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自治基本条例について（四日市大学 岩崎恭典学長） 
 
ただいまご紹介いただきました四日市大学の岩﨑でございます。どうかよろしくお願いい

たします。事項書の裏に私が伊賀市で関ったことについてざっとまとめていただきました。

このころから前回の第２次の伊賀市の第１次再生計画ですか、これの時に至るまで足しげ

くこちらには通わさせていただきました。しかしこのところですね、三重大の岩崎先生に

いろいろとお願いするという形で私自身もバタバタといたしておりますのでちょっと足が

遠のいてしまった。今日久しぶりにお伺いいたしまして、これだけの年数が経っています

ので、そもそも自治基本条例、これからここでご議論いただく訳なんですがこの自治基本

条例ってなんでまあこれだけの５０何条の詳細な条例になってきたのかという経緯をまず

は喋ろうかなと、こういう風に思っています。そして先ほどご要望ございましたけれど最

近のトレンドであるとか、そういう風なことについても最近ちょっと私も勉強不足であり

ましてなかなか全部把握している訳ではございませんけれども、その辺りについても話を

させていただいたらということでございます。皆さんのお手元には自治基本条例のこれは、

こちらはありますよね。この表紙であります。をご覧いただければ私読む度に思うんです

けれども今日クリスマスでありますが、表紙のとこに書いてございますけれども平成１６

年の１１月に合併をしましてそしてその後第１回の議会、この時は議員総数は７３名でし

た。非常に大人数の議会、第１回の議会合併後新市の第１回の議会が開かれて、そしてそ

こで１６年１２月の議会で可決をされました。ですから、そして１２月２４日に施行され

ているんですよね。ですので今日は１２月２５日ですからその意味で言うと丸１３年経過

したということになります。でご存知のとおり伊賀市は合併というものを経験いたしまし

た。その際にこの基本条例というものを作ろうという話で出来上がったのがこの条例であ

ります。そもそもこの伊賀市の基本条例を作るに至った経緯っていいますか時代の背景も

皆さんに何回もお話をさせていただいてますので十分お分かりだという風に思いますけれ

ども今日別添で、これは２０１４年にお話をさせていただいた伊賀市市政施行１０周年記

念講演のレジュメをお渡ししているかと思います。これの２ページをご覧いただければと

思いますけれど、これようやく世間一般に今までとは違う時代に入ってきたんだなあとい

うことを十分認識されてきたかなあというふうに思いますけれども２ページの真ん中の表

の右側ですね、わたしたちは何の因果か縦横で本にしてあるからこうなるんでありますけ

れど、細かい人口の変動は抜きにして大きく言えば明治維新以降ずっと伸び続けてきた日

本の人口が何の因果かわれわれ現役世代のときにピークを迎えて、そして今急速に減りだ

してるという事実であります。これを伊賀市の合併協議の当初から、当初この様な長期推

移の表っていうのは無かったですけれども絵は無かったですけれども、いずれ日本全体が

人口減少の時代がやってくると。そのときに備えての合併であるはずだと、何のために合

併するのだって言ったら当時議論がありましたけれど人口が減っていく、日本全体が人口

が減っていく中で伊賀市は人口１０万人のキープを目指そうじゃないか、そして、しかし



第 5 回伊賀市総合計画審議会 
平成 29 年 12 月 25 日（月） 

2 
 

高齢化だけはどんどん避けられないとすると２０２５年でしたっけ、２０２５年という年

