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地方分権や地方 向治 にかかわる論議の中に地方

く、 いわんや行政 を指郊監督する部村長のポス ト

議会が主題 として登場す るようにな ったのは最近

に就 くことも禁 じられている現制度 の もとで、 ま

のことで あろう今 しか も残念なが ら、その登場の

ず はで きる範囲の努力を横み孟ねた うえで制度改

仕方 は もっばら否定的、 と
判的な文脈 においてで

革 を要求すべ きだとい う提督 は1果 た して有効性を

あった。より端的に置えば、「改排」 を掲げる首

もつ だろうか〔部選 だけを査上 日的と した活動 に

長 の足を引っ棟 る怒役 としてであった。そ して、

串 らエネルギー を注 いで いる競争相手が多い中で、
志の ある議員が多数派 になる目が来 るだろうかぅ

,士

最近流行の劇場を
il首 業やその便乗組 は、報 mllの 高
さや定数の多 さをflL判 して支持を換 めてい るゃ
他方で、そうした批判 に対処す るために、ある

劇場製 首長 の二元代 表制批判

いは予防のために、慌 てて報酬や定数の肖t減 に精

1990年 代半 ば以降 に 各地 で愚増 した 「改革派

予 した り、議会基本条例 を求定 した りす る動 きも

苦葉 Jの 選場 を受 けて、2007年 以降、X田 原英

盛 んであるが、それ に よって議会が lli生 した り講
会への支持 が高 まってい るようには思われない。

夫常崎県知事、橋 下徹大阪府知事

しか し議員や研究者 の間では、依然 として、ま

長)、

(そ

の後大阪市

41原 構一鹿児島県阿久根市長、河村 たか し

名古盛市長などのポピュ リズム首長 ないし「劇場

ず は現行制度の砕内で議会基本条例 などの 自己改

糾首長」 力S登 場 してきた

林 や地逆 な研修や活動 を横み読ねるべ きだとい う

の戦略 と功罪』 ミネル ヴァ群房、2011年 ).

苫説が主流の ようである。 もちろん私自身 も、そ

(布 馬晋作

脚 場翻苦授

改単派常授 の一部 に も議会 とめ対立を政治的に

うした努力が無意味だと否定す るわけではないが、

利用するとい う傾向はみ られたが、劇揚撫首長 た

そうした努力の延長線で議会が有効 な役害どを果た

ちはより慮織的、戦略的に議 会批判 を活用 してい

す ようになり、市民 に よって議会の存在意義が認

る。従来 か らあった市民 の議会への無関心や締め

め られるようになるとはとて も考 えられない。

を批判へ と4云 化 させることが可能 になっていると

何よりも、日本の地方議会 が予算提案権す ら持

い う減観 がその基礎 にあるのだろう。

たない口際的に も異綱なほどに権限の小 さい議会

その代表例 は名古麻 の河村市長で あり、講虎報

で あることをは視すべ きである。予算提案権がな

酬の半滅を争点 に議会解散韓:接 講求 を成立 させて、
住民投票を経 て議会の解散、門選挙を実現 させたぃ

うしろ・ふさお 打954年 雷出県生まれ.
77年 京都大学法学部率982年 名古屋大
学大学院法学研 究科博士課程単位取得.
名古屋大学法学部助手、動数授 を経 て、
90年 か ら教 授む市 民 フ ォ ー ラ ム21・
NPOセ ン ター代表理事、 日本 サー ドセ
「政
クター経営書協会代表理事ぅ著書 に、
権交代 の ある民主量義』 (窓 社 「政権
交代への軌跡』 (花 伝社 『NPOは 公共
サービス を担 えるか』(法 律文化社 )な どs
)、

しか し、彼 の批判 は二元代表制 には向 かわず、議
員の職業化や党講約束 に向か う。それゆえ処方養
は、議景のポランテ ィア化 と党議拘束の焼止 とい

,こ

とになる (河 村たかし『名古盛発 どえりゃ

あ神命

!』

KKベ ス トセ ラー ズ、2011年 )。

ボランテ ィア議員 とい って も、河村氏 はアメ リ

)、

醐T卿 ザT勲
熙

カの地方議員 は十分な所 得 の ある専門職、経常背
禁複製 は無断転載

諄会改革輪から出

府形簾縮へ 課

"政
などのパー トタイムが多いことを理解 しておらず、
彼が当選 させた名古属市の 「減税 日本」の新人談

な基本構造モデルとして現行の二元代表制以外に
「議員内閣待JJを 含む 5つ のモデル を提示 した。

員たちはi単 なる素人でまともな議員活動もできな
い有様である。また党議約束の廃止も、政党化が
不可逆的になっている現状では非現実的である。
同じく地方議員の実態への批判か ら出発 しなが
らも、橋下市長や竹原市長 (当 時)は 、二元代表
制の矛盾 に照準を当てている点 でよ り本質に迫っ
ている。竹原市長は次のように、多くの苦長たち
の本球を代弁 してみせたぅ
「二元代表制など幻想に過 ぎない。機能 してい
る地方議会など日本にはないc… 全国の地方議会
でほ、首長が議会のご機嫌を飼って議案を通 して
い る。私はそうしないか ら、議案が通 らないの
だ」 (竹 原常一 『独裁者 ブ ログ市業の革命』扶
桑社、2010年 、25ペ ージ
)

(当 時)も 次のように主張 して、より
「
建設的に 議会内閣制Jを 提H鳥 した。
「(地 方議会ほ)斎 長か らの提案に対 し、その是

橋下知事

非を決する『議決権ど を行使するだけで、決定に
対する貸任を共有するわけではありません。地方
｀
議会に対する住民の関心や評価が高 まらないのは、
こうしたことに要因があると思いますⅢ…
・地方談
員が住民 と約束 した政策

(マ

エフェス ト)は 、首

畏サイドか ら提案がなければ、どうやって実現す
るのでしょうかJ
「政治家 は、自らの政策を実現するために自ら
行動を起 こす ことが基本です。地方議員は、斎葉
と問様に、
『地方政府』 において権限 を持 って
『能動的』に政策プロセスに関与 じ、 ともに住民

