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１．はじめに 

 

日本は、農耕文化が定着した頃から食糧を生産･自給し、その地域の自然や気候、

風土とともに生活し、その土地に根付いた土着型の生活を営んできた。基盤となる

のは、生活を営む土地とそこで生活する人々であり、その地域の気候や自然、風土

に応じた暮らしの中から、その地域の産業や文化などが生まれてきた。 

そして、明治維新により鎌倉時代から長く続いた封建型社会は終焉を迎え、日本

は国民に主権のある民主国家としての歩みを始め、明治 22年に市制・町村制が施行

された。第２次大戦後、日本国憲法、そして地方自治法が制定され、自治機構が整

えられた。昭和 30年前後には、昭和の大合併により地方自治体が再編されたが、高

度経済成長期の終焉とともに従来の中央集権型の社会システムに弊害が生じはじめ

たことから、地方分権型社会に転換していくため、平成 10年代には平成の大合併に

より地方自治体は再編された。 

こうした三度にわたる基礎自治体の合併により、明治の大合併で江戸時代から引

き継がれた 7万余りの自然村は 5分の 1に集約され、昭和の大合併ではさらに 3分

の 1の 3,200程度に、そして平成の大合併では 1,700程度とほぼ半減するに至った。

この過程で大字や区といった卖位が近隣のコミュニティとしてその名残を留めてい

るが、度重なる基礎自治体の広域化の一方で住民に根差した自治は徐々に遠くなり、

さらに日本は世界に先駆けて人口減尐・高齢化社会に直面しつつある。このような

遠のく自治と人口減尐・高齢化社会は、元々自然派生的に住民が自らの力で培って

きたコミュニティの崩壊の危機をもたらしてきている。 

 

一方、平成 5年の衆参両院での地方分権の推進に関する決議以降、第 1次分権改

革が徐々に進み、平成 7年の地方分権推進法、平成 11年の地方分権一括法を通じて

機関委任事務制度の廃止等が行われた。さらに、平成 18年からは第 2次分権改革が

開始され、平成 23年の第 1次一括法、国と地方の協議の場に関する法律等が成立、

そして平成 25年には第３次一括法が成立するに至り、平成 25年に発足した地方分

権改革推進本部や地方分権改革有識者会議の発足などにより、地方分権型社会の構

築が強力に推進されようとしている。 

こうした動きは、社会の成熟度に応じた変化でもあり、日本が物質的な豊かさか

ら心の豊かさを求めるようになった今日、その必要性はますます増大しつつある。

こうした変化は、地方にできることは地方で、国がすべきことは国で、という日本
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の統治機構に係るものであるが、本来、日本国憲法第 1条に定めるとおり、主権は

国民にあり、名実ともに国民に主権ある社会をつくりあげていくことが基本となる。 

 

人口減尐、尐子高齢化社会を迎えた今日、自治会や町内会といった従来の地縁組

織のみでは住民の自律力の発揮に限界があると考え、地方分権型社会に応じた住民

一人ひとりの力が発揮できる、より広域的な協議会型の地縁による住民運営組織の

結成が全国各地で進んでいるが、伊賀市、名張市、朝来市、雲单市の４市において

も、こうした組織による住民主体の活動が盛んに行われている。 

 

我々４市は、こうした仕組みがこれからの地方分権型社会には必要であり、住民

に主権ある社会を創り上げていくうえで有効だと考えている。そして活動の活発化

に応じて任意団体のままでは様々な課題が生じてきていることから、こうした組織

に見合った何らかの法人格が必要であるとの認識で一致している。 

本報告書は、小規模多機能自治組織にどのような法人格が適するのかということ

について、課題を共有する４市で共同研究した結果をまとめたものである。 

結果として、本報告書では公益的法人としてまとめているが、協同組合による方

法もあり得るものの、日本の現行協同組合諸法は、それぞれの事業分野ごとにでき

ており、協同組合通則法のような統合的な法律がないために、地域社会が様々な事

業活動に取り組むときの包括的な受け皿にならないため難しいとの結論に達したも

のである。 

 

（参考）市町村数の変遷と明治・昭和の大合併の特徴 

      出典：総務省ＨＰ（http://www.soumu.go.jp/gapei/gapei2.html） 
年月 市 町 村 計 備考 

明治 21年 － (71314) 71,314   

「明治の大合併」 

近代的地方自治制度である「市制町村制」の施行に伴い、行政上の目的（教育、徴税、土木、救済、

戸籍の事務処理）に合った規模と自治体としての町村の卖位（江戸時代から引き継がれた自然集落）

との隔たりをなくすために、町村合併標準提示（明治 21 年 6月 13日 内務大臣訓令第 352号）に基づ

き、約 300～500戸を標準規模として全国的に行われた町村合併。結果として、町村数は約 5分の 1に。 

明治 22年 39 (15,820) 15,859 市制町村制施行（明治 22年 4月 1 日） 

（明治 21年 4月 17日 法律第 1号） 

大正 11年 91 1,242 10,982 12,315   

昭和 20年 10月 205 1,797 8,518 10,520   

昭和 22年 8 月 210 1,784 8,511 10,505 地方自治法施行 

（昭和 22年 5月 3 日 法律第 67号） 

昭和 28年 10月 286 1,966 7,616 9,868 町村合併促進法施行 

（昭和 28年 10月 1日 法律第 258号） 

「昭和の大合併」 
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年月 市 町 村 計 備考 

戦後、新制中学校の設置管理、市町村消防や自治体警察の創設の事務、社会福祉、保健衛生関係の

新しい事務が市町村の事務とされ、行政事務の能率的処理のためには規模の合理化が必要とされた。

昭和 28年の町村合併促進法（第 3条「町村はおおむね、8000人以上の住民を有するのを標準」）及び

これに続く昭和 31 年の新市町村建設促進法により、「町村数を約 3 分の 1 に減尐することを目途」と

する町村合併促進基本計画（昭 28年 10月 30 日 閣議決定）の達成を図ったもの。約 8000人という数

字は、新制中学校 1校を効率的に設置管理していくために必要と考えられた人口。昭和 28年から昭和

36 年までに、市町村数はほぼ 3分の 1になった。 

昭和 31年 4 月 495 1,870 2,303 4,668 新市町村建設促進法施行 

（昭和 31年 6月 30日 法律第 164号） 

昭和 31年 9 月 498 1,903 1,574 3,975 町村合併促進法失効 

（昭和 31年 9月 30日） 

昭和 36年 6 月 556 1,935 981 3,472 新市町村建設促進法一部失効 

（昭和 36年 6月 29日） 

昭和 37年 10月 558 1,982 913 3,453 市の合併の特例に関する法律施行 

（昭和 37年 5月 10日 法律第 118号） 

昭和 40年 4 月 560 2,005 827 3,392 市町村の合併の特例に関する法律施行 

（昭和 40年 3月 29日 法律第 6号） 

昭和 50年 4 月 643 1,974 640 3,257 市町村の合併の特例に関する法律の一

部を改正する法律施行 

（昭和 50年 3月 28日 法律第 5号） 

昭和 60年 4 月 651 2,001 601 3,253 市町村の合併の特例に関する法律の一

部を改正する法律施行 

（昭和 60年 3月 30日 法律第 14号） 

平成 7年 4 月 663 1,994 577 3,234 市町村の合併の特例に関する法律の一

部を改正する法律施行 

（平成 7 年 3月 29 日 法律第 50号） 

平成 11年 4 月 671 1,990 568 3,229 地方分権の推進を図るための関係法律

の整備等に関する法律一部施行 

（平成 11年 7月 16日 法律第 87号） 

平成 14年 4 月 675 1,981 562 3,218 地方自治法等の一部を改正する法律一

部施行 

（平成 14年 3月 30日 法律第 4号） 

平成 16年 5 月 695 1,872 533 3,100 市町村の合併の特例に関する法律の一

部を改正する法律施行 

（平成 16年 5月 26日 法律第 58号） 

平成 17年 4 月 739 1,317 339 2,395 市町村の合併の特例等に関する法律施

行 

(平成 16 年 5月 26 日 法律第 59号) 

平成 18年 3 月 777 846 198 1,821 市町村の合併の特例に関する法律 

経過措置終了 

平成 22年 4 月 786 757 184 1,727 市町村の合併の特例法に関する法律施

行 

(平成 22 年 3月 31 日 法律第 10号) 

平成 26年 1 月 790 746 183 1,719  
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２．新たな法人格の姿  ～「スーパーコミュニティ法人」～ 

 

我々４市は、５回にわたる協議により共同研究に取り組んだ結果、新たな法人格

を制度として設ける必要があるとの結論に達した。 

その法人像は以下のとおりであり、この新たな法人格をスーパーコミュニティ法

人と名付ける。 

■スーパーコミュニティ法人の基本的な考え方 

 

※自治体内分権とは、自治体内の区域を複数に区分し、その区分ごとに民主的代表としての性格を

有する住民組織を置き、自治体の最高規範性をもつ、いわゆる自治基本条例等により制度化する

もので、その住民組織に権限や財源を移譲しようとする仕組みを指す。一般的に、都市内分権な

どと言うこともあるが、ここでは「自治体内分権」と統一して表現する。 

 

■スーパーコミュニティ法人の基本的規定（骨子） 

 

「住民による自治」の定義 

 …住民の意思に基づく参加にとどまらず、住民が参画し、かつ協働で、地域

を自律的に経営しようとする住民の主体的活動。 

「スーパーコミュニティ法人」の基本的規定（骨子） 

●根拠法令に基づき条例で規定し、市町村長の認定を法人格の取得要件とする。 

●構成員名簿の提出を要件にしない。（ただし、構成員名簿は団体の運営上、必要） 

●表決権は、根拠法令で民主的な運営組織であることを要件とし、条例の判断事

頄とする。 

●公共性に鑑み、剰余金の分配は認めない。（根拠法で規定） 

●解散時の財産の扱いは、認可地縁団体の処分規定に準じる。 

●税制は、公益法人並みとする。 

●みなし寄付金を認める。 

●寄付金控除の対象団体とする。 

スーパーコミュニティ法人の基本的な考え方 

次に掲げる要件を全て満たす法人とする。 

１．自治体内分権（自治基本条例での位置づけ）を前提に、「住民による自治」(後

述)を担う法人。 

２．公共的な地域活動、経済活動を分野横断的に統合型で運営できる法人。 

３．根拠法に規定された条例に基づき、市長が認定することをもって、地域代表

制を獲得する法人。 

４．住民による自律性を尊重できる法人。 

  …根拠法令では基本的事頄のみを規定し、詳細は条例に委任し、基礎自治

体が議会の関与により適合性を判断。 
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■対象とすべき法制度 

 

地方自治法の基本的概念である「団体自治」と「住民自治」による自治に加え、

「住民自治」の促進につながる「住民による自治」という新たな概念をもった地縁

型の新たな法人制度を提起する。 

その概念を図に表すと次のとおりである。 

なお、その理由については後述する。 

 

 

国

地方

住 民

意思
（統制）

“自ら考え、自ら決める“
（統治型自治）

統治

住民自治

行政 議会 国

地方

中央集権型

“自ら考え、自ら決め、自ら行動する“
（参画協働型自治）

基準

意見

行政 議会団体自治

住民

団体自治

住民による自治

自治体内

分権

自治基本
条例

地方分権型

現在 今後

“垂直的”自治 から “水平的”自治 へ

協議
意
思
（統
制
）

意見

意思

（統制）

参加

統治

参加

参画
協働

自治

住民自治
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３．スーパーコミュニティ法人の必要性 

 

（１）直面する課題と法人格の必要性 

 

４市では小規模多機能自治組織による活動がかなり活発になってきており、それ

に伴い、次のような共通の課題に直面している。 

 