に高齢化率が３５％になるという、そういう推計が示されていましたので２０２５年に高

齢化率が３５％になっても存続していけるような自治体、総人口は１０万人をキープしよ

う、そして高齢化率３５％でも自治体として存立していくようなそういう自治体を目指す

ための合併なのではないのか。というそういう議論がございました。そのこともありまし

て今度は私の経歴のほうを見ていただくと平成１４年から１５年にかけてそもそも何のた

めに合併するのだということの新市将来構想の策定委員会。これをさせていただきました。

この時には行政の方は入っていません。当時の公募の委員の方であるとかを中心にまとめ

たものであります。これがあったので多くの自治体が合併をできないままになりましたが、

合併特例債を使うための目的として合併をするとかそういう話が結構あったわけでありま

すが、私は少なくとも伊賀市の場合には将来構想というものを公募の市民の皆さんと中心

に作っていったということ、これを最後まで大切にしていただいたことは非常に貴重なこ

とだろうと思っています。この新市将来構想の中で先ほども申し上げましたけれども人口

１０万人キープの２０２５年に高齢化率３５％でも生き残る自治体を作っていこうという

話をしていった訳であります。でまたこの１０周年記念講演のレジュメに戻させていただ

きますけれども実はいよいよ２ページレビューと２００８年がピークで人口が日本全体で

急速に縮小して行きつつあります。これって、私最近よく申し上げてるいんですけれども

我々実感してますね。地域の高齢化、それから人口減少ということについては、２ページ

の絵だけ見ていただくとお分かりのとおり、これからより広がり、より地域で起こってい

くことは何かというと、我々はずっと昔から人口は伸びることを前提にいろんな仕組みを

つくって来てたんですね。ところが２００８年ピークでずっと人口は落ちていく。これっ

ていってみれば、我々の弥生時代から先祖から受け継いだＤＮＡとは反するような状況が

今眼前に広がりつつあるんだということだというふうに思います。一番上が見にくいもの

ですからピークの部分が、６ページのところに一番ピークの部分を拡大した絵を載せてお

きました。これで説明をさせていただいてる訳でありますけれど、特徴は１９５０年の人

口９０００万人高齢化率５％が最初の５０年で総人口が３８００万人どーんと増えて、そ

して残りの５０年で３８００万人全部いなくなっちゃってもとの９０００万人に戻るとい

う、わずか１００年の間でこれだけの人口変動をした、あるいはこれからしそうな国って

いうのは実は世界の歴史の中にも他の国にもないってことです。っていうのはどういうこ

とかというと、ここでは２０１２年問題から・・・（点・点・点）とありますがこれから私

たちが歩むであろう道っていうものは歴史であるとかあるいは他の国の事例を参考にして

いくというものではない。我々は手探りでそれを解決していくしかないってことでありま

す。そして２０５０年高齢化率３５％、要するに伊賀市が目標としていた３５％これが日

本全体迎えるのがだいたい２０５０年だといわれていますがこの２０５０年にむけて我々

は何をすべきかと、こういうことを検討していかなければいけないという議論を平成１４

年からずーとしてきて、その結果として自治基本条例に結びついたんだと、そういう時代
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の背景であります。なお改めて申すまでもありませんが２０５０年というとあと３３年も

