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持続可能性の観点から番号制度を議論せよ 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 河合 正人 

 

「社会保障と税共通の番号制度」（以下、「番号制度」）は、平成 22 年度税制改正大綱に基づき、

国家戦略室に「社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会」を設置して検討が進められてい

る。番号制度の目的は、「真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実」、「国民負担の公

正性」、「国民の利便性向上」であるとし、検討に当っての課題は「利用する分野・番号などの特

定」、「個人情報を保護する仕組みの構築」が案として上げられ、１年以内を目処に結論を出すと

している。 

この方向性は、今後の高齢化社会における行政のあるべき姿を考えると正しいのだろう。この

種の議論では、「国民の利便性向上」を前面に出し、国民のための施策だということを強調しが

ちである。番号制度とは、あえて単純化すれば、名寄せを簡単にする仕組みである。では、名寄

せは誰が行っているのかといえば、国、地方の税財政部門や福祉部門である。事務処理が効率化

され、その結果として税金が下がることを国民の利便性と解釈することも可能であろう。しかし

ながら、番号制度導入の本質は事務処理の効率化を主眼としたものなのであろうか。 

名寄せは、日本語の特徴、制度と密接に関係している。例えば、日本人の苗字で多い「わたな

べ」さんの「なべ」の漢字表記は何十種類もある。また、行政に登録する漢字表記も、戸籍登録

した際の文字がそのまま登録される制度となっており、常用漢字にない文字でも登録することが

できる。また、行政は、個人情報保護の観点から部門毎に独立して住民を登録・管理している。

名前の「読み」と「表記」が一意的に決まらないため、地方自治体の職員は、名前だけでは同姓

同名の人をコンピュータで機械的に特定することができず、所得状況の把握や、滞納状況の把握

のために、多大な労力をかけて名寄せをしている1。これらの問題の解決には、番号制度の導入

以外の方策は採りえない。番号制度は、国民年金の記録問題に代表されるように、単なる事務の

効率化を超え、制度の持続性を左右する大きな課題である。番号制度なくしては、行政事務の持

続可能性を担保できないことを、広く国民により明確に伝えるべきである。 

                                                 

番号制度の議論になると、収入をはじめ個人情報が国家に集中管理されるのは困るという話が

出てくる。権限のある人が、権限の範囲で適切に個人情報を取り扱う仕組みが、番号制度の信頼

性を担保する根幹であり、導入にあたっての情報技術の重要課題であることに疑問の余地はない。

収入を補足されたくないという議論は、日本人の税に対する意識を写している。クロヨン問題を

はじめ、税金は取られるもの、あわよくば負けてもらおうというフリーライダー的な考えが根底

にあるのであろう。従来の経済社会の無限成長を前提とした社会保障に係る制度は、受益と負担

の関係を曖昧にし、行政依存意識を助長してきた。社会保障制度は、個々人では対応できないリ

スクを、支え合いにより軽減するための仕組みであり、制度の持続可能性は、支え合いが機能す

るかにかかっている。番号制度は、社会保障制度の持続可能性を担保するための必要不可欠な基

盤である。政府は、番号制度の必要性を国民に正確に伝え、誰もが公平に社会保障の恩恵を受け

られる社会の実現のため議論を尽くし、この制度がスムーズに導入されることを期待したい。 

 
1 このあたりの事情は、以下の文献に詳しい。 榎並利博「年金納付記録問題を再発させないために－日本人氏名に潜む

問題とその根本的な解決策について－」行政＆情報システム 2008 年 10 月号 

羅羅針針盤盤  
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新しい公共と自治立法権の確立 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

