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公共政策と社会的交渉合意形成③ボルダルール 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 
 

はじめに 

第 2 回の前回は、社会的な政策選好（優先順位による選択）における「循環連鎖のパラドックス」、そ

して「単純多数決ルール投票のパラドックス」について取り上げ、議会の議決ルールも含め政策の意思決

定のあり方について考えた。最終回の今回は、ボルダルールについて整理する。以下で問いかける課題は、

地方自治体の民主主義の問題でもある。「民主主義の学校」と言われる「地方自治」で追求すべき民主主

義の姿とは何かをボルダルールの整理と共に考察する。 

 

１. ボルダルール 

民主主義の本質は何か。それは、「多数決」ではない。多数決は、意思決定を行うひとつのルールに過

ぎず、民主主義の追求すべき本質は「多数の意思」ではなく、「万人の意思」である。もちろん、熟議民

主主義を現代社会にすべて求めることではない。それは、社会的な選好が一歩でも住民の意思の総体と近

くなるように努力することを意味している。多数決による課題を放置するのではなく、多数決を踏まえつ

つ、さらにより良い意思決定の仕組みとそれを支える環境を整える努力を続けることが重要である。意見

の対立や違いが問題なのではなく、対立等を解決する手段の不適切性・不公平な点に問題の本質がある。 

 

（１）ボルダルールの概念 

ボルダルールとは、すべての選択肢について個々の投票者が選好する順位に基づき点数化し、それを合

計することで社会的な選好順序、すなわち、政策の優先順位とする考え方である。社会的選択に関するル

ールは、個々人の選好を集計し社会の選好にできるだけ忠実に反映させるルールを意味している。前回ま

での社会的選択ルールでは、二つずつの政策選択肢を組み合わせ、どのような選好結果になるかを考察し

てきた。しかし、地方自治体の実際の意思決定では，政策選択肢を二つずつ組み合わせて投票する方法は

ほとんどなく、複数の政策選択肢の中からひとつを選ぶ方法が多い。こうした方法において、最も適した

ルールとして提示されているのがボルダルールである。 

ボルダルールは、18 世紀の物理学者であり政治学者でもあったジャン・シャルル・ド・ボルダによっ

て考案された方式である。ボルダルールは、各人の選好順位に基づいて政策選択肢に点数をつけ、その点

数を集計して社会的な選好を決める方式である。この方式により、最高点となった選択肢をひとつ選ぶル

ールを設定することで、個々人の選好に基づいて多くの選択肢から社会的選好としてベストの選択肢を選

び出すことを意図している。民主主義では、多数決が基本とされる。本来、熟議民主主義として政策議論

の参加者が徹底的に議論し全会一致、異議なしで政策選択することが望ましい。なぜならば、異議なしと

して選択された政策は、その実効性が強く担保されているからである。しかし、現代では ICT の発達に

よる価値観の多様化や無秩序な情報の散乱に加え、熟議する時間的余裕がなく、一定の時間制約の中で政

策選択することが変化の速い経済社会環境の中で求められている。その手段として、多数決の原理は位置

している。民主主義の根幹にあるものは「被治者たる国民と統治者たる代表者の同一性」の確保である。

個々人の選好と社会全体を担う代表者の選好を可能な限り同じ状況にすることである。民主主義は多数で

はなく、万人のものであることを改めて認識する必要がある。 

そこで、単純多数という方法以上に社会的選好を適切に形成するルールを生み出す必要がある。その方

法として、重要な選択肢となったのがボルダルールである。ボルダルールと比較される方法として、決選

投票付多数決の方法がある。決選投票付多数決は、多数決を繰り返すことで丁寧に意思決定する方法であ

る。よく挙げられる例として、オリンピックの開催地の決定がある。 
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【具体例】2016 年夏季オリンピック開催地決定の例。開催地決定の投票ルールは以下のとおりである。 