 このような課題は、小規模多機能自治が進展した場合、任意団体が直面せざるを

得ない課題であり、全国共通の課題である。小規模多機能自治組織は、自治会と同

様に、その地域に住んでいる人はその地域の会員であるという前提に基づいており、

さらに地域は重複しないことから、領土権も存在する。つまり、一定の地域内で自

発的につくられる社会関係を基礎にしていると同時に領土権という客観的要件を備

えた制度的存在でもあるにも関わらず、当該自治体外では制度的な認知が得られて

いない。このため、何らかの法人格を取得していく必要がある。 

 

（２）現行の法制度 

 

日本の法人制度一覧 

営
利 

会社法  
株式会社（特例有限会社、第三セクター） ・ 持分会社（合同会社 ・ 合資会

社 ・ 合名会社）  

その他 

特定目的会社 ・ 特殊会社 ・ 投資法人 ・ 監査法人 ・ 特許業務法人 ・ 弁

護士法人 ・ 税理士法人 ・ 土地家屋調査士法人 ・ 司法書士法人 ・ 社会保

険労務士法人 ・ 行政書士法人  

①任意団体であるため、契約行為が代表者の私的契約になってしまう（雇用契約

含む）。 

②多額の金額の扱いが個人責任になってしまう。 

③農業法人など分野別に適した法人組織はあるものの、地域自治組織は複合的な

要素をもつ組織であり、その活動が多分野にわたるが、収益事業ごとに納税義

務が生じ、本来ならばある部門の公益的活動による収益を他の部門の公共的活

動の原資として活用したいところであるが、みなし寄付は適用できないため、

公益的活動による自主財源確保の阻害要因となっている。 

④市民力による公共的性質をもった組織であるが、公益法人やＮＰＯ法人のよう

に寄附控除の対象ではないため、寄付金による財源確保が進まない。 
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非
営
利 

税制優遇 

なし  
一般社団法人 ・ 一般財団法人 ・ 相互会社  

税制優遇  

あり  

生活衛生同業組合・連合会 ・ 生活衛生同業小組合・連合会 ・ 漁協・連合会 ・ 

漁業生産組合 ・ 商工組合・連合会 ・ 商店街振興組合・連合会 ・ 消費生活

協同組合・連合会 ・ 信用金庫・連合会 ・ 森林組合・連合会 ・ 水産加工業

協同組合・連合会 ・ 生産森林組合 ・ 船主相互保険組合 ・ たばこ耕作組合 ・ 

中小企業等協同組合 ・ 内航海運組合・連合会 ・ 農協・連合会 ・ 農事組合

法人 ・ 農林中金 ・ 輸出組合 ・ 輸出水産業組合 ・ 輸入組合 ・ 労働金庫・

連合会  

非収益 

事業は 

非課税  

委託者保護基金 ・ 一般財団法人(非営利型) ・ 一般社団法人(非営利型) ・ 医

療法人 ・ NPO 法人 ・ 認定 NPO 法人★ ・ 貸金業協会 ・ 学校法人★ ・ 企

業年金基金・連合会 ・ 危険物保安技術協会 ・ 行政書士会・連合会 ・ 漁業

共済組合・連合会 ・ 漁業信用基金協会 ・ 漁船保険組合・中央会 ・ 勤労者

財産形成基金 ・ 軽自動車検査協会 ・ 健康保険組合・連合会 ・ 原賠支援機

構 ・ 原発環境整備機構 ・ 高圧ガス保安協会 ・ 広域臨海環境整備センター ・ 

公益財団法人★ ・ 公益社団法人★ ・ 厚生年金基金 ・ 更生保護法人★ ・ 小

型船舶検査機構 ・ 国家公務員共済組合・連合会 ・ 国民健康保険組合・連合

会 ・ 国民年金基金・連合会 ・ 市街地再開発組合 ・ 自転車競技会 ・ 自動

車安全運転センター★ ・ 司法書士会・連合会 ・ 社会福祉法人★ ・ 社会保

険労務士会 ・ 宗教法人 ・ 住宅街区整備組合 ・ 酒造組合・中央会・連合会 ・ 

酒販組合・中央会・連合会 ・ 商工会・連合会 ・ 商工会議所・連合会 ・ 商

工組合・連合会 ・ 商品先物取引協会 ・ 消防団員等公務災害補償等共済基金 ・ 

職員団体 ・ 職業訓練法人 ・ 信用保証協会 ・ 生活衛生同業組合・連合会 ・ 

税理士会 ・ 石炭鉱業年金基金 ・ 全国健康保険協会 ・ 船員災害防止協会 ・ 

全国市町村職員共済組合連合会 ・ 全国社会保険労務士会連合会 ・ 全国農業

会議所 ・ 損害保険料率算出団体 ・ 地方競馬全国協会 ・ 地方公務員共済組

合・連合会 ・ 地方公務員災害補償基金 ・ 中央職業能力開発協会 ・ 中央労

働災害防止協会 ・ 中小企業団体中央会 ・ 投資者保護基金 ・ 独立行政法人

★ ・ 土地改良事業団体連合会 ・ 土地家屋調査士会・連合会 ・ 都道府県職

業能力開発協会 ・ 都道府県農業会議 ・ 日本勤労者住宅協会 ・ 日本公認会

計士協会 ・ 日本消防検定協会 ・ 日本私立学校振興・共済事業団★ ・ 日税

連 ・ 日赤★ ・ 日本電気計器検定所 ・ 日弁連 ・ 日本弁理士会 ・ 認可金

融商品取引業協会 ・ 認可地縁団体 ・ 農業共済組合・連合会 ・ 農協中央会・

連合会 ・ 農業信用基金協会 ・ 農水産業協同組合貯金保険機構 ・ 負債整理

組合 ・ 弁護士会 ・ 保険契約者保護機構 ・ 水先人会・連合会 ・ 輸出組合 ・ 

輸入組合 ・ 預金保険機構 ・ 労働組合 ・ 労働災害防止協会  

非課税  

沖縄振興開発金融公庫 ・ 国際協力銀行 ・ 政策公庫 ・ 港務局★ ・ 国立大

学 ・ 社会保険診療報酬支払基金 ・ 水害予防組合 ・ 水害予防組合連合 ・ 大

学共同利用機関法人 ・ 地方公共団体★ ・ 地方公共団体金融機構 ・ 地方住

宅供給公社 ・ 地方道路公社 ・ 地方独立行政法人★ ・ 財務大臣指定の独立

行政法人★ ・ 土地開発公社 ・ 土地改良区・連合 ・ 土地区画整理組合 ・ 日

本下水道事業団 ・ 日本司法支援センター★ ・ JRA ・ 日本年金機構 ・ NHK  

  ★＝ 寄附金控除あり（特定公益増進法人）… 法人税法 

 

 

 上記の法人制度のうち、適する可能性がある法人制度について比較検討した結果

は次のとおりである。 
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法人制度 不都合な点 

認可地縁団体 

・財産取得を目的としており、財産保有又はその予定がない団体は認可の対

象とならない。 

・構成員はその地域に住所を有する住民に限定されており、各種団体等は構

成員になれず、表決権がない。（賛助会員扱い） 

・特に人口異動が激しい地域では、会員名簿を整理することが非常に困難。 

・小規模多機能自治組織は子どもから高齢者まで原則として全住民が会員と

なるが、総会欠席時の意見反映方法として、委任状しか認められておらず、

代議員制が認められていないため、運営実態に合わない。 

ＮＰＯ法人 
・入会を制限することは認められないため、他地域からの入会を拒めず、地

縁の区域に構成員が限定される小規模多機能自治組織にはなじまない。 

一般社団法人 

・規約の入会資格により入会者を制限することができるが、入会申込みによ

って会員が決まるので、会員になることに本人の意思が働き、条例等にお

ける小規模多機能自治組織の会員の考え方と相違が生じる。  

・みなし寄付は適用できない。 

・会計簿記による会計事務が煩雑。 

公益法人 

・入会を制限することは認められないため、他地域からの入会を拒めず、地

縁の区域に構成員が限定される小規模多機能自治組織にはなじまない。 

・会計が簿記のため会計事務が煩雑。  

協同組合  

・利益を目的とせず一人一票の原則に基づくなど趣旨は理想的であるが、日

本では事業目的に応じた個別法しかなく、小規模多機能自治組織のような

統合型組織には向かない。  

以上のとおり、考えられる法人制度を比較検討したが、日本の現行制度では小規

模多機能自治組織に適した地縁型かつ統合型の法人格が存在しない。 

全国的にはＮＰＯ法人や一般社団法人、認可地縁団体などの法人格を取得してい

る事例が散見されるが、いずれも現行制度の中で“やむを得ず”選択したものであ

り、元々こうした協議会型の地縁組織が想定されていなかったこともあり、実態と

制度が乖離している状況にある。また、ＮＰＯ法人等の法人格取得事例があるので、

そうした制度を適用すればいいのではないかという点については、確かに取得しよ

うと思えばできるが、自治基本条例に位置づける領土性をもった組織であることを

踏まえると、取得できることと、取得したほうがいいかどうかは別問題であり、同

じ仕組みを有する自治体内に様々な法人格が乱立する状態は好ましい状態ではなく、

直面する課題の観点のみならず、仕組みの普及、及び推進の観点からも望ましい状

態ではない。 

複合的な機能を発揮していくためには統合的な運営が極めて重要であり、その上

で、場合によってはリスク分散の観点から別法人を組織する方法はあり得るが、小

規模多機能自治組織そのものに対する何らかの法人制度の新設はやはり必要である。 

なお、帝塚山大学大学院法政策研究科の中川幾郎教授は、その著書の中で「全国

的な住民自治協議会制度導入の機運に伴い、新たな『コミュニティ法人』制度の新

設か、もしくは地縁法人制度の抜本的改革が期待される。」と述べられている。 
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４．説明 

 

（１）統合型の必要性 

 

■地域代表的性格 

小規模多機能自治組織は、自治体内分権の仕組みであり、自治基本条例等により、

自治体から認知された組織である。また、この組織は領土性、地域代表的性質をも

っており、仮に分野ごとに複数の法人格を取得せねばならなくなった場合には、地

域代表的性格の認知を得ることが難しくなり、自治体内分権の仕組みにはなりにく

い。 

 

■小規模性 

小規模な場合は、地域活動の担い手も限られるため、あらゆる地域活動を同じ組

織において、同じ事務局で動かすことが多い。仮に分野毎に複数の法人を設立しな

ければならなくなった場合は、限られた人数の中でスタッフの重複や複数の事務、

複数の会計をもつことになり、同じ構成員による同じ地域内の活動にも関わらず、

非効率的である。 

 

■多機能性 

小規模多機能自治組織の最も大きな特徴の一つは、この多機能性にある。様々な

分野、部門が相互に連携してこそ、複合的な活動が生まれやすい。これは、同じ体

制のもとで取り組んでいるためであり、仮に分野毎に複数の法人を設立しなければ

ならなくなった場合は、相互の連携が生じにくくなり、多機能性は発揮しにくくな

る。 

 

■地域経営の観点 

前述の多機能性に関連するが、小規模多機能自治では、住民一人ひとりが様々な

立場から主体的に関わる一人一票制の概念をもち、概ね小学校区という比較的小さ

な範域では、同じ指示命令系統のもとで、連携、協働することにより、様々な分野

を一体的に地域経営できる。これが小規模多機能自治の強みである。こうしたこと

から、実際に４市の実例においても、様々な地域主体の複合的な活動が生まれてき
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ている。つまり、執行組織と実行組織、あるいは事業ごとに様々な法人を組織する

ことは地域の一体的な経営を阻害してしまうため、統合型でなければならない。 

なお、大きなリスクが想定される事業分野の場合は、リスク分散の観点から、そ

の事業に特化した別法人を組織することはあり得る。 

 

以上のような理由から、小規模多機能自治組織としての強みを発揮するためには、

統合型の組織でなければならない。 

 

 

（２）参画・協働「住民による自治」 

 

