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１．  民主党政権は、 国の事業仕分けを、 公開の場で、 国民参加によって実施した。 これ

は、 国 ・ 地方とも財政状況が逼迫するなかでは重要な取り組みといえるが、 税金を

ムダにしない政治 ・ 行政システムを実現するためには、 本来、 国 ・ 都道府県 ・ 市町

村について同時に事業仕分けする必要がある。

２．  自治体が事業仕分けを含め行財政改革に取り組む際には、 弱者も強者も共生できる

地域をつくるという基本を忘れてはならない。 その上で、 公務領域の見直し、 執行か

ら企画への転換、 ミニマム的事業と選択的事業の再検討などを行いながら、 自治体

経営の自立化を目指す必要がある。

３．  本来、 行財政改革は、 住民への痛みを避ける意味でも、 息の長い取り組みでなけれ

ばならない。 そこで、資金需要と行財政改革の成果とのタイムラグを埋めるものとして、

ハコモノ改革が注目される。 ハコモノ改革は、 多様な手段と多様な補完措置を持ち、

痛みの少ない特効薬といえる。

４．  ハコモノ改革を成功に導くには、 改革の成果によって達成し得るプラスの目標を先に

設定すること、 創意工夫によって住民の痛みを取り除くこと、 特定施設ではなく全施

設を対象とすること、 そして住民参加と公開のなかでこれを進めることが鍵となる。
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　はじめに

