などです。携
帯電話代もけっこうかかります。

61.8 億円

物件費

61,820 円

光熱水費など

136,950 円

その他の生活費

47,320 円

子どもへの援助

46,820 円

子どものお小遣い

14,370 円

町内会費

19.1 億円
4.3 億円

企業会計への
補助費等
特別会計への
繰出金
補助費等のうち
一部事務組合分
その他の補助費
その他の繰出金

23,300 円

知人とのつきあい代

1.8 億円

維持補修費

1,830 円

車の維持費

―
投資及び出資金
0.3 億円
貸付金

320 円

甥っ子への貸付金

2,990 円

貯 金

47.3 億円
46.8 億円
14.4 億円

3.0 億円

72.6 億円

積立金

普通建設事業費

580,940 円

生活費の合計

▲28,360 円

（差引き）

72,640 円

家の増改築や大きな買い物

72,640 円

●社会人となって 1 人暮らしをしている
お兄ちゃん、お姉ちゃんへの援助で
す。
●学生のお兄ちゃん、お姉ちゃんのお
小遣いです。
●町内会費もきちんと払っています。
●お父さん・お母さんの友だちとのつき
あいのためのお金です。
●車の維持費もかかります。
●甥っ子に、大学へ進学するための資
金の一部を貸してあげました。
●将来のために、貯金もしました。

液晶テレビの購入
●テレビが壊れて映らなくなってしまい
ました。不便なので、思い切って地上
デジタル対応の液晶テレビを買いま
した。

653,580 円

使ったお金の合計

▲32,500 円

（差引き）

257

「普通に入ってくる
お金」よりも「生活費」
の方が多いんだ！！
「大きな買い物」をしなくて
も、不足しているん
だね。

定期預金の解約
【基金繰入金】
6,350 円
(1.0%)

繰越金
【繰越金】
1,120 円
(0.2%)

新たな借金
【夫の基本給（地方税）の内訳】
【建設地方債以外の地方債】
26,740 円
100%
(4.1%)
その他
夫の給与（基本給）
2,710 円
90%
【地方税】
(0.1%)
249,290 円
都市計画税
80%
(38.0%)
19,890 円
(8.0%)
70%

大きな買い物のための借金
【地方債のうちの建設地方債】
59,910 円
(9.1%)
財産管理の財布から
【財産区特別会計からの繰入金】
340 円
(0.1%)
親からの援助
【国庫支出金・府支出金
のうちの普通建設事業】
8,250 円
(1.3%)

やりくり

大きな買い物 34,210 円

60%

(5.2%)

の資金

50%

68,500 円
(10.5%)

収入の内訳

40%

655,290 円

30%

(100%)

親からの援助

235,830 円

家族で稼いだお金

316,750 円

(36.0%)
使いみちが決められた援助
【その他の国庫支出金、府支出金】
111,930 円
(17.1%)

ボクの基本給
（地方税）は、
収入全体の 3 分の 1 ちょっと
（38.0%）しかなく、
妻のパート収入などの家族でなんと
か稼いだお金を合わせても、半分ほど

(48.3%)

援助（地方交付税）
が結構大きいんだ。

10%

固定資産税
98,880 円
(39.7%)
法人市民税
20,390 円
(8.2%)
個人市民税
92,610 円
(37.1%)

0%
夫の給与（諸手当）
【譲与税等諸税、地方特例交付金】
33,760 円
(5.2%)
妻のパート収入
生活全般に対する援助
【分担金・負担金、使用料・手数料】
【地方交付税】
19,470 円
123,900 円
(3.0%)
(18.9%)
子どもからの仕送り
【収益事業収入】
雑収入
1,000 円
【寄附金、その他の諸収入】
(0.2%)
10,910 円
貸駐車場収入
(1.7%)
【財産収入】
2,320 円
(0.4%)
譲与税等諸税

（48.3%）なんだ。
ボクの親（国）からの生活費全般への

20%

たばこ税
14,810 円
(5.9%)

地方交付税
地方公共団体間の財源の不
均衡を調整することによっ
て、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、国税の一定割合
の額を、国が地方公共団体に
交付するものです。

地方特例交付金
国の施策である恒久的な減税によって市の税収が減ったた
め、その一部を補うために国から交付されるものです。
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地方譲与税と各種税交付金
を合わせて「譲与税等諸税」
といいます。
地方譲与税とは、国が国税と
して徴収し、一定の客観的な
基準で地方公共団体に交付
するもので、自動車重量譲与
税、地方道路譲与税などがあ
ります。
また、各種税交付金とは、国
や府が課税する税のうちの
一部を、一定の基準に基づい
て市町村に交付されるもの
で、地方消費税交付金や利子
割交付金、自動車取得税交付
金などがあります。

性 質 別
食費（人件費）や医療費（扶助
費）など性質による分類からど
れだけ使ったのかを計算して
います。

甥っ子への貸付金
【投資及び出資金・貸付金】
320 円
(0.0%)
貯金
車の維持費
【積立金】
【維持補修費】
2,990 円
1,830 円
(0.5%)
(0.3%)

液晶テレビの購入
【普通建設事業費】
72,640 円
(11.1%)
食 費
【人件費】
136,430 円
(20.9%)

知人とのつきあい代
【その他の繰出金・補助費等】
23,300 円
(3.6%)

大きな買い物

町内会費
【一部事務組合への分担金】
14,370 円
(2.2%)

72,640 円
(11.1%)

その他の生活費

136,950 円 支出の内訳
(21.0%)

子どもへのお小遣い
【特別会計への繰出金】
46,820 円
(7.2%)

少子高齢化への対応など
のため、福祉関係の費用
である扶助費は、最も大
きなウエイト（22.2%）
を占めています。

（性質別）

653,580 円
(100%)

主な生活費

443,990 円

独立した子どもへの援助
【企業会計への補助費等】
47,320 円
(7.2%)

物件費
光熱水費や消耗品費、施設の
管理費などです。

医療費
【扶助費】
145,120 円
(22.2%)

(67.9%)

光熱水費など
【物件費】
61,820 円
(9.5%)

ローンの返済
【公債費】
100,620 円
(15.4%)

ローンの返済費用（公債費）は、
10 万円（100 億円）を超え、
支出全体の 15.4%にも達し、家
計を圧迫しています。

義務的経費
主な生活費のうちの食費（人件費）
、医療費
（扶助費）
、ローンの返済（公債費）を合わ
せた毎年必要な固定的な経費のことです。
この割合が多くなると、他のことに回すお
金が少なくなってしまいます。

支出と収入の推移や

目 的 別
福祉や教育など目的ごとにど
れだけ使ったのかを計算して
います。

その他
【議会費・総務費】
61,340 円
(9.4%)

ローンの返済
【公債費】
100,620 円
(15.4%)

福祉・保険
【民生費】
230,310 円
(35.2%)

支出の内訳
（目的別）

教
育
【教育費】
55,180 円
(8.4%)
消防・救急
【消防費】
15,530 円
(2.4%)

今後の見通しについては、
19 ページ以降で
紹介しています。
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653,580 円
(100%)

健康・環境・病院
【衛生費】
64,600 円
(9.9%)

産
業
【労働費・農林水産費・商工費】
7,220 円
各種公共工事
(1.1%)
【土木費】
118,780 円
(18.2%)

次に、
先祖代々引き継いできた“ため池”などの財産
を処分したお金を管理している財布（特別会計）
を紹介します。

収

支

入

自分で稼いだお金

330 円

財産収入

330 円 財産収入

その他

繰出金

入ってきたお金の合計

330 円

やりくり

13,580 円

先月の残り

13,580 円 繰越金
財産収入
【財産収入】
330 円
(2.4%)

ちょっとテレビ代へ
【繰出金】
340 円
(50.0%)

やりくり
13,580 円
自分で稼いだお金
(97.6%) 収入の内訳 330 円
13,910 円 (2.4%)
(100%)

繰越金
【繰越金】
13,580 円
(97.6%)
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出

340 円

財産管理費

340 円

財産管理費

340 円

その他の出費

340 円

ちょっとテレビ代へ

680 円

使ったお金の合計

▲350 円

（差引き）

財産管理費
340 円
(50.0%)
支出の内訳
680 円
(100%)
その他の出費
340 円
(50.0%)

財産管理費
【補助費等】
340 円
(50.0%)

次に、
学生のお兄ちゃん、お姉ちゃんたち（特別会計）の
家計簿を紹介します。

収

支

入

自分で稼いだお金

129,080 円

アルバイト収入

128,660 円 国民健康保険料
各種交付金
0 円 財産収入

財産収入

420 円 諸収入

雑収入
お小遣い

86,800 円

両親から

18,520 円 繰入金

祖父母から

68,280 円

出

145,750 円

主な生活費

人件費

2,010 円

食 費

給付費

140,830 円

医療費

公債費

0円

ローンの返済

物件費

2,910 円

光熱水費など

72,040 円

その他の出費

普通建設事業

0円

自転車の修理代

（東京の祖父母から）

(58,390 円) 国庫支出金

繰出金

0円

親への仕送り

（大阪の祖父母から）

(9,890 円) 府支出金

その他

70,170 円

知人とのつきあい代

積立金

0円

貯 金

1,870 円

先月の赤字穴埋め

217,790 円

使ったお金の合計

▲1,900 円

（差引き）

繰上充用金

入ってきたお金の合計

215,880 円

やりくり

0円

先月の残り

0 円 繰越金

貯金の引出し

0 円 基金繰入金

祖父母からのお小遣い
【国庫支出金・府支出金】
68,280 円
(31.6%)
お小遣い

86,800 円

親からのお小遣い
【繰入金】
18,520 円
(8.6%)