コミュニティの崩壊と自治（自己統治）の喪失は、現代社会に様々な不安をもた

らす。家族からコミュニティ、地方自治体、国家に至るまで、公共に人々が関わる

ことにより、自治は成立し、住みよい成熟型の社会を形成することができるように

なる。そして、公共に人々が関わるようになるためには、住民がコミュニティ活動

を通じて、公共を当事者意識をもって捉えることができるようになることが必要で

あり、これが自治の本質的要素である。 

自治とは、その表記のとおり“自ら治める”ことであるが、本来、２つの側面か

ら構成されるものと考える。その一つは、統治のとしての自治である。自ら治める

ためには一定のルールが必要であり、一定のルールがなければ自治は成り立たない。

もう一つは、”参画・協働”である。そこに暮らす人々が自分達が暮らす地域のこと

を”自らのこと”として捉え、自ら行動できる社会、つまり住民一人ひとりが当事

者意識をもてる社会であってこそ、自治は効果的なものとなる。つまり、一人ひと

りが自律的に行動しようとする“意思”と“行動”が、自治機能の発揮のためには

必要である。 

よって、地方自治においても、統治機構としての地方自治という面に加え、“住民

の参画・協働”が発揮できる仕組みが必要であり、時代の変化、社会の成熟度に応

じて自治の捉え方も変化して然るべきではないかと考える。 

 

■地方自治の原点 

明治 21年に公布された市制・町村制の原案を起草したのは、内務省法律顧問とし

て明治 19 年に来日した A.モッセだが、母国のプロイセンで基礎的な地域共同体で
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あるゲマインデ Gemeinde に議会あるいは総会の設置が認められていたことを踏ま

え、仮にムラを合併して自治体を創出する場合でも、元のムラの卖位に選挙区を設

置する規定や、小規模なムラにも総会の設置を認める規定を草案のなかに盛り込ん

でいた。しかし、これらは有力町村の創出をめざす明治政府の採用するところとは

ならなかった（「日本コミュニティ政策の検証－自治体内分権と地域自治へ向けて」

山崎仁朗編著・2014 年・P.17注 8参照）。 

国民に主権があるのと同様に、地方自治の主人公は住民である。日本ではプロイ

センを参考にして明治期に地方自治制度を構築し、以降、中央集権的な体制のもと

で地方自治を展開してきているが、平成の大合併により自治体が広域化する中、地

方自治の機能をより発揮していくためには、住民が主役となるまちづくり、そのた

めのコミュニティの制度化が必要である。 

 

■住民自治 

「コミュニティ再生のための 地域自治のしくみと実践」（中川幾郎編著・2011年）

では、「住民自治とは、条例の改廃制定請求、特別職の解職請求、監査請求などの地

方自治法上の団体自治に対する直接統制権発揮だけではなく、住民による地域社会

経営やＮＰＯ活動などの自律的・自己統治的な活動をも意味する。」としており、我々

４市でも同様の認識である。しかしながら、国と我々基礎自治体では、「住民自治」

に対する認識が異なる。 

国で言うところの「住民自治」とは、“参加”としての住民自治であり、住民の意

思を反映する民主的な仕組みと捉えられている。よって、住民自治の強化とは、住

民の意思の反映の強化という意味合いをもつ。こうしたことから、第 30次地方制度

調査会の答申においても住民自治の強化が盛り込まれているが、これは特に平成の

大合併で広域化した自治体において、市町村が住民から遠い存在となることへの対

策として、住民の意思反映を強化しようとすることを意味している。 

一方、尐なくとも４市で認識している「住民自治」とは、住民自身による自治で

あり、住民自身でできることは住民で、できないところは行政で、との考え方であ

る。そのため、住民の参画・協働が必要であり、多くの自治体で協働のまちづくり

を推進している。また、自治基本条例では、自らのまちを自らで治めるため、一般

的に住民の参画・協働を盛り込んでおり、これを発展させていくと自治体内分権に

より住民の参画・協働につなげようとする動きにつながってくる。こうして、期せ

ずしてほぼ同様の仕組みを採用しているのが我々４市である。 
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■参画・協働 

多くの自治体でいうところの「参画・協働」は、公共領域の市民サイドへの拡充、

すなわち「新しい公共」のことを指している。「参画」とは、企画・計画段階からの

関わりを意味し、政策形成、決定、実行、評価・修正といった一連の過程の最初か

ら最後まで関わりを持つということである。そして、「参画」があってこそ、行動シ

ステムとしての「協働」が成り立ち、こうしたプロセスを通じて、市民と行政によ

る協働のまちづくりが実現していく。 

公共的意思決定の卖位が大規模化すればするほど、構成員の直接参加は困難とな

る。すなわち、基礎自治体の広域化に伴い、住民の参加は一般的に低下してくる。

そのため、代議制による間接的参加を採らざるを得なくなるが、形骸化する危険性

をはらんでいる。そこで有効なのは、強固なつながりをもつコミュニティであり、

コミュニティの参画と協働が住民の参画と協働に寄与する大きな力となる。特に人

口減尐・尐子高齢化社会にあっては、住民は公共的意思決定への参加にとどまらず、

自ら参画し、協働により自ら地域社会を形成・運営していく必要がある。住民の参

画・協働と、これによる住民意思の自治体の決定への反映増進は、民主主義社会の

望ましい姿である。 

ベンジャミン・バーバー（Benjamin R. Barber：アメリカの政治学者)は、公共の

目的とは、市民の参加を通じて創出されるものであり、市民が熟議を重ね、“行動し”、

共同の利益を達成する過程を通じて創造されるものだと論じている。 

このようなことからも、住民の参画と協働を制度化することにより、公共サービ

スは高密度化され、住みよい社会づくりにつなげることができると考える。 

 

■住民による自治 

日本国憲法第 92条では、「地方公共団体の組織及び運営に関する事頄は、地方自

治の本旨に基いて、法律でこれを定める。」とされており、現在の通説によれば「地

方自治の本旨」とは、国から独立の地方公共団体が設けられるという点での「団体

自治」と、その事務の処理が住民の意思に基づくという意味における「住民自治」

の２つの要素で構成される、とされている。 

地方自治とは、住民が自分達の住んでいる地域を自ら治め、地域の公共を住民が

自律的に担うことを基本とする。そして、住民が自ら治め、自律的に担っていくた

めには「住民の参画・協働」が必要であり、成熟した社会では特に必要な要素であ
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る。 

このため、住民の意思に基づく参加としての「住民自治」という従来の概念を発

展させ、「住民の参画･協働」を加味した新たな概念として、「住民による自治」を提

起した。この「住民による自治」という表現は、従来の「住民自治」という表現と

区別するために使用する表現であり、住民自治を深化させたものである。 

「住民による自治」は、住民による公共への参画･協働を通じて、住民の公共への

当事者意識を醸成し、当事者意識をもった、より効果的な意思表示にもつながるこ

とから、従来の意味での「住民自治」に大きな効果を発揮するという意味で、住民

自治の深化と言える。さらに、団体自治を強化するためには、行財政の効率性の追

求、スケールメリットの発揮により、その卖位は基本的には拡大の方向に向かうの

が一般的であるが、その反動による「住民自治」の低下に対しても「住民による自

治」は効果を発揮する。用語の定義は、社会の成熟度に応じて時代とともに変化し

て然るべきであり、これにより、住民が自ら治め、自律的に担っていくという地方

自治の姿を実現していくことができると考える。 

小規模多機能自治は、この「住民による自治」を自治体内分権により促進しよう

とするものである。成熟化した社会、とりわけ人口減尐・尐子高齢化社会において

は、「住民自治」を深化させた「住民による自治」が必要であり、その効果は小規模

多機能自治による自治体内分権を実践している４市の事例で明らかになっている。 

つまり、小規模多機能自治の仕組みは、「住民の主体的活動（住民の参画・協働）」

を通じた「住民参加（住民自治）」にも効果を発揮する仕組みである。 

自治の仕組みは、時代の変化とともに社会の成熟度に応じて変化して然るべきで

あり、先述した概念を取り入れる時期を迎えている。 

 

 

（３）法人の性格 

 

この法人は、次のような意味の性格をもつ。 

・公法人的性格 …自治基本条例などの条例で位置づけ、市町村長の認定により、

行政に対する各種公的委員（統計調査員、投票立会人、審議会

委員など）の推薦など、地域代表的性格を有し、各組織の範域

は重複しない。。。 
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・私法人的性格 …会員要件として、必ずしも 100％の住民を対象とせず、在勤

者や通学者なども対象にできる。 

 

このスーパーコミュニティ法人は、公法人的側面と私法人的側面の両面を持ち、

条例による民主的な正当性をもった公的認知を得て地域を代表すると同時に、地域

が必要とする様々な公益的な収益事業や公共サービス提供活動を行うのである。 

なお、総務省に以前設置された「分権型社会に対応した地方行政組織運営の刷新

に関する研究会」（座長：岩崎美紀子筑波大学大学院人文社会科学研究科教授）によ

る「分権型社会における自治体経営の刷新戦略―新しい公共空間の形成を目指して

―」（平成 17年 3月）には、Ⅳ 地方自治体の行政組織運営の刷新の具体的推進手法 

1．地域協働 (4)新たな規範・ルール（私行政法）の必要性 において、「地域協働を

行う上では、地方自治体と地域協働の主体や住民との関係を法的に規定する、公法/

私法の別を前提とした行政契約や行政私法の考え方を超えた、いわば「私行政法」

を確立、開拓していくことが制度的な課題。」とされている。ここでいう地域協働と

は、「一定の地域を前提として、そこに存在する住民が参画している多様な主体が、

当該地域が必要とする公共的サービスの提供を協力して行う状態」としている。 

 

 

（４）自治における参画・協働型社会の必要性 

 

小規模多機能自治組織は、公共的な事業遂行能力をもつ、いわば「近隣政府」で

あり、住民による公共的な意思決定、計画策定、事業実行の主体である。このため、

自治基本条例といった自治体の最高規範条例で位置づけられている。 

すなわち、小規模多機能自治組織は、民主的に正当性のある議会の承認を得た組

織であり、導入自治体では、自治体内分権としての自治の仕組みの重要な要素をな

している。 

 

■分権型社会における参画･協働型社会 

公共サービスは、より大きい卖位の方が合理的なものと、きめ細かく対応した方

が合理的なものが混在している。この２つの側面の調和は、補完性の原則1により考

                         
1 「補完性の原則」は、平成 9年の欧州連合条約（マーストリヒト条約）で明文化された。 
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える必要がある。この原則は、住民を個人として最大限に尊重すべきという考えを

基底にしており、個々の才能を最大限に引き出すことにより、より効果的に大きな

力を発揮しようとするものである。なお、日本国憲法第 13条では、「すべて国民は、

個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

としている。 

 

 

 

この原則の上にたてば、個人や家庭、地域などの小さな卖位でできることはその

卖位に任せ、その卖位では不可能、あるいは非効率なことのみを自治体や国といっ

た大きな卖位で行うべきである。つまり、分権型社会では特に、「主権在民」を基底

に考える必要があり、卖に住民の意思反映にとどまらず、住民の参画・協働が求め

られる。 

 

個人の力（民力）を最大限に尊重するため、平成 10年に特定非営利活動促進法が

制定され、ボランティア活動をはじめとする市民の社会貢献活動に対する法人格の

付与が制度化された。この制度により、志縁によるＮＰＯ法人が全国で多数設立さ

れ、一定の効果をあげつつあるが、自治における「住民による自治」を考えた場合、

その中核をなすのは領土性を有する地縁による団体である。つまり、自治の仕組み

の一つとして、この地縁団体が「住民による自治」の中核を担い、志縁団体がこれ

を補完する構図である。 

こうした姿は、地域社会の再生・再構築につながるものであり、成熟化した分権

型社会に求められている姿でもある。 

 

