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日時：平成 19年 12月 20日          
場所：ラ・プラス青い森 メープル  

 
 岩手県立大学の田島と申します。よろしくお願いいたします。 
 今日は「地方分権時代と新しい広域自治体制度」ということでお話をさせていただきたい

と思っております。 
 
 今年の３月に、「分権時代における新たな県のあり方について」という報告書をまとめて発

表いたしましたけれども、今日は、ここで議論されたこと、青森県内のいろんな代表者の人

達と私も含めていろいろ議論をしたのですけれども、その話を中心にしながら、これからの

広域自治制度というものはどういうものであるべきかということにつきましてお話をさせて

いただきたいと思っております。 
 
 最近は分権時代ということで、いろいろと、いろんな制度の見直し等が行われております。

市町村合併が一段落したということで、国も最近では府県のことにつきまして、あるべき府

県改革について本腰を入れて作業を始めたのかなと思うわけであります。 
 
 今回の安倍新政権では、道州制担当大臣というのが置かれましたし、それから最近ですけ

れども第二次分権改革を担当する大臣も総務大臣が兼任するということになりました。この

ように新しい動きというのが最近現われてきているのではないかと思います。 
 
 今日は、先ほどお話しましたように、今年の３月に私も参加して、「県のあるべき姿」の報

告書を出しました。そこで議論されたことを中心にしながら、これからの府県というのはど

ういう形になれば一番望ましいのかなというあたりのことをお話ししたいと思いますし、そ

ういうような議論の仕方というのですか、まだまだ都道府県の問題につきましては市町村合

併とは違いまして、住民から少し離れたところにあるということで、なかなか親身になって

議論をするという事例がありません。どうやったらそういう議論が深まるのかなと。特に、

市町村の皆さん、あるいは市町村議員の皆さん、あるいは地域住民の皆さん、そういう人達

が真剣になって議論ができるような仕組みにするためにはどうしたらいいのかなというあた

りをお話しできればなと考えております。 
 
 それでは最初に、なぜ県のあり方を検討する必要があるのだろうかというところからお話

を始めさせていただきたいと思います。私の講演の後に青森県さんの方から詳しい資料の説

明というものがあると思いますので、詳しくはそちらに譲りたいと思いますけれども、ここ

では４点ほど、なぜ県のあり方を検討する必要があるのかということについてお話をしてみ

たいと思っております。 
 
 まず、県を取り巻く社会環境が大幅に変化しているのではないかということであります。



これは市町村合併の時にも同様に言われました。最近は特に、情報化・国際化・高齢化・成

熟化と、４つのなになに化という表現でよく説明されますけれども、情報化社会というのが

1980年代から急速に、我が国というよりも世界的な規模で進展いたしました。情報化社会の
進展によりまして、仕事のやり方、あるいは私達の行動の範囲、そういうものが大幅に変わ