アルバイト収入
【国民健康保険料、
各種交付金】
128,660 円
(59.6%)

(40.2%)
収入の内訳
215,880 円
(100%)
自分で稼いだお金
129,080 円
(59.8%)

知人とのつきあい
【その他】
70,170 円
(32.2%)
光熱水費など
【物件費】
2,910 円
(1.3%)

前月の赤字の穴埋め
【繰上充用金】
1,870 円
(0.9%)
食 費
【人件費】
2,010 円
(0.9%)
その他の出費
72,040 円支出の内訳
(33.1%) 217,790 円
(100%)
主な生活費
145,750 円
(66.9%)
医療費
【扶助費】
140,830 円
(64.7%)

雑収入
【諸収入】
420 円
(0.2%)
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収

入

支

自分で稼いだお金

54,080 円

アルバイト収入

54,000 円 介護保険料
支払基金交付金
0 円 財産収入

財産収入

80 円 諸収入

雑収入
お小遣い

52,710 円

両親から

15,300 円 繰入金

祖父母から

36,870 円

出

102,110 円

主な生活費

人件費

1,990 円

食 費

扶助費

98,500 円

医療費

公債費

0円

ローンの返済

物件費

1,620 円

光熱水費など

3,240 円

その他の出費

普通建設事業

0円

自転車の修理代

（東京の祖父母から）

(22,760 円) 国庫支出金

繰出金

0円

親への仕送り

（大阪の祖父母から）

(14,510 円) 府支出金

その他

2,530 円

知人とのつきあい代

積立金

710 円

貯 金

0円

先月の赤字穴埋め

105,350 円

使ったお金の合計

900 円

（差引き）

繰上充用金

入ってきたお金の合計

106,250 円

やりくり

1,070 円

先月の繰越金

1,050 円 繰越金
20 円 基金繰入金

貯金の引出し

祖父母からのお小遣い
【国庫支出金・府支出金】
定期預金の解約
36,870 円
【基金繰入金】
(34.4%)
20 円
繰越金
(0.0%)
アルバイト収入
【繰越金】
【介護保険料、
1,050 円
支払基金交付金】
(1.0%)
54,000 円
お小遣い
やりくり
(50.3%)
52,170 円
1,070 円
(48.6%) 収入の内訳 (1.0%)
107,320 円
(100%)
自分で稼いだお金
54,080 円
(50.4%)
親からのお小遣い
【繰入金】

15,300 円
(14.3%)

知人とのつきあい代
【その他】
2,530 円
(2.4%)
光熱水費など
【物件費】
1,620 円
(1.5%)

貯 金
【積立金】
710 円
(0.7%)
食 費
【人件費】
1,990 円
(1.9%)

その他の出費
3,240 円
(3.1%) 支出の内訳
105,350 円
(100%)
主な生活費
102,110 円
(96.9%)
医療費
【扶助費】
98,500 円
(93.5%)

雑収入
【諸収入】
80 円
(0.1%)
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収

入

支

自分で稼いだお金

88,950 円

アルバイト収入

87,300 円 支払基金交付金
0 円 財産収入

財産収入

1,650 円 諸収入

雑収入
お小遣い

76,640 円

両親から

13,000 円 繰入金

祖父母から

63,640 円

出

165,400 円

主な生活費

人件費

160 円

食 費

扶助費

164,750 円

医療費

公債費

0円

ローンの返済

物件費

490 円

光熱水費など

950 円

その他の出費

普通建設事業

0円

自転車の修理代

（東京の祖父母から）

(50,530 円) 国庫支出金

繰出金

0円

親への仕送り

（大阪の祖父母から）

(13,110 円) 府支出金

その他

280 円

知人とのつきあい代

積立金

0円

貯 金

670 円

先月の赤字穴埋め

166,350 円

使ったお金の合計

▲760 円

（差引き）

繰上充用金

入ってきたお金の合計

165,590 円

やりくり

0円

先月の繰越金

0 円 繰越金

貯金の引出し

0 円 基金繰入金

祖父母からのお小遣い
【国庫支出金・府支出金】
63,640 円
(38.4%)
お小遣い

76,640 円

知人とのつきあい代
【その他】
280 円
(0.2%)
光熱水費など
【物件費】
490 円
(0.3%)

アルバイト収入
【支払基金交付金】
87,300 円
(52.7%)

前月の赤字の穴埋め
【繰上充用金】
670 円
(0.4%)

その他の出費
950 円
(0.6%) 支出の内訳
166,350 円
(100%)
主な生活費
165,400 円
(99.4%)

(46.3%)
収入の内訳
165,590 円
(100%)
自分で稼いだお金
88,950 円
(53.7%)
親からのお小遣い
【繰入金】
雑収入
13,000 円
【諸収入】
(7.9%)
1,650 円
(1.0%)
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食 費
【人件費】
160 円
(0.4%)

医療費
【扶助費】
164,750 円
(99.0%)

収

入

支

自分で稼いだお金

217,680 円

アルバイト収入

204,200 円 事業収入
3,250 円 財産収入

出

36,560 円

主な生活費

人件費

1,360 円

食 費

扶助費

0円

医療費

10,230 円 諸収入

公債費

0円

ローンの返済

お小遣い

0円

物件費

35,200 円

光熱水費など

両親から

0 円 繰入金

181,470 円

その他の出費

祖父母から

0 円 国庫支出金
府支出金

250 円

自転車の修理代

繰出金

1,000 円

親への仕送り

その他

176,680 円

知人とのつきあい代

積立金

3,540 円

貯 金

0円

先月の赤字穴埋め

218,030 円

使ったお金の合計

▲350 円

（差引き）

財産収入
雑収入

普通建設事業

繰上充用金

217,680 円

入ってきたお金の合計

やりくり

590 円

先月の繰越金

320 円 繰越金

貯金の引出し

270 円 基金繰入金

雑収入
【諸収入】
10,230 円
(4.7%) 財産収入

繰越金
【繰越金】
320 円
(0.1%)

【財産収入】
3,250 円
(1.5%)
やりくり
590 円
(0.3%) 収入の内訳

定期預金の解約
【基金繰入金】
270 円
(0.1%)
アルバイト収入
【事業収入】
204,200 円
(93.6%)

貯 金
【積立金】
3,540 円
(1.6%)
知人とのつきあい代
【補助費等】
176,680 円
(81.0%)

食 費
【人件費】
1,360 円
(0.6%)

光熱水費など
【物件費】
35,200 円 自転車の修理代
(16.1%) 【普通建設事業費】

250 円
(0.1%)

主な生活費
36,560 円
(16.8%)
支出の内訳
218,030 円
(100%)
その他の出費
181,470 円
(83.2%)

218,270 円
(100%)
自分で稼いだお金
217,680 円
(99.7%)

親への仕送り
【繰出金】
1,000 円
(0.5%)
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最後は、
社会人のお兄ちゃん、お姉ちゃんたち（企業会計）の
家計簿を紹介します。

収

支

入

自分で稼いだお金

29,340 円

給与収入

29,330 円
28,940 円 下水道使用料など

（基本給）
（諸手当）
雑収入

390 円 分担金・負担金
使用料・手数料

出

74,170 円

主な生活費

人件費

4,370 円

食 費

公債費

64,210 円

ローンの返済

物件費

5,590 円

光熱水費など

6,070 円

その他の出費

10 円 その他

親や祖父母からの援助

33,040 円

負担金

5,420 円

町内会費

両親から

30,050 円 普通会計負担金
普通会計繰入金

その他

650 円

知人とのつきあい代

80,240 円

生活費の合計

▲17,860 円

（差引き）

祖父母から
普通に入ってくるお金

2,990 円 国庫支出金
62,380 円

家の増改築などの資金

6,060 円

水洗化工事のための借金

6,060 円 建設企業債

入ってきたお金の合計

やりくり

工事請負費

68,440 円

20,480 円

先月の繰越金

3,800 円 繰越金

友だちからの借金

5,230 円 一時借入金

新たな借金

7,370 円 家の増改築などの費用
7,370 円

水洗化工事

87,610 円

使ったお金の合計

▲19,150 円

（差引き）

注 企業会計の決算には、
「減価償却費」などの現金の支出が伴わな
い経費が入っていますので、この家計簿では、普通会計や特別会計
との比較がしやすいように、
現金の支出が伴わない経費を差し引い
て計算しています。

11,450 円 資本費平準化債

新たな借金
給与収入
【資本費平準化債】
【下水道使用料など】
11,450
円
友だちからの借金
29,330 円
(12.9%)
【一時借入金】
(33.0%)
5,230 円
雑収入
やりくり
繰越金 (5.9%)
20,480 円 自分で稼いだお金 【その他】
【繰越金】
29,340 円
10 円
(23.0%)
3,800 円
収入の内訳 (33.0%)
(0.0%)
(4.3%)
88,920 円
水洗化工事のための借金
(100%)
【建設企業債】
親などからの援助
6,060 円
33,040 円
(6.8%)
(37.2%)
祖父母からの援助
【国庫支出金】
2,990 円
親からの援助
(3.4%)
【普通会計負担金、
普通会計繰入金】
30,050 円
(33.8%)

金利の安いローンへの借換 29,400 円
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知人とのつきあい代
【補助費等】
650 円
(0.7%)
町内会費
【負担金】
5,420 円
(6.2%)
光熱水費など
【物件費】
5,590 円
(6.4%)

