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青森県地方分権推進セミナー 
 

基調講演 「道州制に向けた北海道の取組」 
 

平成 19年 10月９日 
北海道企画振興部地域主権局 

出 光 英 哉 
 
（講師） 
 御紹介いただきました北海道庁の出光でございます。 
 私事ながら、以前、函館に勤務しておりました折、何度かご当地青森県さんにはお邪魔

させていただきました。また、その後勤務した課では、交流人事で青森県庁から来られた

方もいらっしゃいました。大変お世話になりました。そういう様々な形でお世話になって

おりますところ、またさらにこういうセミナーでお招きをいただきまして本当にありがと

うございます。 
 さて、今日いただいたテーマ「道州制について」でございます。今日のお話、大体大き

く三つのパートでお話をさせていただきたいと思います。 
 一つは、道州制についての理念的・制度的なお話、これが最初のパート、それから二つ

目のパートとしまして、特に道州制特区推進法をめぐる国とのやり取りの交渉経過、そし

て三つ目のパートとして、今度は道州制特区推進法に基づく今後の提案についての今の検

討状況、主にこの三つのパートでお話をさせていただきたいと思います。 
 さて、お手元に資料をお配りしているのですが、白い表紙で本になっている「地域主権

型社会のモデル構想２００７」、こちらの方を最初にまずご覧いただきたいと存じます。モ

デル構想２００７と謳っているわけですが、これが北海道としての道州制についての基本

構想、ビジョンでございます。２００７となっておりますけれども、実はこの４年前に最

初の第一次の道州制の構想というのを作っております。それから、４年間である程度状況

も進展をしたということで、それを全面的に改定した第二次の構想としてこのモデル構想

２００７というのを本年作ったわけでございます。 
 さっそく、このモデル構想の８ページをご覧いただきたいと思います。年表形式で整理

をいたしております。ご案内のとおり、平成５年に「地方分権の推進に関する国会の決議」

が行われまして、その７年後、平成 12年に「地方分権一括法」が施行されたわけでござい
ます。この「地方分権一括法」は、あくまでも現行の都道府県と市町村の体制、これを前

提として、この体制の中で出来る限りの分権をやろうということでこの 475 本の法律を一
括して改正したわけでございます。 
ちょうど同じこの平成 12年に、北海道といたしましては、それでは現行の都道府県体制
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を大きく変えてでも、もっと分権を進めるにはどうすればいいだろうかということで道州

制の検討に入ったわけでございます。それが平成 12年のことでございます。 
 さらに１ページおめくりをいただいて、10ページをご覧いただきたいのですが、「道州制
検討懇話会」というものが出てまいります。平成 12年に道で作りました有識者会議でござ
いまして、この懇話会でまず道州制の議論をしていただきました。ここでの議論をベース

に、「分権型社会のモデル構想」、これは第一次構想にあたるわけですが、平成 15年８月に
策定をいたしております。 
構想の一番のポイントというのは、現行憲法の枠内で最大限の地方分権を目指すものと

して道州制を構想しようという基本スタンスでございました。現行の都道府県、それから

市町村の体制を変えてでも分権を目指すけれども、しかし、憲法改正まで必要、つまり、

国の立法権限を州に分割をするという意味での連邦制というものまで踏み込むと、これは

憲法改正が必要になって相当の時間が掛かるであろうと。それはあまり現実的ではないだ

ろうということで、あくまでも現行憲法の枠内で最大限できるものとして道州制を考えよ

うということでこの第一次の構想を作ったわけでございます。 
 以下、このモデル構想の中では、そこについての制度設計論というのがずっと後ろの方

に出てまいりますけれども、ポイントとしまして、次に 16ページをお開きいただきたいと
思います。16 ページで、今度は三角形の図が出てまいります。あくまでもイメージ図でご
ざいますけれども、左の逆三角形の形、これが現状認識でございます。国がやっている仕

事の範囲・持っている権限・財源が非常に大きくなっている。それで都道府県があって、

市町村があって、またさらに地域のコミュニティー、ここがまた弱体化しているというの

も今の日本のもう一つの大きな問題ではないだろうかと。これを右の図のように変えてい

こうと。国がやる仕事の範囲はぐっと縮小してもらって、外交ですとか防衛ですとか、あ

るいは通貨ですとか、日本全国で統一してやらなければならないことに国の役割の範囲は

限定をしてもらって、そして今、国がやっていた仕事のかなりの部分を今度新たに創る道

州制府というものが引き継ぐと。そして、今、都道府県がやっている仕事が全部道州制府

に行くのではなくて、都道府県がやっている仕事のかなりの部分を今度は市町村にやって

いただこうと。市町村も、今やっている仕事を全部引き継ぐのではなくて、ある程度の部

分は町内会ですとか地域のコミュニティーの方に役割を移していくと。そういう形で、日

本を全体として右の三角形のような分権型の構造に変えていこうというのが北海道が考え

ている道州制のイメージでございます。 
 従いまして、いくつかの県が合併すればそれで道州制になるという考え方ではありませ

んし、また国の出先機関と県が合体すればそれで道州制になるという考えでもありません。

国から地域のコミュニティーまで含めて、日本全体をもう一回ガラガラポンのような形で

分権型に作り替えていくと。その中では、当然国、特に霞ヶ関の中央省庁が持っている権

限・財源も大胆に地方に移してもらわなければならないと。そういう発想で私どもは道州

制を構想しているわけでございます。細部の制度設計はこの後書いていますので、後ほど
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ご参考にしていただきたいと思います。 
こういう道州制にして、一体どういういいところがあるんだろうか、どんな変化がある

んだろうかと、その辺のところを、ちょっと飛びますが 44ページをご覧いただきたいと思
います。また図が出てまいりますが、先ほどの逆三角形の日本の姿、これは中央集権体制、

