
2016 年度 日本自治創造学会 研究大会「地方が創る日本の未来～議会・住民・自治～」に

参加しました。以下、講演の中で印象に残ったものを要約します。 

 

 

■穂坂邦夫 日本自治創造学会理事長 「挨拶」 

 

議員、首長、職員へ申し上げたい。各々が機能を活かすことが大切だ。 

首長は執行権をもつが、国には弱い、おっかなびっくりだ。議会の後押しがあれば大ナタ

が振るえる。 

議会は、対峙するとともに協力できること。尻をたたけることがあるはずだ。そうすれば、

首長も力が湧いてくる。地方議員の力を再認識してほしい。 

今、地方が大きな岐路。大きな視野を持つことが必要になる。構造改革特区を自分は 24提

案した。4 勝 20 敗だった。構造改革の研究・提案（たとえば、観光資源）をしてほしい。

みなさんが地域再生の発火点になって欲しい。 

 

 

■神野直彦 東京大学名誉教授 「国民国家の権限と地方分権」 

 

今、歴史が大きく変わろうとしている。 

ヨーロッパが混乱している。ヨーロッパがつくってきた秩序が壊れて、狭量な国家主義が

台頭。かつて、ゲルマン民族の大移動といってもせいぜい 4 万人ほど。それで世界の歴史

が変わった。いま、シリアを出た人は数百万人だ。これが難民となってヨーロッパに押し

寄せている。 

100 年前は、ドイツから 500 万人、アイルランドから 300 万人など、ヨーロッパからアメ

リカを目指して大移動があった。 

 

「もうイギリス人、フランス人、ドイツ人ではなく、ヨーロッパ人になろう。もうヨーロ

ッパ人ではなく人間になろう。人間味あふれる人間になろう。」・・・いま、これが崩れ去

ろうとしている。 

どうしてうまくいかなくなったか？ 

いま、人間観の違う２つの世界モデルのせめぎ合いで混沌としている。 

・アメリカ式・・・儲かるから手を結ぶ（たとえば TPP） 

・ヨーロッパ式・・・EUは運命共同体の中でバリアをなくしていく 

しかし、スウェーデンでもネオナチ色の強い第３党がキャスティングボートを握っている

状態。 

 



先の「みんな手をつないで人間味あふれる人間になろう」というのは、ビクトル・ユーゴ

ーの言葉だが、これは（フランスの社会学者コントやドイツの財政学に見られるように）

19 世紀後半に出てくる人間観だ。そして、個人が孤立していて利益を最大化するアダム・

スミスの人間観とは対照的だ。 

 

日本人がかつてヨーロッパ社会モデルから学んだことに、 

①社会保障 

②財政調整制度 

がある。 

社会保障は、憲法 25条に謳われている生存権から来ていて、支え合う考え方がある。それ

までは権力からの自由権しかなかった。人権としての生存権をはじめて謳ったのは 1919年

のワイマール憲法だ。 

財政調整制度は、1925 年のエルツベルガーの改革から来ている。アメリカには社会保障と

財政調整制度はない。 

「利己的」であることが前提で、市場の調整を通じて最適化していくのが、アメリカ型の

グローバリゼーションの考え方だ。 

 

社会システムは、私たちの生活実態がベースになっていて、生活者、地域共同体、地域社

会、市民社会へと広がっている。下から上に（小さい単位から大きい単位へと）考えるの

は補完性の原理だ。 

 

国家は強制力（軍隊）をもつ。最近、国は How toのみを考えて、物事の本質を考えなくな

った。 

お札が落ちていてドキドキするのはヤギと人間のみ。それは、国家が強制通用権を（通貨

発行権と課税権をセットで）持っているから。しかし、EUでは、まるで地方自治体のよう

に各国の通貨発行権はない。 

通貨を統合すると為替市場の調整がなくなるから、経済の強いところ（ドイツ）が一人勝

ちして、ギリシャは真っ赤になる。 

（たとえば、日本の農業生産性は中国の 20倍だが、為替は輸出産業につられるので、同じ

通貨を使う限り農村は勝てない。） 

各国は、財政調整制度のない地方自治体のようなものだから、国境管理をしていないと所

得分配はできない。地方自治体がやると人口移動が起こってしまう。 

土地は動かない。労働力も国境で管理可能。資本は統制しないとパナマに行ってしまう。（ブ

レトンウッズ体制では資本統制があった。福祉国家における所得再配分の前提は資本統制

があることだった。） 

 