①1回目の投票で決まらない場合は、得票数の最も少ない都市が脱落し、残った都市で再び投票。

どこかの都市が過半数を獲得するまで繰り返す。 

②立候補都市のある国の IOC 委員と会長を除く、90 人超の IOC 委員が投票。立候補都市のある

国の IOC 委員は、その立候補都市が落選した後の投票から参加できる。 

そして、2016 年夏季の候補地決定のプロセスは以下のとおりであった。 

2016 年夏季の候補地：東京,マドリッド,リオデジャネイロ,シカゴ 

第 1 回投票結果：東京 22 票，マドリッド 28 票，リオデジャネイロ 26 票，シカゴ 18 票 

第 2 回投票結果：東京 22 票，マドリッド 29 票，リオデジャネイロ 46 票 

第 3 回投票結果：マドリッド 32 票，リオデジャネイロ 66 票 

決選投票付多数決は、意思決定を繰り返して形式的プロセスとして丁寧に意思決定を行っているものの、

個々の投票で第二順位以下の意思表示を行うことができず、一回での投票で選択肢の可否を設定する方法

を繰り返しているにすぎない。このため、二項対立となる単純多数決のデメリットを繰り返す結果となり、

優先順位の中でベストの選択肢を選好する機会を持たないルールとなっている。ボルダルールは、社会的

選考として、個々人の選好を反映する姿となりやすい構図となっている。 

 

（２）ボルダルールの具体例 

ボルダルールは、投票者1，2，3の三人が3つの政策選択肢（x,y,z）の中からひとつの選択肢を選ぶ際に、

各個人の選好が、個人1はx>y>z，個人2はx>z>y，個人3はz>x>yの場合、各人が最も好む選択肢に2点、

二番目に1点、三番目に0点を付して投票する。この結果、xは5点、yは1点、zは3点となり、社会的にはx

が最良の政策選択肢となる。具体例として、以下のケースを当てはめてみる。 

①政策選択肢=増税、歳出削減、借金拡大 

②参加者=A,B,C 

③選好=A 増税>歳出削減>借金拡大 

    B 歳出削減>増税>借金拡大  

       C 借金拡大>増税>歳出削減 

上記の点数配分と同様にした場合、増税 4 点、歳出削減 3 点、借金拡大 2 点で社会的に最良の政策選択

肢は 4 点となった増税となる。これにより、投票者の政策優先順位とボルダルールを通じた社会的な政策

優先順位が見える化され、そのズレについても説明責任を果たすことが可能となる。もちろん、こうした

ボルダルールにおいても、個々人が自らの選好に忠実に投票することが求められる。例えば、仮に B が自

分の選好を偽り、歳出削減>借金拡大>増税で投票し、その結果、増税 3 点、歳出削減 3 点、借金拡大 3

点で三つの選好を同点無差別とし、逆転することはできないが同点として増税案を阻止することが可能と

なる。しかし、その際には自らの通常の選好と投票行動との違いを B は有権者に説明する責務を負うこと

になる。 

ボルダルールも、意思決定のルールとして最善とは言い切れない。しかし、少なくとも政策の優先順位

が問われる時代となり、行政評価等の場面だけでなく、政治家自身の投票行為にも自らの考える優先順位

を有権者に対して見える化し、それに基づいて行動することが求められる。 
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「ほとんど決定的」・「決定的」 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

