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「国境の家」のリスクを理解する財政情報 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

情報は、組織・地域の内外を問わない人間関係を形成するための中核的要素である。そして、情報化は、

人間関係を形成する情報の「集積」と「伝達移動」の流れを変えることを意味し、人間関係を通じた経済

社会活動の権限と責任、ガバナンス構造の体系化を行う根幹に位置している。同時に、インターネット等

による情報の伝達移動がオープン化し、様々な社会現象が相互連関性を強めている。信頼性が異なる情報

が横断的に共有される中で、これまでの分野ごとに細分化された縦割り等自治体経営の組織やそこで形成

され流れる財政情報の質的変革が重要となっている。以上の情報化の流れは、官民連携が進む中で、従来、

官と民に分かれて形成されてきた財政情報の質にも大きな変化を求めている。 

 

１. 財政情報の質と公会計改革 

財政情報は 1980 年代以降、自治体経営の重要な課題として位置づけられてきた地方債等公的債務の

拡大、そして、金融市場のグローバル化や多様化、さらには効率化を求めた民間との比較の必要性等を

受け、質的見直しが強く求められてきた。その見直しでは、債務残高の多寡、国債・地方債発行に関す

る信用性や流動性リスク等が中心課題となり、自治体経営と財政実態を結びつける公会計改革の取組み

が続けられてきている。 

公会計改革の取組みは、グローバル化を進める企業会計の考え方の公会計への組込み、財政法上の現

金主義・単年度主義の修正、発生主義や管理会計の導入、資産・負債や減価償却等ストック情報の充実、

そして、ライフサイクルコストやセグメント会計の導入等広範多義にわたっている。こうした財政情報

の質的変化は、予算編成、事業発注等のプロセスにおける情報蓄積と伝達移動を通じて、人間行動の集

合体である行政組織による自治体経営だけでなく、民間化や予算・政策議論への住民参加などを通じて

官民関係にも変化をもたらしている。 

以上の公会計改革を通じた財政情報の蓄積と伝達移動の変化は、自治体経営の進化にとって重要な取

り組みである。一方で、住民の公的債務や財政情報さらには公会計への認識が高まり、地方財政や官民

連携に関する財務構造への理解の深まっているかについては、現在においても十分とは言えない実態に

ある。 

 