以上のようなことから、自治の仕組みの一つとして何らかのかたちで制度化すべき

だと考えた。
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５．４市における小規模多機能自治組織の特徴 

 

４市では、それぞれ地域自主組織（雲单市）、地域自治協議会（朝来市）、住民自

治協議会（伊賀市）、地域づくり組織（名張市）という名称で位置づけられており、

一般的に地域自治組織、地域運営組織といった様々な名称で総称されているが、こ

の報告書では「小規模多機能自治組織」という表現で統一している（小規模ながら

も様々な機能をもった自治の仕組みという意味。こうした仕組みを「小規模多機能

自治」という。）。 

我々４市では、いずれも市内全域に小規模多機能自治組織が存在し、基本的にほ

ぼ同様の仕組みをもつ（次頄一覧表参照）。これは、かつて平成の大合併においてと

もに合併協議をしていた伊賀市と名張市はさておき、朝来市や雲单市は期せずして

同様の仕組みになっていることが注目されるところである。これは、いわゆる自治

基本条例（まちづくり基本条例、まちづくり条例など、全国的に様々な条例名があ

るが、自治体の最高規範性をもつ条例に相当するものを指し、ここでは「自治基本

条例」に表現を統一している。）の制定とそれに伴う市民と行政による協働のまちづ

くりを進めていく過程において、その必要性からこうした仕組みを導入することと

し、各自治体で制度化しているのが一般的である。これは、小規模多機能自治の仕

組みを導入する自治体が近年拡大傾向にあるが、自治基本条例を制定する自治体が

10年ほど前から爆発的に増加し、それに伴い市民と行政による協働のまちづくりを

進める自治体が増加してきていることと符合し、我々４市においても同様である。 

自治基本条例の定義は、「コミュニティ自治の理論と実践／前山総一郎著・2009

年･P.116」によると、「自治（住民自治と団体自治）の理念と原則を定め、また、行

政運営・議会運営及び地域社会の公共についての基本的考え方と仕組みを定めるも

ので、最高規範性をもつ条例」とされている。また、その大黒柱となるのは、共通

目的を向いての住民―行政―議会の役割の有機関連的設定であり、情報共有と協働

（住民参加、住民参画を含む）という側柱を有するとされている。ここで重要な点

は、それぞれの役割を明確にする上で、行政と議会は団体自治として制度化されて

いるものの、住民の部分については制度がないに等しい（地域自治区があるが、質

的に我々が考えるものと違う。詳細は後述。）ため、特に住民の参画による協働を推

進する観点から住民組織を独自に制度化したのが４市である。住民の参画と協働を

実効あるものにしようとする場合、テーマ型のＮＰＯ法人やまちづくりグループだ

けではなく、その土地に住み、その土地で活動する広義の住民一人ひとりの参画と
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協働を進めようとすること、そしてそのために制度化に至るのは当然の帰結ではな

いかと考える。 

すなわち、協働のまちづくりを進める場合、自治基本条例の制定とそれを実現す

るための住民組織の制度化につながる場合が多い。そして、４市の経験から、小規

模多機能自治は極めて有効だと判断しており、全国各地に波及しつつある（後述）。 

平成26年2月1日現在

種別 項目 雲南市 朝来市 伊賀市 名張市

人口 41,917 32,814 97,207 80,284

面積（km2) 553.37 403.98 558.17 129.76

高齢化率 32.9% 30.3% 27.5% 22.6%

合併時期 H16年11月 H17年4月 H16年11月 -

（合併自治体数） （6） （4） （6） -

名称 地域自主組織 地域自治協議会 住民自治協議会 地域づくり組織

組織化の時期 H17～19 H19～20 H16～ H15

範域 概ね小学校区 概ね小学校区 概ね小学校区 概ね小学校区

組織数 43（拠点は29） 11（拠点１1) 38(拠点38） 15（拠点15)

市内カバー率 全域 全域 全域 全域

条例上の位置づけ
　明確＝○、明確ではないが

あり＝△、なし＝×

△ ○ ○ ○

各種団体の参画 有 有 有 有

拠点施設の有無 有 有 有 有

設置者 公設 公設 or 地域所有 公設 公設

管理方法 指定管理 公設：直営、指定管理 直営 指定管理

・包括交付金
・指定管理料

・包括交付金
・指定管理料

包括交付金
・包括交付金
・指定管理料

有 有 一部地域で有 有

７割程度で有
（推進中）

全地域有 全地域有 全地域有

有無 有 有 有 有

主な内容

・指定管理
（活動拠点、温泉施設
など）
・産直市場
・農村レストラン　など

・指定管理（拠点施設
など）
・管理業務受託（体育
施設、公園、公民館な
ど）
・農家レストラン
・農産物の販売 など

・産直市場
・指定管理（体育施
設、会館）
・団地の草刈りや、特
産品販売（黒豆、南
瓜、そば）
・その他　CB事業

・指定管理（拠点施
設）
・地域作業委託（公
園、道路など）
・地域支え合い事業
・コミュニティバス
　　　　　　　　　　など

一部地域で有 一部地域で有 有（１地域のみ）
無

（一部基礎的コミュニ
ティで有）

・小規模多機能自治を
考える雲南の集い（通
称「雲南ゼミ」）を毎年
２回開催中。

・会員は住民票の有
無や本人の意思に関
係なくその地域に住む
方を会員とし、協議会
のサービスを享受する
権利がある。地域に
よっては転出入が多
く、意思決定における
意見の反映方法にお
いてどこまでをもって
地域の総意とするかと
いった課題がある。

・伊賀市では、その地
域の住民はもとより、
企業、NPO等も自治
協の会員としている。
また、外国人の割合も
多く、面積も広い。

地域づくり組織構成員
・その地域に居住する
者
・その地域で事業を行
う個人又は法人、通学
者、通勤者及びその
地域で活動する各種
団体で、当該地域づく
り組織が認めた者
※地域によっては、人
口が１万人を超えると
ころもあり、構成員の
把握が困難である。

その他参考事項

市の財政支援

小規模多機能自治組織の４自治体の状況一覧

組織

不動産所有

自治組織による雇用

地域による将来ビジョン

基本
情報
(H22国
勢調
査)
平成の
大合併

収益
事業

活動
拠点
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同じ地縁型の組織として、自治会や町内会（以降「自治会」に表現を統一。）があ

るが、自治会が世帯卖位で加入する（１世帯１票制）のに対し、小規模多機能自治

組織では、基本的に一人ひとりの個人卖位で加入する（１人１票制）という考え方

をもつ。これは、住民の参画と協働をより推進するためのものであり、さらに、そ

の区域内の住民だけでなく、各種団体やまちづくりグループ、さらには事業所や在

勤･在学者もその構成員の対象にするといった特徴があり、地域代表的性格と分野代

表的性格をもつ構成とすることにより、地域内の連携・協働につなげようとするも

のである。自治会は基礎的コミュニティとして重視しつつ、補完性の原則により、

地域内の連携・協働を有機的に発揮するための卖位として、顔が見える範囲を基本

とし、自治会も含む概ね小学校区を範域とする。つまり、重層的な住民組織の基礎

部分に該当するのが自治会であり、最上層に位置するのが小規模多機能自治組織で

ある。 

４市それぞれの小規模多機能自治組織による活動事例の一端は次のとおりである。 

 

■雲南市での事例 

 この地域では、安心安全

見守り事業として、「まなか

君の水道検針」を実施して

いる。これは、市の水道局

から上水道のメーター検針

を受託することにより財源

を確保し、地域の雇用によ

り全世帯を毎月訪問して声

掛けをするという事例であ

る。メーターがない世帯で

あっても寄るようにしてお

り、検針業務により財源と

訪問機会を確保し、地域の安全安心につなげていこうとする自主的な活動である。

また、24時間体制の見守りとして、キッズケータイを要援護者に渡し、組織の役員

が 24時間体制で携帯電話を常時携帯し、要援護者からのＳＯＳを受信しようという

ものである。しばらく通話がない時には、役員から電話することにより充電切れな

どを防ぐといったこともされており、実際に急病時に役立ったケースもある。これ

らのいずれの活動も地域の自主的な発案によるもので、公平性が求められる行政で

は難しい地域ならではの取組みである。 

■まめなか君の水道検針

・毎月定期的に、水道検針に合せて地区内
の全世帯（４３０戸）を訪問し、『まめなか
ねぇ～』（元気ですか？）と声かけ。

・市水道局との委託契約により、安定財源と
訪問機会を確保。

■２４時間体制の見守り

・要援護者にキッズ用携帯電話をもってもら
い、地域スタッフが親機を２４時間体制で携
帯し、ＳＯＳを受信。しばらく連絡がない場合
は、地域スタッフから電話。

現在では、この仕組みが他地域にも拡がり
つつある。

雲南市での事例①

※いずれも、
地域の発案によるもの。

地域自主組織「躍動と安らぎの里づくり鍋山」

↑ 検針の様子
メーターがない世帯も訪問。
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 この地域では、地域の中心

地にあるＪＡの店舗の閉鎖に

伴い、地域の活性化のために

地域で知恵を絞り、空き店舗

を活用した事例である。かつ

てよく見られた縁側での近所

同士の交流と買い物できる身

近な場所を提供し、笑顔あふ

れる地域にしたいという想い

から「笑
え

んがわ市」と名づけ、

産直市場の機能と交流・語ら

いの機能を掛け合わせることにより、相乗効果を発揮している事例である。店舗機

能としては、地元の農産物や農産加工品のみならず、遠距離の漁港からの鮮魚直送

販売や生協の出店など、店舗機能も集まって来る。週１回木曜日、日中営業のみで

あるが、地域の高齢者を中心に非常に多くの人で賑わい、しかも自立経営ができて

おり、地域活性化の好事例として視察者も非常に多い。 

 

■朝来市での事例 

 朝来市では、人口減尐・尐

子高齢化などの状況が年々深

刻化するなかで、集落におい

ては自治会をはじめとして地

域自治の担い手など後継者不

足が顕著であり、従来の自治

会（集落）卖位の地域活動の

維持継続が困難になってきつ

つある。また、自家用車が移

動手段の中心であるなかで、

高齢などにより車の運転がで

きなった者の移動手段の確保が課題となったり、地域経済が衰退していく中で JA

の撤退やスーパーの閉店などにより日常の買い物の支援が必要になるなど、市民が

必要とする公共的なサービスは多様化している。このような状況から、従来の集落

卖位の地域自治から広域的な地域において、地域住民相互でお互いの暮らしを支え、

守る活動が必要不可欠となってきた。例えば、高齢者の見守り活動も含めた買い物

支援サービスを展開したり、バス停までの距離が遠方な集落に住む高齢者を対象に

自主運行バスを運行するなど、高齢者の暮らしを守る活動が幅広く展開されている。

■笑んがわ市

・ＪＡの空き店舗を活用し、

毎週木曜日に開催。

・産直コーナーは、地元生産者が
作った新鮮野菜、ＪＡ果樹センター
の季節の果物、恵曇漁港からの
鮮魚販売。

・憩いのコーナーは、手作りの茶口
やコーヒーが１５０円
で飲み食いでき、
楽しい語らいの場
となっている。

雲南市での事例②

※地域の発案。
※黒字経営。

地域自主組織「中野の里づくり委員会」

×
産直コーナー 憩いのコーナー
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また、尐子化により集落に子どもがいる世帯が尐なくなり子ども同士で遊ぶ機会が

