自治体
自治体のこれか

自治体をとりまく
現状と環境変化

含まれているように思われる。しか
し、その一方で「２０４０研究会報
告書」では、「自治体戦略２０４０
構想は、２０４０年頃にかけて迫り
来る我が国の内政上の危機を明らか
にし、共通認識とした上で、危機を
乗り越えるために必要となる新たな
施策（アプリケーション）の開発と
その施策の機能を最大限発揮できる
ようにするための自治体行政（Ｏ
Ｓ）の書き換えを構想するものであ
る」と述べ、本文に付けられている
注釈を見ると、「アプリケーション
は 、 ＯＳ が 提 供 す る 機 能 を 利 用 し て
作動することで、目的に応じた作業
を行うことができる」と付け加えら
れている。こうした国と自治体の関
係についての表記や、報告書で述べ
られている今後の自治体のあり方や
方向性が、本当に地域住民と日本の
地域を再生し、活性化するものにし
ていけるのかについては議論すべき
点も多い。本稿においては、こうし
た政府の検討も踏まえ、今後の自治
体のあり方について考えてみたい。

２

⑴人口減少と少子高齢化

改めて述べるまでも無いが、日本
における人口減少と少子高齢化は深
刻な状況にある。国立社会保障・人
口問題研究所「日本の将来推計人口
（平成 年１月推計）」における
出生中位（死亡中位）推計では、
総人口は、２０３０年の１億１，
６６２万人を経て２０４８年には
１億人を割って９，９１３万人とな
り、２０６０年には８，６７４万人
になることが見込まれている。ま
た、生産年齢人口（ ～ 歳の人

64

１ はじめに

厳しい人口減少の中で、担い手不
足が深刻化している小規模自治体の
議会をどうするのか、そして、同様
の状況が進行する中で行政そのもの
のあり方をどのように考えるのか、
といった問題関心がみてとれる。地
方分権改革が、分権一括法の制定に
よって具体的に進展してから 年が
経過してそのあり方が問われる中、
こうした国の動きは何を意味してお
り、地方自治にとってどのような影
響を与えるのかが課題となろう。
本稿においては、この二つの研究
会報告書のうち、「２０４０研究
会」内容について検証し、今後の自
治体のあり方について検討する。確
かに、人口減少、少子高齢化、さら
には激甚災害が頻発する日本の現状
を踏まえ、今後の自治体戦略をどの
ように展望していくのかは重要な課
題であろう。また、これら研究会報
告書の問題意識には、重要な論点も

15

（一財）

32

２０１８年７月５日、第 次地方
制度調査会が発足し、安倍総理から
地方制度調査会（会長 市川晃 住友
林業社長）に対して、以下のような
諮問が行われた。すなわち、「人口
減少が深刻化し高齢者人口がピーク
を迎える２０４０年頃から逆算し顕
在化する諸課題に対応する観点か
ら、圏域における地方公共団体の協
力関係、公・共・私のベストミック
スその他の必要な地方行政体制の
あり方について、調査審議を求め
る。」というものである。具体的な
検討内容として想定されているの
は、地方制度調査会発足に先だって
設置され、検討を行った総務省の二
つの研究会の報告書に記載された内
容であろう。
この二つの研究会とは、２０１８
年３月に報告書を提出した「町村議
会のあり方研究会」と同年７月に第
二次の報告書が提出された「自治体
戦略２０４０構想研究会」（以下
「２０４０研究会」）である。自治
体行政と自治体議会のあり方につい
て検討を行い、研究報告書を提出し
た二つの研究会の共通の関心事は、
人口減少社会にこれからの自治体が
どのように対応していくべきか、と
いう点であろう。

24
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【総務省HP「自治体戦略2040構想研究会 第一次報告（概要）」より】

