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後期第5回ワークショップ

研究会議録 (会合21･12月 14日)

テーマ

(D 総合計画

知念 弘聡 (群計画)

② 財政自主権

上見 充寛 (社会大衆党職員)

③ 政策評価

島伸 徳子 (那粛市職員)
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はじめに

島袋純 :

今日は､｢総合計画｣｢財政自主権｣｢政策評価｣の三つのテーマをワークショップします｡早速なので

すが､やってきた宿題を出していただいて､いつもの通りにやってほしいと思います｡グーループは､

毎回毎回､違うので､フアシリテ一夕一にお任せしますが､顔をお互いに見せ合うアイス ･プレイキン

グからはじめてください｡時間は､10時50分くらいまでを目安にお願いします｡

- 作業

(それから15分延長して､ll:05まで作業)

全体ワークショップ

島袋鈍 :

総合計画のグーループの報告は､知念さんですか｡時間がありませんので､まだ仕事している人は､

仕事しながら､報告を聴ける方は聴くということで､フアシリテ一夕-をやっていただい知念さんのほ

うから報告してもらいます｡お願いします｡

① 総合計画

知念弘聡 :

私のところの班は総合計画ということで6名により話し合いました｡いろんな意見が出ましたが､とり

あえず報告したいと思います｡

まず､総合計画等の策定は基本条例に適合するこということで話し合いました｡行政が行う計画には､

たぶん､法定計画から任意の諸々の計画がありますが､行政内部で体系的に縛るというか､一番大きな

ところで基本条例があるのではないかというのが一つです｡

次に､具体的に行政が総合計画を立てる意味は､地域で地域のことは自分達が考えるという意味で､人

を育てることが一番だということです｡ようするに総合計画を策定する過程そのものが人を育てていく

ということです｡

では､具体的に住民達との関係で総合計画をみると､策定にあたって住民参加の保障をやるという意

見が出ました｡計画策定の各々の段階､または実施､評価の段階など､策定の各々の段階で住民の参加

の保障をやるということです｡先ほど､述べた人を育てることとも繋がってくるということです｡

そして､具体的に参加の方法も公開を義務とするということです｡これは､市民が行政の政策策定過程

に参加する権利は当然のものとして考えてやるということです｡

では､具体的な計画の中身ですが､これは形式的にしないためにも､ちゃんと住民達が日頃考えてい

るニーズを踏まえてつくるということが基本だということです｡そして､そのニーズの把握することを
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どのように保障するのかというと､策定過程の情報公開をちゃんとするということです｡ようするに､

各段階での住民達で議論されている過程が住民にわかるように情報公開するということです｡その辺で､

住民参加を行政側が保障するというルールのようなことを整理しています｡

それともう一つは､公式的には審議委員会とかの場もあるかと思いますが､その場は､公正 ･公平で

審議委員は公募することが基本だということです｡いままでどおりの役職がある方々がそのままなるの

ではなく､審議委員の構成メンバーも前もって公開して公募するということが大切ではないかというこ

とです｡

もうひっ､行政内部での計画的な技術でいうと､どちらかというと､これまではハードな面にある分

野では特化してきまLが､その辺は地域のニーズというか､その中にはソフトの面もありますので､こ

れからは地方分権の流れを受けたハードとソフトが調和したバランスのとれた計画づくりを心がけてい

かねばならないということです｡

以上のことを踏まえて､総合計画が出来上がってくると思いますが､最後に総合計画で人生が変わる

という結論で､そこが総合計画が持つ大きな意味だということになりました｡

具体的に､各自治体で､例えば産業振興であるように､総合計画で地域ニーズあった産業振興を計画す

ることにより､産業構造がかわるとか､地域に合った経済構造にかわるとか､その辺の事例もあるとい

うことでしたので､そのへんで総合計画は大きな意味をもっているのではないかということです｡

問題提起としまして､いろんな住民参加の方法とか､情報公開とかありましたが､計画をつくる過程で､

住民や議員､職員等を交えてワークショップ形式で､自由に意見が言える雰囲気づくりをつることが大

切ではないかということで問題提起として出ました｡

だいたい以上ですが､何か補足はありませんか｡

高里鈴代::

みなさん準備の方でお忙しいようですが聞いて下さい｡実は､私たちのグループで結論が出なかった

意見がありました｡例えば､計画の策定過程で市民 ･住民だけでワークショップをしていくべきだとい

う意見と､職員も一市民であり､議員も一住民なので､職員も議員も参加をして対等に参加をすること

を保障したワークショップがいいという意見がでました｡そうはいっても職員は職員でもっている知識

などからの関わり方､あるいは議員がいう意見が及ぼす影響などを考えると入れない方がいいという意

見と､議員も職員も一住民として参加した方がいいという意見が､二つに分かれました｡それで､それ

はフロアに投げようということになりました｡みなさん､∵緒に考えて下さい｡

知念弘聡 :

総合計画の班からは以上ですが､それに対して､意見､追加などをお願いします｡

照屋寛之:

今の高里さんのご意見では､最初から議員も職員も住民も一緒にやるのか､あるいは住民だけの方が

いいのかという点で､｢総合計画｣のグループで意見がまとまらなかったわけですね｡私は､現段階にお

いては議員も職員も住民も､それこそチャンプルーにしてやった方がいいのではないかと思う｡しかし､

最終的には､住民の方から積極的に計画づくりに参加できるような工夫 ･雰囲気づくりが必要である思

う｡いま､例えば､住民が計画づくりにどれくらい参加するのか､疑問でもある｡だから､先ほど､住
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民の参加の保障というけれど､保障というと積極的に住民が参加したいけれども､システム上できなと

いうことがあっての保障ということになってくると思う｡いまは､その心配よりもどうぞ参加してくだ

さいと､公募してもどれだけ集まるのか､ということの方が心配だと思う｡だから､先はどの話に戻り

ますが､現段階においては議員も職員も住民もみんなでワイワイしながら､それこそなんでもいいから

出し合えるような雰囲気の場が作れたらという感じがします｡総合計画は内容的には不十分であっても

住民が主体となってつくるべきだと思う｡総合計画づくりへの参加をきっかけにまちづくりにも関わる

ようになるのではないか｡

知念弘聡 :

その点に関しては他にありませんか｡

島袋純 :

｢総合計画｣は､｢基本構想｣と ｢基本計画｣と､あとは短期の ｢実施計画｣と総合的に計画を網羅し

たものあり､最近開発された手法で､そのうち法律上は､｢基本構想｣は議会の承認が必要になります｡

ところで､最近は地方分権の一括法が出来た後は基本計画まで条例によって議会の議決を必要とするこ

とさえできるようなっています｡総合化されているのですから､本来議会の議決の必要のない部分まで

一つの総合計画として議決している場合が多いわけです｡ですから､基本的に議会の役割というのは､

総合計画においてきわめて重要な役割を果たしていると思います｡

それで､実際に総合計画の中で､基本構想から基本計画になり､具体的に実施計画になっていく段階

で､つまり仕事が細かくなっていく段階で､議会と一般住民では総合計画に関わる関わり方の種類が違

うのではないか､という気がしています｡それは､政策評価の部分とも関係してくるのですが､議会が

判断するのは政策がどうあるべきかというレベルです｡重要な価値判断が入ってくるレベルですね｡こ

れが重要で､だからこそ基本構想は議会の関与ということで制度化されていると思います｡それで､実

際にいくら住民参加といっても､一人一人の住民が価値判断まで含めて､そして総合計画の根幹的な部

分､基本的な価値に関連するような政策的部分を決定するのは少し難しいのではないかという気がして

いるので､それで､次第に役割分担を明確化することが必要ではないかと思います｡

生野町に､この前行ってみましたが､その報告も含めて話しますと､生野町では総合計画を具体的に

実現していくために､ワークショップを用いた住民を対象とする生涯学習のシステムを作っています｡

職員の中で計画づくりのためのワークショップチームを作って､そのメンバーが住民の中に入っていっ

てワークショップをやっていくというやり方です｡

面白かったのは基本構想､基本計画､実施計画に行くときに生涯学習の塾を作って､地域づくり塾と

いうのを作って住民参加でチェックしているという機能です｡その中で､特に面白かったのは議会と住

民参加型の計画策定のグループとの役割分担が明白化してきたという話でした｡住民は本当に細かい事

業のレベル､あるいはさらにその下のレベルですね｡実施に近い段階で実質的な参加できるようになっ

てきた｡

議会の議員は､生涯学習の地域塾､ワークショップに入ってもいいということを行政の側は前提にし

ていたようですが､自分達の方で役割が違うということで､議会の方で申し合わせして議員は入らなか

ったらしいです｡そのような経過があるので､それは明白に条例の中で禁止するということはやらなく

てもいいと思いますが､議会と住民参加型の総合計画をやるときに､照屋先生がおっやったように役割

165



が違うということを念頭においていた方がいいのではないか｡禁止条項はおかなくてもいいと思います｡

しかし､役割は違うとことを念頭においていた方がいいと思います｡

知念弘聡 :

いまの話と少しずれるかも知れませんが､私達の班では総合計画等と言っていますが､それはあくま

でも地方自治法の総合計画だけに捉われなくて､総合計画等にしたのはたぶん法定計画以外でもかなり

重要な計画があり､沖縄の場合でいうと､国の方から直接降りてくるような計画とか､振興策等､その

へんはどこでどう縛るのか､それは悪い面ばかりでなく､たぶん､5年､10年のスパンで考えると､総

合計画で議論しなかったような物事も発生してくる可能性があるというような話もあり､総合計画策定

のシステムの中で考えると､議会とかの役割など､ちゃんと仕分けする必要があるかと思いますが､そ

のへんは､ひょっとすると対応できないような場面もあるのではないかという議論もでました｡

宗前清貞 :

琉大の宗前です｡二つ考えていることがあります｡一つは総合計画が現在の行政過程の中でどう受け

止められているのかと考えたときに､本来はいま島袋さんが説明したように最上位計画として総合計画

が置かれていて､それを具体化していく手段として実施計画を立てたり､あるいは保健福祉とか､政策

領域別に個別計画を立てたりすることになってはいるのですが､職員の目からみたときに総合計画とい

うのは基本的にそこに書かれてないものは予算がつかないとか､そこに乗りさえすれば予算がつくとい

う体系の中で使われていると思う｡そういう現状がある中で総合計画をつくれば実際にはどうなるのか

と言えば､下の計画から逆算して総合計画を作り､結果的にはすべての課から持ち寄られた各課の重点

施策を全部ごった煮にして､作品としての整合性がとれていない､あるいは､一つの作品として沖縄の

将来像が見えてこない､というようなことが､別に沖縄に限らないのですがどこの県でも行われている｡

これが､一つの問題です｡

もう一つの問題は､先ほど､照屋先生がご指摘になりましたが､住民参加が沸騰しそうという以前に､

沸騰させようということがあるかと思います｡鶏と卵の問題と同じで､どちらが先なのかはわかりませ

んが､いずれにしても時間がかかるのはまちがいないと思う｡ただ､現に関わる機会がある人間として

思うのは､その手の計画作りは通常､企画課､企画部などが所管の部署になっているので､そこが事務

局を務めるのですが､事務局の力が非常に強い｡そうすると､事務局が誘導をかけると､結局､月二､

三回集まって二時間ぐらい議論する中で､何か大きな話を変えることはできない､という現状があるの

ではないかと僕は思っている｡それで､一つのケースとして､長野県だったと思いますが田中知事が東

工大の原料恭一先生のようなブレーンを使って､事務局そのものを外注した｡つまり､所管課に任せる

のではなく､事務局自体を独立させ､そこにお金をつけた｡委員そのものを抽選にするとか､公募制に

するとかの方針を決めた｡実際のところ､原科さんは田中さんのブレーンなので､田中さんの意思が働

いているということではフェアではないかもしれないが､現状の計画づくりの点から考えると､少しみ

るべきやり方ではあると思っている｡話を元に戻すと､この事の条例の中では､バラ色の未来を書くこ

とも大事であるが､現状で何が阻害要因になっているのかということを少し悦んで書かないと､絵に描

いた餅に終わる気がする｡ですから､事務局というか､計画づくりの実施体制のことも考えた方がいい

と思う｡
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知念弘聡 :