　私は、県職員を皮切りに、市職員、市議会議員、県議

会議員、そして市長と、39年間にわたり、いろいろな

角度から地方自治に携わってきた。一方で、病院、老人

保健施設、専門学校、各種学校等を30年あまり経営し

てきている。そのためか、行政であっても、特別公務員

の目と企業経営者の目という複眼で捉え判断してきたよ

うに思う。とりわけ志木市長の時代には、この複眼をもっ

て思う存分やらせてもらった。最近、市町村の収入役、

都道府県の出納長が廃止されることになったが、これも

市長時代に構造改革特区のひとつとして提案していたも

のである。ただし、私が提案したのは「廃止」ではなく、「必

置の廃止」であった。今日でも中央集権は厳然として存

在しているが、収入役、出納長の廃止は、変化への予感

を抱かせるものである。

　分権へのきざしが感じられたとしても、自治体が厳し

い財政状況にあることに変わりはない。そのなかで、公

共施設の見直し、「ハコモノ」のコストパフォーマンス

がいかに重要な課題であるかは、多くの自治体関係者が

理解するところだろう。しかし、例えば「施設白書」に

しても、なぜ白書が必要か、白書をどう活用するかといっ

たことについては、いまだ十分には理解が及んでいない

のが実態である。行政が多くの財産を持っていても、効

率的に活用されていなければまったく意味がない。負担

を考えれば、却って持っていない方がいいともいえる。

これは民間企業でも同じである。

　今次の世界不況では、トヨタでさえ大変苦しんでいる。

スズキ、ホンダ、日産などは回復基調に乗りつつあるの

に対し、トヨタが依然として厳しい状況にあるのはなぜ

か。もともとトヨタでは、一つの工場で、ある車種が不

調になれば他の車種も製造できる体制をとっていた。と

ころが、高価格車種の専門工場を造ってしまったために、

市場変化に速やかに対応できず遊休施設を増やす結果と

なった。これでは、回復が遅れるのも当然である。

　実はこうした企業の例にもまして、自治体にとって重

い足枷となっているのがハコモノなのである。自治体関

係者は、首長を動かし、議会を動かし、住民に理解を求

めて、ハコモノ改革を推進する必要がある。それには、

コストカットだけではなく、ハコモノの見直しに伴うプ

ラスの目標や果実を設定し、説得力をもってこれを説明

できるかが鍵となる。

　以下では、自治体経営の自立化に向けた課題を整理し

ながら、ハコモノ改革がもつ意義とその成功への鍵につ

いて考えを述べたい。

　１． 事業仕分けと地方分権の加速

　政権が代わって、国の事業仕分けが、公開の場で、国

民参加のなかで初めて実施された。これが引き金となっ

て、国・地方を問わず、住民参加や情報公開が、今後、

さらに進むことになるだろう。もちろん、事業仕分けと

いう方法論とその結果に対するリアクションもそれなり

に覚悟しなければならないが、より望ましい方向である

ことに違いはない。

　もとより今回の政権交代には、いくつか理由があるよ

うに思われる。端的には、社会環境が激変し、50年以

上続いてきた旧来の政治・行政手法が通用しなくなった、

行き詰まったということである。これが新政権ではどう

なっていくのか。少なくとも間違いないのは、地方分権

が加速していくことである。それは、何よりもお金がな

いためである。打ち出の小槌、つまり国債の増発という

手段もあるが、それにも限度がある。

　いま、新政権の閣僚のなかにはいろいろな意見が混在

している。それは内政も外交も同じであるが、結局はお

金をどうするかという問題に収斂せざるを得ない。しか

し、事業仕分けだけで、そのお金を生み出すことは難し

い。手っ取り早い方法としては、国有財産の売却があり、

具体化すれば、パフォーマンスだけではなく、実際にお

金を生み出すことが十分に期待できる。いまは地価が低

いというなら、一旦は貸与し、地価が上昇した時に売却

することも考えられる。

　いずれにしても、今後、地方分権は加速する。しかし、
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地方が政策展開する際の裏付けとなるお金はない。こう