口）は２０１０年の ・８％から減
少を続け、２０１７年には ％台を
割った後、２０６０年には ・９％
となるのに対し、高齢人口（ 歳以
上の人口）は、２０１０年の２，
９４８万人から、団塊の世代及び
第二次ベビーブーム世代が高齢人
口に入った後の２０４２年に３，
８７８万人とピークを迎え、その後
は一貫して減少に転じ、２０６０年
には３，４６４万人となる。そのた
め、高齢化率（高齢人口の総人口に
対する割合）は２０１０年の ・
０％から、２０１３年には ・１％
で４人に１人を上回り、 年後の
２０６０年には ・９％、すなわち
人に１人が 歳以上となることが
見込まれている。こうした日本の深
刻な人口減少・少子高齢化は、地域
のあり方にも深刻な影響を与えるこ
ととなろう。
人口減少や少子高齢化といった課
題に対する対応は、地方分権の時代
を迎える中で一定の取り組みとして
実践されてきた。地方分権推進委員
会の最終報告において、当面する高
齢化社会の諸課題に的確に対応して
いくために、行政の総合化を促進
し、公私協働の仕組みを構築するこ
とが提案されてきた。さらに、第
次地方制度調査会の「今後の地方制
度のあり方に関する答申」では、基
礎自治体のあり方に関する記述にお
いて、地域における自己決定と自己
責任の原則を実現するため住民自治
を重視することが説かれ、さまざま
な方策を検討することが必要である
とされ、住民自治のあり方について
もその充実が求められた。すなわ
ち、「地域における住民サービスを
担うのは行政のみではないというこ
とが重要な視点」であるとされ、住

民や、重要な行政のパートナーとし
て の 自 治 会 や 町 内 会 、 ＮＰＯ そ の ほ
か民間セクターとの協働や、相互に
連携していく新しい公共空間を形成
していくことが重要であることが指
摘されている。
このように、地方分権を踏まえ、
自治体のあり方が検討されてきたも
のの、大都市圏、地方圏ともに現状
は極めて厳しいものとなっている。
今後の人口減少や少子高齢化は深刻
であり、後にみるように大都市部と
地方都市・中山間地のそれぞれに多
くの課題が生まれている。また、激
甚災害が地域社会に与える影響は甚
大なものになっている。これらに
よって生じる自治体が抱える課題
は、複雑・多様化する一方なのであ
る。

は、大都市自治体における課題であ
る。大都市部では、従来の日本で維
持されていたような相互扶助が弱体
化し、子育てや高齢者介護に困難を
生じることとなる。
更には、マンション等の集合住宅
における空き家の発生は、元来希薄
な傾向にある集合住宅のコミュニ
ティ力を更に低下させ、災害発生時
の助け合いや、適切な更新や建て替
えに向けた区分所有者間の合意形成
等を一層困難なものとする。地域に
おける世帯構成の変化や空き家の動
向は、住民自治を支える地域組織と
も密接に関連している。増加する空
き家に対し、法令整備の面からの国
や都内自治体による対応が進む一
方、空き家を再生するなどして新た
に活用方法を見出す事例も都内各所
で見受けられるが、課題も多い。区
内に空き家を抱える所有者と地域貢
献活動の拠点・施設を探す団体との
マッチングを行い、既存空き家を地
域交流活性化、地域コミュニティ再
生に寄与する施設として活用するな

【東京の空き家率の推計】

⑵大都市における高齢者の孤立と
地域の衰退

「東京の自治のあり方研究会報告書資料」より

こうした現状を踏まえ、自治体が
抱える課題について、改めて考えて
みたい。まず、第一に考えられるの
（東京区部・2010年を100とした場合）

【75歳以上人口の推移】
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（「東京の自治のあり方研究会」報告書資料）

どの取り組みが必要である。空き家
が急増する中、高齢者福祉などの新
たな需要への対応や、地域の振興・
発展を図るための資源として積極的
に活用していく必要がある。
一方、東京都における自治会の組
織率は、傾向的に低下してきてお
り、今後のコミュニティの行方が極
めて厳しいことを示している。ま
た、商店街は、単に地域経済の動向
を左右するのみならず、地域の核と
して、あるいは住民の情報共有の場
として機能することが想定される
が、それが機能しなくなることが危
惧される状況にある。
また、自治会・町内会の維持に
とって、子ども会の存在は重要で、
子ども会の活動を通じて、自治会が
組織され、活性化する契機となる場
合が多い。しかし、少子化による子
どもの減少や、核家族化の進行によ
る若い世代との世帯分離は、そうし
た子ども会の活動の活性化を阻害
し、地域の絆を形成することが困難
になる。また、その結果、高齢者の
みの世帯が増加し、それぞれの連帯
も損なわれるような状態が生まれる
こととなる。
このように、大都市部におけるコ
ミュニティの現状には深刻な課題が
生まれてきており、今後に多くの課
題を残している。高齢化した大都市
では、高齢者が急増し、行政のコス
トも上昇するため、後に見るような
協働の取り組みへの期待が高まる
が、それすらも困難にさせる状況が
存在しているのである。