＜中央政府の機能＞ 

・資源配分機能（市場で提供できない公共財、公共事業、防衛、国境管理など） 

・所得再分配機能（課税と給付） 

・経済安定化機能（経済変動をなだらかにする） 

＜地方政府の機能＞ 

・地方公共材の供給 

・準私的財（教育、医療、福祉など）の供給 

・所得再分配機能の分担責任（国境を管理していないので現金給付は効果が出ないから、

現物給付（対人社会サービスの提供） 

 

＜基礎的自治体再編の二つの道＞ 

地方自治体を大きくすると“遠い政府”になる。したがって外部効率は低下する。一方、

スケールメリットの働く公共サービスの内部効率は上がる。 

合併拒否・地域連合型のフランスでは、合併は民主主義の否定につながると考える。 

かたや、強制合併・地域内自治組織型のスウェーデン。 

どちらをとっても結論は同じ。規模の利益のない対人社会サービスは小さな単位で、規模

の利益が働くごみ処理や公共交通などのハードなサービスは広域連合で行った方が効率が

良い。大きくなると遠くなるデメリットと、小さいままでいる内部非効率のデメリットを

克服することが課題だ。 

※フランス（人口 5000 万人、36000 自治体）、ドイツ（8000 万人、18000 自治体）、アメ

リカ（10万？自治体）に比べると、日本（1741自治体）は異常に自治体が少ない。 

 

＜公共空間を下からつくり直して、補完性の原理を再生させる必要がある。＞ 

地方自治体は家族とコミュニティの延長。北欧では、家族に異変（機能障害）があるとフ

ァミリーリハビリセンターで回復する。かつては、友人家族など他の家族（コンタクトフ

ァミリー）が助けていたので無償だったが、今では有償・資格制。 

 

＜社会保障制度は、人間が利己心に立つと考えると説明できない。＞ 

格差・貧困を肯定する人は 7割、是正すべきと考える人は 2～3割。自分のことしか考えな

い人に対しては、社会保障は貴方のためにあると説明しなければならない。または、互い

に手を取り合っていることを国民すべてに理解してもらうことが必要だ。 

災害などの共同作業、まつり、運命共同体。教育の根本と同じ。まつりでは、神々と交流

するためにあらゆる違いを乗り越える。 

 

※JIAMの講義レポートを参照 

http://www.jiam.jp/journal/pdf/v75/rensai.pdf#search='%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8

http://www.jiam.jp/journal/pdf/v75/rensai.pdf#search='%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6+1925%E5%B9%B4+%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E6%94%B9%E9%9D%A9


%AA%BF%E6%95%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6+1925%E5%B9%B4+%E3%82%A8%

E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E6%9

4%B9%E9%9D%A9' 

 

 

■村木厚子 前厚生労働事務次官 

 

第 1 次ベビーブーム（1947～1949 年）の子どもたちが第 2 次ベビーブーム（1971～1974

年）をつくったが、3 つ目の山が全くなかった。いま、出生率は上がりつつあるようだが、

親の数は引き続き減っていく。 

 

平成 2 年以降、一般会計税収と一般会計歳出の開き（税収不足と歳出超過）がどんどん広

がっている。「ワニの口」。 

 

結婚や出産・子育てをめぐる国民の希望と現実の乖離を生んでいるのは、 

結婚については、経済的基盤、雇用の不安定さ・・・非正規労働者の結婚率は低い。 

出産については、第２子は夫が手伝うか、第３子以降は経済力。 

が原因とみている。 

 

雇用政策の将来ビジョンの２つの軸。 

・社会全体での人材の最適配置・最大活躍 

・危機意識をもって「全員参加社会」の実現 

 

