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分権時代の大都市自治

一一札幌市における市民参加と行政区のあり方を求めて一一

首藤博恵
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はじ めに

自治体行政における市民参加は，長い歴史の中

でさまざまな実践が積み重ねられ，理論化も繰り

返し行われてきた。現在，地方分権推進計画に基

づいて，分権化が具体的に進み始める時を迎え，

生活者の視J点に立った行政の実現のため，市民参

加はますます重要な意味を持つことになる。

地方分権の理念は，固から自治体への単なる権

限委譲にとどまらず，市民の参加を基本に，自治

体の自己決定を実質化にすることによって，市民

生活に豊かさやゆとりを感じられるよう，社会シ

ステムを変革していくことに他ならない。改めて

市民自治原則が具体的な形で問い直されることに

なるのである。

しかし，大都市においては，すでに市民による

行政の民主的統制が非常に困難となっている。そ

の一方で，市町村への分権が進み，一般の市町村

においても，自己決定権の拡充がなされることを

考えると，大都市内部での分権化・自治化を同時

進行で行わなければ，大都市の市民は地方分権の

本来の意義を享受できないことになってしまうの

ではないか。

そこで，本研究は，地方分権という大きな流れ

の中でますます重要度を増す市民参加を，大都市

における市民自治の実現という問題関心から考え

るとともに，行政と市民の関係という視点から見

た，望ましい行政の仕組みについて考察し，さら

に，区政の将来像を検討する。

第 1章 行政区に求められる機能

第 l節行政区の意義とその現状

1.行政区の成立過程

大都市に関する特例制度は，明治 21年の「市制

特例J，大正 11年の「五大都市行政監督に関する

法律」などに始まる。これらの制度は大都市が国

家的規模で見ても重要な存在であることから，そ

れらの都市の自治を制限し，国の事務を分任させ

るための機関として都市自治体を承認した，極め

て官治的・中央集権的な制度であった。

分権時代の大都市自治

戦後地方自治法に定められた特別市制(1956年

改正前第 246条~第 280条，以下 '1日法」と表記)

は，市と府県の機能を併せ持つ強力な大都市自治

体を創設しようとする制度であったが，結果とし

て，一つの特別市も成立を見ないまま廃止され，

現在の政令指定都市制度へ移行した。特別市制の

成立過程における議論では，大都市が二重行政・

二重監督の廃止を主張したのに対し，大都市を行

政区域内に持つ府県側は，大都市の利己主義，大

都市の孤立化，大都市が抜けた後の残存区域の取

扱問題が未決定，などをあげて反対した。結局こ

の制度は，特別市成立の要件となる法律による住

民投票の範囲を該当都市の市民に加えて郡部の住

民も加えられたことなどにより，ほとんど実現困

難なものとして確定することとなった(~

このような経過を経て， 1956年の地方自治法改

正によって，現在の政令指定都市制度が成立した。

この制度は，市が府県の機能の一部を特例として

併せ持つというもので，その特例については，地

方自治法第 252条の 19以降に定められている。そ

のうち，行政区の設置の規定は第 252条の 20であ

り，今日の行政区制度はすべてこの条文に依拠し

ている。

その内容は，(1)市長の権限に属する事務を分掌

させるため，条例により市域を分けて区を置き，

その事務所・出張所を置く， (2)区の位置・名称・

所管区域を条例により定めること， (3)区の事務

所・出張所の長には事務吏員を充てること，(4)区

に選挙管理委員会を設置すること， (5)区の事務所

長・選挙管理委員長について各条文の読み替え規

定， (6)上記以外の必要事項は政令により定める，

となっている。これらの内容からは，区の機能に

ついて直接的に読みとることはできないが，第 l

項の規定から，市長の権限に属する事務を地域的

に配分して行うためのもので，法人格を有し，公

選の区長と議会を持つ東京都の特別区とは異なる

性格といえる(九一方，この「指定都市の区」は，

旧法第 270条第 1項で，特別市に置かれることに

なっていた「行政区」と，旧法における「政令で

指定する市J (当時の横浜，名古屋，京都，大阪，
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神戸の 5市)に置くこととされた区の内容をほぼ

受け継ぐものであるヘ

このような行政区を設置することの意義は，地

方自治法制定時においては，都市の膨張による事

務量の増大に対処するため，事務を地域ごとに分

掌させる必要があると見解が主であると考えら

れ，現在もそのような傾向は続いている。しかし，

行政の効率的執行のみにとどまらず，大都市固有

の制度装置として有効なものとするためには，事

務執行における管轄区域の細分化といった表面的

な分散化にとどまらず，大都市行政の効率的執行

と市民による行政統制の拡充という意味における

分権化が議論されるべきであるヘ

2. 行政区の性格と機能

行政区の性格については制度創設以来「自治区

か行政区か」といった議論が盛んに行われている。

この場合自治区とは，公選区長を有し，区議会な

どの政治的意思決定権を備えるものをいうことが

一般的であるが，現在の政令指定都市の区にこの

ような機能を持たせることについて，現状では否

定的な見解が主である。

理由としては，行政サービスの効率の面から大

都市としての一体性を保つ必要があることがあげ

られる。また，先に述べた大都市の民主主義の確

保という面においても，制度上の政治的意思決定

の仕組みを付与したからといって，即市民自治の

充実や民主化が図られるとも言い難い(的。した

がって，行政区に十分な市民参加・民主的統制機

能を持たせることによって，一般の市町村におけ

る支所・出張所(地方自治法第 155条第 1項)と

は異なる，独自の工夫を凝らすことがより現実的

である(6)。

いずれにしても，大都市行政においては，市域

全体にわたる均質的サービスの効率的な実現と，

一方では市民の参加による個性ある地域コミュニ

ティづくりという 2つの要請をどのように調整

するかが常に課題となるへ戦後から 1970年代頃

までは，当然前者の比重が高く，その意味で行政

区の機能も，支所・出張所に近い性格を持ち，大

都市の利点が全面に出ていたといえる。しかし，
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都市の成繋げ七の進展により， こうした大都市のメ