2019 年春は、統一地方選挙の時期を迎える。地方自治体首長の多選が問題視されてから久しい。三

選禁等の条例制定の流れも、立候補への自由の確保などの面から見直される傾向にある。多選を形式的

に禁止するのではなく、組織、個人を問わず独裁的あるいは独裁に結び付く『決定的である』構図を組

織的・地域的にも生み出さない努力を重ねることが大事である。政策とは、社会的ジレンマ（社会的課

題）を克服する手段であり、その政策を大きく左右するのが政治である。政治によって選択される政策

選択肢の中身の是非はもちろんのこと、その中身を形成するプロセスとそのプロセスを支える情報にも

関心を持ち続けることが重要である。 

民主主義の本質は、「万人の意思」の追求にある。この点に関し、アローの定理を活用し政策選択に

おける「ほとんど決定的(almost decisive)」と「決定的(decisive)」の問題について考える。2 つの政策

選択肢 x，y があり，A 政党に属する人々が y より x を好み（x>y）、A 政党に属さない残りの人々が x

より y を好む（y>x）場合、社会的に x が選好（選択）されるならば、A 政党は、y と x の政策に対し

て『ほとんど決定的』な位置づけにある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに対して同様に、2 つの選択肢 x，y があり、A 政党に属する人々が y より x を好む場合，社会

的に y より x が常に選好されるならば、A 政党 は政策に対して『決定的である』な位置にあると言わ

れる。『ほとんど決定的』との違いは、A 政党以外の人々が A 政党と逆の選好を持つと仮定していない

こと、すなわち残りの人々の選好に関わらず x が選ばれることであり、『ほとんど決定的』よりも強い

位置づけとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の例で『ほとんど決定的』は、A 政党と A 政党外の二大政党的構図でそれぞれの政策理念と価値

観が明確に示されている場合であり、後者は政策選択に対して関心を持たない無意識層が拡大する構図

で生じやすい。そして『決定的である』構図が深刻化・恒常化した場合、A 政党が独裁的存在となり、

さらに、2 つの選択肢のあらゆる組み合わせについて1人の個人が決定的存在となる状態を独裁という。

2 つの選択肢のあらゆる組み合わせについて決定的な 1 人であれば、その 1 人が独裁者となる。地域、

組織を問わず無関心等による『決定的である』あるいは『独裁的』となる構図を克服することが、地方

自治の原点でもある。 

政策シグナル 

 

x>y 

A 政党 

y>x 

A 政党外 

x>y 

社会的選好 

x>y 

A 政党 

x>y 
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米中二国間対立の影響と行方 
北海道大学法学研究科教授 宮脇 淳 

 

 

