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広島県総合計画審議会第７回小委員会 議事録 

 

１ 日  時   平成 21 年 10 月９日（金）9：57～11：57 

２ 場  所   県庁北館２階 第１会議室 

３ 出席委員   伊藤委員長，折登委員，小見委員，坂越委員，坂本委員，西村委員 

４ 議  事     今後の分権改革の理念と方向（論点整理） 

５ 担当部署   広島県企画振興局政策企画部政策企画課（政策企画担当） 

         電話：082（513）2414 

６ 議事概要 

【今後の分権改革の理念と方向（論点整理）】 

 ● 委員長，事務局から説明，質疑応答 

 

７ 議 事 録 

【開会】 

（委員長） 

   ただ今から，広島県総合計画審議会，第７回小委員会を開催いたします。 

 

【議事】今後の分権改革の理念と方向（論点整理） 

（委員長） 

   先日，９月 14 日の第２回審議会におきまして，この小委員会で引き続き，今後の地方分権改

革の理念と方向について，県への提言案を取りまとめるように指示がございましたので，本日は，

その提言案の取りまとめに向けまして，皆様と審議を行ってまいりたいと思います。 

   そうは言いながら，どういった形でまとめていくか，まったく手探りのような状況です。前回

にも少し論点の一部は出したんですけれども，今後の議論を進めていくための共通認識を作りた

いということで，今までの御意見を踏まえまして，事務局と相談しましてお手元の資料１にござ

いますように，小委員会委員長としての論点整理案を持ってきました。あくまでたたき台ですの

で，これについて皆様の御意見をお伺いしていきたいと思います。 

   資料１に入ります前に，一つ提案がございます。今後のスケジュールです。当初の予定では，

今回と次回の２回で提言案の取りまとめを行う予定でしたけれども，まだ議論が十分ではないと

ころがございますし，その裏付けとなる資料も並行して整えていかなくてはいけません。ですの

で，事務局と相談しながら，少なくとももう１回ぐらい，今日の７回，次回月末の８回に続きま

して，９回に提言案の取りまとめをしたいと考えておりますので，ぜひ御協力，御了承いただけ

たらと思います。 

   それではお手元の資料１を御覧ください。今後の地方分権改革の理念と方向（論点整理案）と

いうことで，あくまで小委員会委員長としての私案になっております。 

   この位置付けですけども，先月の審議会までフォローアップをずっとしてきました。行財政と

か分権がどういった状況なのかを点検してまいりました。今後，今から第８回，第９回以降です

けども，次の分権改革プログラムの個別のプログラム案の検討に入らなくてはいけません。その

ちょうど踊り場のようなところに今いると思います。今までのフォローアップを受けて，今後プ

参考資料  ２
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ログラム案を検討していくために，理念なり方向性を検討していかなくてはいけません。お手元

