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時代の大きな転換点 
 

 ●世界規模の経済変動    
    ・冷戦の崩壊とグローバル経済の本格化 ➡国際競争、金融資本 
    ・右肩上がりの成長の終焉 ➡低成長時代、企業の海外流出、雇用の不安定化 
    ・国家の財政赤字の悪化 ➡社会保障体制の崩壊 
 
 ●少子高齢社会の本格化 
    ・人口比率の変化（子ども／生産年齢の減少、高齢者の増加） 
    ・人口減少時代の突入 
    ・社会生産力の低下、税収の減少、世代別負担の格差 
    ・社会保障（医療・年金・介護）・子育て・健康・交通問題への不安 
 
 ●社会の流動化と「個人化」の時代 
    ・家庭／学校／会社といった社会的基盤組織の流動化 
    ・地域コミュニティの希薄化（若者の流出、孤立化、経済の疲弊、限界集落） 
    ・信頼できる社会的しくみの不在 ➡「私化」（自己決定、自己責任） 
    ・コミュニティの閉鎖性 
 
        ⬇ 

 パラダイム転換の必要 
   ①「国家＝官＝公」と国家主導の政治・行政 ➡地方分権と自治体の自立 
   ②「成長経済」「人口増加」の前提 ➡持続可能な経済と社会資本の拡充 
   ③「依存型・閉鎖的地域」の限界 ➡市民社会の充実と市民参加 
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従来型行政の限界 
  

 ◎国家統治の限界 

   自治体を拘束する中央省庁主導の行政体制 

   統治の画一性、非効率性、現場からの乖離 

 

 ◎再分配行政の限界 

   行政資源を支えていた安定的成長経済と人口増加の終焉 

   行政需要の変化 

 

 ◎行政の市場化の限界 

   行政民営化の本格化と行政コスト削減の危うさ 

   競争優位と公共空間の萎縮 

 

 ◎行政管理の限界 

   市民・民間・地域を管理統制することの矛盾 

   市民力の展開可能性を阻害 
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公共空間の回復に必要なこと 
 

 ◆問題を抱えている現場からの自治 

  ☆地方分権改革の必要（「当事者・現場に即した自治体運営」の追求） 

    中央省庁に独占されてきた権限と財源を自治体に分割移譲 

      →縦割り行政の克服、自治体の自立／地域に即した政策 

    自治体の再位置づけ 

      →市民からの信託（行政と議会） 

  ☆市民社会の可能性（市民参加を基軸とする自治体） 

    市民活動、地域活動、経済活動 

    市民社会・地域社会によるリスク共有とセーフティネットの充実 

    行政以外にも公共を担いうる多様な担い手（従来の蓄積＋新しい動き） 

 

 ◆市民自治「行政拡大」から「行政縮小」、そして「自治」の再問へ 

    行政中心の（再）分配という構図の限界 

    行政がなすべきことの範囲・内容の見直し 

       ｜ 

    市民・行政・議会のあり方および関係性の見直し 

    市民からの信託という原点 

    改めて市民自治を構築する必要 
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重層的民主主義の再構築 
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執行機関 
（首長・行政） 

市民 

課題解決 

意志決定機関
（議会） 

間接参加 
（選挙） 

政治・行政的公共性 市民的公共性 

政治・行政過程への参加 

直接参加 



市民参加の位相 
                                    意志決定 

 

 

 

 

 

 

 

   非政治・行政                                       政治・行政 

    （社会・地域） 

 

 

 

 

 

 

 

                             事業実施 
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•行政の諸事業   

•市民提案事業 

•審議会, WS 

•協働型プロジェクト 

•地域活動 

•NPO・ボランティア 

•CSR, pro-bono 

•寄付〜社会的投資 

•自治体の意志決定 

•PC, PIなど 

•住民投票 

•地域団体運営 

•市民／民間団体運営 

•地域自治組織 

②私的な 

自己決定 

①公的な 

意志決定 

④行政の 

政策事業 

③市民の 

自主活動 



市民自治の考え方 
 

 ◎「信託（trust）」政治の再考 

    市民の「信託」を通じて存在している政府 

    市民は自治体政府と国家政府の双方に信託 

    時代の転換期において、この信託の内容が改めて問われている 

    市民は何を委ね、いかなる政策の実現を望むのか？ 

 