水洗化工事
【工事請負費】
7,370 円 食 費
(8.4%)
【人件費】
4,370 円
(5.0%)

支出の内訳
87,610 円
その他の出費 (100%) 主な生活費

6,070 円

74,170 円

(6.9%)

(84.7%)

ローンの返済
【公債費】
64,210 円
(73.3%)

収

支

入

自分で稼いだお金

44,820 円

給与収入

43,600 円
42,290 円 水道料金など

（基本給）

1,310 円 分担金・負担金
使用料・手数料

（諸手当）

43,600 円

主な生活費

人件費

6,450 円

食 費

公債費

9,950 円

ローンの返済

物件費

27,200 円

光熱水費など

210 円

その他の出費

1,220 円 その他

雑収入

出

親や祖父母からの援助

270 円

負担金

180 円

町内会費

両親から

270 円 普通会計負担金
普通会計繰入金

その他

30 円

知人とのつきあい代

43,810 円

生活費の合計

1,280 円

（差引き）

0 円 国庫支出金
府支出金

祖父母から

45,090 円

普通に入ってくるお金

家の増改築などの資金

3,820 円

水道工事のための借金

3,820 円 建設企業債

やりくり

11,710 円

先月の繰越金

11,710 円 繰越金

5,210 円

水道工事

49,020 円

使ったお金の合計

▲120 円

（差引き）

0 円 一時借入金

友だちからの借金

親からの援助
【繰入金】
270 円
(0.4%)
雑収入
【財産収入・諸収入】
1,220 円
(2.0%)

工事請負費

48,910 円

入ってきたお金の合計

水道工事のための借金
【建設企業債】
3,820 円
(6.3%)

5,210 円 家の増改築などの費用

繰越金
【繰越金】
11,710 円
(19.3%)

やりくり

11,710 円

給与収入
【水道料金など】
43,600 円
(71.9%)

知人とのつきあい代
【その他】
30 円
(0.1%)

(19.3%)
収入の内訳
60,620 円
(100%)

町内会費
【負担金】
180 円
(0.4%)

水道工事
【工事請負費】
5,210 円
(10.6%)

水道工事

5,210 円
(10.6%)
支出の内訳
49,020 円
(100%)
主な生活費
43,600 円
(88.9%)

自分で稼いだお金
44,820 円
(73.9%)

金利の安いローンへの借換 7,110 円
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食 費
【人件費】
6,450 円
(13.2%)
ローンの返済
【公債費】
9,950 円
(20.3%)

光熱水費など
【物件費】
27,200 円
(55.5%)

収

入

支

自分で稼いだお金

93,950 円

給与収入

93,270 円
92,970 円 事業収益

（基本給）
（諸手当）
雑収入

300 円 分担金・負担金
使用料・手数料

出

110,260 円

主な生活費

人件費

43,380 円

食 費

公債費

16,900 円

ローンの返済

物件費

49,980 円

光熱水費など

3,430 円

その他の出費

680 円 その他

親や祖父母からの援助

17,270 円

負担金

0円

町内会費

両親から

17,000 円 普通会計負担金
普通会計繰入金

その他

3,430 円

知人とのつきあい代

113,690 円

生活費の合計

▲2,470 円

（差引き）

祖父母から
普通に入ってくるお金

270 円 国庫支出金
府支出金
111,220 円

家の増改築などの資金

5,250 円

血圧計購入のための借金

5,250 円 建設企業債

入ってきたお金の合計

工事請負費

116,470 円

やりくり

3,900 円

先月の繰越金

3,900 円 繰越金

友だちからの借金

5,500 円 家の増改築などの費用
5,500 円

血圧計の購入

119,190 円

使ったお金の合計

▲2,720 円

（差引き）

0 円 一時借入金

血圧計購入のための借金
【建設企業債】
繰越金
5,250 円
【繰越金】
(4.4%)
3,900 円

祖父母からの援助
【国庫支出金・府支出金】
(3.2%)
270 円
給与収入
(0.2%)
【医療収益など】
親からの援助
援助
93,270 円
【普通会計負担金】
17,270 円
(77.5%)
17,000 円
(14.3%) 収入の内訳
(14.1%)
120,370 円
(100%)
自分で稼いだお金
93,950 円
(78.1%)
雑収入
【その他】
680 円
(0.6%)
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知人とのつきあい代
【その他】
3,430 円
(2.9%)
光熱水費など
【物件費】
49,980 円
(41.9%)

血圧計の購入
【工事請負費】
5,500 円
(4.6%)

支出の内訳

食 費
【人件費】
43,380 円
(36.4%)

119,190 円
(100%)
主な生活費
110,260 円
(92.5%)
ローンの返済
【企業債償還金】
16,900 円
(14.2%)

収

支

入

自分で稼いだお金

973,990 円

お父さんの給与収入

283,050 円 地方税

お父さん以外の収入

659,830 円 分担金・負担金
使用料・手数料

出

1,121,840 円

主な生活費

人件費

196,150 円

食 費

扶助費

549,200 円

医療費

5,900 円 財産収入

公債費

191,680 円

ローンの返済

雑収入

25,210 円 寄附金
諸収入など

物件費

184,810 円

光熱水費など

家族からの援助・お小遣い

95,140 円

95,140 円

家族への援助・お小遣い

祖父母からの援助

407,880 円

309,660 円

その他の出費

生活全般に対する援助

123,900 円 地方交付税

負担金

19,970 円

町内会費

東京の祖父母から

211,420 円 その他の
国庫支出金

340 円

財産管理の財布から

大阪の祖父母から

72,560 円 その他の
府支出金

財産区からの
繰出金
補助費
繰出金

277,430 円

知人とのつきあい代

1,830 円

車の維持費

320 円

甥っ子への貸付金

積立金

7,240 円

貯金

繰上充用金

2,540 円

先月の赤字穴埋め

1,526,640 円

生活費の合計

▲49,630 円

（差引き）

財産収入

維持補修費
投資及び出資
貸付金

普通に入ってくるお金

家の増改築などの資金
東京の祖父母から
大阪の祖父母から
財産管理の財布から
借金
入ってきたお金の合計

1,477,010 円

83,620 円

90,690 円 家の増改築などの費用

4,990 円 国庫支出金のう
ち普通建設事業
3,260 円 府支出金のうち
普通建設事業

普通建設事業
工事請負費

90,690 円

増改築や大型家電

1,617,600 円

使ったお金の合計

▲56,970 円

（差引き）

340 円 財産区繰入金
75,030 円 建設地方債
建設企業債
1,560,630 円

やりくり

85,570 円

先月の繰越金

35,490 円 繰越金

28,300 円

収 支

貯金の引出し

6,650 円 繰入金

70,040 円

貯金の残高

友だちからの借金

5,230 円 一時借入金

1,916,310 円

借金の残高

新たな借金

やりくりした結果

38,200 円 地方債
資本費平準化債
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家族の就労収入

0%

10%

20%

30%

祖父母からの援助

40%

50%

60%

70%

借金

80%

90%

100%

普通会計

一家全体
基本給
諸手当
お父さん以外の就労収入
（地方税） （譲与税等） （使用料・手数料など）
お父さんの給与

生活全般
使いみち限定 大きな買い物
（地方交付税） （国・府支出金） （国・府支出金）

家族間での援助など
（他会計繰入金等）

祖父母からの援助など

やりくり分
大きな買い物
（建設地方債） （赤字地方債）

家族で稼いだお金

0%

10%

20%

30%

借金

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

性質別

普通会計

一家全体

食費
医療費 ローンの返済 光熱水費など 家族間での援助など 町内会費 つきあい代
（人件費） （扶助費） （公債費）
（物件費）
（他会計繰出金等） （負担金等） （補助費等）
主な生活費

0%

10%

20%

30%

その他の出費

40%

50%

60%

70%

家の増改築や大きな買い物
（普通建設事業費等）

80%

90%

100%

目的別

普通会計

一家全体
福祉・保険
（民生費）

産業
健康・環境・病院
（労働費・農林水産費・商工費）
（衛生費）
各種公共工事
（土木費）

その他
（議会費・総務費など）
教育 ローンの返済
（教育費） （公債費）

消防・救急
（消防費）

■ 収入を見てみると……
私たちの財布（普通会計）では、お父さんの基本給（地方税）が収入の 38.0%で一番大きな収
入源でしたが、一家全体では 15.1%になっている一方、お父さん以外（私や子どもたち）の就労
収入（使用料や手数料など）が、一家全体では 40.1%と最も大きなウエイトを占めています。
■ 支出を見てみると……
私たちの財布（普通会計）で 22.2%と最も大きなウエイトを占めていた医療費（扶助費）が一
家全体では、さらにウエイトが大きくなり、36.0%にも達しています。
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平成元年度以降の「普通に入ってくるお金の合計」と「生活費の合計」を比較してみました。
平成に入ってすぐのころは家計にも比較的余裕がありましたし、収入が年々増えていくにつれて、
使うお金も増やすことができていましたが、だんだん余裕がなくなってきて、平成 11 年度以降は、
ずっと「生活費」が「普通に入ってくるお金」を超えてしまっています。
■「普通に入ってくるお金」と「生活費」の推移

赤字体質

（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
60

万

万円

収入

55

黒字体質

支出

55.1
53.3 53.6

50
48.3

47.9
45

54.0

54.9

56.9
55.8 56.3 55.3

50.6 50.8

45.8
41.6

40
39.8
35

49.1 49.3

54.6

40.0

36.0 36.7 38.1 41.2 42.1 46.8 50.4 51.6 50.1 50.5 55.5 54.7 56.4 58.5 58.5 58.9 59.7 59.8 58.1 58.8
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