の資料は，その理念なり方向性の幾つか重要な論点をお示ししたものです。 

   この書き方ですけど，まず１ページ目が，目指すべき分権型社会の姿について。裏側の方，２

が今後，取り組むべき方向性についてということで，それぞれ論点を今までの議論から取り上げ

てきました。表現がいずれも「すべきではないか」とか，「どう考えるか」という疑問形で提示

しておりますので，後で議論を進めていくまでに，まずはイエスかノーかあるいはもっと議論す

べきではないか，こういった投げかけに対して，逆にこうすべきではないかという議論をいただ

けたらと思います。 

資料説明：資料１ 「今後の地方分権改革の理念と方向」（論点整理案） 

これについて，後で御審議いただくんですが，少しまだとっつきにくい部分があると思います

ので，事務局で関連する資料を作っていただきました。これにつきまして事務局の方から，よろ

しくお願いいたします。 

（事務局） 

資料説明：参考資料１ 国と地方のあり方 

     参考資料２ 基礎自治体・広域自治体・国の役割分担の基本的考え方 

（委員長） 

今，資料１とそれにかかわる参考資料の１と２を紹介していただきました。個別の議論に入る

前に，参考資料につきましては個別の議論に入ったときに，また見ていただければと思うんです

が，まず資料１につきまして，先ほど申し上げましたように，今議論の踊り場のようなところに

います。今後具体的な検討を進めていくための理念なり方向性を，一応整理してみたんですけれ

ども，まずはこの全体構成について御意見を伺えればと思います。一応記載すべきものが取り上

げられているかどうか。それから１が目指すべき姿，２が方向性ですけども，こういった認識で，

整理の仕方でよいのかどうかということを，まずはそれぞれ御意見をお伺いできればと思います

が，どなたからでも。単純な質問でもいいですし，表現のこととかどんなことでもいいです。 

（委員） 

前回の審議会で，委員から，二層なのか三層なのか，都道府県はどうなっているんだという質

問が出ましたね。あれにきちっと答えられるようなイメージが必要ではないか，そのときの答弁

は，当面まだ都道府県制度は 10 年程度は残るから，都道府県をベースにした広域自治体のイメ

ージだという説明だったんだけど，本当にそれで今後とも一般の人たちに通じるかなと。 

   これから難しいのは，この広域自治体というものの姿がどういうふうになるのかということ。

これは，はっきり言って民主党に変わって，恐らく道州制という言葉がなくなる可能性もありま

すよね。というのは，小沢さんの昔からの構想，300 自治体に，道州とかスリムになって，広域

自治体がそういうレベルになってくるのか，あるいは今言っている道州制のイメージなのか，そ

の辺のところを射程にきちっと置いておかないと，今議論をするときに，そういう視点で見てみ

ないと，イメージが，これは何の議論がどういうふうにしていくんだということがちょっと見え

ないのが一つ。 

   二つ目は，これから国と地方との協議機関ができあがってくるわけだから，そのときに，広島

県としてものを言っていく。あるいは広島県としてリーダーシップがあるようなものを知事に言

っていただく。そこのところで，やはり広島の独自性なり広島としての主張がそこに出てきてい

るなというのが見える形で，これをまとめていかないと。ちょっと一般論的過ぎるところがかな



 3

りあるので，学者が分析するんだったらいいんだけども，そうじゃなくてこれからそういう協議

機関の場で，広島県としての主張を言っていただくような姿を描いていかなくちゃいけないんじ

ゃないかというのが，大きく見ての意見です。それはどうなのかというのは，委員長にお任せし

ますけど。 

（委員長） 

確かにこの小委員会が立ち上がりまして，議論している段階で政権交代が起きまして，今御指

摘のあったような，着地点というか，少し不透明なところがあろうかと思います。そうは言いな

がら広い意味での分権というのは，もっと進んでいくはずですので，それに備えて何をすべきか

というのが当面の課題と思います。その先が分からない，ちょっと難しいんですけれども，一応

は前段の１のところで分けたつもりなんです。こういった捕らえ方がどうか，いいのかどうかな

んですが。 

   今の委員の御指摘についていかがでしょうか。中期的な目標が見えない，見失っている。それ

を踏まえた上で広島の特徴を出していくということは，確かに御指摘のとおりなんですが，それ

をどうするかというのが難しいところなんですが。 

   少し抽象的なので，後で各論のときに今のようなことは議論を進めていければと思います。そ

の前に全体構成としていかがでしょう。概ねこういったものなのか，あるいはもっと，このよう

に迫力を出すためにはこうしたらいいという御意見がございましたら。 

（委員） 

好みの問題もあると思うんですけれども，これは県民に最終的に発信するものにはなろうかと

思うんです。一応，答申を受けているというような形。そのときに，県民の視点に立ったときに，

将来，中期的長期的に自分が住んでいる地域というのが，どういう姿になっていくのかというよ

うな具体的イメージを作りやすい表現というんですか，構成というのが望ましいのではないのか

なという感じがするんです。そこは表現とか構成の工夫の仕方かなという感じはするんです。 

   例えば一つの案として，道州制にせよ，地域主権にせよ，要は中央集権的に国に縛られながら

自分たちの住んでいる地域のことを考えるという社会は，もうあり得ないんだというようなこと

は，ここは共通しているんだと思うんです。道州制にしても，そうでないにしても。そうすると，

中身は別にして，分権型社会というようなものに今後なっていくし，なっていかなければならな

いんだということ。それは，これから発展していくという社会ではなしに，日本は，一定の発展

というものを経験してきてそれを基礎にしている成熟社会にもう既にあるんだと。その成熟社会

の中にある社会，国，地方というのは，その住民が，それからそれぞれの自治体が自立して自分

たちの足元のことについて自分たちで決定していくと，そういう成熟社会というのが，私たちが，

広島県が目指す分権型社会なんだというようなうたい文句みたいなものをぱっと出して，そのた

めにはどういうような構想というか，設計をしなきゃいけないかということが基本原理原則とい

うのはこうです。例えば基礎自治体中心の原則，補完性の原則。それから構成については効率性

の原則とか，というような幾つかの原則というのをこれに沿ってやります。 

   では，これに沿ったときに具体的な課題としてどういうようなものがあるのかということで，

ここに記載されている進め方とか，国と地方とのあり方というのが問題になってくるというよう

な，次にここに記載されていることを書く。という方が，何となくどういうふうな社会を目指し

て，そのためにどんな基本原理原則で事柄をやっていくのか，そのときに課題になってくるのは

こういうことですよという方が，具体的イメージができやすいような感じがするんです。こんな
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社会を目指しますというような形が，最初の５，６行にぱっと出て，そのための基本原理原則。

ここに，それに基礎的自治体の何とかとか効率性というのが出てきて，具体的課題としてあり方

を，基礎的自治体である市町村と県との間，国と都道府県との間という課題というのが出て。そ

うすると県民にとっても，今こういう社会であって，今後こうなっていかなきゃいけないんだな

というイメージが作りやすいと思うんです。だからイメージが作りやすいような表現，構成とい

うのが分かりやすくていいのかなというふうに私は思います。 

（委員長） 

   御指摘のとおりなんですが，総合計画でしたら，例えば今のように日本で一番住みやすい県に

するという目標があって，そのためのいろいろな施策を組み立てていくことができるかと思いま

すが，今回はその関連するプログラムとして分権改革という，言わば手段のような性格を持って

いるかと思います。だからそのものについての目標，県の理念そのものはまた次年度の課題なん

ですけども，今回，この分権改革プログラムの目標をどうするかとなると，確かに住民目線，県

民目線ということで，最も身近な基礎自治体が自立的，総合的な行政サービスを行っていくとい

う，要は抽象的なところが出ざるを得ないかなという気がするんですが，どうでしょう。県の御

担当の方々として，そういう総合計画と今回の議案との関連のようなものはありませんか。 

（事務局） 

   委員のお話は，そこをどういうふうにまとめていくか。もちろん委員長がおっしゃったように

総合計画とは違うんですが，実はこの，どういうふうな論点整理をしていただくのかと考えたと

きに，委員のおっしゃるように，まず目指す社会の姿ですね。そのイメージは今の参考資料１の

右上の部分です。 

   これまでの行政というのは，かつて「すぐやる課」とかいうのがありましたけども，いろいろ

なことを住民から要請があると，何でもやっていくのがいいというのが行政でありましたけども，

いろいろな財政的な問題もありますし，その中で福祉にしても医療にしても様々な行政ニーズが

増えてきた。それをどうやってカバーをしていくのか。 

   ですから，提供できるものは減っていく中で求められるものは増えていくという中で，将来の

目指す姿として，これまですべて行政がやってきたことも，点線の部分，民間との役割分担で，

民間の方にお願いしていくような，というのが一つあろうかと思います。それから基本的には基

礎自治体優先ということで，地域にできることは地域でやっていくということの中で，今回特に

将来の姿として重要だと思っていますのは，基礎自治体もさることながら，すべて基礎自治体が

行政サービス，公共サービスを提供するんじゃなくて，地域のコミュニティで，その中の部分を

できるだけ分担をしていく。そういったことで，ここに地域コミュニティというのをイメージと

して入れています。 

   これが一つ，こういったものがイメージ的には，これまでも我々が考えてきた分権型社会の姿

と我々は思っています。その後，委員が先ほどおっしゃったようにそれをどういうふうに実現す

るのかという原理原則の部分ですね。それを，やはりおっしゃるように分権の委員会の方では，

近接性，補完性の原理ということで整理をされていますけども，そういったできるだけ住民に近

いところでやっていくという話と，あと効率性をどうやっていくのかという話があろうかと思い

ます。 

   そういったことで，どういう理念・原理・原則で進めていくのかというのを，おっしゃるよう

にいきなり各論に入る前に整理をした方がいいのかなという感じもいたします。その上で，その
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原理原則に基づいて，国と地方の役割分担なんかをどうするのか。それから基礎自治体にどうい

う役割を担ってもらうのか。広域自治体はどうするのか。論点にありますように，とことん縮小，

特化をしていくべきなのかどうかといった，ですから姿があって，理念があって，原理原則があ

って，どういう考え方を進めていくのか。具体的にそれをどのように進めていくのかといった三

段といいますか，そういった形の検討も必要かなという感じがいたします。 

   今回，委員長ともいろいろ御相談したんですけど，まだ十分整理ができていない部分があった

のかなという感じがいたします。 

（委員） 

   この地域コミュニティというのが文字として出ているというのは，意外と新しいところかなと

思うんです。私は従来からＮＰＯとか住民であるとかというのが，もう少し自分の公的な仕事と

いうようなものに，目覚めて，発信をして，力を持ってというようなところが望ましいのかなと

いうふうに思っているんです。そうすれば，地域コミュニティとか地域の住民が，真の意味での

住民自治というのを獲得する。そういったことをしないと，やっぱり地域が立ち行かないなとい

うことは，いろいろ思っています。とはいえ現実の自分の身の回りを見たときに，いろいろな状

況の中で，町内会にしても何にしても，特に人口の流動性が激しいところにおいてはやっぱり難

しい。また旧住民と新住民との意識の乖離とかがあって，なかなか運営が難しいというのもある

んですね。 

   そこで，成熟化社会の分権ということでは，やっぱり地域の住民であるとかコミュニティとい

うのが活発に活動しなきゃいけない新たな主体，新たというか本来はそうなんだけど，その主体

なんですよと言うと，こういうものも出てきた方が分権型社会ってどういうものなのかなという

のが，住民みんなにランプが灯ると思うんです。そういう表現とか構成とかができたらいいんじ

ゃないかなと思うんです。分権型社会で自分たちはどういう位置付けなのか。何をしなきゃいけ

ないか。やっぱり主体なんだなとかですね。それは住民にしても，地域コミュニティにしても，

市町村，都道府県にしてもだと思うんですよね。こういう社会になるというのがよく分かるよう

な工夫をしてください。 

（委員） 

確かに言われたように，この図の中に入れるべきなのか，当然あっていいんですよ。あってい

いんだけどこれを入れちゃうと，これはたまたまこうやって，地方機関から矢印が地域コミュニ

ティに行っちゃってるんだけども，そういう意味で矢印を付けているんじゃないのは分かるんだ

けども，本当に権限も財源も地域コミュニティに渡すのかというね。 

   これは今までの三層，四層よりももっと複雑な議論をせざるを得なくなっちゃうから，図の中

に入れるか入れないかというのは疑問がある。 

（委員長） 

この矢印は必ずしも地域コミュニティに向かっているわけではないと思います。 

（委員） 

そうではないのは，分かるんだけど。 

（委員長） 

   参考資料１の右の図は，良くできていると言えば良くできていると思うんです。それぞれ，国，

広域，政府の役割は，小さくなって基礎自治体が充実されると。そうは言いながら，政府部門全

体としては，現在よりコンパクトに充実していくという姿が表れているんだろうと思います。た
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だし，こういう委員会に出ていらっしゃる方々は説明を聞けば分かると思うんですが，先ほど委