１．はじめに 

鳩山総理は去る１月 29 日、通常国会の施政方針演説の中で「新しい公共」の確立を目指す姿

勢を明らかにした。新しい公共とは、「ＮＰＯ、ボランティア等パートナーシップによる開かれ

た公共空間で支えられた地域社会を形成すること」を意味する。資源制約が強まる 21 世紀の地

域の持続的発展を確保するには、グローバル化や情報化によって経済社会の様々な要素の相互連

関性が高まっていることを正面から受け止めなければならない。経済、財政、社会、環境等あら

ゆる問題が相互連関性を強め、ひとつの視点からだけで整理し解決することが極めて困難となっ

ている。そのことは、政策による問題解決に対して、より広い・長期的視野、不確実性の意識、

多数の利害関係を把握することのできる能力とそれらを体系化する視点が必要となっているこ

とを意味している。行政を中心とする縦割り等の「閉ざされた公共性」ではなく、地域に「開か

れた公共性」によって支えられる「公共空間」の形成が不可欠となっているのである。開かれた

公共性に支えられた領域は、①国や地方自治体が直営して直接サービスを提供する領域、②国や

地方自治体が供給や質について一定の責任を負いながら民間企業や NPO 等にサービス提供を委

ねる領域、③国や地方自治体は供給には一定の責任を負うもののその質や提供方法、事業経営に

ついてはより積極的に民間に委ねる民間化の領域、④国や地方自治体は基本的に関与せず、供給

するか否かも民間の判断に委ねる領域(公的サービスとしては廃止)に分けられる。こうした多彩

な領域を地域のそれぞれの特性に合わせた地域の公共性として形成し実践するためには、規制改

革と同時に地方自治体での意思決定の自立、すなわち自治立法権の確立が必要となる。以下では、

終的に議会制度そして議会可能の抜本的改革に結びつく自治立法権の確立に向けた条例制定

権拡充の考え方を整理する。PFI、コンセション等の民間化手法の活用の充実においても以上の

点を十分に踏まえる必要がある。 

２．憲法第 92 条 ―地方自治の本旨― 

憲法第 92 条では、国の立法機能に関することも含め「地方自治の本旨」に基づいて行うこと

を求め、国も侵害することができない根本原則として規定している。この地方自治の本旨が、住

民自治と団体自治を主に意味することは広く共有されている。しかし、現段階での地方自治の本

旨の内容は、論理具体的に明確化されておらず、地方自治として如何なる範囲の如何なる事項を

如何なる自由度を持って自ら意思決定できるかが法規範として不明確な実態にある。このことが、

地方自治の本旨の言葉を象徴化させ、具体的な法令・制度や政策の展開、すなわち国の権力行使

においては中央集権の実態を色濃くする原因となっている。下からの民主主義に支えられた地方

自治の本旨を具現化するには、地方自治体の条例制定を可能な限り自由にする方向で原則を明確

に設定すべきである。 

以上に関連し憲法上２点の整理が必要となる。第１は、憲法第 94 条「法律の範囲内で条例を

制定すること」の定めに基づく法律と条例の関係を「法律優位」とするか「法律準則」とするか 

政政策策論論説説  
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の点である。この問題は、権限踰越の原則と密接な関係がある。英国でウルトラ・バイリースと

