
平成 29年度 市町村議会議員研修[3日間コース] 

地方分権と自治体の行政改革 報告書 

 

日時：平成 29年 10月 30日（月）～11月 1日（水） 

場所：全国市町村国際文化研修所 

   滋賀県大津市唐崎二丁目 13番 1号 

報告者：成川正幸 

 

スケジュール： 

10月 30日 

１．地方行政をめぐる最近の動向  

総務省自治行政局行政課長 吉川浩民 氏 

10月 30日、31日 

２．地方分権時代の中で地方自治体に期待される役割～人口減少等を見据えた

地域の諸課題の解決に向けて～ 

内閣府地方分権改革推進室 参事官 岩間浩 氏 

10月 31日 

３．イノベーションが起こる地域社会創造を目指して 

ー求められる共創の場づくりー 

飯田市長 牧野光朗 氏 

４．地方分権の展望 

首都大学東京大学院社会科学研究科教授 伊藤正次氏 

11月 1日 

５．分権時代における地方議員のあり方 

学習院大学法学部 伊藤修一郎氏 

 

内容 

１．地方行政をめぐる最近の動向 総務省自治行政局行政課長 吉川浩民 氏 

○第 31次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する行政体制及びガバナ

ンスのあり方に関する答申」の概要 

 「キーワードは人口減少社会」少子高齢化は国難であり、今後の自治体に影

を落としている。 

○平成 26年度の改正地方自治法 広域連携等による行政サービスの提供 

 

○ガバナンスのあり方 

 パイの分配で縮小するのではなく、最小の経費で最大の効果をあげられるよ



うにする事。 

①長（内部統制の制度化） 

②監査委員等（地方公共団体共通の統一的な基準の策定や監査委員の研修。監

査を支援する全国的な共同組織の構築等） 

③議会（決定不認定の指揮事項に対する長の説明責任。議選監査委員設置の選

択制 

④住民（軽過失の場合の長等への責任追及のあり方の見直しや違法性等を確認

する仕組みの創設、権利放棄の手続きの整備等の住民訴訟制度の見直しをすべ

き。 

 

地方自治法等の一部を改正する法律の概要 

地方自治法等の一部改正（平成 32年 4月 1日施行） 

①内部統制に関する方針の策定等（都道府県及び指定都市以外は努力義務） 

②監査制度の充実強化（見直し・・監査専門委員の創設等）（一部平成 30 年施

行） 

③決算不認定の場合における長から議会等への報告規定の整備（平成30年施行） 

④地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等 

○地方独立行政法人法の一部改正（平成 30年４月 1日施行） 

① 地方独立行政法人の業務への窓口関連業務等の追加 

②地方独立行政法人における適正な業務の確保（一部平成 32年施行） 

 

○内部統制の概要 

重要なのは、リスクの洗い出し。財務事務の計算ミスやチェック漏れを未然

に防ぐ PDCAサイクルで回す。首長の意識が大事である。 

 

○町村議会のあり方に関する研究会 

大川村の問題から平成 29 年 7 月に立ち上げた。平成 10 年に約 6 万人の議員

がいたが、それ以前は 7 万人。明治の大合併前 市町村は 7 万あった。その数

と同じで集落代表で出て来ていた。現在、定数も減っている上、立候補者も減

っている。 

兼職禁止（公務員と議会議員、市議会と県議会など）、請負禁止、大川村から出

た町村総会だが、今のところ懐疑的。 

 

○自治体 2040構想研究会について 

高齢者人口がピークを迎える 2040 年頃（2042 年）をターゲットに人口構造

の変化に対応した自治体行政の在り方の検討が必要。（団塊ジュニア世代が高齢



者になる） 

2040 年は、23 年後。23 年前は今の少子高齢化は想定されなかったのか。団

塊ジュニアのジュニアが出てこなかったため。 

今後、人口減少が進むと公民で人の奪い合いが発生するのではないか。 

 