⑶中山間地、農山村漁村の
コミュニティ縮小・集落消滅

一方、中山間地域や農山村漁村、
さらには離島を中心に、過疎化・高

齢化の進行で急速に地域の衰退が見
られるようになっている。このよう
な状態となった集落では集落の自
治、生活道路の管理、冠婚葬祭など
の地域の連帯機能が急速に衰え、集
落の消滅が現実化することとなる。
いわゆる「限界集落」には、もはや
就学児童など未成年者の世代が存在
せず、独居老人のみが残っている集
落が多くなっている。
限界集落という言葉は、大野晃
が、生み出した概念である。「過
疎」という言葉で語られている状況
より、より深刻化した問題として集
落の消滅を指摘するため、「限界集
落」という用語を生み出すに至った
といえる。 歳以上の高齢者が地方
自治体総人口の過半数を占める状態
を「限界自治体」と名付け、「限界
集落」は、この定義を集落単位に細
分化したものである。限界集落に次
ぐ状態を「準限界集落」と表現し、
歳以上の人口比率が ％を超えて
いる場合とされる。また、限界集落
を超えた集落は「超限界集落」から
「消滅集落」へと向かう。大野によ
れば、２０００年（平成 年）の時
点で「限界自治体」となっているの
は高知県大豊町のみであったが、
２０１５年（平成 年）には 自治
体、２０３０年には１４４自治体が
「限界自治体」に転落するとした。
２００５年には、大豊町に加えて、
群馬県甘楽郡の南牧村と福島県大沼
郡の金山町および昭和村の１町２村
が限界自治体となった。２０１０年
の国勢調査によれば、限界自治体の
数は 町村（平成 年 月１日国勢
調査によると加わったのは、仁淀川
町、群馬県多野郡神流町、奈良県吉
野郡川上村、徳島県勝浦郡上勝町、
長野県下伊那郡の天龍村、大鹿村、
27
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和歌山県東牟婁郡北山村。）にまで
増大している。２０１５年の国勢調
査では、限界自治体の数は 町村で
ある。「２０４０研究会」報告書で
も、人口減少自治体の増加が指摘さ
れており、こうした状況はさらに進
行すると予測されている。
「限界」を強調して危機を煽るこ
とには問題もあるが、少なくとも集
落消滅による地域の衰退はかなり深
刻になってきているように思える。
問題は、こうした集落消滅によっ
て、山林や水源地が荒廃し、耕作放
棄地が増大する。そして、それを管
理する行政のコストが上昇し、リス
クが拡大するのである。国であれ、
自治体であれ、国土保全の観点から
これらの地域を放置することはでき
ず、行政が直接これらの地域を管理
するコストが増大する。また、それ
らの地域を管理すること自体が、財
政的にも不可能になるだろう。
中山間地などにおける地域コミュ
ニティの縮小・消滅は、大都市にお
ける生活困難という課題に加え、国
土保全の困難をもたらすという危険
を内包していることを忘れてはなら
ないだろう。

３ 人口減少による
課題と対応
⑴人口減少がもたらす危機
こうした自治体や地域の変化につ
いて、「２０４０研究会報告書」
は、「若者を吸収しながら老いてい
く東京圏と支え手を失う地方圏」
「標準的な人生設計の消滅による雇
用・教育の機能不全」と表現し、こ
れに備える必要性を訴える。まず、
大都市圏についてであるが、特に東
京圏の深刻な状況についての認識が
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見て取れる。東京圏は入院・介護
ニーズの増加率が全国で最も高く、
不足する医療・介護人材を日本全体
で確保しようとすることにより、若
者らの地方からの人材流入は増大
し、出生率が最も低い東京圏での少
子化に拍車がかかり、子育ての不安
から少子化に歯止めをかけるのも難
しい、とする。一方で、東京圏で
は、地域のつながりが薄く、 才以
上の単身高齢者の増加も見込まれる
ことから、地域や家族がセーフティ
ネットとして機能しにくい状況もあ
る。その一方で、地方圏では、生産
拠点の海外移転等により製造業が衰
退する一方で、労働集約型サービス
が多く立地し、労働生産性が低いこ
とから、東京からのサービス移入に
伴う資金流出が常態化することが指
摘される。先の東京圏の状況も踏ま
え、東京圏が地方圏の経済や行政
サービスを支えられなくなる恐れが
あるというのである。そして、人口
減少や高齢化が著しい中山間地等で
は、集落機能の維持や山間地での耕
地・山林の管理が困難になる恐れが
あるとする。こうした東京圏のおけ
る傾向は、すでに先に述べたような
認識にもつながるものである。
雇用・教育の危機としては、以下
のような点が指摘される。世帯主が
雇用者として生活給を得る従来の世
帯主雇用モデルが標準的とはいえ
ず、就労形態と紐付いた各種制度が
足かせとなり、起業等を通じた産業
の新陳代謝が低調に推移すれば、生
産性向上に限界が出るという。ま
た、無職や低賃金で経済的に自立で
きない人々がそのまま高齢化すれ
ば、社会全体にとってのリスクにな
りかねず、日本全体で労働力が不足
しているにも関わらず、各人の活用
65