減尐していることなどから、地域住民との交流を含んだ地域で学童保育を展開し、

地域をあげて地域の子ども

たちを守り育てる取り組み

が展開されている。 

 地域住民の暮らしが、地

域住民相互で支えあい守ら

れてくると、心豊かな地域

活動へ活動が発展している。

例えば、地域の遊休農地を

活用し都市部との交流事業

が開催されたり、農産物の

地産地消や販売促進を目指

した農家レストランの運営、

学校給食と提携した地元農産物の活用など、豊かな暮らしを実現する地域づくりへ

取り組みが広がっている。 

 また、従来、市等が行っていた公共サービスを地域へ権限と財源を移行すること

により、地域住民にとってきめ細やかな公共サービスが展開できるようになってい

る。 

 このような、朝来市の地域協働のまちづくりのしくみについての全国各地からの

視察が多く、近年は年間約 40件の視察を受け入れている。 

 

■伊賀市での事例 

これは、柘植地域まちづくり協

議会における災害時安否確認マニ

ュアルに基づいた、住民による見

守りネットワークづくりの事例で

ある。まず、主たる構成員である、

自治会を中心とした支援ネットワ

ークをつくり、地域のコンセンサ

スを十分に得たうえで、災害時安

否確認マニュアルを策定し、大規

模防災訓練を重ね、さらに避難所

運営マニュアル策定と事業をステ

ップアップさせてきた。このマニュアルは、災害時に地域住民だけで３～４日対応

する仕組みつくりが必要と考え、要援護者への避難支援を中心に地域住民の避難も

伊賀市での事例① 
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包含したものとなっている。すべて行政任せにせず、「自分たちのまちは自分たちの

手でつくる」という思いから熱意と実行力を持って取組みを行っている。 

 これは、桐ヶ丘地区住民自治協議

会における高齢者・ＨＣ
ﾊﾝﾃﾞｷｬｯﾌﾟ

互助ネット

ワーク推進事業の事例である。大阪

のベッドタウンとして造成され、現

在の高齢化率は約１５％ですが、今

後１０年間で急激な高齢化が予測さ

れることから、隣人の顔の見える関

係を築き、地域で支えあう体制づく

りを進めている。 

福祉分野では「高齢者・ＨＣ
ﾊﾝﾃﾞｷｬｯﾌﾟ

互助ネ

ットワーク委員会」を組織し、６５

歳以上の全住民と、障がいを持つ方、

介助者への介護情報の提供・相談、

買物代行、徘徊者保護などを実施し

ている。他にも団地内の草刈り課題をコミュニティビジネスの手法で解決したり、

ごみリサイクル運動、世代間交流事業、子どもの見守り活動などを実施している。

また、各取組みを効率的に進めるためにシステム開発を行い、避難場所、要援護者、

乳幼児世帯などの各種個人データの取扱規定等を設けて一元管理して活用している。

これらの取組みはしっかりとした自治会活動と各種団体の繋がりのうえに成り立っ

ており、尐子高齢化の時代を見据えた支え合い体制づくりを実践している。 

 

■名張市での事例 

 名張市の交通空白地や交

通不便地の地域で、コミュ

ニティバスの運行を始めた

事例である。これにより、

廃止された路線バスに替わ

り、住民ニーズに添ったよ

りきめ細かい運行が可能と

なり、隣接する市にも乗り

入れるなど利便性を高めた。

また、バスの写真コンテス

トを実施するなど、「地域が

支えるバス」という意識が地域に浸透し、従来を上回る利用者数となった。運用面

伊賀市での事例② 
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でも、地域の事業者から協賛金を集めたり、福祉バスの代替バスとして運行するこ

とで、新たな補助金を確保したりと、さまざまな工夫を重ね持続可能な運行が図ら

れている。 

地域の高齢化が進む中、

住み慣れた地域で安心して

暮らせる社会の構築を目指

し、市内 5地域で、日常の

困りごとを地域住民同士の

助け合いで解決する生活支

援サービスの仕組みとして

立ち上げた事例である。地

域づくり組織が有償ボラン

ティアとして雇用し取組ん

でいる。 

また、市内３つの小中学

校では、地域住民の豊富な経験や知識、様々な技能などを活かし、子ども達の学習

や生活のサポートを行っている。地域内での支援により世代を超えた交流が図られ、

さらには子ども達の安全・安心にも効果を見出している。 

 

 

 

これらの４市の事例にみられるように、小規模多機能自治組織ではそれぞれの地

域の実状に応じて複合的な活動が主体的に営まれている。これは地縁性と小規模に

起因する強固な人交密度、構成員の多様性による統合的な運営効果であり、こうし

た仕組みによる住民の参画と協働の効果は「自治」という面において高い効果を発

揮している。 

とりわけ、人口減尐・尐子高齢化が進む中、農村部ではかなり深刻な状況に直面

しつつあり、学校施設の統廃合やこれに起因する地域力の低下、さらなる人口減尐

という負のスパイラルに陥りがちであるが、住みやすく定住可能な地域を保ってい

くためには、住民主体の自律的な自治機能の発揮が必要であり、そうした意味にお

いて小規模多機能自治は効果的な仕組みである。 
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６．全国の状況 

 

（１）総務省過疎対策室「新たな過疎対策に向けた最近の施策動向に関する調査研

究報告書」（2009 年） 

 

コミュニティに関する検討は、2006年頃から中央省庁で研究会の設立などにより

盛んに行われるようになった。「地域再生のフロンティア／小田切徳美・藤山 浩 編

著・農文協・2013年」によると、国内では２つの特別な要素が指摘されており、第

１に高齢化、第２に市町村合併による反作用があげられている。 

この中でも取り上げられているが、総務省過疎対策室「新たな過疎対策に向けた

最近の施策動向に関する調査研究報告書」（2009 年）において、全国の過疎地域指

定市町村（730市町村･調査時点）と近年（調査時点）合併を行った非過疎地域市町

村を対象として 2008 年に実施されたアンケート調査結果によると、地域自治組織の

設立状況は、全国平均で 49％とされており、中でも中国地方は 70％に達しており非

常に高い割合を示している。 

ただし、ここでいう「地域自

治組織」には、法令に規定され

たもの以外の組織を含むほか、

合併特例法による地域審議会も

含んでおり、中でも地域審議会

が過半を占めているとされてい

る。 

また、この報告書では、地域

自治組織等の仕組みを活用した

地域主体の議論を促し、これと

市町村が協働した地域づくりを

進めることが望ましい、とされており、ここでは、地域自治組織は多様な住民ニー

ズや意見を反映するための「参加」を主とした組織だと捉えられている。 

我々４市では、「参加」に加えて「参画・協働」する住民組織を指しているが、こ

れは小さな自治が進んだ結果とも言え、こうした組織は全国的に拡大しつつある。 

※「地域再生のフロンティア／小田切徳美・藤山 浩 編著・農文協・2013

年」P.47より抜粋 
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※「ＪＣ総研レポート／2013 年秋／VOL.27」P.29より抜粋 

（２）ＪＣ総研レポート／2013 年秋／VOL.27「全市区町村アンケートによる地域

運営組織の設置・運営状況に関する全国的傾向の把握」 

 

地域運営組織の設置･運営状況の全国的傾向を把握するため、2012 年に行われた

全市区町村対象のアンケート調査結果では、回答のあった 1,294市区町村（回収率

74.3％）のうち、地域自治区・合併特例区のみを設置している自治体が１９自治体、

地域自治区・合併特例区以外の

地域運営組織のみ設置している

のが３３４自治体、両方とも設

置しているのが１９自治体とな

っており、回答のあった自治体

のうち３割弱で何らかの地域運営組織がみられる。また、地域運営組織のほとんど

は、地方自治法や合併特例法によらない組織となっている。 

 

なお、ここでいう地域運営組織とは、「地方

自治法もしくは合併特例法に基づいて設置さ

れた地域自治区・合併特例区、ならびに校区

あるいは旧町村などの一定の区域に設置され

た、地域課題の解決やまちづくりなどを行っ

ているほぼ全世帯を構成員とする組織」と定

義されている。 

 

主な傾向は、次のとおりとなっている。 

・設置エリアは、小学校区が最多。 

・平成の大合併が進んだ地域において、地域運営組織の設置率が高い。 

・特に、中国地方などで設置率が高い。（図参照） 

・回答数のおよそ９割で何らかの補助金・交付金を交付している。 

・設置率は、地域類型による有意な差がみられない。 

さらに、本報告の結びでは、地域を取り巻く状況に応じて設置・活動実態は多様

であり、コミュニティに関する政策は全国一律に考えるのではなく、それぞれの地

域の実態を踏まえて考えていく必要がある、と指摘されている。 

※「ＪＣ総研レポート／2013 年秋／VOL.27」P.29より抜粋 
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（３）（公財）日本都市センター 地域再生・コミュニティに関する研究会「都市自

治体における地域コミュニティの現状及び関係施策等に関するアンケート調

査」 

 

公益財団法人 日本都市センターが設置した地域再生・コミュニティに関する研究

会（座長；法政大学法学部政治学科 名和田 是彦教授）により 2013 年に全国の市区

を対象に実施されたアンケート調査（回収数 504 自治体、回収率 61.2％。2013 年

12月現在。）の結果は、次のとおりとなっている。 

なお、このアンケートでは、地縁型住民自治組織、ボランティア団体、NPO、学校、

PTA、企業等の多様な主体による、地域課題の解決のための組織を「協議会型住民自

治組織」といい、自治会・町内会などの比較的狭い区域で住民に最も近い立場で住

民相互の親睦や地域課題に取り組むために組織された任意の団体及びその連合会等

は「地縁型住民自治組織」と定義し、区分している。 

・半数近く（48.6％）で協議会型住民自治組織がある。 

・うち、約６割（58.4％）

が条例や要綱、あるい

は総合計画等で自治体

独自に位置づけている

組織で、定めはないが

予算措置はしている自

治体を加えると７割を超え（72.3％）、特に文書により定めていない組織も加え

ると約 98％を占め、地方自治法等に基づく地域協議会はわずか 11％に過ぎない。 

・設置自治体のおよそ半数（48.6％）で自治体の区域全域に設立されており、現

在は一部だが今後全区域に拡大予定の自治体を含めるとおよそ７割に達する

ある

48.6%ない

50.4%

無回答

1.0%

協議会型組織がある自治体の割合

（全国の市・区） N=504

6.1%

3.7%

0.8%

0.4%

0.0%

15.9%

29.0%

13.5%

13.9%

25.3%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

1 地方自治法第202条の4で規定される地域自治区の地域協議会

2 合併特例法第23条で規定される地域自治区の地域協議会

3 合併特例法第26条で規定される合併特例区の合併特例区協議会

4 地方自治法第252条の20第6項で規定される区地域協議会

5 地方自治法第252条の20第8項で規定される地域自治区の地域協議会

6 条例に基づき、貴自治体で独自に規程している協議会型住民自治組織

7 要綱に基づき、貴自治体で独自に規程している協議会型住民自治組織

8 条例・要綱では定めていないが、総合計画等で位置づけられている協…

9 条例・要綱では定めていないが、予算措置で位置づけられている協議…

10 特に文書により定めていない協議会型住民自治組織

無回答 N=270
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（71.4％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置卖位は、小学校区程度が最も多く、56.3％を占める。 

48.6%

8.2%

22.9%

9.8%

9.8%

0.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

1 自治体の区域全域に設立されている

2 自治体の区域の一部に設立されており、今後は設立区域を一部拡大…

3 自治体の区域の一部に設立されており、今後は全区域に拡大する予定

4 自治体の区域の一部に設立されており、今後の拡大予定はない

5 その他

無回答

自治体内での設立状況（全国の市・区） N=245

1 小学校区

程度

56.3%2 中学校区

程度

10.6%

3 （平成の合

併時の）旧市

町村単位
11.8%

4 その他

20.4%

無回答

0.8%

協議会型組織の単位
N=245
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７．地域自治区等との関係 

 

地域自治区は、第 30次地方制度調査会の答申を踏まえ、平成 16 年の地方自治法

等の改正により平成 17年 4月から施行された。総務省で公表されている平成 25年

4 月 1 日現在の地域審議会･地域自治区･合併特例区の設置状況は、次のとおりとな

っている。 

 