後でありますから、今日の委員の皆さんの若い方は別として気持ちの若い方は別にして私

も副会長もさすがに見れんだろうと思います。ただ皆さんのお子さん方、私が普段付き合

っている学生でいいますと、二十歳の学生であると２０５０年というのは３３年後だから

５３歳なんですね。ですから私たちは先ほど申し上げたとおり人口ピークたまたま人口ピ

ークを迎えてしまった我々の宿命、責務として今人口減少社会の中で生きていく私たちの

次の世代、まさに皆さんでいうとお子さんの世代ですね。あるいはお孫さんは日本人の平

均寿命を考えると今年とか来年に産まれはじめた子どもたちというのは２１０１年まで平

均的に生ききっちゃうんですよね。もうそういう時代まである訳なんですよね。２１０１

年の伊賀市をどうするのかっていうのは、さすがに神のみぞ知る部分でありましょうけれ

ども、２０５０年については我々はちゃんとこの伊賀市を次の世代に引き継いでいかなく

てはいけないだろうということであります。でこのときにこの絵を使ってよく申し上げて

いたのが１９６９年のスグヤル課の設置ということころです。スグヤル課って何かといい

ますとこれは千葉県の松戸市の市長が考え出した仕組みですね。その市長の名前をカタカ

ナで言うとマツモトキヨシといいます。マツキヨの創業者なんですけれど彼がスグヤル課

というのを設置しました。これは言ってみれば１９４７年から９７年までのこの５０年間

でよく言われる話ですが日本のＧＤＰは５兆円から５００兆円まで伸びてます。人口増と

同じだけ同じような感じで１００倍に GDP が伸びていく訳なんですがこの GDP をどうい

うふうに住民に分配するか、いわゆる言ってみりゃ利益受益をどういう風に分配するかっ

ていうことがずっと続いてた時代だろうと考えています。５兆円から５００兆円ですから

１００倍に５０年間に伸びていますので、これをどういうふうに分配していくか。そのと

きにスグヤル化というのは住民が要望することを何でもすぐやりましょうというセクショ

ンでありますから、これは住民にとって非常に有難いしくみでありました。これがずっと

出来ればよかったのですが、１９９５年に生産年齢人口、つまり１５歳から６４歳人口が

ピークを迎え人口が減る日本人口のピークになる１０年前から１５歳から６４歳人口は減

ってきています。ですから皆さんもご記憶があるかと思いますけど所得を中心とした所得

再配分のいわゆる所得税中心主義、直接税中心主義ですね。これはもうこの時点で破綻せ

ざるを得ない。だから出口論、つまり消費税を中心に税制を組みなおしていこう。ご記憶

にあるかと思いますが直間比率の見直しという言葉がすごく言われ１９８９年に消費税が

導入されたという時代の背景になることでありますけれども。その点で言いますとスグヤ

ル課が出来たことによって、これはまずは市役所に何でもお願いしてみようということが

全国的に広がっていってしかもそれで良かったんですよね。それで良かったんです。そう

いう時代が長く続いてきた。ところが９５年に生産年齢人口がピークになって消費税が導

入される状況になってくるとそうは行かなくなってきた。そこでひとつは地方分権改革と

いうのが２０００年にございました。地方分権改革というのはそれぞれの自治体が地域住

民の自己決定権を拡充していこうと。しかし、自己決定をしたら自己責任もあるんだよと。
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これが分権改革の理念であります。そして国、地方協力対等の関係。それが今、安倍内閣

の下でないがしろにされているので、ちょっとガックリ来ているわけでありますけれど。

それをさておくとしても少なくとも自己決定権の拡充が自己責任と共に言われるようにな

ったのは２０００年。そしてその後それを実現するためにはどうするか、ということで伊

賀市も含めての当時３３００あった市町村が１７００まで統合されるという市町村合併が

あったわけであります。従いまして私も何度も申し上げますけれども今回のこの十数年前

の伊賀市の市町村合併の取り組みというのは、これはまさに右肩下がりに向かっていく時

代のための条件整備だということをずっと申し上げておりました。そこで出てきたのが当

然となる地域住民の自己決定権の拡充でありますから、まずは行政が今まで、いいよ、い

いよと言っていろんなことをやってきた。それを地域の住民でも分かるように市民の皆さ

んに分かるようにこの当時からいろいろ言われるようになってきましたけれど PDCA サイ

クルを市役所も導入して行かないかんというような話しであります。PDCA のしくみをき

っちりと導入していきましょうね。そうしますと右肩上がりの時代にも P、プランに対して

の市民参加ていうのはいろんな手法が開発されているわけです。例えばこの審議会もそう

ですし、アンケート調査もそうですし。ところが実に奇妙なことに Do の部分については、

これはPに市民参加が求められているにも関わらずDoの部分については全部市役所がやれ

ばいいじゃないかという話になってた。これがまさにスグヤル課の設置がもたらした何で

もかんでも市役所任せという状況が起こってきたことだろうと思います。ですので PDCA
のサイクルをまわそうというふうに基本条例に書いてございますけれども、その時は P に

ついての住民参加、市民参加というのはいろんな手法があるから、それをまず整理しまし

ょう。それからチェックにつきましては Do を抜かしましてチェックにつきましてはこれは

ご存知のとおり自治法を始めとする様々な法律で住民のチェック体制、チェックの権利と

いうものは認められています。ですから PDCA の C については法律で我々が持っている権

利を再掲、どこまで再掲するかは別としてそこに明記されている。そしてそれらを PDCA
としてアクションに結び付けていくサイクルをこの新しい伊賀市としてはまず作っていく