一点目の総合計画が総花的にならざるをえない､というご指摘だったと思いますが､私の説明不足も

あったかと思いますが､その辺も見越して､たぶん現在の行政は縦割りの個別法で縛られている現状が

あり､横との調整があまりない｡たぶん､この基本条例がその構図を崩す可能性があるのではないか思

います｡それもグループでは話合われました｡ようするに､ハード､ソフトの調和というのはその意味

も含まれています｡縦だけでなく､ちゃんと横をつなぐような､一律に法律を画一的に解釈して各課が

計画を上げていくのではなく､横との調整が大切ではないかということです｡

島袋純 :

総合計画の策定のプロセスと関わってくるのですが､最も大きな問題は､住民ニーズの踏まえ方です

よね｡ようするに現状では行政各課が､自分達のもっている計画を出してきて足したら総合計画ができ

あがるというパターンが多かったのですが､僕は最初の発起について､まず､住民が何を課題だと思っ

ているのか､そこから拾い上げてくるべきだと思います｡行政各課にとって必要と思っているのかでは

なく｡そこが起点になって､そこから作り上げていくというプロセスですね｡各課がもっている事業か

らつくるのではなく､住民の必要性､ニーズ､課題だと思っていること､そこから総合計画に上がって

いくプロセスというのが､どこかに分かりやすく見えたらいいと思うのですが､いかがですか｡

前城充 :

いまの島袋先生の質問の中で､対応できるとしたら総合計画をつくるまえに､生涯学習の観点で行政

説明をするという前段が必要であるということが入っている｡ここは一番大事なことで､そこで洗い出

しができる｡その洗い出しをしながら､住民の行政参加の手法まで少しずつ伝えていって､そこから半

年後の総合計画の最初のスタートラインにつこうという落とし込みはしてあります｡

知念弘聡:

読み上げますと､生涯学習の観点から事前にわかりやすい説明を行うこと｡

その過程で､住民ニーズのとり方はいろんな手法があるかと思う｡総合計画の策定にあたっては､住民

ニーズを根幹に置くということだと思います｡先はどの総花的でないやり方をやるということですね｡

宗前清貞 :

いまおっしゃったようにどのような手法でニーズを把握していくかということは課題として残ると思

う｡あくまでも､条例の中では住民ニーズを踏まえなければいけないという､当たり前のことなんだけ

れども､いま欠けている部分を明記することがおそらく大事なことでしょうね｡

島袋純 :

総合計画が何のためにあるかというと､住民が自治体の課題とは､住民が ｢自分たちが必要だと思っ

ていることはなにか｣､これを明かにしていくプロセスが最も重要で､それを体系化したものだ､という

気がします｡総合計画が何のためにあるかという理念と絡めて考えると､住民の課題､ニーズを発表さ

せる場は非常に重要だという気がしました｡
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潮平芳和 :

住民サイドの視点が大切なのは当然なんですけど､先だって､宜野湾市の企画担当者と議論したとき､

普天間の跡地利用が将来的な課題になる｡それを市民だけで決めていいのかという話になった｡つまり､

跡利用によって､県全体の交通体系をどうするか､県土再編という発想を持たないと視野の狭い跡利用

になる｡行政は絶えず上位計画との整合性を発想していると思うが､そういう視点は意外と無視しては

いけないことだと思う｡そういう観点がどこかにあるのか､もし説明いただければ｡

知念弘聡 :

いまの提起は行政の枠を超えて必要ではないかと｡

高里鈴代 :

潮平さんのと少し関係あるかと思いますが､那覇市の総合計画をやる前は住民参加を踏まえて小学校

区域に分けてそこで住民を募り､けっこう長い期間をかけて実際の地域を回って､その地域に住んでい

る者のかかえている課題などをみんな出しながらやっ.たんですよ｡ところがそのとき､新都心地区には

まだ人が住んでいないもんですから､そこの計画は入っていなんですよ｡それで､新都心の計画は二万

人が住むことになっていて､新都心の計画は別のところでできていて､実際にそこに住む人たちによっ

て作るということが結局､欠落しちやっているわけですね｡だから､総合計画で住民の意見を集約する

ことで歩きながらやった作業があるんですが､全体の地図の中で新都心だけはボコンって空いている訳

ですね｡でもいまは二万人が住むことになっているんですね｡総合計画とは､将来に対しても､あるい

は隣接の地域も､というような視点が必要だと思います｡

知念弘聡 :

たぶん､個々の自治体を超えた話しでは､広域計画だとか､中部圏域とかの計画はあるかもしれませ

んけれども､それで住民参加型のニーズの話しでいくと､機能しているかどうかは問題があるかもしれ

ない｡

潮平芳和 :

ちょっと異質な話しかもしれないけど,そこに住む人のための総合計画なので､住んでいる住民が中

心なのはわかる｡ただ､ちょっと発想かえて､地域住民の活力を引き出し､総合計画につなげるかとい

うこともあるのでは｡地域で生活を営んでいるのは住民だけでなく､部外の市民あるいは企業もありま

すよね｡県の振興計画なども､例えばプロジェクト中心だったけど､いまの新しい振興計画は産業振興

という観点が重要になっていますよね｡単に企業にメリットがあるようにというわけではなく､生活を

営む人が個人も法人も含め活力につながる総合計画も必要でないかという発想も持っています｡こうい

う視点も念頭においていますか｡

玉城デニー :

えーと､玉城です｡総合計画をみていると､参画の形や住民ニーズなどいろいろと出ておりますが､

総合計画で人生までもが変わるというあの一言が何か特別に意味していることがあるかと考えてみまし

た｡総合計画全体の例えば年次ごとの見直しをどうするか､いわゆるニーズの再構築みたいなところも
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総合計画の中で詠われているのか｡何年ごとに見なおすつもりか､向こう何年までの計画か｡先はどの

高里さんの話しにありましたように､その時点では計画になかったことが､何年後かには新しい計画が

入ってくるのでそのエリアを含めて計画の見直しが必要でないのかというようにですね｡そういうこと

も総合計画の中にあらかじめ入っているのかな､あるいは､そういう話しが出たのかな､と思いますが､

いかがでしょうか｡

知念弘聡 :

それも出ました｡これはですね､この地方分権に向けたハードとソフトの調和の取れた計画という中

にですね､最低でも基本計画の見直しは5年とか｡ローリングを必ずやると｡ニーズがたぶん違ってい

るんじゃないかなと｡それは議論され､必要なことだと思います｡そのサイクルもどんどん早くなって

いるんじゃないかなという感じがします｡

島袋純 :

この前調査に行って来たばかりなのでついまた宣伝してしまうのですが､生野町がおもしろかったの

は､総合計画においてまちづく委員会というのを設置しまして､主に一般公募で総計88人の方が参加

し計画の原案を策定したわけですが､策定後､総合計画を実際に具体化するのは住民が参加して､評価

して､住民が協力していかないとだめだろうということで､生涯学習の地域づくり生野塾を作るわけで

す｡これが､本当に人を育てていることになるのですが､総合計画の具体的な実施の課程に入って住民

の要求に応じて予算まで付けてしまうのですね｡小さな事業が主ですけど｡さらにまちづくりの生涯学

習が計画の見直しのためのまちづくり委員会をつくり､そこにまた住民が入っていくわけです｡

だから､総合計画と人を育てること､それから､計画や予算のローリングですね､すべて一体となっ

て運営されています｡

それが非常におもしろい仕組みで､こういった仕組みで､住民のニーズが踏まえられ､うまく回って

いるということですね｡この仕組み自体や生涯学習地域づくり生野塾のことは､総合計画の中には書い

てありませんが､実際にそれをやってきた住民サイドにこのやり方を自治基本条例で普遍的なものにし

ようということで､基本条例をつくったと言っていっていました｡ですから､総合計画から始まって､

人を育てる､ローリング､この具体化､実践を担保するために､崩されないようにやっていこうと自治

基本条例を作ったという､こうゆう流れです｡とても参考になると思います｡

知念弘聡 :

先ほども言った様に総合計画というものは､たぶんうまく全体を回すようないろんな､なんか芽があ

るということだと思いますね｡先ほど､総花的とのことも出たんですけども､要するに自治体で住民参

加の蓄積があるところでは､都市マスタープランを作るときにイメージとしては道つくるとか､いろん

なハードのイメージですけど､計画内容をみるとまったくソフトですよ｡福祉や教育の関連事項とかは

ですね｡ただ､受ける部署としてはそれが事業で管轄外になりますので､それが意見としてちゃんと上

がるようにまとめておいて､自分たちはそれにどうするかということで､こういった道をつくろうとか

ですね､なっている訳ですよね｡計画もたぶんいろんなところで回っていて､島袋先生が言うようにう

まくつくれば､要するに､全体に波及するということですね｡
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照屋寛之 :

やはり､総合計画そのものをつくることに住民を参加させることが非常に大事なんですね｡要するに､

住民は自分たちでつくったら､自分たちの総合計画だという気持ちがあるけども､今はどっちかという

と､役所を中心にして考えてしまう｡あるいは､役所もコンサルにお願いしてしまう｡だから出来あが

った計画が､ときには住民の考えや実態とかけ離れてしまっていることもあるんじゃないかな｡あるい

は､住民から見たらこれが自分たちの総合計画なのかなと､いうことで実感がないんだと思います｡だ

から､そういうことで私はへたくそな総合計画でもいいから住民を巻き込んだ総合計画を作らんといか

んと思いますね｡ひとつ聞きたいんですが､いまNPOとの関係がひとつも出ていないんですが､議論

はなかったですか｡ストレートに住民参加に持っていくにはなかなか難しいと思うんですよ､沖縄の現

状というか､日本の住民の行政に対するその関心度を見るとね｡だから､NPOが総合計画を作って､

NPOとの連携の中でこれをつくって､そして､その次ぎには住民参加がもっと期待できるのではない

かという気がします｡沖縄に各市町村の総合計画を引受けるような ｢総合計画 ･NPO]があってもい

いですね｡どうでしょうか｡

島袋純 :

単なる事例紹介になるのですが､生野町の場合はかなりの田舎町です｡簡単にNPO作ろうにも大都

市のようにすぐには作れないわけです｡人口5000人くらいです｡地域づくり生野塾というのが各ブ

ロック単位でわかれて作られ､行政は最初､第1班､第2班とごく当たり前の名前をつけていたらしい

です｡第2期日から､この名前ではいかんだろうということで､住民たちが自分たちでネーミングをや

りだして､グループがそれぞれしゃれた名前をつけて､結局､地域づくり生野塾のブロック単位のとこ

ろに4つ､5つぐらい､自分たちで自分たちの地域や地域づくりの方向性に関連するようなネーミング

してそれがあたかも､まちづくりのNPOのように活動し始めているようです｡地域づくりのNPOで

す｡

もちろん､法人格を取った､取らないは別にして､自分たち自身で日ごろは､行政を当てにしないで

さまざま会合やイベントを独自にやっているらしいです｡いろんなことを｡川で牛鍋するようなイベン

トとか､自分たちでできることはどんどんイベントやりだしたということです｡きっかけとして行政が

生涯学習塾をつくるなり､何らかの形で行政が与えてくれれば､あとは勝手に住民がNPO化してしま

うわけです｡

これには非常に感動しました｡ですから､生野町の場合､実際に生涯学習塾が大枠のものとしてある

のですけど､住民側で次から次へと自主的にNPOのような組織が自由にどんどん出来てしまったとい

うことです｡何か仕掛けをしたら総合計画､実施計画にしても積極的に関わるまちづくりのNPOは本

当に育っていくという気がしますね｡

照屋寛之 :

ぼくがいま言ったNPOというのは,たとえば宜野湾の総合計画を作るときに宜野湾市でできたNP

Oじゃなくてもいわけですね｡まちつくりNPO､総合計画NPOが沖縄県にいくつかあったとしまし

ょう｡いま､コンサルにお願いしてますよね､それをコンサルにお願いしないで､そういうNPOと連

携するわけですよね｡そういうやり方で総合計画を作れないかな､ということです｡
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知念弘聡 :

