
はじめに

住民自治と団体自治の現状について触れま

す。住民自治としては、議会改革、住民参加

や住民投票の現状、自治的な決定をする自治

体行政の現状はどうなっているのかをとりあ

げます。団体自治に関しては沖縄の問題をと

りあげます。辺野古新基地建設問題は、沖縄

に限定されない普遍的な意義を有しています。

現在の争いは、法的には相当に技術的問題で

すが、地方自治にとっての意義に関連する箇

所を中心に説明します。

（一）住民自治と自治体行政の現状

１ 首長、議会と住民自治の現状

ポピュリスト首長と住民自治

ポピュリズムを学問的にどうとらえるのか

というのはあることはあるのですが、敵をつ

くって、それをたたいて、自分の人気につな

げるという手法なのでしょう。ポピュリズム

の問題も地方自治とはどうなっているのか。

「これが、地方自治だ！」というからには、

理想とは何か、「民主主義とは何か」から考

えなければなりません。ポピュリズム首長と

いっているのは誰を指すのか。少し前の阿久

根市長の竹原さんとか大阪市長の橋下さん、

そして現在の名古屋市の河村市長さん、こう

いう人たちです。選挙で当選しているのでそ

れなりに支持があると思うのですが、研究者

の間では、なぜ、こんな人が選ばれるのか、

理由がわからないというのが一般的です。そ

れは主義主張とも関係なく、保守的な人も含

めて、いろんな人がわからないと言っていま

す。ポピュリズムには何か問題があるという

ことを共有している研究者もすくなくはない

です。好き放題やっているので、それは法的

に限度があるだろう。行き過ぎがあったら裁

判所へ訴訟をおこせば、裁判所は頑張るので

はないかというのも一つの考えです。大阪で

は橋下さんが行った公務員に対する不利益処

分は地裁レベルではことごとく違法であると

いう判決が下っています。やっぱり裁判所も

やるじゃないと思っていたら、部分的に高裁

になって逆転しました。研究者は「だいたい

裁判所は保守的で信用できない」と日ごろは

言っている中で、橋本さんの問題になったら

裁判所に期待するなんて矛盾しているのでは

ないかと思ってしまいました。裁判所は、そ

こそこはやるが、政治の力を止めるのは、よっ

ぽど極端な場合は別として、そうでない場合

は難しい。やはり首長のところを中心的に考

えるのではなく、多様な意見が反映しやすい、

あるいは公開の場で議論がなされる議会でま

ず考える。じゃぁ議員さんは頼りになるのだ

ろうか。全てではないのですが信頼に足りな

い部分があるのではないか。あるいは個々の

議員さんは別として、議会がもうちょっと頑
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張ってもらわないといけないということもあ