いう時代にはどうしたらいいか。一つには、「前例を変

える」ことである。この意識を持たないかぎり、これか

ら自治体経営は維持できなくなるだろう。

　①成熟社会の加速と財政環境の悪化

　今日、日本の財政赤字は拡大の一途を辿っており、国

と地方を合わせた借金は1000兆円にも上っている。い

くら1450兆円の個人金融資産があるといっても、もは

や無制限に借金することはできない。また、これからは

人口減少が加速し、成熟社会が進行していく。人ばかり

ではなく、公共財も高齢化していくのである。

　私が志木市長を務めていた当時、市民から「赤水が出

るから水道管を替えて欲しい」という要請があった。市

役所の職員も「水道管を更新しなければならない」とい

うが、これは目に見え難い事業である。首長はどうして

も目に見える事業に傾注しがちであり、「もう少し更新

費用を抑えてくれ」、「いや、ライフラインは先延ばしに

できない」と、職員と押し問答したことがある。いずれ

にしても、人も公共財も高齢化の時代を迎えている。そ

のことを再認識する必要がある。

　②迫られる「税金をムダにしないシステム」への転換

　先に、「今後、地方分権は加速する」といったが、そ

れには政権が民主党に代わったこと以上に大きな理由が

ある。中央集権は、戦後の復興期にはよく機能したとい

える。しかし、これには重大な欠陥があり、膨大な税金

のムダ使いを生むということである。このムダを省くに

は、地方分権以外にないのである。

　国は、平成19年に地方分権改革推進委員会を設けた

が、これは住民には程遠い存在に終始した。地方分権に

は、地域それぞれがそのあり方を自己決定し、結果に自

己責任を持ち、自分たちの工夫を現場に生かすという面

もあるが、その究極の果実は住民が望むサービスを安く

提供できるようになることに他ならない。つまり、税金

をムダ使いせずに済むようになること、それが地方分権

だといえば、住民も自らの問題として意識せざるを得な

くなるだろう。

　税金をムダにしない政治・行政システムに転換するた

めには、まず、国と都道府県と市町村、それぞれが持っ

ている事務事業を一度バラバラにして、「この事業はど

こでやるのが最適か」と見直していく必要がある。民主

党政権では、国レベルの事業を対象としたが、国・都道

府県・市町村で権限が錯綜し、事務事業が重複している

場合も多いため、本来ならば、これら三つの政府につい

て同時に事業仕分けしなければならない。

　２． 自治体経営の自立化に向けた課題

（１）役割、機能とその発揮の仕方の再検討

　自治体で事業仕分けを行う際には、留意すべき点があ

る。私は長年、自治体と向き合ってきたが、自治体には

大事な哲学があると考えている。それは、弱い人も強い

人も共生できる地域をつくるということである。この点

を貫徹できなければ、行財政改革はやるべきではない。

　ハコモノ改革も、単なる財政のつなぎ役ではなく、そ

の原点は、公共施設のコストパフォーマンスを評価し、

自分たちが持っている財産を、弱い人々を中心に住民が

必要とするサービスに向けて、いかに使っていくかに置

くべきである。

　この基本に立って、自治体は以下のような視点から役

割、機能とその発揮の仕方など自らのあり方を問い直し、

自立的経営に取り組まなければならない。

　①どこでやるか～担当すべき政府の見直し

　第1に、さまざまな公共サービスをどの政府で行うこ

とがタックスペイヤー（住民）にとって最適であるかを

検証し、現在のあり方を見直すことである。国・都道府県・

市町村の各政府がバラバラに行っている事務事業を整理

し、それぞれの政府の存在理由と、「住民に最も近い政

府が担う」という普遍的原則を踏まえて、適切な政府に

移管する。さらに、重複しているものはひとつにまとめ

る。例えば、文部科学省のパイロット事業として林間学

校がある。1週間から10日間の林間学校を開くのに90

億円ものお金を出しているが、このような事業は、本来、

市町村が考えるべきことである。こうした驚くべき事例
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が少なからずある。