リットは次第に薄れていった。成熟型の都市にお

いては，地域に密着したきめ細かい行政サービス

の必要性が高まり，狭域的な視点がより重要とな

る(8)。

このような都市自治体の政策課題の変化に対応

するため，政令指定都市はそれぞれに区の機能や

役割の検討を行ってきている。地方自治法におい

て，区は必置とされているものの，具体的内容に

ついては各都市に白紙委任しているといってよ

い。これは，大都市がその行政課題に柔軟に対応

するため，合理的な機構となるよう，政令指定都

市自身が行政区の内容を定めることが可能である

ということであり(ヘ各都市の状況に合わせた構

築が求められる。特に 1960年代後半以降，単なる

行政管轄としてではなしコミュニティとしての

性格，社会的・政治的・行政的一体性を備えた行

政区という考え方が顕著になってきており (1ヘ各

指定都市における行政区組織の編成の基本的な考

え方となっている。

今日の大都市自治体では，既成市街地の再整備，

修復型まちづくり，地域密着型の福祉サービスな

ど，コミュニティレベルに近い狭域における総合

行政の必要性が一層高まっている一方で，地域コ

ミュニティの弱体化や，行政組織の肥大化・官僚

化など，困難な課題を抱えている。これらを克服

するためには，大都市独自の自治的行政手法を考

案する必要に迫られている。

1992年に行われた「市民の暮らしから明日の都

市を考える懇談会J (略称「明日都市懇J) 報告に

おいても，行政区制度について積極的な議論がな

されているo 市民の生活・活動拠点としての地域

の重要性を指摘したうえで，行政区を「大都市独

自の経営手段」とし，大都市の市民参加の単位と

位置付けている。さらに，行政区が地域コミュニ

ティの形成を図るまちづくり拠点としての機能を

備えるべきであると指摘している(11)。これは，こ

れからの行政区に求められる基本的な方向を端的

に表現しているといえるであろう。

政令指定都市の行政区がこのような機能を担う



ためには，これまでの行政区の歴史的経緯および

各政令指定都市が抱える共通の問題点について検

討し，様々な側面から望ましいあり方を考えてい

くことが必要である。

3.札幌市における区政の現状

札幌市が政令指定都市となったのは， 1972年 4

月である。同時に 7区体制で区制が施行された。

以降 2度の分区が行われ，現在は 10区となってい

る。

区内部の機構について見ると， 1997年度まで

は，大枠では施行当初の，市民部・税務部・土木

部・福祉事務所の 4部体制に変更は見られないも

のの，細部ではいくつかの変更が行われている。

1978年には，市民部の出先機構であった連絡所を

課に昇格し，連絡所長に課長職を配置した。 1992

年には，市民部に「企画調整主査J (係長職)を設

置し，機構上も区に企画調整機能を付与した。こ

の部分はさらに， 1997年，広聴企画担当課長を新

設し，機能強化を図っている。また，同年，区に

保健センターを編入することにより 5部体制と

なった。

区の独自事業としては， 1990年，区の自主執行

予算事業である「個性ある区のまちづくり事業」

(予算規模は 1区あたり 3，000万円)が創設され

ている (1992年度より「区のふれあいまちづくり

事業」に名称変更)。

これまでの流れの中で大きな特徴として，区制

施行当初から「大区役所制}12)を採っていること

があげられる。 1956年の法改正時に指定都市と

なった 5大都市以外の都市では，指定都市移行の

ための市域拡大や合併などを行う場合が多しそ

うした事情が影響して移行当初から大区役所制が

採用される傾向にある。札幌市の場合は，指定都

市移行以前から，市域が比較的広いため，市内各

所にすでに各種出先機関を設置しており，それら

の事務を区役所の機能に取り込むことが容易で

あったことなどから，それまでに移行した都市に

比較すると，かなり広範な事務内容を備えた区役

所機構となった。

しかし，予算の要望に関する仕組みゃ，総合計

分権時代の大都市自治

画策定への関わり方など，区政の内容を具体的に

決定づける部分では，区の機能強化はいまだ不十

分であり，いわば質の面において取り組みは遅れ

ている。札幌市では，各局が区の要望を聞き，そ

れぞれ調整の上要求を行う，としており(川，依然，

区の予算が各局の裁量に委ねられているといえ

る。区の自主執行事業予算は， 3，000万円と指定都

市中 3番目に大きいことは特筆すべき点ではある

が，区において執行される予算に占める比率はわ

ずかであり，事業内容もイベント的なものが中心

であることなどを考え合わせると，各局予算に区

の要望を反映する仕組みが未整備であることが区

の自律性や自己完結性の範囲を狭めている O

区政の方向性や将来像を決定づける区別計画に

ついては，総合計画の中に位置づけされた区別計

画を持っている市，区別計画は存在するが市の総

合計画とは直接連動していない市，今後検討課題

としている市の 3つに大別される。札幌市の「区

のまちづくりビジョン」は 2番目の分類に属する

ものであり，今後長期総合計画に内容を反映でき

るよう調整中である。内容や手法についてはまだ

試行錯誤の段階であり，特に市民参加という点で

は区によってその方法や進捗状況に大きな差があ

る。

札幌市の区役所が，市民自治の充実に寄与し，

狭域総合行政体として機能できるようになるため

には，権限・調整ルールといった行政内部の制度

設計を市民の視点から整理し，参加と協働によっ

てより質の高いまちづくりが可能になるよう行政

システム全体を再構築する必要がある。特に，行

政の内部的な事情で考えるのではなく，市民との

接点で発生するさまざまな問題や成果からの

フィードパックによって具体的に検討されなけれ

ばならない。以下，政令指定都市に限らず，自治

体における狭域行政について，その共通の問題点

および事例についての検討を試みる。

第2節狭域総合行政の担い手として

1. 区施策の総合化

ほとんどの政令指定都市において，区は「地域
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総合行政機関j と位置づけされている。これは，

市民にとって「身近なサービスがすべて区役所で

完結する」といった形態の行政運営を目指すもの

である。各政令指定都市とも，区役所のレベルで

事務がある程度完結されるよう，本庁からの事務

配分の拡大，区長の総合調整機能の強化などを課

題としてあげており，区役所機能の見直しゃ機構

の改編において基本的な考え方となっている。

狭域総合行政の充実にはもう一方で，地域市民

の市政へのニーズ把握や，逆に市政への理解を深

めるための情報発信といった機能も不可欠であ

り，このような観点から，最近の各政令指定都市

における区役所機能の充実の方向として広報・広

聴機能強化，さらに，企画調整機能の強化といっ

た流れも見ることができる。

これらの趨勢から，各政令指定都市は行政区を，

市民との距離の近さを生かして地域のニーズにつ

いての情報を収集し，独自の施策を組み立て，あ

る程度の権限を持ってそれを執行していくよう

な，自律的な総合的行政機関としていく，という

方向性が読み取れる。行政区がこのような機能を

担うことを可能とするために，第ーにあげられる

課題は，本庁の縦割り出先機関」からどう脱却す

るか，という点であろう。組織機構の面では大区

役所であっても，実際には各事業ごとに本庁の担

当局別予算を区に配分する方式が採られており，

予算執行上の自由度は一般的に非常に小さい。

予算について各政令指定都市を比較してみる

と，すべての市において，区に直接的な予算の要

求権がないことは共通しているが，札幌市・京都

市を除く 10都市においては，区予算要望の反映に

ついて，なんらかのシステムを持っている。その

うち，区の要望について，区政担当部局である市

民局のとりまとめなどを経ず，直接各局との協議

する方法をとっているのは，仙台・川崎・横浜の

3市である。これらの市においては，重要な要望

事項について区長が財政局長・助役・市長への説

明を行っている。

これらの都市においてみられるような予算面で

の区要望の反映方法を採用すると，各区における
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事業の優先度についての判断がより必要となる。