可能な能力とニーズがマッチングで
きない状況にあると指摘される。少
子化で若年労働力が不足することを
踏まえて、公民の組織の枠を越えた
総合的な視点が求められているとい
うのである。地方の大学数の減少
が、地方圏の若者の可能性を奪うと
ともに、教育の質の低下により国際
競争の遅れにつながる恐れがあると
いう。他にも、「都市のスポンジ
化」による人口密度の低下と都市の
衰退、治安の悪化、インフラの老朽
化が指摘され、都心居住の進行によ
る首都直下型地震発災時のリスクも
指摘されている。

⑵「２０４０研究会報告書」が
示す今後の方向性

こうした課題を克服するために
は、持続可能な行政体制を構築する
ことが必要となるが、「２０４０研
究会」はこれに対して、どのような
改革の方向性を示しているのであろ
うか。この報告書では、以下のよう
な「基本的考え方」が示されてい
る。すなわち、２０４０年頃の自治
体の姿は、住民が自らの意思で戦略
的につくっていくことができると
し、全体で共有できる長期的な戦略
を早い段階で定め、住民にとって実
感のできる選択肢を示す必要がある
という。その上で、地域によって
「公・共・私のベストミックスのあ
り方や方法」が大きく異なることを
前提として、自治体が制度や組織、
地域の垣根を越えて、資源（施設や
人材）を賢く戦略的に活用する必要
がある、とする。そして、自治体が
単なる「サービス・プロバイダー」
から、公・共・私が協力し合う場を
設定する「プラット・フォームビル
ダー」への転換が求められるという

る可能性はある。こうした制度改革
の方向が、今後地制調でどのように
議論され、具体的な法制度改革につ
ながるのかは、都道府県のあり方に
も大きな影響を与えることとなろ
う。

1961年長野県生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。明
治大学助教授等を経て、2006年より同教授。日本学術会
議連携会員、日本行政学会理事、日本地方自治学会理
事。神奈川県総合計画審議会副会長、埼玉県行政不服審
査会委員、相模原市政策アドバイザーなどの他、総務
省自治大学校、市町村アカデミー、等で研修講師も務める。主な著書に、
『国家と社会の政治・行政学』、『自治体議会の課題と争点』『分権時代
の地方自治』等。

しかし、「２０４０研究会」をは
じめとする中央政府のさまざまな課
題についての検討は、自治体に鋭く
課題を突きつけているのも事実であ
る。かつて地方分権によって、市町
村は「総合行政主体」たることをめ
ざし、その結果として「平成の大合
併」も進められた。しかし、今回の
「２０４０研究会」報告書では、市
町村がそうした役割を果たすことは
無理であるとされ、「個々の市町村
が行政フルセット主義から脱却」し
て圏域単位での行政をスタンダード
にすることが求められている。大都
市圏と地方圏では、事情は異なるこ
とを前提としつつ、これからの市町
村はどのようなものであるべきか、
改めて考えたいものである。