もはや政府形態論は不可避
私自身ほ(以 下のような理由で、政府形態論を
正面iか ら提越すべ き時点 に来たと判断 しているぃ
第 1に 、劇場型首景たちのパ フォーマンス もあ
って、地方議員の権限ゃ活動実態に比 して報酬が
国際的にも暴例 なほど高額であることへの世論の
認識と批判が急速に結 まっており、議会基本条例
などの議会自己改禅で鎖静化できる水準を超えて
いると考 えられる。また、権限が小さく報酬だけ
は高い現状に安住 しえている現職地方議員が東剣
に自己改禅 に取 り組むとは考 えに くい。
第 2に 99年 の地方分権一播法以降、地方自治法
改正が横み重ね られており、現在 もまた、大阪維
新の会の要求する「大阪都構想J(特 別自治区制
度 など)を 可能 にする特例法案が成立する可能性
が高まっているなど、地方常治法改正で自治体の
政府形態の多様化 (選 択制)を 導入す ることへの
政治的ハー ドルはかなり低 くなってきて いる。
第3に 二元代表制は、地方政治の政党化が進み、
自民党の圧倒的擬位が崩れれば当然発生する首景
支持勢力 と議会多数派の ネジレとい う尊態に対処
困難 とい う原理的矛盾を抱 えている。革新自治体
の時代 にそれが顕在 して以降は、相乗 り体制でそ
れを糊盗 して きたが、それはそれで地方政治にお
けるなれあいや議会の空洞化を生み出 しているc
第 4に そもそ も日本田憲法や地方自治法の制定

に対する責任を負 う。その姿を住民 に見せ、住民

過程 において、GHQ(連 合国軍総剤令部)は 自
治体のチャーター (憲 幸)制 定権とい う選択肢も

の関心を簡め、住民 の評価 につ なげてい く。私は、

提選 していたのであり、それが挫折するなかで常

こ うしたことが、地域主権 の実現 にとって不可欠

選知事の廃止を実現する一つの方策 として首長の

だと考えます」 (橋 下徹「
『議会内閣制どの提案に
あたって (私 の問題送織)」 、田「
『議会内閣制ど
エ
のねらい」、大阪府ホ ムページ)
こうした問題提起も受けて、原ロー博総務大醸
(当 時)が 設置した地方行財政検討会議は、19年
7月 の報告番「地方公共団体の基本構造について
(た

たき台)」 において、現行憲法の下でも可能

禁複製・ 無断転載

接公選 (そ の反射的効果としての二元代表制
を選択 したに過 ぎない。

1ま

)

この連載においてはこれ らの論点 を順次検討 し
てい くぃ特 に直接 の当撃者である地方議員諮氏 に
対 しては、果た して、現 行制度の枠内で市民 の理
解 を得ることが可能な水準の 自己改 革を本当に業
現で きると考 えるのかど うかを開いか けたいぃo

ロ
ル
日
グ
カ
経
下
半
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亀 議会改華論から地方強捕形態論ヘ

地方白治体の政府形態が論越 として浮上 したの
tま 、補下徳大阪府知事 (当 時)が 地域主権戦略会

て いないJ(測 16ギ ー ジ)と 述 べているので、商

議の予備的器酸会において F議 会内閣制」の導入
を提案 し、それがマスコ ミで広 く報道 されたこと

の現磯
、
に もかかわらず、二谷氏 だけでなく多く

者の意見は根本的に避 うているようにはみえない。
地方議員 たちも橋下提案 に激 しく反発 したのは、

Jが 必要 だ、 とい うような過激

『地域主権』確
による。そこに提出された文器 「
立 のための改革提案」 (2010年 1月 )、 および後

期機付 きの

『議会内潮制』について」(3月 39
日発表 された「
「市長が議会の雑階を受 けた議員を
日)で tま 、
・ として政治任用することで、
、首業
内閣構成員

に対 して、現 に二元代表制 の もとでそれぞれの 白
治体 で首長 に対時 してい る地方議員 として後 い危

と議会が行政の

'切
な発苦で人気を高
めて いた劇場饗苦葉の補下知事

機感 ない し警武態を抱 いたか らだろうと思われる。

ら

いずれにして も、地方政府形態論がこのような

(選 挙制度 を改正 し、

経過で浮上 したことは、自治体の政府形態 という
論題を広 く認知 させたといつ大きな メリットとと

(予 算輔成 をはじめ とした)あ

ゆる経常判断 と裁任 を共有

(栽

かれていた。
も統一)」 す ると辞争
首長 と議員の任期Ⅲ

もに、現行の二元代表制擁躍派の感4青 的反発によ
現職議 員が反発する理由
これに対 して、議会基本条4列 などの取 り組みで
先進議会 とされる三流 県講会の工 谷哲央講 叢が、

3月 27日 の シンポジウムにお いて、「議会内剛制
では上下関係 が生まれ、講景 は知事 の子分になるぃ

ってなかなか冷静な議論が展開 されにくくなると
いうデメリットを生み出す ことにもなった。
二元代表tllの 現縛を越えて
感り
1治 的反発はともか くとしても、地方政府形態

議会の構祝・評価機能、 さらには議決 に大 きな影
響 をう える」 と批判 した。つ まり「これ はもはや

を論 じるうえで障害 となっている論点がいくつか
ある。 1つ は「地方公共団体の装、その議会の議

二元fヽ 表制ではなくなる」 とい うわけである

ょ うせい発行 の 月刊誌 『ガバ ナ ンス』 10年 8月

員及び法律の定めるその他の支員は、その地方公
共臣1体 の住民が、直接 これを選挙するJと い う憲

号、17ベ ージ)。

法93条 2明 の規定である。

(ぎ

これに対 して、橋下氏 は、上記の 3月 30日 付 の

文様において、「地方政府が住民の判断で この
『議会内閣制』を選択することができるよう、地
方白治法を改正すべ きだというのが私の考 えで
すJ「 業 と議会の風のパー トナーシップをめざし
て、 システムを多様化することが競要 だと考 えて
い ます」 と述べたs
業 は二 谷氏 出身 も、「とヽくつかの制度 があって、
住民 が制度の選択をできるとい う方向性 は間避っ
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日
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二谷氏 も、多様化や選択制 を原則的に認めつつ
度 は、
も、次の ように述べ る。「ただ、それ らの持」
憲法が想定 している二元代表制の枠内にあるべ き
であり、そこか らはみ出す とい うことになれば、
憲法改正を しなければならない」 (1判 )。
これを前提に、さらに二谷氏 は、現在金田的に
進み始めている議会基本条例制定などの議会改革
に「冷や水をかけるようなもの」だとして「議会
内勝!制 Jの 導入に反対す る。
禁複製 Ⅲ無断転載

議会改革論から地方政府形簾薪へ が

「二元代表制 の中で しっか りと改革 に取 り組 み、

い る。以下 で敷衛 しよう.