ただ私も実際に､総合計画となかの作業に入ってみますと､形にとらわれずに､何かのきっかけがあ

れば､結果としてNPOの動きになる種はいっぱいあると思います｡例えば､読谷の大添というところ

ではですね､公民館を作るということでいろんな補助事業があるわけですね｡農業関連事業とか文部省

関係とか､行政側がメニューを持って来たときにいろいろ考えると､ランニングコストが大変だな､と

か電気料が大変だなとか考えて､じゃあもう要らないと｡自分たちで手作りで最後まで作っちゃたんで

すよね｡そんな種というのはたぶんあると思うんです｡ぼくは沖縄で一番必要なのは行政マンがコンサ

ルを使う使わないは別にしてですね､行政マンが一歩踏み出して地域に入ることだと思います｡それを

怖がっているところがあってですね｡あれこれ言われたらどうしよう､とかですね｡もっと入ってそこ

から物事というのは動いていくという感じがします｡できれば､まちづくりNPOができれば理想だと

思いますが､たぶんその過程でもいろんな話しもあると思うが､そこはたぶん行政がやることだと思い

ます｡基本は｡

比嘉俊雄 :

ここに事例なんですが､藤沢町まちづくりの方針というのがありましてですね､自治会単位で地域づ

くりをしていると､街づくりをしていると｡地域がですね､町に計画を提出するという陳情の枠を超え

た地域計画システムが確立されている｡地域には44の自治会があり､職員が分担配置されていて､指

導的なこと､行政の情報提供したり､地域の声を聞いたり､両方のアンテナ的な職務だと思いますが､

そういうのがやられているというのがありますね｡

島袋純 :

職員が入る点と自治会の点で意見があります｡まず､イギリスの自治会 (パーリッシュ)は､イング

ランドの方なのですけど法人格を持っていまして､日本でいう都市計画マスタープランなりへの参画が

法律で決まっています｡同じように仕組みを自治基本条例でモデルとして入れておいて日本で実現する

ということは､難しいと思います｡自治基本条例モデル条例の中に｡

先はどの項目､｢コミュニティ｣の中で本当は議論しないといけないのですけど､コミュニティや自治

会を法律で正式に総合計画策定の単位として組み込んで行くことは､少し難しいと思います｡自治体に

よっては実際にできるところ､やっているところがあるかもしれません｡しかし､先はど明らかになっ

たように､自治会などのコミュニティ自体の概念が明文化できない以上､モデル条例の中に具体的に組

み入れることは､難しいと思います｡

それから､具体的 ･個別的な例ですけど､職員の参加については生野町も総合計画策定の段階から地

域担当の職員に辞令を交付して張りつけて､それから2回目のときからは地域担当の課長というものを

ブロックごとにおいて､だいたいその地域出身の人ですね､完全に地域に張りつけていますね｡ただし

これは､一般住民と同じような､平等なワークショップのメンバーとして入っているわけです｡そして

行政と住民の連携を良くしている｡

もちろん古いタイプの区長､そのシステムもあるのですよ｡命令を上意下達でやっていくというシス

テムはあるのですが､やはりいまの時代はこういった区長システムでは住民参加ということは言えなく

て､あるいはブロックごとの意思がちゃんと上がっていくシステム､下から上に上がっていくシステム

を念頭に置かなければいけないと思います｡ただ､具体的に生野町は自治会というものは明記されてい
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ないけども､総合計画策定の中では自治会長にまちづくり委員推薦を依頼したし､自治会も重要な単位

として役割を果たしているという話しでした｡

知念弘聡:

いま少し､形骸化しているとか総花的という問題は行政の方々が職員の中で横との連携とかですね､

自分の管轄している法律の中だけで仕事をやるとかですね､たぶんその辺の枠をまず崩すことが第一歩

で､それに住民参加とかニーズとかという手法がくっついてくるという感じがしています｡他にどうで

すか｡

島袋純 :

そろそろ時間です｡

拍手 パテパテパチ｡
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② 財政自主権

上見充寛 :

フアシリテ一夕-を務めます上兄です｡よろしくお願いいたします｡まず私たちの中ではですね､財

政自主権という言葉がありましたけれど､それについて､そもそも財政自主権という話になると国から

自治体への財源の移譲とかそういう部分での話になるんじゃないかという話になりまして､ちょっとま

とめにくいなということで､財政の中で財政自主権を決めていこうじやないかという話になって､話を

進めていきました｡で､その中でまた､国､自治体､住民､それぞれの立場からの内容の物を話し出し

ていきましてまとめていきました｡まず最初に公的サービスの信頼というのは､これは､行政マンであ

ったり､首長であったりする人だったり､行政の仕事の責任ですね｡仕事をきちんとやってない人に誰

が税金払うか､みたいな､そういう部分をまず最初に持ってきて､税金を払ったことに対して､これか

ら決めていくと言うことなんですけど､まずは､住民､自治体が決めるシステムって言うのは､首長の

裁量を担保するシステム作りですとか､使い道の自由な枠､独自の使途､財政権､国に強制されない､

国からの要望を拒否できるということなんですが､これは今の三割自治とか言われてますけど､その国

から降りてきたお金を国が決めるのではなくて､自分たち､首長なり住民側が自分たちが予算の使い方

について自由に決めれる権利というものが必要なんじゃないかと思って､これを書きました｡それから､

国が地方自治体への財源の移譲ということは､これは今の三割自治の問題と絡んでくるんですが､これ

についてもっと､この､財源を分財っていうんですか､財源を自治体自身が､確保していくために､今

国から来てるものを自治体に回さなければ行けないんじゃないのかと言うこと話しています｡続きまし
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て､自主財源の確保と言うことでその財源の移譲と言うことと関連しまして､自主財源の確保､例えば､

その財源の確保のために､どこだったけな?自分たちで課税の自主的な運営を行うとかですね､自分た

ちで税金を決める権利を持った方がいいんじゃないかと言うことで､自治体独自で財源を確保していく

必要があるんじゃないかということになります｡確保した財源を今度は使う側に回るんですけど､まず

は､住民の方に参画権があると､予算編成に地域住民が参画できる権利ですね｡これは､予算編成に対

して住民が拒否できる権利なども含まれます｡住民側がもっと財源に対して､自分たちが参加できる権

利というものを確保しなければいけませんね｡これは自治体と住民側についての権利なんですが､住民

の方は自治体に対して､財政事情について知る権利を持つと､これは､参画権と重なる部分があると思

うんですけど､住民の側からも知る権利を持って､行使することによって､よりなんて言うんですか､

有効な財政運営がなされるんではないかと言うことと､後は逆に自治体の方からは､予算の説明を住民

の側にするというこの行き来ですね｡これをしながら､最終的に予算が決まります｡そしてその事業の

予算を決めた上で事業を執行していく訳なんですけど､その事業に応じた予算配分と言うことで､これ

は､事業評価システムを取り入れながら､こうした予算を使って､それをまた見直して､また､次の予

算に組み入れていくと言うことをこちらの方で､話し合われました｡その予算配分､事業評価システム

を取り入れることで､更にまたここに戻って来るということで､行政の側の責任ですね｡自覚が促され､

また住民側もそれについてもっと深く勉強していこうかと形になって､この繰り返しによってだんだん

よくなっていくのではないかと形で､一応話が進められました｡最初の財政自主権というところについ

ての定義が唆味になってしまったまま進められたんで､こういう形になりましたが､このような形で財

政自主権について説明を終わりたいと思います｡あと､何か補足がありましたら｡

参加者 :

上等 !(笑い)

上見充寛 :

では､あと質問､その他ありましたら｡

島袋純 :

あの､｢財政とは何か､自治体財政とは何か｣という定義についてですが､｢それはこれだ !｣という

ような話はなかったですかね｡

比嘉俊雄 :

比嘉ですが､財政とは何かということではなくて､先はどフアシリテ一夕-の方から説明ありました

けれど､財政自主権と考えた場合に､なかなか議論というのが難しい､狭められてくるんじゃないから

と､そして､財政というふうにとらえると､そのあり方等についてより深く議論できるんではないかと

言うことで､結果的には財政を中心にして､財政のありかたというんですか､そういったことを中心に

して､このようにまとめられたということなんです｡その中から､結局財政とは何かなというのがでて

くるのかなって言う感じです｡
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宗前清貞 :

琉大の宗前です｡このグループでは現在の歳入構造を現状のままだと仮定して作ってますか｡例えば

歳入ならば自主財源と地方交付税と補助金と地方債といった具合に｡

上見充寛 :

歳入と歳出ですか｡それについてはちょっと｡｡｡

宗前橋貞 :

つまり､それは現状のまま構造に変化はないと言う前提で考えていますか｡

上見充寛 :

一応は国から自治体への財源の移譲と言うことで､今まで国から強制的に押しつけられてきたものを

もっと自分たちの手で自由に使える裁量権のようなものをもとうじゃないかという話にはなっているん

ですが｡

宗前清貞 :

すると移転財源で受け取るという形では変わらないけれども､その関与を減少させて､自主的に判断

できる余地を増やしてくれればそれでいいんだ､という事ですね｡

上見充寛 :

それと一方では､自主財源の確保ですね｡これ まだ見つけ切れてないんですけど､自治体独自で確

保できる住民自治税の提案などですね､こういう形で､自治体の方でも自ら財政を財源を確保する手段

も一応は話し合われています｡

宗前清貞 :

最近読んだ論文で､言われてみればそうだなと思ったことがあったのですが､自主財源が強い都道府

県としては東京都がよく筆頭にあげられますね｡ところが東京都の財源は不況に非常に弱いそうです｡

それは考えてみれば当たり前で､自主財源が高いところは法人都民税が主体になりますね｡それは景気

の変動にそのままリンクしてしまう｡交付税交付金は基準財政需要に基づいて配分されるわけで､あま

り景気の変動を受けないですよね｡特に過疎地であるとか､町村のような自治体にとってみると､実は

現在の交付税システムって言うのは決して悪い制度ではない｡ただ､交付税システムを元々作ったシャ

ウプは､もう少しメカニカルに配分額が決定されて､中央政府の関与が少なくなるように設計していた

にもかかわらず､旧自治省が補正係数をいじったり､(起債の)交付税措置といったりする手法を採るの

で､しばしば問題にはなってるんだけど､元々の制度はいい制度だと僕は思っています｡単に政府間の

財政力の調整を図るだけじゃなくて､景気に対して強いと言う面でも､地方自治体の財源としてはいい

制度だと思います｡だから自主財源を必ずしも増やすって言うことが､ダイレクトにいい事じゃないの

ではないかという気がしています｡ただ､自分たちで判断できる範囲を増やす事は確実に大事なことで

すね｡
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島袋純 :

結局､｢財政調整｣の制度的な問題ですよね｡垂直的調整制度､まあ､国と地方の財源の配分を巡って､

国がどれだけ取るか､地方がどれだけ取るかそういう垂直的財政調整制度と､それから地方間の財政力

を均等にならすための水平的調整制度っていうのがあるのですけれども｡その二つの制度をどう作るか

って言うことに関して､自治体が意見を言うことはできるのですけれども､また基本的にi迅 本条例の

中で取り扱えないことないですが､取り扱ったところで､自治体だけではどうしようもないことです｡

国全体の財政の制度設計に関わる問題ですから｡

そこで一番重要だと思うことは､自治体財政は､｢住民の共同の会計｣であるという点が共通の認識と

して掲げられるかということです｡｢財政｣とは何かと言うときに､そういう国からお金をもらってなん

ば､それがあっていう初めて成立するものだという意識ではなくて､その地域で住民のニーズを充足す

るために民衆がお金を出し合って､あるいは労務を提供しあって.それで自治の財政基盤を作っているの

だと言う基本的な発想ですね｡

そして､それとは別に､財政調整制度があり､国からお金を貰って来るという意識ではなくて､自治

体間の相互扶助と思えばいいのではないでしょうか｡つまり自治体間の再分配ですね｡余分に多いお金

をもうける事ができる地域から国なんて経由せずに直接お金をもらうって言うシステムだってあり得る

わけです｡そういうのは､同じ国民として苦労を分かち合うために､国からではなくて他地域から直接

援助してもらっているという意識であればいいわけです｡

とにかく基本は補完性の原則というのが､きわめて重要になってくると思います｡まず一人一人の人

間が生活していくのは､自分で､自助努力で生活をやっていかないといけないのですけど､どんな人間

でも一人では生きて行けない｡必ず近隣との共同作業や相互扶助が必要になります｡一番重要なのはや

はり自治体レベルで､自分たちでニーズを考え､自分たちで予算を考え､自分たちでお金を持ってきて､

自分たちでお金の使い方を決めるということですね｡

それが基礎的自治体においてはきわめて重要であって､それができないと実を言うと補完性の原則は

すべて機能しなくなります｡基礎的自治体ができなければ県もできなければ､国もできないと言う事に

なります｡このようなボトムアップで自治体の財政構成､あるいは財政を考える原則が､補完性の原則

です｡これをどこかにこれを明示した方が､いいのではないでしょうか｡

現状は､発想が逆なのですよ｡国の議員や役人が自分たちの金を自治体に譲ってあげているというイ

メージです｡実際､そういう横柄な態度ですよね｡国からの補助金というのは､本当はもっともっと水

平的調整制度で､裕福な地域から､金がない地域に財政を融通してあげるって言うシステムがメインに

なるべきなのですよO交付税交付金でさえも､国から､自治省 ･総務省の補助金じゃないのですよ｡

その部分を明示するためにも､やはりそのボトムアップ｡あるいはその補完性の原則､あるいは､自分

たちで自分たちの予算も､それから予算の使い道も財源も確保できるのだ｡そういった発想を文章化し

てしっかりとおくことが､自治基本条例には必要ではないかという気がします｡

佐藤学 :