２. 財政民主主義充実に向けた財政情報の基本原則 

（１）国境の家 

財政民主主義の充実に向けて、①行政の責任範囲の明確化（責任の明確化）、②納税者たる住民の財

と行政管理財産の区分の明確化（財産帰属の明確化）、③納税者たる住民に不利益や将来負担を与える

情報の開示（保守主義の原則）、④納税者たる住民の意思決定に役立つ情報の提供（有用性の原則）の

担保が、財政情報の重要な機能として位置づけられている。そして、官民連携の高まりにより従来の機

能に加えて、①行政と民間組織との責任範囲の明確化、②納税者たる住民の財と行政管理の財、そして

官民連携によって管理する財の区分の明確化、③納税者たる住民、民間組織、そして行政に不利益や将

来負担を与える情報の開示、④納税者たる住民と民間組織の意思決定に役立つ情報提供の担保が新たに

求められる流れとなっている。 

「国境の家」といわれる指摘がある。国境線上に存在する家は、両国から常に疑惑の目で見られ、カ

バナンスが機能しづらいことを意味している。すなわち、官民の境界線で活動する官民連携の枠組みで

は、行政・民間ともに従来以上に情報の質と量を高め共有する姿勢が不可欠であり、それがない官民連

携は常に両方から信頼性に関して疑義が生じ、官民連携全体へのカバナンス機能を劣化させる要因とな

る。 

政策論説 
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（２）人員削減・外部化の留意点 

地方自治体の持続性とは、「将来住民の選択肢を制限・奪うことなく、現在住民のニーズを最大限満た

すこと」である。財政における短視眼的・形式的収支均衡だけを目指した足元の職員削減や事務事業の単

純な外部化が、公共サービスの質的劣化を構造的に深める結果となれば、将来住民の公共サービスに対す

る選択肢を制約する要因、すなわち地方自治体の持続性を阻害する要因となる。職員給与やコストの削減

で数字上の財政収支は一時的に改善しても、非貨幣的価値も含めて自治体経営に将来のリスクを埋め込む

結果となれば、地域の持続性確保に向けた選択肢は奪われる。職員の人数削減、外部化等の取組みと同時

に、行政機関の蓄積してきたノウハウの伝承に加え、民間化に伴うコーディネート力やモニタリング力等

新たに必要となる知識と情報力、そして自ら政策を生み出す政策思考力の育成が不可欠となる。 

民間化によって現業・非現業を問わず、官民連携をはじめとした公共サービスを外部化する際には、新

たなノウハウの形成と蓄積を含めた体制づくりが人的資源の側面でも重要となる。それによって、はじめ

て構造的・長期的な公共サービスの効率化と質的改善が実現する。コーディネート力、モニタリンク力等

新たに必要なノウハウを蓄積するためにも、官民両面からの新たな財政情報の視点が重要となる。 

 

（３）ストック問題のフロー化 

財政情報の内容は、税負担で返済する国及び地方自治体の長期債務残高の共有からスタートし、短期的

資金繰りである政府短期証券・短期借入、外部組織である独立行政法人・地方公営企業等の債務残高を加

えた概念、退職給与や減価償却・維持管理費用等いわゆるライフサイクルコストを踏まえた視野へと拡大

してきた。しかし、公会計上では、直接的には顕在化した債務額とは認識されないものの、将来的に税負

担が求められる可能性が一定確率で存在する（すなわちリスク）隠れ債務を含めた概念へ視野を拡大させ、

将来のリスクを積極的に受け止める財政情報のさらなる充実が不可欠である。 

従来の財政運営では、維持管理等必要支出の先送りやリスク認識の軽視等により、フローたる毎年度の

税収等で対応できない財政需要は、将来の税収増加を当てにした借金の拡大等に代表される有形・無形の

ストックとして堆積させてきた。たとえば、上下水道等生活インフラに関する毎年度の住民の使用料・利

用料負担を必要以上に低く抑え、不可欠な維持更新投資を先送りし、実質的にストックたる施設等の老朽

化を激しくするなどの場合である。 

しかし、そうしたフロー問題のストックへの転嫁が経済社会の成熟化と共に限界に達し、今後の財政運

営ではストックに堆積した維持更新費用など潜在コストが現実の支出として顕在化することが進む。その

顕在化をフロー（毎年度の負担）でいかに受け止めるかが今後の大きな課題となる。上下水道等生活イン

フラの例でいえば、施設の老朽化が限界に達して一気に巨額の更新維持投資等が必要となり、毎年度のフ

ローの税負担や使用料金の多額の引上げに転嫁する構図（ストック問題のフロー化）である。 

ストックに堆積した潜在的リスク等を毎年度の負担であるフローに転嫁し、住民負担を拡大して施設や

公共サービスを維持するのか、それとも公共サービスとしての必要性を再検証し破棄するのか、民間手法

の導入など提供手法を本質的に変化させるか、自治体経営では、公共施設の再編に限らず「あれかこれか」

の選択が、すべての政策領域で重要となっている。その議論と意思決定は、地域の持続性を確保するため

の緊張関係であり、この緊張に対応するリスクへの認識も含めた情報蓄積と伝達を受け止める耐久力の強

い自治体経営の体質を確立することを意味している。すなわち、自治体経営のリスク対応型経営への進化

である。 

表面的な収支均衡の計画は、住民の視点からは危機の本質を見えづらくし、漫然と事業が継続できるか

のような錯覚を生じさせる。事業の持続性を担保する必要費用とそれを担保する不足額を明確に示し、不

足額に対する財源措置の選択肢を住民、議会に示し議論する財政情報を提供する姿勢が必要である。 
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行動志向の実践を支える力 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