2018 年 4～6 月期の中国国内総生産（中国国家統計局）は、実質成長率で前年比 6.7%増と政府目標

たる同 6.5%成長は上回ったものの、従来からは減速する傾向となった。政策的に「投資から消費」へ

経済成長の軸を移行することが求められている中国経済の中で、国内経済に重要な位置づけとなってい

る消費活動の動向が期待したほど拡大しておらず、小売売上高も弱含む動きとなっている（なお、小売

売上の 20%強を占めるネット販売は堅調）。このため、中国経済は投資活動で左右される体質が依然と

して強く、足元での投資活動の低下が中国経済全体を減速させる結果となっている。投資活動が低下し

た要因として、資金調達面での制約が挙げられる。金融政策の一環として、中国政府はシャドーバンキ

ング等を通じた資金調達を制限しており、それを補う金融機関からの資金供給が質・量ともに十分とは

言えない状況にある。こうした金融システムの課題は、中国経済の構造改革の遅れにも起因しており、

今後さらに供給構造改革が進展するかが経済成長の質とともに、金融システムの正常化に向けて大きな

課題となっている｡ 

そうした中国国内経済の戦略的苦悩の中で、米国と中国の貿易摩擦激化の動向は、金融・為替市場を

通じても中国の実体経済に影響を与える要因となっている。米国と中国の貿易摩擦を通じた報復政策の

展開は、現状において中国側の政策手段の限定性をうかがわせる段階となっている。従来から本アジア

リンクでも指摘しているように、米中の貿易摩擦に対して米国は関税等の細かい検討を行う一方で、中

国も追加関税を設ける措置で対抗することには限界がある。すなわち、中国側の輸入品に対する追加関

税措置は、対米輸出が対米輸入を上回る中国の現状を踏まえれば、決定的な手段とならない可能性があ

り、依然として加工貿易を中心とする中国経済に逆にダメージを与える可能性もある。 

加えて、中国政府は米国債の売却も含めて強硬な姿勢を示しているものの、日本を上回る米国国債の

保有の現状は、米国債売却の本格化が自らの資産でもある米国債の価値を低下させる要因となり、資金

の海外流出の増加や外国資金の流入の減少に苦しむ中国にとって大きな影響を受けざるを得ない。こう

した現状において、為替市場等の評価は、中国通貨元安の方向となっている。自国通貨安の長期化は、

①中国国内の資金流出の要因となるほか、②原油価格上昇の国内経済への影響をさらに増幅する要因と

なり、コストプッシュインフレを生み出す危険性も睨む必要がある。米国・中国貿易摩擦の激化や中国

経済の構造転換の遅れは、もちろん日本経済にも大きな影響を与えるリスクとなる。 

さらに、米国の原油を巡る戦略も米国と中国の関係の中で大きな火種となっている。2018 年 6 月 22

日、OPEC 総会では、具体的な増産数値設定までには至らず、市場の当初見込みより増産規模も小さい

規模となる認識が拡大したことに加え、リビヤ情勢の複雑化や、米国がイラン原油輸入国に対し輸入完

全停止の要求を行うなどのことが重なり、原油価格は堅調な推移を見せている。こうした中、中国はイ

ランから大量の原油を輸入するなど、米国の外交政策と対峙する構造をもっている。さらに、イランの

ホルムズ海峡に対する封鎖を含めた戦略的政策展開の示唆、サウジアラビアに対するイエメンからのミ

サイル等の発射によるリスク等、不安定な要素は山積している。 

米国・中国という世界の二大経済大国間の紛争的対立は二国間問題にとどまらず、当然多国間問題と

してジレンマを発生させることになる。二国間問題の解決は、政治的・経済的パワーによる競争的・対

立的結論を生じさせやすい。そうした社会的ジレンマの解決ではなく、多国間でのパワーゲームだけで

はない議論の中で解決を求めるため、日本の新たな役割も求められている。 

 

  

アジアリンク 
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広域連携手法のメリット・デメリットとクラウド自治体モデルの構想 

株式会社富士通総研行政経営グループ 若生 幸也 

 

はじめに 

様々な自治体経営リスクが高まりを見せる中で、財政制約・人的制約が強まりつつある。単独自

治体で施策・事務事業運営を構想するには一部限界が見え始めており、競争優位性を確保するため

に自治体の独自性が必要な分野以外では広範な広域連携に取り組むことで効率化を図る必要があ

る。折しも2018年７月には「自治体戦略2040構想研究会 第二次報告―人口減少下において満足度

の高い人生と人間を尊重する社会をどう構築するか―」が発表され、その中でもスマート自治体へ

の転換や圏域マネジメントと二層制の柔軟化が議論されている1。各分野ごとに効率化効果を発揮す

る規模が異なるため、重層的な広域連携が求められる。なお、たとえ独自性が必要な分野でも都市

圏単位等で競争優位戦略を検討することは重要性を増している。 

一方、広域連携を進める最大の課題が各自治体間の調整コストである。各自治体の施策・事務事

業のすり合わせを行い一定の標準化を図ることは前提である。また広域連携手法の選択時には各手

法のメリット・デメリットや活用イメージが具体化されていないことによる調整コストの増大も散

見される。そこで本稿では各広域連携手法のメリット・デメリット・活用イメージを試行的に提示

する。その上で、資源の弾力的配分が実現できることがリスク管理型広域連携の進化モデルとして

有効性を持つため、各広域連携手法をモデル化した上で、意思決定と経営資源を分離し意思決定に

基づき必要な経営資源を確保し行政サービスを提供する「クラウド自治体モデル」を整理する。 

 