るのではないだろうか。そうすると住民参加

とか、住民投票であるとか、そういうものを

組み合わせていかないとうまくいかないので

はないか。多分両方向で考えていく必要があ

ると思います。

議会の存在意義

議会についてということで、恐らく方向は

議会の問題点とか、どういう風に考えるかと

いうようなことで、現在の名古屋の市長はそ

うかなと思うのですが議会というか、議員の

お金の問題、あるいは議員定数の問題、議員

が多すぎるというところへ関心が集中する。

あるいはそれを支持する。そうだなと思う住

民の人も少なくないかと思いますが、議会っ

て重要なことを決める場ですから、どう考え

るかというのは議員さんが働かないから、も

う議員さんはいらないとか金も出す必要がな

いと考えるのか。いやいや、きちんと働いて

もらう必要があるので、多様な意見を反映す

る必要もあるし、政策の妥当性をきちんと検

討してもらう必要があるので人数も必要であ

る。金額についてどう考えるかということも

ありますが下げれば下げるほど良いという話

でもまったくないと思っています。

議員さんに働いてもらう、議会に機能して

もらうのに何がいいかというと、現在のトレ

ンドとしては議会基本条例をつくって議会の

改革を行うという傾向があります。現在、全

国の１／３ぐらいの自治体で議会基本条例が

つくられています。ここまで進んでくると、

うちでもつくらないといけないと思う自治体

も多くてドンドンと増える状況にあります。

数が増えると、どういう現象が起きるかとい

うと、単に真似をするだけ、あるいは最低限

のことだけをやっておればよいというポーズ

をとるなど、中身のない条例も増えている。

全然具体性がなかったり、他と一緒のものを

すればよい、単に真似をするだけ、あるいは

最低限のことだけをやっている自治体もあり

ます。

名古屋の場合は比較的運用などを考えると、

他もやっているから、河村氏の人気も高いの

で議会もポーズを取ろうというニュアンスの

方が強いのかなとも思っています。

トレンドの中で比較的に重点としてあった

のが議会報告会です。議会が住民に何をやっ

ているかを説明しに行くというものです。比

較的早い段階でつくったところでは、だいぶ

転換がありました。要するに、面白くないの

ですね。議会でこういうことをやりましたと

議員さんが説明して、よくわかった、素晴ら

しさがわかったといってくれるかというとそ

うではなくて、中身は読めばわかるし、決まっ

たことだけ聞いたってしょうがないと思われ

るのが普通です。

そうではなくって、いろいろある要望を吸

い上げて具体化してくれることの方に意味が

ある。きちんと話し合って政策化するところ

までまとめあげる。今ダメなら、修正するこ

とへの関心が高いのです。自治体によって違

うのですが対話型までに代わってきています。

議会がちゃんと取り組んで政策を考えていく、

ここまで行かないといけないと思います。
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1年前に埼玉の議会から要請がありまして