21 世紀の自治体経営において、管理志向以上に求められるのが「行動志向」である。行動志向は、「過

去に存在しなかったものを実現すること」である。すなわち、既存の枠組み等に囚われず、自らの行動

の源泉となる価値自体を明確に再認識し、その上で既に存在する計画やルールに合わせてものごとを遂

行するだけではなく、価値観自体を実現する手法を新たに創造する力である。さらに、行動志向には、

自ら生み出した手法を現実に推進する新たな管理志向の形成が不可欠となる。従来の管理志向は、従来

の枠組みの人間行動を前提とするため、管理行為の前提となる枠組み自体を管理者が創り出す必然性は

ない。しかし、行動志向においては、自ら生み出した新たな手法を実践するための人間行動の枠組み、

すなわち新たな管理自体も創造することが必要となる。ここでの管理力は創造的能力であり、行動力を

支える柱でもある。そこでの中核的要素は、新たな人間行動を支える情報の蓄積と伝達移転のネットワ

ークをいかに構築するかにある。行動志向の実践を支える力は、以下の３つから形成される。 

 

（１）注意の実践力 

第１は、注意の実践力である。より広く、より深い時間や空間を視野に入れ観察する能力である。ひ

とつの地方自治体だけで完結する経済社会活動は皆無であり、さらにグローバル化が進展する中で、地

球規模での観察を通じて注意の実践力を高める必要がある。また、相互連関性を深めた複雑な経済社会

システムでは、様々な問題を解決する方策が予期せぬ方向や結果に結びつくことも少なくない。その原

因は、問題の原因とその解決策の効果が外見的に認識しているほど時間的、空間的に密接に関わってい

ないことにある。複雑なシステムの中で生じる問題を克服するには、より広く、より深い時間や空間に

対する注意力を養い発揮できるかが鍵を握る。単に情報を多く知っているだけでなく、それらの相互関

係をイメージし常に検証する姿勢が不可欠となる。 

 

（２）意味づけの実践力 

第２は、意味づけの実践力である。自治体経営における様々な行動に対して常に意味づけを行い、そ

の意味づけに基づく行動の体系化を図ることである。いわゆる、行動規範の形成である。たとえば、自

治体経営のトップたる首長の権威要件として、①選挙等によって地位を正当に獲得したことに加え、②

組織や地域に対して意味づけの体系化から形成される価値観の共有とそれに基づく行動規範の形成を

図ることが必要となる。正当に地位を獲得しても、この地域や組織の行動規範等を示せなければ、自治

体経営は空洞化する。 

首長に限らず自治体経営に関わる行政職員、議員、そして官民連携等を通じて公共サービスに係る民

間企業や NPO 等組織活動においても、常に意味づけを意識し行動規範の共有と向上を図る必要がある。 

 

（３）信頼の実践力 

第３は、信頼の実践力である、行政経営と地域経営は自治体経営として、密接不可分の関係を強めて

おり、意味の実践力で形成された価値観をベースに地域・住民と行政の信頼感を高めることが大前提と

なる。 

信頼感の形成には、行政自身が組織の中に「システム思考」を発展させることが必要となる。システ

ム思考とは、地域、コミュニティ、住民、外部環境も含め、様々な活動はそれを構成する異なる部分の

相互作用によって生まれる概念であり、このため組織や地域を全体として理解するためには、多様な考

え方や視点に目を向けて、それを合成する力のことを意味する。システム思考の場合、原因と結果は時

間的・空間的に密接な関係はなく、より広いシステム内外の異なる部分間の相互作用でもたらさせると

考える。そのことで、特定の部分だけに責任を追いやるのではなく、組織全体、地域全体として受け止

めてより良く進化する相互信頼性が生まれる。 

政策シグナル 
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2017年のアジア経済政治のリスク要因 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）日本銀行「企業物価指数」、IMF 資料より作成。(注)エネルギー価格は、2005 年=100。 