１．地方自治法に規定される広域連携制度の概要 

広域連携手法は、地方自治法による仕組みと消防組織法に基づく相互応援協定など個別法に基づ

く取組や姉妹都市協定のような独自協定による取組など地方自治法によらない仕組みに分けられ

る。 

地方自治法に基づく広域連携手法には特別地方公共団体を設置しない方法として（１）連携協約・

（２）協議会・（３）機関等の共同設置・（４）事務の委託・（５）事務の代替執行の５つの方式が

あり、特別地方公共団体を設置する方法として（６）一部事務組合・（７）広域連合の２つの方式

がある。 

広域連携それぞれの仕組みと実際の運用状況は以下図表のとおりである。近年の広域連携手法と

しては法人の設立を要しない「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」が図られている。 
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図表：広域連携の仕組みと運用について 

 
出典：総務省「広域連携の仕組みと運用について」http://www.soumu.go.jp/main_content/000196080.pdf 

 

２．広域連携手法のメリット・デメリットと活用イメージ 

地方自治法上の広域連携制度は先に概観したとおりであるが「はじめに」で述べたように各制度

上のメリット・デメリットや活用イメージは断片的に情報はあるものの、まとまった形では整理さ

れていない。 

地方自治法上に位置付けられた広域連携制度がモデル的な位置づけであれば各手法ごとのメリ

ット・デメリットや活用イメージを具体化し、広域連携を検討する地方自治体に情報を提供するこ

とは意味がある。実際に筆者に対しても、広域連携手法のメリット・デメリットや各分野に適合性

の高い手法選択方法の問合せがある。そこで筆者が総務省各種資料等を参考に広域連携手法のメリ

ット・デメリットと活用イメージを試行的に整理した（以下図表参照）。 
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図表：広域連携手法のメリット・デメリット 

 

出典：総務省各種資料等を参考に筆者作成 

 

（特別地方公共団体を設置しない連携手法） 

（１）連携協約 

連携協約は自治体が他の自治体と連携して事務を処理するための基本的な方針及び役割分担を

定める制度である。メリットはこれら基本的な連携方針や役割分担を弾力的に定めることが可能な

点にある。デメリットは、事務の共同処理を行う場合には各処理制度の規定に基づき規約の締結が

必要な点にある。すなわち、連携協約が事務の共同処理をそのまま規定するものではない点に留意

する必要がある。 

実際の活用イメージは、連携中枢都市圏の形成をはじめとして広域連携の方針設定・役割分担の

明確化などに活用可能である。ただし、具体的な事務の共同処理を実施する場合には改めて規約の

締結が必要となる。活用実績のある主な事務は、連携中枢都市圏の形成や消費生活相談、職員研修

がある。 

 

（２）協議会 

協議会は自治体の協議により定められる規約で設置される組織である。メリットは自治体の自主

性を保ちながら共通事務対応が可能な点にある。デメリットは、法人格がなく協議会固有の財産ま

たは職員を持たない仕組みであり、不法行為は各自治体の連帯責任となるため、責任の帰属が問わ

れる分野の活用が困難な点にある。 

実際の活用イメージは、緩やかな連携である特徴を生かし、一部事務組合事務で実施している消

防事務のうち指令業務をさらに束ね連携事務とする場合や計画策定と情報連携の場づくりなどに

活用可能である。活用実績のある主な事務としては、広域行政計画の策定や消防、教育がある。 

 

一部事務
組合

広域連合

連携協約

協議会

○：法人格を持つため財産保有が可能、議会や管理者、監査委員等の固有の執
行機関を持ち責任の所在が明確で安定的な組織運営が可能

×：構成自治体増により意見調整に時間を要し迅速な意思決定が困難、かつ当該
事務は構成自治体の議会等の審議対象外でガバナンス確保が困難

○：基本的な連携方針・役割分担を弾力的に定めることが可能
×：事務の共同処理を行う場合は各処理制度の規定に基づき規約締結が必要

○：自治体の自主性を保ちながら共通事務対応が可能
×：不法行為は各自治体の連帯責任のため責任の帰属が問われる分野は困難

(6)

(7)

(1)

(2)