呼ばれる原則であり、条例は一般法と首尾一貫しなければならないことを意味している、国と地

方自治体の事務事業が日本に比べ明確に区分けされている英国と異なり、国と地方自治体の事務

事業が重なり合い国からの関与が投網型で関係してくる日本においては特に権限踰越の原則の

貫徹が過度の中央集権体質を生みだす。権限踰越の原則を貫徹すれば条例に対して法律優位と解

することで、条例制定権は国の法律で強い制約を受ける。これに対して法律を準則、すなわち条

例制定に際し法律を拠り所とすることを意味すると解すれば、条例制定権への制約は緩やかとな

る。また、地方自治法第 14 条第１項は法令に違反しない限りにおいて条例制定できるとし法令

先占論に基づく厳格解釈を基礎としている。法令先占論は、法令が明示的・黙示的に規定してい

る領域では法令による委任規定がないと条例を制定できないとする理論である。こうした地方自

治法上の厳格解釈の再検証が必要となる。 

第２は、憲法第 65 条「行政権は、内閣に属する」の定めにおいて、地方自治体の行政権も含

まれるとする解釈が基本となっていることである2。この解釈は、地方分権議論が国から地方へ

の上からの民主主義、上からの公共性の視点で行政権を中心に議論される大きな要因ともなって

いる。

３．条例制定権の拡充 

義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡充は、法制面における地方の自由裁量の拡充に向

けた改革であり、国の立法的関与の廃止・縮小を目的としている。義務付けとは、「一定の課題

に対処すべく地方自治体に一定種類の活動を義務付けること（一定種類の活動に係る計画策定の

義務付けを含む）」としており、枠付けは、「地方自治体の活動について組織・手続き・判断基準

等の枠付けを行うこと」である。従って、義務付けの見直しは、地方自治体が自らその事務事業

の範囲を決定する選択権を拡充する改革であり、枠付けの見直しは、関与の見直しと同様、事務

執行における自由裁量を拡充する改革である。地方分権の観点から自治事務は、地方自治体が事

務執行の有無の選択や事務の執行方法、それを担う組織体制を自らの裁量により決定する権限を

有することが大前提となる。しかし、第１次地方分権改革では義務付け・枠付けは実質的に手つ

かずのまま第２次に引き継がれている。このため、第１次の成果である地方の事務を自治事務と

法定受託事務へと整理した意義が薄れ、自治事務でも地方の裁量の余地を奪っている実態が残さ

れている。義務付け・枠付け見直しの対象は、法定受託事務を除く自治事務を対象に「事務の処

理またはその方法（手続き、判断基準等）を義務付けている事務」としている。 

条例へ委任する場合の条例制定の基準（以下「条例制定基準」）は、現行法令では、従うべき

基準型、標準型、参酌すべき基準型の３つに類型化される（図表１）。国が設定する従うべき基

準型は、条例の内容を直接的に拘束し必ず適合しなければならない基準である。当該基準に従う

範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは

許されない。このため、従うべき基準を国が設定ことは極力限定すべきであり、①当該施設・公

物の利用者の資格のうちの基本的な事項について特に従うべき基準を示す必要がある場合、②① 

 
2 佐藤英善編著(2002)『新地方自治の思想』敬文社、pp.17-18。 
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のほか当該施設・公物の本来的な性格・機能等に係る基本的な枠組みを定める場合、③当該施設・

公物で必要とされる民間共通の士業等の資格について特に従うべき基準を示す必要がある場合

に限定すべきとしている。標準型は、通常よるべき基準を意味する。すなわち、法令の標準を通

常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で地域の実情に応じた標準と異なる内容を

定めることを許容するものである。こうした基準を国が設定するのも当該施設・公物について全

国的見地から一定のサービス水準を維持するために利用者の数、施設・公物に配置する職員の数

について特に標準を示す必要がある場合に限られる。 

従うべき基準、標準と異なる性格を有するものとして参酌すべき基準型がある。たとえば、就

学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（2006 年法律第 77 号）

第３条第１項第４号及び第２項第３号では「文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施

設の設備及び運営に関する基準を参酌して都道府県の条例で定める認定の基準」と規定している。

参酌すべき基準は、国の役割を果たすために地方に対して示すものであり、十分参照しこれによ

ることの妥当性を検討した上で条例が制定されなければならない。しかし、法的には、条例の内

容を直接的に拘束するものではなく、十分参照した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内

容を定めることは許容される。このことから、見直し対象施設等基準のうち必要 小限のものを

参酌すべき基準として規定することは許容している。この参酌すべき基準では、以上の法的性格

を踏まえ地方自治体の条例による国の法令の基準の上書きを許容することができる。改革推進委

では、事務の処理又はその方法（手続、判断基準等）の法令による義務付けについて条例による

補正（補充・調整・差し替え）を許容することを、地方自治体による法令の「上書き」の確保と

位置付けてきた。参酌すべき基準は、法律から条例に委任するときに条例の制定基準の一種とし

て設定されるものの、法令は一定の基準を示しつつこれに従うべきとの趣旨ではなく参酌すべき

ということが法令の規範内容となっている。このような法令の規範内容自体は上書きの対象とな

らないものの、法令が示す一定の基準は法令の規範内容に沿って参酌する対象に過ぎず、その結

果、法令が示す一定の基準と異なる基準を条例で定めることは許容される。現在、国の法令で設

定されている基準を条例に委任することとした上で、必要 小限のものを参酌すべき基準とする

見直しも、地方自治体の条例による国の法令の基準の上書きを許容するものである。 

これらを体系的に整理し、さらに議論を実りあるものとするには、立法分権を実現し地方議会

の改革を図る必要がある。国会と地方議会の役割、地方議会の構成や機能など抜本的に改革する

ことが地域主権確立には不可欠な課題である。 



 

 

図表１ 条例制定の基準 
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 「参酌すべき基準」型 「標準」型 「従うべき基準」型 

○「参酌すべき基準」と

は、十分参照しなけれ

ばならない基準 

○「標準」とは、通常よ

るべき基準 

 