それでも『これ以上ほ無理だゝ限界だ』 とい うこ

まず第 1に 、二元代表制 の総描的評価 は、1947

とになって初 めて憲法改正 も命 めて新 たな議会制

年以降の60数 年を対象 にすべ きであり、議 会基本

度 の議論 をすべ きだ。 その努力 もまだきちん とで

条lfll制 定 などの最近 の動 きを、政府形態論を先延

きていない段階で、別の制度 の議論 を始めるのは

ば しして まで帰趨を見守 るべ きもの と過大評価す

問題があるJ(田 )ぃ

べ き理由はない。逆 に「自治体の憲法」 として 白

まず、憲法問題 についていえば、93条 は畜長 と
議員を住民がは接選挙す ると規定 しているだけで、
両者の権限 については何 も触れていないぃ議員に

治基本条例 を制定する動 きが加速 していることは、
む じる政府形態論の必要性 を示す もので ある。
第 2に 、現行の二元代表制

(予 算提案権 や行政

予算提案権 がな く、常勤職員 との兼職 が球止 され

権 を持 たない議員)を 不動 の前提 に した議員や講

ているのは地方 自治法 の規定 によるので あって、

会の 自己改単が果た して実質的成果 を上げるだろ

憲法の規定は現行の二 元代表制以外をすべ て排除

うか。改革 に取 り組むのは少数の布志 にとどまり、

す るほど厳格 な ものではないぃ

大部分は現状 に安住す るのではないだろうか。む

分か りやすい例を挙 tず れば、米国連邦政府 の大

しろ予算提案権や行政権 を持つ制度

(た

とえば議

統領制のように、予算案や法案の提案権や議決権

院内閣制 )を 想定 してこそ、「議員 の 自己研 さん

を議員にだけ持 たせ大統領 には描否権 と行政権を

と資質の向上Jや 「議員間の 自由な甜識 の躍開J

持 たせる制度は、 日本国憲法下 でも可能 で ある。

(「

築山町議会基本条例 J前 文 か ら)な どの課 題

また、フランスの「半大統領制」 の ように、議会

に真剣 に取 り組 む態欲が海 くのではないだろうか。

多数派の構任 に依存す る首相 が行政権を分担掌据

また、議員の資質 が市民の評価 を変 えるほどに

同時に、国民の直接

高 まるか どうかについて 締えば、新 しい政府形態

選挙で選ばれ議 会の僚任 に依存 しない大統領 も一

の導入を経 て、現職議員が新 しい権限 に相応 しく

定 の行政権を布する (大 統領制的側面)と い う制

資質を向上 させ うるかどうかで選挙 の洵汰を受け

度 も可能 で ある。

ると同時に、大 きな稚限 に憲欲 を高めた質の高い
人材 が参入す るとい うシナ リオの方が現実的だ。、

する

(議 院内囲制的側面)と

将来 の地方政府像、今 こそ議論 の好機

第 3に 議会基本条例 を軸 とする議員や議会の自

もう1つ の論点はいわゆる段階論 で ある。 まず

己改排 も、む しろ二元代表制 とい う枠 を脱却 した

は現行制度の枠内で始 まって いる議会改単 に集中

方 が視野 も広が ってよ り笑 り多い ものになるので

すべ きであり、制度改革論はそれに冷や水 をかけ

はなtヽ か。「町長等 の行政機関 との持統的 な緊擦

ることになる。議会の 魚己改群 がある程度 の水準

の保持J「 政策活動への多様 な町民参加の推進」
「議会活動を支 える体制の盤備ど (間 )な どが議

(?)に まで到避 して初めて制度改群論が意味を
持 ち うる1と い う論理 で ある。

会基本条例に記 されることが多いが、議員が少な

こうした論理 は、諭者の意図にかかわ らず、地

くとも予算提案確をもち、さらには行政権をも持

方 自治法の大幅改正 も含めた諮制度 の改部 の政治

つ 多様 な政府形態 を条例準備過程で正確Fか ら議論

的条件が生 まれているこの時期 にこそ提起すべ き
地方政府形態論を、 ただ先送 りするだけになると

の材料にすることは議論をより戦かにしこそすれ
「冷や水」 をかけるものとは思われない。首装や

い うのが私の厳観的評価 である。また、 これtま ど

市民主導の自治基本条例に議員たちが議会基本条

け高い現状で、議会の 自己改

例 で対抗するとい うような不毛 な構図ではなく、

革が意味 のある水準 まで進 む とはとて も期待 でき

自治基本条例の制定過程 に議員も合流 し、将来の

ない。議会基本条例自体、名古盛市 の ように議 会

政府形態 とそこでの議会のな り方 についてともに

の 自己改革のア リバ イとして使われ る例 も現れて

議論するとい うのが本来 の姿 で あろう。

権限が小 さく報pllだ
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鶏 講会改革論から絶力政府形態輪ヘ

ンン￨ンン麟ンンン
これまで述 べ てきた ように、現行数法の規定を

よりも公選の議員の合講体の方が相応 しいとい う

前提 にして も可能な範囲で地方政府形態の選択制

考 え方 が広 く共布 され ているとい うことである。

の導入に踏み切るべ きだとい うのが私 の主張で あ
るが、今脱1は 、先進諸隠1の 白治体 の 多様な政府形

イギ リスの地 方政府形態の選択制

態 を確認す ることで我 々の祝野 を広 tデ ておきたい中

ヨTロ ッパ諸岡の地方政府形態

ベル)で は、上記の ような議会中心制 が共遜の特
ま
徴 となってい る G

議会中心 が国際的 スタンダー ド
最初に捕摘 してお きたいこ とは、ほぽ普週的に
南治体の政府形態の中心 は議会に あったとい うこ
とである

(そ

(基 礎由治体 レ

の うえで も多様な政府形態が ある).

そのことtよ 、「地方 向治の ス タ ンダー ドを設定

イギ リスにおいては、2000年 地方 出治法 が 4
鞭類の政府,レ 態か らの選択制 を導 入す るまでは、

カウンシル と呼ばれる議会

(識 典任期 4年 )が 識
かつ
事機関
執行機関である政府形態が伝統的な軽

した世界で初めての 多田問条約」 (横 田全男横浜

本組であった

市立大学教授)と される ヨーロ ッパ地方由治敏革

分野別の委員会に委任 される)っ 議長 は白治体の

(1985年 欧州 辞議 会の 剛僚委 員会採択、88年 発

効)の 規定 に示 されている。
態叢は第 3条

)の 第 1項 にお

(地 方 向治の概念

い て次の ように規定 して いるs

(行 政の多 くの部分は、本会議か ら

代表であるが、名誉戦で儀式的な役制にとどまる。
1は 、 こうした議会と委員会制以
00年 の制度改持
外に、次のような 3つ の選択般を加えた,

0首 相に当たる「 リーダー」が本会議で選出 され、

「地方 向治 は、地方 向治体 が 洋￨ら の☆任 に おい

リーダーないし議会が任命する「欄僚Jと とも
に「内削」を構成するリー ダーと内隅制 (準 談

て、地域住民のために、法仲 の範 L41内 において、
公共的な事項の基本的部分を管理 ,運 常す る権利

院内隅制).閣 僚でない議員は、「政策評価委員

と能力を慮昧するJ

会」に所脳 して執行部の行政執行をチェックす

そのうえで、第 2項 において次の ように規定する中
「 この権利 は、は接・平等・普通選挙 に基 づ く

る.