通常本庁各局が所管する全市的事業は，特別に大

規模なプロジェクトでない限り，異なる局が所管

する事業を並べて，市総体としてその優先順位に

ついての比較検討がなされる(例えば「道路建設

か老人福祉の充実か」のように)ということはほ

とんどありえず，局ごとの縦割り予算の中で，前

年との対比において事業予算が組み立てられてい

くのが通例である。そこで区が，区民・地域の要

望という視点から分野の異なる様々な事業を横に

並べて優先度を判断する方法が可能となれば，区

の行政機構としての総合性は一定程度実現される

といってよいであろう。

2.政策主体としての自主性

次の段階として重要な点は，そうした横割りの

総合的な思考を支える，区独自の政策立案能力を

どのようにして高めるか，ということであり，こ

こで区の企画調整機能の拡充及び予算執行におけ

る自律性が必要となる。

この面で画期的な事例として，横浜市で平成 6

年に行われた区予算システムの改革があげられ

る。それまで 1区あたり 3，150万円であった区の

自主事業費を 1億円まで大幅に引き上げ，また，

従来細かく縦割りで各局から配布されていた予算

を一括りにし，執行について区長の裁量に任せる，

「局予算の統合」方式を採用した(，個性ある区づ

くり推進費」の創設)。予算執行上，各局は区に対

しては最低限の条件のみをつけるか，または全く

無条件にすべてを区長の裁量に任せている o

統合予算の方式は，これまで，予算の用途を指

定し，いわば区を各局の出先機関のように執行の

みを行わせる，というスタイルから一歩踏み出し，

区の裁量の範囲を大幅に拡大したものである。地

方分権の議論においていわれている国の補助金を

個別補助金から包括補助金や交付金方式に改め

る，という構図になぞらえるならば，横浜市が掲

げる「内なる分権化」の考え方を象徴的に示すも

のということができる(14)。

区において，このような裁量の範囲が拡大する

ことは，市民の市政への関心を高める上で大きな



効果があるものと考えられる。近年行政区レベル

でも市民参加が盛んに行われているが，区レベル

で決定できる権限が少なければ市民の参加による

成果も多くが「本庁各局へのお願しりにとどまっ

てしまい，市民にとって成果を実感できる参加に

はなりにくい。仮に施策として参加の成果が実現

したものがあったとしても，市民へのフィード

ノfックまでに時間がかかり，継続的な参加を促す

上で少なからず障害になってしまうのである。予

算執行上十分な裁量を持ってこそ積極的な地域

ニーズの把握や地域課題の発掘が可能となる。

また，区役所内各課が協力し，横断的に施策を

行うことが可能となる点も，大きなメリットであ

る。各課単独で行うのが困難な事業を協力して行

うことができることはもちろん，類似した事業の

整理統合なども区において行うことができれば，

予算執行の効率化を図ることができる。

さらに，こうした区政運営は，職員の政策立案

能力も向上させるであろう。縦割り型予算執行シ

ステムのもとでは，それを越える創造的な政策を

生み出す能力を育てることは到底不可能であるば

かりか，そうした発想を逆に摘み取ってしまいか

ねない。横浜市の各区に見られるきめ細かな施策

は，区民との接触の中で育まれたアイデアを I区

づくり推進費」によって事業へと実現させたもの

ばかりであり，注目に値する。

このように，政策主体として自主性を備えるた

めには，それを支える予算の裏付けが不可欠であ

る。ただし，行政区は市町村のように議会を持た

ないため，市民が区政を監視するということは制

度上不可能である。そのため一般職の公務員であ

る区長の裁量の幅が広くなることについては，行

政の民主的統制の面から慎重な検討が加えられな

ければならない。

3. 庁内調整における区の位置

区は，地域という視点で市の各施策を横割りに

つなぎ，総合化し，政策主体としての自立性を持

つことが求められることはすでに述べたが，この

ことは容易ではない。政令指定都市の制度そのも

のに様々な問題点はあるにしても，行政区を個々

分権時代の大都市自治

の自治体に分割することは不可能であり，一方で，

区の機能を窓口サービスに特化することもまた問

題である。したがって区がその自立度をどの程度

にするのかは，非常に難しい問題である。現行制

度下においては，本庁各局と区は，常に「調整」

を行い，一つの市としての一体性と，区の自立性

との間でバランスをとりながら行政運営を進めて

いかざるを得ない。

区における総合行政の実現のため，各市は「区

における総合行政の推進に関する規則J(15)を定

め，区と本庁各局との調整のノレールを設けている。

各市に共通してみられる内容は，①局事業に区の

意向を十分反映できるよう，計画及び予算段階に

おいて区長の意見を聴取する②重要な事務事業に

関しては区長との協議を行う③区長が必要と認め

るときは各局に対して説明や資料の提出を求める

ことができる，といったものである。実際の運用

については各市ごとに異なるものと考えられ，区

がどの程度の発言権を有しているかの判断は難し

いが，一般的な傾向として区長の意見を実際の計

画や予算に反映させることは，局長の「努力義務」

にとどまる場合が多く，協議の体制も十分とはい

えないようである(16)。

これらの総合行政推進規則には，なにが「重要

な事務事業」に当たるのか， という判断基準や，

「協議」の結果の処理方法など，暖昧な点、が多い。

また，これらの規則にみられる「総合行政」とは，

あくまで本庁各局の事業について，縦割り出先機

関としての区各課を統括する区長との連絡を密に

することによって，事務事業の円滑な運営を目指

す，ということが主眼となっており，政策的な観

点から区の区域を総合管理するという，狭域総合

行政の実現のためのものとはなっていない。狭域

総合行政の実現のために行うべき調整とは，各事

業，担当部署の聞を I地域の市民の意向」を基準

にして行われるべきものである。そこで区は，区

民の参加による合意形成を根拠として，調整の場

において主導的な立場に立つことが求められる。

このような庁内調整の実践として，川崎市の例

があげられる。川崎市では，地域行政の要である
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区役所機能の拡充と，地域からの視点を導入した

計画及び施策化のシステムを確立することを目指

し， 1991年度から I区づくり白書J (以下「白書」

と記述)の策定を行っている。この「白書」は行

政計画ではないため，法的拘束力等は持たない。

しかし，総合計画中には，各区が「白書」を「区

レベルで幅広い市民の参加機会を作り，区民の創

意に基づき」策定すると記述されている。この総

合計画上の位置付けを受け，市民からの提案内容

は，長期計画，中期計画の中に生かされる。

これらの市民提案による「白書」の内容は，①

区民自らが取り組む提案，②区民と行政が共同し

て取り組む提案，③総合計画や各局の個別計画，

法令との調整を行った上で行政計画化する提案の

3つに分類され，区レベルでは②の分野を区の独

自事業として活かし，①については市民に対する

支援の方法が検討されている。そして③について

は，区の担当者と区政課が協力してどの提案をど

の計画・事業に活かすことができるのか，詳細に

分析を行っており，さらに，区民の意見を施策に

反映する具体的な仕組みを構築することが検討さ

れている。

このような区における市民参加による提案づく

りを行うことにより，区役所と本庁が協力して既

存の事業や計画を狭域的な視点から調整し，また，

新たな計画策定のための重要なガイドラインづく

りを行う。市民参加による地域視点の導入という

考え方が，調整のルールとして，区の側にも本庁

各局の聞にも浸透しつつあることは，狭域総合行

政の実現に大きな役割を果たすものと考えられ

る。

第3節市民自治の充実に果たす役割

1. 大都市の市民自治

前節における問題点は，指定都市の行政システ

ムのいわば内部の問題であったが，市民参加型行

政システムという大きな視点に立ったとき，大都

市における市民自治の問題について考えなければ

ならないであろう。政令指定都市制度はその歴史

の中で，都道府県との二重行政の排除や，事務権
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限の拡充を図ってきている。しかし，市民自治の