○「従うべき基準」とは、

必ず適合しなければな

らない基準 

法的効果 

○条例の内容は、法令の

「標準」を標準とする

範囲内でなければなら

ない 

 

○条例の内容は、法令の

「従うべき基準」に従

わなければならない 

 

○条例の制定に当たって

は、法令の「参酌すべ

き基準」を十分参照し

た上で判断しなければ

ならない 

法令の「参酌すべき基準」

を十分参照した結果であ

れば、地域の実情に応じ

て、異なる内容を定める

ことは許容 

法令の「標準」を標準と

しつつ、合理的な理由が

ある範囲内で、地域の実

情に応じた「標準」と異

なる内容を定めることは

許容 

法令の「従うべき基準」

と異なる内容を定めるこ

とは許容されないが、当

該基準に従う範囲内で、

地域の実情に応じた内容

を定めることは許容 

異なるもの

を定めるこ

との許容の

程度 

参酌する行為を行ったか

どうかについて説明責任

（行為規範） 

⇒参酌する行為を行わな

かった場合は違法 

 

「参考とすべき基準」「斟

酌すべき基準」「勘案すべ

き基準」「考慮すべき基

準」も同じ 

「標準」と異なる内容に

ついて説明責任 

⇒合理的な理由がない場

合は違法 

 

 

「準則」も同じ 

「従うべき基準」の範囲

内であることについて説

明責任 

⇒基準の範囲を超える場

合は違法 

 

「定めるべき基準」「遵守

すべき基準」「適合すべき

基準」「よるべき基準」も

同じ 

備  考 

(資料)地方分権改革推進委員会第３次勧告より作成。 
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ギリシャ財政危機とソブリン 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