ってきたのではないかと思いますし、個々の住民レベルにおきましても、例えば今、ちょう

ど年末ですから、年賀状を書くというようなことでも筆とかペンで書くのではなくて、パソ

コンで年賀状を出す、あるいはいろんなイラストを入れるとか、そういうような時代になり

ました。皆さん方の仕事の環境も状況によって変わったのだろうと思いますけれども、住民

生活が大幅にそれに伴って変わることによって市町村の役割とか県の役割も見直しという雰

囲気が出たのではないかなと思います。 
 
 それから、国際化。いろんな外国の人が来るようになりました。日本から行く人もたくさ

んおりますけれども、国際的な基準で行政をやっていくということが必要になってきている

わけであります。国際的な対応をどうやってするかということが大変だと思いますけれども、

国際化によっていろいろと仕事の中味等も変わってきたんだろうと思います。最近では、県

単位でも直接外国といろいろと交渉をするというようなことがされるようになりましたけれ

ども、そういう直接外国と対応する単位として、現在の県の大きさというのが、あるいは能

力というのがいいのかどうかという当たりも検討課題なのだろうなと思います。 
 
 それから高齢化ということで、これは市町村が中心に高齢者のサービスは主として行うと

思うのですけれども、これに伴って県の役割というものも自ずと変わってくるのではないか

と思います。 
 
 それから成熟化ということで、市民がいろいろと参加したいと、最近は協働型の社会と言

われておりますけれども、協働型社会にふさわしい国と県と市町村と、あるいは地域住民と

の役割分担ということを考える上でも、県というのがどういう位置づけであるべきなのかと

いうことが検討されなければならないのかなと思います。 
 
 社会環境の変化というのは、いつの時代でも市町村合併を考える時、あるいは都道府県の

改革を考える時にいつも出てくるものですから、繰り返しにはなるのですけれども、大きな

社会環境の変化ということが府県のあるべき姿というものを再検討させる一つの大きな原因

になっているのではないかなと思います。 
 
 具体的には、市町村合併というのが一つ大きな理由とされております。市町村合併をして

20万になれば特例市、そして 30万になれば中核市、そして 50万以上になれば政令指定都市
という制度が設けられ、いわゆる大都市制度というのが設けられておりますけれども、20万
で特例市になれば県の仕事の一定部分が直接その特例市で実施できるようになるわけであり

ます。中核市、政令市になれば県並みと俗に言われますけれども、県と同じようなことをで

きるようになるわけであります。それだけ、そういう大きな市ができれば、当然そちらに県

の仕事が移るということになりますので、権限移譲されることになりますので、県の役割と

いうものが相対的に低くなるということになるのではないかと思います。また、県が条例で



もって、別にそういう 20万、30万、50万という基準ではなくて、市町村合併をして一定程
度の規模を持ち、財政能力、あるいは政策能力を持った自治体が誕生したとすれば、出来る

ところにはどんどん県から市町村に権限移譲することも現在では可能であります。青森県さ

んの方でも、積極的にそういう試みをおそらくやっているのではないかなと思うわけであり

ますけれども、そうなりますと、大都市制度ではないのですけれども、権限移譲というのが

県から市町村へという形でどんどん進むということにおそらくなるのではないかなと思うわ

けであります。そうしますと、また更に県の役割というものが相対的に低くなるということ

になるのではないかなと思います。じゃあ、県はこれから何をすればいいのだろうかという

ことが当然問題になるわけであります。 
 
 これまでは県というのは３つの機能を担ってまいりました。主として広域機能、あるいは

連絡調整機能、そして補完機能、この３つを主たる仕事としてやってきたのですけれども、

しかし市町村合併をして実力のついた市町村に対して連絡調整事務なんていうものはほとん

どこれからはいらなくなるのではないかなと思います。また補完機能と言っても、補完する

仕事もどんどん減ってくると。これから府県が生き残っていく手段というのは広域的機能を

高めていくということ以外、おそらくないのではないかなと思うのですけれども、そうなっ

てくると、先ほど言いましたように大都市制度とか権限移譲、それからこれまでの機能の見

直しということを併せても、当然府県の役割は相対的に低下せざるを得ません。 
 
 そういう県を相対的に少なくなった、機能が低下したままで残しておいてもいいのだろう

かということが当然問題視されてくるのではないかなと思うのです。県の仕事は減ったまま

でいいというのであれば、これまた県の人が喜ぶか、分かりませんけれども、おそらくそう

いうふうにはなりませんので、県を見直すということは市町村合併の推進とか、またそれに

伴って実力をつけた市町村に対して県の条例で県の仕事を移譲していくということが進めば

進むほど、県をどうするべきなのかということが当然議論されてしかるべきだと私は思いま

す。 
 
厳しい地方財政というのも、私は県のあるべき姿ということを検討させる一因として大き

いのではないかと思っています。現在、北東北三県、私のおります岩手県も赤字再建団体に

落ちるのではないかということを平成 15年の時に大騒ぎした時期がありました。幸いにして
赤字再建団体に落ちなかったのですけれども、北東北三県に限って言えば、おそらく地方財