②仕組みはGと 問様であるが、首授

(任 期 4年 )

その構成 員に対 して責任を負 う執行機関をもつ会

が住民の拭接公選で選ばれ、公式にも実質的に
｀
も白治体を代表 し、年
開解ど な議員のなかから

議体 によって行使 され るJ

任命する蔑骸公選首長 と内圏御1.な お、首長は

こ うした規定 は、冊迅 人間隅住 セ ンター と都
市 Ⅲ由治体世界鋼離協 会が共側 で作成 し、 1998

講農にも選出されたとみなされる.
③苗葉が住民の減接選挙で選ばれるが、その もと

年 5月 に公表 された世界地方 自治蟹章辞案 の第 3

｀

秘密 投票 によって由由に選出 された者で構成 され、

条 において もほぼその まま路梁 されている 'G'
ここか ら離認 で きるのは、「地 方 由治 の機力 と

ロ
ブ
グ
号
号半
寵
轡
轡

縫力」を中心的に担 う機関 として、強任制 の首長

カ

1

1201 2012、

996

比i険 地方持治1汗 究会、曲治体附騰化協会 「世界地方由
漁館辞iと 各い￨の 対応」 (由 治体悶擦fヒ 協会、2004年 6メ 1)各
付
ネ際1の 地方政府形態 について,よ 、主に￨￨1下 撲 『体系比
較地方向治』 (ぎ ょうせい、2010年 )、 ■t冷 株田騰fヒ 脇会
の各楯報待辞を参照 したっ
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議会改革論かつ地方政府形簿論へ が
に「内閣ど は置 かず、「マ ネ ジャー (行 政監理
常)」 を議会が任命す る直接 公選苦長 とマ ネジ
￨

￨

ャー制c首 葉 tま 政策 の基本的枠組みを議会に提

フランスにおいて興味深 いのは、プレ ミアム細
を加 えた比例代表制 とい う独特 の選挙制度で ある
(3500人 以上 の コ ミューンの場合)。

1艦 1目 の設

案 して議決を求 め、その決定を受けてマ ネジャ
ーが 日常の行政執行 にあた るぃ

票 で有効投票の過半数 に避 した名簿 が あれば、ま

こうした改革 の狙いは、会議 に多大 な時間がか

り半分は有効投票の 5%以 上 を獲得 した名簿の問

か って非効率 だ、謡が決定 したかの費任が不Pll確
で不透Fllだ 、などの講会と委 員会制 の問題点を、
政策決定 に責任 を負 う執行部 室内側 ない し苦長 と、
政策評価を行 う一般議員を分離と
す る ことで改等 し
ようとするものであった。また、直接公選 の苗長
を含む形態 が 2つ 設定 されたことには、執行部の

ず定数の半分をプ レ ミアム として与 えられる。残
で得票率 に応 じて比4711配 分 される。
1障 1用 で過半数に避 した名簿がない場合は、布

効投票の10%以 上を得た名簿で決選投票が行われ
る。そして、相対多数になった名簿には議席の半
分が与えられ、残 りの半分はすべての名簿の間で

正 当性、機能性 の強化 とともにt住 民 の発苫権や

比例配分される。
必ず 1つ の名簿 が過半数 の議席を得て統治黄任

参加を強化する狙い もあったようだじ

を負 つと問時に、他 の名簿 に も比例配分で一定の

こうした選 択般のなかか ら、それぞれの 自治体
が議会の決定や住民投票 を経て政府形態を選択す

談麟が配分 されるので、執行部の強化 と少数派の

ることとな ったが、o2年 末 の時点 では、① が317、

0が 10、

③ が 1(議 会 と委員会制 が59と な った。

さらに、11年 時点では、① が299、 ② が11、 議会
と委員会制が42と なってい る (0は 07年 に廃止)◇
伝統的な議会 と委員会制よりも リーダーや内閣
などの執行部の権限を強化する① の形態 が圧倒的
に多くなってい る一方 で、直接公選薔業を含む形
態が11と ごく少数にとどまってい る3執 行部の搬
化 の必要性 は支持 して も、高接公選首長を導入す

保護を両立 させ ることがで きるので あるぃ
イタリアの コ4‑ネ の議員選挙

(任 期 5年 )に

おいて も、首彙候補 を明示 した党派名簿の間で、
これとほぽ間様 のプレミアム付きの比例代表制が
採用されている。政府形態 は、 こうした独特 のは
譲選挙で選ばれた首業 とそれが任命する理事

(非

談員を命む)と で理事会 を構成 して事務部局を指
辞する準議院内閣制である冷

ェウェーデンで も、コ ミュ‐ンの政府形態は講
会 (任 期 4年 )中 心であ り、議員の拡選によって

るには査 らない ということである中地方 レベル ま
で政党が浸透 し切 ″
?て い るイギ リスにおいて消:接

選ばれる内閣に当たる執行理事会 と分野ごとの委

公選斎葉 と議会多数派のズ レが起 こった場合 の困

ドイツのゲマ インデにおいても、従来は議会中

員会

(非 議員を含む)が 事務部届を持辞するc

難 を考 えれば当然の ことと思われ るこ

心の政府形態が多く、識景か ら五選 された理事会
や苦長・副首長、あるいは議会が選任する主席行

他のヨーロッパ諸国の地方政 府形態

政常が執行権を担ぅていたが、199o年 代以除、独

フランスにおいては、地方団体総合法典 (00
年)に おいて、コ ミュー ンについそは準議院内閣
制 ともい うべ き単一の政府形態が規定 されている中
公選の議会 (議 員任期 6年 )が 設置 され、議員の

任制の執行機関である首授を住民の直接選挙で選
ド方式が増えているというぃただ、首長と議会と
の関係が悪化する事態も生まれそいるようだ。
日本 の現行制度 に大 きな影響を与 えたアメリカ

(議 長かつ執行機関)で あるメールが
選ばれるぃまた、法定議員数の30%を 隈度 とする

については次隠1に 緩るが、議会中心制 の伝統 を船

轟J首 撲も五選され、メールか ら委任を受けて行政

向は、首栞が圧倒的に強い二元代表制を金科玉条
にしてきた戦後日本の地方政府形態の今後を考 え
る上で構想力の幅を大きく広げて くれる。
回

立選で首長

分野野Jの 責任者となる。 メール と議J首 長 たちで執
行部を形成 して、事務組織を指揮する予
禁複製・無断転載

まえて執行部強化の方向を模 索 してい る各国の動
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多様 な米国の地方政廊形態
もともと米田の地方政府はイギリスの伝統なり
き継 ぎ、議会 と市長 が並立 じつつ も (「 市長・議

(ジ

ャクソン大統領の民主化政

策)の 高まりを背景に して市長 の1資 :鞍 選挙が広 ま

￨

り、市長の権隈 も強化 されて い く。合わせて、市
長以外 の主要行政常 (稚 徴収常ギ警祭常 、帯紀・

会糾上
)相 対的に市長の権限が靭い「靭市長烈J
だった (以 下、小滝破之 『アメリカの地方白治』

収 入役、法仲顧問 など)を も住民 が直接選挙す る

第一法規、2004年 による).