2017 年は、リスク対応の年となる。これまでのデフレ、低金利・マイナス金利傾向に変化が生じるか

など、常にリスクに留意すべき１年となる。具体的には、米国経済の堅調な動向による中期的な金利引き

上げ姿勢、円ドル相場の変動、加えて、これまで先進国、非資源新興国等経済を支えてきた原油等エネル

ギー価格が本格的に変動する局面を迎えるか否かである。そのことは、地方財政が依存してきた低金利構

造を大きく変えるほか、需要の伴わないコスト増に結びつけば、スタグフレーションに地域経済が陥る可

能性がある。 

すでに、日本経済では 国内企業物価の動向が、徐々に前年比で下落幅を縮小し堅調な動向となってい

る。米国次期トランプ大統領の政策によってインフラ投資等拡大を通じた資源・エネルギー需要が増加す

ることへの期待感が高まり、商品市況の堅調な動向も続いているほか、円安傾向により輸入物価を押し上

げていることなどの要因がある。一方で、輸出物価も契約通貨建て、円建て共に上昇する動向となってお

り、円安が中期的な動向となれば輸出企業の収益回復の要因となりつつある。こうした結果、最終財への

価格押し下げ効果は和ぎつつあり、徐々にではあるものの国内企業物価も持ち直すことが予想される。 

2017 年の政治経済動向を左右する第１は、原油価格等の動向である。OPEC は、11 月 30 日の総会で

原油生産量を減産し、減産期間を当面６カ月とすることで合意したほか、ロシア等非 OPEC 諸国とも合

意の方向性とされている。この減産合意を受けて、原油価格も 50～60 ドル／バーレルとなる見込みも示

されている。しかし、減産がどこまで実効性をもって行われるか、具体的にはイラン、イラク、リビア等

の国が減産にどこまで従うのか、サウジアラビアが財政問題を抱えつつ、どこまで減産の下支えをするか

など不透明な要因が依然として多い。加えて、米国のシェール企業のリグ再開等の動向も重要な点となる。 

第２は、米国次期大統領トランプ氏を中心とした政策の転換である。具体的な政策内容や一貫した行動

規範の姿等不透明な点が多いものの、人種間あるいは国家間対立等が経済政治動向に与える影響など、ア

ジア諸国や東シナ海の安定、そして日本の観光政策等にも影響を与える要因となる。 

第３は、韓国、ロシア、ミャンマー等政治経済的に不安定な課題を抱える国々が 2017 年において、い

かなる方向性での安定策を展開できるか、また、アジア経済にも密接な関係がある EU 体制の揺らぎがど

のような影響を与えるか、リスク要因として日本の自治体経営においても視野を持つ必要がある。 

アジアリンク 
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政策プロセスにおける、外部リソース活用の意義 
～有識者委員会と市民ワークショップを例に～ 

 株式会社富士通総研 公共事業部 藤原 律子 

 

はじめに 

政策の各プロセスにおける市民参加はこの 20 年間で急速に進んだ。具体的には都市計画マスタープラ

ンの策定等、都市計画分野での市民参加を契機に、総合計画等の行政計画の策定過程において、従来から

行われていた市民アンケート調査等に加えて、市民ワークショップやタウンミーティングなどが実施され

るようになっている。しかし、当「政策研究」2015 年 12 月号1で長谷川が指摘しているように、行政活

動に対して専門的な知識を持たない市民が、その自治体の置かれている状況を正しく認識し、有用な提言

を行うことの困難やこれを解消するための自治体側事務局の負荷は大きい。市民参加の一定の有用性は認

識しながらも、多くの自治体で悩ましい問題となっていると考えられる。 

一方、同じく外部リソースによる政策プロセスへの参画として有識者委員会がある。有識者委員は一般

に自治体の置かれた社会的・経済的状況を認識し、当該テーマを検討するための専門性は高いが、その専

門性を政策形成に真に有効に活用するためには、多くの工夫や改善を要すると考えられる。 

 

１．有識者委員会の機能 

自治体においてもっとも頻繁に有識者委員会の活用が見られるのは、総合計画や個別の行政計画の策定

過程である。おおよそ大学教員、研究機関の研究者等の学識者数人～十数人によって構成され、多くは社

会科学系の大学教員が座長を担い数回～十数回の会議を開催する。学識経験者だけでなく、市民グループ

や事業者・地域団体の代表、公募市民、議員等が加わるケースや、作業部会やワーキンググループ等を持

ち、親会議でテーブルに載せる案の作成や具体的な事項の検討はこれらの下部組織に委ねる場合もある。 

自治体における有識者委員会の機能は主に以下の３点であると考える。 

 