べきじゃないのか。そのときに問題になったのは Do なんです。実は先ほども言いましたけ

れども右肩上がりの時にはPには市民参加があったけれどもDoについては市がやればいい

という形の PDPD でありました。これを PDC を増すのであれば Do の部分についても市民

参加を求めていく必要は有るんじゃなかろうか。それはどういう単位であろうというよう

な議論であります。そのときに Do の部分について市民が参加していく仕組み、これが実は

自治基本条例の中でいうとこれから議論になるであろう第４章の住民自治協議会の部分で

なるわけであります。で、この Do の部分についての市民参加ですので今まで市役所がいろ

んなことをやっていた。しかしそれを市役所がこれから人口が減っても高齢化が進んでも

市役所としてやらなければいけないこと絶対あるはずと。それは例えばこの１０年振り返

りましても例えば２０００年に介護保険制度が出来た。たぶん介護保険という仕組み自体

はこれからもずーと市役所が中心にとなって維持していかなければならないであろう。あ
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るいは後期高齢医療制度なんてのはその保険制度としての意味合いから言えば設立当初か

ら保険制度ですから代数の原則が効きますから県全体で取り組んだりしています。そうい

った保険制度が、いわゆるセーフティネットについてこれは大きな所じゃないとやってい

けないだろう。そのために合併したのではないのか。しかし、じゃあ介護保険の様々なサ

ービスについてもそれも全部市役所あるいは社協さんが全部やるっていうことで本当にこ

れからの高齢社会を乗り切れるのであろうかという大きな問題が当時はあっただろうと思

っています。その意味で言いますとこの６ページの A にも書かせていただいてますが２０

２２年問題ですね。これは２０２５年問題といわれているやつでございますけれど、つい

最近も少子化の人口統計が発表されました。１年に生まれた子供は９４万人ですか、とこ

ろが１９４７年生まれの男の子と女の子は全部で２５０万人いるわけですから２.５倍いる

わけですよね。その人たちが今より現役世代が少なくなっている中で全員とは言いません

が２０２２年から順次後期高齢者になられます。２０１２年問題というのはなんとかクリ

アしたのは６５歳にその人たちがなっていくときから高齢化率どんどん上がりましたけれ

ども、９８％の人たちがお元気で６５歳を迎えたので大きな問題にならなかった。けれど

も２０２２年からはそうはならんだろうと。７５歳になっていくわけです。７５年使い続

けた肉体と頭は大分しんどいなという方の比率は、１７、８？位ですかね。１７、８％ま

で伸びるだろうと言われています。そうしますと心配なのは２０２２年以降介護を受けた

くても受けられないような方々というのが大量発生するのじゃないか。そうすると市ある

いは社協さんの対象に全部していけるのかっていったらその分だったら、たぶん介護保険

そのものが、あっという間に破綻するだろうと思います。むしろそういったものについて

は出来るだけ身近な部分でサービスを提供するようなしくみ、つまり民民の関係ですよね。

全部市役所、社協さんにお願いするのではなくてこれは地域でまさに向こう三軒両隣とい

うと言いすぎではありますけれど、そういったところでやれるような話というものが必要

なんじゃないだろうか。そう意味もあって伊賀市の場合には先ほどの Do の部分でいえば

Do の PDCA の Do の部分について、この Do を小さな地域でこなしていけるような、そう

いう仕組みを作っていくべきなんじゃないだろうか。そういった観点から出てきたのが住

民自治協議会であります。この住民自治協議会が先ほど会長さんからありましたが、最近

の動向から言えばわたしは伊賀市の住民自治協議会が例えて言えばこの記念講演のレジュ

メで言えば、５ページのところに地域包括ケアシステム、これも皆さんご存知のとおりだ

と思いますが地域包括ケアシステムというものが厚生省の方では２０２５年を目途に全市

町村に導入しなさいということで本格的には去年位からいろいろと各市町に話がきていま

す。伊賀市もたぶんそれを一生懸命今構築中だろうと思います。本来であっても病気にな

った医療とか介護が必要になったときに施設に入所する介護のサービス。こういうものこ

そこれからどれだけ高齢化が進んでもこれは市役所の責任としてやっていかなければいけ

ないことだろうと思います。その一方で例えば生活支援とかそれから介護予防、こういう

ことまでも市役所が全部やる、社協さんがぜんぶやる、こういう話は私はないだろうと思
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っています。むしろ生活支援や介護予防そしてその前提となる住まいの部分なんかもあり