面についてみると，議会，直接請求，住民訴訟な

どの制度はすべて一般の市町村と同じ条件におか

れ，このことが政令指定都市における行政の民主

的統制を困難にしている。

そのうえ，大都市はその規模の大きさのために

生じる複雑な行政需要を抱えている。公営交通，

ゴミ問題，都市基盤施設の維持など，大都市特有

の問題も多く，人口が多くなればなるほど市民の

コンセンサスの形成は容易ではない。また，都市

においては，市民としての自治体への帰属意識の

低下なども起こっている。

しかし，大都市自治体の政策課題についてみる

と，下水道をはじめとする都市基盤整備は量的水

準を達成し，これまでのような新規宅地開発や大

規模な土木事業など大型のハード事業は再開発型

事業を除いてほぼ終了している。代わって顕在化

してきた課題は I協議型まちづくり」などと呼ば

れる，参加による市民の合意形成に基づいた特色

ある施設整備や各種事業である。ハード面に限ら

ず，老人福祉・医療，児童福祉などについても，

いわゆるハコモノ整備の時代は終わり，地域の特

色にあったサービスをきめ細かく行うことが求め

られている。限られた人材と財源で効率的なサー

ビスを供給するためには，行政がすべてのサービ

スを担うのではなく，さまざまな民間組織との協

働を前提として，全市一律のルールに頼らず，地

域の事情を考慮した，柔軟かっ迅速な対応が求め

られる。

大都市においては，議会が代表することの可能

な市民の意思はごく限られているし，特に地域的

で細かな問題については，議会において市民の意

思を代表することは不可能であり，地域において

なんらかの政策的意思決定の仕組みを持たなけれ

ばならない。区役所の機能が，前節にあるように

ある程度の充実を実現したならば，こうした地域

的な意思決定の仕組みを支え，その決定を受け止

めることが可能となる。しかし，大都市において

は，地域の意思決定の主体となる市民の地域への

帰属意識が薄い場合が多く，個別的な苦情を役所



に直接訴えることはあっても，市民同士，地域コ

ミュニティとしての横のつながりが希薄な傾向は

否定できない。

近年，自治体においては流行のように「市民参

加」や「パートナーシップ」という言葉が聞かれ

るようになったが，このような大都市市民の現状

を考えたとき，パートナーシップ」の形成の前段

階に解決しなければならない課題がまだまだ存在

するといえる。大都市の市民自治を充実するため

には，距離が遠心代表機能の限られた議会を補

完し，身近に実感できる場所での政策的意思決定

の機会や，行政の民主的統制の機会を，政令指定

都市においては特に行政区が設けるべきである。

2. 行政区と市民

行政区が大都市において市民参加を地域レベル

で具体化していくためには，解決すべき問題がい

くつか存在する。

① 政策の「実施機関」としての行政区

行政区で行われている業務は地方自治法におい

て機関委任事務に分類されているものがほとんど

である。大区制を採っている政令指定都市であっ

ても，福祉の担当部署は審査・給付事務を行い，

土木担当部署では公園・道路の維持管理が主な業

務内容である。高度に機能分化した政令指定都市

の行政システムにおいては，企画立案部門と実施

部門が本庁と区役所に分かれていることが効率性

を高めている反面，縦割り出先機関としての区役

所という性格を強くしている。

市民にとっては，実際に行政サービスを享受す

る場合，区役所を通しての場合がほとんである。

区役所の職員は，多数の市民との接触があるとは

いえ，日々の膨大なルーティンワークの対象とし

ての性格が強く，地域性とは無縁な場合が多い。

'00区」に勤務しているという意識よりは '00

課」に勤務しているという意識のほうが強い，と

の指摘する職員の声も聞かれる。区役所の行う業

務は，本来的には各区に在住する市民の福祉向上

のための業務であるが，ルーティン化が進むこと

により，所掌事務の本来の目的や理念は意識され

なくなるため，地域の行政機関，という認識は低

分権時代の大都市自治

く，企画立案を行う本庁各局の職員と意識の差違

が大きい(17)。

一方で区役所は，多数の窓口を備えているため，

市民の目に触れることが多く，そのため，日々多

くの苦情が寄せられる。区役所の職員にとって，

市民からのメッセージは苦情という形で受け取る

ことが多い。区政に対する要望や意見も，日々の

苦情対応の中にあっては肯定的な受け止めが難し

くなることも考えられる。

近年，区役所に企画調整機能をもたせたり，ま

ちづくり推進課」などの部署を設けるなど，区に

おける市民参加のまちづくりが盛んになっている

が，区役所の職員の大半が実施機関として本庁各

局の出先機関的な立場で市民と対していることに

ついては十分な配慮が必要である。前節にあげた

横浜市の事例に見られるように，区役所が全体と

して有機的なつながりを持って事務事業を進めて

いけるよう，職員参加によるプロジェクトなど，

'r也域の役所」としての一体性を作ることが必要で

ある。

② 区レベルの市民参加の課題

地域の役所として，区のレベルにおいて市民参

加を行う場合，もっとも大きな問題は参加の経路

の閉鎖性や固定化である。これまで自治体が市民

との意見交換を行ったり，行政への協力を求めた

りする場合，ほとんどが町内会，自治会といった

組織を通してであった。全市的規模で行う市民会

議や審議会といった参加形態においては，一般公

募や，町内会以外の市民団体からの参加による方

法もかなり定着し，関心も高まっている一方で，

区においては，依然，町内会・自治会とのつなが

りが強いため，市民にとって参加の入り口は一般

的に見えにくくなっている。

政令指定都市の中でも，横浜市や川崎市のよう

に都市化の時期が早く，規模の大きな自治体では，

1960年代から，生活防衛運動としての市民運動が

盛んに行われた歴史的背景もあり，能動的・自発

的な自治的活動としての市民活動が市民参加の

ルートとして行政の側からも重要な位置づけを与

えられているといってよい。これらの自治体にお
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いては，地域における参加型の事業や計画策定に

おいても，市民活動団体からの参加なくしては成

り立たないというところまできている。

このような段階になると，町内会は包括的で唯

一の組織ということではなく，数々存在する団体

のひとつ，として捉えられることになる。これは，

都市型の生活様式という観点からすれば当然の流

れともいえる。区レベルにおける市民参加が，行

政の民主的統制の機能を担い，議会の機能を補完

するものであると考えれば，できるだけ民主的で，

多様な市民層の意見が反映できるような方法を工

夫する必要があるのであって，参加の単位を町内

会組織に限ることには問題がある。特に区におい

て重要な点は，町内会が市民参加のため有力な一

つのルートではあるが，唯一のものでも万能なも

のでもないとの認識に立ち，多様な市民参加の手

段を持つよう努めることである。

第 4節行政区の実態およびその方向性

1. 区の総合性

組織機構の面で各都市を比較すると，区の機構

の中に土木もしくは建設に関わる部署を持ってい

るのは札幌・仙台・広島・福岡の 4市である。川

崎市は土木に関する部署は設置していないが，建

築指導や開発指導を担当する課を区に置いてい

る。福祉事務所または福祉部と呼ばれる部署はす

べての市において区に設置されている。従来保健

所の機構が大役所・小区役所の分類の指標とされ

ていたが，近年福祉と保健の一体化が求められる

中，福祉担当部署への統合などが行われる傾向に

あるため，形式上の差違はあまり重要ではない。

今後，より分権的で地域視点での行政運営が課

題となることを考えると，これまで用いられてき

た指標に代わって，企画調整機能や，予算執行に

関する自由度，市民参加の機能について，どれだ

け区が権限を持って取り組んで、いるかということ

が重要な指標となる。

第 1節において，狭域総合行政機関として機能

するための第一の条件として施策の総合化，第二

に政策主体としての自主性をあげた。これは言い
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換えれば，事務事業の構築が地域的な必要性とい

う観点からどの程度されているか，そして，それ

にもとづいた区独自の政策の執行がどの程度実現

しているか，ということになるため，予算編成・

執行の方法と密接な関係があるといってよい。図

表 1-1は，各政令指定都市の予算要望の方法と，

自主執行予算の額をまとめたものである。予算編

成に当たって区の要望を反映させるため，決まっ

たシステムを持たないのは札幌市と京都市の 2市

である。区長に直接予算に関するヒアリングを

行っているのは，仙台・川崎・横浜の 3市である。

それ以外の都市は，区政担当部署や区長会名で，

事業部局に対し，区関係分事業予算の確保を働き

かける方法をとっている。

他方，自主執行予算は，区長の裁量において執

行できる予算である。横浜市は一区あたり 1億円

と最も大きいが，これは先に述べた「個性ある区

づくり推進費」のうちの独自執行分であり，これ

に加えて，統合予算として各局予算の一部を区が

自らの裁量において独自に執行している。この予

算は，区の機構の中に土木担当部署を含むかどう

かにより多少執行目的が異なるが，概ね市民参加

型事業に充てられている。

区の総合性を担保するための予算システムにつ

いては，区長裁量の自主執行予算額を増額するこ

とも考えられるが，まずは，横浜市や福岡市で行

われている統合予算のシステムを導入することが

望ましい。自主執行予算はその性格から一度に大

きく増額することは困難である上，イベント的な

用途が中心となる。地域個性を生かしたまちづく

りや市民参加の促進には従来型の自主執行予算も

効果があるが，総合行政という面からは，複数の

局にまたがる予算を区の単位で一度プールし，独

自の発想から事業費の振り分けをするという統合

予算の考え方が重要である。このような予算執行

方法を数年間かけて蓄積することにより，区役所

内の縦割り的発想が排除され，政策立案機能の面

へ効果が波及する可能性も期待できる。

2. 総合計画等における区の役割

区の視点による狭域行政が，どの程度市全体の



図表 1- 1 各政令指定都市における予算要望の方

法と自主執行予算額

都市名 予算要望
自主執行

予算額(千円)