佐藤です｡今の話を受けて､自治体の財政事情について知る権利という点についてです｡

要するに､何が必要で､それにはどれだけの金が必要で､一方どれだけの資産があって､どれだけの税

収があって､どれだけ借金できるのか｡

どうやって､その借金を返し行くのか｡上から金が来るから事業をするというのではなくて､逆に積

み上げていって､金が足りるんであれば､この事業をできるとかできないとかって言う､そういう議論
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をするための知る権利なのではないか｡そういう自分たちでまかなっていくということを考える視点が

必要になるのだろうと思います｡その辺のことが議論されているのかなと｡

上見充寛 :

住民の側と自治体の側の方からもっと積極的に関わっていくことによって､その税金とか財政の使い

方をもっと有効に使うべきではないかと､例えばプラスアルファとして自主財源の確保であるとか､そ

ういうものを持っていった方が､よりいい循環ができるという話になるんですよね｡自治体の方はこれ

自主財源の確保の所に書いてあるんですが､住民全体の共有財産として､公正に管理運用を心がけばな

らないっていうような｡ここにその住民のニーズに応じてという部分を入れてもいいと思うんですけど､

そういう形で進めていくのが､いいんではないかなと思いますが､どう思われますか｡

宗前清貞 :

宗前です｡繰り返しになりますが､自主財源を確保するという事は今まで無前提によいものだと思わ

れてきた節があると思うんですよ､学界でも業界でも｡だけど職員でまじめに町づくりを考えている人

たちなどが､自主財源を確保したいと言うときの､その奥底にあるメッセージは､要するに ｢(部外者で

ある上位政府が)よけいなこと言わないでくれ｣っていう事じゃないでしょうかね｡そうだとすれば､

そこの関係が断ち切れさえすれば問題は解決するわけだから､例え-;押丁なり県なりが独自の税金をかけ

られないから生じている問題と､それから独自課税の有無に関わらず､いわば大姑､小姑が口出しをし

てくるから生じる問題というのは分けて考えなくちやいけないと思うんですよね｡そうすると一般に交

付税交付金はツカミ金として認識されているから､事業する側からすれば相対的に嫌じゃない金ですよ

ね｡ファイナンスされて厳しく使途が限定されていて､スペックまで決まっているって言うようなのが

一番嫌なお金で､ツカミ金として来るのであれば政策のフリーハンドが相対的に確保しやすくなってい

るんだと患う｡そうだとすると､先はどの佐藤さんの話に沿って言えば､増税する権利というのは､本

当は住民にあるわけですね｡そして､現実に自主増税に近いことをやっている自治体は徐々に出てきて

います｡ゴミがらみが多いのですが､有料化をする事によってゴミ分別を徹底させる｡その結果として

ゴミが減って､一般会計から支出されるゴミ処理費用が下がって､なおかつ手数料としての有料ゴミ袋

収入が入ってくれば､｢行って来い｣で他の部分に使える金が増えるんだからいいんだ､という意識から

増税を求める声だってあり得るわけですよ｡だけどやっぱりそこで常に問題になるのは､何のためにそ

の金を使うのかって言うことでしょう｡ゴミの場合は効果が見えやすいから増税を求める市民の声はあ

り得るわけですよね｡そうなってくるとあくまで自主財源の確保をするために説明責任を果たすのでは

なくて､説明責任を果たした結果として､場合によっては増税という形で自主財源を確保する事もあり

得るという事に過ぎないのではないか｡自主財源の確保は､目的ではなくて結果であったり､あるいは

手段かなという意識を僕は持っています｡

佐藤学 :

今の話を更に展開すると､それをやってるのはアメリカの自治体で､そうすると､税金上げる必要が

あっても上げられない状態になります｡要するに､税金を上げてしまうと住民が逃げてしまう､企業が

逃げてしまう｡その結果､最低限必要なこともできなくなってしまう状況があって､そうすると逆向き

の制約もそこでかかって来るわけです｡

だから､税金を上げねばならない必要があるとしても､のべつ上げるわけいかないですから､そうす
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ると､これが本当に必要なのかが､常に問われることになります｡無駄をなくせないのかというところ

に話を戻らざるをえなくなる｡

だから,今の論点は､双方向だと思うんですよね｡自主財源の確保というかたちで増税をする可能性も

あるし､逆にそれはできないと言う状況もあるわけです｡そうするとやはりそのニーズの方で何がどれ

だけ必要かを細かく検討する必要が出てきます｡そして､どのように効率性を高めるか､という話にな

らざるを得ない｡だから両方向に働くんじゃないかという気がしました｡

高早鈴代 :

高里です｡やはり自主財源に関してですが､さきほどおっしゃった景気不景気とかなりつながって､

不安定があるということなんですけど､今の制度だと､例えば知事選でも太いパイプというのが結果的

には選択の優先になったりして､要はどれだけ政府から金を取ってこれるかですよね｡それで､十二月

の末には､お百度参りで予算折衝に出て行かざるを得ない｡じゃそうならないように変えていくための

文章を入れるべきではないですか｡今のシステムを垂直じゃなくて､もっと水平というようなものをこ

れ､国のあり方を変えて行かなきゃならないわけですよね｡それともうーっ､先はど自主財源の時に､

ゴミのことがよく言われるとおっしゃってて､その予算説明の時に那覇市なんかでもごみの処理に一人

一万五千円かかるというような説明の中で､分別に意識化させていくということもあるんですけど､例

えばドイツのフライプルグでは､原発建設反対に住民が合意して､その発電のために各学校単位で､自

分たちでソーラー発電を作ろうと言うことで､その親たちに呼びかけて､起債するわけですよね｡学校

債ですね｡何年か後に親たちにペイしていく｡ちゃんと戻していくんですよね｡ですけど､ある一定の

財源を集めてソーラー発電を実施し､今度は余剰電力を電力会社に買電までできるようになっている｡

これも､原発を作らないというような大きな計画､ビジョンを持つことで､住民が今度は実際に財政的

にもある負担をしながら､それを実現していくというなんですね｡それはその自習財源の所のしてはこ

れからやっていったらいいかなと思うんですけど｡

新崎盛事 :

地方自治体の中で､大きなウエイトをしめるのは､重要な交付税なのですが､先ほどから､国との関

係の問題が出ていますが､この中で､交付税などの配分を国が相変わらず､権限を握っています｡それ

については､地方が使う財源ですので､地方の自治体の配分調整機関なるものを設置してはどうかとか｡

算定の基準も､結構ややこしい内容ですよね｡これをもっとわかりやすく整理して､公開に堪えうるよ

うな内容を再編すべきではないかとか､そういう内容を､一応､盛り込んではあります｡

照屋寛之 :

先ほどの高里さんの質問に対して､答えになるかどうか､知りませんが､要するに､今は中央が財源

を握っているものですから､地方はお百度参りして､補助金などを貰うために頭を下げにいかないとい

けない｡これが､現実であるし､これがある意味で､中央政府が地方自治体をコントロールしているの

ではないか｡財源で持ってですね｡政府の意向に沿う自治体にはいろいろな補助金をやるが､そうでな

ければ､やりませんよということで､大きく地方自治体をコントロールすることができるのです｡だか
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ら､そういう面で､日本は先進国の中で､補助金が多すぎる国だろうと思う｡国家予算の30%くらい

いくのではないですか｡だから､この30%の補助金でもってでもって､中央は地方を思う存分コント

ロールしてきた｡意識の中で､どうしても中央対地方という構図が出来上がるわけですね｡しかし､分

権化､地域主権が声高に叫ばれる中で､地方自治体というよりは､地方政府だというように､我々は意

識を転換して行かなければならない｡そして､そのことを裏づけるのはやはり財源だと思うのですね｡

財源がなかったら､どうしても頭下げざるを得ない｡そういう意味で､どのようにして､自治体にお金

を残すことができるかとC現在の構造は､ほとんど7割は､国に集める｡3割は､地方に残す.ところ

が､使う段階になると､実際に仕事をする地方が7割使い､国が使うのは3割くらいである｡そしたら､

この7:3を､3:7に置き換えるために､今度は､中央は､何万人という職員を使ってお金を配分し

ていく｡使うのが､地方であれば､もっともっと地方に財源を残す税のシステムを考え出すべきですね｡

これが､財政自主権にもつながってくると思いますね｡だから､中央では使わんのに､中央に集めて､

国家公務員を何万人と使わないといけない｡これをなくせば､国家公務員の数だって､ぐっと減らすこ

とができるのですね｡そういう意味では､今の税構造そのものを､大きく変えていかないとなかなか地

方自治体の財政自主権を実現することは難しいのではないかと思いますね｡ちょっとうまく説明できま

せんが､今､そういうふうに感じました｡

島袋純 :

税の垂直的調整の問題ですね｡税をどう割り当てるかという問題は､これはどこかで議論する必要が

あると思うのです｡ただ､自治基本条例の市町村レベルのモデル条例の作成の段階で､その国庫支出金

の仕組みの問題ですとか､財政調整の問題､全般的に扱えないのですよ｡それについて基本条例の中で

こうしようと､書けないわけですよ｡かといって､それを無批判に受け入れることも許されない｡では､

どう現在のいびつな中央地方の財政関係､あるいは主に公共事業を中心とする事業に依存してですね､

議員や役人にお百度参りするというシステム､それを打破していけばいいのかという時にですね､最近

読んだ本では､神野直彦さんの本 (『地域再生の経済学』中央公論新社)が非常に参考になりました｡

彼は､｢自治体財政とは､住民の共同の家計である｣という概念定義をしているのですよ｡この本全体

を通して､補完性の原則が､随所に色濃く出ているのですが､一番今我々の生活にとって必要なのは､

今までの共同体が崩壊しつつある現状から､相互扶助のシステムだとか､福祉サービス､住民サービス

といわれている領域ですね｡公共事業じゃなくて｡だから､福祉サービスを中心とする行政需要が非常

に高まっている｡

実際には､それを十分に供給できる財政分量がない｡福祉サービス的分野は､以前ですと労力として

家族が無料でやり､付近住民がただでやってあげるとか､部落会がやってあげるとか､介護保険のサー

ビスにしろそういう形態でした｡実際は､介護のサービスにしろ､対価のないサービスをやり続けてい

るわけですよね｡家族が､奥さんが｡嫁さんが｡今でも｡

明らかに福祉や介護は､家族や近隣の負担能力を超えていて､多くの人々にとっては､そっちのほう

が重要ですよ｡これは､まさしく家族生活をどう成り立たせていくか､家の計､家計に直結しています｡

そういうのを今､実際に自治体が支出しないといけないようになっているにも関らず､今のシステムだ

ったら､住民の共同の家計であるという意識ないですから､公共事業を中心とするお百度参りにいって

しまうわけです｡

したがって､こういう神野直彦さんが出したような定義をすることによって､補完性の原則に基づき､
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相互扶助サービス ･福祉サービスを中心に､住民共同の家計として地方財政が再構成されるべきだとい