日本はまだ先進国の中では非常に珍しい中央集権の色彩が残っている国だと思いますけれ

ども、この中央集権の日本の国の形を、地方分権を大胆に進めて地域主権と言えるところ

まで持っていくべきだというふうに考えておりまして、その流れの中に道州制という制度

改革があると私どもは位置付けております。 
道州制を通じて地域主権の国の形になっていくことで、一つの意味としては、「東京一極

集中の緩和」が図られるであろうということを期待しております。私ども北海道庁も仕事

柄、陳情・要望のために霞ヶ関に出張をするということが多々あるわけであります。いか

んせん、決定権限というのを首都東京の中央省庁が握っているわけですから、企業にとっ

ても決定権限のある人を相手にした方が情報も取れるし話も早いわけですから、企業も自

ずから首都東京に向かって集まっていくと。こういう集権構造が、いわば東京一極集中と

いうのをもたらしているというふうに私どもは認識をいたしております。 
平成５年の地方分権を進める国会決議の一番冒頭で掲げられていた地方分権を進める趣

旨の第一、これは東京一極集中の是正ということでございました。私どもは道州制によっ

て霞ヶ関、中央省庁が持っている権限を大胆に各地方に分散させることによって東京一極

集中というのが緩和されていくだろうということを一つ期待しております。 
それから、二つ目の柱として、ここに「地域の独自性の発揮」と書いてありますけれど

も、霞ヶ関で決める、東京で決めて全国一律の仕組みで決める、これの決定権限を各地方

に移してもらうことで、各地方それぞれが自分にあったやり方、自分独自の制度を組み立

てていくということが可能になっていくだろうと。それによって地域の独自性が発揮され

て、地域が生き生きとしてくるであろうということを二つ目として期待をいたしておりま

す。 
そして三つ目に、「打てば響く協働のまちづくり」と書いていますけれども、要するにレ

スポンスのいい行政と言いましょうか、決定権限が地方に、そしてさらには基礎自治体に

移ってくるわけですので、住民にとって非常にレスポンスのいい行政、反応のいい行政と

いうのが行えるようになるだろうと。そうした中で、さらに住民参加、協働というものも

進んで、いいまちづくりが出来ていくだろうと、そういうことを期待しております。これ

によって日本の各地域が活力を持って、最終的に日本全体も元気になると、そういう姿を

イメージしているわけでございます。 
それでは、こういう地域主権の世の中に持っていくのに、どういう戦略を考えているの

かというところを、今度は 54ページをお開きいただきたいと思います。ここでまた図が三
つ出てまいりますけれども、一番上の図、これは実は主に北海道内に向けてしゃべってい

ることですけれども、こういう道州制の制度設計のお話などをしますと、特に一般の住民
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の方、民間の方からは、「いや、そうは言っても、それでは道州制というのは要するに行政

のお役所の中の権限争いなんじゃないの？」と、「しょせん、国と道と市町村で、お役人同

士で権限があっちに行ったりこっちに行ったりしているだけの話なんじゃないの？」とい

うことを言われることがかつてありました。 
そこで、私どもはこういう説明をしているのですけれども、こういう分権改革の中で行

政システムを変えるということは確かに一つの大きな要素でありますけれども、行政シス

テムが変わったらそれで世の中が自動的に良くなるというものではございません。むしろ、

住民の皆さん方がこういう分権型に改革されていく仕組みを自分達で使いこなそうと、そ

ういう気持ちになっていただかないと、これは意味がないであろう。特に北海道は、歴史

的にも昔から官依存、中央依存が非常に強い土地柄でございました。そこから抜け出さな

い限り北海道の発展は無いというふうに私どもは認識をしておりました。 
例えば、直近で、大手のトヨタが北海道に進出してきた時に、下請になってくれる会社

を北海道内で募集したわけであります。トヨタの社員の方が北海道内の中小企業の方々に、

「トヨタの下請になるという条件としては、納期限はこれこれ守って、不良品の発生比率

はこれこれに抑えて」という説明をしたところ、北海道内の企業の皆さん方は、「何故そこ

までやらなきゃならないのですか？そんなところまでやらなくてもいいでしょう？」とい

うことを言って、トヨタの社員の方はビックリ仰天したという例もありますけれども。北

海道の中では、仕事というのは何か口を開けていれば天から降ってくると、あるいは中央

にお願いをすれば仕事が降ってくるという錯覚がまだまだ残っておりまして、そういうも

のを意識改革をして跳ね返して、自ら作りだして、あるいは仕事を勝ち取っていくという

ガッツを持たなければ北海道というのは発展していかないだろうと思っております。 
そういう、特殊な北海道的な問題も含めて、こういう分権改革というのは行政の仕組み

だけが変わるという議論ではありませんと、そういう分権型の仕組みになっていくことを

北海道民の皆さんが活用をして、自分達でそれを使って「よし、やったるで」と、「やって

いく」というふうに変わっていかないと意味がない。その両方、意識改革の面と併さって

地域主権、つまり地域のことは自分達で決めて、自分達でやっていくんだと。地域主権と

いうのは、その時はじめて実現するだろうというお話をいたしております。 
それから、真ん中の図ですけれども、ここからが戦略論になってきますけれども、これ

は全国における道州制の検討と北海道との関連でございます。右の方に大きく矢印が伸び

ていますけれども、先ほど御挨拶の中でもありましたように、国の方では今の増田大臣の

下でビジョン懇談会が議論を続けておりますし、全国知事会でも道州制の特別委員会を置

いて検討を進めているところでございます。 
こういう、全国ベースでの道州制の検討というのが今着々と進んでいるわけですが、そ

れと同時並行で、北海道でも先行的・モデル的な取組みというのをやっていこうと。一つ

は、後ほど出てくる道州制特区というものですけれども、北海道が全国に先んじてモデル

的な取組をやることで、一つには、国民や道民の皆さんに、「なるほど、分権になって権限
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移譲されるとこんなにいいことがあるんだ。こういうものが分権というんだ。」という実例

をお示しして、分権改革についての理解を深めていただきたいというのがあります。 
それから、道州制をやっていくということになりますと、膨大な制度設計が必要になっ

てきます。例えば、道州制になった時に、国家公務員が道の方に移籍をすればいいじゃな

いかと、そういう話もあるわけですが、実際に国家公務員の人が今度は自治体職員に、あ

るいは道州政府職員になった時に、じゃあ給料はどうするんだろうか、退職金はどうする

んだろうか、その辺の細かな制度設計というのは何も無い状態であります。これは、いろ

んな面で膨大な制度設計が必要になるわけでありまして、これをただひたすら５年、10年、
制度設計だけやって暮らすというのではなくて、実際に出来るところから手を付けてやり