○自治体を取り巻く行政課題 

・医療（入院需要急増、医療と介護の連携） 

・福祉（介護需要の急増、介護施設、介護人材不足） 

・インフラ・公共施設/公共交通（インフラや公共施設の更新） 

・空間管理（都市のスポンジ化、耕作放棄地増加傾向） 

・治安/防災（空き家） 

・教育/子育て（15歳未満人口減少） 

・産業（国内市場縮小、国際競争の激化） 

・労働（生産年齢人口の減少） 

・ICTによる行政課題の解決（活用方法） 

・財政（社会保障増加、税収入源） 

 

２．地方分権時代の中で地方自治体に期待される役割～人口減少等を見据えた

地域の諸課題の解決に向けて～内閣府地方分権改革推進室 参事官 岩間浩 

氏 

（１）人口減少による影響 

50年後には 3割減少、生産年齢人口 4割減少、子ども 4割減少。 

高齢社会白書から 50年後、認知症割合 3人～4人に 1人に。 

人口減少・少子高齢化による影響 

・総人口減少（消費、土地・農地、治安、防災力、インフラ管理コストは、歩

道橋 このままでは使えない。墓地 誰が守るのか。） 

・高齢者（医療・福祉ニーズ、社会保障費） 

・働き手（雇用者の有効求人倍率が高くなり奪い合いに、企業立地、税収） 

・子どもの減少（使われない教育資源、保育士・教職員、教育の質） 

 

国の制度と現場の間でのギャップは？予算、やる気だけでは難しい。 

 

（２）地方分権改革の意義 

 

住民に身近な行政は、住民に近い地方自治体が自主的かつ総合的に担い、地

域の諸課題に取り組む事ができるようにする改革 



 

地域の声や日常の業務を通じ、各自治体が、国が行う事務・権限や全国一律

に定める基準等について、「地域の実情に合わなくなった」「新たな取組を行う

上での支障となっている」などの地域課題を見つけ出し、「提案型募集」を活用。 

 

提案募集方式 

平成 28年度の実現・対応の割合は、76% 

平成 26 年~29 年で提案を行った市町村は全体の約 1 割。1,741 件＝（提案実施

市町村 11.4％、未実施 88.6％）※かなりの温度差がある。 

 

積極的な自治体は 

①トップのイニシアティブ・マネジメント 

②職員の意識改革・人財育成 

③関係者の情報共有・連携 

 

３．イノベーションが起こる地域社会創造を目指してー求められる共創の場づ

くりー 

飯田市長 牧野光朗 氏 

リニアが来ることを市民はどう考えているのか？リニアが開通すころ皆さん

のライフスタイルは？ 

「A；大都市に住んで月 5千円 1〜2回親の顔を見に帰省するライフスタイル」 

「B；飯田市に住み続けてリニアを利用し全国、世界に打って出るライフスタイ

ル。」 

2年前まで 6；4、現在 5；5もしくは Bが多くなっている。 

「右肩下がり時代の三重苦」 

①人口減少・少子高齢化 

②財政難 

③受け身社会 

 

行政サービスをどう捉えるのか。行政サービスの範囲は増えていく。担い手

を誰がやるのかを真剣に考えていかなければいけない。そのギャップをどう埋

めていくのかが大事。 

地域の財政は厳しい中でどうすればできるのか？事例集を作っても、先進地に

視察に行っても、自分の地域では出来ない、とつぶやきが聞こえてくる。飯田

市は先進的な取り組みの宝庫である。どうしてこんなに先進事例が出て来るの

か？地域がイノベーティブなんではないか？100 人より 1 個のイノベーション



が大事！地域に住んでいる皆さんがほんの少し頑張ろうというものがある。 

どうしてでてくるの？ 

「共創の場」「根っこ」 プロセスが大事。 

共想の場とは 

ア）当事者意識を持った者同士が分け隔てなく話ができる「円卓」を設定 

イ）アイデアを出し合い、議論し合い、評価し合う 

ウ）ア）、イ）より意識の共有化を図り、事業立ち上げに結びつける。 

 

飯田市は、公民館活動が盛んである。公民館と言えば建物をイメージすると

思うが、飯田は、「する」イメージ。公民館は地域を学ぶ場である。 

新しいコミュニティビジネス→おひさま進歩（屋根貸し事業） 

南信州定住自立圏の経済自立度 

自分たちだけ生き残れると思っているのか？地域全体の今の経済構造をどう

変えていくのか？地域の中での信用創造。生活の質を向上させること。コミュ

ニティの質をあげること。自分たちの街は自分たちで。主体性を持つこと。 

 