員から御指摘があったように，県民目線で見て，普通の人が見て分かるかどうかとなると，今の

ように地域コミュニティに矢印があるという具合に受け取られる場合があるかもしれないです

よね。これをいかに分かりやすくするか。 

   確かに難しいんです。県民の方々にとってみれば，国の出先がしようが，県がしようが，市町

がしようが，道路がきれいになればいいという人たちが多いでしょうし，それからコミュニティ

として協力，連携，パートナーシップの下でやっていくと言いながら，新たな負担はお金にしろ

労力にしろしたくはないというのが通常の思いじゃないかなと思いますので，そう言いながら今

後重要だというのをもっと分かりやすく，そのためには受益と負担関係をもっと，今の制度が左

側の絵にありますように縦でがんじがらめにされていますので，なかなか明確に見えないところ

はあるんですが，地域負担関係を提示しながら，人々の理解を求めていくという努力がいるんだ

ろうと思います。たまたま参考資料１の左側の中ほどに国，県，市町村の予算，税収の比較がご

ざいますが，税収はネットなんですけど予算のところは合計で 170 兆円ぐらいあるので，それぞ

れ移転が重複しているところがありますよね。この辺りの分かりにくさも県民，住民にとってみ

れば，言わばある意味でただ乗りしているところもありますので，分かりにくさが理解をより不

透明にさせている面もあるかもしれないという気がします。この辺りはむしろ研究者の仕事かも

しれません。 

（事務局） 

   委員長からの論点整理案で出してありますが，これまでの議論の中でどういうような姿になら

ないと，我々が目指す理想の総合計画，将来展望が望めるような施策ができる前提があまりにも

なさ過ぎるから，実際としては組織の問題，事務の問題，権限の問題，財源の問題，全部の姿が

見られるような形に資料を作ろうという努力をしたんですが，時間不足もありまして十分になっ

ていないんです。１ページ，２ページ，全体の形の中で，結果としてこれも簡略化して書いてい

るんですが，このような行政の形がよろしいのかどうかというところをまず議論してもらって，

それを前提に，そこを納得した上で具体的な各論，地方分権改革の推進をどうするかとか，行政

システム改革の推進計画をこのパーツとしてどう作るか，財政運営をどうするかというようなこ

とをしないと，例えば本当に分権がいいのか悪いのかという意見もありました。 

   そこら辺が，ある程度皆さんで共通の認識に立っていただきたいという部分があって，我々が

考えていることと照らし合わせて，我々が皆さんの意見を聞いてプログラムの書込みをしなきゃ

いかんというところで，かなりここの部分が肝心な議論だと思っております。それがしっかりで

きていないと，フィジビリティの高い総合計画ができない。絵に描いた餅になるような，広島県

はこれから何をやっていきますというのができないという気持ちがありますので，少し時間がか

かるかもしれませんが，我々も再度この方向については，十分認識を整理しておきたいと思って

おります。 

   それから，先ほど委員からお話がありましたように，道州制はどうなるのか，どうするのか。

目指すのか，どうなのかという話で，今時点の県の考え方の基本は，これまでの政権で進められ

てきた地方分権改革推進委員会，あるいは道州制ビジョン懇談会，これが根っこになった国の改

革の方向で，ぜひ進めたいというふうに思っておりました。大きなトレンドで言うと，少なくと

も道州制ビジョン懇談会辺りの話は 10 年後には道州制と。一方で経済界の方ではもっと早くや

れというふうな流れがあったりして，それは進むと思っておりましたけれども，新しい政権にな
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って若干ニュアンスが変わってきたという部分がございます。 

   変わったんだけど，大きく変わったのは，一つは官僚主導のところは，どうも今回の政権が外

すのかなと。政治主導でいく。それから何よりも，国の無駄を排する。地方は，地方のものは地

方でやっていけという方向に，基本的な方向はなっているという意味では，これまで我々が進め

てきた分権改革には期待させるところが大きいんです。大きいんだけど，実はさっき委員がおっ

しゃったように，300 自治体，中抜きにして広域自治体をどうするかという部分については，そ

れだけではないんですが，不透明です。不透明なんだけど，総務大臣，各閣僚が決まって具体の

ものがこれから展開される中で，広域自治体をどうするかという議論は，これから各論が始まる

と思いますが，基本的に言いますと，地域主権という方向の中で我々はどうするべきかというこ

とを，我々なりに描く必要がある。それは方向として描くのであって，形の上で具体のものがこ

れしかないよということにはならないような状況に今あると思っております。 

   全体とすれば，そういう流れの中でこれまで考えてきたのは，この分権プログラム期間ぐらい

が，言わばその体制準備を整えて，具体的に実行する部分について，道州になるのか，都道府県

連携になるのかというようなところの段階に入っても，４，５年はすぐにたつんです。だから現

時点で我々は，今後 10 年ぐらいのイメージで，大きく広島県の形が変わってくるというような

想定をしているところです。 

   もう１点。今の国の機関をつぶしちゃいなさいとかいうのが先行して出ているんですが，これ

と今までの民主党というか小沢論理というかこういうのを見ますと，ひょっとしたらここにいみ

じくも書いていますが，広域自治体，これが要するに自治的道州制，自治的府県連合になるのか，

国から一方的に統治的な，国の統治が及ぶ機関になるのかというのが，新しい政権をよく見てお

かないといけない部分かなと思っております。一気に進めちゃうと，簡単に言うと国の地方機関

が主体となった道州制になって，自治的道州制あるいは自治的連携ということにはならないとい

うところが懸念としてはあるんです。 

（委員長） 

   確かに先ほど事務局もおっしゃったように，最初から道州制ありきの議論をしているわけじゃ

ないんですけども，今の分権の先にそういうイメージがあると非常に議論しやすいんだろうと思

います。現在の，現行の県の分権改革推進計画は道州制をかなりイメージしていますので，大胆

なことが言えたんだろうと思います。そういう意味では今回ちょっとやりにくいところがありま

すけれども，分権はいずれにしても進む。その先に，何らかの広域自治体の変化を見据えながら，

できることを提示していかなくてはいけないんだろうと思います。 

   その絡みで資料１です。この委員会の性格，プログラムの策定なので，そういう性格にも規定

されるところがあるんですが，先ほど来の議論を聞いていますと，どうしても行政サービスを供

給する側から議論をしているところがありましたので，委員から御指摘がありましたように，住

んでいる人たちにとってみてどうかというのを，やはり前段として入れておく必要があるんじゃ

ないかと。表現としては，現行の参考資料２でありますように，現行の分権改革推進計画のよう

に，それぞれの基礎自治体が自己完結的に対応するとか，広域自治体はもっと戦略的な問題を担

うという中で，人々の生活がどう変わるかというのを書き込むぐらいしかないかと思うんですが，

ぜひ前段にそういう人々の姿，生活がどう変わるかというのを入れていければと思います。 

（事務局） 

   これは，我々にとってもなかなか難しい。悩ましいんです。 
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（委員長） 