ながら、動く中で少しずつ制度設計を積み重ねていこうと、そういう発想で北海道として

先行的・モデル的にやっていこうと考えて、今、進めているわけでございます。これを全

国での検討と連動をさせていくと。つまり、北海道でやった先行的・モデル的な取組を全

国での検討のご参考にしていただきたいと、あるいは全国の検討の中で、「こんなことを道

州制になったらやった方がいい」というふうに案が出て来たもの、これを先んじて、「それ

じゃあ、北海道でまず実験的にやらせていただきましょう」と。そういう形で全国の検討

と連動させながら北海道の取組をやっていきたいと考えております。 
それから、さらに下の平行四辺形の図ですけれども、ここが私どもが考えている戦略の

中で重要な一歩一歩主義であります。先ほどの制度設計の話一つをとってもそうなんです

が、道州制というのは日本の国の形を変える大変大きな改革ということになりますから、

一朝一夕に、「明日から道州制になります」とか、「来年から道州制になります」と、そう

急にいける話ではないだろうと思っております。 
そこで私どもは、一歩一歩、出来るところから段階的に取り組んでいこうと、そういう

発想を取っておりまして、この平行四辺形の図でありますけれども、国から道に一歩一歩

分権を進めていこうと。これは道州制特区でやっております。これと同時並行で、道から

市町村への分権、これも今、一歩一歩やっているところでございます。法律上、北海道庁

が持っている権限というのは洗い出しますと約 4,000 項目ございます。この 4,000 項目を
道州制というものさしに当てはめまして、将来の道州制になった時に道州政府として引続

きやるべきものと、将来の道州制になったらむしろ基礎自治体、市町村にやっていただい

た方がいいものと、そういうものさしでこの 4,000 本を洗い直しました。その結果、約半
分の 2,000 本、これは将来の道州制の下では市町村にやっていただいたらいい仕事だろう
というふうに分類分けをいたしました。この 2,000本を今度はカタログ化をいたしました。
分厚い電話帳みたいなカタログになっているのですけれども、これを市町村にお配りをし

まして、「欲しい権限をどうぞ持っていって下さい」ということで今進めております。「権

限には財源をセットでお付けをいたします」と。 
例えば、農地転用であれば、農地転用に今、北海道庁職員が年間何時間働いているかと

延べ時間を全部計算いたしまして、これに道職員の平均給与単価を掛けまして、それでも
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って財源、権限移譲に際しての交付金の額というのを弾いております。そういう形で、道

庁が今やっている仕事、今かけているお金を切り分けて市町村に移していくと、こういう

ことを今、取り組んでおります。今年で３年目に入っているところですけれども、一番沢

山持っていった所は、北海道の北のてっぺんの稚内市という所で、こちらは２千本の内 370
本既に移譲を受けております。370 本というのはどのくらいの規模かと言いますと、人口
20万都市の釧路市が大体今 380本くらい権限を持っております。稚内市は大体人口４万人
ぐらいですから、人口４万の稚内市でも人口 20万の釧路と同じ権限が持てるということを
稚内市さんは実証して下さったわけでございます。私どもも、稚内市さんが非常に積極的

なものですからインタビューをしてまいりまして、市長さんに「どうしてそんなに権限移

譲を受けようと思ったんですか？」と、やっている側が聞くのも変な質問ですけれども、

そういうことを聞いてみましたら、稚内市長さんがおっしゃいまして、「政令市である札幌

市と稚内市とで、持っている権限に差があっていいはずがない。」ということを稚内市長さ

んはおっしゃっておられました。大変高い志に、私ども敬服をしているわけでございます。 
今、政令市の札幌市のお話も出ましたけれども、先ほどお話をしました 4,000 本の内の

2,000本、2,000本というのはどういう数かと言いますと、政令市であります人口 180万の
札幌市が行っている権限は約 1,600本でございます。札幌市で 1,600本です。従いまして、
将来の道州制の下で２千本全部受け取っていただきたいということは、北海道内の市町村

全ては、札幌市以上の、札幌市を超える行政権限を持っていただきたいと、そういう考え

だということでございます。ただ、それは来年とか再来年とか、一遍に実現するものでは

ありませんから、一歩一歩、まず欲しいとおっしゃっている市町村に段階的に移していく

と、そういう発想に立っております。 
 欲しいとおっしゃっている市町村に移すわけですから、欲しくないと要望を上げて来な

い市町村には移らないわけでありまして、そういうふうに移っていく状態をマスコミはマ

ダラ分権と称しました。北海道地図でマダラ模様で、ある市町村には権限が行く、ある市

町村には行っていないと。それは非効率ではないかという議論も当然ございます。当然非

効率にはなるのですけれども、ただ、全市町村一斉に権限を移さなければならないという

ふうに考えると、一番歩みの遅いところに合わせざるを得ないんですね。これだとなかな

か進まない。そういうことで、最初の内は非効率を覚悟の上で、欲しいと、意欲的に手を

上げて下さる市町村に移していこうということでやっております。 
一番顕著な例がパスポートです。パスポートの交付申請、申請受理と交付の権限、これ

も順次移譲しております。最初にいくつかの市町村でこのパスポートの申請受理と交付の

権限移譲を受けますと、住民の方は今度は役場の窓口でパスポートが取れるわけでござい

ます。今までですと、ずっと遠いところ、道庁なり道の出先機関がある所にパスポートを

取りに行っていたのが、身近な市役所とか役場の窓口でパスポートが取れる。これは住民

の方に非常に評判がいいわけでございまして、そうすると、今度は隣の町も、「隣の役場で

パスポートが取れるようになったのに、どうしてうちの町では取れないの？」ということ
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を住民の方々がおっしゃるようになりまして、「それじゃあうちも」ということで、段々、

まさに隣の町が影響を与えて、パスポートの申請の受理と交付の権限というのが段々市町

村に移り始めていると、そういう目に見えるものもございます。 
それから、今年からですけれども、ある町で、道道、こちらでいけば県道ですね、「道道

の管理業務を任せて欲しい」という御提案がありまして、「分かりました」ということで、

今年からモデル的にお願いをしております。年間を通じての管理業務。これも、今年はテ

ストランで二つの町でお願いをしていますけれども、問題点の検証とかが済めば全道的に

もっと拡大をしていきたい。そういう形で、道から市町村への権限移譲というものに今、

一歩一歩取り組んでいるところでございます。 
そして、もう一つの問題、国から道にどういうふうに権限を持ってくるか。これが道州

制特区で今、取り組んでいるところでございます。 
さらに１ページおめくりいただいて、56 ページをご覧いただきたいと思います。道州制
特区のお話は、平成 15 年に、時の小泉総理から私どもの高橋知事に対しまして、「北海道
というのは道州制の検討をいろいろやっているんだから、せっかくだから何か提案してみ