議員研修の講演をしました。何を話すのか、

議会事務局とメールでやり取りをしました。

最初は４Pほどのレジメをつくって送りまし

たが、これに対して、「数行だけの項目だけ

でダメですか」、また極力、議会基本条例の

話はしないでくれと言われました。それは

「ダメでしょう」と言って講演に入りました。

90分話をして、30分質問という設定でしたの

で、多分質問なんか何もないと思い、すぐに

帰るつもりでいたのですが、当日、講演が終

わると次から次へと質問がでました。21人定

数の自治体ですが、10人の方から質問があり

ました。うち9人は女性議員さんでした。こ

れって、ベテランの議員は仕方なくやったか

もしれませんが、この議会はなかなかいいじゃ

ないかという感想を持ちました。

住民投票

住民参加、住民投票については、今日の講

座で豊島先生が具体的に取り上げますので、

そちらの方に譲りますが、少しだけお話しを

したいと思います。

私は基本的には積極的住民投票支持派です

が、小牧市の「ツタヤ図書館」に関する住民

投票については、実は読みが甘くて住民投票

の成立まで行かないのではないかと思ってい

ました。「小牧市民、やるじゃない」、そう

であるならば「運動も素晴らしいのではない

か」、そう思って、先ほどの報告を聞いてい

ました。こちらは素晴らしいと思っているの

ですが、今の名古屋市長がやろうとしている

ことは、どう考えるのかということです。

議員報酬に関わる専決処分についてです。

要するに首長提案で提案をし、期限を決めて

いるからそれまでに議決をしなかったら専決

処分で通しますよということです。

マスコミが地方自治法でそうなっていると

説明し、専決処分ができると書いているので

すが、もちろん、地方自治法にはそんなこと

は書いていないのです。期限があったときと

いうのは、その通りなのですが、これって通

常の期限がある場合なのだろうか。通常、勝

手に首長が書き込めば何でもできる、専決処

分で対応できるというのはどう考えても非民

主的です。つまり非民主的な手法で、総務省

も、全国のポピュリストの首長、特に阿久根

の市長なのですが、議会を招集せず、専決処

分をバンバンやるというので、これはまずい

というので、地方自治法を改正しました。専

決処分を限定するというメッセージを送った

のですが、それでもなお構いなくやるという

のは問題があると思います。

住民投票を行うのも誰が提案するのか、首

長が自分の人気を高めるためにするなんてい

うのは、危険視というか、警戒する必要があ

ると思います。そもそも、住民投票する前に、

いろいろと意見を聞くということをしなくて

良いのだろうか。パブリックコメントとかも

要望し、住民投票以外にも意見を聞いて、何

が争点なのかを明確にする必要もあるだろう

し、そういう意味で問題があるような状況だ

と思っています。

２ 自治体行政（行政民間化）の現状

行政民間化と結び付くポピュリズム

公務員制度が大きく動いています。いわゆ

る非正規公務員という公務員の方が増えてい

ます。そうでなくても首長の権限が大きくなっ

ているのではないかと思っています。地方公

務員法改正により「人事評価制度」が導入さ

れました。その運用の在り方として、大阪の

ような場合には相対評価をしますので、必ず

最低ランクの評価者が出ます。その人に改善

が見られなければ免職処分となります。実際

に免責処分も行われています。処分を受ける

前に退職するというケースもありました。法

制度上、人事評価制度を導入しなければいけ

なくなったわけですが、そのあり方は問題で

あろう。

大阪では「公務員のアイヒマン化」という

言葉が出てきています。始めは無茶苦茶驚き

ましたが、要するに橋下なのでヒットラーに
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なぞらえたものです。アイヒマンとはユダヤ

人をガス室に送ったヒットラーの幹部です。

公務員がアイヒマンのようになっているとい

うことなのですが、ユダヤ人の研究家である

ハンナ・アーレントは「いやいや、アイヒマ

ンは凡庸な公務員で、ヒットラーに従順に従っ

ていただけ」と言うコメントをして、ユダヤ

人の間では総スカンをくっています。大阪は

これに近い状態にあるのではないだろうか。

橋下が右へ向けといえば、右を向くという状

態です。凡庸な公務員になって住民のことな

ど気にしていないけど、これで良いのかとい

うことです。これって大阪だけでなく名古屋

でも同じです。こうした人事評価制度が全国

に広がるということには警戒が必要だという

状況なっています。

行政サービス（業務）の民間化

「経済財政運営と改革の基本方針2015」

（いわゆる骨太方針）、この中で「公的サー

ビスの産業化」という言葉が出てきます。こ

の用語はイギリスの公務員労働組合は一貫し

て使ってきました。「公的サービスが産業化

しているからけしからん」、こういう意味合

いです。ところが、わが国では政府が推進す

べき方針としてこれを掲げています。これが

決定的な違いですね。

だからイギリスにおいては批判的な用語で

使われていて、それを言われるとイギリス政

府はイヤだなと思っている言葉を、日本では

堂々と推進すべき目標として使っているとい

う違いがあります。結果として指定管理者制

度とか市場化テストのところでは、安かろう、

悪かろうの世界が進んでいるのですが、更に

それが進行するという危険性があります。こ

れに対して実はイギリス産業界というのは、

市場化テストの最終盤においては反対です。

なぜかというと、これではまっとうな企業が

育たないと、まじめにいろいろ努力しても、

ただ安上がりでもよいというところだけが仕

事を受けるということになって、これは産業

界にとっても、まじめに考えなくなっちゃう

のでよろしくないということでした。もちろ

んイギリスの産業界が素晴らしいわけではな

くて、契約を長期化すればもっと安定的な利

益が確保できる、そういう意味合いが本当は

あるのですが、いずれにしても短期的なとこ

ろで民間にまかせるだけで、安くたたけば良

いというものではない。これがポイントにな

ります。

なお、仕事を外に出すアウトソーシングが

一般的であるかのように言われていますが、

アメリカでもイギリスでもインソーシングに

戻すのが一つのトレンドになってきています。

国際的動向としてアウトソーシングを語るの

は実際には古くさい。日本の企業の中にもア

ウトソーシングからインソーシングにも戻す

ところもそれなりに出てきています。日本の

行政でもインソーシングに戻す自治体があっ

てもよさそうですが、そのような自治体はま

だ出てきていません。

（二）辺野古新基地建設問題 −− 沖縄に限

定されない普遍的な団体自治の問題

１ 経過

今どうなっているのかを簡単に述べます。

沖縄県が承認をしたものを、そのあと承認を

取り消したので、国が何をしたかというと、

一つ目に「私人」として、国民や住民や企業

と同じものだとして、承認取消は違法なので

「執行停止」を求めて不服申し立てを行いま

した。その申し立てを扱うのはどこかという

と、国ですね。国が審査をします。審査をし

て違法ですよというのではなく、時間をかけ

て検討します。だけど違法の疑いも強いので

最終的に結論が出るまでは承認取消の執行停

止をします。つまり承認取消の取消はとりあ

えず、ない状態にするということですから、

承認と同じような状況が生まれて、埋立ての

工事を続けます。つまり執行停止というのを

使っていると、いつまでも工事を続けられる

ので、こういう手法をとったということです。

こういう状況は法律に照らして違法になるだ

ろう。こういう手法は、法治主義の観点から
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問題があるだろうと考えまして― 一昨年は