   供給の側としては，こうなりますというのはなかなか。 

（事務局） 

   今の分権改革のプログラムで書こうとしている部分は，我々行政体がどのように変わっていく

か，変わっていくべきかということを根っこにして，その変わっていくことによって，県民サー

ビス，公共サービス，何ができます，それだけ財源も浮いてきますという前提でないと，できな

い部分があるんです。 

   それは先ほど申しました何よりも重要なことは，国・県・市町村を通して大借金団体になって

いるんです。このままで今の状態をそのまま続けることによって描く絵というのは，実現性が極

めて低い。絵に描いた餅になるというところがある。だからこちらをきちっと整理をしていくこ

とによって，初めて新しいサービスができてくる。県民一人ひとりの立場から言えば，国がやろ

うが，県がやろうが，市町村がやろうが，良くなればいいんだというところに，このプログラム

で，書ききるのはかなり難しいなというイメージを持っております。 

（委員長） 

   事務局は慎重にそこで止められたんですが，本当は，需要の側から見れば，「欲しがりません，

今までのようには」というそれなりの覚悟，負担を求めなくてはいけないと思うんですが，県の

プログラムとして，それをどこまでどのように書き込んでいくかというのは難しいですよね。こ

の絵なんかを見れば，さっきのように地域コミュニティの側もそれなりの参加と負担をしなさい

ということが，そこはかとなく伝わってくるんですけども，表立ってはなかなか。 

（事務局） 

   正にそこ，言いにくいんですが，今，委員から指摘された，こうなると本当に財源もコミュニ

ティに使ってもらうところまで考えるか考えないかという話なんですよ。そこは議論しなきゃい

かん，していただかなきゃいけませんが，我々は少なくともそこの整理をしてもらった段階で，

これが外出しになるのか中に入れていくのかということも整理をしなきゃいかんと思っており

ます。このプログラムに嘘を書いちゃいかんという認識ですが，どっちでも見えるような書き方

をしていると極めて危険と思っております。 

（委員） 

   たぶんこの総合計画が全体にあっての話になると思うので，総合計画のこの前のところでは，

最終的には，一人ひとりが，漕ぎ手，プレーヤーとして，元気な広島県を作っていきましょうと。

そういう意識を，コミュニティなりそういうところを強くしましょうという分も書いてあるんで

すけども，やっぱりそれをより現実的に，明確にする必要があるということで，議論の中でここ

にこういうふうに出てきた。それは非常にいいことなんだろうと思うんですね。だから，そうい

う意識は我々の基礎自治体を強くしていかなくちゃいけないし，そこの中である程度今まで受け

手であったものが，自らコミュニティの中で参画意識を持ってコミュニケートして広島県を元気

にしないと，このままの状況だとならないというメッセージは，総合計画の中できちっと伝える

という意識は，今後のところの中で持たなくちゃいけないと思うんです。 

   今回の分権においては，そこらのところも意識の中にあるというのは，やっぱり最終的に将来，

自治的と先ほど言われたことで自治的道州制という部分を広島県としてどうしていくかと。県民

なり住民起点の，自治的な道州が果たして組めるのかどうかというところと，広島県型と委員長

が言われた最初の論点の４のところの，広島県としてのあり方をどうしていくのかというところ
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と，地域の特性，住民ニーズをどうするかというそこをどう深掘りしていくかということを，こ

の論点整理の中で議論していけば，総合計画ともリンクしてくるんじゃないかなと思うんです。 

（委員） 

   その住民起点というようなものを，ここの分権改革のところでも入れ込むというかにおわせて，

先ほど委員がおっしゃったように，全体の総合計画のところで一人ひとりが自立して発信をして

というところが総合計画のこれからの議論だけど，恐らくは基本的なものになってくる。そこに

移行させていく，誘導していくということのためにも，この分権のところでやはり地域コミュニ

ティなり住民なりというものが主役になって頑張ってというところですよね。 

   その頑張り方というところで，お金をどうするのかというのがまた出てくるかと思うんですけ

れども，ここの部分で相当動かないと，理屈から言えば住民が自分のことについては自分が決め

る。これは理屈というかきれいごとでしょう。かと言って，行政の方としては行政はそうそうお

金ももう，ということなので，住民の人は頑張ってくださいというところがあるかと思うんです

よね。今までのように，行政としてはいろいろな仕事はできませんよと，できるだけ住民の人た

ちでやってくださいというところが本音かもしれないです。理屈としては自分たちのことは自分

で決めていくということなんでしょう。 

   ただそれが現実的にやりにくいようなことがあるので，そこまでの仕事はやっぱり行政で，い

わゆる連携とか話し合いとか，住民が自分たちがやりたいことをやるというような場の設定，連

携，接合，町内会同士とかですね，そういったところの場の設定，立ち上げのところというのは，

行政の人がつないでいってもらわないと駄目かなと思うんですけれども，いろいろな人が，経済

団体であるとか住民一人ひとりがいろいろな行政的な課題とか，ここを助けることができるのに，

自分たちは行政のことはよく分からないけれども，例えばお金は持っていますよと。お金はない

けれども，地域において私は顔が広いですよとか，それぞれ持ち味があるんだけど，それをどう

一つの行政課題の解決にかかわって解決していっていいのかというのが分からないというか，そ

れぞれが寸断されている。それをつなげていく，いわゆる連携，接合させていくというのが行政

の役割かなと思うんです。 

あとはそういったことができるような環境整備をするということですよね。その一つはお金を

どうするかということもあるけれども，忙し過ぎてできないとか，例えば地域のごみステーショ

ンをどうするかとか，町とか道路をどうするか，街灯というようなことも，話合いとかを進めて

いるところもあるけれども，なかなか夜の８時，９時に集まってというようなことがつらい。ま

ず仕事がつらい。その後集まってもつらいというようなところがあるので，そういった住民が自

治を発揮しようにもそれができにくい問題というか環境があると思うんですよね。そこの解決と

いうのを行政が主導権を握ってやっていただきたいなとは思いますよね。 

   だから，労働条件が過酷で長時間の労働で，それからまだ後，夜の９時とか 10 時からお住ま

いのこと，マンションのこと，いろいろなことで集まって話をしなきゃいけない。そのための会

議の資料を作らなきゃいけない。なかなかつらい状況というのがやっぱりありますよね。それを

明らかにしていって，解決していく。それから眠っている地域の人材の掘り起こしをするという

こと，環境が全部できれば地域コミュニティとかというようなものも活性化していく。住民が第

一，住民が起点ということをまずこういう分権計画にうたって，総合計画にもつなげていく出発

点とできればいいんじゃないかと思います。 

（委員長） 
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   環境づくりをしなくちゃいけないですね。 