（１）専門性・外部性による庁内の情報の補完 

有識者の有する高度な専門性・経験による知見や、組織外だからこそ得られる着眼点やアイディア等を

取り込むことによって、庁内の情報を補完することができる。自治体職員は複数の政策分野に渡った人事

異動によってキャリア形成することが多く、特に管理職になった後は個別の政策分野の専門性を深める機

会を持ちづらいが、この点を補うという意味でも有効である。 

 

（２）政策の中立性・公平性の担保と権威付与 

利害関係のない専門家によって検討されることで、政策の中立性・公平性を担保することが可能となる。

また同時に、第三者の活用自体によって「第三者の集う場で検討されたからには中立的・公平な政策であ

ろう」との認識を促すアナウンスメント効果やシグナリング効果を発揮することができ、アウトプットで

ある政策に権威を付与し重みを持たせることができる。 

 

（３）他の利害関係者のコーディネート機能（主に委員会の座長） 

前述したように総合計画等の行政計画策定のための有識者委員会では、有識者のみならず市民・事業

者・議員等もメンバーとなることがある。専門性・外部性・中立性・公平性等を備えた有識者が委員会の

座長を務めることによって、他の多様なステークホルダーを調整・コーディネートすることが可能である。 

                                                   

 
1 http://www.pppnews.org/files/research/2015/re2015_9_151225.pdf 「政策研究」2015 No.9(2015 年 12

月号)「事例研究 総合計画の策定過程における住民参画手法の改善方策」 

事例研究 

http://www.pppnews.org/files/research/2015/re2015_9_151225.pdf
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２．市民ワークショップとの比較 

 

図表１ 政策の各プロセスにおける外部リソースの活用例 

政策マネジ 
メントの 
サイクル 

プロセス 
具体的な活動やツール 

 
外部リソースの主な活用例 

政策形成
（PLAN） 

調査・分析による
現況やニーズ等の
把握 

アンケート調査、実
証実験等の実施とデ
ータの収集・分析 

調査・分析の委託 

政策企画・立案 
職員による企画立
案・検討 

外部有識者の 
知見の活用 
【有識者委員会】 

(市民や事業者
による政策の
一部の立案や
政策案の修正)2 

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
・
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
等
】 

合意形成 
庁内の会議（フォー
マル／インフォーマ
ル）、議会 

市民や事業者による合意形成 

政策遂行 
（DO） 

事務執行 職員による執行 
外部からのサービス調達による執行（委託・
補助等） 

関係者への周知 
WEBサイト、市報、
セミナー・シンポジ
ウム等 

各広報・周知ツールの制作・運営等の委託 

政策評価
（CHECK) 

行政評価 
事務事業評価、施策
評価 等 

評価やその支援の委託、第三者評価 

政策の修正・ 
変更（ACT） 

政策評価結果を用
いた修正行動 

サンセット方式等 - 

 

図表１は、政策マネジメントのプロセスや各プロセスにおける具体的な活動やツール、外部リソースの

活用例を挙げている。いずれのプロセスにおいても外部リソース活用は進められており、その多くは対価

の伴う調達＝商取引であるが、「外部有識者の知見を活用した政策企画・立案（有識者委員会）」と「市民

や事業者による合意形成」は商取引でなく、かつ、いずれも総合計画等行政計画の策定において頻繁に活

用されること、政策手続きのオープン化・透明化を狙って用いられることでも共通していることから、こ

の両者を比較したい。 

なお、ここでは「市民や事業者による合意形成」のうち特に、固定されたメンバーが複数回繰り返して

参加する会議体形式をとるという点で有識者委員会と共通する「市民ワークショップ」をとりあげ、両者

の構成員である外部リソース（有識者／市民）の有する特性と会議手法を比較する。 

 

                                                   

 
2 当事者性の低い市民や事業者によるワークショップやタウンミーティングが行われることもあるが、こう

したワークショップやタウンミーティングには合意形成の機能はなく、政策立案の一部や政策案の修正を担

っている。 
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図表２ 有識者委員会と市民ワークショップの比較 