政の状況というのは３つとも変わらないということではないかなと思います。 
 
 従って、徹底した行財政改革をしていかなくてはならないということは言うまでもないの

ですけれども、政策の選択とか、あるいは政策の重点化ということもこれまで以上にやって

いかなくてはならないと思います。 
 
 しかし、それだけではまだまだ厳しい財政状況を打開するところまでいかないということ

で、最近は、市町村も同様ですけれども、県と市町村と民間団体、ＮＰＯとか、あるいは地

域住民と役割分担をして協働型社会を創ろうじゃないかという気運が高まってきております。

それぞれの、県は県、市町村は市町村、民間は民間、ＮＰＯはＮＰＯ、住民は住民、それぞ



れ役割を明確にして、それをやっていこうという流れですけれども、そうなりますと当然、

「県は何をやるのですか」と、そういう「協働型社会の中で県はどういう役割をやればいい

のですか」ということが当然問われてまいります。県は、これまではフルセット主義という

表現をいたしましたけれども、どこの県も同じような物を造ってきたわけであります。東京

都とか大阪とか神奈川とか、そういう大きいところと北東北三県が同じような歩調を組むと

いうことは最初から矛盾があったのかもしれませんけれども、基本的には同じようにフルセ

ット主義で都道府県はやってまいりました。 
 
 しかし、最近のようにお金が行き詰まると、厳しい地方財政ということになりますと、こ

れまでのようにフルセット主義でやっていくことは不可能です。北東北三県の動きを見てい

っても、私共の増田知事が講演の時によく言うのですけれども、「高度医療の病院を造ろうと

思っても、一つの県単位では造れない。だから八戸市にそういう病院を造ってもいいと。県

も応分の負担をしてもいいのではないか。」というような表現をいたしますけれども、そうや

って三県で協力をして、そういう高度な医療機関を造らなければやっていけない時代に至っ

たのではないかなと思います。 
 
もう一つ、よく出される例は福岡市のアンテナショップを造る時の話ですけれども、福岡

市に、数年前に北東北三県でアンテナショップを造りました。各三県ともアンテナショップ

を造る計画があったそうでありますけれども、それぞれの県単位で造っていたのでは表通り

にアンテナショップを造る資金がないと。「じゃあ裏通りに造るかな」、「裏通りに造っても意

味がないじゃないか」、そこで「三県共同で金を出し合って造れば、表通りに出来るじゃない

か」ということで三県連携の、いわゆるアンテナショップとかいろんな海外に共同の施設を

造るような動きが生まれたと聞いております。三県が力を出せば、力を合わせれば、そうい

う意味ではちゃんと立派なものが予算的にも造れるということではないのかなと思います。

厳しい財政状況のもとで、県民の幸せをどうやって確保していくかという観点からも、当然

府県のあるべき姿を再検討することが必要になってくるということではないかと思います。 
 
 それから、第３は、これもよく言われておりますけれども、広域的課題の増大ということ

であります。三県連携が深まった背景にも岩手県と青森県の県境に捨てられた産廃の問題が

ありました。この県境を越えた産廃問題を解決するためには、一つの県単位で取り組むとい

うことだけではダメです。三県連携ということで、同じ条例を三県で施行するということで

問題解決をしたわけですけれども、そういうような三県で連携した取り組みというものをや

ならければ、関東地方からのゴミの流入を阻止できないということだったのではないかと思

います。ゴミだけの連携とかいうことだけではなくて、観光を考えても一県だけの観光資源

だけで何かを創ろうとしても限界があって、東京とか大阪、あるいは九州の人達の満足度を

得ることはできません。十和田湖に観光に来た、あるいは平泉のあれを見たい、あるいは青