機関等の
共同設置

事務の
委託

事務の
代替執行

○：管理執行の効果は各自治体に帰属し共同の事務執行により効率化
×：各自治体の機関等とみなされるため、各議会に対応する必要があり手続煩雑

○：完全委託が可能であれば極めて効率的な事務処理が可能
×：権限・責任が完全に受託自治体に移行し、委託自治体は権限行使が不可能に

○：事務の委託とは異なり権限・責任は移行せず、効率的な事務処理が可能
×：権限・責任が移行しないため調整コストが発生し、事務の委託より効率性はやや劣

(3)

(4)

(5)

特
別
地
方

公
共
団
体

特
別
地
方
公
共
団
体
を

設
置
し
な
い
連
携
手
法

広域連携手法 メリット・デメリット

○：法人格を持つため財産保有が可能、議会や管理者、監査委員等の固有の執
行機関を持ち責任の所在が明確で安定的な組織運営が可能、国・都道府県
から直接権限移譲可能、直接請求で連合・構成団体に規約変更の要請可能

×：構成自治体増により意見調整に時間を要し迅速な意思決定が困難、直接請
求はあるものの当該事務は構成自治体の議会等の審議対象外でガバナンス確
保が困難、直接・間接問わず選挙が必要で一部事務組合より業務が煩雑
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（３）機関等の共同設置 

機関等の共同設置は、自治体の委員会や委員、行政機関、長の内部組織を自治体の協議により定

められる規約で共同して設置するものである。メリットは共同設置した機関等の管理・執行効果は

各自治体に帰属し共同の事務執行により効率化が可能な点にある。デメリットは各自治体の機関等

とみなされるため、各議会に対応する必要があり手続等が煩雑になる点である（各議会のガバナン

ス確保の面からは一定の効果とも想定される）。 

実際の活用イメージは、比較的独立性が高く、介護保険・障害区分認定審査や公平委員会、監査

事務、建築確認事務など高い専門性を必要とする事務の共同化（市区町村同士の水平連携）に活用

可能である。特に人材確保が困難となる専門性人材の共同化には有用な仕組みといえる。 

 

（４）事務の委託 

事務の委託は、自治体の事務の一部の管理執行を、他の自治体に委ねる制度である。メリットは

事務を完全に委託可能であれば、極めて効率的な事務執行が可能な点にある。デメリットは権限・

責任が完全に受託自治体に移行するため、受託自治体の責任負担が極めて大きくなる点や委託自治

体は権限行使が不可能となる点にある。 

実際の活用イメージは、実施方法も含めて完全に受託自治体に任せることが可能であればほぼ全

ての分野で活用可能である。ただし、受託自治体の責任負担が極めて大きくなり、受託自治体側の

リスクは大きくなるため懸念が示されている部分もある。特に都道府県と市区町村などの垂直連携

時には有用な手法のひとつである。活用実績のある主な事務としては、公平委員会や住民票の交付、

競艇がある。 

 

（５）事務の代替執行 

事務の代替執行は、自治体事務の一部の管理執行を、当該自治体の名において他の自治体に行わ

せる制度である。メリットは事務の委託と異なり権限・責任は移行しない中で事務の委託と類似の

効率的な事務執行が可能な点にある。デメリットは権限責任が移行しないため一定の協議等を含め

た調整コストが発生し、事務の委託よりは効率性がやや劣る点にある。 

実際の活用イメージは、まだ制度が新しく活用は限定的であるが、事務の委託の受託自治体の責

任負担が極めて大きくなる点や委託自治体は権限行使が不可能となる点などの課題を乗り越える

ための仕組みとして位置づけられている。このため、事務の委託と同様、特に都道府県と市区町村

などの垂直連携時には有用な手法のひとつである。活用実績のある主な事務としては、上下水道や

公害防止がある。 

 