う､基本的な財政の理念ですね｡それが､書き込まれるべきだと思います｡財政調整機能について､こ

うあるべきだという議論をしても､どうにも載せることできないので､神野さんの定義でなくてもいい

のですが､こっちにほとんど同じような､住民に共同の運営 ･管理ということがありましたので､そう

いったことを前面に押し出すことによって､その財政調整制度の不備の問題､それから､お百度参りで

とってくる問題を､どうにか解決できないかなと思っています｡

上見充寛:

自分､一番苦手そうな分野を､あえてファシリティータに選んだのですよ｡というのは､あまりよく

分からない部分が出ていて､最初に財政自主権というものがでてきたときに､国からの予算をいかに地

域住民が､自治体が､使える分を取るかというところに､財政自主権というのを想定していたのですが､

今の話を聴いていると自治基本条例の中では､やはりこっちのほうが､重要になってくるのじゃないか

なと思います｡今､自治体にお金がどれだけあってということを説明して､いまこれしか予算がないん

だと｡これ､予算について､住民は知るべきであるし､その説明をした中で､こっちにお金がないのな

ら､あっちから持ってこようとか｡これは､今の要請とか､団体団体とかが､これは当たり前なのです

が､入れてくれ入れてくれ､という言いいますが､全体での財政というのが､皆で､それぞれ､やるこ

とで､皆で､そっちにはそれだけのお金をまわそうとか､ゴミ袋の話でも､もうそんなにお金かけなく

ていいから､こっちにという話になってくると思います｡だから､住民の共有財産としての使い道､家

計という話がでていましたけれども｡父ちゃん､今日は金ないから､酒買うの控えてとかになると思う

のですが｡そういうふうな形で､今､こっちでグループにまとめたものとは異なってしまうのですが､

こちらを中心にまとめたほうがよいと思うのですが､いかがでしょうか｡

宗前清貞 :

ここまでの話は､沖縄に限らないナショナルな話になっているでしょう｡僕は (地域性に基づいた提

言でない､という意味で)あまりおもしろい議論とは思っていなかったのですが､一つ政治学の研究の

中で最近明らかになっていることというのは､補助金が政治的なコントロールの手段に使われているこ

とはない,ということです｡自民党の議員がいるところに､補助金が大量に投じられているということ

は必ずしもないし､革新自治体であったところは予算が削られたかというとそれもないのですよ｡ある

費目の総額は決まっていて､箇所付けで多少操作があるというのはあったようですが｡

そういったことであれば､先はど高里さんが言った太いパイプというのが､しばしば強調されるとい

うけれども､あえて暴論を言えば､太いパイプがあっていけないのですか､というのがあると思う｡ポ

イントは､太いパイプがあることによって (計画が軽視される一方)予算取りが優先されて､必要のな

い事業が計上されていることが問題なのであってね､政治的にどうこうというのは､はっきり言って条

例の中で議論されることではないのではないか｡百歩譲って載せたとしても､住民生活の質向上という

観点から見て不要な事業かどうか､本当に必要なものを持ってきているのかどうかが問われるというこ

とですね｡そうすれば､政治的なパイプがどうこうというよりは､やはりこのグループがまとめたよう

に､財政事情について,知る権利 ･知らせる義務､そしてその手法というところを､きちんとすればい

いのではないかという気が僕はしています｡こと沖縄に関して言えば､他府県に比べて､地方交付税と

自主財源を含めた比較的制約の少ないお金が少ない｡言い換えれば国からの補助金の占める比率が非常
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に高い､ということが一点｡さらに補助金の補助率が非常に高い､という二点が沖縄の特徴だと思う｡

すると､何が起こるかと言えば､モラルハザードが起こるわけですよね｡｢どうせ貰えるんだから真剣に

考えなくていいじゃないか｣という現象が起こる｡とりあえず取っちゃえ､というモノ取り主義になっ

ていく｡これは例えば松下先生が想定していたような､市民的な政策型思考と全く対極の姿になって行

くわけで､そこが問題なのかなって思うんですね｡高里さんがフライブルクの例で出した市民の負担に

よる政策遂行と言うことは､恐らく責任をきちっと持って考えると言うしかけとして負担と言うのをお

考えになっていると思うし､僕も良い試みだと思います､僕はゴミの有料化なんかは大賛成ですから｡

ポイントは､負担をした上で｢しっかり考える｣､つまり考えるというところに意味があるんでしょうね｡

極論すれば､負担の有無に関わらずしっかり考えればいい｡現に熊本県水俣市はゴミで有名ですけれど

も､大した有料化はしてないですよ｡そこが私の主張したかったところで､僕らのグループの方向で言

うと先ほど言ったようなアカウンタビリティですよね｡中身をきっちりコミュニケーションして行くっ

てことが重要だろうって思っています｡

新崎盛事 :

新崎です｡僕も､説明責任とか､知る権利とか､住民を基本にしたところを重視して考えているんで

すよ｡私､沖縄市なんですけれども､財政課に居た職員からちらっと聞いた話しなんですけれども､沖

縄市は基地を抱えるまちなんですよ｡基地があるゆえに交付税が色が付けられているという､事情もあ

るらしいんですよね｡何が言いたいかと言うと､基地を抱えて基地の被害を被っている部分と､それに

伴って､国から交付税に色が付いている部分とがあるわけですよね｡これを住民がどういうふうに見る

か､どういうように判断するかは､非常に重要なポイントだと思うんですよ｡それを踏まえると､住民

を主体とした財政自主権というものを組み立てて行った方が､良いのかなあと思ったりします｡

高里鈴代 :

下の方の､自治体の財政事情に付いて知る権利ですけれども､行政サイドの予算説明責任ということ

は､話し合われたのですか｡例えば那覇市は､学校給食の民営化をすることで､1000万円安くなるとい

う計算をして､説明が始まっているんですよ｡ところが説明を本当に数カ所やっただけで説明責任終わ

ったとするわけです｡市民からすると学校のあるだけ､やって欲しいって言うんですね｡すると､職員

が少ないのでそんなには回れませんと言って､説明責任すらアリバイ的になろうとするわけですよ｡そ

れで､実態から言うと､一番､行政の中で､いま財政が無いからどこどこに使います､1000万円削減し

て､教育の別のところに使いますと､説明するんですよ｡しかし､市民が納得できるよう説明が徹底し

てなされることの保障がないといけないんじゃないですか､そういう話しはどうですか｡

上見允寛 :

予算説明責任のところですね｡決定した予算は､各戸の地域住民にわかりやすく説明しなければなら

ないと言ったような､出てるんですけれども､他の基本条例を見ても地域住民にわかりやすくと言った

言葉は出て来るんですけれども､そういう部分は入れて行かなければならないと､実際にはでも､本当

に予算の都合とか､職員の関係とかで､これは質問ですが､難しい部分が結構出て来ると思うんですけ

れども｡
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高里鈴代 :

一応､今でも市民の友で見開きで説明してますよね｡ですけれども､本当にそれで説明責任果たして

いるとは思えないですよね｡具体的に､例えば学校給食民営化って言っても､民営化することの目的だ

とか効率だとか､あるいは､食教育はどうあるべきか､本当にもっと､親たちと話し合う基盤が構築さ

れてなければいけないと思うんですけれども､いま､そこの辺りがすっ飛んで財政的な説明は足りない､

とっても今行政が言っているのが､財政が厳しい､お金が無いお金が無い言うんですよ｡だから､スリ

ム化しなければいけないと言うことから､安易に民営化と言うこと､民営化するにしても住民の合意に

よってしていくべきと思うんですけれど､そのあたり､従来と違ってもっと強く言う説明責任の果たし

方って言いますか｡

上見充寛 :

自治体の財政が､どのように使われているのか,説明を求める権利､説明を受ける権利､或いは求め

る権利,そうですね､あとは､財政の運用にあたっては住民に説明を行うべきである､というのが出て

いますが｡

島袋純 :

いい視点だなと思います｡住民の権利として予算説明を受ける権利､財政自主権というとどうしても

自治体の権利に見えるので､住民の権利として､総合計画に参加する権利とか､全部､住民の権利とし

て確立していった方が良いかもしれません｡

宗前清貞 :

そうすると､財政っていうのはあくまで住民の意向を､役所なり財政課なりが権利を代行して作った

作品だと考えていくならば､財政とは､住民のニーズやその解決法を数字的に表したものだという定義

が出来るのではないですかね｡

照屋寛之 :

財政は住民のニーズを数字化したもの｡

宗前滴点 :

あるいは､住民の権利を財政的に実現したもの｡下からの視点ですよ｡実現したものとか､表現した

ものとかね｡

宗前清貞 :

どうしても､どこからお金が来ているのかということ気になりますよね｡そのことばかり気にしてい

るけれど､本当はどうあるべきか考えなければいけない｡望むコミュニティーを作るためにどういう金

の使い方をすれば良いかっていうことから来ている訳ですから｡

183



比嘉俊雄 :

比嘉ですが｡いま､住民のニーズを表現したものですと､お話しあったんですが､先程､総合計画あ

りましたね｡予算編成する時に､当初､経常経費が,どうしても予算措置しなきゃいけない経費ですね｡

経常経費が先あって､それから政策経費と､出て来る訳ですけども､どうしても総合計画との関係でで

すね､基本計画､実施計画が出て来ますので､実施計画については3年ローリングで､毎年見直しでや

っていくべきですが､その時点での今年度の予算については､これこれしなさい｡というのが出て来る

訳ですね｡という意味では､総合計画が住民のニーズに基づいた､当然こういう感じのものが出て来る

ものだと､今でもそういう感じの捉え方が出来るのかなという感じがあるんですね｡

照屋寛之 :

住民のニーズを財政的に表現したもの､これが財政である｡ところで､財政が財政的にというのは､

表現の仕方としてはちょっと変ですね｡財政とは住民のニーズに応えるために行政がこれを数字で表現

したものですよね｡

仲村未央 :

今のニーズの把握ですとか､予算のついた事業に説明責任を果たすというところで､事業ごとの評価

というのがかなり重要になってくると思うんです｡

たとえば､有料ゴミ袋など特徴的な徴収方法の中で､そもそも徴収の目的はゴミを減らしていくとい

うこと､袋が有料であるということに関して､これだけお金がかかるんだから､ゴミを減らしていこう

と住民に働きかけるというのが､課税や使用料に対する大きな目的であるはずなんですけれども､沖縄

市の場合でいいますと､それをしたからといって､期待通りにゴミが減ってないんですね｡減り方がど

んどん鈍化している｡つまり､使用料を徴集する目的と実態がうまくマッチしていないわけです｡

ひとつの財源の在り方として､この事業が本当に良かったのか､悪かったのか､評価していく中で､

今の予算システムでは､歳入歳出が総計で計上されてくるので､見えにくくなる部分がある｡事業ごと

に評価をしていくためには､まず､どこにニーズがあったのか､住民がどういうふうに使うことが前提

だったのかっていうことをわかりやすくする共有するシステムが重要なんじゃないかと思ったんですね｡

先程から島袋先生がおっしゃっている､共同の家計っていう理念に関連して言うと､公的サービスを

相互扶助と捉え､住民どうLが信頼しあうことも重要ですし､負担をしていく前提に､そもそも行政へ

の信頼がないことには出発しないっていう認識の中で始まった議論ではあるんです｡けれども､税財源

をめぐる国と地方との関係で､どこまで立ち入って良いのか整理されていなかった点がまずかった｡そ

して､やはりニーズの把握っていうのがすごく大きくなるというのが､今､皆さんの意見を聞いてあら

ためて感じたところです｡

照屋寛之 :

ちょっと思いつきで議論がかみ合うかどうか分かりませんが､今の仲村さんのお話を聞いて1つ,頭

に浮かんだのは､住民のニーズですね｡私たちは行政に対していろいろなニーズがある訳ですね｡住民

は行政が行うサービスに多くの税金が使われていることをあまり知らないので､行政がサービスを行う

ことに対して､行政からは何でも貰いましょうという部分がある訳ですねOせめて住民税だけは役所に
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行って直接払うようなシステムであればいいんじゃないかと思いますね｡そうしないと､たくさん住民