欧州だけでなく米国を含めたグローバル経済においてギリシャ財政危機とその他ユーロ諸国

への波及を如何に食い止めるかが喫緊の課題となっていることは周知のとおりである。ギリシャ

以外でもユーロ諸国での財政赤字が深刻化しており、スペイン、ポルトガル、アイルランドが突

出していることに加え、1997 年の安定成長協定周辺に収まっている国は、ルクセンブルク、フ

ィンランド等に限られる。仮にギリシャ問題がスペイン、ポルトガル等他国にも本格的に波及し

た場合、財政危機に端を発した金融問題は欧州にとどまらず、景気回復の底固さが強まりつつあ

る米国経済にも影響を与えざるを得ない。そして、ユーロのソブリンリスクが本格的に伝播すれ

ば、国債価格の下落・格下げを通じた金融機関損失の発生にとどまらず、国債そして国債を担保

とした資金調達が困難化する結果となる。資金調達の困難化は、金利上昇を生み財政危機をより

深刻化させる要因となる。 

こうした実態を受け欧州中央銀行は、５月６日の政策決定会議で今後の景気動向には前向きな

姿勢を示しつつ、先行きに対する不確実性が高まっていることを明確にし、将来の政策オプショ

ンを柔軟に選択していくことを基本スタンスとした。この先行きに対する不確実性の高まりとは、

ギリシャに端を発し財政危機の問題がスペイン等に波及することで実体経済に与える悪影響を

危惧するものと解される。この危惧に対してエネルギー価格、ユーロ安によるインフレ圧力の高

まりという一方の不確実性は存在しているものの、景気回復のスピードを測りつつ、通常の金利

引き上げ政策を財政危機克服のために遅行させる可能性を示唆している。原油価格の上昇等不確

定要因があり物価の中期的安定が優先課題であるものの、ドイツ、フランス等の中核国の景気回

復が本格化することを前提に、財政危機克服のための金融緩和、流動性確保策の選択が必要とな

っている。 

ユーロ経済の財政危機問題は、日本財政においても踏まえるべき課題となる。日本の財政赤字

は国・地方合わせて 1,000 兆円を超え、１年間の経済規模の２倍程度に達している。こうした実

態に対して日本の財政赤字が日本国民の国内貯蓄で支えられており、ギリシャ財政危機等他国の

問題と同一視することはできないとする考えも成り立つ。確かに現段階だけを捉えれば、同一視

することは適切とは言えない。しかし、今後、少子高齢化は急速に進み 40 年後には人口が 8,000

万人台、22 世紀を迎える時には 6,000 万人台に減少することは避けられない。その過程で高齢

化率は上昇し、年金資金の支払い等これまでの日本の貯蓄を支えてきた基本構造は大きく変化す

る。加えて、グローバル化の進展は資金の流動性を拡大させ、長期的資金の確保を難しくする要

因となる。巨額の国債・地方債の存在は２つの基本的リスクを生じさせる。第 1 は、債務の借り

換えリスクであり、第２は金利変動等に耐えるため債務を圧縮することがどれだけ柔軟にできる

かである。こうしたリスクを増税で克服していくことになれば、国民の実質所得は間違いなく減

少する結果となり、さらに以上のリスク循環は深刻なものとなる。 

但し、財政危機克服の問題は債務残高の圧縮に限定されない。バランスシートの一方である資

産の圧縮も必要となる。2008 年度段階で日本のバランスシートは 12 兆円程度の資産超過であっ 

政政策策シシググナナルル  
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た。その後の国債・地方債の増発、いわゆる埋蔵金の取り崩し等で減少しているものの負債超過

にはなっていない。しかし、資産価値とともにその流動性がどれだけあるかにも十分留意すべき

である。規模が大きいことが決してリスクに強いことを意味しないように、資産が存在すること

とその価値を財政の信頼性に資する形で流動化させることとは必ずしも同義ではないことに留

意すべきである。 
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コンセション事業の展開 

北海道大学公共政策大学院教授  宮脇 淳 

 

新しい交通網の整備、あるいは老朽化した社会資本整備の再生に向け活用される事業手法とし

てのコンセション（CONCESSION）事業について総括する。PPP ニュース 2010 年№４でも紹

介したように、鳩山内閣の新たな戦略として関西国際空港や伊丹空港等にコンセション契約型の

社会資本整備手法をひとつの選択肢として掲げた。コンセション契約型はフランス版 PFI とも表

現される手法であり、フィリピン、インド、タイなどアジア諸国では日本に先行して幅広く導入

されており、上下水道事業、鉄道、港湾、空港等ライフライン・装置型の社会資本整備に幅広く

活用されている。 

コンセション契約型の基本は、権益譲渡方式にある。既存社会資本に関する所有権は官が保有

することを基本とすることで事業の継続性を担保する一方、経営する権益は民間側に譲渡し、社

会資本に関する施設、追加投資、維持修繕も含めた建設、資金調達、運営を民間事業者に委ねる

方式である。PFI 手法は、本来、民間の資金で整備・運営し施設・設備等の所有権は民間側が保

有することを基本とする。これに対して、コンセション契約型は施設・設備等の所有権が官側に

あることから、民間側が経営に失敗しても事業の 終的な持続を担保できる点にひとつの特色が

ある。コンセション契約型の事業が公共サービス提供を目的としていることから、公共サービス

において も重視すべき提供の継続性確保の面で優れていると言える。但し、先行事例を見ても

コンセション契約を純粋な民間資金だけで展開している事例は少なく、一定の補助金等の財政支

出とセットで展開されることが多い。 

アジア諸国の事例として、フィリピンの港湾施設維持管理事業やタイの地下鉄事業、インドの

空港事業、そして南米ではブラジルの空港・鉄道等社会資本整備に活用されている。コンセショ

ン契約型の母国ともいえるフランスでは、1998 年ワールドカップ開催に向けたスタジアム建設

に活用されたことは有名である。この際には、総事業費のうち国が 47%を補助金として投入し、

残り 53%を民間の資金調達で賄う方式で展開された。スタジアム建設にコンセション契約が活用

された理由としては、①ワールドカップ開催後のスタジアム施設活用に関して民間事業者の創意

工夫が可能であり、スタジアム機能以外で活用することも視野に入れられること、②国が単独で

整備した場合、公務員の配置等人的資源の確保や組織の管理運営が必要になるほか行政特有の硬

直性が生じてしまう危険性が高く、これらについての改善が期待されること、などが挙げられて

いた。本件に関する入札は欧州全体を対象として実施され、入札の条件として、①性能とパフォ

ーマンスの高い設計・提案であること、②少なくとも観客 9 万人以上が収容できること、③4,000

の特別席、150 のボックス席を整備すること、④サッカー以外のスポーツに活用できること、⑤

コンベンションホールを併設しスポーツ以外のイベントにも活用できることなどが掲げられて

いる。 

コンセション契約の場合、施設・設備の所有権は行政側にあることから、契約後に建設した新

設施設等は民間事業者から行政側に譲渡されることを基本とする。その際に問題となるのは、法

的性格である。この点については、建設費等の民間側の負担は事業期間にわたる賃料の前払いと 

アアジジアアリリンンクク  
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して位置づけ処理されている。コンセション契約型の 大の特色は、行政側は社会資本の所有権