方式 が拡大 してい くGし か し19世 紀末以降の都市

その後、工業化、都市化が進む中で地方政府の
非効率や臓敗が日立つ ようになったのを受 けて、

の非効率 や満敗への批判の問 まりのなかで、市長
に権眼 (部 用長任免権や予算締成権)を 集中 して

20世 紀初顕以降、新 しい政府形態が導入される。

改単 の リーダー シップを期待するよ うになる6
1898年 に金 米 由治体通 盟 が発表 した「モ デル

「珊事会4Ц 」は、 5人 稚度の公選報事が行政各
部局の長 として☆任 を分担 しつつ、立法 じ議決す
る報事会のメンバーとして も活動す る行政 ・立法

都市館華Jが 「験市長組 Jを 維奨 したこともあり、
大部市を中心 に金米 に拡大 してい った中近年では、
「市長・ 議会 :i4」 全体 で も1981年 51.7%、 96年

一体414の 政府形態である今 これ は1910年 ころま
でに全米に広がったが、鞘事の間の側雅、理事の
点が捕納 され、その後 は「識
行政能力などの郷を

市において
42,4%と 減少慨的 にあるが、大規蹴 卜

肥Jが 急速に普及 してい くっ
会 ・支配人ぞ

だけの制合は折衷liJも あるため不明で ある).

:対

は依然 として主流で ある といわれる (r犠 市長報J

岳
1事 会を
1

の 開治体は1996年 時点 では人口2500人 以上の金

問題点 としては、市長 の政治的な役紳!と 日常的

自治体の1.8%ま で減少 している
「議会 。支配人概Jは 、5人 か ら7人 縦度の小

業務避常 の黄任 が蘭立 しにくいなどの点が指摘 さ

規捜 な講会が政策決定権を持ち、議会の任命す る
支配人 (マ ネジャー)に 効率的な行政執行を委ね

特殊性 と、地方選挙が 「無党派選挙」 で行われ る

る方式である。この方式は、金米市民連盟が1899
年以降発表 している「モデ71/都 市織華」 において

のズ レとい う問題 は深玄Jな ものとな っていないよ

強 く維奨 されてきたこともあり、1981年 45.5%、
96年 55,8%と 現在の主流の政府形態 となっているて

なお、米田においては、地方政府が「織章を制
定 し白己の隅題を管理避常する権隈Jを もつ とい
レ (由 治)」 という考 え方が普及
う rホ ームルージ
しており、19世 紀末から「ホームルール・チャー

れているが、党講約束 が存在 しない米用の政党の
ことが多いことなどか ら、公選育長 と講会多数派
うである。

=

特 に 5万 人以上10万 人未満の出治体で67.3%、 10
万人以上25万 人未満で68,3%を 占めている。
」に
もう1つ の強府形態である「市長 ,議 会 里
tま 伝統的な「棚市長紺」 と20世 紀初頭以降に拡大
した 「強市長理」カミ
含まれるG
1岳

「強市長発生
」が簿及 して いった経過は以下ィ)よ
うである。 まず、1820年 代以降、 ジ ャクソニ ア

ー
ロ
ル
カ
グ
経
二
盤
圏
圏
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ター

(出

治抵章)」 によって白治体の政府形態、

出治体の行使 で きる権限、斎長役職の 名称、費格、
義務、選出方法、財政、行政部母の組織 などを祝
定す る方式 が拡大 して い った点 も注 目され る。
1990年

B守

点 で、48州 が州憲法 な どで全市 に対 し
禁複製・無断転載

議会改革論から地方政府形態舗へ 鮮

てホームル ール権 を認 めて い る。憲 章 は、憲法制

と訂正 したので あったが、 これ については何 も調

定会議 に あたる公選 の 憲章委 員会 に よって赳 草 さ

令部 との間 に問題 ほおこらなかった。われわれと

れ、住民 投票 にお ける過半数 の間意 に よって発効

しては、そもそも憲法自身でプレジデンシャル ・

す る形 が 多い とい う。

システム とい うところまで押 しつ けて置 きなが ら、
い まさらチ ャー ターの制定権 で もあるまいとい う

日本 の二元代表制の選源

ような感 じを抱 いたのであるが、あるいは、剖令

こうした米国 の伝統 を背景 にす れば、GHQか

部側 で もそ の ことに気付 い たのか も知れ ない」

ら 日本政府 にf子 交 された マ ッカーサ ー憲法韓案
(46年

2月 13日

)が 、86条 で首長、議員、主要

(岡

田彰・池 田泰久締 著 『資料 か ら撤 む地方 自

治』法政大学出版会、2009年 、 9ベ ージ

)

磯員のiま 接選挙を規定 し、87条 で 自治体住民 の 自

おそ らく、日本人の民主主義的成熟 に解疑的で

ャー ター)制 定権 を規定 していたのは

あったGHQに とって は、自治憲詳 よ りも首長の

治憲章

(チ

自然なことともいえる。
日本政府側 は、極力 日本 の従来 の制度を維持す
る方向で修正 を試 み るが、GHQは 中央柴確的常

直接公選 を現文 で規定することで常選知事 の復浦
を不可能にす ることの方 が優先事項だうたのだろ
う。

擦支配を日本民主化の最大 の障害 の 1つ とす る認

実際、52年 に東京都特別区の長の公選制が廃止

識 に立ち、首長の直接 公選だけは譲 らなか ったぃ

され、56年 には教育委員の 公選制 が廃止 された。

田中二 郎東京大学教授 はGHQ民 政 母地方 自治

また、57年 の第 4次 地方制度調査会 は、府県を廃

課 のテ ィル トンとの当時の講論 において、彼が強

止 して 7〜 9の 地方を簡 き、その長 を議会の岡態

硬 に囲執 した点が 2つ あったと述べている.
「一つは、 日本 の行政 はあま りに中央集権 に過

を得て総理が任命 す る「地方ど伸l案 を発表 したが、

ぎている。それではい けない。地方 のことは全部
う一つの点 は、首長の公選制 の問題 ですぃ知事 も

こ うした経過 を見る限 り、GHQの 日本政府 ヘ
の不構、畜業の直接公選へ の囲執 にはかな りの根
｀
拠 があったといわざるを得ない本 しか しヽ他方で、