憲法学者が安保関連法に関して違法だという

声明をだして積極的な評価をうけたので、行

政法の研究者も真似をしようと、名古屋大学

の紙野先生を中心にして「行政法研究者の声

明」を出しました。100名ほどが参加しまし

た。これが、それなりにインパクトを与えた

ようですね。「私人」としてこういうふうに

対応をするというのはまずいのではないか。

国が恐らく慌てたのだと思うのですね。

「関与の手法」はいろいろあるのですが、

厳しさの度合いも複数あります。最後の最後

にやるべき訴訟を、一番はじめにやったとい

うのが代執行訴訟です。適法違法というのは、

別々にいろいろやったけどうまくいかないの

で、沖縄県に従ってもらえないので、代執行

訴訟をやりますというのであれば、中身はと

もかくとして手順としてありうると思うので

すね。手順をまったく踏まずに、一番最後に

持ち出すべき代執行訴訟を行ったというのが

ポイントなのです。

二つのルートを使って何とかしようとした。

沖縄県は、①国地方係争処理委員会の判断に

対する関与取消訴訟と②執行停止に対する取

消訴訟というルートの違う二つの訴訟を提起

しました。

沖縄県は①の問題について国地方係争処理

委員会に審査の申し出をしましたが、レジメ

でも書きましたように処理委員会は違法だと

は言ってくれない。国がつくった組織なので

あまり期待はできないということで、裁判所

に対して取消訴訟を提起しました。

もう一つ、執行停止をされていたもの、こ

れとは関係なく取消訴訟を同じ問題について

違う訴訟を提起しました。先ほどの②は沖縄

県が起こした訴訟です。これについて、やり

取りをしたあと和解が成立して訴訟が全て取

り下げられました。この意味は何か、どうい

うことか。これって実質的には訴訟をやって

沖縄が勝っている。「代執行訴訟」で「手順

がおかしいですね」ということで裁判所が言っ

てくれた場合と、もう一つは私人として「不

服申し立て」をして、それを受けて執行停止

をすることはできませんねと、裁判所が言っ

てくれたことと同じ結果が出現しています。

その限りでは、承認取消の適法違法について

の判断以外の部分で裁判所が沖縄県の言い分

を認めたということですから、実は裁判に勝っ

ているという意味合いなのですね。実際には

マスコミは、そういう報道をせずに「国も寛

容である」と言っています。

もう一つは「和解」条項というところで、

幾つかの中身があります。そのうちの一つと

してこう書いてあります。要するに、白紙に

戻してもう一度手順が間違っていたので、本

来のルートのとこでやり直しますというとこ

ろで和解条項に書かれていて、今それが進行

しているのですが、仮に国からの是正の指示、

要するに承認取消をしたが、やはりそれは違

法だったので考え直せという指示が出ていま
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す。

これには、やっぱり承認取消は適法だよと

沖縄県は考えているので、もう一度国地方係

争処理員会に審査を申し立てて、その審理が

進行中です。6月中に結論が出ると思います。

どんな結論がでても裁判にいくと思います。

ここが、判決が出た時にはどうなるのかは、

和解がされた時いろいろ議論されたところで

す。裁判になって判決がでると、そのあと

「同判決に従い、同主文及びそれを導く理由

の趣旨に沿った手続を実施するとともに、そ

の後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に

対応する」という中身が含まれています。私

は沖縄県が勝つべく裁判だと思ってはいるの

ですが、万が一、沖縄県が敗訴した場合に、

どういう意味があるのか。マスコミが盛んに

報道したのは、和解になればもう沖縄県は抵

抗が出来なくなるというものでした。だけど

もホントなのだろうか。次にもいろんなステッ

プがあります。法律に従えば、こういうこと

ができる、こういうことができないというこ

とが決まっているので、法律違反のものを既

に和解してしまったから沖縄県は口出しでき

ないというならば法治主義との関係で、さら

に大きな問題が起こります。つまり、和解で

すから国と沖縄県が、ここをこういきましょ

うと決めれば、法律を無視してもかまわない

と言っていることと同じです。そんなバカな

ことはないはずです。法治主義との関係で沖

縄県がまったくできなくなるという報道は、

法治主義はいりませんと報道していることと

一緒のことです。

２ 現状と論点