を保有し公共サービスの持続性を担保する一方、民間事業者は経営権を保有し創意工夫による事

業展開で収益を確保し経営責任のみを負う点にある。こうした手法においては、行政と民間との

リスク負担を明確化・単純化し輻輳させないことが重要であり、そのことが PFI に比べて環境変

化に対する柔軟性を発揮させることになる。コンセションをはじめとする新たな社会資本整備手

法のノウハウ蓄積は日本の建設部門等のグローバル化にも重要な資源となる。 
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定住自立圏構想を真に有用な取組とするために 

株式会社富士通総研 公共コンサルティング事業部 長谷川 一樹 

 

１ 定住自立圏構想の狙い 

国立社会保障・人口問題研究所の「日本の都道府県別将来推計人口」（平成 19 年５月）による

と、今後、人口が減少する都道府県は増加の一途を辿り、平成 12 年～17 年の 32 道県から、平

成 37 年以降は 47 都道府県全てに拡大し、特に地方圏では平成 17 年～47 年までの 30 年間に約

1,178 万人もの大幅な減少が予測されている。 

一方、景気低迷の長期化による税収の大幅な落ち込みや少子高齢化の進展に伴う社会保障費の

増大等、国・地方を問わず財政を取り巻く環境が極めて厳しい状況にある中、近年、国と地方の

役割分担を抜本的に見直し、自らの地域のことは自らの意思で決定し、その財源・権限と責任も

自らが持つ、地域主権型社会の創造に向けた動きが急速に活発化しつつある。 

このような背景の下、平成 20 年 12 月に総務省が打ち出した定住自立圏構想は、「集約とネッ

トワーク」の考え方に基づき、人口約４万人超・昼夜間人口比率１以上の中心市と周辺市町村が、

地域住民の暮らしに必要な生活機能の確保と持続可能な経済基盤を確立するために連携・協力し、

圏域全体の活性化を図り、もって人口の流出を食い止めることを狙いとした新しい政策である。 

２ 各圏域における取組状況 

平成 21 年 12 月現在、定住自立圏構想の推進に取り組んでいる圏域は、全国で 34 圏域（中心

市 36 市）となっている。FRIが独自に実施したアンケート調査3によると、定住自立圏構想推進

要綱で示されている３つの政策分野のうち、「生活機能の強化」では「救急医療体制の整備」「子

育て支援」「特産品の開発と販路拡大」、「結びつきやネットワークの強化」では「バスを主体と

する公共交通の維持・確保」「地域・生活情報の一元化、提供」などを実施予定の具体的取組（施

策・事業）として挙げる中心市が非常に目立つ結果となった。 

図表 定住自立圏構想の中で実施予定の具体的取組（※中心市が対象） 

 

 

                                                  
3 平成 21 年 10 月、中心市（33 市）及びその要件を満たす市（210 市）の企画部門に対してアンケート調査票を送付し、

前者は 29 市（回収率 87.9％）、後者は 155 市（同 73.8％）から回答を得た。 
 

事事例例紹紹介介  

政策分野

医療 救急医療体制の整備 地域医療の整備

福祉 子育ての不安解消
子育てに関する親・支援者・専
門家等のコミュニティ形成

○子育て情報の一元化
○独居高齢者の見守り

教育 図書館の広域利用・連携
生涯学習における住民の知識・
ノウハウの活用

産業振興 特産品の開発と販路拡大 既存産業の振興 新規産業の創出・企業誘致

防災・防犯 防災・災害情報の一元化、提供

公共交通・生活インフラ 公共交通の維持・確保

情報通信基盤 ブロードバンドネットワークの整備 地域・生活情報の一元化、提供

交流・移住 観光情報の一元化、提供 農業体験を活用した移住促進 広域的な観光プランの作成支援

その他の一部
（選択肢以外）

地産地消の促進、ごみ処理の広域化、広域による消防及び救急搬送、消費者生活相談の広域連携、コンピュータシステムの
共同利用・共同開発、職員の人材育成及び人事交流

結びつきやネット
ワークの強化

生活機能の強化

回答の多かった施策・事業



 