税払ってますけれども､払った実感はあんまりは持たないですね､給料から天引きされてしまうから｡

だから住民は島袋先生が話したように財政は､我々の家計なんだと言ったら､お互いが持ち寄って財源

を作ってるんだという意識を持つためには､基本条例で住民税は直接納税しましょうと､と言うことは

どうかな｡

与邪教武 :

私は財政事情について知る権利があると同時に義務も入れるべきじゃないかと思っています｡まず､

住民の方々に財政とはこういうものだということを､説明する権利が広く必要だと思います｡わかりや

すく説明するというのが一番大事だと思います｡私､広報を担当しているんですが､出来るだけ説明し

ていくんですけれども､どうしても知らなかったという人も出て来る可能性があると思うんですよ｡で

すから､財政事情について知る権利があるとありますが､同時に義務も入れるべきじゃないかと思って

います｡住民や行政などが協働してやっていくという中でですね､権利と義務の両方が必要かと｡やは

り自治体の財政事情について知る権利と､義務があると､そういうような形で譲っていただけると､良

いんじゃないかなって思います｡

中嶋栄子 :

中嶋です｡与那嶺さんの言葉を補足するようですけれど､今､住民税を直接払えばって､言っていま

したけれども､私はフリーランサーですので､自分で払っています｡先程､仲村未央さんのお話にもあ

ったように､自分がゴミ袋のお金を払うからといって､ゴミに関する関心が生まれてくるか､節約する

かっていうとそうでもないように思います｡個人の性格にもよるのかもしれませんけど｡私は那覇市に

住んでいますが､それよりも私は､市にいくら財政があって､それがどういうふうに使われてて､とい

うことを知りたいです｡市政の家計簿の中身が知りたいです｡それによって､市政の中のooに対して支

払っているんだっていう主体的な意識が出るような気がします｡

照屋寛之 :

先程､仲村未央さんが､ゴミ袋を有料化しても､あんまりはゴミ減らないということでしたが､そう

なんですか?

仲村未央 :

はい｡最初はみんなびっくりしてかなり減ったんですね｡17パーセントくらい減ったんですが､いま､

沖縄市はゴミ袋で1億300万円くらい稼いでいる､つまり1億余の財源が新たに入っているわけです

ね｡これが特別財源として使われるかというと､システム上､一般財源の中に組み込まれるので､結果

的にプールの財源になっていくんですよ｡目的の中で一番大きかったはずのゴミ減量化っていう部分の､

そこに対する住民への説明､つまり､有料になったから皆さん頑張って減らしましょうねっていう説明

が追い付くペースと､実際に事業が執行されてお金が入っているペースが合わないわけです｡啓蒙の部

分が立ち後れているまま､ゴミ袋は有料であるというのが､今､結果として現れているわけですね｡導

入から1年余りが経つわけですけれども､最初の半年くらいは､17パーセントくらい月によって減った
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りと言うのが､出て来たんですけれども､いまはゴミ袋導入前に目指していた減量の目標値よりもはる

かに低い｡減量の鈍化があるんですね｡5パーセントくらいになっているんです｡もっと致命的なこと

は､ゴミ袋を導入した後の減量計画がなされないまま､導入前の計画をそのまま走らせている｡有料化

という大きな状況の変化に対して､行政の手法に変化がない｡住民への働きかけも含めて事業計画が変

化していかないと､やっぱり事業の目的と結果のミスマッチが､起こってくる｡その辺が､事業評価と

して市民から見えにくいところじゃないかなって思うんですけれども｡

照屋寛之 :

ゴミの問題で話しが脱線しているんじゃないかっていう気にもなるんですが､いろんな論文読んだ中

ではですね､ゴミを有料化すると減量になると､一石二鳥的なことがあると聞いていたし､私だって有

料化したら減らす努力をするだろうと,今どちらかというと､有料化しないと､出す分は全部､回収し

てあげましょうと｡今そうなんですよね｡有料化は減ることに期待して､私自身ごみ有料化には大賛成

なんですが､今のままではおかしいと､賛成する1つの理由は減量に繋がるだろうということですね｡

沖縄市はこの1億3百万円を一般予算に入れていると言うけれど､僕はあんまり良い方法ではないと思

うんですね｡私が市長だったら､一般財源にしないで､これで何かを作ると､児童館､公園､スポーツ施

設､お年寄りのグラントゴルフ場を作るとかね､或いはゴミ研究所を作っても良いだろうし､要するに､

ゴミで集めたお金でこのような有意義は公共施設が造れるということを住民に見せないといけないです

ね｡住民の皆さん､有料化について反対が多い訳ですね｡有料化のお金をこれに使いますと､住民が参

画した形で計画できればいいですね｡ゴミ袋から集まった財源は､住民がその使い道を決めればいいで

すね｡このようなやり方でやっていけばいいのですが､私は､沖縄市の話しを聞いたら､一般財源とい

うのはちょっと勿体ない感じがしますね｡その使い方はもっと知恵を出してもらいたいですね｡

上見充寛 :

時間が押し迫っていますので､後の論議は忘年会の時にでも｡このような形でまとめの方を､最後に

まとめるんですよね｡最後に発表しますよね｡財政自主権の発表を終わりたいと思います｡

島袋鈍 :

個別具体的な報告もいいのですが､僕自身もついついそんな事例紹介をやってしまうのですが､条例

としての基本的な考え方を明らかにするというレベルの問題を設定しましょう｡基本的な価値､基本的

な考え方を明らかにするように議論していきましょう｡
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③ 政策評価

島仲徳子 :

それでは ｢政策評価｣について報告いたします｡もうしばらくお付き合いください｡総合計画を立て

て､予算の配分をして､事業が終わった｡今の行政では､計画を作ることと､事業の執行については､

非常に力を注いでいます｡仕事を終わったら､そこで大体すべてが終わってしまっています｡｡しかし､

ここで取り上げる､仕事が終わった後の ｢政策評価｣､これについては､耳慣れない言葉ですけれど､｢非

常に重要である｣という認識の上に立って､ワークショップを行いました｡

まず､｢政策評価｣とは何かということですけれども､｢行政の仕事が､住民の生活の質の向上につな

がるかどうかを判定する｡その良し悪Lを判定するというのが､政策評価である｣という共通認識の上

に立って､話を進めました｡

次に､その政策評価をやる目的､これは何かということになりましたが､それについては､評価その

ものが目的ではなくて､これをにフィードバックするのが目的である､その次の計画を立てるときに活

かす｡あるいは実際に仕事やっていく時に活かすことが､目的であるということになりました｡で､そ

の評価を誰がするのかということですが､評価というのは､通常､第三者がやりますけれども､この政

策評価の主体もやはり､行政ではなくて住民です｡しかし､役所のやっている事務事業といいますのは､

非常に多岐に渡りますし､第三者が見ても分からない｡ですから､行政は､評価のためのデータなどを

住民に最大限に提供する｡いいかえれば､住民が正しく評価をするために､行政は､住民に協力をする

義務を負います｡一方､議会についていえば､政策評価については､､主体は住民ですが､議会もまた､

評価をおこなうということになりました｡

次に､評価の時期ですけれども､ご存知でしょうけれども､政策というのは､大きな理念とか､ポリ

シー､方向性がありますが､その政策を目的にして､それを実現する手段が施策になりますし､施策を

目的にして､その施策を実現するために､その手段として各事務事業というのがあるわけなんです｡で､

その政策 ･施策､事務事業の全てについて､その計画をつくる時に､ニーズの把握から始まりますけれ

ども､ニーズを把握して､課題を設定して､政策を作っていくという､その全ての過程で政策評価は必

要である､ということですね｡事前に評価をして､それからことが運んでいる､その最中にも評価をし

て､更に全て終わったときにも評価をする｡ゴミの問題が先程､提起されましたけれども､ゴミの問題

の､その最中でも､やはり評価しないといけないということが､よく分かりました｡で､次に､政策評

価の対象ですけれども､何を対象に政策評価をするかといいますと､｢役所のやっている全ての事業･施

策について評価をする｣ということになりました｡

で､評価をする ｢尺度｣､何を持ってこの事業の良し悪Lを判断するかという｢基準｣ですが､これは､

｢住民満足度｣と ｢効率性｣ということがあげられました｡

｢効率性｣といいますのは､先ほど､何度も出ましたけれども､この事業にいくらのお金をかけたか､

投入したか､どれだけの人をそこに付けたか｡どれだけの事業が､事業量があがってきたか､というふ

うな､回数､コスト効率､人の効率を出した行政内部の効率性と､その事業の結果､成果に対して､ど

れだけ住民が納得したかという､住民満足度で､その評価をするというふうになりました｡これらのポ

ストイットでもわかるように､非常に細かい意見もたくさん出ておりますけれども､うちのワークショ

ップは､人数が少なくて､大半が専門の先生方でいらっしゃいます｡ご質問を沢山受けて､それに対す
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る答えをもって報告に代えたいと思います｡

新崎盛事 :

基準のほうの住民満足度なのですが､これをどのようなかたちで作っていくのか､というのが大変､

難しいと思うのですよ｡ようするに行政というのは､生活の多岐にわたるものですから､例えば､母子

家庭の住民が､いらっしゃれば､それがメインに満足度というのは出てくると思うし､また産業にたず

さわる方が､住民の側から言ったら住民の満足度は､産業に高まると思うので､それをどうのような形

で､住民満足度を基準化するということが､どのような形でできるのだろうというのが､ちょっと疑問

なのですけれども｡

宗前清貞 :

住民満足度は､ご承知のようにですね､企業で消費者､最終消費者が､その会社の商品やサービス体

制や会社イメージを含めて､全てに対して顧客がどう思っているのかという､わりとファジーな聴き方

をするところからスタートしているのですが､行政に持ち込んでいる段階としては開発途上の手法でし

て､現在これを本格的にやっているのは､宮城県庁がやっています｡記録に残すためにわざわざ名前を

出しますと､会計検査院が出している学術雑誌で 『会計検査研究』というものがありますが､25号に関

田康慶 ･加藤由美という二人の研究者が､｢住民満足度の設計について｣という論文を書いておりますの

で､それをご参照になれば良いと思います｡関田先生は東北大学経済学部の教授で､彼のデザインによ

ると住民満足度というのは､±っの要素からなっている｡一つは､住民が､どれだけ政策を認知してい

るのか｡間違っている場合もありますね､県がやっているのに､知らない/やっていないと言ったり､

やってないのに満足していたりする場合があるので認知度を測っていく｡それと同時に重視度も見てい

きます｡つまり､どうでもいい政策については､知らないけれども､まあ満足だというのが出てくる｡

それから､重視度が高い､とても重要なことだと思っているけれども､現在のやり方については足りな

いとか納得がいかないと思っている場合もある｡ですからそこのギャップが大きければ大きいほど､行

政的に介入していくプライオリティは高いのではないかということになるのですね｡

もう一つは､圏域別にデータを取るという手法があります｡沖縄だったら､五方部くらいでしょうか

ね､北部 ･中部 ･南部 ･宮古 ･八重山くらいで取っていく｡そうすると､はっきり出てくるのが､過疎

地にいけば年寄りが多いということと､医療サービスがどうしてもダウンしがちなので､他の地域より

もはるかにその部分に対する要望が強い｡それから都市部であるとサラリーマンが多いので､老後の生

きがい対策みたいなところにね､焦点があたっていたりする｡そのように文責をしていく中で､ひとつ

の県といっても相当な差があるし､あるいは名護のような市であれば､東側と中心部で､相当ニーズが

違うのじゃないか､というのが予測されますね｡おそらくそれをやることによって､満足度からでてく

る不満度が見える｡その不満というのは､イコールではないですけれども､住民ニーズに近いものであ

って､ある程度､政策決定をしていくときの支援ツールの役割が果たせるかなあという気がする｡もっ

ともこれで決まり､という手法はないので､走りながら考えるしかないのだろうと思います｡住民満足

度を測ることの意味は､二つつあると思うのですが､もともと行政は住民のためなのだということを確

認することが一点と､もう一つは､最終的に住民の生活になんらかの変化がないのだったら､いくら事

業をやっても意味がない､すなわち､政策評価のターゲットとは､社会に対して与えた影響なんだとい

うことを測っていくところにつながるから､満足度という言葉を入れたほうがいいかなという気がしな
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いでもないです｡