ますけれど、こういった部分の話をやっていってくれるのが、私は住民自治協議会。だか

らこそ小地域で設立すべきだということで住民自治協議会を作っていこうということでか

なり丹念にこの自治基本条例の中では Do の具体化これからの少子高齢化社会での中で迎

える Do の具現化をしていくパートとしての住民自治協議会、こういうものをかなり丹念に

制度設計について書いていった。こういうことになろうかと思います。 
で、この仕組み自体はその後、伊賀市の場合、学校教育で言いますと学校というのはやっ

ぱりある程度学級規模が必要だろうということで当時の小中学校の統廃合の問題というの

が出てきました。この統廃合の問題につきましてもこれはまさに小学校中学校という学校

教育を市役所任せにしてはおけんだろう。むしろ市役所は学級の体制を学級の一クラス何

人という編成をちゃんとして、しかし、そこの学校に対しての様々な支援というものは地

域のほうでやるべきなんじゃないかな、というようなこともありましたので当時の小学校

の範囲、そして現状では大分統合が進んでいますけれど私は住民自治協議会というのはす

ごく簡単に言ってしまえば介護保険、介護の中の総合生活支援事業と介護予防と、それか

ら学校に対する教育支援の部分に非常に大きな役割を果たすんじゃないかというふうに思

っています。ご存知のとおり２０２０年からの指導要領の改正もありまして英語が強化さ

れたり、コンピュータプログラミングが小学校なんかに入ったりしています。あるいは中

学校の部活のブラック化なんていうようなことよく言われますけれども学校の先生方は言

ってみれば教室で勝負して欲しいわけです。教室以外の様々な仕事というものについては、

私は地域で、それこそ介護予防になるような地域の人材というのが私はたくさんいらっし

ゃるだろうと思っています。そういった学校と地域、それから介護をされる側、介護予防

を目的とした様々な人たちが一同に介してそれぞれの小地域での５年後１０年後、この地

域はどういうことになるんだろうかというようなことを語り合って、そして皆で仕事をす

る。その解決に向けて仕事をするっていうのが、住民自治協議会の最初の発足のまずは目

的なのではないかというふうに思っています。介護保険の絡みで行くと地域包括ケアシス

テムが２０２５年までにというように厚生省が一生懸命プッシュしてますが、小学校中学

校に関しましてはご存知のとおりコミュニティスクールが今全国で３０００個程なってい

ます。採用されています。もうまもなくこれも次ぐらいの教育会議ぐらいでひょっとして

義務化していく方向もあるかもしれません。むしろそれを好期にして、もういっぺん地域

の小中学校を住人が様々な形で支援していくような仕組みというようなものを作っていく

ことが出来るんじゃないのか。その意味で言うとこの住民自治協議会というのも、可能性

はまだまだじゃなくって、今ようやく求められる発揮すべき役割が明らかになってきたと

いうふうに見るべきなんじゃないかな、いうふうに思っています。３０分過ぎましたがも

うちょっとしゃべらせてください。その中でおそらく今回も議論になるんじゃないかなと

思いますけど、実は伊賀市は合併協議の中でいわゆるほかの地域でありますと合併特例債、

有利な地債事業っていうんですが有利な地債事業に関して意見を聞く、旧市町村単位に意
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見を聞くという地域審議会というしくみをあえて伊賀市の場合は採用しませんでした。そ