  有識者委員会（有識者） 市民ワークショップ（市民） 

外
部
リ
ソ
ー
ス
の
有
す
る
特
性 

専門性 ◯ × 

外部性 ◯ ◯～× 

中立性 ◯ △ 

公平性 ◯ △ 

コーディネー
ト機能 

◯ × 

担い手として
の当事者性 

× △ 

受益者として
の当事者性 

× △ 

代表性 × × 

会
議
手
法 

会議形式 

作業部会やワーキンググループを
有することがあるが、原則的には全
員が一堂に会し、事前に決められた
議事次第に沿って、討議すべき項目
や資料の提示とこれに関する討議
を反復する 

ワークショップ形式。多人数の場合に
は、政策分野や居住地域によってグル
ーピングされることもある。意見の出
しやすさ、出された意見のわかりやす
さを図るため、ポストイットによる
KJ法がよく用いられ、テーマにもと
づいて自由な議論を行う 

進行方法 

座長（議長）によって進行され、議
論によっても意見が統合されない
場合は座長や事務局への一任も見
られる 

ファシリテーターによってファシリ
テートされることが多いが、ファシリ
テーターは結論を出したり独断で意
見を取捨したりすることはなく、グル
ープメンバーと対等である 

会議のねらい 

事務局・作業部会・ワーキンググル
ープ等より提示された政策案の検
討・精査・修正 

自治体の置かれた環境や課題への認
識共有、政策案の元となるアイディア
の抽出、これらのプロセスを共通体験
することによる政策プロセスへの参
画意識や納得性の向上 

 

有識者は、その性格から専門性・外部性・中立性・公平性を有しているが、その裏返しとしてあくまで

も第三者であり、政策の受益者や担い手としての性格は持っていない。逆に、ワークショップに参加する

市民は、公共政策についての専門性やコーディネート機能は乏しいが、文字通り政策の受益者であり、地

域におけるあらゆる活動の主体＝政策を実施する担い手となり得る（ただし、市民の有する担い手として

の当事者性・受益者としての当事者性は、いずれも個人の居住地や職業、立場等の個々人の属性によって

大きく左右される）。このように、有識者による委員会と市民によるワークショップは、それぞれの成員

が政策プロセスに寄与できる要素が重複しない相互補完的な位置にあるということができる。 

なお、市民における外部性・中立性・公平性については、自治体内部組織に属さないという意味ではこ

れらの特性を持ち得る一方、前述した個々人の属性から来る認識バイアスやエゴイズムから自由ではない。

事務局はこの点を充分踏まえて、ワークショップにおけるグルーピングや議題を設計しファシリテートす

る必要がある。 
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３．国／自治体における活用の違い 

 

図表３ 国／自治体での有識者委員会の比較 

有識者委員会活用の段階・用途 国 自治体 

政策形成（PLAN） 

政策遂行の現況やニー
ズ把握のための調査 
（主に調査企画設計や
分析結果の検討） 

◯～× 
（調査テーマの規模や政策判断への影響度による） 

総合計画・個別政策分野
の計画等、中長期・総合
的な政策の企画立案 

◯～△ 
(内閣や行政府の幹部に 
よる私的諮問機関) 

◯ 

個別の政策の企画立案 
◯(法に拠る審議会/法に
依らない私的諮問機関） 

△ 

政策遂行（DO） 
審査・認定事務や政策の
担い手の選定等 

◯ ◯ 

政策評価
（CHECK) 

行政評価 ◯ 

◯～× 
（行政評価そのものと 

外部評価の 
実施状況による） 

政策の修正・ 
変更（ACT） 

政策の修正・変更 × × 

 