 ◎出発点としての市民 

    市民自身でできることは市民がやる 

      ・共助や社会的連帯、地域自治の再構築 

         ↓ 

    市民でできないことは行政がやる（補完行政） 

      ・市民が生活していく上で必要な最低限の保障（政策法務） 

      ・行政の効率化と限られた行政資源の有効活用（政策財務） 

    但し、行政はミニマム以上のことはできないため、ミニマム以上は 

    市民の自由な選択となる 

      ・行政による政策展開 or 市民自身による政策展開 

      ・過渡期としての協働（公私の役割分担の流動化、見直し） 
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補完性原理と自治型社会 

 

 

個人・家族 

近隣 
地域コミュニティ 

基礎自治体 

市民団体・地域団体・
民間企業 

広域自治体 

国家 

国際社会 【補完性原理】とは、 
 より狭域の共同体において、自己 
 決定と自治が行われることを原則 
 とし、当該共同体が自ら不可能と 
 判断する場合は、より広域の共同 
 体が補完するという考え方 

◎国と地方との政府間関係において、 
 自治体の自由度を高めることを目 
 的として、前者から後者への権限 
 移譲を正統化する（分権） 
 
◎様々なレベルにおいて展開される 
 自治活動を最大限に尊重するとと  
 もに、市民の判断に基づいて政 
 治・行政を運営する（補完） 
 
◎相互補完関係の社会的ネットワー 
 クを重層的に構築する 
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市民活動とまちづくり 
 
 ◇もっとも「身近なところ」からのまちづくり 
  ・現場の当事者たちが必要としているものに接近できる 
  ・問題を抱える当事者にもっとも身近なところから課題解決を図る 
  ・人間の生活規模に応じた重層的な取り組み 
 
 ◇「実感」の連鎖 →「響き合いの市民・地域活動」 
  ・個々人が諸問題を見る・聞く・話すことによって「実感」する 
   ことが市民・地域活動の出発点 
     他者を感じる自分／必要とされる自分／何かしようと思える自分… 
  ・「実感」の連鎖こそが市民力・地域力を育む 
     まずは「実践」することが何よりも大切 
     「言い訳」ではなく「気づき」が豊かな発想と関係性をつくる 
  ・参加こそが公共の福祉を創り出すとうい発想 
 
 ◇「共助」から「社会的創造」まで 
  ・共助の支え合いが市民の生活を支える 
     現状認識、課題発見、担い手の創出 
     市民活動、地域活動、企業活動が繰り広げるまちづくりの可能性 
  ・様々な参加が新たな人間関係資本を形成する 
     社会的創造が自分なりの幸福を具現化していく基盤 
     社会的イノベーションの開発・進展・相互共有 
        ↓ 
 一定の合意に基づいて、様々な動きを開き、制御し、組み立てていく必要 
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自己実現型まちづくりの拡がり 
 

 ◎自分の可能性を試せる場 

   Uターン・Iターン 

   自分の居場所・自分を活かせる場所を求める人たち（各世代） 

   田舎志向、スローライフ、プロボノ、非物質的豊かさ（幸福観・夢） 

 

 ◎関係性を持つことを価値化する動き 

   生産者と消費者、観光客と地元、都市と農村、若者と高齢者 

   関係性に価値を見出すことによって、新たな動きを作り出す 

   当事者に接近することによる付加価値づくり（参加と体験） 

 

 ◎地域内外に開かれる交流 

   従来の枠組みとは異なる発想や行動、ベンチャー企業・起業する人たち 

   開かれた自治体に拡がるヒト・カネ・モノ・情報の充実と循環 

   市民や民間がチャレンジできる場や機会の創造が新たな可能性を生む 

      ↓ 

 自治体や地域の実情に即した連携のあり方 

 それぞれの思いや実践力を巧みに組み合わせるマネジメント 
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資源の新しい流れ 
 

【従来型】 

                       税金 

 

 

 