地域自治区制度は、協働型を基調としながら参加型の特徴をも併せ持つ仕組みと

なっている。一般制度では、住民自治が地域によって差がある状態はおかしいとい

うことで、可能なところから設置していくことはできず、自治体内をくまなく区分

しなければならない。一方、合併特例法による地域自治区、合併特例区は、区域を

みた場合、旧合併市町村を卖位としており、既に大規模化しているまとまりである

ことから、住民にとってあまり身近な卖位とはいえないことが多い。 

 地域自治区は、住民自治を推進するための仕組みとして制度化されたものの、全

国的に採用する自治体数はわずかである。自治体内分権を進めている４市からする

と、地域自治区には次のような問題点があると考える。 

 

【地域自治区の主な問題点】 

・地域協議会は、行政の付属機関であり、住民による実行組織ではない。 

・住民による実行組織については規定されていないため、参加の仕組みはあるもの

の、協働の仕組みは担保されていない。 

 

雲单市においても、かつて合併後に参加型の仕組みとして条例により「地域委員

会」を設置し、合併による広域化の弊害を取り除き、住民の意思を反映するための

仕組みを設けていたが、ほぼ同時期から発足した小規模多機能自治組織（地域自主

組織）の活発化と充実により形骸化したため、これを廃止するとともに、参加型の

◇地域審議会       １９５団体（７１８審議会） 

 ◇地域自治区（一般制度） １７団体（１５６自治区） 

 ◇地域自治区（合併特例） ３０団体（６５自治区） 

 ◇合併特例区        ２団体（４特例区） 

 （参考）市町村合併件数 ６４８件（平成 11年 4月 1日～平成 25年 3月 31日） 

※総務省ＨＰより 
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機能を発揮するため、現在では地域円卓会議等の手法を採用している。この現象は、

参加型から取り組むのではなく、協働型の仕組みを整え、発展していくことにより、

参加型の機能も備えることが可能であることを表している。つまり、協働型の機能

をもつことにより参加型の機能も期待できるものとなり、しかもこの方法の方が参

加と協働の両方を有効に進めることができるのではないかということを示唆してい

る。 

伊賀市においても、住民自治協議会に対する諮問、答申権や、住民自治協議会か

らの意見の尊重といった参加型の機能を取り入れている。 

こうした事象は４市に共通してみられるが、これは、全域に組織され、認知され

た小規模多機能自治組織が地域代表制をもつことに起因しており、しかも性別・年

代に関わらず、区域内の各種団体等も構成員とする組織であるため、その意見は多

種多様な住民等の意見を反映できるものになり、参加型の機能も大いに期待できる

ものとなっている。 

 

「コミュニティ再生のための 地域自治のしくみと実践」中川幾郎編著・2011年）」

では、神奈川県横須賀市の事例を次のように取り上げている。 

神奈川県横須賀市では、地域自治区制度を採用しない理由として、①地域住民が

主体となった地域の特性を活かしたまちづくりを推進するため、②真の住民自治を

確立するため、としている。また、地方自治法上の地域協議会は、自治体の内部期

間（付属機関）に過ぎず、構成員の選任を市長が行うこと、定数ほかを条例で定め

ることなどを挙げている。すなわち、地方自治法の制度に依拠することは、組織の

自主性を阻害すると考えている（2010 年時点）。とりわけ、地域自治区の区長に自

治体職員を充てる定めは、住民自治の実体化とは方向が異なるという見解である。

つまり、地域自治区は、団体自治、特に行政機能の分権化を目指す方向ではあって

も、住民自治の実体化にはつながらない、という認識である。 

 

こうした点は、我々４市でも共通して感じるところであり、地方自治法による地

域自治区を導入する自治体が尐数であることは当然の帰結ではないかと考える。た

だし、地方自治法の制度に依拠するかどうかが問題なのではなく、自主性を阻害す

る点が問題なのであって、言い換えれば、自主性を阻害しないで制度的に保障する

ということで、むしろ自主性の発揮をより促すといったことは可能ではないかと考

える。例えば、地方自治の根幹をなす地方自治法では基本的な枠組みを定めればよ
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く、具体的な事頄は条例に委任し、条例上で一定の条件と相互の役割を規定し、そ

の組織を認知することにより、選挙で選ばれた議会が関与するといった仕組みであ

る。 

 

我々４市が導入している小規模多機能自治の仕組みは、地域自治区制度に比較し

て、地域特性に応じたより柔軟な制度設計と運用が可能で、市民力を発揮しやすく、

参画と協働、そしてそれを通じた参加といった相乗的な効果を生み出しやすい効果

的な仕組みである。 
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８．国際的な制度の比較 

 

 地方自治制度の最下層は通常市町村であるが、実際にはさらに細かな卖位の地域

的まとまりが存在し、その制度的扱いは国によって異なる。４市の小規模多機能自

治はいわゆる自治体内分権制度に相当し、４市では地方自治制度における自治の仕

組みとして非常に重要な要素だと捉えている。しかし、現在の日本の地方自治制度

ではこのような仕組みは想定されておらず、したがって制度化もされていない。 

そこで、主な国の自治制度を知り、比較してみることにより、今後望ましい姿を

模索する上での参考にしてみることとした。以下の記載内容は、いずれも参考文献

（巻末一覧表のとおり）をもとにまとめたものであり、参考文献から引用した部分

もある。 

 

■ドイツ 

自治体内分権制度を最も古くから、最も整然と法律上の制度を整備してきた国が

ドイツである。ドイツは連邦制のため、連邦憲法に相当する「基本法」では基本原

則を定めるのみで、自治体内分権に関する規定はないが、どの州にも自治体内分権

制度が存在している。その仕組みは、自治体の区域をいくつかに区分し、そこに役

所の出先を置き、比例代表制による直接選挙によって住民代表組織を付帯させるの

が一般的である。直接選挙であるため、その決定は行政に対する拘束力をもつ。例

えば、日本では財源の使途を決定する権限は議会にあるが、ドイツでは住民代表組

織で決定することも可能である。ただし、住民代表組織の議決は財政難などにより

必ずしも実現されない傾向がある。また、比例代表制であるため、政治色が強いの

が特徴である。区域は、日本の小学校区よりは概ね大きい。 

一般的には、ドイツの自治体内分権制度は、地域の総意を行政に伝達するための

仕組みであり、公共的意思決定への参加型の仕組みとなっている。そして、その総

意を執行するための態勢は地元にあるべきだという発想から、各区に行政の出先機

関が存在する場合が多い。こうした事例に加え、上越市の地域自治区において行政

による区総合事務所が存在するように、参加型が強い仕組みの場合は、それを調整、

執行していくための出先機関が必要となるのが一般的である。自治体の広域合併は

行財政の効率化を図るためのものであるが、行政による参加型組織の設置は出先機

関を設置することとなり、行財政の効率化という面では逆の効果を生みかねない。 
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■スコットランド 

1994年の法改正により、リージョンとディストリクトからなる二層制の地方自治

制度が廃止され、1996 年から 32 のカウンシルからなる一層制の地方自治制度を敷

いている。そして、1997 年の国民投票により一院制の議会を自らもつことを選択し、

およそ 300年間中断されていた自治が復活した。 

地方自治法によって 1973年に制度化された地域評議会があり、これは住民代表組

織に相当する。公共的意思決定の過程に住民が参加する仕組みとなっているが、決

定権限はなく、意思が尊重される保証はないが一定の存在感がある。この地域評議

会は、自治体としての地位や役割はもたず、自主課税権や法人格ももたないが、地

域の総意を表明する組織となっている。専従の職員はおらず、拠点となる事務所も

ないが、場所を提供している地方自治体もある。機能としては、地域問題の発見・

討議、地域統合、行政活動の監視、民主主義教育といったものがある。 

 

■イングランド・ウェールズ 

1972年の地方自治法により行政区画を拡大し、日本の都道府県に相当するカウン

ティと日本の市町村に相当するディストリクトの二層制の地方自治制度に画一化し

たが、その後の 1986 年、1992 年の法改正を通じて、完全二層制、一部一層制、二

層制が混在している。 

イングランドやウェールズには、百年を超える伝統を持つ制度としてパリッシュ

（parish）という準自治体が制度化されている。1972年の地方自治法では、小規模

地方公共団体の統廃合に伴い、その多くが旧市町村の区域の 300近くのパリッシュ

が新設された。パリッシュは、主に農村部に展開しており、自治体の区域を一円的

に区分するものではないといった特徴があり、任意的な役割をもつ。パリッシュの

起源はキリスト教の教区となっている。イングランドには現在 1万強のパリッシュ、

8 千強のパリッシュ議会がある。パリッシュ議会は、タウン議会と呼ばれている場

合もあり、複数のパリッシュを含んでいる場合もある。 

パリッシュでは、18 歳以上のすべての有権者が発言、採決に加わることができ、

パリッシュ議会が設置されていないパリッシュでは、パリッシュ総会に議決権が与

えられている。パリッシュの人口規模は10人程度から4万人程度まで多様であるが、

500 人以下が４割を占める。パリッシュの事務は任意的性格をもち、その権限や機

能のほとんどはディストリクトと共有している。パリッシュは、必要な財源として

地域住民負担料の徴収をディストリクトに依頼することができ、パリッシュの収入
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の 3分の 2は公的財源となっているが、収入格差は大きい。 

都市部の一部の地域では、コミュニティ協議会、ネーバーフッド議会がある。コ

ミュニティ協議会は、コミュニティセンターを中心に住民主体の運営を通して地元

への関心や地域住民の相互理解を理想とし、ネーバーフッド議会はパリッシュ議会

と同様の地位や権限を持ちつつ、住民主体による柔軟性の高い地域密着型を理想と

するものである。パリッシュ議会を含めこれらの組織はいずれも包括的な組織であ

り、個人、世帯、団体などすべてを構成員としている。 

また、一定の目的遂行に関心のある人々を中心としたボランティア団体の活動に

は長い歴史があり、地域密着型のボランティア団体によって構成されているボラン

ティアサービス評議会がある。地区レベル、ディストリクトレベル、カウンティレ

ベルの組織もあり、中には、前身が社会福祉協議会の場合もある。 

近年のイギリスでは、地方公共団体であるカウンティやディストリクトの役割が

行政サービスの主たる直接供給者から、間接的役割、調整的役割に変化しており、

ボランティア団体は直接的なサービス供給者として行政からの委託先としてサービ

ス供給機能の増強に努めるところも多い。また、行政への積極的な政策提言や地域

住民への説明責任を果たすことで地域代表制を確保する姿勢を示すなど、積極的な

動きをみせている。 

さらに、法的根拠を有しない地域フォーラムがあるところもある。これは、パリ

ッシュ議会を設置することを希望しない地域、あるいは、パリッシュ地域と非パリ

ッシュ地域が混在している地域で多様化した地域住民の意見や利益を代表させるた

めに創設されているものである。多様な形態の住民組織を包括することで、行政と

協議する地域代表制が認められている場合が多い。 

 

■フランス 

フランス革命以来、ほとんど自治体合併を行っていない。つまり、身近な地域的

まとまりが町村そのものとなっている。そして、行政需要に対応するため、自治体

連携制度を発展させている。フランスの地方制度は、基本的にはコミューン、県、

州の三層構造からなるが、広域的連携組織もあるため、3.5層構造ともいわれる。 

コミューンはかなり小規模なのが特徴で、1971年以降幾度も合併促進策が進めら

れたが、それほど合併は進まなかった。1982 年以降の地方分権化改革により、戸籍

や選挙、小学校建設、都市計画策定や文化振興、社会住宅、経済振興についての権

限が与えられた。増大する業務には、コミューン間で事務組合や公施設法人といっ
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た連合組織を結成することで対応している。この伝統的なコミューン制度を維持し、