（委員） 

   環境づくりをやらないと，下手をすると住民の行政への取り込みみたいな形になってしまいま

すからね。それか，逆に行政の仕事を住民に押し付けたということになると思う。住民が活性化

していくために，環境整備を行政がやることかなと思います。 

（委員長） 

   今のように人々の生活，暮らしがどうなるかというイメージというのは，また総合計画の方で

の整理といたしましても，今回，このプログラムにつきましては少なくともそういう住民，単な

る供給側の論理だけじゃなくて需要側の論理もどこかで触れていくということが重要だと思い

ました。 

   その場合，どこまで書き込めるかはともかく，少なくとも今ここに資料１で整理しましたのは，

性格上仕方ないんですけども，国・地方の関係と県と市町との関係，それから県の内部的な問題

に限定しているんですけれども，その前段として県，市町と，あるいは地方政府と住民，ＮＰＯ

との関係について，こうなります，こういったことが必要ですということに触れるようにして，

そこでこの１と２に，姿と方向性について記述するようにしたいと思います。 

（委員） 

   基本的には委員長のまとめで私もよろしいかと思います。ただこういう，特にこのプログラム

として答申すべきものが，当然誰に向けて発信されるのかということがあると思うんですね。ち

ょっと私が今のお話を聞きながら，そうかな，そうだなと思いながら，でもこれってあまり住民

啓発のためのものでもないんじゃないかなという気もして，むしろ行政の方が，私たちはこうい

う方向に向かってこういうふうに行きますけれども，これについて住民の皆さんはどういうふう

に受け止められますかというのがまずこのプログラムであって，それを込みにした上で，それこ

そ広島県としてどうやって元気を出していくのかというのが，もうちょっと大きなレベルの計画

としてあるのかなというような思いもちょっと感じたんですが。 

（委員） 

   その意見はよく分かります。例えば①のところとか，すべて疑問形で出ているんです。それは

確かにそのとおりだと思うんですけど，「すべきではないか」ではないんじゃないかと。「せざる

を得ないんですけど，いかがでしょうか」という率直な意見。結構「すべきではないか」と皆さ

ん方の御意見で住民に示せば住民が分かってくれるというほどと言うと怒られますが，まだそこ

まで実感がない。現実になってみないと分からないというのが本音じゃないかと思うんですね。 

   先ほど地域コミュニティの話が出ていますけど，うちの方は自治振興区がある。庄原市の自治

振興区になると，あれはもう完全に自治体というか行政的な話ですよね，実際問題として。会長

は給料をもらいますし，自治会館いわゆる公民館に相当するものは自治振興区の財産になるわけ

で財産管理もしなきゃいけない。そこの中の話を，住んでいますので入って聞いていると，やは

りまったく言われたとおり，あなた任せ的な話が抜けないんです。そこのところをどう変えてい

くか，それでいながら社会は流れていってしまっている，どうするんですかという議論が，言わ

れたとおり計画であるとか，もう少し準備のところでやっていただかないと，プログラムの中ま

で持ち込んでくると，議論がまったく進まなくなる気がするんですね。 

   そういうところをちょっと感じたものですから，もうちょっとプログラムとして具体的なもの

を出すというのであれば，結局こういう積上げの結果，財政なら財政としてですけど，財政の積
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上げの結果としてもう切らざるを得ない。その結果としてはこうならざるを得ない。という形で

プログラムを組んでいく方が，シンクタンクとか政治家じゃなくて，行政が提示するというプロ

グラムとしては，正しいというか妥当なんじゃないかなという気がするんですけど。 

（委員長） 

   ちょっとまた悩ましいのは，今御指摘がありましたように，今回のプログラムの基本理念の一

つなんですけども，住民に最も身近なことは，最も身近な地方政府，基礎自治体が行うというこ

とで，今のような問題は直接的には基礎自治体の問題だろうと思うんです。もちろん住民の参加

も重要なんですけども。それに対して，今回は県のプログラム案ということですので，県として

そういった問題に，いかに環境づくりをしていくか。あるいは側面支援をしていくかということ

なので，これもやはりどこまで書き込めるかどうかは悩ましいという気がします。 

   今のように，特に資料１の裏の方，２はまた次回議論するとして，資料１の１ページ目。分権

型社会の姿，イメージについて，広く全般にわたることでもいいですし，項目ごとにまた今のよ

うなお話をいただけたらと思います。 

（委員） 

   各論の話になりますが，④が一番大事なので，ここの④の説明をもう一度，「縮小又は特化さ

れるもの」というここのところを，②は要するにもっと国から権限移譲しなさいよと言っている。

要するに地方は機能的には膨らんできますよね。そういう中で，なぜ縮小，特化されてくるんで

すかという。これが分からないんですよ。 

（委員長） 

②は国と地方全般の関係ですね。それに対して④はその地方の中での広域自治体と基礎的自治

体の話で，縮小，特化は広域自治体の方についての議論ですね。 

（委員） 

④は基礎自治体にどんどん出していくから，これは分かるんですよ。だけど縮小するかどうか

は分からないんですよ。地方整備局，要するに防災機関のあれで，県庁が建物を変えていないか

ら，県庁はなくなっていって，合同庁舎ばっかりきれいになるから，合同庁舎は残って県がなく

なるんじゃないかと，これが要するに市民のイメージですよ。そうじゃないよということをやり

たい。そのときに，ここはどんどん縮小しちゃうかなという。だって，分からないですよ。地方

整備局の流れをこちらに持ってくるんだもの。これは縮小するかどうかは。 

（委員長） 

   地方整備局のすべて，整備局に限らず，いろいろな出先がございますが，すべてが今の県，例

えば中国地方なら５県の機能と一緒になるかどうかというのは，まだわかりませんね。 

（委員） 

   それは分からないですよ。分からないけど，縮小って，本当に縮小するのかな。 

（事務局） 

我々の考え方では，この図面の見方がいろいろあって考えたんですが，全体としてはダウンサ

イジングしなきゃいけませんと，やっていきますということです。 

（委員） 

それは分かります。財政的には。 

（事務局） 

   その中で基本的には地方自治の主人公は地域住民と密接に，直接関係する基礎自治体，市町村，
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役場です。そこでやった方が，住民に対してレスポンスも早いし，サービスもきめ細かくなると