市町村長 も絶対 に公選に しなければならぬ とい う

GHQの 二 元代表制 の選択 が、米国 に も存在 した

ことを主張 していました。それ に対 して、私は、

多様 な地方政府形態の比較検討 に基づ くものでは

畜長の公選 といって も、それは適当な憐補者がで

まった くなか ったこともFrjlら かで ある。

地方にまかせ るべ きだとい うのです。 (中 略)も

これは知事公選制の廃止 を意味 した卒

て くるとは限 らない し、また、いい選挙 が行われ
ることは期待で きない とい うことを主張 し、長 は

自治基本条fljに よる政府形態の選択

議会で選挙す るとい う従来市町村 がや ってきたよ

さて、憲法や地方自治法の制定 か ら約65年 たっ

うな相!度 の方が 日本 の実情 に合っているの じゃな

た現在で は、GI=Qが 二元代表制 に田執 した理由

いか とい うことを繰 り返 し苫ったのです。 しか し、

が意味をなさないことはい うまでもない。

この点について もテ ィンル トンは絶対 に護 りませ

また、90年十
代半ば以降、地方分権改革が急速 に

んで した。
」 (白 治大学校 『戦後 由治史 正』 1961

進められ、 各自治体 において も住民自泊 の充実 に

年、241ペ ージ

向けた取 り組みが増 えてい る。その象徴 である自

)

しか し、 自泊憲革 につ いては、 日本根Jが 「条

治基本条例制定 は、11年 末 まで に230に 上 ってい

例」=Regu文'attOnに 換骨奪胎す ることに担否権 は

る。新濁県上越市では、住民投票 に よって制定す

行使 しなかったぃ 日本国憲法第 8華 の起案者 とさ

べ きだとい う有力な意見 が議会 にあったとい う。

れる佐藤避夫氏 は、次のように述べ てい る。
「調令部案 に「チャー ターJと あったの を、われ
われは「条1711Jと し、後 に英文の方 もRtturation
禁複製 ・無断転載