森県のねぶたを見たい、そういうようなパッケージを創らなければ旅行に来てくれないとい

うようなこともあるのだろうと思います。そういう新しい魅力を創るためにも、今の府県単

位でやるということには限界があるのではないかなと思います。 
 
 医療体制は先ほどお話ししましたけれども、緊急医療などが起きた時に三県で協力してや



ったり、あるいは三県で高度医療施設を持つとか、そういうことをすることによって貴重な

住民の命を守るということも可能になるわけでありまして、一県単位でやっていたのでは限

界があるということではないかなと思います。 
 
 その他にもいろいろと県のあるべき姿を検討する理由があるのかもしれませんけれども、

このように具体的な要請というのがあって、今、実は府県のあるべき姿というのが問われて

いるのではないかなと思うわけであります。 
 
 しかし、府県というのは、先ほども少しお話ししましたように、住民から見ると市町村と

違うんですよね。皆さん方がお務めの市町村は住民にとってものすごく身近な存在です。で

すから皆一生懸命考えるんですよ、市町村合併で自分の村が無くなっちゃう、町が無くなっ

ちゃう、大変だ、大変だ、自分達が受けていたサービスはどうなるか、必死になって検討し

てくれるんです。ただ、県の話になりますとなかなか見えにくいんですよね。何となくリア

リティーが無いと。検討して欲しいと言っても、何となくそうなのかなということで議論が

深まらないということで、私達が行っておりました委員会でも、どうしたら皆で考えるよう

になるのだろうかということが真剣に議論されたということであります。 
 
 ところで、県のあるべき姿ですから、じゃあ県を変えて、県をどういう方向に持っていけ

ばいいのだろうかということで、いろいろと可能性ということを検討したのですけれども、

いくつかの可能性はあります。どのような広域自治体が考えられるかということですけれど

も、一つは広域連合というものが考えられるのかなということであります。広域連合という

のは、現行の県がそのまま維持されます。特定の事業を共同で処理しようという仕組みであ

りまして、例えば各県が持っている廃棄物処理の仕事を持ち寄って、広域連合を作って、そ

こで皆で、３県の地域で考えましょうということであります。そういう意味では、県をその

まま残しますので、それほど大きな議論にはならないやり方なのかと思います。また、県の

広域連合の場合は国から権限の移譲を要請することができます。作った広域連合さんの方で、

こういう権限を国から下ろして欲しいと、移して欲しいと言えば、それも可能だと思います

ので、そういう意味からも広域連合を使ってこれからの県のあるべき姿を考えていくという

やり方もあるのかなと思います。 
 
 もちろん、県合併というやり方もあります。ただ、県合併ということになりますと、ただ

単に現在ある県を数県合併するだけです。制度自体は何も変わりませんので、県の持ってい

る権限も変わらないということで、地方分権時代というのは地方に権限を移譲すると、そう

いう受け皿を作るということが一つの目標になると思いますので、そういう意味では規模の

経済は働く、合併をすることにより一定の効果はあるのですけれども、あまり大きな可能性

はないということになるのかなと思います。 
 
 道州制、最近国でも議論されている道州制というのがありますけれども、これはどういう

ことかと申しますと、現在行っている県の仕事、もちろん分権時代ですから大きくなった市

町村に権限を移していくわけですけれども、残った県の仕事と国の地方出先機関がやってい

る仕事、これを統合して新しい広域的な自治体、道とか州とかいう名前のものを作ろうとい



うのが私は道州制という議論だろうと思います。道州制の場合は、権限のアップということ

が図られます。そういう意味で、現在の地方分権化時代にはふさわしい、県合併よりもふさ