                                                              行政サービス 

【今後】 
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シビルミニマム＋α 

・事業の合理化 
・税収の拡充 
・民間委託～PPP 

・日常（挨拶・ゴミ分別） 
・市民参加、民間参入 
・市民活動（共助） 
・ボランティア 
・CSR プロボノ 

 
・地域資源の価値化 
・寄付（税制優遇） 
・社会的投資 

・市民との対話 
・コミュニティ支援 
・領域横断の政策 



自治体の自立に向けて 
 
【総合行政の確立】 
  ●縦割り行政からの脱却 
    通達（縦割り）行政を継続ではなく、自治体独自の課題設定 
    単なる分配行政からの脱却と自立的な行政／議会運営 
    限られた資源を課題解決に有効に結びつける体制 
  ●総合行政に必要な体制整備 
    自立的な自治体運営体制の確立 →「自治基本条例」等 
    徹底した行財政改革 →「政策法務」「政策財務」 
    行政能力の吟味、独自の政策順位、予算配分、政策評価 
  ●行政の範囲は市民の自治活動と相即的に考えられる必要 
    行政依存は行政肥大、市民の自立は行政の質的向上へ 
    市民生活の最低保障（社会保障と社会資本）＋α 
     ↓ 
【独自の政策づくり】 
  ◎自治体の実情に即したまちづくり 
  ◎分野横断的な政策づくり →事業の相乗効果 
  ◎ヒト・カネ・モノ・情報の多角的な活用 
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行政目線と市民目線 

 

     行政           市民 
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各法律に基づく固定業務 
諸計画・予算の枠組 
前例踏襲の諸事業 

 

未対応・非対応領域 

信託 
日常生活 
行政依存 

 
 
 
 運用・状況判断 

政策・事業見直し 
（シビル・ミニマム＋α） 

生活状況の流動化 
価値観の多様化 
公共意識の高まり 

自立化 

ここにズレ！ 

政策づくりのポイント 



公共的な「過程」への市民参加 
 

 ◆地域住民に関する情報共有の必要 

    開かれた市政を目指す 

     →情報公開の原則・条例・制度運用・手続、オープンデータ 

    情報の共有しながら、課題解決に向けた動きを作り出す 

     →地域懇談会、政策説明会、市民と職員による協議、市民会議など 

     

 ◆ 「決定されたこと」への参加から「計画・実施・評価すること」への参加へ 

    問題発見・企画立案・事業実施・事業評価の各プロセスへの参画 

     →課題解決に向けた役割分担の見直し 

      市民参画、市民・民間提案の評価と活用など 

    諸資源の接合と協働のまちづくり 

     →共通の土俵づくり、行政による架橋 

      ワークショップ型・対話型の政策づくり 

 

 ◆市民参加を活かす自治体運営 

   市民参加を通じて見出される諸資源を開花させる自治体運営 

   行政主導は必要最低限の政策保障、それ以上は独自の政策論として展開 

   行政の役割は市民とのやりとりを通じて見出だす必要 
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協働から自治への展開イメージ 
 
 
 
 
 
 

 
             【信頼関係の構築】 

 

 
           【積み上げ式による連携の模索】 

    市民の学習・経験の蓄積     協働事業の経験・提案の蓄積 
    地域・団体活動の進展      既存事業の見直し 
 

 
    地域・団体活動の自立化     新たな政策の形成・実施 

 
 
 
    地域分権・市民自治       自治型の行政運営          
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市民・地域活動 行政活動 

市民・地域活動の実践 市民・地域活動の支援 

協働事業の企画・実施 行政からの事業提案 

パートナーシップ 

自治体内分権 

 持ち寄り型の連携 



協働手法とその循環 
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市民の領域 
 

 

個人や家族の自主性と
判断に基づいて活動が
行われる領域 

協働の領域 
 

 

地域社会における様々な主体や
能力や特性を通じて、市民相互
の連携を行う領域 

行政の領域 
 

 

行政の責任と判断に
よって行われる領域 

・民間委託 
・指定管理者制度～PPP 
・オープンガバメント 

・行政評価指標の設定 
・事業や施策の見直し 
・フィードバック 

・市民提案型協働型事業 
・行政提案型協働事業 
・団体育成／自立化促進                      

・地域への権限移譲と自立化 
・様々な活動団体の横のつながり 
・学区単位などの住民自治組織 
・行政との連携の受け皿 

・市民との対話 
・審議会、公聴会 
・PC, PI, TM, WSなど 
・計画／事業への市民参画   
・無作為抽出型会議 

 
 

市民と行政との協議を
通じた役割分担の形 

 

 

 
協働手法の循環が 
市民・民間の力を 
最大限に引き出せる 

 ・既存の連携事業 
・市民と行政が連携 
 するプロジェクト 



市民が主役のまちづくりへ 

 

 ◎市民自治をどのように拓くかが今後の自治体運営の鍵 

 

 ◎市民が自分たちにできることをすることが出発点 

 

 ◎政治や行政は市民の自立と相即的であることに留意 

 

 ◎多角的な市民参加の環境をいかに開くかが重要 

 

 ◎現場の当事者に接近することの意味を考える 
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