地方 自治法で線数の政府形態 の選択月
支を提示 し、
そのなかから各自治体 が自治基本条例で選択す る

力
画
経―

仕組み を導入す る条件はすでに熟 してい るゃ

?日
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鞄 議会改革講から地方強締形態論ヘ

現在の 日本の 白治体 ではどのような政府形態 が

す る可 能性 の 概方 の点 か ら、 出治 体 レベ ルに政党

機能す るのかとい う問題は、事柄の性格上、先験

化 が どの 程度漫透 してい るかが地 方政府形態 を考

的に答えることが離 しいG白 治体の人 口親桜、政

える際 の統要 な要因 とな る。

党 の波透度、住民の意向性などの要国 によって も
左右 される。議会中心組の政府形態 を給むい くつ
‐
かの選択般 のなかか らそれぞれの 出治体 が選択、

議会 で 65,3%、

試行す るなかで しか答 えは出ないで あろう,

「地方公共団体 の議会の議員及び長の所隅党添別

しか し、欧米先進諸国の経験 を踏 まえれば、地

無所属講 景 の制合 は、者S選 府県議 会 で 17.8%、 市

人員調等

方政府形態 としては議 会一元制が基本で あり、特
に必要な場合 にのみ二元代表制

総務省 の 発計 に よれば 、2011年 1̲2月 31日 幹点 で、
町村議会 で87.8%で ある (総 務 補

(平 成 23年 12月 31日

現在)J)ゃ

側好Jに みれば、少な くとも都道府県

(強 市長鞘)が 採

令市

(20)、

栄京特別医

(23)、

(47)、

政

中核市 (41)に つ

用 されているとい うことは再離認 されるべ きであ

いてはすでに政党化がかなりの機度進撰 してい る

る。付選知事の復縮な恐れる必要のない現在の 目
本 がその例外で あるべ き翠曲は凡つか らないぅ

ので、政党中心の議院内欄制 は十分機能す ると考

そもそも、統治権隈 をもつ 公灘常撲 が縦 かれる

それな田避す るために主要政党相乗 り体制 が化番

場合、それとは別 に艦 かれた議会 が存在態義を示

える

￨

犬では
(逆 に 言えば、ズ レの危険 が高 く、現】

しているので、政党政治 が十分機能 していない)ゃ
小 さな市や町村 ではほとんどが無跡隠議員 とい

す ことは難 しいっ 日本 の地方議会の現状 が示す よ
うに、予算提案権 がな く担否権 だけをもつ議会が

う状況だろうが、現状 で も議長 ポ ス トの争奪 を日

市長 と岡水準の統治意識 なもってチェ ック役を舞

的にした会派 が形成 されている場合 が多い。だ と

たすべ きだとい う翔1待 は幻想 にす ぎない。現笑 に
は、周知の ように小地域や団体の部分利益 のパ イ

すれば、議会多数派 が続治権を撚 る政府形態 が導
入されれば、多数派横得を日摘 しての議員・候補

プ役 に特化せ ざるとえなと｀
Gそ うなると、拒否権

者築団の形成が進 むことば十分考えられる。多く

は首長に対す るチェック機能 の基盤 ではな く、部
分和1益 を通 した り、議員の報酬を引 き上げた りす

の場合 は中央 の主要政党の系列 に従 つだろうが、
地域 独白の ロー カル 'パ エテ イーが形成 される場

るための 「伝家の貨刀」 となって しまうヾ

合 もあるだろう。

逆 に、議会多数派 が続治権限 を持つ形 にすれば、

iた しかに 日本 では、欧州諮日の ようにイデオ ロ

公選首長を置 く必要 はな くなるゃ講嵐もある稚度

ギー政党が地方 にまで没透 しなかったのは事実で

の統治慮織や続治能力を持 たなければ生 き残れな

あるが、国内冷戦対立 も終わり、出治体の権限が

くなるし、新 しい人材 の流 入も促進 される。

強化されつつ ある現在、 白治体 の統治方針をめぐ
って複数の立場 が競 うことはむ じろ自然 なことで

政党化 の浸透度 が重要な要困に
二元代表制 における苦長 一議会多数派のズレの
(特 に議院内閣制)が 機能

ル
ダ
経
号
ン
ン
盤
可能4塗 と、議会中心制

No,203 2012.9,3
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あるゃ選挙制度

4年 間は結

(後 述〕 に もよるが、

束 して統治の黄任 を担 おうとする議員集団が形成
されることは十分期待 しうると考 える。
禁複製 Ⅲ無断転載

諄会改革輪から母方政府形態諭へ が
中央の政党締成自体 も依然 として確立 し切 って
はいないが、小選挙区制 の もとで二大政党化

(少

体制」になって しまいかねない。、
私 としては、ある程度人国の多い自治体や、明

な くとも二大勢力化)は 今後 も進展すると予想 さ

碓な改革課題にi獣 蘭 している自治体 においては、

れるので、共熊党や公Frp̲l党 だけでな く二大政党 も
また各綸治体で自らの基盤 を形成 しようとするだ

小選挙区制によって選挙の時点での明輪な多数派

ろうゎそれは、政党の充実験化 につ なが るだけで

政権交代も起 こしやすいので望ましいと考えるぃ

な く、地方議員が与党の一 員 として 自治体の統治

ただ、その場合 には、少数政党は講席を得 られ
な￨ヽ ので、 フラン!ス やイタリアで採用 されている

経験を積 むことで、そ こか ら育った癒会議員の統
治能力を向上 させることにつ ながるど期待 される。
2009年 の政権交代以 後、民主党議 員の統治能

力の欠畑が揺豊 したが、政権交代 が今後 も続 くな

選択を可能にした方が、有権者の判断がFjj確 で、

ように、比例代表制の選挙で相対第一党に多数講
席を与 えたうえで、残 りの議捕をその他の政党で
施例配分すると いうシステムがベス トだろうё

らば、二大政党双方の議 員の統治能力を養成す る
機会 として 自治体での与党経験 はきゎめて重要 な
ものとなるだろ う。 ドイッにおいて、州政府

(議

院内閣制)で の統治経験 を重視 して連邦政府の首
相や大臣が選ばれてとヽる事例 が参考 になる。

地方政府形態の選択肢、2つ のモデルに婦着
最後に、地方政府形態の選択れ!を 導入するとし

選挙制度、比例代表制か小選挙区制かの選択

て、どのような具体的選択肢を絹げるか という点
では、地方行財政検前｀
会議 (総 務相の諮問機関
が2010年 に槻示 した現行制度以外の 6つ のモデ
ルがたたき台 となる。 しかし、それらは笑き諮め

政党の重要性 を踏 まえると、地方政府形態は議

れば2つ のモデルに帰著するはずである。

会 と轍政部 (executive)の 関係だけでな く選挙制
度 ともセ ッ トで構想 されなければならない。
特に、地方議 員が統治意識 に乏 しく、地元利益

)

1つ は、「純粋分離翻 モデル」で、予算修正権
など議会権限を強化 し、他方で首提不信任や議会

のパ イプ役 に烏足 してい る現状 を根本的に変 える

解敗の制度を廃止 して、大統領制の方向へ純化さ
せ るものであるキ条4列 制定権、予算編成権を議会

ためには、議会中心 1の 政府形態 と政党中心の選

に専隅 させ ることも考 えられ るとしている。これ

挙制度 をセ ッ トで導入することと、次田に論 じる

は、議員の統治意識を満める点で大きな前進 とな
るが、ズレ問題は残 るゃ現行制度 よりはましな選

!岳

自治体内分権

(近 隣政府)が 有効であるぃ

そもそ も、も し議会中心糾の政府形態 が採用 さ
れるな ら、議 会選挙 はその後 の 多数派 による執政

支だろうぃ
択月

部 の選出 とば結することにな るので、選挙におい

その他に、検討会議は「特別職の兼職締容モデ
ル」「議員内閣モデPL/」 「白治体経営会議モデル」

て多数派獲得をめ ざす集団 (=政 党)力 S形 成 され
るだろうことは容易 に想像できる。

「多人数議会と語J議 決機関モデルJの 4つ を提示
しているが、理論的可能性にこだわ りす ぎてお り、

選挙制度の選択は、基本的 には比例代表制か小
選挙区制かになるぃ
日本の地方の政治状況 か らみて移行 しやすいの
は、比例代表制だろう
難 しいだろ うが)。

(名

簿順位を決めることは

しか し、それだけに、現状 の

現実的な選択肢とは思われない。
むしろ、現行憲法下で可能な限り苦長の権限か
肖1減 され、議会が予算提案権を持ち議員が執政部
に入る「準議院内関制どが欠かせない選択肢であ
る。執政部 には非議員も選出可能にすべきである。
いずれにして も、苦長の権限 (特 に予算提案推

ような相乗 り政権がそのまま継続する苛能性が高
い。章要政党が相乗り体制を崩 さなければ、有権

や鮮散権)を 大幅に肖H滅 し、議会の権限を強化す

者がどのように投票 しても政権の構成はほとんど
変わらず、かつてのイタリアのような「政党支配

れば、執政部運営も議会多数派が主導することに
なり、議院内閣制に限りなく近づ くぃ
o

禁複製 ・無断転載
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鞄 議会改革論から艶芳機縛移籠鍮ヘ

′
現在の地方議員の根本的な問題 は、統治意識の

その住民 由治 の充紫 において、日際的に も切り

や定
持ちようがないほどに確限が小 さい部1に 報印‖

札 として注日されつつ あるのが近隣政府や由治体

数が多いことで あると それを解決するために地方

内分権

政府形態 を議会中心4!に 転換 して講泉を統治責任

る。 これは、基礎 由治体 の内部 をい くつかの区域

若 にするべ きだとい うのが私 の主擦 であるが、そ

(小 学校区、中学校区、合併前 の旧市町村など)