わしいやり方なのかなという感じがするわけです。 
 
 もう一つ、道州制の中で、最近一部語られている中に連邦制というようなものが入ってい

ます。道州制と一般によく言うのですけれども、まだまだ道州制というイメージが我が国の

場合は議論が一元化しておりませんので、いろんな要素が入って道州制論と語られておりま

す。連邦制というのはアメリカとかドイツを考えていただければいいのですけれども、アメ

リカの州はそれぞれ憲法を持っておりますし、行政・司法・立法、全てある程度あるわけで

す。州の権限の一部を連邦に移譲している、連邦政府が出来ているというのが連邦制のやり

方であります。そういう意味では、連邦制というのはある意味では国に近い、その集合体と

いうイメージになるのではないかなと思います。高度な自治権はあるのですけれども、果た

して日本にふさわしいかなという懸念があるということになります。 
 
それでは、今お話しした新たな広域圏のあるべき姿の可能性ですけれども、広域連合と県

合併と道州制、連邦制を比較して、どれがいいのだろうかということをもう少し考えてみた

いと思います。また、私達が委員会で議論したことも付け加えながらお話してみたいと思い

ますけれども。 
 
 広域連合につきましては賛否両論あります。市町村合併が行われた際に、自治省の中に市

町村合併研究会というのが創られまして、そこで市町村合併をした方がいいんだという報告

書を出したのですけれども、その中で広域連合についても分析が行われておりまして、広域

連合も一部事務組合とか複合事務組合とか、いわゆる一部事務組合と同じ欠点を持っている

と。すなわち、意志決定が遅い、あるいは責任の所在が不明確であるという欠陥があるんだ

ということで、市町村合併研究会の方では広域連合よりも合併の方がいいんだという結論を

出しております。確かに、広域連合というのはそのような問題点もありますし、また私は個

人的に大きな問題だと思っているのは、広域連合独自財源がありませんので、お金を参加し

ている自治体に依存せざるを得ないということになりますと、勧告権を例え持っていたとし

てもそのような切り札を使うことはできません。ですから、広域連合もしっかりとした財政

的な裏付けがあって、ちゃんと理念どおりに動けばそれなりの効果があるのかなとは思うの

ですけれども、しかし、現行の仕組みのままでありますと、当然広域連合さんというのは意

志決定が遅いと、あるいは責任の所在が不明確であるという欠点は否定できないと思います。 
 
 しかし、私は市町村合併を見ておりまして、最近、府県につきましても全部同時に道州制

を導入した方がいいんだというような議論がおそらく強いのだろうと思いますけれども、果

たして、そのようなやり方が可能なのかなというと、私は疑問な面もあります。なぜならば、

市町村合併を振り返ってみて、市町村合併をやった単位というのは基本的には全国的に大体

同じだと思うのですけれども、広域市町村圏内の合併でした。広域市町村圏を越えて合併す

るというやり方は、おそらくエネルギーをより多く使うだろうと思います。 
 
 昭和 43～44年頃から広域市町村圏というのが出来ておりまして、大体人口 10万人単位で



すけれども、そこで 40年近くいろんなことをやってきたわけであります。そういう意味では、
そういう経験があったからこそ現在市町村合併をやったところも合併が可能だったと。40年
間、いろんなお付合いをする中で、ある程度気心も知れていたし、一緒に仕事をやってきた

という自信もあって、合併をしても一からやるよりはいいんだろうなということで合併が進

んだのではないかなと思います。都道府県も全く同じでありまして、北東北三県は幸いにし

てここ 10年間、いろんな広域連携をやってまいりました。そういう素地がありますから、あ
る程度議論が深まるのかなと思うのですけれども、全くないところでいきなり全国一斉に合