失われた 10 年

バブル景気

アクションプラン

再生プラン

■「生活費」の内訳の推移
（普通会計 決算額）
平成 19 年度と
項

目

平成元年度

平成 19 年度

平成元年度との
比較

124,260 円 136,430 円

食費（人件費）
医療費（扶助費）

60,270 円 145,120 円

ローンの返済（公債費）

37,640 円 100,620 円

光熱水費など（物件費）

32,920 円

61,820 円

子どもへの援助やお小遣い（他会計への繰出金・補助費等）

44,410 円

94,140 円

自分のお小遣い（補助金など）

13,190 円

23,300 円

貯金

33,930 円

2,990 円

その他の出費（その他）

13,080 円

16,510 円

359,700 円 580,930 円

「生活費」の合計
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1.1 倍
2.4 倍
2.7 倍
1.9 倍
2.1 倍
1.8 倍
0.1 倍
1.3 倍
1.6 倍

少子高齢化がすごい勢いで進んでいることや、平成 3 年ごろのバブル景気崩壊後の長引く景気の停
滞などの影響を受け、子どもやお年寄り、障害のある方などの生活をサポートするためのお金や、生
活保護のお金が増え続けています。
平成 11 年度から平成 12 年度にかけて、
お年寄りの方のサポートのための出費が減っていますが、
■医療費（扶助費）の内訳とその推移

ボク（介護保険）が平成 12 年度からアルバイトを

（普通会計 決算額）

始めたので、お父さん・お母さんの財布と
家計を別々にした影響なんだ。

万円

15
生活保護
子どものサポート

5

0

6.4

6.4

4.4

4.9

5.1

5.3

5.7

5.8

障害のある方のサポート

2.5

2.7

2.9

3.0

3.2

3.5

3.4
2.1

3.8

6.1

6.1

お年寄りの方のサポート

10

5.1

4.1

4.6

2.8

3.1

3.6

1.1

2.3

2.0

1.9

1.9

2.0

1.9

2.1

2.6

2.8

1.7

2.4

1.4
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.5

1.0
1.5

0.7
1.5

0.7
1.6

0.6
1.7

0.6
1.7

0.5
1.7

0.4
1.9

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

9.0

9.7

16.8

16.7
16.9 16.6

2.9

2.5

2.4

1.4

1.5

1.7

1.8

1.3
0.9
0.6

1.0
0.7

1.1
0.8

1.2
0.9

H1

H2

H3

H4

お父さん・お母さんの財布以外に、
私たち（国民健康保険・介護保険・老人保健）の財布も
そのほとんどが皆さんをサポートするためにお金を
使っています。
■国民健康保険、老人保健、介護保険の歳出決算額の推移
万円

50
介護保険

40

老人保健

7.2

8.1

9.3

9.5

10.5

5.8

国民健康保険

30

20

10.2 10.5

10.3 10.8 11.6

10
10.8 11.0 11.0 11.1 11.4

12.7 13.7

15.2 15.5 16.2

18.0 16.3 17.0 16.9

17.9
14.8 16.2 15.7
11.9 12.5 13.2 13.2 13.5 14.3

16.6

21.8
18.5 19.0 20.2

0
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9
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H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

国の景気対策とも連動し、都市基盤（道路や公園、下水道など）や生活基盤（文化・スポーツ施設、
公民館など）の整備を、借金を活用して積極的に推進してきました。
市民生活の向上に寄与する社会資本整備が進んだ反面、借金は急激に増加し、返済が多くなりまし
た。
■家の増改築や大きな買い物（普通建設事業費）の資金内訳とその推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
国の大型景気対策

20
万円

借金
親からの援助

15
7.8

9.4

自己資金

7.4
10.5

10
3.3

3.3

2.4

1.9
5

1.3
4.2

1.3

3.8

8.1

4.8

6.4

5.5

2.5
H2

H3

8.1

H4

H5

H6

8.9

7.8

2.7

0
H1

13.0

10.2

1.7

9.7
2.9

1.6

1.9

1.1

2.6
0.5

3.4

H7

H8

H9

1.7
0.7
0.4
H10 H11 H12 H13 H14

3.9
3.3

1.9
2.6

1.1
2.7

0.4
1.6

1.8
0.7
0.3
H15

平成 3 年
平成 4 年

岸和田城天守閣の大改修

平成 10 年 光明地区公民館

平成 5 年

土生中学校

平成 11 年 新条地区公民館

平成 6 年

牛滝温泉森やかの郷

山直市民センター

平成 13 年 中央公民館

岸和田駅周辺連続立体交差

平成 14 年 浪切ホール

春木市民センター
平成 7 年

天神山地区公民館
平成 18 年

自然資料館

新清掃工場（一部事務組合）

市立岸和田市民病院
平成 8 年

総合体育館

この他にも、道路や公園なども
整備しているよ。
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4.0

2.5 0.8
1.4
1.8
2.2 0.8 1.5
0.9
0.5
0.0 0.2
0.5
H16 H17 H18 H19 H20

平成に入ってからできた大きな施設など
春木分署（消防署）
平成 9 年 保健センター

だんじり会館

6.0

家の増改築の借金だけでなく、
平成 6 年度からは
赤字を埋めるための借金（赤字地方債）を、

■借金（地方債新規発行額）の推移

平成 18 年度からは

（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）

食費に充てるための借金（退職手当債）を
しているんだ。

食費のための借金（退職手当債）

29 ページの「やりくり」のところで、

赤字を埋めるための借金（赤字地方債）

万円 15

詳しく話すよ。

万

家の増改築のための借金（建設地方債）

1.601

0.3
1.216

10

1.1

1.9

1.7

1.1

0.3
1.0
1.7

13.0
5
7.8

10.5

9.4

10.2
8.1

7.8

7.4

0.7

9.7

8.9

3.7
1.9

1.9

3.3

3.3

H2

H3

1.7

1.8

2.8
1.8

2.2

2.0

2.5

2.9

1.0
1.5

6.0
4.0

0
H1

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

その結果、一家の大黒柱、
地方債
地方公共団体が調達する借入金のこと
です。
都市基盤や生活基盤などを整備する場
合、多額の費用を要することから、事業
の円滑な執行を図るとともに、将来利用
する市民の皆さんにも経費の一部を負
担していただくことが公平であるとの
考え方に立ち、後年度の返済を考慮しな
がら借り入れを行います。

普通会計の借金は、
平成初期には 30 万円（300 億円）程度だった
ものが、平成 13 年度のピークには 95 万（950
億円）にもなりました。
その後、いろんな努力をして減ってきてはいる
けれど、まだ 85 万円（850 億円）程度の
高い水準になっています。
■地方債現在高の推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
100
万円

89.2
75.6

80.7

94.6 92.4
91.6 89.7
87.2 85.4 85.9 84.7

69.9

75
57.5

62.5

50.5
44.6

50
37.4
29.2 30.7 31.8
25

0
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
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お父さん・お母さん

■平成 19 年度末の借金（市債）の残高

だけでなく、
お兄ちゃんやお姉ちゃんにも

200

借金があります。

万円

家族全員の借金を合わせると、

病院お兄ちゃん
（企業会計）
約 18.5 万円

150

（1,900 億円）

下水道お姉ちゃん
（企業会計）
約 77.4 万円

にもなります。

上水道お姉ちゃん
（企業会計）
約 9.6 万円

100

50

介護お兄ちゃん
（特別会計）
約 0.2 万円

兄弟の中で、私（下水道）の

父さん・母さん
（普通会計）
約 85.9 万円

公共下水道の普及率（人口）を

借金が 1 番多いけど、
見てください。
泉州地域ではもちろんのこと、
大阪府内の他の特例市と比べても

0
借金の残高

公共下水道の普及率【人口】
（平成 19 年度）
泉州地域の市

府内の特例市

堺市

93.1％ 豊中市

100.0％

高石市

84.0％ 茨木市

98.5％

泉大津市

85.7％ 吹田市

99.8％

和泉市

77.6％ 枚方市

89.6％

貝塚市

43.8％ 寝屋川市

99.7％

泉佐野市

29.4％ 八尾市

70.0％

泉南市

50.5％

阪南市

48.2％

どれだけ整備が
進んでいるのか
が分かってもら
えると思います。
たくさんのお金
がかかる下水道
の整備を積極的
に進めてきたの
で、借金も増えま
した。

岸和田市

91.5％

市の社会資本の整備率など
道路改良率
公民館数
下水道普及率（人口）
1 人当たりの都市公園面積

平成元年

平成 12 年

平成 19 年

62.1％

67.7％

73.4％

9館

13 館

14 館

42.3％

83.9％

91.5％

5.6 ㎡/人

7.5 ㎡/人

8.4 ㎡/人
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高齢化が進んでいますので、国民健康保険や老人保健（どちらも主に医療費）
、平成 12 年度からア
ルバイトを始めた介護保険などの子どもの財布も非常に厳しくなっています。
足りない分などを補ってあげるための両親（普通会計）の出費が増えている中、平成 20 年度には
「後期高齢者医療特別会計」という子どもが増えます。
■子どもたちへの援助やお小遣い（他会計への補助費等・繰出金）の推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
病 院
万円