　まずはどこでやるべきか、担当する政府をしっかり見

直し、それぞれの政府が自己決定権を確立するとともに、

その責任を明確にしなければならない。その際、国・都

道府県・市町村の役割の明確化を阻害している多くの法

令を改廃する必要がある。その最たるものは、さまざま

な形で自治体を拘束している地方自治法である。

　②何をやるか～公務領域の見直し

　公務の領域も見直す必要がある。私は、市長を務めて

いた時に、市民プールを廃止した。志木市は東京近郊の

ベッドタウンで、市内には民間のスポーツジムが三つほ

どあり、都市化が進んでいる。当時、市営プールの老朽

化という問題があり、これを直すとなれば、駐車場や温

水プールなどに大きな予算を必要とした。市民に聞けば、

「小中学校のプールを一定期間、開放してくれればいい。

お年寄りなどが温水でのトレーニングを必要とするとき

には、補助すればいい。15億円も20億円もかけて市が

温水プールを造る必要はない」という。

　しかし、議会は全会派とも市民プール廃止条例には

反対である。志木市の人口は約6万4000人、そのうち

「6000人から7000人が市民プールを使っている」とい

う。一見すると利用者が多いようだが、これらは延べ人

数であり、施設に駐車場がない状況からしても、同じ人

ばかりが使っているとの感は否めない。1人が7回とし

て1000人使えば、延べでは7000人になる。それを指

摘すると、議会は「市にプールがなくては格好が悪い」

という。たしかに、それも一つの理由には違いない。

　そこで、議長に継続審査を願い出て、その間に住民

3000人ほどを対象にアンケート調査を実施した。結果

は、82％が「不要」。「いまさら市が温水プールをつく

る必要はない」というのが志木市民の意思であった。

　この例のように、従来、行政がやってきた領域と、今

日、住民が求める領域には、少なからず乖離が生じてい

る。「無いよりあった方がいい」という時代はもはや過

ぎ去った。そのことを、自治体関係者は認識し直さなけ

ればならない。公共サービスは、住民からの要求に基づ

いて実施されるのは当然であるが、システム上、受益と

負担が分断されていることから、実態とはかけ離れた必

要のないサービスや各政府からの押しつけサービスが供

給されているケースも多い。

　③どうやるか～執行から企画への転換

　自治体には、全部自分のところでやるという悲しい習

性がある。この点を見直す必要がある。先に触れたとお

り、中央集権体制の下では、国が頭脳であり、都道府県

と市町村は、その指示に従って執行することがその役割

とされた。それぞれ固有の環境があり、現場をみる的確

な目とそれに基づいて政策を立案する企画力のある優秀

な人材がいるにもかかわらず、自治体は事業執行集団に

甘んじてきた。地方分権とは、自治体が自分で考え、自

分で決定し、自分で責任を取る領域が拡大することを意

味する。したがって、分権の加速は、自治体に事業執行

集団から政策集団への転換を迫るものとなる。自治体は

十分に対応する力を持ちながら事業執行集団としての位

置づけを払拭できずにいるが、そうであるかぎり、住民

の目には公務員の給与は高過ぎると映るだろう。これか

らは自治体が自ら政策集団への転換を内外に示すことが

必要である。少数精鋭の政策集団であれば、年俸2000

万円でも、3000万円でも、住民には当然と受け取られ

るに違いない。

　事業の外部化、民間開放も進められているが、これら

を受身ではなく積極的に受け止め、自治体自身が大転換

を図っていく必要がある。しかし、ＰＦＩやＰＰＰなど

外部化を、従来の考え方を変えずにやろうとすると、成

果を上げるどころか挫折を繰り返すことになる。もっと

も大事なことは、強固な制度設計と柔軟な制度設計を両

立させることである。それは外部化の大きな目的である

サービスの質の向上はもとより、人口減少と低成長期の

地方経済を左右する地場産業の振興や雇用機会の増大に

もつながる。それにもかかわらず、往々にして最初の目

的にコスト削減を持ってくるため、外部化、民間開放が

暗礁に乗り上げてしまうことになる。コストも重要だが、

これは最後の目的とすべきである。



PHP Policy Review　　Vol.4-No.22 2010.2.3　　ＰＨＰ総合研究所