３ Ａ市における取組事例 

前項で示した具体的取組の多くは、

医療や福祉、産業振興を中心に、行

政だけが第一義的に推進役を担える

ものではなく、民間企業や各種団体、

住民など地域社会を構成する各主体

が、それぞれが持つ人材、設備、情

報、ノウハウ等を持ち寄り、提供し

合わなければ、実効性が高く、持続

可能な取組とはなり得ない領域と考

えられる。 

圏域共生ビジョン懇談会圏域共生ビジョン懇談会
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このような観点に立ち、当社では、

平成 21 年度に実施した定住自立圏

構想策定支援業務において、地域の

経済活動や生活に不可欠な公共サー

ビスの実務に精通した人材を積極的

に議論に引き込み、各々が主体的に責任と役割を認識し、共有するための場を提供することによ

って、行政・民間の役割が明確になった具体的なアクションプランの策定と、その実現に向けた

実効性・継続性が担保された推進体制の土台の醸成に主眼を置くこととした。 

具体的には、圏域共生ビジョン懇談会4の下部組織に、医療・福祉・教育・産業振興・地域公

共交通等、想定される具体的取組の推進エンジンとしての役割発揮が期待できる民間企業・各種

団体等の実務者を構成メンバーとする「圏域共生ビジョン推進会議」を設置するとともに、当該

メンバーを「医療・福祉」「産業振興」「教育・文化・環境」などを主たる検討分野とする３つの

ワーキンググループに振分け、定住自立圏共生ビジョンに盛り込む具体的取組等の検討を行うこ

ととした。

ワーキンググループに対しては、事務局である行政側からタタキ台は示さず、具体的取組の内

容、推進主体、実施スケジュール、概算費用、推進にあたりクリアすべき課題の洗い出しなど、

必要な検討の一切を参画メンバーの発意と議論に基づき実践した。これによって、従来の行政主

導型による計画づくりや、ともすれば言いっ放しになる恐れがある住民参加型の計画づくりとは

異なり、行政と民間の垣根を取払いつつ、両者の役割・責任を明確にした実効性のあるビジョン

の策定を実現することができた。 

４ 事例のポイント 

具体的取組の検討に際しては、定住自立圏構想を真に有用で持続可能なものにするためには、

地域に存在する顕在的・潜在的な価値を持つ様々な資源を複合的に活用しながら、行政を含めた

業種横断・産業横断的な取組を推進することが必要不可欠であること、さらに、本構想の推進を 

 
4 総務省の定住自立圏構想推進要綱では、圏域全体として目指すべき将来像とその実現に向けた具体的取組を示した「定

住自立圏共生ビジョン」の策定にあたっては、関係者の意見を広く反映させるため、圏域共生ビジョン懇談会を開催す

ることが規定されている。 
 

図表 Ａ市における検討体制 

定住自立圏共生ビジョンに掲げる具体的取組の内容、定住自立圏共生ビジョンに掲げる具体的取組の内容、
推進体制、実施スケジュール、概算費用、今後クリアに推進体制、実施スケジュール、概算費用、今後クリアに

すべき課題の洗い出しなど、実質的な検討を実施すべき課題の洗い出しなど、実質的な検討を実施

事務局

ワ
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グ

ワ
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ン
グ

グ
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プ
Ｂ

グ
ル
ー
プ
Ｂ

連携

具体的取組を
明らかにする
ための主体的
な役割を担う

圏域の将来像や
具体的取組み等
の合意形成

圏域共生ビジョン推進会議圏域共生ビジョン推進会議

◆各分野に関連する民間事業者や地域活動団体、
教育機関等の実務者（部長、課長等）

◆中心市
◆各分野に関連する民間事業者の役員クラス
◆各分野に関連する地域活動団体の代表クラス
◆圏域内に立地する教育機関の関係者
◆機能を享受する側の市民代表者、etc

ワーキンググルー
プ間の意見調整や
情報共有の実施

事務局

事務局事務局

◆中心市◆中心市
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通じ、構成メンバーの出身母体である民間企業・各種団体等の売上又は利益の拡大を図ることが、 

地域経済の活性化や人口の定着化に直結することなどを粘り強く意識付けした結果、参加者全員

から前向きな議論を引き出すことができた。 