れは何故かって言いますと、当時はその住民自治協議会というものが地域のまちづくり計

画を作る。そうすると地域のまちづくり計画にのっとって何度も申しますけれど住民自治

協議会は仕事をする組織ですから仕事をしていく中でこれは市に対していろいろ意見を言

わないかんようなときがでてくるであろう。そんなときにはそれぞれの支所単位で連合会

を組んでそしてそれが他の合併市町村で言うと地域審議会という合併特例法に規定させた

審議会のような役割を果たすということで設置されたものであります。ですから地域審議

会のような地区連合会の地区の住民自治協議会の連合会組織というものはそういう意味で

いうと改正の際に基本条例の最初に書いてございますけれど地域審議会と同じ扱いである

から合併特例債の期間が過ぎれば、これはなくしていいじゃないのかなということを書い

てある訳であります。で、そのことが実はもう１つそれぞれの小地域において同意権がこ

の住民自治協に、この自治協の条例には住民自治協議会に同意権が与えられています。こ

れは非常に悩ましい話でありますけれども、これも先ほどの地区連合会が地域審議会のよ

うな形をとっていくんであればその傘下にある各旧市町単位の住民自治協議会でそれぞれ

議論をするそしてそれが住民自治協議会としての同意権を行使するかしないかを含めて検

討するような場として同意権の設定があってもいいじゃないのか。そういう観点で書いて

あるものでありますのでその意味で言うと合併特例債の期間があと５年延長されるという

話もございますけれども言って見れば伊賀市としての一体性というものがようやく醸成さ

れてくるとすればその連合会の組織それから各住民自治協議会の同意権の問題というもの

もぼちぼち必要ないんじゃないかなと私は思ったりしております。それはこれから皆さん

方がこれから議論していただければいいかと思うんですが、伊賀市としての一体性という

ものをぼちぼち本格的に発揮すべき時期なのじゃないかなあ。こういうことを思っており

ます。それから住民自治協議会、もともと設立が結局、町内会自治会をベースに設立され

たということもあって、ずっと町内会自治会の地域の連合会長さんとそれから住民自治協

議会の会長さんとどっちが偉いんだという議論を永遠とやっておりました。それらについ

ては平成２１年ですか、この自治組織の在り方検討委員会等で議論をさせていただいて、

これからは自治会組織は住民自治協議会の下で活動するという議論で私はご納得いただい

たと思っております。じつは２０１０年国勢調査じゃないか、２０１５年国勢調査がこれ

はひょっとすると、でありますがおそらく日本全体の数字で言うと世帯数がピークになる

国勢調査じゃないかなあというふうに思ってます。本当かどうかは２０２０年国勢調査と

比較しなければいけませんから、まだ先なんですけれども。日本人の人口ピーク２００５

年から１０年経って世帯数まで減り始めたということであります。実は世帯数というのは

それほどなかなか減らないんですね、皆さんご存知のとおり世帯数が減るためには何が必

要かというと両方とも死ぬってことです。年の順番からいえばお父さんがまず死ぬわけで

ありますが、それでもお母さんが世帯主となって世帯は存続します。世帯の数が減り始め

るってどういうことかというと、お母さんおばあさんまでが死ぬっていうことです。だか
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ら空き地空き家対策特措法というものがあわてて２年前に出来たんだと僕は思っています。