5

　④何を使ってやるか～サービス発信基地の見直し

　民主党政権の事業仕分けでは、行き過ぎた公共サービ

スも見直しの対象となった。必要以上に規模の大きい施

設をつくってはみたが、効果は上がらず、財政負担ばか

りが増えていく。そうした事業は、日本全国、枚挙に暇

が無い。この点を見直す必要がある。かつて自治体が大

型で豪華な庁舎を競い合った時代があったが、これはま

さにハコモノ行政の典型である。公共サービスの拠点と

して専用の施設を作らず、賃貸でサービス提供した方が、

安くつく場合も多い。土地を買い、施設を建設する。こ

れに延々と続く維持費が加わる。地代や建設費の元金の

返済もある。しかし、これらは別々の予算として計上さ

れるため、単なる事業仕分けでは検証対象からもれてし

まう。これからは公共サービスの内容とともに、提供の

方法を根本的に見直していかなければならない。

⑤�サービスの最低限をどこに置くか～ナショナルミ

ニマムとローカルミニマムの見直し

　では、そうした公共サービスの適正水準をどう考える

か。少し前の数字だが、平成18年度予算では、地方の

歳出は98兆円程度であった。このうちナショナルミニ

マム、あるいはローカルミニマムとして、どのくらいの

お金が使われているか。

　例えば、区画整理は福祉的事業に入れるべきかどうか

を考えてみよう。もちろん、入らないという判断が多い。

しかし、考えてみると、区画整理をしなければ下水が入ら

ない。下水が入らなければ水洗にならない。それでは人

間としての最低限の生活ができないと解釈すると、ロー

カルミニマムの範疇に入るだろう。このように少し広義

にローカルミニマムをとらえてみる。一方で、公共サー

ビスには、もう一つの顔を持つ選択的事業がある。これ

は公益の部分ではあっても、必ずしもミニマム的事業で

はないものである。このように地方の事業を区分してみ

ると、地方の歳出98兆円のうち約55兆円がローカルミ

ニマムに該当し、残りの約43兆円が選択的事業となる。

　ここに、中央政府が福祉的経費の伸びを抑制し、これ

に多少でも景気後退が加わると、日本社会全体がガタガ

タしてしまう理由がある。つまり、国の1.5倍の行政

経費を使う地方では、選択的事業のウエイトが高く、福

祉などのミニマム的事業に回すウエイトが低いというこ

とである。こうした視点からも、国と地方の事務事業を

検証し、役割分担を明確にすることによってナショナル

ミニマムとローカルミニマムの問題を改めて見直してい

く必要がある。

⑥�各政府の行政経費はいくら必要か、財源の偏在をど

う考えるか

　国・都道府県・市町村の役割分担に基づく行政経費が、

そもそもいくら必要かの見直しも重要である。いままで

国と地方の協議における最大のテーマは常に地方に対す

る税財源の移譲であった。しかし、必要な行政経費の算

定もないままに、国と地方が現行ベースで金のつかみ合

いをすることは極めてナンセンスである。家庭や企業で

あれば、お小遣いや経費は収入から逆算し、一定の原則

のもとに配分する。

　さらにもうひとつ、財源の偏在という問題がある。基

礎的自治体の間には約200倍もの財政格差が存在して

いる。これでは十分すぎる財源をもつ自治体をそのまま

にして、財源の無いところ同士だけで支え合うには限界

がある。しかしながら、「うちはお金があるから大丈夫」

といって無秩序に事業を肥大化させた都市にも、厳しい

財政危機が必ず訪れる。高齢者の激増と大量な公有財産

の老朽化のためである。

　したがって、すべての自治体を対象とした財源調整が

必要となる。国家といえども、無原則な大借金をいつま

でも続けることはできないからである。これからは国と

自治体のすべてを一体的にとらえるなかで、収入と役割

分担に見合う行政経費の配分を考え、これと併行して自

治体間の財源調整を行うことが必要な時代である。

　⑦内政的・広域的な課題をどうするか～「道州制」の

　　導入

　都道府県は市町村レベルでは解決できない広域的な課

題や、国家レベルでは解決する必然性のない課題に対応

する役割を担っている。しかし、分権がより加速すると、
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現在の都道府県の行政単位では小さすぎて受け皿になり