併をしろと、道州制だと、府県を廃止してやれということになると、それが実行可能かなと

いうことも、どうしても不安な面も出てくると、本当に出来るのかなというふうに考えてし

まうわけであります。 
 
 そういう意味では、広域連合という制度を使いながら、北東北三県で言えばこの北東北三

県で特定の課題で広域連合を創って、いろいろとこれから道州制、あるいは府県合併でもど

ちらでもいいのですけれども、そうなった時にどういう問題が生じるかとか、お互いがどう

いう相手なんだろうかということを知るという作業が私は必要ではないかと思いまして、広

域連合には結構問題点はあるのですけれども、敢えて広域連合を使っていろんな試みをやっ

てみるべきではないかと思っております。 
 
府県合併につきましては、先ほどもお話ししましたように、合併による規模の経済は働く

のですけれども、制度自体は現行の府県制度のままですから、権限のアップにもつながりま

せんし、今日的な課題を解決するためにはどうかなという感じはいたします。 
 
 道州制が一番ベターだと思いますけれども、しかし先ほど言いましたように、いきなり道

州制に移行できるかどうかということにつきましては様々な問題もあるんだろうと思います

ので、とりあえずは広域連合か何かでそれぞれ実験的な試みをやっていく中で、最終的には

道州制ということで権限のアップも含めて、あるいは財源の移譲なども含めて検討していく

べきではないかなと思います。 
 
 連邦制につきましては、憲法上の問題がどうしても出てこざるを得ません。日本、我が国

は単一主権国家という前提があります。連邦制国家ということになりますと、これは根本的

に抵触するということになりますので、憲法改正まで視野に入れて抜本的に、もう完全な自

治権を付与した道州、連邦というものを想定するならばいいのですけれども、いざしらずで

すけれども、現状の中ではちょっと夢物語的なのかなというような感じがしているわけであ

ります。 
 
 この報告書を作る時に、私達の委員会で選んだのもまずは北東北三県の広域連合から始め

てみてはいかがですかということであります。私達が議論した中で何か特定の事業として選

べばいいのかなという中で出て来た課題が、観光、広域観光を一つの例としてやってみたら

いいんじゃないかということであります。観光という産業はかなり裾野の広い業種、業界で

はないかと思います。交通手段の問題もあれば観光を支援するボランティアの協力の問題も

あれば、あるいはお土産物とか、そういう業界の問題点もあれば、飲食業とか宿泊業とか、



そういう問題でもあると。様々な領域に広がっていると。この観光業を一つのフィールドと

して広域連合をやってみたらいいのではないかと。しかも、これらのことにつきましては、

国の許認可事項も結構たくさんあるということで、広域連合を創って、その広域連合の方か

ら国に対してそういう許認可事項の権限を移譲してもらうと。そうすることによって三県と

いう地域の広域観光が可能になって、それがうまくいけば他の部門についても三県で一緒に

もっともっとやっていこうと、道州制への可能性が広がってくるのではないかということで、

まずは北東北三県の広域連合から手始めに、県のあり方を模索していったらいいのではない

かと。そして、その模索の中で県・市町村、それからＮＰＯとか民間団体とか、あるいは地

域住民、あるいは議会なども含めて活発な議論をやっていけば何らかの方向性が出てくるの

ではないかと。具体的な何も無いと話が進んでいきませんので、そういう素材として観光と

いうものを選んで広域連合を創ってやってみたら面白いのではないかということで報告書で

は提案したわけであります。 
 
 もちろん、医療・福祉・教育などもいろいろ考えられますので、そういうことの可能性も

併せて検討いたしました。 
 
 将来は道州制に向かっていくべきではないかということでは一致していたわけです。その

理由は、先ほど挙げましたように市町村合併の推進・進展とか、あるいは地方財政の問題と

か、広域的課題の広がりとかいうことが考えられるわけであります。それに付け加えて、道

州制を加える意義はどういうところにあるのかなと申しますと、おそらく一つは国から都道

府県に権限移譲がこれから分権化が進めば当然起きてまいります。国から都道府県に権限が

移譲されてくる。その受け皿を準備しなければならないということが一点あります。国の仕

事というのは、県単位でやっているものもありますけれどもブロック単位で行うものも多い

わけです。そういうブロック単位で行っているものを、果たして現行の県単位で出来るのか

どうか、あるいはブロック単位でやった方がいいということになれば、当然県に残された仕

事も含めて一つの大きな広域的な自治体を創って処理した方が効率的だということになりま

す。 
 
 また、市町村合併を推進したんだけれども、市町村合併を検討したんだけれども、できな

かった小規模町村というのが、これもおそらく残るんだろうと思います。この小規模町村を

じゃあどこがそういうところの行政サービスを補完していくのかということを考えても、そ

れに代わる器を用意しておかなくてはならないだろうと思います。そういう点からも道州と