いうふうなことを考えていけば，当然充実，強化，機能的にも財源的にも強化されなきゃいかん

のは基礎的自治体ですというふうに考えています。 

   国の地方機関を全部引き取ると。つまり国の権限を取ってくるということは，あの地方機関の

人もモノも全部取ってくるかというと，極端に言えば権限と財源は取ってきたいんですが，職員

は取ってきたくないんです。ただそうはいかないでしょうという話なんですが，ただそのときに

全体として，今数字の上では国の職員は 32 万人になっていますが，これは実は見かけなんです

よと。独立行政法人だの何だの，大学なんかも全部非公務員化みたいな形になっています。県立

大学もそうなんですけど，ところが実際は金は全部，ほとんど税金を使っているわけですよ。こ

れは見せかけの公務員が減ったのが国の姿で，端的に出ています。 

   そういうふうな形，ここのスリム化というのは当然トータルで考えていかなきゃいけません。

以前，委員がおっしゃったように，実は生産性の問題を考える。つまり今と同じレベルの仕事を

今と同じ非効率な人役でやったりというふうなことを変えていかなきゃいかんという意味で，委

員長の論点整理案に書いておられるのは，全体として目立つ上には，そういう意味では明らかに

スリム化を考えていかなきゃいかんということだというふうに，私たちは理解をしているんです。 

（委員） 

   それでいいんですが，私が今思っているのは，ここはいきなり役割が縮小じゃなくて，例えば

地方消費税の導入の問題ですとか，もっと言えば環境税なんですよ。環境税は国一律で決めるべ

きじゃないと私は思っているんですよ。これはやっぱり地域が，それぞれ作っていかなくちゃい

けない。一番問題は東京と地方の戦いなんですよ，これからは。環境税については。だから今一

生懸命，神奈川県が炭素税を作ろうとしているわけですよね。彼らは何をやろうかといったら，

７都県市という広域連合体を作っているから，そこの中の環境問題を炭素税でもってやろうとし

ている。 

   そうすると，地方が一番，これは広島を含めたこちらの方が割りを食っちゃうわけですよ。我々

はもっときれいなんだから，その炭素税，25％削減の一部は向こうの方がきついんですからね，

東京の方が。我々は要するに，いろいろな排出権取引やなんか今後可能性が出てくる。そういう

環境政策だってもっと大きく変わってくる。 

   ということになると，これは広域自治体の役割なんですよ。もっと，今までの中でどんどん基

礎自治体に落とすなら落とす。これは当然ですからね。だけど新しく加わってくる機能というの

は，これはもっと考えていかなくちゃいけない。あるいはもっとここに産業政策があるんですが，

一番ここでずっと触れられていないのは貿易の問題なんですが，これは貿易は決して国が離さな

いですよ。広島にとって，あるいは地方にとっては貿易の主体権を，握るべきだと思う。なぜこ

れだけ東京と違うか。そういう考え方になってきますと，今までの商工労働局の発想だけではな

いものをもっと持ってこなくちゃいけないから，一概に役割が縮小又は特化というふうには，県

がなくなるというようなイメージを持たすというような表現は，ちょっと違うんじゃないかなと

いうことを言いたいだけなんですよ。 

（事務局） 

   委員のおっしゃるのは，いわゆる内政，地方自治の観点で言えば，金も厳しくなるかもしれな

いねと，組織も小さくしなきゃいかんけれど，役割の重要性は決して軽んずるか，むしろ重要に

なってくるよという，そういう意味だということですね。 
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（委員） 

そうです。 

（事務局） 

そういう意味で言えば，ただ単にここが縮小，特化というのがいいのかというような面は，お

っしゃるとおり。 

（委員） 

そこの中で，要するに自治的な広域自治体というものを，やはり作っていくために今言ったよ

うな発想を我々は持っていきたいんですということを，もっと強烈に言いたいんですよ。そうじ

ゃないと国，霞が関は，先ほどの，人の問題なんですよ。これが地方の出先機関をどんどん落と

せよと。それで，要するに国の官治的な仕組みの方が，これは分かりやすいですからね。論理と

しては。あるいは統治のガバナンス上だってそれの方が分かりやすい。それでは違うんだという

ことをきちっと言い込んでいく。言い込んでいくときにはこちらサイドとしては，こういうよう

なものに広域自治体はあるべきだということは，もっと明確に言っていいと私は思っています。 

（委員長） 

   確かに資料１の表現は，現在の従来業務の効率化というような視点のみを強調し過ぎたきらい

があるんですが，今のような御指摘のことは，参考資料２，現在の現行の広島県の分権改革推進

計画にございますように，広域自治体の役割としては戦略的かつ効果的な行政を展開するという

ことが理念としてうたわれておりますので，これはやはり重要なもう一方の柱だろうと思います。 

（事務局） 

今言われる，正に今と同質じゃなくてバージョンアップした広域自治体の役割が必要ですとい

う，それはぜひそこまで書き込まさせていただければ，我々としても一番うれしいと思います。

そうでなければいけないと思いますね。 

（委員長） 

   特に資料１の１ページ目で新しい視点，どうもやはり現在の傾向の趨勢，延長になるような発

想が多かったものですから，新しい視点から議論を広げたいと思います。 

（委員） 

   役割分担の内容のところ，国の出先機関のあり方というのは結局同じことなんじゃないかと思

うんですけど，二重行政のところを省いて最終的にユニットにすると。逆の言い方をしたら，二

重行政的な部分が主に広域的な部分，基礎自治体ではやりづらいところかなと思うんですよね。 

   そういうところは逆に集まったような形で，県というか道州というか，そういう行政組織にな

るのかなという気がするんです。イメージ的に。そうなったときに，住民側と組織の実際に行政

として動かす側と，それと国との関係ってなったときに，それがこちらの議論の中でも，ほかで

も出たと思うんですけども，単に国が直接であればいいのか。住民から見たらどちらでも構わな

いですね。県が，例えば市町村にまたがる一級河川の総合的な水質，環境管理計画を立てたとき

に，住民から見たら，下流側の住民と上流側の住民で意見が違うことだったとしても，それを調

整するのがその機関の，行政の仕事ですね。その仕事をやっている行政に対して，住民側は，言

えばやってくれればいいと。それが国から来ようが県から来ようが構わない。それはもう住民か

ら見たら，まったくそのとおりですね。 

   ですからいっそのこと，県とか道州がなくなって，それ自体を，国がやればいいんじゃないで

すかという話になってくる。県というのが，先ほどの基礎自治体だけでやるのか，あるいは道州
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制として残すのかというところの議論が分かれるわけですね。 

   その後，結局，自治的な道州制を目指すということで進めているんですけども，なぜ自治的で

なきゃいかんのかというところを説明する必要はあるだろうなと思いました。自治的でなきゃ困

るという理由です。そこがないと，やっぱり住民から分かりにくい。 

   それから役割分担の話でいくと，見ていていつも思う。いつもというか，僕の勝手な偏見なの

かもしれないんですけども，財源の話はよく分かるし，それについて権限移譲しなきゃいけない

んですよというのが，この中の議論とかで出てきて，皆さん，納得していただけると思うんです

けど，権限移譲するということは，極端な話法律を作るということなんです。法律を作れる権利

を持つということだと私は理解しているんです。そういうところでいくと，国の法律から道州に

しろ，県にしろ，何ですかというのは条例になるので，条例を作る機能を今よりも強化する必要

がある。 

   行政の方からしたら失礼な言い方かもしれないですけど，それだけの能力をお持ちですかとい

うことです。それがないというのであれば，そこの部分は機能強化をしなきゃいけない。それが

今でもあります，十分やっていますと，県は県条例をちゃんと作ってやっているわけですから，

動かしているわけですから，というのであれば，そこのところがやはり単純に二重行政のところ

を削ればいいだけですよという話になる。それを今度基礎自治体の方までにという話になると，

基礎自治体にとっても同じように持ってくださいということなんです。市の中でも条例というか，

そういうものを作って，やってもらわなきゃいけない部分が出てくるはずなんですよ。下に落と

していけば。その部分を，基礎自治体はお持ちですかと。持っていたらそれ自体が地域コミュニ

ティ，自治振興区の話になって自治振興区に落ちてくるという話になってくる。 

   そこのところがちょっと伝わりにくい。だから財源移譲はよく分かる。権限移譲も何となく分

かる。自分たちで決めるんだなって分かるんだけど，自分たちで決めるというのは，ルールを決

めるんですよ。先ほど言ったように，例えば河川の話で言ったら，一級河川で芦田川にしても，

太田川なんかは県の中だから県によこせという話でそれは結構なんだけど，基礎自治体は上流と

下流で意見が違うわけですね。そこのところを，このルールであれば上も下も一応合意できます

ねというルールづくりというのが，条例というか法律なわけですから，そこの調整能力が求めら

れるわけでしょう。そういう部分を我々が持つ，調整能力を持たなきゃいけないという行政の

方々に対する意見でもあると同時に，そういうところを判断するということを住民の方に求める

んですよということが，伝わりにくいんじゃないかと思うんです。権限移譲という一言だけでは。

そこのところがもう少し，僕は強調していただいた方が，仕事が具体的に分かるかなと思うんで

すけど。どうでしょうか。 

（委員長） 

   １点目の，なぜ自治的道州制が重要かを理解していただくという議論と，今のような後半部分

の条例制定権のことは，やはり一体の問題ですよね。そう言いながら，これも悩ましいのは，県

単独ではまだどうしようも動きがとれないというところがありますので，これもこの辺が書ける

かどうかですよね。 

（事務局） 

   今の話は，自治の分野，体制の分野つまりここの参考資料１で書いてある国・広域自治体・基

礎自治体のところ，実は我々は国と広域自治体のところは一線を画したい。簡単に言ったら，関

係をそれぞれ分けちゃいたい。国の役割はここでしょうと，地方の役割はここでしょうという形
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で整理をするんだけど，実は広域自治体と基礎自治体との間の関係が，依存関係なのか独立関係