下水道

10

1.2

介護保険
老人保健

1.3

国民健康保険

5
0.5
2.8

0

0.9

2.3

2.9

6.0
3.3

2.4

3.7

3.8

4.7

4.9

5.2

3.8

0.9

1.0

1.7

4.4

4.2

4.3

1.5

1.5

1.5

1.5

3.0

2.8

1.3

1.7

0.9
0.8

1.1

1.2

1.1

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

0.9

1.3

1.9

1.7

1.6

1.5

1.6

1.9

2.0

2.1

2.0

1.9

1.6

0.5
0.7

0.5
0.7

0.5
0.7

0.6
1.0

0.7
0.9

0.7
0.9

0.8
1.0

0.9
1.1

1.1

1.4

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

平成の初めごろ

（～H17：国勢調査 H22～：推計人口）

から中ごろにかけては、
下水道へのお小遣いが

高齢化率（％、右目盛）
65 歳以上人口（万人、左目盛）

5

4 .8

30

2 3 .7

25

多かったんだけど、
%

4 .3
4

3
2 .5

2 1 .1
1 8 .8

岸和田の人口に
1 5 .5

占める高齢者の割合は、
15

1 2 .9

平成 2 年の 10 人に 1 人から、
最近は、5 人に 1 人にも

1 0 .6
0

10
H2

などへのお小遣いが
増える一方なんだ。

20

2 .0

1

高齢化社会の進行に伴って、
介護保険や老人保健、国民健康保険

3 .8
3 .1

2

1.8

4.3

5.9

■岸和田の高齢化の状況

万人

1.3

1.7

1.7
4.5

4.4

1.3

1.2

1.7
2.2

1.3

0.9

0.7

1.7

1.4

1.3

H7

H1 2

H1 7

H2 2

H2 7
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なっています。

平成に入ったころは 2 千人程度（平成元年度 2,024 人）だった職員数は、その後の行政需要の拡大
に対応するため徐々に増加し、平成 8～11 年度にかけて 2,300 人程度（平成 8・11 年 2,298 人）に
達し、ピークを迎えましたが、市の財政危機が明らかになった平成 12 年度以降は減少を続け、平成
20 年 4 月 1 日現在、2 千人を切って（1,993 人）います。
それに伴って人件費も、ピーク時の平成 12 年度には約 17 万円（170 億円）かかっていましたが、
現在は 12 万円（120 億円）前後になっていて、支出に占める割合も 19.7％と 20％を下回っていま
す。

■職員数の推移（各年 4 月 1 日）

職員数（その他会計）

人
2500

職員数（普通会計）

2000
517

527 538 565

604 653
574 596

646 649 653

647 663 660

642 629 624 615

640

601

1500

1000
1507 1515 1545 1554 1582 1623 1644 1645 1639 1642 1645 1622 1591 1547 1518 1513 1481 1484 1449 1392
500

0
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

■食費（人件費）の推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額 H21～：推計値）
万円
18
28.6
17

万

16

％
31

29.4
支出に占める割合（％、右目盛）

26.1

27.9
24.4 24.4

15
14

26.1
24.9

23.8

26.8

29

食費（人件費）の額（万円、左目盛）

27
24.1

23.6

24.2

24.0

24.8 24.7
25

23.0
21.9
20.9

13

23
20.0
18.1

12

19.0

19.6

19.0

19.7 21

11

19
17

12.4 12.9 14.0 14.2 14.7 15.3 15.7 16.3 16.3 16.7 16.6 16.9 16.5 16.4 15.2 15.1 14.6 14.4 13.6 13.1 11.8 12.4 11.9 11.6 12.3
10

15
H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25
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■ラスパイレス指数の推移（各年 4 月 1 日）
115

府内市平均（除く大阪市）
110

ラスパイレス指数
地方公務員と国
家公務員の給与
水準を比較する
ために用いられ
る指数で、国を
100 とした場合
の数値を示した
もの。

岸和田市

105

100

95
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19

今までは「公共は行政が担うもの（公共＝行政）
」という考え方が主流で、少子高齢化や地球環境問
題、多様化する市民ニーズなどへ対応するため、市は様々な業務を拡大してきました。それに伴って
市の財政規模も拡大を続け、平成 19 年度の歳出決算額をみると、平成元年度の約 1.8 倍の規模に膨
れ上がっています。
■歳出決算額の推移
万円
150

企業会計
特別会計

30.0

普通会計

17.5

100

12.6
11.4
10.1 10.6
32.4 38.7

50

19.8

18.1

20.1 21.0

21.9 20.9 20.4 21.1 18.8
48.8 51.0 53.8

34.2
18.8 19.1 31.2

53.4 54.5

55.4 55.1 47.4 48.9

71.6 68.0
62.5 66.1 62.5 65.6 63.8 68.8
61.2 61.3

61.2 63.3 65.7 65.4

44.1 44.5 45.4 45.6 48.8

30.4
28.4 29.0

43.4 46.3 47.7

59.4 60.3

0
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

H13

H14

H15

H16

注１ 特別会計のうち、市民生活とあまり直接かかわりのない自転車競技事業特別会計、財産区特別会計は除いている。
注２ 企業会計については、収益的支出と資本的支出を単純合計した数値である。
注３ 下水道事業は、平成 17 年度までは特別会計であったが、平成 18 年度から企業会計に移行している。
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H17

H18

H19

■「普通に入ってくるお金」の内訳の推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）

家族で稼いだお金

36.6

万円

34.1 34.1 34.1

33.2 33.6

35

祖父母からの援助

35.6 35.5

31.2

33.9 34.5 33.7 33.5
32.9

25
20.6 19.6 20.1

32.4 31.7 32.4
31.3 31.7 31.9

21.7

23.9 24.0 23.6 24.5
22.7 23.2

17.0
15

14.2 15.1 13.8 15.0

11.3 11.7
8.6

8.5
6.3

5
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

収入の根幹であるお父さんの基本給（地方税）は、平成に入ってすぐのころは右肩上がりで増加す
るとともに、生活費に占める割合も 6 割を超えていましたが、平成 9 年度に 29 万 4 千円（294 億円）
でピークを迎えた後は、
減少の一途をたどっていて、
生活費に占める割合も4割程度となっています。
■お父さんの基本給（地方税）の推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
生活費に占める割合（％、右目盛）

30

万

万円

66.0

29
28

65.8

基本給（地方税）の額（万円、左目盛）

63.9

65

65.2
62.6

税制改正による所得税

58.6

27

49.5

24

50

48.2
45.7
43.1

23
22

20

55

54.9

53.7 53.5

25

60

から市民税への振替え

55.1

26

21

70 ％

41.1

42.9 42.1
39.8 39.2

45
40

39.2
35
22.5 24.2 24.8 27.4 26.9 25.8 27.1 27.6 29.4 27.8 27.4 26.4 25.79 25.2 24.1 23.5 23.4 23.4 24.9 24.8
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20
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30

お父さんの給与などの「家族で稼いだお金」が伸び悩む中、頼みの東京の祖父母からの援助が「三位
一体の改革」などで思ったようにもらえなくなっています。
本当は、
あと 1 万円（10 億円）ずつくらい

■東京の祖父母からの援助の推移

援助してもらえるはずだったのになぁ。

（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
25
万円

援助してもらえるばずだったお金
東京の祖父母からの使いみちが決められた援助
（国庫支出金のうち普通建設事業費以外）

20

生活費全般に対する援助（地方交付税）

6.7

15
7.2
10

3.9

3.4

5

3.3

4.1

4.1

4.9

5.2

H4

H5

1.2

3.5

3.4

3.4

H1

H2

H3

4.1

4.4

5.3

5.6

7.9

8.6

8.4

7.8

7.7

8.5

6.2

5.8
12.3 12.0 12.2 12.7 13.2 12.4 12.4
10.1 11.2 11.2

7.7

7.9

6.8

6.9

7.5

H6

H7

H8

H9

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

0

■使いみちが決められた援助（国庫支出金のうち普通建設事業費以外）内訳の割合
（普通会計 H19 決算額）
「生活全般に対する援助

100%

（地方交付税）
」は、
普通に生活するためにかかるお金と
家族が稼ぐことができるお金を比べて、

75%

生活保護
に対する援助

足りない分を援助してくれるお金で、
もらったあとは自由に使えます。

約 60.4%

子どもの
サポートに対する援助

50%

約 24.9%

お年寄りの方の
サポートに対する援助

25%

約 0.4%

それに比べて、
「使いみちが決められた援助（国庫支出金）
」は、
ある決まったことにお金を使ったときに、
その一部（半分とか）を援助してくれるお金で、
決められたことにしか使えず、

障害のある方の
サポートに対する援助

そのほとんどが生活保護などの

約 10.6%

0%

社会保障に対する援助です。

平成19年度
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■「やりくり前」と「やりくり後」の収支の推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
万
万円 6
「入ってきたお金」―「使ったお金」

4
2

0.9

1.1

1.1

1.1

1.0

0.8

「やりくり」後

1.5

1.2

1.0

0.7

0.6

0.3

0.3

0.3

0.5

0.2

0.2

0.1

0.2

0

0
-2

-0.4

0.0
-0.7
-1.9

-2.5 -2.8
-3.0 -2.9 -3.0

-2.6

-4

-4.1
-6
H1

H2

H3

H4

H5

H6

-4.0 -4.2

-4.1 -4.4 -4.23

H7

H8

H9

-5.7 -3.3
-3.4

-4.9
H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

定期預金を
解約したり、

赤字地方債

赤字を埋めるための

税制改正などによる市民税
の減収を補うために借り入
れる「減税補てん債」や、地
方の財源不足を補うために
地方交付税の代わりとして
借り入れる「臨時経済対策
債」などのことです。