いうものがこういう仕事を引き受けたらいいんじゃないかなと思うわけであります。 
 
 その他、道州制を導入する意義はいろんな面から指摘されております。行政面からは、国

と地方の二重行政の弊害を無くすと、あるいは行政サービスを住民に身近なものに変えてい

く、あるいは資源の有効活用が図られると、あるいは地域主権の確立ができると。いろんな

角度から道州制導入の意義が指摘されておりますけれども、私は、先ほど県のあるべき姿を

考えなくてはならない理由として挙げた理由プラス、国から権限移譲された仕事をどこがや

ったらいいのかということと、残された小規模町村の行政サービスを誰が補完するべきなの

かという観点からも道州制というものを位置付けたらいいのではないかなと思います。 



 
 道州制が採用されたら、ではどういう効果が期待できるのかなということであります。報

告書では次のようなことが期待される効果として出されました。他地域への発信力が増す。

効果的なインフラ整備が可能となる。スケールメリットの発揮。行政サービスの向上が住民

にとって一番のメリット。地方分権の進展により地域の実情にあった事業実施が可能になる。

自分達のことを自分達で決められるようになれば地域の特性も活かせるし、きめ細かなサー

ビスも可能。新たな産業の創出。北の食文化の情報発信。地域にあった教育の推進。国と地

方の役割分担を明確にして、行政サービスは主に市町村が担うことになればサービスの低下

はない。このようなことが道州制に期待される効果として指摘されたわけであります。 
 
 どんな制度もそうですけれども、やってみなければ分からない部分があります。ですから、

私達が議論をして、予測したことどおりなのかどうか分かりませんけれども、いろんな効果

が道州制には期待できるのではないかなということであります。もちろん、道州制が絶対と

いうことではありません。私は道州制というものも様々な懸念材料というものを持っている

のだろうと思います。よく言われるのは、意見がこれまで以上に反映されなくなるんじゃな

いかと、あるいはきめ細かなサービスが無くなってしまうのではないだろうかと、中心市へ

の一極集中が更に進むのではないだろうかと、このようなことも指摘されているわけであり

ます。確かに、このような懸念材料はあります。また、地方分権改革が行われて機関委任事

務制度が無くなりました。しかし、道州制ということで国の権限を地方に大幅に移すという

ようなことがおきますと、また国が機関委任事務制度みたいなものを復活させてくるのでは

ないだろうかというような懸念も確かに、私は予測されるのだろうと思います。しかし、そ

ういう懸念というのは地方分権という立場で議論をする中で一つひとつ説得していく以外無

いだろうなと思っています。もし機関委任事務制度みたいなものが復活してしまいますと元

も子もないということになりますので、そういう意味では道州制の導入議論というのは危険

な部分があるということであります。その危険な部分を証明したのが第 28次地方制度調査会
の道州制に関する答申ということではないかなと思います。 
 
 今年の３月に第 28次地方制度調査会が道州制案を提案したわけであります。しかし、この
道州制案はあくまでも地方分権という時代を創るために現在の都道府県をどのようにすれば

いいのかという論点で貫かれております。地方公共団体として、都道府県に替えて道州をお

き、市町村との二層制を原則とすると。二層制が原則だということは明確でありますし、都

道府県の事務は大幅に市町村に移し、国の事務はできる限り道州へ移すということも明確に

指摘されております。都道府県の仕事のうち、市町村に出来ることは市町村に移すべきだと。

また、国の事務は出来るだけ道州に移すんだと。地方分権改革の原則ではありませんけれど

も、基本的な考え方に沿っているのだと思いますけれども、国は国家の存立に係る事務と統

一的に行った方がいいことのみをするということになる、そういう原則に基づいて権限移譲

すべきだということもこの答申にはっきりと出ておりますし、事務の移譲に伴い国から道州

へ税財源を移すということも指摘されております。 
 
 国際基督教大学の西尾勝先生によれば、地方分権時代にふさわしい道州制ではない考え方

も政府自民党内にあると。そういうふうな形にならないために、あえて地方制度調査会はこ



のような答申を出したんだと言います。その辺の真偽のほどは私には分かりませんけれども、

道州制論議というのは決して民主主義の後退になるようなものにつなげてはならないし、地

方分権時代にふさわしいものにしなければならないのではないかなと思います。 
 
 幸い、現在、いろいろと文献などを見ましても、いろんな提言を見ましても、知事を官選

にするとか、そのようなことを主張するようなものはあまりありません。そういう意味では

地方分権時代にふさわしい道州制論議というのが中心で、今、議論が進んでいるんだろうな

ということで、私自身安心しているところがあるのですけれども、しかし、そうではなくて

昭和 32年の中央制案、これは第４次中央制度調査会が出したのですけれども、そこで出てき
たような道州制の長官は官選であると。戦前の府県に戻すような議論が出てきたら、もうこ