なのかと。ついでにこの地域コミュニティは依存関係なのか，独立関係なのか。その地方行政全

体，地方のことをどうするかという線引きをしっかり考えるべきなんですよと，これについては

依存関係，補完関係があってもいいじゃないかという整理がやられないといかんわけです。 

   ただ，今は国の地方分権改革推進委員会なんかの考え方は，権限移譲というのは，どんどん市

町村にやっていただきなさいということが書いてあるんですが，ターゲットにしているのは市，

市の 15 万レベルだったと思いますが，ここならできるでしょう，いやいやここではできないで

しょうみたいなことをやっているんですが，それをうちは，一律やっている，全部移譲しましょ

うというような考え方をしております。 

   ここの話にあったように，それならば交通の玄関の一つである港湾を何で県が管理しているの

かと。今の分権改革推進計画の中で整理がし切れていない部分があるんです。そこら辺も考えな

きゃいかんし，今の理由をしっかりするということは，これは基本的に必要だと思いますから，

その議論がこの各論を作っていくまでに整理をしなきゃいかん課題だと思っております。 

（委員長） 

   委員の御指摘は，理念としてはすごく重要なことですので，何らかの形で反映，書込みをして

いかなくてはいけないと思います。 

（委員） 

   事務局のお話を聞いていて思ったんですけど，都道府県の役割とか市町村の役割とか関係なく，

独立とか依存とかじゃなくて，やる仕事，役割が質的に違ってくるんじゃないかということだと

思うんです。だから依存というのは，やるべき事柄が同じであって，それでということで同平面

の話ですよね。本当は都道府県と市町村というのは，やるべき仕事がこれから違ってくるので，

別次元の話なので，依存であるとかということは，あまりあり得ない話かなというふうに私は理

解しているんです。 

   だから，特化という言葉が出ていますけど，都道府県というのはここにも書いてありますけど，

環境政策とか産業の問題とかですよね。それから，ひょっとしたら，反対もあるのかと思うけど，

文化政策みたいなものですよね。文化，観光とかですね。そういったところを都道府県がやって，

従来都道府県がやっていた全般的，総合的なものというんですかね，それは市町村がやって，や

る仕事，機能も役割も違ってくるという，質的にやっていることが違うんだよということだと思

うので，そういうことにおいては依存というのは考えられないんじゃないかなと思うんです。 

   それは一時的に，移行期とかということについて，依存というのか支援とかということはある

と思うんですよね。人的な問題とか，先ほど能力の問題も出ていましたけれども，支援というこ

とは，移行期においてはあるかもしれない。例えば専門性であるとか，自分たちが持っているい

ろいろなノウハウでもそれを移譲していく過程での支援とかというのはあるにしても，それが完

了したときにおいてはもう，依存とか支援といったことはないと思うんです。 

   市町村が，水平的に連携をしていくということがやっぱり必要で，そのことの環境整備という

んですか，つなぎ役がやっぱり整っていないといけない。そういうところの画一的な話は違う。

それはもう将来的にはあり得ないので，やる仕事が違ってきます。 

（事務局） 

   委員の御意見は，そもそも相互に不干渉であるべきで，県は県，あるいは広域自治体，道州を

にらんだ団体の仕事と同じ自治の業務なんだけど，市町村の分は切り離してやった方が筋よと言



 16

われることだと思います。 

（委員） 

   移譲していって，本来市町村にできることを都道府県が抱えてしまっているというのが現実と

して，現在は多い部分がやっぱりあるんだと思うんです。将来的にその分権に向けた議論のとこ

ろでは，都道府県が担っていたものは全部市町村に下ろしていくと。じゃあ，都道府県は何を，

特化するんですかというときには，全然従来とは違う仕事，いわゆる広域性があるであるとかと

いうような仕事であろうと。そこは県がやると。道州とかがやるんであって，市町村は住民の一

番身近なところであるとか，自分の生きている，生活している場の，例えば道路の問題であると

か，まちづくりのことをやっていくので，違う仕事をする。質的に業務が異なったところでは，

依存とかということはないんじゃないかなと。同じ仕事をしているんだったらば，上下関係とか

で依存というのはあるかもしれないけれども，元々やる仕事がまったく違うものであると。 

（委員） 

   そこのところになると，もうちょっと別の考えが。そうすると，移譲すべきものがすべて市町

村にいくんじゃなくて，逆に県なり広域自治体が市町村から吸収すべきものが出てくる。例えば，

環境の話だったら河川であるとか，道路でもそうだと思うんですけど，国道があって県道があっ

て市道があってという話で，二重行政，三重行政になるという話になっているのを，住民サイド

で見て道路というものは１本なんですよ。その道路について，ここは陥没したからどうにかして

くれという話を，市に言うべきか県に言うべきか国に言うのかという話でもめているという話に

行くと，住民サイドで言ったら道路局。道路というものの部局がどこかにあって，そこに言えば

すべてが終わるという話になると，その道路というところは市道も県道も公道もすべて管理する

という話になってくるから，取捨選択するというところで，場合によっちゃ市町村から吸収すべ

きものも出てきてしまうという話。 

（委員） 

だからそういうところが結局，言わんとするのはその是非ではなくて，そういうところの整理

がこの中では出ていない。すべて移譲するという話しか出ていない。 

（委員） 

   そこのところがちょっとまた，逆に言うと，ここが疑問形であるとするんだったら，そこから

はちょっと立ち戻って，一歩引いて，ひょっとしたら戻さなきゃいけないものもありませんかと

いうところもやっていいんじゃないかな。それとあともう一つは，先ほど委員が言われたことと

同じかなと思うんですけど，前にも話しましたけど，結局県にしろ，道州にしろ，何でもいいん

ですけど，残ろうとしている部分が，ミニ日本政府なんですかと。それとも違うものなんですか

という話を，前にお話ししたことがあると思うんですけど，結局ミニ日本政府を持ってきている

から二重行政，三重行政になっているわけですね。それをそのままやるようにしていくんですか。

それともやっぱりスリム化を図って本当に特化するんですかというところが，まだ議論として整

理ができていないのかなと思いますので，そこはこの我々の議論の中でもそうでしょうし，当然

県の中で仕事として，行政で一番よく分かっておられるんでしょうから，その中で整理していた

だかないと，本当に細かな話になれば，やっていただければと思っています。 

（委員長） 

   資料１は，それぞれ簡単に，「ではないか」という問いかけだったんですが，今，様々な逆の

問いかけが入ってきましたので，それぞれまた追加していきたいと思います。ほかに，今のよう
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な視点で追加すべきこと。あるいはまったくもう従来型の発想にとらわれない整理の仕方がいい