ないか？」というお声掛けがあったというのが発端でございます。そこで、さっそく北海

道では、この図にありますように平成 16年の４月と８月に、まず国に対しまして道州制特
区の提案というものを行っております。第一次提案でございます。 
この提案、大きく二つのパートに分かれておりまして、一つが、点線で囲っていますけ

れども、具体的な権限移譲の項目、例えば、福祉とか環境とか観光だとか、いろんな分野

での規制緩和や権限移譲の 51項目を提案いたしました。それから、国の出先機関と北海道
庁との統合、このシナリオの第一歩として、仕事を共同でやりましょうというものを 20項
目、それから国の出先から権限を移して下さいというのを 13項目提案をいたしました。 
それから、もう一つのパートとして、下半分の点線で囲っているものですけれども、国

からの権限移譲を進めるための仕組み、この仕組みをきっちり作りましょうということで、

一つには権限移譲の三原則というものを私どもから提案をいたしました。この三原則とい

うのは、左の 55ページの下から二つ目の○に書いてあるのですけれども、三原則の第一原
則、これは権限と財源はセットで移譲して下さいと、これが第一原則です。第二原則、移

譲にあたっては自由裁量を拡大する。つまり、法令でがんじがらめでやることを決めた上

で権限移譲をされても、もらった側は忠実に執行するしかなくなるものですから、そうで

はなくて、移譲を受けた側がもっと自由裁量を働かせることができるように自由度を拡大

して下さいと、これを第二原則としております。それから三番目、第三原則は、組織のス

リム化は各々で努力をすると。これはちょっと分かりにくいのですけれども、要するに分

権改革の中でもいろんな思惑というのがございまして、特に中央のごく一部の方には、道

州制というのを口実にして国家公務員を北海道庁に押し付けようということを考えている

人が確かにいるんですね。国家公務員の方、全国で 30万人いるわけですけれども、うち 20
万人以上が出先機関にいるということで、国の出先機関の国家公務員を何とか減らしたい
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と。それで道州制というのを口実にして、北海道庁に押し付けられないかということを考

えている人が中央の方には、一部ですけれども確かにいるんですね。そういう人達にうま

いようにやられないようにするにはどうすればいいかということで、この三原則の三番目

で、組織のスリム化は各々で努力をすると。北海道庁は北海道庁で、10 年間で３割の職員
の削減に取り組んでいますので、国家公務員がもし余っているというのであれば、それは

国の中でどうぞ努力をして下さいと。権限移譲とこういう人員整理とは別の問題ですとい

うのがこの第三原則でございます。こういう三原則というものをまた国にぶつけて提案を

したわけでございます。 
結果はどうなったかと、右の矢印の方でございます。上の細かな項目は五月雨式に段々

実現をしてまいりました。認められたものもありますし、認められなかったものも多々あ

るのですけれども。一つ興味深いのは三つ目の丸四角の中ですね。平成 17 年から 18 年度
の個別の制度改正により権限廃止または手続簡素化。この権限廃止というのは何なのかと。

ここで出ているＮＰＯの話ですけれども、過疎地でバスとかタクシーとか、公共交通機関

の無いところで、地元のＮＰＯですとか社会福祉協議会さんなどが乗り合いのタクシーと

かバスを運行する、こういう事業をやることが可能なわけなんですけれども、それをやる

場合に国の許可が必要だったわけであります。北海道でいくと、札幌の運輸局というとこ

ろが許可権限を持っていたわけであります。この許可権限を道に下さいということを提案

をしてまいりました。運輸局は札幌１ヶ所ですけれども、北海道庁に権限が移ってきます

と全道 14ヶ所に支庁がありますから、釧路でも根室でも稚内でも相談に応じることができ
る。それから、運輸局さんは運輸行政という枠の中で物を考えていますけれども、道庁に

権限が移った場合は、これは例えば過疎地でそういう民間団体が乗り合いタクシー事業を

やると、これは過疎地の一種のコミュニティービジネスの振興ということにもなるわけで、

過疎対策、過疎地の活性化という観点から北海道庁側はもっと柔軟にこの権限を行使する

ということもまた可能だろうということで権限を下さいということを提案してきました。

国土交通省からの回答は、「絶対ダメ」ということでありました。交通の安全に関わるもの

であるので、全国一律の基準にそって国が判断しなければならないものであるから、北海

道庁に権限を移譲するなんていうことは考えられないというのが国土交通省からの回答で

ございました。 
私ども、負けずに押し合いへし合いをやりまして、最終的に、ある日突然国土交通省で

言うことが全く変わってしまったんですね。「許可をいらなくします」と。「何ですか、そ

れは？」と聞いたんですけれども。要するに、許可という制度を無くして、事業はやって

いいですから、後で事後登録してくれれば結構ですからというふうに制度が変わりました。

何でなのかなと思ったのですが、穿った見方をする人は、結局、押し合いへし合いやって、

政治的に持ちこたえられなくなって、この権限は手放さざるを得ないという認識に国土交

通省は達したんだろうと。ただ、道庁から言われたから権限を手放すというのはあまりに

癪だと。それなら許可権限そのものを無くしてしまえということになったのではないかと、
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穿った解説をする方もいらっしゃいます。本当かどうか分かりませんけれども。 
いずれにせよ、許可ではなくなったものですから、仕事がやりやすくなったので「まあ、

いいか」ということで我々も矛を収めたというのがございます。 
ただ、そういうものだけではなくて、例えば、もう一つ、砂防事業、国が直轄でやって

いる砂防事業の移譲ということも提案いたしました。これもまた国土交通省からの回答は、

「国費負担割合を引き下げるのであれば移譲するにやぶさかでないよ」という回答でござ

いました。直轄砂防事業の国費負担割合は３分の２ですけれども、この３分の２を２分の

１に引き下げるならば北海道に移譲してあげるよという回答でありました。これは私ども、

絶対のめないということでございました。私どもの考えている道州制というのは、別に補

助金を下さいと言っているのではないです。国を切り分けて北海道に持ってくるというの

が私どもの考えている道州制でございます。丸いクリスマスケーキでいけば、クリスマス

ケーキにナイフを入れて、10 分の１は北海道、10 の１は東北、10 分の１は九州というふ
うに国の権限・財源を切り分けるというのが私どもの発想でございます。ケーキを切り分