社会保障・税一体改革とは 

「社会保障の充実・安定化」と「財政健全化」という待ったなしの２台目標を同時に実現

すること。消費税をはじめとする税制抜本改革で安定財源確保が前提。 

本音は社会保障を充実したいが、最後は国民が決める。 

しかし、最悪の組み合わせ「もらいたいけど払いたくない国民」「配りたいけど集めたくな

い政治家」は避けてほしいと思う。 

 

これからの福祉は、地域・自治体のメニュー選択へ。多機能・相互乗り入れ。いろんな人

を巻き込むこと。 

社会福祉法人法改正・・・社会福祉法人はなぜ非課税か？ 

内部留保をオープンに。そして、新たな福祉事業に資本を再投下。社会福祉法人の役割を

明確化する。 

 

http://www.jiam.jp/journal/pdf/v75/rensai.pdf#search='%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6+1925%E5%B9%B4+%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.jiam.jp/journal/pdf/v75/rensai.pdf#search='%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6+1925%E5%B9%B4+%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E6%94%B9%E9%9D%A9
http://www.jiam.jp/journal/pdf/v75/rensai.pdf#search='%E8%B2%A1%E6%94%BF%E8%AA%BF%E6%95%B4%E5%88%B6%E5%BA%A6+1925%E5%B9%B4+%E3%82%A8%E3%83%AB%E3%83%84%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AC%E3%83%BC%E6%94%B9%E9%9D%A9


 

■藻谷浩介 日本総合研究所主席研究員 「地方自治の課題と再生」 

 

どうでもいいけど、インド人にMotaniが多い。 

子どもの絶対数が減るのを少子化という。（今年の新生児は 74 万人だが、）5 年で 4％減っ

た。みんなで 40年かかって子どもが生まれるのを減らした結果、そうなった。 

日本に住む外国人は 220万人で増えていない。在日韓国朝鮮人は高齢化で減っている。 

石油ショック以来、新自由主義的な考え方になった。韓国には IMF が入っている。

 

 

日本の年齢別人口の推移をみると、すでに少子化は終わって大人が減り始めたことがわか

る。 

企業が子どもを無視して運営に携わってきた。会社の使命は配当であって子どものためで

はなかった。 

高齢者のコストアップは、高齢者施策のコストダウンで乗り切らないと、タコの足食いに

なってしまう。 



 

 



 

 



 

 

 

日本で一番人口が増えている東京 23区は？ 

子供は一応増えているが、老人は子どもの 2 倍、現役世代は子どもの 16 倍と異常に多い。

実は東京は現役の人口が減っている。 



 

 

バブルのころに 85 歳以上は 85 万人いた。45 年後も、85 歳以上は（1200万人で）減らな

い。この状態が 85年以上続く。 

 

団塊ジュニアの 5人に 2人は首都圏にいる。 

全国より 25年先を行っている周防大島ではちゃんと社会が成り立っている。電柱の看板の

1／3以上は葬儀屋。10万円ポッキリ。でも、セブンイレブンは 3つある。これが高齢者に

強い。 

東京 23区の方が深刻だ。健康でないし、役所に文句を言う。 

老人に必要なものは、「きょういく（今日行くところがある）」「きょうよう（今日用がある）」

だ。 



 

 

日本の国際競争力は東京ではなく豊田でもっている。 

トヨタは、やめた人を補充していない。現役が減って高齢者が増えている。ロボットが本

格化する。だから史上最高益が出る。トヨタは団塊の退職を待っていた。 

しかし、住民税は減っていくのが豊田市の悩みだ。 

 

 

中国は高齢者しか増えていない。「中国人は一人っ子」はウソ。実際は二人っ子なので、中

国は消滅しないけど 7億人くらいまで人口が減る。 



 

 

群馬県上野村は御巣鷹山のあるところ。将軍家の鷹狩のヒナを捕る所で気位が高い。寒い

ので関東で唯一田んぼがない。団塊世代（高齢者のなり手）が村から出てしまったので、

高齢者も増えていない。したがって老人福祉に金がかからない。今では、木で燃料自給で

きるようになった。 

 

 