札幌 E 30，000 

仙台 A 40，000 

千葉 C 7.000 

川崎 A 25，000 

横浜 A 100，000 

名古屋 C 10，000 

示都 D 18.182 

大阪 B 20.000 

神戸 B 14.444 

広島 D 15.000 

北九州 B 14.286 

福岡 C 35，000 

A:区長が予算要望について各局と協議，ヒアリングを行う

B:区政担当課が要望をとりまとめて各局へ要望

C:区長会名で各局に要望

D:区長が各局への予算措置について財政局長に要望

E:今後方法を検討

総合計画等に反映されているかは，区への権限委

譲の度合いを見る上で参考となる。現在，総合計

画中に位置づけされた区別計画を持つのは，川

崎・横浜・京都・神戸・福岡の 5市である。

区別計画の策定は，市全体の施策との整合性と

地域の特性との聞で調整が必要であり，単なる美

文にとどまらない実効性の高い計画とするために

は，区と本庁の企画セクションの綿密な連携を必

要とする。その上，本庁各局の分野別計画と地域

別の計画では視点が異なるため，その整合には相

当な労力を要する。

区における計画は，市民生活に密着した内容が

中心であるため，区レベルでの市民参加が行われ

ることが一般的な傾向である。このような取り組

みで最も実績があるのは横浜市である。 1973年に

策定された総合計画において，初めて計画原案に

ついて市民による討議の場が設けられ， 14の行政

区で 42回の集会が行われ，約 9，000人が参加し，

この討議結果が計画策定に生かされた。これをふ

まえた形で各区において市民の自主的な組織とし

分権時代の大都市自治

て「区民会議」が結成され，現在に至るまで，毎

年の予算要望をふくむさまざまな課題について討

議する場として定着し，市民参加システムとして

確立されたものとなっている(18)。

一方，川崎市で策定されている「区づくり白書」

は，それ自体は行政計画ではないが，区と区政担

当課，企画担当課が協力して，行政計画へ「翻訳」

する作業を行い，市民が生活のレベルから発想し

たアイデアや地域の問題点が行政計画として取り

込まれていく。市民と行政が課題についての認識

を共有するためには，このように区の段階では行

政計画としての厳密さを最初から求めるのではな

く，市民感覚を生かした親しみの持てる内容とす

ることも一つの方法といえるであろう。

3. コミュニティ行政における区の役割

コミュニティ行政という概念が初めて登場した

のは， 1969年，総理大臣の諮問を受けて，国民生

活審議会調査部会の中に「コミュニティ問題小委

員会」が設置されたことによる。そこでは，旧来

の拘束的地域共同体とは異なり r市民型住民層」

によって担われる新しい地域社会の概念化が試み

られた。こうした動きを受けて 1971年に自治省に

よって「モデルコミュニティ施策」が行われ，都

市的な社会生活において生まれつつあった市民の

自治的活動を財政的・技術的に支援する施策が全

国的に行われることとなった。

しかし，現実には，自治体のコミュニティ政策

は，そうした新しい地域活動というよりは従来か

らある町内会組織を通じたものが一般的である。

区は，市民に最も近い存在として，町内会を通じ

て地域のコミュニティ施設の運営や防災・交通安

全などの施策の推進を行っている。町内会を通じ

た区と地域とのつながりは，区レベルにおける市

民参加の促進や，地域における多様な市民活動の

活発化という段階を迎え，いろいろな面から再考

が必要な課題となる。次章において，その問題点

について検討する。
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第 2章行政と市民の関係

第 l節町内会組織と行政

1. 町内会組織の歴史的変遷

本章においては，大都市における市民参加の方

法について検討するにあたり，町内会組織と行政

の関係について考察する。

町内会については，社会学の分野でこれまで多

くの研究がなされている。町内会は，近隣の地域



社会における自治組織として，地域の公共的機能

あるいは行政の補完機能を果たしている。これら

の組織は，戦時中各種地方行政の末端組織として

利用されてきたため，地方行政の民主化のため好

ましくないとして GHQによって 1947年に廃止

された。その後も戦前および戦時中の町内会の機

能に対する反省から，自治体は建前としては積極

的にこのような組織の振興をはかることはできな

かった。

他方，制度上廃止された町内会ではあるが，近

隣同士の親睦や相互扶助の私的組織として事実上

は存続してきたこともまた確かである。すべての

世帯が加入している町内会組織は，民主化への阻

害になるとは言いながらも，戦後地方自治体がま

だ十分な行政サービスを行うことができない状況

において，市民の自助の組織として，また，さま

ざまな行政サービスを肩代わりする機関として活

動を続けてきた。

しかし，今日の市民生活を考えると，このよう

な近隣の相互扶助組織や行政補完組織としての町

内会は，その必要性が著しく低くなっているとい

わざるを得ない。にもかかわらず，都市において

もこのような町内会の組織は維持されている。終

戦直後の町内会は，不足する行政サービスの補完

が主で，労働や金銭を拠出し合うことによって地

域の生活を支えるものであった。高度成長期には，

生活基盤の充実を求め，公害などに反対し，生活

環境を守る住民運動の単位ともなった。では，現

代における町内会の役割とはどのようなものなの

であろうか。

自治体との関係における町内会の役割は大きく

分けて地域の公共的機能と行政の補完機能の二つ

があげられる。現代の地方自治は，権力的行政か

らサービス的行政にその比重を完全に移してお

り，行政サービスに対する需要も年々増加の一途

をたどっている。さらに，環境問題などの新しい

課題も山積する一方で，行政改革の流れの中，組

織や人員の拡大は困難となっている。このような

状況は，これまでの行政補完機能とは別な意味で，

市民からの行政に対する理解と協力の必要性を増

分権時代の大都市自治

加させるのであり，したがって，町内会に期待さ

れる役割も多くなっていく。

さらに，地方分権へ向けて，個性ある地域づく

りや生活者の視点からのまちづくりが唱えられる

ようになり，自治体における市民参加がより重要

性を増すなかで，町内会は市民参加のノレートとし

ての役割も期待されるようになってきた。現在町

内会は，当該地域の市民の意思を代表する団体と

いう見方が一般的となり，自治体における各種事

業においては，地域の理解と協力を取りつけるた

め町内会に対して説明を行し、町内会から地域の

総意としての意見を聴取するということが通例と

なった。戦後その存在を否定された町内会である

が，時代を経て現在では自治体行政にとって必要

不可欠な存在へと変化してきたのである。

2.市民参加のルー卜としての町内会

町内会を媒介とした市民参加は，現在大きな転

機にさしかかっているといえる。現在の町内会は，

地域の意思を代表することが次第にできなくなっ

てきている。その第一の要因は，市民の行政に対

するニーズの変化と多様化である。高度経済成長

期以降，自治体が生活基盤施設を量的に充足させ

ることを第一目標としてきた時代において，市民

の要望は I物取り要求型」のものがほとんどであ

り，市民の聞にそれほど大きな意見の差違は存在

していなかった。こういった状況においては，行

政へ市民の声を届ける際に，近隣組織である町内

会は有効に機能していたと思われる。しかし，現

代の都市市民の行政への要望は，非常に多様化し

ており，また，要求内容相互間の衝突もあって，

地縁的なつながりだけでは市民の要望をとりまと

めることが困難である。町内会組織は，施設の誘

致運動や，また逆に反対運動といった単一のテー

マについて行政へ働きかける形態としては優れて

いるといえるが，対立する市民間の調整や，民主

的な議論の場づくりといった機能は持ち合わせて

いない。

第二に，市民の側にとっても，町内会が地域の

意思決定を担う機関であるとの認識がないことが

あげられる。行政は，説明や案の提示が町内会に
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よって承認された場合，地域の合意ができたと判

断しがちである。しかし，最近では，こうした手

順で承認された計画が，別の市民グループなどか

らの反対を浴び，地域においても行政内部におい

ても混乱が生じるといったことがたびたび起こ

る。現実には，町内会における決定が，その地域

の市民による議論の結果であるとは必ずしもいえ

ないのである。

町内会は，その性質から市民の自主的判断に基

づく任意加入の組織であるから，加入しない市民

が，加入しないことによって行政サービスの面で

不利になることがあってはならないが，行政の側

に，意見聴取の方法として，町内会を通じたルー

トしか持たないのであれば，結果的に町内会に加

入しない市民の参加を拒否することになる。町内

会も行政もともに，この点についての認識が不十

分である。

3. 町内会と行政の望ましい関係

町内会は，都市化のなかで，次第に形骸化や硬

直化が起こっており，本来の市民自治的機能が停

滞している。こうした状況下でも，行政が町内会

との関係をこれまでどおりに維持していくべきな

のかどうか，改めて考えなければならない問題で

ある。

第一に重要なことは，町内会を市民参加におい

て唯一排他的なルートとしないことである。札幌

市においても，区レベノレの市民参加に際し，一般

公募による区民会議を始めた区もある。例えば区

別計画の策定のように，一般的で，やや抽象的な

内容については，区においても，このような方法

は採りやすい。まずはこのような会議体を，町内

会組織の担い手以外の市民層が行政へ参加する場

とすることが必要である。

市民の要望の聴取についても，町内会を通じて

行われたものは「地域の総意」として行政が受け

止めることは危険である。その理由としてはいく

つかあげられるが，町内会を通しての行政への要

望は，町内会側からの「行政協力」に対する見返

りとして考えられる傾向があり，行政が地域の実

情に左右されたり，情実が混入する危険性，また，
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連合町内会の役員の特権化など，民主的な行政運