つまり一家一世帯一住宅制度でずっと日本は高度成長してきました。そして５０万個６０

万個の家が出来ているわけですけれども、実は世帯数は２０１５年にピークを迎えこれか

ら減りはじめる。ですから、よく申し上げるんですが、皆さん方の地域で一人暮らしのお

年寄りだからちょっと自治会活動役員をお願いできないねとか、あるいはあそこは高齢者

の二人暮らしだから順番をとばそうかというような状況が起こってきたとすれば、それは

世帯主を統制する自治体が今よりも活動する人を得られるとは思えない状況に差し掛かっ

てるんだ、ということであります。だとすると、私は自治会がまだ元気なうちに住民自治

協議会という組織を作って、その母体となってそして自治会が出来ることをやっていく。

私は自治会の活動として最後まで残るのは防犯とか防災とか、あるいは地域のつながりを

作る、要するにお祭りをやっていくとかそういった仕事しか残らないんじゃないかと思っ

ています。むしろ後は学校の支援あるいは介護予防あるいは総合生活支援そういった事業

っていうのをそれぞれ地域でいろいろとそれをやってみようという方々、あるいは団体、

事業者そういった方々がこの１０年の間にたくさんいらっしゃいますので、その方々に割

り振りをしていくようなそういう役割というのが住民自治協議会に求められるのじゃなか

ろうかな、というふうに思っています。そういった仕組みを伊賀市をはじめ名張市それか

ら朝来市それから島根県の雲南市、この４市が中心になりまして国にいろんな仕事をやっ

ていけば行くほど法人格が必要だ。だから法人格を首長に市長ですね、市長がその法人格

を認定をするような権限を地方自治法を改正して与えて欲しい。そういう運動を３年前４

年前、３年前かな、ぐらいから繰り広げてきました。なかなか法人格は法律じゃないと設

定できませんので、だから自治法を改正してなんていう話になったんですがその中でハー

ドルが非常に高いものがあります。しかし石破さんが大臣になっていたときに地方創生と

いう話しが出てきました。それもあってその話が内閣府のほうで取り上げられ、そして２

年前から具合的な検討が始まりました。そして去年は内閣府で内閣府の議論が終わって、

というか結局結論が出ずにそのまんま今年になってからは総務省が議論を引き継ぎました。

ただその中でいろんな議論が出ていく中で例えば NPO というものは、NPO は目的で集ま

っている組織でありますから、地域性は基本的にないわけです。だから例えば伊賀の中心

市街地で取り組んでらっしゃる NPO さんに、例えば東京の人が加入したいといったらそれ

は断ることが出来ないじゃないか。だからこれは NPO 法の NPO の大きな欠点だという話

があったんですがこれは内閣府のほうでその議論を進めていく中で、いやいや一定の地域

性を担保してもいいというようなそういう法解釈が示されたり、あるいは認可地縁団体は

設立当初に財産を持っていなくちゃいけないんですけども、それは財産を持ってないと出

来ない。たとえば名張のある地域では財産は持ってないけど法人格がなければ事業が出来

ないじゃないか、だったら財産を持とうといって国債を買いましてね。国債を買って国債

を名義にして、それを財産だからこれをもとに法人格を取ろうなんて、そんな話が出たり

もしていましたけれども、実際それをやってますけども。そういった無理無理をやらなく
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ても認可地縁団体の法人格は取れるんじゃないかと、そういうふうな若干の規制緩和がた