有名な自治体は意外と問題があるのでベタ褒めしないことにしているが。 

隠岐の海士町では、すべての年齢で 1～3％の減少で安定している。シカみたいにどんどん



増えたり、パンダみたいにどんどん減るのはヤバい。 

人間は天敵がなくても自ら安定できる。これから増えることが考えられる。もうすでにコ

ミュニティ単位ではそうなっているはず。 

本来的に（DNA的に）安定するようになっている。食物連鎖の上に立つ猿も同じだ。人間

の DNAはチンパンジーと大して変わらない。余剰食物の奪い合いで戦争をするようになっ

て数千年たった。 

 

 

高齢者は減らないので、状況に任せておくしかない。子どもを増やすのは、ステップ・バ

イ・ステップだ。 

今、金のない親が中絶している。親の財産で子どもの命が決まっている。子どもは親の従

属物ではない。子どもが分け隔てなく生まれてくるシステムになれば子どもは増える。 

 

日本は 7000万人まで減ることは止められない。50年後？には、ロシアも 5000万人くらい？

になっている。日本の 1 億 3 千万人は多すぎるので、自治会単位で住みやすい社会をつく

っていけばよい。 

高齢者増加率 10％以上は財政破綻？ そういう所は大都市圏に多い。 

元気なところは元気。小さな村（過疎地）でも結構有利なところがある。皆さんのまちの

コミュニティ（自治会）単位でも、そういうところがあるはずだ。 



 

 

 

 

 

 



■金井利之 東京大学大学院法学政治学研究科教授 「～地方創生を考える～地方創生の

あり方」 

 

自治体は、その数値がどうやって出てきたのか？妥当なのか？国が言ったことを本当に自

分の頭で考えているのか？ 

数値を掲げるということは言い訳を許さないということだ。歴史的には（特に日本の自治

体は）そのうち数字のことを言わなくなる。または、数字を上書き更新する。実施計画を 3

年間でローリングするのが良い例だ。 

2％インフレ目標のように数字を掲げても国民が忘れてしまうという第三の手もある。（本

音は国民の多くがインフレは困ると思っているのでは。） 

他にも、「GDP」「希望出生率」「人口 1億人くらいは維持したい」など怪しい目標がいっぱ

いある。 

安倍政権が本当にやりたいことは、富国強兵だ。 

 

合計特殊出生率とは何か？ 

・人間死んでみなければわからない。・・・コーホート出生率 

・架空の人間（ある年齢の範囲）を設定・・・期間特殊出生率 

・希望出生率・・・結婚したい人、子どもを何人欲しいか、あくまでも希望（1.8→実態は

1.4？ 離婚率は加味？） 

※これはリアルな意味があるのか？ 政府の政策意見決定の弱さ、それをさらに自治体が

コピペ。（希望と現実のギャップを施策で埋められるか？） 

 

「子どもを何人つくるかは家族の問題では」という批判がありうる。希望出生率を持ち出

したのは、「みんなの希望だ」というための言い訳か。 

それなら、国民希望年収や国民希望就業率を政策目標にしたことがあるか？ 

都合の良いことだけに「国民の希望」を叶えるのか？ 

 

本来なら、国民置換水準 2.0 を目指すと国民に説明すべき。政策は権力の発動だ。「希望出

生率」は無責任だ。（日本人は相手が望むものを忖度して答える傾向がある。） 

※増田レポートが出て出生率が下がった。希望は現実ではない。希望を満たす条件は何か

を考えないといけない。 

たとえば、年収 1000万円になれば、本当に子どもが 3人になるのか？ 

 

ブログ「日本死ね」で焦った。みっともない。まじめに考えていない。 

保育園を整備すると本当に人口が増えるのか？ 

保育園が充実すれば、住みよい社会には向かうだろう。それは良しとしても、人口を増や



すことを子育て支援の目的にするのか？ 

結婚と子育ては考えるが、就労は考えていない。 

国から言われたことを鵜呑みにするな。 

 

40年前（1975年）に日本はすでに合計特殊出生率 2.0を割っていた。 

議員の女性が多ければ政策のゆがみが解消されたかは不明。 

出生ストライキ v.s.女性に子どもを産ませようとする男目線 

2 人目は父親の対応で決まるかというが、父の対応が良ければ産むとは限らない。むしろ、

DINKSがいいということにもなりかねない。 

 