明治大学政治経済学部地域行政学科長・教授

４ 自治体はどうすべきか？

具体的な地方分権に向けた地方制
度改革が実現してから、 年が経過
する中、ここまで見てきたような人
口減少社会・少子高齢化が進行し、
それを解決するための方策として
「地方創生」が進められてきた。
長く続いてきた集権的な体制の下
で、国と地方の関係においては、国
が政策立案し、立法化されたものに
ついて、中央政府の法令解釈に基づ
いて自治体が執行するというスタイ
ルが常態化してきた。自治体発の政
策立案は一部自治体でしか行われて
こなかった。しかし、そのような国
地方関係では、効果的で効率的な
地域政策は実現できず、多様化する
地域の課題に迅速に対応することは
できないのではなかろうか。
「２０４０研究会」報告書では、
中央省庁がアプリケーションを提供
し 、 自 治 体 が そ れ を 動 か せ る ＯＳ と
して機能することが期待されてい
る 。 ア プ リ ケ ー シ ョ ン と ＯＳ と い う
言葉の使い方によってもその認識は
異なるのであろうが、中央省庁にそ
うしたアプリケーションを供給する
ことが果たして可能なのであろう
か。むしろ、地方ごとに異なる人口
減少への対応が求められる中、自治
体は自らの政策形成能力を向上さ
せ、地域の課題に対応する体制づく
りを進めることが求められるのでは
なかろうか。

ひこ

に

く

やま

のである。
そうした基本的な考え方に立った
上で、今後の検討の方向性として
「個々の市町村が行政のフルセット
主義を排し、圏域単位で、あるいは
圏域を越えた都市・地方の自治体間
で、有機的に連携することで都市機
能を維持確保することによって、人
と人とのつながりの中で生きていけ
る空間を積極的に形成し、人々の暮
らしやすさを保障していく必要があ
る」ことを示す。また、人口減少が
進んできた県においては、市町村と
一体となって施策展開が行えるよ
う、「都道府県・市町村の二層制を
柔軟化し、それぞれの地域に応じた
行政の共通基盤の構築を進めていく
ことも必要になる」とする。この
他、「東京圏全体のサービス供給体
制を構築する」こと、「公・共・私
のベストミックス」「多様な働き方
ができる受け皿方策」が求められて
おり、また、自治体業務を「標準
化 ・ 共 同 化 」 し 、 ＩＣＴ を 活 用 す る
ことで、自治体行政の効率化を図る
ことも提案されている。

対 応 し た ＡＩ や ロ ボ ッ テ ィ ン グ 化 が
想定されるが、すぐに法制度改革に
つなげるにはまだ時間がかかるだろ
う。また、ここでは検討しなかった
が、最初に述べたように、「町村議
会のあり方研究会」報告書を受けた
議会のあり方についての審議も行わ
れるだろう。
本稿の議論の中で、今回の制度改
革で注目しておきたいのは、①に関
連して、総務省が進めてきた圏域連
携に対応した法制度がどのように形
成されるかということであろう。こ
れまで、総務省は、定住自立圏や連
携中枢都市圏といった、これまでの
広域連合や一部事務組合とは異なる
自治体間連携を進めてきた。これま
での特別地方公共団体を形成する広
域連携の方式ではなく、連携協約の
ような比較的簡便な自治体間の協力
で、人口減少時代のさまざまな課題
に対応することを試みてきたといえ
る。今回、そうした「圏域」にどの
ような法的、制度的地位が与えられ
るのかを注視する必要がある。
また、人口減少で人口の激減や、
それに応じた職員減少・財源縮小に
対して都道府県がどのような支援を
行っていけるのかを考えるという点
で、②についての改革がどのように
行われるのかも注目に値する。現在
の都道府県は、首都として人口集中
が激しく、都という制度的違いを
持つ東京都は例外としても、人口
９００万人を越える神奈川県から、
人口 万人の鳥取県まで、極めて大
きな人口差があり、それらを全て一
律に考えることについての疑問もあ
るのだろう。二層制の地方自治を改
めるところまで踏み込むかは別とし
ても、都道府県 市町村関係、その
機能分担や垂直補完などが検討され

牛 山 久仁彦

うし

⑶制度改革の方向性
こうした研究会の報告を受け、地
方制度調査会がどのように議論を進
め、どのような法制度改革まで至
るのかは、今後の推移を見守らね
ばならないが、現状で考えられる
「２０４０研究会」報告書からは、
いくつかの改革点が見て取れる。そ
れは、①「圏域を行政主体として位
置づける」ことと、②都道府県の役
割強化である。その他にも、今後の
課題として位置づけられるものとし
て、「公・共・私のプラットフォー
ム」形成や自治体業務の標準化・共
同 化 、 ＩＣＴ の 推 進 、 職 員 数 減 少 に
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