んだろうと思います。 

（委員） 

   先ほどの自治型の話になったけども，僕は基礎自治体優先の原則は，これはもう分かるわけで

すから，補完性の原則，補完性ということをもっといろいろな形で深掘りできないかなという問

題提起なんですが，補完性ということをもう一段，どういうふうにとらえていくか。それをとら

えていくと，先ほどの自治振興区との関係の整理も，何か補完性の原則というところで何かでき

ないかなと思うんですけどね。 

   要するに，広島型の分権社会といったときのイメージを作るための原理なんですが，今言おう

としているのは。そこのときに補完性というところを，もっと深掘りして言えないかなと。やっ

ぱり，先ほどから委員が言われているように自治振興区は，これは全国的にも優れた，広島，庄

原，安芸高田の方が有名ですけれども，島の方にだってある。自治振興区ということの姿を追い

求めているのは，完全なものではないにしたって，やっぱり広島の特色だろうと思うんですよ。 

   そこのところで地域コミュニティと書いてあるところのイメージをどう見るか。そこのところ

を，補完性ということをもう一段，何か前に水平補完ということを広島では言われましたけど，

あれはいいヒントで，これは極めて新しい，組織のあり方の方向を決めていく考え方の一つです

から，ほかもできないかなと思うんですがね。これは，我々で考えなくちゃいけない。 

（委員長） 

   今おっしゃったのは，水平的な補完もあるし，垂直的な補完もあるという，さっきの委員のお

話のように，広域自治体で引き取るべきものを持っていく。一方，その前におっしゃった県，広

域自治体としての独自の戦略的な役割ももちろんいるわけでしょう。 

（委員） 

   補完性ということをもう一段深掘りして，地域コミュニティと書いてあるものとか，この下に

書いてある民間との役割分担とか，この辺のところのイメージが必要ではないか。 

   話は変わるんですけど，広島でものすごく，今優れているものが出始めているんですよ。これ

は情報サービス系の企業なんですが，例えばデータホライゾン。ここは上場していますけども，

ここなんかものすごくいいなと思う。国民健康保険の医療費削減を目的にしたビジネスを行って

いるんです。ですから国民健康保険の財政を縮小させるための，呉市が導入したんですけども，

市民が国民健康保険に入っていますね。その人たちにこの薬を使うんじゃなくて，同じ成分でも

っと安いこの薬を買えばこれだけ，今まで3,000円払っていたところが1,000円安くなりますよ。

そういうことをきちっとお知らせすることなんですが，そういうことをやっている会社ですとか，

アスカネットといって全国的に先進的な，これは写真のアルバムを請け負って作る会社なんです

けど，ものすごくいい会社が広島には生まれているんですよ。 

   これはまた今度，総合計画の部分で話しますけれども，そういう中で今言わんとしたデータホ

ライゾンのようなビジネスが生まれてきている。ということは，行政のことも補完性の原則が働

いているんですよ。これが要するにこれからもっと伸びていくのかなというふうに私は思ってい

まして，それをこの地域コミュニティとその下の民間と役割分担の中に，何か持ち込んでくると，

自治的な広域自治体の方向を指し示している。そういうものを一貫して言っていくと論理が通る

んじゃないか。 

   それともう一つ。これは委員長の役割かなと思うんですけど，前回までにこの平成の大合併の
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効果のことを，ずっと特に女性の方が言われていますよね。私はあれは正しい意見だと思って，

要するに意味がまだ分かっていない。一方で平成の大合併をやることによって，行政サービスの

レベルが落ちたと盛んに言われるんですよ。私はそれに対して真っ向から反対している。それは

確かに役場が遠くなったかもしれないけれど，分かりやすく言うと，今まで県庁にパスポートを

取りに行っていたのが，市町で済んだじゃないですか。その反論をもっとしていかないと，平成

の大合併で 23 市町になって，何が良くて何が確かにまだまだここが解決できていません。だけ

れど，こんないいこともあったでしょう。それを補う形で基礎自治体に権限なり財源というのは

移譲するのでもそういうところにあるんですよということを，やっぱりこれはちゃんと我々も，

女性の人たちが何度も言われたが，答える必要があるかなと思っているんです。 

   できれば，ヒアリングをもう一度，例えば広島県にとっては神辺町といったら，これはもう昔

で言えば宿場町でもって，どんどん優れた人たちが出て，また今もいい会社も育っています。例

えばデニム関係ですけど，ものすごく世界的な企業もあります。そういう神辺町が福山と一緒に

なっちゃっているんだけれども，そこで本当は何が良くなって何が減ったのかというのは，これ

はヒアリングしたいなとは思っているんですけども，そういうことは，もっと言っていくと，全

国的に見れば，我々広島県は全国に先駆けてそういうことをやったんだから，それの良し悪しと

いうのはこうだったのかというのをきちっと言えた中で物が言えるんです。一番いい材料かなと

思っていますから，これは我々学者としてもやらなくちゃいけない。 

（委員） 

   ２年前に広島県の町村会で，市町村合併後の満足度とかどうだったかという，細やかじゃない

けど一応ヒアリングをして，冊子にまとめているものがあるんです。あれは広島県市町村会で，

市町村のあり方というタイトルだったと思うんですけれども，それをやっているので，またそれ

で詰めが甘いところもある。今いろいろな方々が市町村合併で疲れた，結局どうだったんだとい

うのが出てきているということは，そういうものをまとめても発信力というのが弱かったんだな

とは思うんです。 

（委員長） 

   小委員会でも一部は紹介されましたね。 

（委員） 

   そうです。一応はやっているんだなという，ただ発信力が弱かったなということは，あると思

います。 

（委員） 

   要するにプラスのところをもっと明確に，もっとたくさん出したいわけですよ。 

（委員長） 

   冒頭に出ましたように，分権を進めていけば生活，暮らしがどう変わるかということでも，同

じような話だと思います。 

（委員） 

   具体性がなかったですね。 

 

【閉会】 

（委員長） 

   そろそろ時間が近づいてきまして，ちょっとまとまりがなかったんですが，もう一度確認した
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いと思います。資料１の分権改革の理念と方向，論点整理案ということで，今のように各論につ

きましてはいろいろ御指摘があったんですけれども，概ね構成とか項目としてはこの程度でいい

かどうか。さっきのように表現をどうするか，それから新規に追加すべき視点としてたくさん出

てきました。それから行政を供給する側だけではなくて，需要者側からの視点も必要だという御

指摘があったんですが，大まかには構成につきましていかがでしょう。 

   細部につきましては，議論しながら修正していくようにしたいと思います。 

   次回は特に裏面の方ですね。取り組むべき方向性ということについて議論していきたいと思い

ます。また，これに関連して今日も一部，参考資料の１，２というのが出てきているんですけれ

ども，先ほど来の委員の御指摘に対応した資料作成の方も，事務局にお願いできればと思います。 

では，次回は特に資料１の裏面，方向性について議論していくんですけれども，それに入る前

にもう一度今日の議論を整理して，全体の構成と１ページ目の理念についての表現をもうちょっ

と審議した上で裏面に入っていきたいと思います。 

   では，以上で第７回小委員会を終わります。どうも長時間ありがとうございました。 

 

８ 資  料   資料１   「今後の地方分権改革の理念と方向」（論点整理案） 

参考資料１ 国と地方のあり方 

         参考資料２ 基礎自治体・広域自治体・国の役割分担の基本的考え方 

         参考資料３ 分権改革推進プログラムの取組と課題 

         参考資料４ 第５回及び第６回小委員会の概要 

 