メール（maire：コミューンの長）や地方議員と住民が直接的に接触することを通じ

て近隣自治が実現しているのがフランスの地方自治の基本的特徴である。 

規模の大きなコミューンでは、コミューンと住民の距離が大きいという問題から、

試験的に近隣住区評議会を設置するコミューンが増え、2002年の「近隣の民主主義

法」制定につながった。この法律は、人口 8万人以上の中規模コミューンに対して

そのコミューン内に近隣住区を設定させ、住民参加による近隣住区評議会の設置を

義務付けるものである。これは、1980年代の国から地方領域団体、とりわけコミュ

ーンへの権限委譲を目的とした地方分権改革をさらに進め、中規模コミューン内部

での分権化を進展することを目的としたものである。こうしたことは、身近な範域

での社会的つながりを再生しようとする社会機運から生じており、社会的に排除さ

れた人々を社会に包摂していく施策が重視されるようになってきたことが背景とし

てあり、こうした政策をフランスでは「地区改善政策」と呼んでいる。また、この

政策を担当する独自の省庁も存在する。 

近隣住区評議会の構成員・議長の選出方法、活動様式、名称、区割りについては、

そのほとんどをコミューン議会に委ねている。よって、近隣住区評議会は、法的に

はコミューン議会内の諮問委員会の一つとして位置づけられている。構成員は、担

当助役、重要人物、地域のアソシアシオン2の代理者、一般住民の四者で構成され、

住民による選挙の対象ではない。その機能としては、市政の提案に対する意見表明

が中心になっており、協働機能は果たしていない。市民の結社である任意の近隣住

区委員会 も存在し、公設の近隣住区評議会より集う頻度が多い。このことは、公

設による義務的な会議体よりも、市民自らの意思で組織化したものの方が一般的に

効果は高いことを示している。 

 

■アメリカ 

アメリカの地方自治制度は州ごとに異なり多様であるが、一般的に、ほとんどの

州はカウンティ（county）にわけ、これに法人格を付与し、地方公共団体として一

定の行政機能を担わせている。市、タウン、村などの自治体は、このカウンティの

中に存在する。州内で、いずれのカウンティにも属さない土地は存在しないのに対

                         
2 1901年のアソシアシオン法により、非営利を目的にする団体に対し、簡卖な届出手続きであらゆる目的のア

ソシアシオンに法人格を付与するもの。多様な主体として国や地方公共団体との契約を締結し、様々な施策に

パートナーとして関わっている。また、近隣住区の生活環境の改善においても重要な要素となっている。 
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して、いずれの自治体にも属さない地域、すなわち未法人化地域は存在する。これ

がアメリカの地方自治制度の大きな特徴である。また、法律による体系的な自治体

内分権制度は存在せず、福祉国家体制を充実させるという道はとらなかった。 

コミュニティの経営主体としては「コミュニティ開発法人（ Community 

Development Corporation。略して「ＣＤＣ」。）」がある。これは、後述するコトラ

ーによる近隣政府論を源流とする。この法人は、これを促す制度3が 1970 年代から

整ってくることにより 1980年代から 1990年代にかけて一気に増大し、1990年代半

ばには全米で 2,000を超える法人が存在するに至った。これは、自治体を複数の領

域に分割し、そこに議会とは異なる意思決定の場を置き、身近な民主主義を追求す

る制度である。 

コミュニティ開発法人は、非営利組織で、近隣に基礎を持ち、理事会を擁する。

近隣の内部に市場を再創造するべく、種々の開発的な活動に携わる。ほとんどのコ

ミュニティ開発法人は、自らの第一義の活動として住宅供給に力を注ぐ。また、商

業開発、経済開発、産業空洞化の抑止、近隣レベルの計画策定にも関わる。つまり、

地域社会の合意形成の役割を果たし、それを公的意思に反映していこうとするもの

である。 

アメリカの地方自治における自治体法人設立の基本的あり方は、住民が集まり、

自分達の共通の課題を処理するために、市や町といった法人を創るということであ

る。一方、日本の市町村は、国を頂点とする行政機構のピラミッドの下層をなす構

造的性格が強い。 

 

<ミルトン・コトラーが提唱した「近隣政府論」> 

ミルトン・コトラーが 1960年代に提唱した近隣政府論は、自治体の領域内にさら

に分権卖位を制度化しようとするものである。この近隣政府論では、近隣法人が構

想されており、近隣政府の構想を実現するための自治体の権能の受け皿となる卖位

が近隣法人である。近隣法人は私法人であり、コミュニティや近隣の自立にとって

重要な事業領域で大きな役割を果たし、やがて自治を担う団体に成長するものとさ

れる。この過程を経て、私法人が自らの性質を公的なものへと変化させ、元来私的

な団体であった近隣法人が市政府の一部を構成するという理論である。 

この近隣政府論は、ニューヨークやシカゴのような大都市が形成される過程で中

                         
3 その制度の代表的なものとして 1974年住宅コミュニティ開発法に基づく包括補助金（CDBG）がある。この補

助金は、既存の様々な補助事業を一本化したもので、今でも主要な資金源になっている。 
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心部に吸収合併されていった小規模の近隣が、合併以前は各々が独立した政府であ

ったという認識を前提にしている。近隣は、住民自身の決定に基づき、住民に課税

する権力を有し、住民の私権を制約する権限を持つ一つの政府として存在したと主

張している。コトラーは、「政府は、都市のなかの近隣コミュニティの法的組織に対

して、地域に関わる公的な権能を移譲しなければならない。そうであってこそ、当

該近隣コミュニティも、その内に在る人々の本性や共通利害に調和する政府という

ものを戴くことができるのだ。かかる政府は、近隣を介して、初めて自治体たりう

る。」と述べており、近隣への権能の移譲について言及している。ここでいう自治体

とは、幾度もの合併吸収を経て大規模化した市政府を指しているようである。また、

コトラーは、「近隣法人は、民間の法的組織であるが、非営利、非課税の特質をもち、

政府当局の資金助成や資源の提供を受ける。レクリエーション、教育、デイケア、

職業能力開発といった分野の近隣法人の権限が増すにつれて、近隣政府は自らの公

的な管轄領域を打ち立てていくのである。最終的にはこの管轄領域が公式に認めら

れ、私的な近隣法人が公法人となるのである。地域自治の卖位としての近隣法人の

組織は、市政府の行政、立法、司法部門に組み入れられる。市は、連邦構造をもっ

た政府となるのである。」とも述べている。 

 

■フィリピン 

フィリピンは、1首都圏、1自治区、14地方、77州 7,190島からなる。地方自治

の基本的な構造としては、州、高度都市化市、独立構成市に分かれており、州のも

とに市または町が置かれている。そして地方政府法の規定により、国土全域が「バ

ランガイ」という最小の政治的卖位に区分されている。 

バランガイは、地方政府法により「基本的な政治卖位として、バランガイは政府

の政策、計画、事業、そして活動の、コミュニティにおける主たる計画および実行

卖位であり、そして住民の集団に共通する見解が明示され、具体化され、尊重され、

また紛争が平和的に調停されるフォーラムである」と規定され、実行卖位、フォー

ラムという２つの側面を持つ。2008 年時点で 41,995 のバランガイが存在し、バラ

ンガイの下には「プロック」や「シティオ」、「エリア」等と呼ばれる集落卖位があ

り、バランガイ毎に名前は異なる。 

フィリピンの公共的事頄の運営に関する資源提供や運営は、主に行政、非政府組

織、住民組織の三者による協働モデルによって担われていることが多い。バランガ

イ制度では、地域協働の受け皿として開発協議会や保護協議会といった協議会があ
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り、住民組織や非政府組織がバランガイ政府の政策立案過程に参画する装置が法制

度化されている。こうした協議会における協議・活動の過程、バランガイ開発計画

の策定過程において、コミュニティ制度と有機的な連関が図られている。つまり、

地域の切実な生活課題に根差し、その状況に対応するために生まれた民間の内発

的・主体的な活動がバランガイの開発計画の策定過程に徐々に組み込まれていくこ

とで、課題が公的に自治体の取り組むべき対象として認知され、事業化されていく

過程である。こうした仕組みは、コミュニティと公的機関の関わりを考える上で興

味深い。 

バランガイの成立過程としては、アメリカ植民地時代の 1930年代にその前身とな

る「バリオ」というコミュニティ卖位で評議会が設置され、1959年のバリオ憲章制

定により準地方自治組織と規定された。このバリオには、町や州、国の事業実施の

補助、各種公共施設の管理主体となり、住民の福祉向上、青尐年の非行防止等の主

要機能と 

住民集会の設置や役員の公選等も規定された。そして 1973 年の憲法改正、翌 1974

年の大統領令により「バリオ」は「バランガイ」と呼び変えられ、政府によって線

引きされた区画が定められた。よって、従来の自然村の区域と一致していない地区

もみられる。1983年の地方政府法により、保健、農業、社会福祉等、社会サービス

の実施主体が地方自治体へ移管され、1986年の２月革命によるアキノ体制への移行

により、協議の装置として地方開発協議会等が法制化された。1987 年の憲法では、

バランガイは町や市と同様に「地方自治を享受する」と規定された。なお、この憲

法では、分権の促進と自治の強化、地方開発協議会の設置などが明記されている。

1991年の地方政府法により、①限られた国家支援でも機能することができる地方自

治体の裁量、資源、権限と責任の拡大、②地方自治体の開発と革新的なガバナンス

に向けた地域計画主体への変換、③地域のガバナンスにおける市民（住民）力の制

度化、④持続可能なパートナーシップを通じた住民組織、NGO、民間セクターと地方

自治体の調和と協働の促進、⑤住民組織、NGO、民間セクターと地方自治体の共同事

業の促進、⑥地方自治体の財政上の自立の推進策の提供、といったことが挙げられ、

バランガイへの配分財源も拡大されるようになった。つまり、バランガイは地方自

治体の一種として規定され、多くの機能が期待される卖位に位置付けられている。 

地方政府法に規定されるバランガイの基本的な例示事務としては、農業支援業務、

社会保健福祉サービスの提供、公衆衛生・環境美化・廃棄物収集に関するサービス

および施設、調停の執行、道路・橋脚・水道設備の維持管理、地域公共施設の管理、
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情報センター・図書館、公衆市場の８頄目が挙げられている。調停という司法機能

も含まれているのが特徴的である。フィリピンでは、コミュニティ卖位で執行する

ことが望ましい生活に密着した機能や権限が、市町からバランガイに分散されてお

り、バランガイには、公選により選出される任期３年間のバランガイ長がおかれ、

最高責任者として法に規定されている。また、選挙で選ばれた議員等によるバラン

ガイ審議会や司法機能をもつ調停委員会も置かれている。つまり、行政機能をもつ

バランガイ、立法機能をもつ審議会、司法機能をもつ調停委員会という構図となっ

ている。 

地方政府法には、地方自治体、非政府組織、住民組織の三者による地域協働が規

定されており、地方自治体は地方自治の遂行における積極的なパートナーとして住

民組織や非政府組織の設立や運営の促進、人材の配置、補助金等の資金の提供、NGO

は教育研修プログラムの提供や人材育成、技術の提供等、住民組織は実践主体や意

思決定主体への成長・発展といった役割・機能になっており、地域協働によって公

共分野のマネジメントが担われることを期待されている。 

以上を概括すると、バランガイは地域住民の参加と地域協働、上位自治体との連

携を可能とする卖位として法制化されており、日本におきかえた場合の地方自治体、

NPO、コミュニティの三者の役割分担による地域協働も法的に明確になっている。 

 