けた時に、スポンジは来るけれども、上のクリームだとか乗っかっているイチゴは来ませ

んよと、それはダメですと。クリームもイチゴもロウソクまで付けて下さいというのが私

どもの発想でございます。従いまして、今直轄砂防事業に国が公費３分の２を投入してい

るのであれば、３分の２のままいただきたいというのが私どもの主張でございました。こ

れは平行線になりました。 
こうなると、やっぱり国からの権限移譲のルールというのを、法律できっちり書き込ま

なくてはダメだという認識に私ども達するようになりました。それで道州制特区推進法と

いうのを作ってくれということで、いろいろ運動をやりまして、最終的に平成 18 年 12 月
に道州制特区推進法が国会で成立しているわけでございます。 
この推進法のポイントは、56ページの右下にありますように、道からの提案に基づいて、
国から道への権限移譲ですとか規制緩和、それから条例への委任等を行う仕組みが確立を

したと。国がこの仕事を道にやらせたいとかではなくて、道がこれを欲しいということを

言って、それによって国から移ってくると。移ってくるのは権限移譲、もちろんこれは財

源とセットですけれども、それから規制緩和ですとか条例への委任、これも組み込まれて

おります。つまり、今、法令で決まっていること、これを北海道が作る条例に任せて欲し

いと、こういう提案もできるということになっております。その場合に、実際に法令をど

う改正するかという改正案も北海道が出してくれという話になっておりますので、これは

ある面では、今まで霞ヶ関の官僚の皆さんがいろんな法案の改正案とか作っているわけで

すけれども、それは私ども北海道庁もやることになるということで、これは仕事としては

大変な仕事になると思いますけれども、これをやることで道職員の力量というのは間違い

なく高まっていくだろうと、また高めなければならないと思っております。 
それから、この道州制特区推進法の二つ目のポイントですけれども、総理大臣を長とし

て、北海道知事も参画する推進本部を設置する。もう設置されておりますけれども、内閣
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総理大臣をヘッドとして、全ての大臣が並んで、座っている推進本部、そこに北海道知事

も参画をしまして、その場で「これをやって下さい」と。「出来ません」と言ったら、「ど

うして出来ないんですか？」と、そういう議論ができるという仕組みになっております。

これまでですと、権限を移譲して欲しいと国に言っても、我々事務方が霞ヶ関の門を叩い

て、ひどい場合は門前払いで帰されてくるわけですけれども、今度のこの推進法では北海

道知事が直接総理大臣に対して「これをやって下さい、この権限を下さい」ということを

言うことが出来ると。 
それから三つ目で、権限移譲に伴う財源は、自由度の高い交付金として措置をする。今、

国がその仕事に要している経費を交付金として交付するということが法律に書き込まれて

おります。 
最後に、併せて、これまでの積み残しだった中から８項目の権限がこの法律の中で移譲

されております。マスコミ的には、この一番最後の８項目、あまりたいしたことはないか

ら、たいした法律ではないと、随分酷評されたのですけれども、私どもにとっては上の三

つこそがポイントでありまして、法律が出来る際に今までの積み残しの中から、この８つ

もお願いねということで一緒にくっついてきたということで、大体思うとおりの法律が出

来たということで満足をしているわけでございます。 
この道州制特区推進法に基づきまして、北海道が提案できるということになっているわ

けですから、それじゃあ、次に何を提案しようかということが今最大のステージになって

いるわけでございます。 
そこで、お手元のレジュメの後ろの方にカラー刷りの図表がいくつか出てまいります。

こちらの方を今度はお話させていただきたいのですが、道州制特区推進法を受けまして、

北海道ではこの７月に道州制特区推進条例というのを作りました。これは北海道議会全会

派一致で可決成立をいたしております。この道州制特区推進条例というのはどういうもの

なのか。言ってみれば、道民参加で国に対する道州制特区の提案を組み立てていく、その

仕組みを条例化したものでございます。提案を考えるために必要な情報提供というのを、

道は積極的に道民に対して行う。そして道民の皆さんからいろんなアイディアを募る。募

ったアイディア、これを有識者で構成します提案検討委員会というところにかけます。こ

の提案検討委員会というのは公開で行いまして、言ってみれば道民アイディアを公開審査

するわけでございます。この提案検討委員会で、「よし、これは国に提案をしていこう」と

なったものを基に、道として提案の形で、どういう法律をどういじるかということまで含

めて法文を書いて組み立てて、国の内閣総理大臣をヘッドとする本部に持込む。こういう

道民参加の手続を条例化したものでございます。 
条例を作るのと同時並行で、道民の皆さんからのアイディアも続々と集まりまして、今

現在で大体 250 件のアイディアが来ております。後ほど一部を御紹介したいと思います。
検討委員会ももう動いておりまして、大体月３回ぐらいのペースで検討委員会をやってお

ります。 
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その下の方ですけれども、この 10月３日に第一回の答申というのがございました。こう
いうのを国に提案したらいいと、道民アイディアをベースに検討委員会から答申があった