ぶんなされて来ているだろうとおもいます。しかしながら、あるいは様々な事業組合とか

社団法人であるとか様々な法人格を得るという仕組みがこれから出てくるだろう。既存の

仕組みを使って事業化を進めていけばいくほど法人格が必要になってくるので法人格の議

論というものを今進められているところであります。その意味でこの住民自治協議会の自

治基本条例にある自治協議会というものが、自治会はもう間もなく私は機能停止をせざる

を得ないであろうと思っています。自治会がある程度自治会が元気なうちに自治協議会で

いろんな人たちをいろんな事業者いろんな団体で５年１０年先の地域を見据えてそこで起

こってくるであろう課題について事業をすると、そういう仕組みとしてつくられているん

だということをご理解頂いた上でこの自治基本条例の見直しの議論というものを是非して

いただく必要があるだろうというふうに思っています。例えば前回の見直しの際にこの自

治協の冊子になりますけれど、基本的な構造は PDCA の各部分に市民参加がどういうふう

に出来るか、市民が決めるための仕組みとしてどういうふうな要素が必要かというのが組

み立てでありますけれど、その中の第４章が主に議論になる住民自治の仕組みの部分であ

りますが、プランの部分ついての市民参加の部分で言いますと、これは市の皆さんも非常

に悩ましいというふうにおっしゃってるのが１６条でありますね。第１６条はいわゆる２

段階パブコメの規定になっています。本条でその手順をまず明らかにしよう。そしてその

手順を明らかにした上で計画を決定するときには計画案を公表する。ですから２項以降が

通常のパブコメの手続きであります。その前段に１６条の本条の部分で手順を明らかにし

ょうということが書いてある。これはその当時としてはこういう条例の条文を持ってるの

はたぶん伊賀市しかないと思います。これちょっと手続き的にはかなり市の皆さんには面

倒くさい話になっている訳でありますけれども、ただ手順を明らかにした上でパブコメを

するっていうのは１つの考え方だろうと思います。この中も見直していく必要があるんで

あれば、あってもいいだろうなあと思っています。それからこの調査の話で市民投票の部

分についても、これは最終的には開票しなかったわけでありますから、それで本当にいい

のかどうかということも含めて議論をしていただいても構わないと思っています。住民自

治の仕組みについてもここがメインになるかと思いますが、議論はしていただく必要ある

だろうと思いますし、特に第２６条につきましては住民自治協議会の当初は尊重しなけれ

ばならないと書いてある項目として果たして新市建設計画を中心に書いてございますから、

これらについては少し議論の余地があるだろうと思っていますし、それから２８ページの

地域振興委員会については、これは伊賀市全域に住民自治協議会が出来た今となっては、

これはもう要らない部分じゃないかと思っていますし、第４節の住民自治地区連合会につ

いては先ほど申し上げたとおり１０年の暫定設置ということにしてあるんですけれど、こ

れも一度議論していただく必要があるだろうと思っています。そんなことがありますが、

例えば行政運営の部分で言うと外部監査は入ったんだね。５７条に外部監査というのが残

っています。これも実際外部監査を人口１０万市でやるとなると非常に金のかかる話でも
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あります。だからこれをどういうふうにするのかというのも検討していく必要があるだろ

うというふうに思っています。実はこの条例の見直しのところで第５８条に書いてござい

ますけれども会則４年をめどに必要措置を講ずると書いてございますけれど、ここは出来

ればここはもう一歩書き込んどく必要があったんかなあという気がしてます。私いくつか

のところで自治基本条例見直し検討委員会にはいらせていただいておりますが、ある市で

はこの規定のところにこの自治基本条例を具体的にどういうふうに進めているか例えば広

域通報制度は書いてあるけど具体的に何件ぐらいあったのかとそういったことを毎年毎年

報告を受けてそして改正すべき条文はないのか、あるいは例えば条文条例に譲る例えば外

部監査のようになかなか出来てないというのであればその理由をきっちりと聞き取った上

で次の改正の際にはこれを廃止しましょうねというような、そういう発議まで出来るよう

な、そういう市長の諮問機関としての審議会というのが、それを根拠にしていろいろ議論

をするというようなこともあるかと思います。幸いにしてこの総合計画審議会そういう職

務にもなっていくと聞いておりますので、むしろ条例の見直しの部分も今後どういうふう

に具体的な手続きをしていくかっていうのを少し議論をしていく必要があるのかないうふ

うに申し上げます。 
長々と喋ってしまいました。あの今にして思えばというようなことがあります。すごくあ

ります。ただご理解いただきたいのは、当時はとにかく１３、４年前には２０２５年にも

きっちり生き残れる３５％で生き残れるような自治体を作って行こうじゃないか。もちろ

ん当時と全く状況が異なってくるところもあります。たとえば空き地空き家の大量の出現

と言うのもこんなに急速に空き地空き家が増えていく、空き家が増えてます今は。けど空

きや問題はいずれ空き地問題になります。その空き地空き家をどういうふうに対応してい

くかってのも基本条例あるいは総合計画の第一条を作ったときにはそんな大きな課題には

なりませんでした。しかし、そのマイナス面だけではなくて伊賀の場合には私は近くで見

ておりまして、これからの移住定住はいけるぞと、伊賀はいい立地があるなあと思ってい

ます。そうすると定住移住をしてくる人たちと地域の住民の皆さんがこの同じ議論が出来

る場としての住民自治協議会であるとか、それを担保する自治基本条例、こういうものを

持ってるということ、私はすごくこれから有利な定住移住には有利な部分になるのじゃな

いかなあというふうに思っていまして、そういった時代の流れに沿う形でいろいろとご検

討をいただければと思うしだいであります。すみません喋りすぎました。以上です。 