借金をしたりして、
何とか黒字に
してるんだ。

退職手当債
団塊の世代の大量定年退職
などによる退職手当の財源
に充てるために借り入れる
起債で、
平成 18 年度から 10
年間の特例措置です。将来の
人件費の削減額で返済がで
きる自治体に発行が認めら
れます。

■「やりくり」の内訳とその推移
（普通会計 ～H19：決算額 H20：見込額）
食費に充てるための借金（退職手当債）
赤字を埋めるための借金（赤字地方債）
万円

定期預金の解約など（基金繰入金＋基金借入金）

6

先月の残り（繰越金）

0.7

0.3

1.7

4

1.1

1.1
1.9

0.3
1.9
2.6
2.0
0.7
0.7
0

0.5
H1

1.3
1.0

H2

1.1
H3

1.1
H4

1.1
H5

1.0
H6

0.8
H7

H8

1.0

3.0

1.7

1.5

3.3

1.1

1.0

1.0

3.6

2.6

2.2

0.1
0.9

2.2
2.8

1.7

2.2

3.7

1.2

1.6
2

2.0

1.2

H9

1.5
0.7
H10
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H11

1.3

1.0

1.9

0.6

0.3

0.3

0.5

0.2

0.2

0.7
0.1

0.7

0.3

H12

H13

H14

H15

H16

H17

H18

H19

H2 0

0.2

■定期預金の解約など（基金繰入金＋基金借入金）の内訳とその推移
（普通会計 決算額）
4

万

万円

基金借入金
特定目的基金

0.5

減債基金

3

財政調整基金

0.8

0.3
2

1.4

2.0

0.8

0.8

0.5

1.4
1.1
1.7

1

0

0.3
H1

0.0
H2

0.3
0.2

0.2

H3

H4

0.2

0.2

0.3

0.5

0.5

0.7

H5

H6

H7

0.2
0.8
H8

0.2
1.0

H9

0.8
0.7

0.5
1.0

H10 H11

0.7
0.8

0.4

0.4

H12 H13 H14

特定目的基金

突発的な災害や収支の赤字
に備えるために積み立てる
基金（貯金）です。

教育や福祉の充実、文化や産
業の振興、施設整備など、特
定の目的のために積み立て
る基金（貯金）です。

0.3

0.4
0.5

財政調整基金

減債基金

1.7

0.3

0.8
0.8
0.4

1.0

H15 H16

0.6

0.5
0.1

0.1

0.1

H17 H18 H19

10 万円（100 億円）前後あった貯金も、

地方債（借金）の償還（返済）
の増加に対応するために積
み立てる基金（貯金）です。

「やりくり」で使ってしまい、
今や半分の 5 万円（50 億円）程度で
推移しているの。
特に、赤字のための貯金（財政調整基金）や

■貯金残高（積立金現在高）の推移
（普通会計 決算額）
万

万円

ローンの返済のための貯金（減債基金）は、
ほとんど底をついてしまっているの。

10

特定目的基金
減債基金

6.5
6.9

6.3

7.3

5.5

5.8

6.4

財政調整基金

2.9

5.3

6.2

5
4.7
2.6
1.7
0

2.5

2.3

2.4

2.4

1.7

1.9

1.0
0.5

1.0

1.0

H1

H2

H3

1.9

1.4

H4

H5

3.7

2.4

2.0

2.0

2.0

2.1

H6

H7

H8

H9

1.4

1.7
1.4

1.0
0.5

2.1

3.1
2.5

2.7

1.8

1.3

1.3

0.9

1.0

1.0

3.4
3.4

3.5

0.8
0.3

0.8
0.3

1.3
1.5

1.3
0.4

H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19
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岸和田さん家では、毎年 9 月に向こう 5 か年間の収支予測を行っていますが、平成 12 年 9 月に行
った予測では、翌年度の平成 13 年度から赤字が続き、3 年後の平成 15 年度には破産（財政再建準
用団体に転落）する恐れがあることが分かりました。
そこで、
「岸和田一家家計健全化計画（財政健全化アクションプラン）
」をつくって、平成 13～17
年度までの 5 か年間で、収入を増やしたり支出を減らす努力を行いました。
■「平成 12 年 9 月の収支見通し」と「実際の収支額」
万

2

万円

0
-2

0.3

0.3

-3.0

-3.0

0.5

0.2

0.2

-7.0

-4
-4.0

-6

-11.0
-15.6

-8
-4.0
-10
-12

財政再建準用団体
昭和 30 年に制定された「再建法」に基づき、普通会計の
累積赤字額が、国が決めた基準に則って計算した収入が見
込まれる規模（標準財政規模）の 20％を超えた状態にな
ったことをいい、一般的に企業の倒産に例えられます。
岸和田市の場合、標準財政規模はおおむね 400 億円程度
ですので、その 20%、つまり 8 億円の累積赤字が“倒産”
の目安となっていました。
しかし、平成 19 年 6 月に公布された「財政健全化法」に
より、
「再建法」は廃止されることになりました。

-4.5

-14

財政再建準用団体
転落ライン

-16

実際の収支

-18

推計の累積赤字

-20

推計の単年度赤字

平成 12 年当時、
5 年後の平成 17 年度には、

-5.0

累積赤字が 20 万 6 千円（206 億円）にも
膨らんでしまうと予測されていたんだけど、

-22
H13

H14

H15

H16

平成 17 年度の実際の収支は 1 千円（1 億円）

H17

の黒字になったんだ。
つまり、5 年間で 21 万円（207 億円）分の
やりくりをしたということなんだ。

■家族で稼いだお金の比較
万円 36

万

34.6

34.8

33.8
34 33.8
33.5

35.2
34.2

35.3
35.0

34.7

34.3

まず、収入を増やすため、

32.9

「家族で稼ぐお金」を増やすことにしました。
31.7

32

31.9

31.3

「お父さんの基本給（地方税）
」と「お母さんのパート
収入（分担金・負担金、使用料・手数料）
」
、それと「貸
駐車場収入（財産収入）
」を 5 年間で 4 万円（40 億円）

30

実際

くらい増やそうとしたんだけど、

計画

予想を遥かに上回って景気が悪化した影響で、

推計

実際は、計画よりも 13 万円（130 億円）
、
予測よりも 10 万円（100 億円）くらいも
少なくなってしまったんだ。

28
H13

H14

H15

H16

H17
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■お母さんのパート収入（負担金・分担金、

■お父さんの基本給（地方税）の比較

使用料・手数料）の比較
万

26 .9
26 .6

27 .1
2 6.8

2 7.3
2 7.0

2 7 .5
27 .2

万円 3
万

万円 2 8

27 .6
27 .3

2.5

2.4

2.9
2 .8
2 .6

2 .9
2 .5

2 .4

2 .4
2 .2

2.2 2.2

2 5 .8

26

2 .8

2.1

2 .0

25 .2

2
2 4.1

24

2 3 .5

23 .4
1

22

実際

実際

計画

計画

推計

推計
0

20
H1 3

H14

H1 5

H1 6

H1 3

H17

H1 4

H15

H1 6

H1 7

貸駐車場収入（財産収入）は、
計画よりも多く入ってきたんだけど、
「家族で稼いだお金」は減りましたが、

ボクの基本給（地方税）
やお母さんのパート収入（使用料･手

「親からの援助」は逆に予想や計画を上回って

数料、分担金・負担金）は、予想より
も下回ってしまったんだ。

増え、5 年間で 5 万円（50 億円）くらい予測
よりも増えました。

■貸駐車場収入（財産収入）の比較

■親からの援助（地方交付税、国庫支出金、
府支出金）の比較

万円 0 .4

2 4 .8

万円 2 5

万

万

実際

0 .3 6

実際

計画

0 .3 1

推計

0 .3

2 3 .7

計画

24

推計

2 3 .4

23
2 2 .0
22

0 .2
21

0 .1
0 .1

0 .0 3

0 .0 5
0 .02

0 .0 8
19

0 .0 2
0 .02

2 2 .5

2 2 .8

2 1 .3

0 .0 5
0 .0 2

2 2 .1

20

0 .0 8
0 .06

2 0 .5

0 .0 2
0.0 2

2 0 .0
2 0 .2

0

2 1 .4

2 2 .3

2 2 .7

2 3 .0

18

H1 3

H1 4

H1 5

H1 6

H1 7

H1 3
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H1 4

H1 5

H1 6

H1 7

■支出額（歳出総額）の比較

実際

万円 7 0 69 .3
万

6 8.0

68

一方、

推計

支出（歳出）については、
5 年間で 14 万円（140 億円）くらい

6 6 .8

6 7 .4
66

計画

6 6 .2

6 6.2

切り詰める計画だったんだけど、

6 5 .3

計画より 4 万円（40 億円）くらい

64
6 2 .4

62 .9

6 3 .3

6 2 .8

多く節約ができて、

63 .3

予測より 18 万円（180 億円）ほど
切り詰めることができました。

62
6 1 .2

6 1.3

6 1 .2

60
58
56
H1 3

H1 4

H1 5

H1 6

H17

■家の増改築（普通建設事業費）の比較

■食費（人件費）の比較

万円 1 5 1 4 .1

万円 1 8

万

万

14

1 3 .6

実際

13
12

1 7 .1

計画

1 1 .7

17

推計

11

16 .4
1 6.5

10
9

6 .5

7

16

7 .9

7 .8

8

1 6 .4

5 .9

6

1 6.5

1 6 .2

1 6 .3

1 6 .0

15 .6

7 .2

6 .6

1 6 .5

1 5.2

6 .3

1 5 .4
1 5 .1

5 .1

14 .6

5
3 .6

4

2 .8

2 .7

3

実際

14

2 .3

計画

2

推計

1
13

0
H1 3

H1 4

H1 5

H1 6

H1 3

H1 7

■医療費（扶助費）の比較
万

12

7

10
9 .8

1 0 .0

6 .5

6

6 .6

6 .6

6 .7

1 0 .3

1 0 .6

6 .4

6 .2

6 .3

6 .1

1 0 .9

6 .0

5

8

4

7
6
5

H17

6 .1

1 1 .3
1 0 .5

11

H1 6

万円 8

1 4 .1

1 2 .8

13

H1 5

万

1 3 .6

14

H1 4

■光熱水費（物件費）の比較

万円 1 5

9

1 5 .1

15

9 .9

4

1 0 .2

1 0 .5

1 0 .9

3

1 1 .2

2

実際

3

計画

2

6 .2

6 .6

6 .7

6.7

実際
計画

1

推計

1

6.5

推計
0

0
H1 3

H1 4

H1 5

H1 6

H1 3

H1 7
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H1 4

H1 5

H1 6

H1 7

■町内会費（一部事務組合の負担金）の比較

万円 1 3
万

万円 3

■子どもへの援助・仕送り（繰出金等）の比較

万

2.9

実際

2 .9

12

計画

.