地域自治組織の再構築 

地域運営組織のあり方 

１）民意を体現する組織の位置付けをどう図るか。 

ア）根拠となる規範をつくるか否か 

イ）全地区で導入するか否か 

ウ）既存の自治会を再編するか 新たな組織をつくるか 

２）組織と行政の関係をどう構築するか 

  ア）地域運営組織の自主性の発揮 

  イ）行政の補完性の発揮 

３）組織の継続性をどう追及するか 

  ア）地区の基本構想を策定するか否か 

  イ）継続的事業の受け皿になるか否か 

 

1）飯田市自治基本条例の制定 

2）飯田市においては、 

3）既存の自治会 

自分たちの地域は自分たちでつくるための地区基本構想。 

共創によるイノベーションの創造 

人的ネットワーク、特に外とのネットワークが大事。飯田に関心を持ってもら

う。 



課題解決を絶えず意識する。体験教育も人口減少で頭打ち。外国人観光客どう

入れているのか課題。 

飯田市は大学生 7〜8割が外に出て行っている。 

人的ネットワークから提案が質然的に出てくる。 

 

三重苦の克服無くして地方創生なし、地方創生なくして日本の再生なし 

・人口減少、少子化、高齢化⇒人材サイクルの構築 

・国も地方も財政難⇒経済再生・財政健全化の一体的改革 

・自立心の欠如⇒自立志向のクリエイティブ・コミュニティの創出 

 

４．地方分権の展望 

首都大学東京大学院社会科学研究科教授 伊藤正次氏 

従来の地方分権改革との比較 

委員会勧告方式（有識者会議から政府が計画）⇒提案募集方式（個別自治体の

ニーズをくみ上げ） 

 

提案募集方式 

スケジュール：6 月に提案、8 月ヒアリング、10 月第二次ヒアリング、年末閣

議決定、年明け国会 

課題 

①自治体の意欲・意識差 

②各府省の抵抗から学習 

③コスト（成果のフォローアップなど） 

 

提案 

①今日の実情に合わない適度の規制や不合理な規制の廃止・合理化 

②全国一律基準の緩和 

③ルールの明確化 

④事務の簡素化 

⑤住民サービスの向上 

 

・これからの地方自治と地方分権 

「フルセット型」で行政サービスを提供する「総合行政主体」からの脱却 

外部資源の活用と広域連携 

・自治体職員は企画立案を中心に担うために人材を企画立案機能に重点配置す

ることで政策の質を高める。 



・コンパクト化とネットワーク化で公共サービスを提供する。 

・人財育成が重要 

 

５．分権時代における地方議員のあり方 

学習院大学法学部 伊藤修一郎氏 

・本気の分権とは、ある分野の権限・財源をすべて地方に移譲すること。 

・地方議会の役割とは、①行政のチェック、②新聞・議会議事録等による住民

への情報公開③政策形成 

・自治体の役割とは、公共財の供給 

コモンズとは、 

共有の放牧知のこと共有・共同利用の財の例。適度な利用なら毎年の利用が

可能。（みんなが競って牛を増やせば、草が食い尽くされ踏み荒らされて再生不

能になり砂漠化する。） 

 

典型的なコモンズとして、廃棄物処理、環境政策がある。 

3つの解決策 

①市場による私有化（分割。出来ないものは割り当てや権利） 

②政府による権力（基準、ルールを決める） 

③共同体による自治（自制） 

 

議員の役割 

①合意形成（やるかやらないか。費用負担と便益を誰に） 

②自分達の覚悟（合意、参加） 

 

所見 

 頑張っている地域に国が支援をする。頑張らない地域にはお金も人も生ま

れない。今回の研修を受講して思った感想である。 

 自治体職員、地方議員には今までの制度に縛られない自由な発想で、今ま

で以上に政策提案力が必要であるし、ネットワークが必要だと言うことであ

る。 

 いつものことだが、JIAM研修では他市町村の議員との情報交換が出来て

とても有意義な時間を過ごす事ができた。 

 

 

 

 



写真 

 