わけでございます。 
主に三つの分野でありまして、一つ目が地域医療の確保。今、全国どこでも医師不足で

大変なわけでありますけれども、これに対する対策として、若干なりとも道州制特区を活

用したいということで、一つは札幌医科大学というのがあって、これは北海道立なんです

けれども、北海道立なんだから、この医師不足の中で札幌医大の入学定員を増やしたらい

いじゃないかというお話が世間にはあるんですけれども、ところが、公立と言えども勝手

に医大の入学定員を増やしたり減らしたりすることはできなくて、実質的には文部科学省

によって制約をされている。法律上は届け出制、届け出ればいいということになっている

のですけれども、実際は事前協議がかまされていて、事前協議をクリアしないと届け出と

いう手続に入れないという実態になっております。こういうのは、もう止めて下さいと。

届け出先を文部科学大臣から北海道知事に変更させてもらう。そうすることで、北海道知

事は、そんな文部科学省がやっているような事前協議をかませて、届け出と言いながら実

質的に認可制にしていく、こんなことはやりませんということでありまして、ある面で文

部科学省と激しくぶつかることになると思います。そういう提案でございます。 
それから二つ目に、医師を都市部からへき地、過疎地に派遣をするという時に、まず民

間の医師をへき地の病院などに派遣をする場合に、これは労働者派遣法に引っ掛かってく

るところがありまして、へき地の範囲というのが、いわゆる地域振興立法の中で言ってい

るへき地区分をそのまま使っているんですね。そうすると、法律ではへき地ではないのだ

けれども医師不足の地域というのがあるわけでありまして、そういう所に派遣できないと

いうのが現状です。それは実態に合わないから、実態に合うように条例で書き替えさせて

くれということを提案をしようと。 
それからもう一つは、地方公務員として、道職員としての医師を、これまたへき地など

の病院に派遣する場合に、相手方の病院が医療法人であれば派遣できるのですけれども、

個人とか株式会社がやっている病院には地方公務員派遣法上派遣できないということにな

っていまして、これも実態に合わない制約があるので、条例で書き替えさせて欲しいとい

うことを提案しようということを考えております。 
それから、その下ですけれども、ＪＡＳ法に基づく監督権限の移譲。北海道内で、例の

ミートホープの事件とか、大変全国にご迷惑をお掛けしたわけでありますけれども、この

事件の中で明らかになったこと、このＪＡＳ法の監督権限というのは道庁も持っているし、

国の農政事務所も、両方持っているんですね。両方持って、自分達で掴まえておきながら、

「いや、ここから先はあんたでやってよ」とか、押し付け合いがあって、言った・言わな

いの話になったりしているわけでありまして、こういう両方権限を持っているというのが

間違いのもと、二重行政そのものでありまして、これを北海道庁に一本化させて欲しいと

いうことを提案しようということであります。これをやることによって、国の農政事務所、
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それなりの人数を抱えて仕事をやっていますから、場合によっては農政事務所から人もく

ださいということになるかもしれません。そういう意味で、このＪＡＳ法に基づくと、こ

の権限移譲のことで国の出先機関にも少し手がついていくということになろうかと思いま

す。 
それから三つ目が、水道法に基づく監督権限の移譲。これも事件物なんですけれども、

つい最近北海道の北見市というところで大規模な断水事故が発生いたしまして、その時に

明らかになったことは、給水人口５万人を超える水道事業者については厚生労働省が直接、

直轄で指導監督をやっているんですね。厚生労働省、本省が北見の事故に対してどうやっ

たかと言うと、電話が一本来て、「しっかりやって下さいね」と、１ヶ月ぐらい経ってから

ようやく見に来たと、そんな話がありました。５万人未満は道の保健所で対応しておりま

す。現地北見市にも道の保健所はあったし、北見市の保健所の担当でも「いろいろアドバ

イスをしたりお手伝いできるんだけれどもな」と思いつつも権限が自分のところに無いか

ら指をくわえて見ているしかなかったんですね。こういうのは人口５万人で、こっちは都

道府県と、こっちは本省直轄と分ける合理性がどこにあるのかということで、５万人を超

える部分も全部北海道にやらせて下さいという提案でございました。これは本省権限に手

を付けるものということになります。 
こういうことが 10月３日の答申でまず出てまいりまして、これは年内に国に提案をして
いきたいと今考えております。 
これだけではなくて、検討委員会も順次結論が出たものからどんどん答申をしていくと

いうスタンスですので、今後また、さらに次の提案を検討していくわけですが、いろんな

アイディアが次のページ以下に出ております。今後の検討案件の例としまして。これは道

民提案からもあり、市町村からの御提案もこれに関しては多々あり、さらにそれらを組み

合わせたものなんですけれども、国土利用の規制権限、これは国から道に一括移譲しても

らおうと。ここに国土利用計画法から都市計画法から自然環境保全法まで、ずらっと法律

名が並んでいますけれども、それぞれに国の関与だとか権限があり、法律間同志でいろい

ろと並びの取れていないものもあるんですね。こういうのを全部道に一括して権限移譲、

それから関与の廃止というのをやってもらって、北海道内の土地利用というのは北海道庁

側の判断でやらせてもらいたいと。これはこれから検討委員会でご議論をいただこうと思

っております。 
それから、その下ですけれども、これも道民提案の中から出てきているものですけれど

も、北海道内の空港、これを全部北海道側に任せてもらいましょうと。今、新千歳－羽田

間の路線というのは世界で最も乗客数の多い路線なんですね、世界一の路線が新千歳－羽

田間でありまして、新千歳空港に着陸するたびに航空会社は着陸料を払うわけですけれど

も、この着陸料はどこに行っているかと言うと国のお財布に入りまして、全国プール制の

中で使われているわけでありますけれども、空港を全部北海道に任せてもらいまして、北

海道として、要するに千歳で上がったお金は北海道のお財布に入ると。そして、その中で
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例えば奥尻だとか利尻・礼文のような離島の空港の整備に着陸料を回すだとか、あるいは

観光振興のために思い切って海外からのチャーター便は着陸料をうんと値下げをする。あ

るいは国際物流の観点で着陸料を戦略的に値下げして、韓国だとか上海と対抗をしていく。

そういうことをやっていくのに空港の権限を全部北海道側にもらったらどうかと。そうい

う民間提案もございます。これもまた検討委員会で議論をしていく予定でございます。 
それから、次のページにいきますと、もっと面白いというか、意外なものが道民提案の

中でもあるんですけれども、三つ目が北海道標準時の設定。これは民間の大手企業の方か

ら御提案があったのですけれども「北海道だけ本州よりも時差を設けて１時間早くしたら

どうか。そうすると証券取引所とかも１時間早く開くので、海外から資金集めをするのに

いいんじゃないか。」と、そういう御提案がありまして、私ども調べてみますと、明治 28
年の勅令というので日本の標準時というのが決まっているんですね。明治 28年当時、台湾・
沖縄は西部標準時というのがありまして、日本の中で時刻が二つあったと、こういう歴史

がありました。後に昭和 12年にこの西部標準時は廃止されているのですけれども、この 28
年の勅令自体は今も生きているということで、これを西部標準時と同じように北海道標準