（特別地方公共団体） 

（６）一部事務組合 

一部事務組合は、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地方公共団体である。メ

リットは法人格を持つため財産保有が可能となる点と議会や管理者、監査委員等の固有の執行機関

を持ち責任の所在が明確で安定的な組織運営が可能な点にある。デメリットは構成自治体増加によ

り意見調整に時間を要し迅速な意思決定が困難となる点と当該事務は構成自治体の議会等の審議

対象外でガバナンス確保が困難な点にある（一方、各議会対応は不要となり一定の効率化効果は想

定される）。 

実際の活用イメージとしては、過去からの広域連携事務でごみ処理・し尿処理・火葬場などの一

定規模の財産が必要な事務の場合、一部事務組合が活用されてきた。単一事務であれば、直接・間

接を問わず選挙が必要な広域連合よりも事務が繁雑でないため、現在も活用可能である。 
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（７）広域連合 

広域連合は、地方自治体が広域にわたり処理することが適当であると認められる事務を処理する

ために設置できる特別地方公共団体である。基本的なメリット・デメリットは一部事務組合と共通

であるが、広域連合固有のメリットとして、国・都道府県から直接権限委譲が可能な点と住民から

の直接請求で広域連合・構成自治体に規約変更の要請が可能で必要に応じて住民意向が反映される

点にある。また広域連合固有のデメリットとして、直接・間接問わず選挙が必要であり、一部事務

組合よりも業務が煩雑となる点にある。 

実際の活用イメージとしては、国・都道府県から直接権限委譲が可能であり、後期高齢者医療な

ど国の制度の受け皿として整備される例が多い。複数事務など大きな広がりのある連携の受け皿と

して活用可能である。逆にいえば、事務の広がりがなければ業務は煩雑化するおそれもあり、一部

事務組合で十分といえる。広域連合が活用実績のある主な事務としては、後期高齢者医療や介護保

険、障害者福祉がある。 

 

３．自治体広域連携モデルの類型化 2 

広域連携モデルの類型は、（１）基礎自治体のみによる水平連携、（２）広域自治体との垂直連携、

（３）連携組織による水平連携としてモデル化できる。 

 

（１）基礎自治体のみによる水平連携（機関等の共同設置・事務の委託・事務の代替執行） 

「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指すにあたって、基礎自治体のみによる水平連携

は、新たな組織設立を前提としないことから有効な取組となる。公共施設の共同利用にあたっては、

「公の施設の区域外設置と他の団体の公の施設の利用」を活用することが可能である。また実施事

例はない分野もあるものの、建築基準行政、税務部門、監査委員・監査委員事務局、保健福祉部門

（地域保健センター）、消費生活センターなどの共通化に向けて「機関等の共同設置」や「内部組

織の共同設置」を活用することが可能である。 

 

（２）広域自治体との垂直連携（事務の委託・事務の代替執行） 

「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指すことが望ましいが、拠点都市からの距離が相

当程度離れている場合など、広域連携による効率化が期待できない基礎自治体もある。このような

基礎自治体の場合、人口減少・少子高齢化の程度も激しいことが予想され、広域自治体との垂直連

携を検討すべき段階に来ている。 

今後、広域自治体との垂直連携を進めるためには、広域自治体と基礎自治体との事務の関連性を

検討する必要がある。全くノウハウを持たない基礎自治体の事務を、広域自治体が垂直連携で実施

することは難しいと想定される。また、基礎自治体の事務を、広域自治体との垂直連携で実施する

場合の費用負担（広域自治体への財政的支援等）も検討する必要があろう。 

 

（３）連携組織による水平連携（一部事務組合・広域連合） 

連携組織による水平連携は、一部事務組合や広域連合の仕組みがあるものの、新たな組織を設立

することから、意思決定の遅延や事務組織設置・運営コストの増加を招くおそれがある。そのため、

連携組織による水平連携で「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指す場合、制度化されて

いないものの、第 23 次地方制度調査会の成田私案が参考になる 3。 

成田私案における広域連携は、意思決定のスピード担保と確実な収入確保を目的としている。意

思決定のスピード担保に向けては、広範な意思決定権限を広域連携マネージャーへ授権し、構成自

治体首長等により構成される評議会による限定的な（制限列挙による）意思決定方式を採用する。

また収入確保に向けては、独自課税を認めることが想定される。もちろん、広域連携マネージャー

と評議会との関係整理や独自課税等のさらなる検討が必要であるが、連携組織による水平連携で
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「簡素で効率的な広域連携の確立・拡大」を目指す場合に参考となる案である。これは連携組織を