得ないというところに、道州制論議の起点がある。した

がって、道州制は、単なる都道府県の合併ではなく、各

政府の公共サービスを含む行政行為についての主権を

しっかりと明確化することが導入の絶対条件となる。と

ころが、平成の大合併が抜本的な分権を伴わず、単なる

行政規模の拡大だけに終わってしまったために、道州制

に対する国民・住民の理解は進むどころか後退している

のが実状だ。

　一方で、現状における都道府県の位置づけにも課題が

ある。第1に、地方分権一括法によって都道府県と市町

村は対等の関係に改められたが、いまなお都道府県は市

町村に対して上級官庁的な優位性をもっていることであ

る。これは長らく指導官庁として市町村の上に君臨し続

けてきた歴史に加え、現在でも国と地方の関係と同様に

都道府県から市町村への補助金や事業の箇所付け、国に

対する都道府県経由の交付申請手続きなどが存在してい

るためである。

　第2に、都道府県は広域的な事務事業を担う補完的な

政府でありながら、市町村を包括し、地方の指導官庁的

な性格を有する。そのため国の施策とも重複し、とりわ

け福祉的事業では市町村とも多くの部分で重複すること

である。

　第3に、都道府県は欧米における州政府とは権能も、

歴史的な成り立ちも、根本的に異なるものであることを

認識する必要がある。なぜなら、これらの誤った認識や

位置づけは抜本的な分権を大きく阻害する要因になると

ともに、現状においても主体的かつ自由に活動すべき基

礎的自治体に対して、国と地方の関係以上に実質的な従

属関係を築くに至っているためである。基礎的自治体の

重要性の観点からも、役割分担の明確化を基礎とした地

方間における従属関係の是正、そして早期における道州

制の導入が求められる。

（２）運営体から経営体への転換

　以上のように、自治体には役割、機能とその発揮の仕

方などを見直しながら、一方でその組織体質を「運営体」

から「経営体」に転換していくことが求められる。

　例えば、資金繰りをどうするかと考えている自治体は

まだあまりないが、これも、もはや避けては通れない課

題である。自治体のなかには財政危機宣言を出すところ

が少なからずある。しかし、住民にしてみれば、財政が

厳しいからといって痛みを押し付ける財政危機宣言は、

大変迷惑な話である。「何が財政危機宣言だ。職員を増

やすのに、我々にいちいち相談したか」というのが住民

の率直な気持である。

　本来、行財政改革は息の長い取り組みでなければなら

ない。短期間に効果が上がるような改革は、負の側面も

大きい。職員採用を絞っても初任給は安く、ベテランの

リストラに比べれば高が知れている。ベテランをリスト

ラするのと同等の効果を得ようとすれば、長いスパンが

必要であり、住民に痛みを与えるようなことにも、しば

しば取り組まなければならない。しかし、住民への痛み

はできる限り回避することが経営体たる自治体の大切な

責務である。なぜなら、現在のように経済的環境が極め

て厳しく悪化が続く状況では、痛みに耐える住民の体力

にも限界があるからである。

　それでは、自治体の資金需要と行財政改革の成果との

タイムラグを埋めるために、何をすればいいか。そこで、

ハコモノ改革が俎上に上る。ハコモノ改革は、単に資金

繰りに貢献するだけでなく、痛みの少ない特効薬だから

である。

　これからは、首長も議員も自治体職員も意識を変える。

前例を変える。運営体ではなくて経営体として考える。

そうした前提に立って、公共施設の多様な活用を考えて

いくことがオーナー（住民）自身から強く求められてい

ることを自覚する必要がある。

　３． 突破口としてのハコモノ改革をこうして動かせ

　しかしながら、首長も議員も自治体職員も、ハコモノ

改革に手をつけるのを避ける傾向にあるのが現実だ。だ

が、これは意外にも住民への痛みが少なく、やりやすい
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改革である。これほど多様な手段と多様な補完措置を持