営を阻害するさまざまな危険性が指摘されてい

る{~市民の要望を聴取するルートとして，町内会

を利用する場合，あくまで複数あるコミュニテイ

活動団体のひとつとして対応することが必要であ

る。

第二には，行政補完機能の見直しである。これ

には，地域の公共的機能に属する，交通安全・防

犯・ゴミ処理などを，行政の指導のもとに行うよ

うなものを含める広義のものと，行政の協力依頼

や委託による広報誌の配布や募金活動など狭義の

ものとに分けて考えることができる (2)。

ここで最も問題となるのは，狭義における行政

補完機能の部分である。町内会を通じて様々な広

報誌等の配布を行うことは，確実かつ少ない経費

でこれらの事務を行うことができる反面，町内会

の未組織の地域や非加入者の取扱をどうするか，

という問題も生じる。札幌市においては，全市の

平均加入率が. 76.8%であるが，最も高い手稲区

では 88.1%であるのに対し，最も加入率の低い白

石区では 62.1%と.26ポイントもの聞きがある

(表 2-1参照)。加入率の低い地域では町内会を通

じての広報誌の配布が困難となり，市外郭団体が

委託を受けて配布を行っている事例もある。

このような実態を考慮すると，狭義の行政補完

機能を町内会が行っていることは，市民の町内会

加入・非加入による行政サービスの上でのある種

の差別を発生させており，公平性の観点から問題

が生じる。委託や協力依頼のあり方についても，

伝統的な協力関係を慣習的に継続させているた

め，契約として不透明であったり，費用の支出方

法が明解でないなど，アカウンタビリティの面か

らも問題が指摘される。

さらに，町内会は，民生委員・児童育成委員な

ど各種の行政委嘱員の選出母胎ともなっている。

これらの委嘱員は，公務員に準じた身分として，

まさに行政の補完的な役割を果たすものである

が，任意の一団体である町内会が暗黙のうちにこ

れらの公共的な職を独占していることもまた問題

とすべきである。
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表2-1 札幌市の住民組織

区 分 市計 中央区 北区 東 区

連合町内会数 88 16 11 10 

単位町 内会数 2，061 259 278 263 

総 世 帯 数 752，242 90，715 108，206 103，791 

単町加入世帯数 577，553 65，889 81，069 82，584 

加入率/総世帯数(%) 78.78 72.63 74.91 79.57 

単町平均加入世帯数 280 254 292 314 

平成 10年 1月1日現在

第 2節多様化する市民活動

1. 自発性にもとづく市民活動

前節において考察した町内会組織は，伝統的・

地縁的であり，世帯加入を前提として，いわば日

本国内をくまなく網羅した等質的組織であった。

しかし，近年， NPO法の成立などにみられるよう

に，民間非営利組織への注目が集まっている。

阪神大震災の復興時に問題になったように，

国・自治体ともに，硬直化した意思決定システム

や予算システムにより，対応が後手後手に回り，

市民活動が持つ機動性や柔軟性の前に，行政が万

能ではなく，場合によっては行政とは異なる行動

原理に基づく様々な市民活動の方に利があるこ

と，そしてそれら団体と行政が互いを補完し合う

ルールが必要であることなどが議論されるように

なった。これらの市民活動は，自発性・自律性を

第一の組織原理とするものであり，行政によって

組織された行政の下部組織のような公益団体とは

全く異なる性格を持つものである。このような新

しい市民活動は，活動範囲に枠はなく，関連する

さまざまな組織と自由なつながりを持つことが可

能である。地球規模で行われる NGOのようなも

のから，近隣の自然環境を保護する活動まであり

とあらゆる活動が，互いに接点を持ちながら自発

的に行われている。

行政にとって，特に自治体にとっては，これま

でこのような市民活動団体は，反対運動や陳情・

請願行動の担い手という意識が強く，否定的な捉

え方が根強く存在するものの，市民とのパート

ナーシップの構築という新たな政策課題の出現に

白石区 厚別区 豊平区 清田区 南区 西区 手稲区

7 6 9 5 9 8 7 

232 68 287 87 251 256 180 

80，559 64，302 192，701 35，365 59，395 79.645 46，553 

55，586 37，533 67，507 29，324 51， 821 65，224 41，016 

62.07 81.06 72.82 82.92 87.25 81.89 88.11 

421 552 235 337 206 255 228 

よって，市民活動の持つ長所を認め，建設的な協

力関係を築く試みが始まったといってよい。しか

し，行政の行動原理である平等・公平の考え方と，

市民活動の自発性・自律性・多様性といった特色

は，あらゆる場面で衝突を引き起こす。例えば，

市民の要望を聴取するといった場面を想定しで

も，町内会が，地域の 8割程度の市民の加入によっ

て行政にとってみればいわば地域の意思を代表す

る団体として正統性を備えているのに対し，市民

活動団体は，その意味ではある特定の人々の利害

を代表しているだけであれその特定の人々にの

み情報を開示したり，要望を聞き入れたりするこ

との正統性の根拠が，行政の依って立つ原則から

導くことができない，などといった議論がされる

場合がある。

しかし，すでに述べたように，町内会も行政と

の排他的協力関係を改め，コミュニティ活動を担

うひとつの市民団体としてこれらの市民活動団体

と同等に扱われるべきであり，地域の自治におい

ては互いの長所を生かした協力関係を構築するこ

とが必要である。町内会は，地域の基底を支える

最低限の連絡組織もしくは自治組織としてほぽ網

羅的に存在している点では依然として社会的資源

ということができ，地域レベルにおいてはこれら

の活動が重層的に存在することが望ましい。

2.地域に根ざした市民活動

NGOや NPOなど，一般に注目されるものは，

国際的に大規模な活動や，大きな事故の際のボラ

ンティア活動などが多いが，他方で地域レベルで

もさまざまな市民活動は広がりを見せている。こ
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こでは，札幌市における市民活動を例に，地域の

まちづくりにかかわる市民活動について考察して

みたい。

市民活動はその性格上，必ずしも行政などに

よって一元的に活動が把握されてはいない。神奈

川県の県民活動センターや，東京都世田谷区のま

ちづくりセンターなどの先進事例に見られるよう

に，地域における市民活動団体について情報が蓄

積され，市民への情報提供を行っている機関もあ

るが，まだ少数であり，特に札幌市はその面での

取り組みはまだ始まったばかりである。

札幌市における市民活動団体を概観したとこ

ろ， (1)特定の地域資源(自然環境，歴史的建造物

その他)を PRし，保護・活用する活動， (2)福祉・

医療などのボランティア活動を基礎におく活動，

(3)まちづくり一般についてのフォーラムなどを行

い行政への提言などを行う活動(市・区による公

募の市民会議等から派生しているものが多い)の

ほぽ3つのタイプに大別できる。(1)・(2)の団体は，

必ずしも連合町内会等の区域割りと重なるわけで

はないにしても，町内会組織や商庖街などの組織

と連携や協力関係にある場合が多い。特に， (2)に

ついては， 1998年度に，.福祉のまち推進セン

ター」が連絡所に併設されたことにより，地域に

おける福祉ボランティアの活動の場が拡大され，

この分野における市民ボランティアと行政及び町

内会組織の連携が今後ますます期待されている。

他方， (3)の団体は，町内会とはほとんど接点がな

く，独自の方法でテーマに沿った活動を展開して

いる。

このような市民活動は，地域における新しい形

のコミュニティとして，広がりを見せているが，

行政との接点のあり方についてはまだ試行錯誤の

段階といってよい。 (3)のタイプの団体である「中

央区まちづくり協議会」が，市民活動の団体に対

して 1996年に行ったアンケート調査によれば，行

政による財政的支援の充実を求める反面，活動へ

の干渉を心配する声，市民活動に対して行政が正

当な評価を与えていないと意見が見られる。行政

としては，地域の人的資源として市民活動を正当
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に評価し，支援を行うとともに，協働の仕組みづ