法的争いの第二ラウンドのところへ行きま

す。今、是正の指示というものがおこなわれ

ています。要するに、国は沖縄県が出した承

認取消の取消を求めました。実は２回の是正

の指示が出されています。なぜかというと1

回目の是正の指示については、「なぜ承認取

消を取り消さなければならないかの理由が一

切書かれていなかった」からです。実は法律

上は理由を書けと書いてあるのですが書かな

かったのです。もしそのままずっとやってい

ると国は負けます。中身の問題ではなく手続

き違反です。そのことを沖縄県から指摘をさ

れて、国は何をしたかというと、それを撤回

したと言っていますが、再度の是正の指示を

行っています。こちらの方には理由が付いて

います。官僚用語というか公務員用語で「撤

回」というのは特別なミスはなかったけど別

のことをやったよということです。本当は理

由を書くべきところを書いていなかったわけ

ですから、違法だったのでやり直したという

ことです。ですから、本当は取り消したとい

うのが正解でした。要するにミスじゃないよ

ということを強調したかったために撤回とい

う言葉を使ったということです。マスコミも

そのまま撤回を使っています。だからここも、

本当は沖縄県が勝っているので「二連勝」な

んですよね。既に二連勝しているのだけれど

も、そんな状況は報道されていない。こんな

状況になっていると思います。

沖縄県は国地方係争処理委員会に関わって、

今後裁判になると思います。問題は国地方係

争処理委員会とか裁判所がどんな判断をする

のだろうか。これは本来、地方自治体がこう

いうふうに考えると判断したので、その承認

取消の判断が尊重されるべきです。だから例

外的に国が介入できるとしてもかなり限定さ

れているはずです。本当に限定されたものに

なっているのか、積極的にというか、国の方

に行きすぎがないかどうかを国地方係争処理

委員会や裁判所が慎重に判断すべきものです。

問題は本当に国が違法と考える、介入できる

場合を判断してくれるかどうかということで

す。国地方係争処理委員会であるとか裁判所

が地方自治を守るために役立つかどうかが問

われている。問われているのは沖縄県という

よりも地方自治という制度が機能するかどう

かが問われている。決してこの問題は沖縄県

に限ったことだけではなく地方自治一般に影

響を与えるものです。

もう一つ内容的な争点になっている問題と
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して、「国と地方の役割分担」という問題が

あります。つまり辺野古の問題は新しい基地

をつくるということなのですが、このような

防衛とかアメリカ軍との外交（新基地建設）

は、専ら国が行うべきものであり自治体は口

出しすべきものではないとうものです。しか

し、非核三原則の神戸方式においては、そん

なことはないですよね。自治体だって法律上

権限が与えられているので、その権限を行使

する中で、必要があれば法令に関わる問題だっ

て対応できるはずです。もちろん非核三原則

に関わっての神戸方式についても相当文句を

つけています。これが新しい形で問われてい

ると思います。

実は結構深刻な問題も与えていまして、京

丹後市の市議会において、安保関連法案に対

して首長の意見を議員さんが質問をしました。

京丹後市には米軍のレーダー施設もあります。

自衛隊基地もあるので影響を受けます。これ

について議会での議員質問にたいして、議長

がその質問を遮りました。議会の自殺行為で

す。こういう事態も起こっていますので国と

地方の役割分担、そんなことを言ったって自

治体にとって必要なことはきちんと議会で議

論して判断できるということを示していく必

要があるのではないかと思います。

おわりに

法律は変わったのですが、国の対応は政治

の世界では変わっていません。「オール沖縄」

と言われている動向とか、現在の国政選挙を

意識した政治動向を考えると、それなりに政

治の世界でも変わっているのではないかと思

います。法律が改正されただけでは世の中は

変わりません。運用の仕方が法律改正前と変

わる前と同じだということがよくあります。

変えた法を理念通りに動かしていくのは住民

の力だと思います。住民がいろいろ学び自治

体に対して発言をし、国に対しても文句をつ

ける、こういうことによって地方自治を進め

ていく必要があると思います。
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