ち、知恵の出しやすい改革は他にないからだ。

　このハコモノ改革を進める上で重要なことは、わかり

やすさである。なぜなら、改革はどれも、まだ見たこと

もない新しい道をつくるものであり、その不安を取り除

くことが肝心だからである。

　その意味でも、ハコモノ改革には住民参加が不可欠で

ある。民主党政権の事業仕分けでは、国の4700～ 4800

事業のうち400程度を対象とした。国レベルであれば、

あのようなスタイルのパフォーマンスでもいいかもしれ

ないが、市町村レベルでは、住民参加と公開の中で「こ

の事業は必要・不要」と仕分けることが重要である。

　それには施設白書の作成が有用である。繰り返しにな

るが、首長も議員も自治体職員も、公共施設の見直しが

必要とはわかっていても、なかなか手をつけようとしな

い。利用する住民に改廃や転換を問いかける「わかりや

すい資料づくり」に時間を要することや、住民に対する

逆コンプレックスがあるためだ。逆コンプレックスとは、

住民を見下ろす目線であり、住民の無理解を無意識の内

にも信じるところから生まれる。施設白書の作成はこれ

を打開する契機となる。

　これから自治体関係者は、施設白書の必要性を「施設

白書を作ることにはこれだけのメリットがある。そのメ

リットをこう生かしていく」というところまで、動線を

長くして住民に説明していく必要がある。お金が足りな

いときに、サービスカットや負担増をいえば、住民には

そっぽを向かれる。10億円足りなければ、「15億円捻

出して、5億円をサービスの充実に当てる」といえば、

住民も行財政改革に賛成してくれる。

　改革とは未来をつくることであり、達成後の果実を明

確にすること、その前提として、なぜ住民のためにハコ

モノ改革が必要なのかという「住民起点」で取り組むこ

とが基本となる。その上でハコモノ改革を成功に導くに

は、以下の諸点を踏まえることが鍵となる。

　①空気を読む

　とくに大事なことは、「空気を読む」ことである。住

民は誰しも、民主党政権の事業仕分けを見て、身近な市

町村にも国と同じようにムダがたくさんあるだろうと

思っている。ムダの排除に対する住民の厳しい視線があ

るのだ。したがって、今回のような事業の見直しに対す

る住民の拍手は、単に一過性のものだとは思わない方が

いい。

　その一方で、議会の問題がある。議長や団長のところ

には、一般の議員から、「このサービスをやめないでく

れ」、「あの高校をなくさないでくれ」とたくさんの要望

がくる。地域を代表する議員としては、それもやむを得

ないことだろう。では、そういう人たちをどう説得する

か。先に志木市の市民プールの例を上げたが、例えば

100人しか使っていなくても「大事だ」という議員はい

る。多様な意思を集約するために、多数の議員が首長と

対峙する形で構成されている議会ならば、やむを得ない

ことである。当然のことだが、そういう人たちにも十分

な理解を求めていかなければならない。

　自治体職員はどうか。「自分達にできるだけ痛みのな

い行財政改革にしてくれ」というのが本音だろう。それ

でも、自治体のオーナーである住民、とりわけ弱者には

痛みを与えたくないものである。この点は、首長や議員

も同じだろう。住民の痛みは自分たちにもしっかりと跳

ね返ってくる。行財政改革にはカットがつきものだと思

いがちだが、そんなことはない。創意や工夫によって、

痛みを除くのに十分な手段が考えられる。企業や家庭と

は異なり自治体には時間と財産がある。かといって、こ

れらをただ放っておけば、手遅れになり、取り返しのつ

かないことになる。改革には自治体職員の確かな責任感

と自覚が必要である。

　②プラス目標を設定し、わかりやすく説明する

　前述の通り、痛みが少ない改革の本命はハコモノ改革

である。壊して、売却して、補完措置をきちんとすれば、

それで済んでしまう。問題は、それによって得られた果

実を、どういうサービスに変えて住民に還元していくか

である。それができれば、痛みを被る人は誰もいない。

いままで施設を使っていた人には、補完措置を提供する。
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無駄な施設や非効率な施設を転用、廃止、売却すること