くりをすすめることが必要である。

支援の具体的な方法として，札幌市においても

「まちづくりセンター」の設置が検討されている

が，行政内部において市民活動や NPOについて

の理解が不十分なことなどから積極的な取り組み

は遅れている。一方，各区のレベノレにおいては，

さまざまな市民活動と区役所の協力や支援の試み

が徐々に始まっている。 1997年度に「区のまちづ

くりビジョンJ (以下「ビジョン」と表記)が策定

され，各区がそれぞれの方法で区のまちづくりの

方向について市民参加による議論を行った。この

中で，地域の市民活動について紹介しているのは，

北区・豊平区・手稲区の 3区である。これらの記

述からは，市民活動を地域的資源として市民参加

の足がかりにしていこうという意図が感じられ

る。

札幌市の行政区も，他の指定都市と同様，合併

や分区を繰り返した歴史的経緯があり，区という

単位が独立して歴史的継続性を持つ場合は少な

い。このため，区という単位は市民に対して求心

力を発揮するということは考えにくし区よりも

さらに狭域の地域的単位で，市民によるコミュニ

ティ活動が発生することがむしろ自然なことと考

えられる。「ビジョン」中に紹介された市民活動も，

それぞれが，行政による線引きが行われた区域と

は関係なく，川，緑などの自然環境や地区に伝わ

る伝統芸能・工芸などの地域的資源，福祉ボラン

ティアや防災・交通安全など特定の活動を求心力

として市民が参加しているものである。

ほぼすべての区の「ビジョン」において，.市民

参加の仕組みづくり J ，.行政と市民のパートナー

シップのすすめ方」などに言及し，新しい組織作

りやルールの構築について検討がなされている。

これまで，そのようなことが市民の参加によって

議論された場面は極めて少なく，有意義なことと

いうことはできるが，反面，伺も積み重ねのない

状態からのスタートは市民にとっても行政にとっ

ても負担が大きし有効な仕組みづくりが困難で

あることが予想され，仮に実現したとしτも継続



性を保つことは極めて難しいと考えられる。その

意味で，市民が自らの興味と関心によって集まり，

活動をしている団体を支援し，協力し合う仕組み

をつくり，そこから市民参加の契機を生み出すこ

との方が，区レベルにおける市民参加の仕組みづ

くりには有効であるように思われる。

第3節新しい合意形成のしくみ

1. 行政と市民の対話の方法

これまで見てきた市民活動やコミュニティの変

化は，自治体における政策執行にも変化をもたら

している。この変化の過程と市民と行政の関係に

関する今後の課題として，札幌市が北区篠路地区

で行っている地域整備における市民参加(3)を事

例に検討してみることとしたい。

(1) 既存手法による限界

北区篠路地区は，安政年聞に 8戸の農家が入植

して以来，屯田兵による開拓，篠路村としての歴

史を経て， 1955年に札幌市に合併され，以来郊外

型住宅地として発展してきた。 1934年に現在の

]R札沼線が開通し，駅周辺を中心として市街地が

形成された。 1965年，札幌市全体の幹線道路網の

ーっとして，鉄道と交差する地区の主要な生活道

路である「横新道」の立体交差による拡幅が都市

計画決定され，翌年には駅前団地の造成が開始さ

れた。 1975年には区役所の出張所が， 1985年には

コミュニティセンターが開設され，しだいに生活

利便施設の充実が図られ，民間開発による住宅も

増加した。

札幌市は 1988年，長期総合計画中に，生活都心

として地区の利便性を高めることを目的とした

「地域中心核」のーっとして篠路地区を指定し，新

たな団地造成が計画された(4)。その後， 1993年に

「高度土地利用市街地整備計画J，1994年に「駅前

広場基本計画」がそれぞれ策定され，さらに 1995

年に東駅前広場及び駅東通の都市計画決定，駅西

側再開発基本計画の策定が行われた。

篠路駅周辺は，比較的古い住宅地であることか

ら道路が一般に狭隆で歩道がないものも多いほ

か，幹線道路に変形交差点や踏み切りが存在して

分権時代の大都市自治

いることなど，道路整備に多数の課題を抱えてい

た。モータリゼーションの進行によって郊外型の

大型庖舗が幹線道路沿いに進出し，車の通行量が

増えることに加え，新たな団地造成による人口増

加がこれにさらに拍車をかけることが予想され

た。また，市民の交通手段が車中心に変化したこ

とによって，市街地の中心が駅周辺から幹線道路

沿いへとシフトし，駅周辺に広大な低・未利用地

が残されるなどの問題も存在した。

地域のこのような問題に対応するため，地元町

内会役員と農協によって， 1985年に「篠路駅周辺

活性化促進期成会」が結成された(町。 1993年以降

の諸計画の策定により，地区整備の課題が ]R篠

路駅周辺と幹線道路である横新道に絞られたこと

から，(1)区画整理による一体的な整備(2)道路整備

や再開発事業など 3種の事業からなる緊急整備の

二本立ての構想が打ち立てられ i篠路地区街づく

り促進委員会J (以下「促進委員会」と記述)が，

連合町内会，農協，商庄街によって組織された。

この組織と札幌市の話し合いによって，横新道

の高架・拡幅，区画整理事業により地区の区画道

路などを一体的に整備することなど，具体的な地

区整備手法が検討され， 1995年 9月に地区の交通

問題について地元説明会が開催され，翌年3月に

は区画整理事業に関する地元説明会が行われた。

この過程において，促進委員会は連合町内会組織

を通じ地区の市民に対して話し合いの経過などを

周知していたが，説明会において一般市民による

反対意見が噴出した。すでに都市計画決定後 30年

以上経過した横新道の拡幅についても，地域の市

民にとっては話し合いの前提として受け入れられ

るものではなく，行政と促進委員会は，一般住民

との聞に議論のための枠組みすら共有できていな

いということが明らかとなった。

行政側としては，促進委員会には地元住民代表

として連合町内会役員が参加していることから，

この組織が地域の大多数の支持が得ていると判断

せざるを得ない。しかし，促進委員会との話し合

いの結果得られたものに対しその他の市民による

反対が起こり，初めて地域での賛否の議論が起
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こったことは，それまで地域の窓口として行政が

正統性を与えていた団体がその根拠を失ったこと

を意味していた。また，区画整理事業や市街地再

開発事業といった手法によって地域整備を行って

いく場合，そこでの参加は常に権利者に限られる

ことも地域との意識のズレを大きくする原因と

なっていた。

ここまでの経過は，従来行われてきた公共事業

に対する合意調達方法の典型的な問題点を示すも

のである。おそらくこれが高度成長期に起こった

事例であれば，反対の声を少数意見として，強引

な多数決などによって道路整備や区画整理が行わ

れたであろう。しかし，現在の課題は，既に住宅

地として人々の生活が存在する場所において行わ

れる地域の修復や再整備といったことであるた

め，そのような方法で事業を押し進めることはで

きない。このような状況は，札幌市内の既存住宅

市街地に共通する課題であり，今後も道路建設や

再開発，住宅政策などの場面において同様の問題

が起こることは十分に考えられる。

(2) ワークショップによる合意形成の試み

促進委員会と札幌市は，より広い住民層の意見

を取り入れるため，地域住民によるワークショッ

プを行うことを決定した。 1997年 4月に「篠路駅

周辺と横新道を考える会」として，地区の約 9，500

世帯全戸に募集の案内を配布し， 103名の応募に

より同年6月7日に第 1回のワークショップが聞

かれた。

このワークショップを担当したのは，都市整備

局(現都市局)地域計画課である。このセクショ

ンの特徴は，計画と事業の中間的な位置に存在す

ることである。設置当初の業務は，総合計画中に

位置づけられた地域中心核について地区のマス

タープランを策定することであったが，既存の行

政計画の手法が参加の手続の不備などの要因で行

き詰まりを見せ始めたことから，次第に計画策定

における市民参加による合意形成手法の実践が主

要な役割となるに至った。自らは事業を担当せず，

事業計画における市民合意の形成と，庁内担当部

局聞の調整のみを担う。
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ワークショップにおける最初の課題は，これま