たとえ出生率が上がっても、もう手遅れで人口は必ず減る。ならば社会を人口減に合わせ

るべき。これが益田レポートの肝なのに、そこが引き継がれていない。 

 

デマンドサイド（可処分所得）の喚起をしないと、サプライサイドのみでは生産過剰にな

る。みんなで安心して消費できる状態がないと消費は増えない。個々の自治体の経営で、

全国的に消費できる状態に持っていくことが大切だ。 

 

 

■木村俊昭 東京農業大学生物産業学部教授 「～地方創生を考える～地方創生のとらえ

方とその成果」 

 

講演などで年間 250 日飛行機に乗る。同じホテルには泊まりたくない。チェーンよりも地

元の宿に関心があるから。 

奈良県吉野町は、人口が 2万人から 7800人になった。石破大臣から吉野町に入って総合戦

略策定を手伝ってほしいと言われた。 

 

自分は、「この先生に教わりたい」と師を決めて大学に入った。以来、この件についてはこ

の人といえる真のパートナーとブレーン探しをしてきた。 

産業と歴史、文化を徹底的に掘り起こして磨きをかける「あるものさがし」と、次世代を

担う子どもたちを巻き込んで愛着信を育てることが、地域づくりに大切なことを学生の時

に気づいた。 

さらに気づいたのは、工業団地、空き家、商店街、温泉など、それぞれが部分最適を求め

てバラバラなこと。だから、それをどうやって「つなぐ」かが問題。なおかつ、人材が必

要なことを気づいた。 

 

だから、地元の遠軽町役場に入ろうとしたら大卒は取らないと言われた。しょうがないの



でよく行った小樽市役所に入ろうとした。2次試験で体力テストをやるというが、テストの

案内は不親切で、自分たちだけが分かっていればよいという姿勢だった。だいたい説明も

ないのに「ジャージー持参」と書いてある、牛を連れて来いということか。反復横跳び、

背筋力などをやったが、一体どれだけやればよいのか基準もないし、教えてくれない。 

ところで、「乾杯条例」とかあるが、まちのことなら良いに決まっているのか？相手の立場

を考えているのか？上から目線ではダメだ。広聴、傾聴、対話が必要だ。 

 

運河があって縁がある。 

自分の本業は、①仕事（9 時～17 時）と②人生だ。最初は税務課に配属された。当初の税

務課のシステムでは本税は計算できるが延滞税は計算できなかった。再来年に改善予定だ

と聞かされたが、自分たちでやってみたら 2週間でできた。 

3年目は議会事務局だった。25歳の自分が 68歳の議長をはじめおじいさんたちを連れて歩

く役目だった。役所の仕事には「なぜ？」が必要。なぜがないと淡々と前例踏襲を続ける

ことになる。 

企画課から産業課長になった時に小泉総理に呼ばれた。 

 

（まちおこしをするときに）うちのまちと何からはじめますか？ 

・キーパーソンネットワーク像 

・産業連関図はあるか 

・車椅子の人は何人いるか？うち何人が働きたいか？ 

これらを知らないといけない。 

五感（見る、聞く、食べる・・・）と六育（食育、職育、遊育・・・）を働かせなきゃ。 

あるまちでは議員は 11人しかいないので、自分で全部まわった。福祉施設も回った。広聴、

傾聴、対話をした。 

すべて自分でやろうとしてはいけない。役割分担、人の出番を創出することだ。 

 

3 年 1 サイクルで、まちを変える、まちを動かす。 

→3 ヶ月 現状と課題の把握 

→3 ヶ月 課題解決策、先取り策構想 

→6 ヶ月 傾聴、広報・対話しつつ、実践 

→6 ヶ月 検証・構想、実践 

それを 3 年で 2 回まわして実践。 

賛同者 2 割、拒否者 1 割、眺めるもの 7 割いれば進む。 

目的、目標、スケジュールと政策。予算、主体、メンバー（パートナー、ブレーン）の選

定が必要。 



 

 