によって、必要なサービスを充実させる。誰が見ても、

拍手喝采である。繰り返すようだが、ハコモノ改革は痛

みが少ない改革の大本命なのである。

　行財政改革を首長にも、議員にも、住民にも理解して

もらうには、いろいろなところにプラス目標を設定する

ことが不可欠である。施設白書の作成を通したハコモノ

改革でも、プラス目標や果実をまず先に設定する必要が

ある。「1人にいくらかかる。1冊にいくらかかる。1時

間にいくらかかる」では、「そんなにかかるんだ」と感

心されて終わるだけである。「こう変えれば、コストが

いくら下がる。下がったコストはここに使う」と説明す

れば、「やろう」ということになる。このようにプラス

思考で目標を設定し、わかりやすく説明することが肝心

である。

　③特定施設ではなく全施設を対象にする

　公共施設を見直す場合、「どれを抜き出す」ではなく、

「1から100まで全部」と発想しなければ、何の前進も

期待できない。市町村が政策官庁に変わり、事業を外部

化していけば、最終的には庁舎も要らなくなるだろう。

こうした流れをつくる端緒は、公共施設を個別にではな

く全てを対象として捉え、見直すことに他ならない。

　なお、この作業をワーキンググループを設置して進め

る場合には、担当課だけではなく、あらゆる課を巻き込

んで組織すること、そして期限を設定して取り組むこと

が重要である。

　また、行政にとって公共施設の見直しは、市場の動向

など特異な分野が含まれることから、コンサルタントを

入れることも検討する必要がある。その際、コンサルタ

ントには規定以上の報酬を用意することも考えなければ

ならない。基礎的料金の上に、捻出できた効果に対して

成功報酬を付与するなどの工夫が必要であり、従来とは

異なる報酬制度、契約制度、委託制度、顧問契約などを

追求すべきである。こうした点でも、自治体には、運営

体から経営体に自らを転換していくことが求められる。

　おわりに

　これから日本の社会は、人口減少と高齢社会の加速、

財政環境の悪化から大きく変わっていかざるを得ない。

自治体も同様である。そのときにハコモノの見直しは、

避けて通れない課題であるとともにカンフル剤としての

効果も期待できる。首長も自治体職員も住民も求めてい

ることであっても、案外、その重要性に気づくのに遅れ

るのがハコモノ改革だ。それは、自治体が激しく流動す

る社会に直面した経験を持たないことに起因している。

それだけに、自治体を取り巻くすべての関係者にきちん

と説得できる新たな発想をもって、真正面から取り組む

ことが重要である。新しい確かな未来がそこにあるから

である。

（本稿は、筆者が、ＰＨＰ総合研究所で行った講演をも

とに加筆修正したものである。）
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政府の地域活性化策を問う
～真の処方箋は道州制導入にあり～ 主席研究員　荒田英知

2007.10.24(Vol.1-No.2) 外交・安全保障

日本のインテリジェンス体制
「改革の本丸」へと導くＰＨＰ総合研究所の政策提言

主任研究員　金子将史

2007.9.14(Vol.1-No.1) 地域政策
「地域主権型道州制」 は日本全国を活性化させる

代表取締役社長　江口克彦
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『PHP Policy Review』
　Web 誌『ＰＨＰ Policy Review』は、弊社研究員や国内外の研究者の方々の研究成果を、各号ご

とに完結した政策研究論文の形で、ホームページ上で発表する媒体です（http://research.php.

co.jp/policyreview/）。

　グローバリズムの急展開、ＢＲＩＣＳ諸国の台頭、エネルギー資源の高騰、金融市場の混乱、絶

え間なく続くテロや地域紛争など、２１世紀の世界は混迷を極めています。国内に眼を転じれば、

少子高齢化社会、増え続ける公的債務、東京一極集中、地域の衰退、教育の荒廃など、将来に向

けて解決すべき課題が山積です。

　これらの問題の多くは、従来からの発想だけでは解決できないものです。官民の枠を超え、様々

な智恵が求められています。『ＰＨＰ Policy Review』では、「いま重要な課題は何か。問題解決

のためには何をすべきか」を問いながら、政策評価、政策分析、政策提言などを随時発表してま

いります。



株式会社PHP 総合研究所とは

　1946 年に設立された独立の民間シンクタンク。創設者の松下幸之助

の願いである PHP（Peace and Happiness through Prosperity：繁栄に

よって平和と幸福を）の実現に向けた研究活動に取り組んでいる。

　これまで「学校教育活性化のための七つの提言」、「2010 年　日本へ

の提言－総合的で重層的な安全保障－」、「地域主権型道州制」、「日本

の対中総合戦略」やマニフェスト検証など、多くの研究・提言を発表

してきた。

メールマガジン登録のご案内

株式会社ＰＨＰ総合研究所の最新情報をお届けします。

　　　　　　　　　　　　　　　・政策研究、提言

　　　　　　　　　　　　　　　・論文

　　　　　　　　　　　　　　　・コラム

メールマガジンの配信をご希望の方は

http://research.php.co.jp/newsletter/

へアクセス後、ご登録下さい。