時を設けるというのを一行書き加えればいいのかなと思うのですが。ただ、勅令を今度条

例で書き替えると言ったら、どういうふうにやればいいのかと。何せ相手が勅令なもので

すから、宮内庁に相談に行こうかとか、いろいろ内部で考えておりますけれども、こうい

うものもまた案件として出てきております。 
それから、さらにその下で、シルバーウィークの設定。これはどういうことかと言いま

すと、９月から 11 月にかけて祝日が飛び飛びでありますので、例えば 10 月の第２月曜日
が体育の日なんですね、その２日後に敬老の日を移して、さらにその２日後に勤労感謝の

日を移しますと、月水金が祝日で、間に挟まっている火・木も自動的に休日になるという

ことで、北海道だけ毎年 10月は９連休になるということで、紅葉の秋で実りの秋ですから、
皆さん、北海道各地を出歩いて観光振興にいいんじゃないでしょうかと、こういう御提案

でありました。こういうのも検討委員会で議論をされていくということになります。 
特に、標準時とかシルバーウィークに至りますと、通常、これまでの行政の中の議論で

はまず一笑に付されて、絶対上に上がっていかないという代物だったわけですけれども、

今やこれが北海道では近く検討委員会の中で大真面目に議論をされると、そういう状況に

今来ております。それはそれで、私としては、今まで我々を縛っていた発想のタガという

のがある面では外れて、もっと自由に物を考えられるようになると、そういう時代が来た

んだなということではないかなと思います。 
こういったお話を、道民提案 250 件来たわけですけれども、そこに至るまでの間に私ど
ももこの３年間で大体 500 回を超える意見交換会というのを北海道内で行っております。
未だかつて、北海道庁の歴史の中でも一つの施策で３年間で 500 回意見交換会を道内でや
ったという事例はまず無いのではないのかなと思います。私どもが主催している意見交換

会もありますし、民間主催の会で呼ばれるということもあります。 
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先日は、79歳のおばあちゃんを筆頭に 60代・70代のおばあちゃん方、12人の勉強会で
道州制のことを知りたいというので私が呼ばれていって説明と意見交換をしてきました。

「おばあちゃん方、どうして道州制のことを勉強しようと思ったのですか？」と聞いたら、

「ボケ防止にいいんじゃないかな。」と言われました。そういうことであっても、少しでも

理解者を増やしたいということで対応をいたしております。それから、中学校に呼ばれて、

中学３年生にお話をしたこともありますし、大学の講義でお話をしたこともあります。民

間のいろんな業種の集まりで呼ばれたこともあります。そういうのもひっくるめて500回、
今、北海道内で意見交換をやってまいりまして、ようやくそうした中で道民の皆さんから

もいろんなアイディアが寄せられるところまで来たなと今思っております。 
冒頭申し上げました、道州制というものは日本全体を分権型に作り替えていくとなると、

これは相当時間のかかる大がかりなことですけれども、しかし、大がかりだから出来るわ

けが無いんじゃないかとか、やってもしょうがないんじゃないかとか、そういうふうに思

うのではなくて、むしろ大がかりな夢に向けて一歩一歩、今出来るところから少しずつ組

み立てて、積み重ねていく。この積み重ねをとにかく続けるということが大事ではないの

かなと思いながら今取り組んでいるところでございます。そうした中で、昨年、道州制特

区推進法という法律までようやく出来るというところになり、さらにその法律を使って歩

みを前に進めたいというふうに考えているというのが現状でございます。 
はなはだ簡単ながら、以上で私のお話とさせていただきます。 
ご静聴、どうもありがとうございました。 

 
（質問者） 
 ２点お伺いしたいのですが。 
 まず１点は、最初の説明の中で 16ページのところ、道州制のイメージの、三角形のとこ
ろですが、コミュニティーや民間の活動というのが組み込まれているのですけれども、こ

れは市町村の業務に、むしろ道が口を出しているようなイメージがあって、ちょっとこれ

を盛り込んだ理由というのがイマイチ、ちょっと違和感があるなと。もう少し説明をして

いただければ。 
 それから、最初にトヨタの進出の話が１点あったのですが、これはやはり、何と言うん

でしょうか、一番最後の道民から出た提案から言えば、むしろ分権から言うとトヨタを断

るというのが北海道らしいなという気がするのですけれども。 
 以上、２点についてもう少し御意見をいただければと思います。 
 
（講師） 
 ありがとうございます。 
 最初のコミュニティーの点ですけれども、16ページの一つ前の 14ページをご覧いただき
たいのですが。補完性の原理という言葉が出てまいります。地方分権改革の基本的なこと
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としてよく補完性の原理ということが言われるわけですけれども、ともすれば日本の中で

使われている補完性の原理というのは国と広域自治体と基礎自治体の中で、むしろ基礎自

治体が最優先するんだという行政間の事務配分のような意味合いで日本には伝わっていま

すけれども、私が考えているのは最も純粋な原理主義的な補完性の原理、これに立脚をし

ていまして、元々個人で出来ることは個人がやって、個人で出来ないことは家族だとか友

人関係で助け合って、家族で出来ないことは地域社会で助け合って、地域社会で出来ない

ことで初めて行政が出てきて、その中で基礎自治体がまず最初に出てきて、基礎自治体で

出来ないことに広域自治体、そこで出来ないことに初めて国が出てくる、こういう意味で

補完性の原理、額面通り理解をいたしております。 
 これに立脚をして、日本全体の姿を作り替えていこうということで 16ページの逆三角形
と正三角形の図になっております。こういう一つの哲学に立脚をして、日本の姿というこ