形成しない広域連携手法においても、連携協約の中での役割分担を定めた上で、委託元が望む事務

手続方式を担保しながら、広範な意思決定権限を事務受託先に持たせることも大きな選択肢として

検討しうる。 

 

図表：自治体広域連携モデルの類型 

 

出典：若生幸也「人口減少・少子高齢化を見据えた広域連携のあり方」『政策研究』新・地方自治フォーラム

https://www.pppnews.org/files/research/2013/re2013_05_130825.pdf#page=9 

 

４．広域連携の進化モデル―「クラウド自治体」モデル 

以上のように広域連携モデルの類型を整理したが、最終的には広域連携による資源の弾力的配分

が実現できることが様々な変動を受け止める「リスク管理型広域連携」の進化モデルとして有効性

を持つと想定される。そのためには、意思決定と経営資源を分離し、意思決定に基づき必要な経営

資源を確保し、行政サービスを提供することが期待される。 

Dollery, B.E. and Johnson, A. (2005) ‘Enhancing Efficiency in Australian Local Government: An 

Evaluation of Alternative Models of Municipal Governance’, Urban Policy and Research, 23(1):73-85 の議

論を援用した上で、特に「仮想地方政府モデル」（意思決定主体（狭域）とサービス提供主体（広

域）を分離し、意思決定に応じたサービス提供を受けるモデル）を踏まえ、サービス提供だけでな

く情報技術のクラウドモデルと同様、意思決定と経営資源が分離し、資源を弾力的に活用できる「ク

ラウド自治体モデル」へ議論を拡張する。 

経営資源には移動容易性の高い資金・情報と低い人材・物があり、その差異が組織面・制度面の

要件を規定する主因となる。既存の広域連携の類型とクラウド自治体モデルを素描すると以下図表

のとおりになる。 

この「クラウド自治体」実現にあたっては、窓口混雑状況等の繁閑差や人員をはじめとする資源

の過不足状況などの予測とモニタリングが定時的に行われることが求められる。この資源予測と配

分、そしてモニタリングを繰り返すことでクラウド自治体の資源配分はさらに精緻化する。また競

争優位性を確保するために自治体の独自性が必要な分野以外において、各自治体の業務は限りなく

標準化する必要がある。資源予測と配分、モニタリングのためには業務量の可視化や各職員のタレ

ントマネジメントも留意する必要がある。 

 

 

 

 

a b

c

d’

事務 事務

事務

事務

a b

c

事務 事務

事務

A

事務

(3)連携組織による
水平連携

(1)基礎自治体の
水平連携

(2)広域自治体との
垂直連携

a
事務
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図表：クラウド自治体モデル 

 
おわりに 

以上のように試行的に広域連携手法のメリット・デメリット・活用イメージとクラウド自治体モ

デルのイメージを整理した。広域連携の実現には自治体間の調整コストという乗り越えるべき課題

があるが、そのコストを負担するのは個々の自治体職員となり広域連携の活用が進んでいない側面

がある。調整コストを減少させるためには、広域自治体等からの人材派遣を活用することや総務省

が委託する「新たな広域連携促進事業」の中で調整プロセスを可視化することや論点整理モデルを

分野別に形成することなどが望まれる。 

「クラウド自治体」実現に向けては、各自治体の繁閑差をならすことで資源の最大必要量を減ら

すとともに資源の弾力的配分が可能となる資源予測とモニタリング、そして事務の標準化が不可欠

である。資源予測とモニタリングのためには業務量の可視化やタレントマネジメントも意識した上

で、新たな広域連携の展開に向けた取組を進めることが求められる。 
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