2 .3

推計

11

2 .3
2
1 .6
1 .5
1 .3

1.4

1 1.6

1 .9

1 .8
1 .8

10 .5
1 0.0

1 0 .3

1 1 .0

10 .4
1 0 .0

9.9
9 .5

9

1 .2

1 1 .2

10 .5
1 0.5

10

1 .7

1 .3

1 .2

1 1 .1

1 0 .9

1 1 .9

8

1
7

実際
計画

6

推計
5

0
H1 3

H1 4

H1 5

H1 6

H1 3

H1 7

H1 4

H1 5

H1 6

H17

■つきあい代（補助金など）の比較
万円 3
万

「アクションプラン」の

2

2 .3

2 .3

2 .3
2 .3

2 .2

約 21 万円（207 億円）の収支不足を

2 .0 1

改善することができました。

1 .9
1 .6

1 .5
2 .4

2 .3

計画期間中の 5 年間で、

2 .3

2 .4

2 .4

収入が計画を 9 万円（90 億円）も下回った分、

2 .4

支出を計画よりも 4 万円（40 億円）も

1

実際

切り詰めると同時に、

計画

計画よりも 6 万円（60 億円）多く
定期預金の解約や借金をして、
何とか達成できたんだ。

推計
0
H1 3

H1 4

H1 5

H1 6

H1 7

■5 年間トータルでの「予測」と「計画」と「実績」
実際

予測

計画

282 万円

285 万円

276 万円

▲6 万円

▲9 万円

家族で稼いだお金

171 万円

175 万円

161 万円

▲10 万円

▲14 万円

親からの仕送り

111 万円

110 万円

115 万円

4 万円

5 万円

334 万円

319 万円

315 万円

19 万円

4 万円

差引き

▲52 万円

▲34 万円

▲39 万円

13 万円

▲5 万円

やりくり

32 万円

34 万円

40 万円

8 万円

6 万円

借金

27 万円

27 万円

29 万円

2 万円

2 万円

5 万円

7 万円

11 万円

6 万円

4 万円

▲20 万円

0 万円

1 万円

21 万円

1 万円

収入

支出

定期預金の解約

収支

予測との差

285

計画との差

」に基づいて、収支不足の解消に向
「岸和田一家家計健全化計画（財政健全化アクションプラン）
けた取組を行った結果、平成 17 年度も何とか 1,640 円（1 億 6,400 万円）の黒字を出すことができ
ましたが、翌年度の平成 18 年 9 月の収支見通しで、
「平成 19 年度から赤字が出始め、平成 22 年度
には“破産”する恐れがある。
」ことがまたもや分かりました。
そこで、現在は、平成 19～23 年度までの 5 年間の計画である「きしわだ一家再生プラン（きし
わだ行財政再生プラン）
」に基づいて、引き続き収入を増やしたり支出を減らす努力をしているとこ
ろです。
■「平成 18 年 9 月の収支見通し」と「プラン実施後の見通し」
2

万
万円

0.1

0.1

0.7

0.6

平成 18 年の収支見通しでは、

0.0

5 年後の平成 23 年度には、

0
-1.3
-2

累積赤字が約 12 万円（120 億円）にも
-1.7

-4

膨らんでしまうと予測されていたんだけど、
プランでは、

-2.0

その収支不足分を 5 年間で何とかやりくりして、
-6

平成 23 年度に 160 円（1,600 万円）の黒字

-3.4

にする計画を立てたんだ。

-8
-10

実施後の収支

-3.5

推計の累積赤字

-12
推計の単年度赤字

今回も、まず、

-14
H19

H20

H21

H22

収入を増やす計画を立てました。

H23

景気の回復を望むことができないので、
■「家族で稼いだお金」の比較

お父さんの給与（地方税）を
増やすことは見送って、

万円 34
万

33.6
33.2
33

32.8
32.3
32.2

32.8

32.6

今回は、主にお母さんのパート収入と
子どもからの仕送りを

33.1

増やす努力をすることにしました。

32.7

でも、平成 19 年度の実績の様子を

32.3
32.4

みてみると、やっぱり、

32

思ったほどには増えていません。
31.7
31

お父さんの基本給（地方税）が、

実際

思ったように増えていないのも
大きいなぁ。

計画
推計
30
H19

H20

H21

H22

※平成 20 年度は、決算見込額です。

H23
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■「子どもからの仕送り」
（競輪事業

■「お母さんのパート収入」の比較

からの繰入金）の比較
万円 3

万円 0.6

万

万

2.1
2.1
1.9

2

2.5
2.3
2.3
2.1
2.1

0.56

0.56

2.6

2.6

0.56

0.56

0.56

0.51
0.5

0.46

0.46

0.46

0.46

0.46

2.1

2.1

0.4

0.3

1

0.2
実際

実際

0.1
0.1

計画

計画

推計

推計

0

0
H19

H20

H21

H22

H23

H19

H20

H21

H22

H23

「家族で稼ぐお金」は、
平成 19 年度の決算と
平成 20 年度の見込額をみるかぎり、
今回も厳しい状態です。

今回は、
「親からの援助」も予想を上回って減
っています。

■お父さんの基本給（地方税）の比較

■親からの援助（地方交付税、国庫支出金、

万円 27

万

万

26.3
26

25.9

25.8
25.4

25

府支出金）の比較

万円 29 28.7

25.8

25.5

28

26.3

27.1

25.9

25.5

25.4
24.9

27.2

27

27.0
26.5

26.2
25.9

26

26.5
26.5

26.8
26.6

24.8
25

24

24.4
24

実際
計画

実際
計画

23

推計

推計

23

22
H19

H20

H21

H22

H23

H19
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H20

H21

H22

H23

■支出（歳出）の比較
実際
万円 7 2
万

7 0 .8
70

6 9 .7

計画

一方、

推計

支出の切り詰めについては、
平成 19 年度は計画を上回る勢いで
節約に成功しましたが、

68
6 6 .6
66

6 5 .8

6 5 .4

6 4 .7
6 3 .8

64

平成 20 年度（見込額）は、

6 5 .5
6 4 .5

計画や推計よりも
増えてしまいそうです。

6 4 .3

6 3 .4

6 3 .0

62
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58
H1 9

H2 0

H2 1

H2 2

H2 3

■家の増改築（普通建設事業費）の比較

■食費（人件費）の比較

万円 1 2
万

万

11

1 3 .9

万円 1 4 1 3 .8
1 0 .6

実際
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計画

9
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推計
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1 3 .3
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13
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7
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6

1 2 .3

4 .9
5

4 .4

4 .3

4

12
2 .8

3

実際

2
1

計画
1 0 .7

4 .3

4 .1

5 .1

推計

2 .9

0

11
H1 9

H2 0

H2 1

H2 2

H2 3

H1 9

■医療費（扶助費）の比較

H2 0

H2 1

H2 2

H2 3

■光熱水費（物件費）の比較

万円 1 9

万円 7
万

万

実際
18

計画

17

推計
6 .3

16
15

6 .1

1 5 .0

6 .2

6 .2
6 .2

6 .2
6 .1

1 4 .5
6

14
1 3 1 5 .7

1 6 .3

1 6 .8
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6 .0
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1 8 .0

実際

12

計画
11
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1 6 .8
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推計

1 7 .9
5

10
H1 9

H2 0

H2 1

H2 2

H1 9
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H2 0

H2 1

H2 2

H2 3

■町内会費（一部事務組合の負担金）の比較

■子どもへの援助・仕送り（繰出金等）の比較

万円 4

万円 1 1
万

万

実際
計画
推計

3

2 .5
2 .2
2 .0

2 .3
2

2 .9

10
3 .0

1 0 .0
9 .7

9 .9

2 .7

2 .7
2 .5

9 .9

9 .4

9

9 .5

9 .5

9 .3

9 .3

H2 2

H2 3

8

1 .8
1 .4

7
1

実際
6

計画
推計

5

0
H1 9

H2 0

H2 1

H2 2

H1 9

H2 3

H2 0

H2 1

■つきあい代（補助金など）の比較
万円 3
万

.