知念弘聡 :

以前に､宗前先生でしたかね､政策評価そのものをやることに､かなりエネルギーがいるということ

で､今､対象をすべての政策 ･施策ということになっています｡ひょっとしたら､今の満足度､施策と

いう話で絡めると､プライオリティというものが､本来はあるのかなと思いますがその辺はどうですか｡

佐藤学 :

全ての事務事業を対象とすると､本当に評価しようのないものまで､評価しないといけなくなるわけ

です｡沖縄県の行政評価システムを見ると､内部的事務で評価の仕様がな

い事務が数多く出てくるのですが､それでも何らかの数字をひねり出して､客観評価することになって

いる｡しかし､どうしても､それができないところは内部的事務だから評価できません､という場合も

出てくるのです｡ですから､今お話にあったように､原則としては全部に関して評価するというのが筋

ですが､なおかつできない部分があっても仕方がないのかなあ､というか､そのような評価が必要ない

部分もあるのかなあという気がするのですが｡

島袋純 :

イギリスでは､施策を選別しまして､イングランドで､180くらいですかね｡事業の効果を指標化

するのですよ｡事業に関しては､何らかの評価しなければいけないということは共通認識としてあるよ

うです｡それでスコットランドは､それを独自にですね､99だった思いますが､自分達で再設定しま

して､その事業に関しては､やらなければならないことになっています｡数値化されていくのですが､

だからこそ､役所の施策全部､事業全部､政策評価､全部の評価ということは､はっきり言ってできな

いと思います｡政策評価にふさわしい事業を選びながら政策評価やっていくというシステムも､あるの

ではないかと思います｡

新崎盛事 :

ちょっと乱暴な言い方なのですが､基準､ものさし作りができれば､政策評価は､半分できていると

思うのですよ｡この基準作りをですね､対住民のニーズを踏まえての基準作りだと思うので､これ生き

物ですよね｡地域によっても違うし､時間によっても､いろいろ変化してくると思うので､この基準作

りを事務的な作業なのですが､どうするかということを抜きにされると､いくら基本条例で､政策評価

を､バシッと詣ってもですね､骨抜きにされるとか､形骸化するとか､ちょっと弊害がおこらないかな｡

という意味では､やはり基準つくりがどうなのかなあということが出てくるのです｡

佐藤学 :

評価の基準なのですが､沖縄県の例だと､非常に漠然とした､｢生きがいを感じている｣とか､｢安ら

かに暮らしている｣といった県民意識調査の設問に対する回答を指標として使っているところが､やた

らあるのですよ｡照屋先生や宗前先生と一緒の仕事で､泣きながら分厚い資料を読んでですね､やった

仕事なのですが､私が担当したところが､健康保険とか､そういう関係のところだったのですが､どこ

も指標としてでてくる基準､満足度が､今言ったような漠然とした世論調査結果になっているのです｡
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これでいいのですか､という質問を毎度するのですが､他に適当な指標がないというお答えでした｡世

論調査をするのに､お金がかかりますから､細かにできないのもわかりますが､県でも､より的確な世

論調査ができないのであると､市町村でそれをやるのは､無理なのではないでしょうか｡私は､その辺

で､実際に金額とかわからないので､恒常的に､もっと的を絞った世論調査をしていくこと､要するに

マーケットリサーチを絶えずしていくということは､市町村レベルで可能なのかどうか､どなたかご存

知の方がおられたら伺いたいのですが｡

宗前滴点 :

悉皆調査を､全ての領域の政策について､質の高いマーケテイング的な調査で実施すると信じられな

い額になると思います｡宮城県でやっている満足度調査は手作りなので､年間で数千万円くらいなんで

しょうかね｡割と小さい額ですよ｡先ほど言った関田先生の研究室が全面協力していて､まあ､官学共

同ですかね｡だから､コンサルタント料はかかっていない｡それで､関田先生のお弟子さんたちは､い

っぱい論文書けるからラッキーと (笑)｡双方､メリットがあるわけですね｡発送とサンプリングは､市

町村を通じてやっているか､あるいは市町村の基本台帳を使って多分セレクションしていると思います｡

通常の調査で一番お金がかかる部分は､実は官庁がやる気になってやるとお金がかからないので､案外

安上がりみたいです｡

玉城デニー :

財政自主権のパートですとか､あるいは総合計画のところでも､政策評価という言葉が出てくるわけ

ですね｡全ての､たきにわたって行政の仕事が､住民の生活の質の向上につながるかを判定すると定義

されているのですが､その場合､先ほどから話が出ている､全ての事業､施策を対象にして､評価の時

期を常に見直しをする｡そして､その基準が､満足度と､その政策の効率性にかかわってくるのですが､

どのくらい細かく規定できるのか｡住民満足度を例えば､点数にして､百点満点の何点というように､

80点だったら､私の今の収入の今の生活では､大体のところは満足しているけれども､まだ足りないと

ころがある｡という文言を､あらかじめ目標値という考えとして設定してしまうのかどうか｡それにっ

ては､細かくすればするほど､きりがないと思うのですが､それを自治基本条例に載せる場合の基準設

定というか､その辺が､どのぐらい細かくなるのか｡あるいは､緩やかにするというのか｡そのことも

問題になってくるところではないかなと思うのですが､どうですか｡

高里鈴代 :

どれだけ､細かくするのかということと､事前事中事後てありますよね｡現状で言えば､全ての政策

は事後に､全ての事業はチェックされることになっているわけですね｡ところで､決算そのものが､議

会の協力のあり方､あるいは責務だったら､きちっと政策評価をできる基準を議会も持っていないとい

けないわけですよ｡ところが､現状は､執行率重視で､100%執行されていたらもうOKなんですよ｡

決算審査では､結構､執行率を厳しく聴く｡執行率が50何%では､チクチクチクテク突っつくのに､

100%は､す通りするのですね｡むしろ､額面では100%執行でも,事業の進め方において､どうい

う問題があったのか｡はかる基準が､今､十分じゃないですよ｡評価の主体は､住民ですね｡その評価

は､今だったら､事務事業評価システムもある｡全体的に一つの事業だけではなくて､先ほどおっしゃ

った一つの事業には満足したけれども､被害を受けた､不満を持っている場合も､十分ありますね｡例
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えば､モノレール建設事業に関連して､モノレール工事に道路工事も下水道もいっしょにやっちゃおう,

電気もいっしょにやっちやおうと集中したわけですよ｡そうすると現に､周辺住民の中に仕事の倒産が

でてきた｡あるいは,振動で､診療歯科ができなくなった｡保育園は､通園に不便になったし､来る人

がこれなくなった｡住民にとっては､直接的な被害が出ているのに､事業そのものは､大きな目的から

言えば,十分必要だということで､ですから､利害を全体的に評価できるシステムを､今おっしゃった

満足度ということの中に､この事業､住民のためなんですけれども､この事業の直接的に影響を受ける

ところまで全部カバーできるような､そういう総合的な評価システムをイメージしたいのですけど｡

宗前清貞 :

玉城さんのご質問なのですが､先ほど私が､宮城県の例を出したのは､具体的な住民満足度調査とし

てはこういう例があるということです｡それをそのままイメージしながら条例に載せることは､ちょっ

とまあ難しいだろうなとは思います｡ただ､住民満足度というのは､文言として残したほうがいいよう

な感じがするのは､先ほど説明したように､あくまでも評価は何のためかという根拠を説明するきっか

けになる言葉だからです｡

それでは､具体的にどういう形で測定していくのかというと､それは要綱を作ったり､実際に制度を

作ったりしていく｡ただし､条例に､基本条例に根拠があるから実施するというところに､おそらく意

味がある､やらなければいけないのだというね｡それと高里さんのご質問にあった事例ですが､それは

悲惨な情景ですよね｡で､おそらく政策評価では､そういうケースは拾い上げられないと思います｡こ

のグループでは議論がなされていないので､個人的な意見として､聞いていただきたいのですが､そう

いう要素を政策評価に入れることには､私は賛成しておりません｡何故かというと､それをやらなくて

良いと言っているのではなくて､利害の調整が必要な局面で､住民からの苦情なり訴えなりを真筆に聴

くということは､それはそれとして必要なのであって､評価制度の中に埋め込まない方がいいと思うか

らです｡評価制度を導入するしないにあたって抵抗が大きいのですが､その最たるものは二つあって､

数値化できないものは､どうするのかという指標の問題｡それとどうせやる以上は完壁な制度でないと

不公平になるだろうという公平性の問題と数値の問題なのですよ｡僕は､結局､それはやらないことの

言い訳に転化Lやすいものだと考えています｡やるからにはできるだけ完壁を期した方がよいし､でき

るだけ公平を期した方がよいことは確かなのですが､｢指標の公平性とか指標の徹底ができないからやら

ない｣とか､｢やる以上は､こうこうこういう要素が全部ないといけないが､今のままでは無理だから｣

となると､結果としては政策に対して何の事後的検証も行われていないことを放置することになるわけ

ですね｡しかし､高里さんがそういうつもりでおっしゃっているわけではないということは分かるので､

二つの制度を分離させるべき積極的な理由を言うと､ 評価制度は軽くしておかないといけないというこ

とです｡あくまでお金の検証と､それから事前に準備していたストーリーが達成されているかというチ

ェック程度に留めておく｡例えば､人事はどうかというチェックはまた別の制度で措置する｡また､不

平を処理するというのは､例えば県政オンブズマン制度を設けるとか､重層的にいろいろな形で攻め込

んでいくことで調整なり不満解消を図るべきで､評価制度一発で全部解決というのは､ちょっと難しい

のではないのかと思うのですね｡

島袋鈍 :

評価システムといってもとても分かりにくいので､もっと簡単にイメージできる例をあげるとすると､
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一般企業のモニタリングのシステムというのがありますよね｡それをイメージするのが､一番わかりや

すいと思います｡普通の民間企業だったら､モニターというのを配置して､アトランダムに顧客から情

報取るなり協力してもらうなりして､サービスを評価してもらい､サービスの改善というフィードバッ

クができるわけですね｡

一般企業の場合はなぜモニタリングのシステムが必要なのかといいましたら､サービスが低下してい

けば､企業にお客さん来なくなって､つぶれていくわけですよね｡ですから､モニタリングを最近は非

常に重視するようになっていると思います｡

行政には今まで､モニターという発想が今までほとんどなかったのですね｡一応イギリスでも､最近､

｢シティズン･チャーター｣制度とか､いろいろモニター的なシステムが導入されているようです｡

ただですね自治体が民間企業と基本的に違うのは､自治体の場合､モニターをする住民は､単なる行

政サービスの消費者じゃないのですね｡自治体のオウナ-でもあるんですよ｡株主でもあるのですね｡

そこが違うのですね｡だから､オウナ-としての情報取得なり､オウナ-としての経営評価という面が

必要なのですよ｡僕が思うには､自治体と住民は､その二重性を持っているので､政策評価というのは､

一般企業のモニタリング･システムとはかなり異なる制度にならざるを得ない｡ならなければならない

と思います｡

それから､もう一つ重要な点は､議会制度との関連です｡日本の自治体のシステムというのは､アメ

リカの大統領制と言いながら､復帰前の沖縄の立法院だけを除いて､すべてプロイセン型ですよね｡実

をいうと､議会に予算編成権もなければ､議案提出権､法案提出権もほとんど行政に牛耳られていると｡

アメリカ的な議会であれば､非常に大きな権限を持っているわけですよね｡だから､アメリカ型のもの

だと､消費者モニタリングのようなシステムがないとしても､議会にGAO､つまり会計監査院的なも

のですとか､それから予算のシステムですね｡大蔵省の主計局のようなものを議会が持っているわけで

すよ｡つまり､監査機構､評価機構､予算編成機構も全部持っています｡全部､議会の付属機関なので

すよ｡だから､議会はその中で､非常に大きな役割も果たして､政策も評価するし､具体的な中身も､

形式的な執行率の問題ではなくて､次の予算の編成のときに委員会レベルで､その評価や監査の結果が

いろいろ議論されて反映される仕組みですね｡実質的な循環システムができているわけですよ｡

日本の自治体議会システムでは､松下圭一の本にもあるように､議会では､予算の具体的な中身の審

議ができないわけですよ｡ですから､本当は､ニセコの 『もっと知りたい今年の仕事』のような､せめ

て､あれぐらいのレベルの予算説明書を作らない限り､議会は､政策の評価から予算編成に関して全く

機能しない｡これからも機能しないということですね｡

重要なのは､一番の出発点としては､さっきの予算編成権の話､財政自主権の話も関わりますけれど

も､本当の一番の根幹は､情報公開ですね｡やはり政策評価においても､なんにおいても一番根幹にあ

るということを､基本条例の中にしっかりと埋め込んでおく必要があると思います｡それから指標化と

か､数値化とか､具体的な中身に関しては､これちょっと条文として掲載はできないのではないかと思

います｡政策評価を議論して､効果を持たせるために､具体的な手法を盛り込もうという発想はわかる

のですが､おそらく今､手法がそんなに開発されていないのですよ｡

イギリスのシティズン･チャーター･システムも十分なものではない気がします｡インディケーター､

つまり事業効果の指標化にしても､批判がかなりあります｡したがって､これは本当に将来的な課題と

していくしかないのではないでしょうか｡これは今の時点で具体的にはできないのではないかなと思い

ます｡
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仲村未央 :