とをデザインすると、自ずからこういう右の図のように最終的にはコミュニティーや民間

の活動というのが大事な点になるのではないでしょうかと、そういう一つの哲学論として

ここは押さえております。 
市町村の業務に、むしろ道が口を出しているようなイメージがあるとの、御指摘でした

けれども、行政の役割分担と言いましょうか、市町村の中で、例えば町内会対策とか、そ

れは当然市町村の中でお考えになってやられていることだと思いますけれども、こういう

日本全体のビジョン、哲学というものを思い描いていく上では、やはりこういうコミュニ

ティーのことまで含めて記述をして、考え方というのを明らかにしていく必要があるだろ

うというふうに思っております。具体に、ある町の、ある町内会と市役所との関係はどう

考えるべきか、それはもう私どもが口を出すことではありませんので、そういう具体の話

になるとこれは市町村のご判断だろうと思っております。 
 それから２番目のトヨタの関係ですけれども、分権ということから行けば、まさに企業

誘致という手法ではなくて、むしろ内発的な発展と言いましょうか、地域内から起こる起

業というのを大事にするというのがストーリーに合うのではないかという御指摘だったと

思います。いかんせん、北海道は二次産業の中で最大のものが建設業と、つい２年前まで

そうだったんですね、今ようやく製造業が伸びてきましたけれども、２年ほど前までは製

造業の中の最大のものが建設業でございました。すなわち、それは公共事業依存というこ

とでございます。そういう公共事業依存の構図の中にあるがゆえに、私ども分権の議論を

していても、例えば道民との意見交換の中では、「そうは言ったって、国から事業をもらっ

てこないと北海道経済というのは成り立たないんだから、こういう道州制という、あるい

は地方分権というのは北海道経済にとってマイナスではないか」と、そういう議論も時と

してあります。しかし、国から事業を持ってくる、予算を持ってくるということをいつま

でも続けていても北海道の発展は無いと思いますから、そのためには自ら伸びていく産業、

特に製造業というのを育てなければなりませんし、そのために一つの方法としてはトヨタ

などの本州の製造業を持ってきて、その上で、そこにぶら下がる形で北海道のいろんな製
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造業に関連する産業も伸びていくという方法を取るというのもまた一つの方法ではないの

かと。 
 現状では、トヨタさんは今から 15年ほど前にも一回北海道に進出しようとしたそうです
けれども、その時も、全く下請企業というのが北海道内でついてこなくて、北海道内の企

業が下請になるという意欲が全く無くて断念をしたという経緯があると聞いております。

今回は、それよりは少しは良くなっているという状況でございます。 
 いずれにしましても、そういうトヨタの誘致ということも使いながら、北海道が自ら産

業を伸ばしていくというふうに徐々に切り替えていく必要があるのではないかと、そんな

ふうに考えているところでございます。 
 
（質問者） 
 もう一つ確認なんですが、さっきのコミュニティーのところは、要は分権を各市町村が

希望するかどうか照会していると言っていましたけれども、それの希望にあたっての選考

と言いますか、ディスカッションでやるのかどうか分かりませんけれども、その財源を、

算定のためにそういうのを入れ込むということはやってないんですよね。 
 要は、事業を移譲する際に、事業の移譲の受け皿として、まあ当然内発的にこういうコ

ミュニティーなりＮＰＯなりが育っていて、そこでやらせることで効率的に出来ますよと、

それは向こうから提案するものはあって差支えないと思うのですが、逆に言えば、道から

移す時に、そういうのが無ければ出来ませんよみたいなやり方というのはしているのでし

ょうか。 
 
（講師） 
 そういうのは、一切やっておりません。 
 
（質問者） 
 そうですか。それを条件にしているわけではないのですね。 
 
（講師） 
 これは純粋に、今、カタログ化した道の権限を欲しいと言って下さったところには、基

本的には全部権限を差し上げることにしています。その時の財源というのは、今、道庁が

その仕事にかけているお金、これをそこの市町村エリアの中での処理件数分を按分しまし

てお渡しをしている。しかも、この道がお渡しをする財源は、補助金ではなくて交付金で

渡しますので、もらった交付金をどうやりくりしようが、これは市町村の自由裁量、そう

いうやり方にしております。 
 
（質問者） 
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 今までの取り組みを伺ったのですけれども、市町村側の声とか、地域住民の方の声はど

んなものでしょうか。先ほどの稚内の例がありましたけれども、当然、取り組みの進む市

町村、そうでない市町村、出てくると思うのですけれども、そこら辺のポイントなんかも、

もし気がついたことがあればお願いします。 
 
（講師） 
 市町村側の声は温度差が非常にあります。北海道内が全部おしなべて「やあ、みんな、

道州制に賛成」と言っているわけではありません。非常に積極的に応援をして下さる市町

村もあれば、「道州制ったって、公共事業が減ったら困るしな」と。結局は、大きなポイン

トで出てくるのは、北海道の中でも特に札幌だとか中核的な都市はまだいいのですけれど

も、そうでないところは、やっぱり地元の産業、そして経済が相当公共事業で回っている

ところがありますから、道州制を契機に国の力が弱まって公共事業が来なくなったら困る

のではないのかなと、そう思われている業界の方、それからそういう声に敏感な首長さん

のところからは「道州制って、どうなのかな？」という消極論というのがあります。それ

から、「まだよく分からない」という声、これも３分の１ぐらいでしょうか、あると思いま

す。それは道州制特区推進法でも、先ほど積み残しから移譲された権限、例えば、調理師

養成施設の指定権限の移譲とか、それが移譲されるということになっても何かピンと来な

い、よく分からないという声もあります。 
 そういう意味で、今回、検討委員会の答申では医療だとかＪＡＳ法とか水道とか、もっ

と直近でいろんな事件があって、道民にとって分かりやすいというものを検討委員会でま

ず真っ先に審議をしたというところがあります。 
 一方で、首長さんの中でも地方分権に熱心な方からは、「やっぱりこういう道州制を通じ

てどんどん地方分権を進めるべきだ」という激励の声もいただきました。 
 激励と消極論と分からないと、三者三様の声が市町村側からはあるという状況でござい

ます。 
 それから、道民一般の中では、やはり同じ事になりますけれども、業界団体の集まりの

中で公共事業なり国や道のお金に依存している割合が高い業界さんほど慎重論とか消極論

というのが出てきます。逆に、そういう業界とあまり関係の無い人達、ごく一般の人達か

らは、むしろ道州制によって、先ほどの空港の話とか、「こんなこともできるのですか？」

と「それならいいね」と、結構喜んでいただいている。ある面では、これまた賛成論、積

極論、消極論、両方あるのですけれども、500回やっている中で６割、７割は皆、民間主催
の勉強会とか意見交換会に我々が呼ばれるというパターンですから、それだけ呼んでもら

えるということは少なくとも関心が高いということが言えるのではないのかなと思ってお

ります。 
 以上です。 