■インド 

インドは 28州と 7 つの連邦直轄領から成る連邦国家である。現代インドの地方自

治制度は、1993年の２度にわたる憲法改正がポイントとなっている。憲法では、農

村部と都市部それぞれの地方自治組織の構成や権能と責務などの大枠が規定されて

おり、詳細は各州政府で定めることになっている。インドの人口の 70％以上は農村

部に暮らしており、農村部の自治組織は「パンチャーヤト」というもので、県レベ

ル、中間レベル、村レベルの三層構造となっている。 

都市部の自治組織は地域区分によって組織が異なり、大都市では大都市政府機関、

小都市地域では都市評議会、移行地域にはナガル・パンチャーヤトが置かれている。

農村部、都市部ともに有権者による直接選挙によって自治組織の議席が決められ、

地方自治組織は議決権と行政権を有している。州議会は、自治政府機関として機能

するために必要な権能と権限を法律によって自治組織に委譲することができる。都

市部の地方自治は英国の創造物として設置されており、最初の大都市政府機関は

1688年にイギリスのタウン・カウンシルをモデルとして設置されている。憲法には、
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都市部の自治組織に関する特別な言及はない。市民は、選挙を通して自治行政に参

加することはできるが、市民の意見が自治行政に反映される状態にはなっておらず、

両者の有機的接続の構築がインドの都市自治制度の重要な課題となっている。 

パンチャーヤトの起源は伝統的村社会にあり、言葉の意味としては「５人集会」

の意味で、カースト制度を秩序基盤とする伝統的村社会に存在した長老集会の名称

であった。伝統的村社会では、警備権や司法権を有し、社会の秩序を保っていた。

マハトマ・ガンディー（1869-1948）は、農村こそがインドと考え、かつて存在した

村落共和国の復活を目指した。全ての村は独立した共和国であり、上下関係の構造

ではなく、村の並列的な集合体がインド国家だと考えた。そして、人々は地主や資

本家や王ではなく、パンチャーヤトにのみ従うのが本当の民主主義の実現だという

のがガンディーの理想とする独立インドであった。その後、紆余曲折を経て憲法上

の保障は限定的なままで、パンチャーヤトの組織化は各州に委ねられた。そして、

村の自治が憲法上位置づけられたのが 1993 年の憲法改正である。 

 

■比較まとめ 

 上記で具体的にみてきた国の制度は、それぞれ歩んできた歴史も違い、一概に良

否を判断できるようなものではないが、大別すると参加型が強い国から協働型が強

い国まであり、それぞれ一長一短があるように思える。また、それぞれの歴史から

ヨーロッパは概して属地性、アメリカは属人性といった性質をもつようである。 

地方自治の観点で概括すると、連邦制の国では分権制度が発達しており、ドイツ

においてそうであるように、憲法では基本的な枠組みのみを規定し、各州で具体的

な制度を定めている。そしてこうした国家では、分権制度が法的に確立されている

国が多く、時代とともに制度を変化させてきている。翻って日本では、道州制につ

いての議論もあるが、国を挙げて地方分権が推進されているところであり、分権型

社会に相応しい制度を導入すべき時期にあるのではないかと考える。具体的には、

国の法制度としては基本的な枠組みのみを定め、その枠組みの中で、住民に身近な

基礎自治体がその自治体の成熟度に応じて、主体的に裁量性ある制度を構築すると

いった仕組みの導入が望まれるところである。 

 

日本では、明治の大合併において、地域的まとまりは制度外におかれたが、地域

住民は自治会や町内会等の共同組織を自ら形成した。この際の合併で形成された町

村は、基本的に小学校区であった。昭和の大合併では、中学校区規模の市町村合併
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となったが、生活上の必要性から地域住民は連合自治会をつくって対応した。その

後、高度経済成長期を通じて国民の所得が向上し、従来自治会等で行ってきたサー

ビスが個人の私的サービスに変化するとともに、それまでの地域住民による共同サ

ービスが行政サービスに変化していったが、コミュニティに依存しなければ公共サ

ービスの提供には限界があるということが平成の大合併による自治体のさらなる広

域化で顕著になってきた。 

こうした過程の中で、昭和 44 年の国民生活審議会「コミュニティ」報告4以降、

政策的に必要とされながら、コミュニティには法律上の根拠付けはなされず、制度

外に置かれたことによって地域住民による組織のまとまりが２層にわたって存在す

ることとなった。 

一方、充実した福祉国家体制を確立したヨーロッパでは、市町村合併をしなかっ

たフランス、合併したが自治体内分権制度によって消滅した市町村の地域的まとま

りを制度の中に残したドイツといった事例がみられ、自然集落の卖位と小学校区の

卖位で地域住民が自ら地域的まとまりを組織し運営しなければならない状況はヨー

ロッパ諸国ではみられない。日本では、政策による制度化は進んでいるが、法律に

よる制度化は進んでいない。（以上、「コミュニティの自治－自治体内分権と協働の

国際比較」名和田是彦 編・日本評論社・2009 年 より主要部分を一部抜粋して引用） 

                         
4
当時の佐藤栄作政権からの諮問によるもので、４つの研究テーマの一つとしてコミュニティ問題が設定され、

この報告の公表が日本のコミュニティ政策の起源とされている。 
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９．おわりに 

 

本報告書による提案は、地方自治に制度的な新たな概念を導入しようとするもの

であり、新たな法制度を求めるものであることから、その実現にあたっては相当高

いハードルが待ち受けていると想定される。 

 

こうした中、平成 25 年 12月 10日の内閣府の地方分権改革有識者会議（座長；神

野直彦東大名誉教授）による「地方分権改革の総括と展望」中間取りまとめでは、

１ 今求められる地方分権改革の全体像（３） 改革のミッションとビジョン におい

て、「個性を活かし自立した地方をつくる」というミッションが最大の目的とされ、

「③ 地域ぐるみで協働する」の中で、「住民、NPO、企業、教育機関、関係団体など

多様性に富んだ地域の主体が互いの活動を認め、評価し合い、意識的に連携・協働

することにより、地域社会が総体として活性化する。」としている。また、（５）改

革を担う主体の役割、③市町村の役割 において、「特に、市町村は、住民自治を充

実させ、住民が自ら地域の課題に当たることできるよう、仕組みの整備や意識啓発

を図ることを通じて、住民の理解を高め、参加を促進する必要がある。加えて、市

町村は、ＮＰＯ、公益法人・一般法人、教育機関、企業など地域における様々な主

体と協働することを通じ、より効果的かつ質の高い行政サービスを提供することが

可能となる。」とし、『住民が自ら地域の課題に当たることができるようにすること』

と『多様な主体との協働』を掲げている。 

加えて、④住民の役割 では、「今後の改革においては、住民は卖なる行政サービ

スの受益者にとどまることなく、地方公共団体の政策形成に参画し、協働する主体

であることが期待される。」とし、『参画と協働』を掲げている。 

さらに、３ 改革の推進に当たり今後地方に期待すること、（２）住民自治の拡充 に

おいては、「住民の政策形成過程への参画、住民サービスの質の向上をねらいとする

住民と行政の協働、住民による事業や政策の評価・チェックなど、住民自治に資す

る仕組みを大いに取り入れ、その進化を図っていくべきである。自治会やまちづく

り団体など、地域に密着したコミュニティ卖位の集団による活動の活発化を促し、

身近な暮らしに関わる部分から住民自治を高めていくべきである。」とし、ここでも

『参画と協働』を前面に出して『身近な暮らしにおける住民自治』を強調している。 

そして、この中間とりまとめが議論された平成 25年 12月 10日の第 11回地方分

権改革有識者会議において、新藤内閣府特命担当大臣（地方分権改革）から次のよ
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うな閉会挨拶が述べられている。「今後の地方の活性化は、それぞれの地方の自立と

合わせて多様性が必要であるということがコンセプトであると考えており、画一的

な制度のみではいけないという現状に有識者会議がいち早く反応して具体的な提案

を出した。（中略）また、あわせて、効果的な情報発信を行い、議会・住民・各地域

の意識を更に高め、自分たちのまちは自分たちの手でつくり、変えていくというこ

とを、国も地方も一緒になって進められるようにしたい。（中略）地方分権改革の総

括と展望については、このような素晴らしい成果を出してもらったところ、私たち

は政府としてこれを受け止めて、必要な法整備・制度改正・予算措置を含めて、確

実に実行していきたい。」（以上、総務省ＨＰ議事速報より） 

 

「自治体内分権のしくみを導入する際の留意点－甲州市の地域自治区制度廃止を

事例として」（三浦哲司・同志社政策科学研究・2009・P.101）では、「…結局のとこ

ろ自治体内分権が機能するか否かを左右する最大のポイントは、自治体内分権の担

い手としての地域住民の側にある。そうであるならば、地域コミュニティをどのよ

うに活性化させるか、という面を見落としてはならない。」と述べられている。 

 

４市における小規模多機能自治組織の代表者からは、見合った法人制度を求める

意見が数多く寄せられており、この提案は４市での現場実態を踏まえ、“自治”を主

権たる住民に取り戻し、本来の自治力を回復し、住民による自律的な社会を構築し

ようとするものである。 

 

そしてそれは、成熟化社会における時代の要請であり、人口減尐、尐子高齢化社

会を世界に先駆けて経験していく日本だからこそ、既成概念を突破して取り組んで

いかなければならない課題である。 
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協議経過 

回 日程（場所） 協議内容 参加者 
１ 平成 25年 7月 2日 

（三重県津市） 
状況と課題の共有、現行法
の認識共有 
（実務レベル協議） 

４市担当者 
・伊賀市（人権生活環境部市民活動推進課） 
・名張市（地域部地域政策室） 
・朝来市（市長公室総合政策課） 
・雲单市（政策企画部地域振興課） 

２ 平成 25年 7月 17日 
（三重県名張市） 

望ましい法人格の骨子 
（実務レベル協議） 

４市担当者 
・伊賀市（人権生活環境部市民活動推進課） 
・名張市（地域部地域政策室） 
・朝来市（市長公室総合政策課） 
・雲单市（政策企画部地域振興課） 

３ 平成 25年 10月 25日 
（東京都） 

現行法での可能性や専門
的知見による論点提起 
（有識者を交えた協議） 

４市担当者 
・伊賀市（人権生活環境部市民活動推進課） 
・名張市（地域部地域政策室） 
・朝来市（市長公室総合政策課） 
・雲单市（政策企画部地域振興課） 
有識者 
・明治大学農学部教授 小田切徳美 様 
・ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際

研究所]代表 川北秀人 様 
・全国町村会調査室長 坂本 誠 様 
オブザーバー 
・総務省地域力創造グループ地域振興室 
・みずほ総合研究所 社会･公共アドバイザ
リー部 

４ 平成 25年 12月 16日 
（朝来市） 

提起された論点の検証と
今後の方向性の再構築 
（実務レベル協議） 

４市担当者 
・名張市（地域部地域政策室） 
・朝来市（市長公室総合政策課） 
・雲单市（政策企画部地域振興課） 
有識者 
・法政大学法学部教授 名和田是彦 様 

５ 平成 26年 2月 27日 
（東京都） 

最終とりまとめ 
（有識者を交えた協議） 

４市担当者 
・伊賀市（人権生活環境部市民活動推進課） 
・名張市（地域部地域政策室） 
・朝来市（市長公室総合政策課） 
・雲单市（政策企画部地域振興課） 
有識者 
・明治大学農学部教授 小田切徳美 様 
・法政大学法学部教授 名和田是彦 様 
・愛知学泉大学地域社会デザイン総合研究
所所長 伊藤雅春 様 

・ＩＩＨＯＥ[人と組織と地球のための国際
研究所]代表 川北秀人 様 

・島根県中山間地域研究センター研究統括
監 藤山 浩 様 

オブザーバー 
・総務省地域力創造グループ地域振興室 
・農林水産省農村振興局農村計画課農村政
策推進室 

・公益財団法人日本都市センター研究室 
・みずほ総合研究所 社会･公共アドバイザ
リー部 

※第３回協議以降が「平成 25 年度 ＲＭＯ（地域運営組織）による総合生活支援サービスに関

する調査研究にかかるモデル事業」の対象である。 
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