今の関連で､政策評価そのものを､誰がやるのかという部分について確認なのですが､今の監査委員

というシステムもありますけれども､基本的に予算の執行に対して､的確な執行であったか､つまり違

法性がなかったかということについては､監査の対象とする範Bflなのですけれども､政策そのものが､

例えば､こういう首長の判断が妥当だったかとか､その判断に基づいてやった職員の執行が的確だった

かという部分の評価自体を､行政の内部でやるのか｡評価の主体､と書いてあるところは､住民を参画

させるような､何かそのテーブルを構えてやるという意味なのか｡どういうことなのでしょうか｡

島袋純 :

モニターシステムとしての監査というのは､組織がサービスや効率の改善のために､自分達の行政の

都合でやる監査という意味合いが強い気がします｡その意味では内部監査的なものに近い｡

もう一つの､オウナ一 ･株主として､政策評価をするというのがどうしても重要です｡これは外部監査

です｡会計監査の歴史というのは､違法性の監査､法的な監査ということからですね､具体的な中身､

｢バリュー ･フォー ･マニー(Ⅴ山ueforMoney)｣､｢3E(Economy,E缶ciency,Effect)監査｣という

ように施策の具体的な効率性とかまで評価するように､進化していっているのですね｡世界的に､ここ

20年くらい､急激に起こった現象だと思います｡

イギリス型のシステムとしては､会計監査のプロセスの中に､住民を参加させる仕組みを設定してい

ます｡住民が､政策の費用的な情報を､会計監査委員と同じレベルに近い情報を入手する権利を保障し､

監査のプロセスに､違法性 (形式)監査だけではなくて､具体的に実質的な監査のプロセスですが､そ

こに､住民を入れているのですね｡自治体のオウナ-としての住民が主体的に関わる外部監査､一応こ

れも政策評価のシステムですね､イメージとしては､分かりやすいと思います｡

ただし､今の段階で､このような仕組みを具体的に自治基本条例の中に入れていくこと出来るかとい

ったら､かなり難しいと思います｡そこで､政策評価の基本的な理念､政策評価とは何か､本来住民に

とってどういう意味があるのか､政策評価において議会とはどういう役割を果たすべきであるのかとい

う部分ですね｡評価そのものは住民のものであるというような基本理念などを､どんどん埋め込んでい

くべきだと思います｡

宗前清貞 :

今､島袋さんが説明したとおりですね｡ただ実際にやっていった時に､今だいたいどこの自治体でも

やっているような自己評価の形で､(資源配分の分析を含めた)こういう政策のありようはいかがなもの

か､というものまで突っ込むのは､宮仕えの身の公務員にはちょっと無理ですね｡監査委員は､パフォ

ーマンスとかバリュー ･フォー ･マネーの中身に踏み込んではいけないわけではありません｡現実に日

本の会計検査院でも､もともとはそういうふうに規定されていたところからスタートして､ODA疑惑

などを話をきっかけにして､中身の話に二十年位前から入ってきているのですよ｡議会選任委員と行政

の委員とで､監査委員は一応独立になっていますよね､監査委員や事務局がやることは､僕は良いと思

う｡そこがやっていくのが一つ現実的な対処法としてあるかもしれません｡いずれにしても行政評価の

中に､いわゆる政策評価､つまり価値評価は入りにくいような気がしています｡
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島仲徳子 :

ちょっと補足ですけれども､こちらで､｢外部評価｣と ｢内部評価｣というふうにわけました｡実際那

新市の例ですけれども､那覇市は､十月に､今年度初めてですけれども､事業評価やりまして､この評

価の結果について､つまり､評価したものをですね､来年に､ホームページで住民に公開するというふ

うに､今､仕事をすすめています｡内部評価を外に出すわけですね｡外に出した評価を､つぎは､先は

ど言いましたように､住民満足度ではかる｡その物差しが､今本当に､一つ一つつくるのは､困難だと

思うのです｡ただ､大きい政策､施策､事業というふうにあって､住民が直接感じて､評価ができる､

感覚的であっても､評価できるのは､事業のちょっとした変化､いろいろな裁量の方法で､住民は満足

とかそうじゃないといった評価がでると思うのですね｡例えば､公民館で､公民館の教養講座をやった

とします｡で､少ない予算で､担当は､いろいろなやり繰りをし､､知恵を絞って､前の年よりも沢山回

数をやることができたと､それはここの効率性でいうと ｢アップ｣となり､評価は高いけれども､住民

からすると､｢今回の講座は全然内容がおもしろくなかったとか､先生もよくなくて｣という評価がでま

すと､これはその事業に対する評価というものは､パッと落ちてしまうわけですよね｡ですから､非常

に､外の住民､外部評価のやり方は難しいと思いますけれども｡内部ではこういったことをしましたと

いうことを含めて､外に出して､つまり情報公開をして､更に別の物差しで計ってもらう､こういうふ

うなことを､毎年毎年やっていけば､大きな全体が見えてくるのではないかと思います｡

照屋寛之 :

住民の満足度と効率性という場合､これは非常に難しいと思うのですね｡先ほど､那覇市の保育所の

問題がでたけれども､これは､今､例えば民営化するという考えがありますね｡民営化したら､効率化

するわけですよね｡ところが､父母の方は､民営化するなという声が強いですね｡つまり､民営化した

ら満足度落ちているわけですよね｡満足度と効率性を基準にした場合､非常にこれは､相反するのかな

あという気がするのですが､その辺はどうですか｡

宗前清貞 :

これは､最終的には政治の次元に還元されるべき問題で､いかなる制度を使っても (客観的に)解決

することは､できないと思います｡だから､政策評価というのは､ポリシーサイエンス 【政策科学】を

基盤とした指標を使っているだけに､何となくこう魔法の構図､打ち出の小槌のようなね､マジックハ

ンドのように何でも科学的に解決出来ちゃうように見えるけれども､そうじゃない｡論点整理なんです

よね､やっていることは｡ですから､僕は､那覇市の保育所の問題について､大した知識はありません

が､｢私立ではダメだ､市立を維持せよ｣という観点で民営化反対をしていたとするならば､反対派の側

には大きな問題があると思います｡仮に､満足度は落ちたが効率性は上がったとすれば､そういう事実

を出せばいいと思うのですよ｡公立の父兄負担は安くなっているけれども､満足度は高くないよと言い､

満足度を上げたいならば負担は生じますよ､といった具合ですね｡それが､何度も言うようですけれど

も､補完性の原則の延長線上にある自治の決定ということですから､二兎は追えないということを出す

ためにも､他のワークショップも関係しますけれども､予算的な情報は出し､それから満足度調査のデ

ータも出す｡そういう情報を出した上で､やはり､公立で大量の金をつかって公務員保母でコストフル

に展開していくと決定するのも､それはそれで構わない｡まあ､そうしたら僕は､その市から出ますけ

れども (笑)｡このように､そういう政策展開をオープンにし､住民が選択をするというのが大事だと思
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います｡

高里鈴代 :

今のとは､違うのですが､那覇市の今の事務事業評価システムを一つの､三重県が事務事業評価シス

テムを､あれは97年ですかね｡採用して､向こう全部公開で､立案の時も､それから実際の評価も全

部ホームページで見られるのですが､このところの一つのよさは､満足度というところと､執行してい

る側の責任性というときに､一つの予算がでたと､事業が出たときに､その予算を､その課だけの予算

とはしないで､他の主幹部､例えば､福祉であろうと､土木とも､関連のところと､どう調整したかと

いう項目もありますよね｡ですから､予算執行に対して､どれほど市民ニーズに近づくための行政サイ

ドもやったかということの､他の課との調整をどのようにやったかという項目もあって､場合によって

は､予算が全然つかなかった課でも､実は別のところに､ついた課と､全面的に協力しながら､それを

進めるということも､あり得るわけですよね｡ですから､そういう意味では､事務事業の評価の評とい

うものが､やはり一つの基準となって出てきて､そういうものを参考にしながら､議会で決算ができた

らよいのですが､今は､全然そういうものではないので､100%と行かないまででもそういう評価､

評価システムをやってみるものかなと思いますね｡

先ほどの保育園の民営化の件は､全然論点が違いますので｡

佐藤学 :

一つ前の宗前さんのお話に引き継いでなのですが､評価をするというのはどういうことか｡私が学ん

だのは､これはやはり情報を出すことだろうと､とにかく必要な人にとって､必要な情報を出すことだ

ろう｡情報が分かるようにまとめてあること｡ちゃんと開示してあるということが､一番大事なことで､

その先は､使う側の住民の側がどういうかたちで評価するのかを決めれば良いのではないでしょうか｡

モニタリングのお膳立てまで自治体ができれば､それはそれでよいと思うけれども､仮にできなくても

それでも構わないのではないか｡何か問題があるときに､きちんとそこで､何にいくら金がかかって､

何人の職員が担当して､どこまで仕事が進んだか､明確に分かるようにするというのが､一番大切なこ

とじゃないかなあと思います｡で､さっき話しの中で出てきた､評価の主体は何かは住民である､とい

うのは､そういうことだと考えます｡

もう一点挙げますが､政治の話では､数字で何/ト セントというと､これは客観的な判断で､もう動か

せないという印象を持ってしまうのですけれども､それはウソです｡何を選択して､何をやめるのかと

いうのは､政治の判断であり､価値判断であって､それは､数字 ･計算では決められない｡やはり評価

の方式を､どう鰍密に作ったところで､最終的な答えが数字で出てくるものではないのだなあと､私も

思いました｡

照屋寛之 :

些細なことなのですが､その目的のところに､フィードバックと書いてあります

が､行政評価の目的はフィードバックですか｡フィードバックを使いながら､評価し

ていくということじゃないです｡
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島仲徳子 :

はい､フィー ドバックするということです｡評価をして､これで終わりではなくて､次にフィー ドバ

ックする｡次のニーズを把握するときに､次の課題を設定するときに､次の政策を立案するときに､そ

れを活かすという､ようするにPDCへのサイクルをまわすということですね｡今 行政はPDでほと

んど終わっていますね｡PDSと言いますけれども､Sだけではなくて､PDもうチェックAまで､

照屋寛之 :

もう少し具体的に書いていただかないと､と思ったものですから｡

島仲徳子 :

すいません｡ここ省いたものですから｡フィードバックする､ようするに目的はですね､フィードバ

ックすることにあると､で､事後的評価は､意思決定のためのツールにすぎない｡評価というのはツー

ルに過ぎない｡政策評価､次にフィー ドバックしないと意味がないということです｡

もうしわけありません｡これは私の責任です｡もう時間だそうですけれども,よろしいでしょうか｡こ

の後は､6時半だそうです｡ありがとうございました｡

(拍手)

運営上の議題について
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