(都 市内分権)な

どと呼 ばれる仕組みであ

れ と合わせて、「近隣政府」 (由 治体内分権 )に よ

に分け、それぞれに公選制 の議会

って、現状では鯛 々の講景の補rJJの 中心 となって
い る小地域の部分利益のパ イプとしての役割から

して 、市の決定権 の一部 を委緩す るもので あるっ

彼 らな解放す ることも布力な解決策で あるs

麟史の長 い イギ リスのノ｀リッシュ議会のほか、 イ

遥隣政府 は、基本的 には白治体 における住民白

(政 府)を

設置

こ うした仕組 みには、中世の数区に起源をもつ
タリアの地 区評議会、 スウェー デンの地区委 員会、

治 を充実 させるための制度で あるが、それ によっ

ドイツにおける ミン、ンヘ ンの 市区委員会、ハ ンブ

て小地域 のエーズ を満たす ための民主主義的な方

ル クの地域委員会、 ブレーメンの地域評議会、 ア

法が導入 されることで、結果 として地方議員を部

メ リカの ロサ ンジェル スの注隣議会など多くの事

分利益のパ イプ役か ら解放する効果 も期待 できるっ

が ある。それぞれの制度 に も変遇 が あるが、市
す
イ
じ

地方議員の方は 日常的な選挙運動

(恩 顧 による支

議会などによる任命制 か ら直接選挙への移行 と、

持ヤ拡大)の 機会な奪われる と考 えるかもしれな

そうした正 当性 の強化を前縄 に した権限

いが、それは新入候補者 との競争条件の対等化 と

算決定権)の 強化 が注 日され る。 また、多 くの田

してむしろ望 ま しい← そして何 よりも、談典選挙

で、基礎 由治体の 合併 が契機 になって導入 されて

が小地域 の御1用 聞きではな く出治体全体の統治を

きたとい う点 も現在の 日本 にとって示峻的である

担 う公職背を選出す る場へ と純化 し、議員像の転
換をもたらす ことが期待 される。
近隣政府

(自

治体内分権 )fま 住民自治の切 り札

市町村合併や中心都市への人 圧1集 中などにより、

(名 4Ll田

(特 に予

是彦締 『コ ミュニ テ ィの 出治』 日本部論

社、2009年 、など)。
地域 自治区 と盟T内 会
笑は日本 でも、市町村合併が ある構度進んだ こ

効率的な行政経常の可能性 が高 まる一方で、住民

とを踏 まえて、2004年 に地方 向治法や合併特鋼

と基礎由治体 との
『 題閉tが 速 くなり、住民 白治 が形

法 などの 改正 で 「地域 白治区J「 合併特例区Jの

骸化するとい う職選 が浮上 して いる。そもそも、

制度 が導 入 された。そ こには首長 が選任する「協

地方向治 には「団体由治」 と「住民常治Jの 2つ

議会」が設繊 され、斎長 に対 して意見を述べ る権

の側 i橋 があるとい われるが、1990年 代半 ば か ら

服が与 えられて いる。
結果 としてはこのよ うに議景の鷲鞍選挙 も決定

委緩 によって団体 由治 はある縦度強化 されたもの

権 の付う もない中途半端 な制度 となって しまった

の、住民白治の充実 は大 きく立ち避れてい る。

が、 この制度導 入の起点 となった第27次 地方制度

ンヽ

の地方分維改革のなかで、日 から由治体へ の権限

日経 ヴ ローカル No:204 2012.9.17

禁複裂 ̀無 断転載

議会改革論から地方政府形態縮へ が

調査会 (01〜 03年 )の 審議 の過程 では、「地域

上越 市 と名古屋市 の先駆事例

急治組織Jの 制度設計 として「直接公選 叉 は住民

地域 自治 区や合併特例 区 は、07年 10月 1日 ま

総会による選出」を主張する有力 な意 見が あった。

でに61自 捻体で導入 されてい るが、注 目されるの

特 に、西尾勝委員 (東 京大学名誉教授)は 、以下
の ような意見を述べて いる,

は、新潟県上越市 が、05年 2月 に地域協議会の委

「そ こ 〔
地域 自治組織 〕 で選 ばれる新 しい代表

の大胞 な一歩を踏み出 したことで ある。09年 の 2

機関 とい うのは、いわば公職選挙法 に準拠 して選
′
挙 が行われ、きちんとした選挙管理 が行われる.

障￨口 の選挙では立候補 者が定員を超 えず投票 は行

員を事業上 の選挙

)で 選 び、近隣政府ヘ

(準 公選

われなか ったが、自治基本条例 (08年 )に おいて、
「市民 に よる投票 を主体と した選任手続 きを採用

そして、そこに就任す る代表者 は委員で あれ、議
員であれ、長であれ、公務員なんだと思 う。 ……

す る」 と明冠 しているので、今後も準公選は持続

そうい う位置づ けがな された自治組織 とい うのが

す るだろう (石 平、前掲番)。 今後 は、諮問的役

従来の自治組織 〔
町内会 など〕 と違 うところだと
′
思 うど

簿Jを 超 えて、予算 などの決定権限を委譲す るかど

ところが、野中広務委員 (元 衆講院議 員)の
「公選まで認め るなら、何 のために合併 したかわ

その点で もう一つ注 日される事例 は、河村 たか
し市長 (09年 当選)の ヤ ニ フェス トに基づ いて

か らない」 とい う強い反対意 見もあり、最終答申

10年 に 8小 学校区で モデル実施 された名古盛市 の

が らは憶:接 公選 が選択肢 としても消 え、上 記の よ

地域委員会である。 これ は地域委員会の過半数を

うな法制化 になったので ある

(石 平棒彦 『都市内

うかが、市民の参加憲欲 とい う点で も重要である。

公選で選 び

(そ

れより 1名 少ない候補者を学区連

分権の動態 と躍望』公人の友社、2010年 、第 2章 )ぃ

絡協議会 が雑蒋 して構任投票 にかける)(そ こに

しかし議会や析長 の承認 の うえで、 ご く一部の

500万 〜 1500万 円の予算編成権 を実 質的に委練す

権限が近隣政府 に委離 され たか らとい って合併自

るもので ある。 10年 のモデル実施 では、定数40

治体の解体 につ ながるわけもない。 もちろん、委

に対 して64人 が立 候補 し、布 資格者

諜す る権限はバ ランス を考 えなが ら徐 々に拡大 し

上)の 10.6%が 投票参加登録を行 い、その うちの

てい くと して も、今後 の住民 自治の充実 のために

82.4%(全 体の8.7%)が 投票 した。

は、代表者の直接公選 と一定 の決定権根付与を伴
った本格的 な近隣政府 が有力 な選択肢 で ある。

(満 18歳 以、

私自身、河村 マニフェス トや地域委員会の初期
の制度設計 に直接関与 し、近隣政府 の初 めての事

なお、 日本 においては、伝統的 に町内会、自治

例創出 として期待 したが、その後、河村市長や市

会などの地稼組織 があるが、 これ らは質的転換 を

行政 の位置 づ けが低下 し、予算額 を300万 円に減

経 な けれ ば近隣政府 にはな りえない。「全戸加

らした12年 度 の 2度 日のモデル実施 では、32学

入Jを 強制することは法的 に も現実的 に もできな

区の公募枠 に対 して 7学 区の応 募 にとどまったぃ

い し (形 式的加入率 です ら全国平均 で約90%)、
二人一票 ではな く一世帯一票 とい うの も地域 の公

今後の継続 は深繊 できないが、本格的な近隣政府

的 な決定機関と しては間題 が あるか らである命む

この連載 では、地方議会の改革論だけでなく、

しろ、公的決定機関と しての近隣政府 とは別 の、

地方議会 と執政部 の関係、選挙制度、自治基本条

地域に根差 した島発的 な民岡活動組織

(民 問非常

例、近隣政府などを含めた地方政府形態のあり方

利組織)へ と純化 した方 が再生の可台逸
性 が高 いと

へ と議論 を展開 させ るべ きだとい う主張を提示 し

考 える。そ して、近隣政府 が地域向けの公的事業

たぉ地方識員の定数や報酬 の削減、政務調査費の

を予算決定 した場合、他 のNPOや 企業 と並んで

透 Fpl化 、議会基本条例制定などの最近の試みが、
革発のパ フォニマンスに終わ らず、地方政府形態

その実施 を受託す る団体 ともなりうるだろう。

の最初の事例 として秦引単 の役割 を期待 したい。

の改様へ と展開す ることを期待 したい。
禁複製・無断転載
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