1 0 .1

1 0 .1

1 0 .0

3 .2

平成 19 年度から、

1 .9

1 .9

2
1 .7

1 .7

1 .7

1 .4

1 .7
1 .3

1 .7

「再生プラン」に基づいて頑張っていますが、
平成 19 年度（決算額）と平成 20 年度（見込額）

1 .4

の 2 年間の状況では、

1 .1
0 .9

1

今回も収入が計画よりも下回る分を、

実際

支出の切り詰めと

計画

やりくりで
どうにか収支を合わしているんだ。

推計
0
H1 9

H2 0

H2 1

H2 2

H2 3

■平成 19～20 年度 2 年間の「予測」と「計画」と「実際」
実際

予測

計画

120 万円

118 万円

114 万円

▲6 万円

▲4 万円

家族で稼いだお金

64 万円

65 万円

64 万円

0 万円

▲1 万円

親からの仕送り

56 万円

53 万円

50 万円

▲6 万円

▲3 万円

135 万円

134 万円

131 万円

4 万円

3 万円

差引き

▲15 万円

▲16 万円

▲17 万円

▲2 万円

▲1 万円

やりくり

12 万円

16 万円

17 万円

5 万円

1 万円

借金

10 万円

14 万円

15 万円

5 万円

1 万円

2 万円

2 万円

2 万円

0 万円

0 万円

▲3 万円

0 万円

0 万円

3 万円

0 万円

収入

支出

定期預金の解約

収支

予測との差
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計画との差

「きしわだ行財政再生プラン」に基づいて頑張っていますが、まだまだ厳しい状態が続いています。
目前の危機はどうにか回避できそうですが、基本的な「赤字体質」が解消されていませんので、平
成 20 年 9 月に公表された収支見通しによると、4 年後の平成 24 年度にはまたもや赤字が出始める
恐れがあることが分かりました。
このままだと、近い将来、また“破産”の危機が訪れないともかぎりません。
■「普通に入ってくるお金」と「生活費」の見通し
（普通会計 H20：見込額 H21～：推計値）
61

万

万円

60.4

収入

今後も、

60

収入が大きく増えることが
見込めないんで、

59

「普通に入ってくるお金」より、

支出

58.8

58.4
57.8

58

「生活費」の方が多い状態が
続くんだ。

57.7
57.2

57

59.1

58.8

56.9

57.7

57.1

56.7

56
55
H20

H21

H22

H23

H24

H25

■「普通に入ってくるお金」と「生活費」の内訳とその見通し
（普通会計 H20：見込額 H21～：推計値）

万円
70
70

60
60

生活全般に
対する援助

お母さんの
パート収入

11.8

11.6

11.8

12.1

12.4

12.4

12.6

13.7

13.1

13.0

12.6

40
40

1.8
2.3
3.5

2.2
2.2
3.5

1.4
2.2
3.5

1.3
2.2
3.6

1.4
2.3
3.6

1.4
2.3
3.6

30
30

20
20

お父さんの
諸手当
お父さんの
基本給

50
50

9.7

9.5

5.9

5.9

9.5

9.1

5.2

4.9

5.1

5.3

9.5

9.6

9.7

9.8

5.9

5.9

5.9

5.9

9.8

9.7

9.9

9.5

その他の出費

15.0 15.5 15.9 16.4 16.9 17.5

子どもへの
援助やお小遣い
光熱水費
ローンの返済
医療費

24.8

24.5

24.9

25.1

25.3

25.4

10
10
13.1 11.8 12.4 11.9 11.6 12.3
00

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H20 H21 H22 H23 H24 H25
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食費

主な生活費

家族で稼いだお金

その他の収入

12.0

6.0

その他の生活費

親からの援助

使いみちが
決められた援助

5.7

■「家の増改築や大きな買い物」

■「やりくり」の内訳とその見通し

の資金内訳とその見通し

（普通会計 H20：見込額 H21～：推計値）

（普通会計 H20：見込額 H21～：推計値）

H20

万円

H21

H22

H23

H24

H25

0
0.6

万円 8

0.4

0.4
0.1

1.5

借金

7

1.5

親からの援助
6

-2

4 .0

1.7

0.1

自己資金

5

1.5

-1

1.0

1.6

0.7

4 .9
4 .6
-3

4

0.7
0.8

0.2

3
-4

1 .4

2

1 .1

0 .9

1 .5

0.7

0 .5

0 .8

1 .2

0 .7

0.7

0 .7

0 .7

H2 1

H2 2

H2 3

H2 4

H2 5

定期預金の解約
繰越金

■「貯金残高」と「借金残高」の見通し
（普通会計 H20：見込額 H21～：推計値）
万円

0.1

食費に充てるための借金

0
H2 0

赤字
赤字を埋めるための借金

0 .7

0.9
1 .3

1

2.9

平成 20 年度の収支見通しによると、今後も毎年
赤字が出ますが、平成 23 年度までは、
「定期預金の
解約」や「借金」で、何とか収支をトントンにでき

7
6
5
4
3
2
1
0

6.4

そうです。

5.5

5.1

しかし、解約できる貯金が、そろそろ底をつきそ

4.1
2.7

2.8

うで、平成 24 年度からは、ついに赤字が出るとい
う見通しがでています。
一方、借金については、現在の約 85 万円（850

H20
H20

H21
H21

H22
H22 H23
H23 H24
H24 H25
H25

億円）から、平成 25 年度には約 60 万円（600 億
円）に、20 万円（200 億円）くらい減らせそうで

50

す。

60
60.8
70

67.2
74.3

80
90

84.7

83.8

80.9

貯金の残高
借金の残高
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」は、地方公共団体の財政の「早期
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）
健全化及び財政の再生並びに公営企業の経営の健全化」を目的に、平成 19 年 6 月に公布された法律
で、4 つの健全化判断比率及び資金不足率を算定・公表し、その指標が基準以上となる場合は、議会
の議決を経て早期健全化計画等を策定することが義務付けられました。
平成 19 年度の決算については、財政健全化法がすべて適用にならないため、各指標の公表のみと
なります。

健全化判断比率

①実質赤字比率

福祉や教育、まちづくりなど、どの家でも普遍的に行うことをまとめた財布である「普通会計」
の赤字の程度を指標化し、家計の深刻度を示すものです。

②連結実質赤字比率

すべての財布（会計）の赤字や黒字を合算（連結）し、一家全体としての赤字の程度を指標化
し、一家全体の家計の深刻度を示すものです。

③実質公債費比率

借入金（地方債）の返済額及びこれに順ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示す
ものです。

④将来負担比率

普通会計の借入金（地方債）や将来払うことになる可能性のある負担等の現時点での程度を指
標化し、将来家計を圧迫する可能性が高いかどうかを示すものです。
企業会計の資金不足（赤字）を、生活の規模（事業規模）である就労収入（料金収入）の規模
と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すものです。

資金不足率

土地取得事業特別会計

実質赤字比率

普通
会計

一般会計

老人保健事業特別会計
介護保険事業特別会計
上水道事業会計
下水道事業会計
病院事業会計

資金不足率

企業会計

財産区特別会計

将来負担比率

自転車競技事業特別会計

実質公債費比率

連結実質赤字比率

岸和田市

特別会計

国民健康保険事業特別会計

一部事務組合
第 3 セクターなど

各指標の基準をサッカーに例えると、イエローカードに相当するのが「早期健全化基準」及び「経
営健全化基準」で、レッドカードに相当するのが「財政再生基準」です。4 つの健全化判断比率のう
ちいずれか 1 つでも「早期健全化基準」以上になると「早期健全化団体」となり、
「財政健全化計画」
を策定し、自主的な改善努力による財政の早期健全化に取り組まなければなりません。同様に、
「財政
再生基準」以上となると「財政再生団体」となり、
「財政再生計画」を策定し、国や府の強力な関与の
下で確実な財政の再生を実行しなければなりません。また、
「資金不足率」が「経営健全化基準」以上
になると「経営健全化団体」となり、
「経営健全化計画」を策定し、公営企業の経営健全化に取り組ま
なければなりません。
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資金不足率

健全化判断比率
（単位：％）

実質赤字比率

平成 19 年度
指 標

早期健全化
基 準

財政再生基準

－(※１)

11.44

20

(※１)

16.44

連結実質赤字比率

－

実質公債費比率

13.7
203.6

将来負担比率

上水道事業会計

－

（※２）

下水道事業会計

－

35

病院事業会計

－

30

25
350

（単位：％）
経営健全化
基 準

平成 19 年度
指 標

設定なし

※１

「実質赤字比率」及び「連結実質赤字比率」の指標欄が「－」とな
っているのは、実質赤字額及び連結赤字額がないことを表しています。
※２
「連結実質赤字比率」の財政再生基準については、３年間の経過的
な基準が設けられています（平成 20・21 年度決算は 40％、平成 22 年
度決算は 35％）
。

20

「資金不足率」の指標欄が「－」となっているのは、資
金不足額がないことを表しています。

■連結実質赤字比率の見通し(%)

■実質赤字比率の見通し(%)

50

25

レッドカードライン

40

20

レッドカードライン

30
15

イエローカードライン

10

7.04

10

5
0

0

0

0

H20

H21

H22

H23

イエローカードライン

20

4.3

0

1.12

0

-4.76

-3.9

-3.56

-2.11

-5.46

H20

H21

H22

H23

H24

-10
H24

H25

■実質公債費比率の見通し(%)
40

H25

■将来負担比率の見通し(%)
400

レッドカードライン

35

イエローカードライン

350

30

300

イエローカードライン

25

250
188.8

20
15

13.2

12.6

13.8

14.9

16

167.2

200

15.8

154.2

145

135.3

127.4

H23

H24

H25

150

10

100

5

50

0

0
H20

H21

H22

H23

H24

H25

H20

293

H21

H22