れは道州制論議そのものをやる意味がありません。そうなるのだったら、今までの都道府県

を続けていった方がいいわけでありまして、そうならないように私達は道州制論議を注意深

く、地方分権、市町村が中心となってこれから住民サービスをやっていくと、きめ細かなサ

ービスをやっていくということを基本にして道州制というものを考えていかなくてはならな

いと思います。 
 
 第 28次地方制度調査会も答申は別に期限が切られているわけではありません。そういう意
味では、もしかしたら日本全国で道州制の議論をもっともっとやって欲しいと、第 28次地方
制度調査会の答申を見ておりますと、地方分権時代にふさわしいものという限定が付けられ

ておりますけれども、当然、自治体である道州制を創るとするならば、地域住民が当然その

主人公でありますし、地域住民に身近な市町村が一番地域住民にとって住みやすいまちづく

りをするための道州制というものでなければならないのではないかなと思います。そういう

意味では市町村の皆さんの方から、道州制にするならこういう形が望ましいのではないかと

いうことをもっともっと議論して提案していただきたいと思いますし、議会の先生方にもそ

ういうことを望みたいと思います。地域住民が住みやすいまちづくりをするために、あるい

は市町村自治を、活き活きとした自治をやるためにどういう広域地方制度がいいのかという

ことをもっともっと議論していただきたいと思います。 
 
 私達の作った報告書では、私達が住む地域の将来を皆で一緒に考える、これこそ地方分権

だというふうに謳っております。そして私達は報告書を作るにあたりまして、通常の審議会

というのは県なり市町村から諮問があって、それに対して答えると、意見を付すということ

だけでしょうけれども、私達はそういう審議会のあり方はおかしいと、自分達で県に対して

提言を上げたわけだから、当然私達もこれからも責任を持ってやりましょうと。委員がいろ

んなところに行って、議論を高める努力をしましょうと。そういう方向性に持っていくこと

が新しい審議会とか委員会のイメージなのかなと言うことで、決意も新たにして報告書を出

したという経緯があります。 
 
 県には、これまでにも増して情報の公開、提供をお願いしたいと思いますし、地域でいろ

んな議論が高まるようなきっかけを是非作っていただきたいと思います。出前講座でもいい

ですし、シンポジウムでもいいですし、あるいはワークショップでもいいです。いろんな手

法を通じて地域で府県のあるべき姿を議論するというような努力をしていかないと、市町村



合併の時と違いまして関心がどうしても薄いですから、何か関心が無いままに新たな制度が

出来てしまうということにもなってしまうのかなと思います。 
 
市町村には、自分達の問題として県のあるべき姿を考えていただきたいと思います。市町

村合併の時は、まさに自分達の問題であって、真剣に議論をされたと思うのですけれども、

県の話も全く同じであります、基本的には。住民にとって住みやすいまちづくりをするため

に、県というのはどういう姿がいいのかということを地域で、市町村と地域住民の方といろ

いろと議論していただきたいと思いますし、いつも付け足しになって申し訳ないのですが、

議会の議員の皆さんにも、是非このことをしていただきたいと思います。 
 
 住民にも当然議論を期待したいのですけれども、もう既に市町村合併によって市町村の規

模が大きくなっております。そういう意味では、物理的には住民との距離というのは広がっ

ているのかなと、物理的だけでなく精神的な意味でもあるのかもしれませんが、広がってい

るのかなと思います。そういう中間の橋渡し的な役割を是非ボランティア団体とかＮＰＯ団

体とか、そのような住民団体に期待したいと思います。 
 
 地域で、皆で議論をして、是非地域住民にとって住みやすいまちづくりをするための手段

として、県というのはどういう形が一番ふさわしいのだろうかということを是非活発に議論

していただきたいと思います。 
 
 市町村の職員の皆さん、是非住民を巻き込んだ議論をしていただきたいと思います。 
 ちょうど２時半ですので、この辺で私の話は終えたいと思います。 
 どうもありがとうございました。 