国の有識者委員会は根拠法の有無によって「審議会」と「私的諮問機関」に大別され、両者には制度上

の機能の違いはあるものの、実質的にはほぼ同じ役割を果たしている。 

政策プロセスごとに有識者委員会の活用をみると、国と自治体において最も異なるのは個別政策の企画

立案における活用である。例えば国の「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」は、内閣総理大臣

の私的諮問機関として設けられた、皇位継承という個別政策の企画立案のための有識者委員会である。し

かし、自治体においてはこうした個別政策の企画立案のために有識者委員会を設置し、その意見を収集す

るケースは少ないように思われる。その理由は自治体の政策の形成から遂行までが、国よりもなお一層ス

ピードを求められていること、さらに、各自治体特有の政策やその立案が実質的に少ない（制度としての

地方分権は進んだものの、実態としての地方分権が進んでいない）ことにある。 

さらに、個々の政策の企画立案が「予算請求」、「財政部門のヒアリングへの対応」等、手続きとしての

プロセスに包含されてしまっており、独立した固有のプロセスとして可視化されづらいことも１つの要因

と考えられる。このこと自体の解決の要否はここでは措くが、現状では自治体における政策立案プロセス

は政策集たる総合計画・個別計画の策定フェーズとして設けられる以外には独立したプロセスとして認識

されにくい。そうであれば、総合計画・個別計画の策定における政策の企画立案や、そこで有識者の知見

を活用することの重要性はますます高いものと考えられる。 

 

４．自治体が有識者委員会を真に有効に活用するためのポイント 

（１）有識者委員会の目的の明確な設定・再定義 

前述したような有識者の有する専門性・外部性等を充分に発揮してもらうには、形式的に設置するので

はなく、委員個人別に、どういった専門性等で寄与してもらうのか、何についての解を望むのかについて

事務局が設計の上、座長・委員も含めて合意しておくことが必要である。「市政全般に専門的な意見を」

のような表層的・抽象的な依頼では、有識者からも表層的な発言しか得られない恐れがある。 

 

（２）メンバーの人選 

人選には横並びや前例踏襲が行われがちであり、近接する多くの自治体で特定の有識者が委員をつとめ
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るケースが見られる。横並びや前例踏襲をマイナスと即断することはできないが、地域に何らかのルーツ

のある大学・研究機関であることや、地域の持つ課題・将来像に研究テーマを持つこと等を重視すれば、

少なくとも横並びは回避されると思われる。ただし委員が大学の地域貢献を動機として就任する場合には、

地域の１プレイヤーである面と有識者として期待される第三者的側面を、委員・事務局が共に切り分ける

ことが必要である。 

いずれも、平常時から地域課題に対する学際的なアプローチや地域における理論の実証研究を行ってい

る有識者についての情報収集が重要と言える。 

 

（３）情報共有・公開 

会議資料や議事録のホームページ掲載は多くの自治体で既に行われており、検討・策定過程を広く公開

する上で有効であるが、有識者委員会メンバー間では更に詳細に、議論プロセスや事務局の作業状況、メ

ンバー個々の役割、全体のゴールとそこまでのロードマップ等が可視化され共有されることが必要であり、

これによって議論の精度を向上させることが可能であると考える。メンバーのリテラシーに配慮は必要で

あるが ICT ツールの活用も有効である。 

 

５．手続きの公正さを担保する手段としての有効性 

有識者委員会や市民ワークショップでは商取引に伴う契約書、商慣行等のルールや義務を規定するツー

ルはほぼ整備されていない。このため、具体的な活動内容や参加メンバー・事務局の役割・責任・動機付

け等の設計やルールづくりは、いずれも自治体側事務局に一任されており、この如何により有識者委員会

や市民ワークショップの成否は左右されると考えられる。特に市民ワークショップでは、その目的・役割

（政策立案の一部としてのアイディア出しなのか／当事者性の高いメンバーによる合意形成なのか、計画

策定等の権限は付与されていないこと等）を明確化・明示し事務局・メンバー間で共通認識することが極

めて重要である。 

こうした作業にかかる労力は小さくないが、財源や労働力等リソースの制約が強まる中では、多様な世

代・地域・グループの全員に歓迎される政策を選択できることは稀であり、このために一層、（選択結果

は仮に変わらなかったとしても）政策プロセスの手続きは公正・適切で高い納得性が求められる。有識者

委員会や市民ワークショップなどのプロセスは、こうした「手続きの公正さを担保する手段」としてます

ます重要と考えられる。 
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