で行政が策定した計画や，促進委員会との合意事

項，さらには，既に実施が決定している再開発事

業や，実施を前提とした調査がある程度進んでい

る区画整理事業などについて，どのような形で市

民への'情報提供を行うかであった。既に市民の聞

には情報の不足による行政不信が広がっており，

情報提供の方法知何によっては建設的な話し合い

の場をつくることが困難になってしまう危険性も

あった。そこで，実質的な議論の始まりとなる 2

回目のワークショップにおいて，現在すでに決定

していて変更が困難なもの，市民の意向に添って

これから方針を決定できるものに分け，徹底した

情報開示を行った。

この作業は，市民に既に決定したものについて

理解を得ることを目的として行われたものであっ

た。しかし，市民から改めて計画の必要性や意義

について問われたとき，それらの計画は必ずしも

説得的なものとはいえなかった。特に都市計画決

定から数十年経過しているにもかかわらず実現し

ていない道路拡幅計画などは，もはや行政におい

ても説得力を持たない。かくして，当初は「変更

不可能」であったものについても，市民の意向が

一つの方向にまとまれば変更の可能性があるとし

て行政内部においても再検討が始められた。

ほぽ月 1回ペースであわせて 6回行われたワー

クショップにおいては，それまでの計画に縛られ

ず，参加した市民がさまざまな案を比較検討しな

がら意見をまとめていった。その結果，既に鉄道

に対して高架化することで都市計画決定が行われ

ている道路について， ]Rを高架化すること，すで

にほぼすべてが取り壊される見込みであった旧農

協倉庫を公共施設として利用することなど，既に

決定されていたことと相反する内容で参加者の意

見が一致したものが多く見られた。これは，参加

による議論に際し，一応の前提条件として諸計画

についての説明は行ったものの，議論の誘導を避

け，できるだけ参加者相互の自由な議論による合

意形成を目標としたからであると考えられ，参加

した市民からも一定の評価を得た(6)。



(3) 合意内容の実現と新しい市民活動

参加による議論によって一応地域における合意

は得られたが，それまでの計画に変更を迫るもの

が多数あるため，行政内部においては改めて担当

部局聞の調整が必要となった。さらに，次の段階

として実現のための事業手法についての検討が行

われなければならないが，これについても，市民

による合意内容に照らしで慎重な議論が求められ

る。

地域の側に残された課題は，合意内容を，実際

に事業に関して利害関係を有する地権者とどのよ

うに共有するかというものである。この課題に向

けて， 1998年度には，地権者を対象にした区画整

理事業についての勉強会などを行い，参加による

成果を実際の地域整備に結びつける取り組みが続

けられている。

その一方で，ワークショップに参加した市民の

中から，継続的な自主活動を行うグループが発生

した。このグループは，話し合いの中で一つの地

域資源として語られた「旧琴似fJ1 J という河川を

手がかりに結成された。河川改修による水門の設

置で水が流れなくなり汚れてしまった川にせせら

ぎを取り戻し，市民にとって親しめる川にしたい，

という願いに端を発し，地域にあるさまざまな自

然環境や歴史から地域づくりを考える活動を行っ

ている。まだ完全に独立した市民活動とまではい

たっておらず，札幌市や，ワークショップに関わっ

たコンサルタントの支援を受けながらではある

が，地域の資源に徹底してこだわった活動は，広

い市民層の支持を集める可能性を持つものといえ

る。

これらの活動において注目すべき点は，新しい

市民活動についても，促進委員会との協力関係を

保ちながら進められているという点である。ワー

クショップの開催以前は，促進委員会に見られる

ような，連合町内会等を基盤とした組織と，公募

によって自由に集う市民層は '1日住民対新住民」

のような典型的な図式化がされがちであった。し

かし，参加による議論の場を経ることによって，

これらの異質な組織が相互に歩み寄ることが可能

分権時代の大都市自治

となった。話し合いの最初の時点に，市民と行政

の間，また，新しい住民層と古い住民組織の担い

手層の聞に大きく横たわっていた不信感がある程

度消え去ったことによって，今後継続的な議論の

場が成立する可能性が生まれたといってよいで、あ

ろう。

2.参加の仕組みを一般化する試み

以上見てきた事例において，参加の場を設定し

た地域計画課の業務は，事業に対する地域住民の

理解を得，市民による合意内容を実現可能なもの

とするため，庁内各部局の調整を行うことであっ

た。しかし，さらに踏み込んで，このような形で

の地域計画の策定手法を，一定の手順として一般

化することを試みている。

市民合意による成果は，これまで行政内部に特

定の位置づけを持たないため，それが尊重される

かどうかは必ずしも明確で、はなかった。このこと

は市民と行政の信頼関係に重大な影響を与えかね

ない問題である。そこで，篠路地区で行われたよ

うに，市民の参加によってつくられた地区の将来

f象を「まちづくりガイドライン」とし，さまざま

な施策の実施にあたって参照すべきガイドライン

として位置づけた。この「まちづくりガイドライ

ン」は，行政・市民・企業が共有する地域のまち

づくりの目標像となるもので，既存の法律に基づ

く計画や市全体にわたる行政方針を地域ごとに横

断的につなぎ，補完するもの}7)であり，明確な実

行の責任や担保を有するものではないが，従来の

諸計画を補完する役割を担う，極めて柔軟なもの

である。「まちづくりガイドライン」は多様な内容

を含むため，それぞれのイメージを実現するため

には，テーマごとに法律・条例・市民による任意

の協定などの手法を用いて個々に具体化していく

こととしている。さらに，このガイドラインは可

変的であり，地域の状況の変化によって生じる新

たな課題をその都度取り込みながら更新されてい

このような仕組みの一般化が求められた背景に

は，これまで札幌市が「都市の目標像」を明確に

持ち得なかったことにより，あらゆる計画が都市
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としての一体性を欠いたままつくられ続けてきた

ことへの反省がある。「まちづくりガイドライン」

は，文字通り都市の目標像を，市民の参加によっ

て地域レベルから積み上げるための手引きとなる

べきものである。

3. r札幌方式」の特徴及び評価

実際に地域における参加による議論を通じて札

幌市が一般化を試みた「まちづくりガイドライン」

における市民及び行政の合意形成手法について，

特徴とその可能性について検討してみることとす

る。

第一の特徴は，ガイドラインが，ハード面の地

域整備にとどまらず，広範な分野の内容を含むこ

とが可能な点である。篠路地区における実践例に

見られるように，主たる内容は各種事業による地

域整備というハードの側面であるが，そこから発

生した市民活動の支援も継続されており，このよ

うな活動も地域資源としてソフト面でのまちづく

りを担うことが可能である。

しかし，ひとつの活動を行政が長期的に継続し

て支援していくことは困難であり，また市民活動

としての自律性を考えても，できるだけ中立的で

あることが望ましい。そのため，ガイドラインの

一方の担い手となる市民の活動を支援する中間的

組織の必要性が高まる。札幌市としても rまちづ

くりセンターのような中間組織が日常的な窓口と

なり，蓄積された市民の声をまちづくり計画の策

定や更新に反映させる」仰としてその必要性につ

いて言及している。こうした*，E!.;織は行政によって

設立されるべきか否かという議論はあるところだ

が，いずれにしても市民活動を地域の自治のため

の組織として生かすため，行政との関係について

今後明確に整理される必要がある。

第二の特徴として，ガイドラインの策定および

管理において，行政内部の横断的な協議の場の提

供を地域計画課が行うとしている点である。将来

的には，市域全体を網羅した形で地域別のまちづ

くりガイドラインが存在し，施策に際して常に参

照され，ガイドラインに基づいた部局問調整が可

能となるような方式を志向するものと考えられ
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る。このことは，参加による市民の合意形成もさ

ることながら，実際には庁内各部局間の調整が最

も難しい作業であることから，ガイドラインの策

定作業自体は，それぞれの施策を発意した局や区

などが担うが，調整については地域計画課が行う

こととしたものであろう。

類似の例として想起されるのは，神戸市真野地

区で行われた，市民による「まちづくり構想」で

ある。真野地区では， 1960年代からの公害追放運

動に始まる市民活動から，地域の住環境改善のた

めの運動に展開し，市民が自発的に策定した「ま

ちづくり構想」に基づき，神戸市によって地区計

画が策定された。神戸市では， 1980年に都市計画

法に地区計画制度が導入された直後の 1981年に

地区計画策定の手続条例である「神戸市地区計画

及びまちづくり協定等に関する条例J (通称「まち

づくり条例J)が制定されており，これは，真野地

区による市民主体のまちづくり構想に対して行政

が協力するという，協働の精神を強く意識してい

た(9)。真野地区の，市民によるまちづくり構想に基

づく地区計画は r構想」という漠然とした拘束力

のないものに一定の法的裏付けを与え，建築に関

する届出の義務づけなど，実現のための具体的な

方法を付加している (1九

札幌市におけるまちづくりガイドラインは，今

のところ行政が何らかの施策の発意に基づいて策

定することが想定されている。しかし，将来的に

は真野地区に見られるように，地域の市民による

自発的な活動から生み出されるまちづくりの構想

からガイドラインの構築を図ることも可能にすべ

きである。ガイドラインそのものについては，策

定主体が分化し，事業部局がこれを参照し尊重す

るよう働きかけ，必要に応じて部局問調整をする

という部分のみが地域計画課に残されるのであれ

ば，ガイドラインが豊かな地域個性を含んだ地域

の将来像として，行政と地域市民の行動規範とし

て育つことは期待できるであろう。



4.今後の課題一普遍性あるまちづくりのルール

となり得るか

市民と行政の協働によるまちづくりガイドライ

ンの策定によって都市像の構築を目指す札幌方式

であるが，取り組みは始まったばかりであり，課

題は多い。

(1) 地域課題の設定

当面このまちづくりガイドラインは行政側が設

定した地域整備課題に基づいて，地域計画課を中

心とした本庁の計画及び事業部局が特定地域市民

の参加の場を設定して行われる。この点は，既に

述べた神戸市真野地区の方法と決定的に異なる。

地域コミュニティ内部において，市民同士の話し

合いによる問題解決の方法に，行政が法的・財政

的な面での協力を行うというところまで，徹底し

た市民主導の方向を目指すのであれば，市民によ

る課題発見の契機を生み出す工夫が必要である。

現状では，例えば老朽化が激しい密集住宅地に

おける住環境の改善であるとか，インナーシティ

化に伴う市街地の空洞化など，行政の観点におい

て特定の事業手法による施策化がある程度想定で

きる地域以外では，ガイドライン策定の契機が生

まれにくいという可能性も指摘できる。この状況

では，当然市域を網羅した形でガイドラインが策

定されることは難しい。地域における日常生活の

視点からの課題設定に道を聞くこともまた求めら

れるであろう

(2) r市民主導」へ導く

札幌市においては，これまで参加による議論の

場があまりに少なし市民が知りうる政策情報も

ごく少ない量にとどまっている。このため，行政

への不信と，一方では過度の依存が根強く存在し

ている。このような状況を改善し，望ましい情報

の提示方法と，議論の進め方について示すモデル

ケースとして，当面行政が主導的な役割を果たし

て地域における参加の場を設けることは過渡的に

は必要である。しかし，今後はできるだけ市民発

意に基づくガイドラインの策定へ移行していくこ

とが求められる。

これまでの市民参加は，行政の事業や計画に市

分権時代の大都市自治

民の意見を反映させるという限定的な性格をもっ

ていた。自治体の施策についても，国の補助制度

による制約が大きし補助メニューに合致した事

業や計画の枠組みの中に市民の意見を反映させる

という形にならざるを得ない場面が多かった。今

後，地方分権の進展に備え，市民生活の視点から

自治体が独自に施策の方向性を打ち出し，現行の

各種補助制度などはこれらを実現するひとつの手

段として自治体側が主体的に使うというように認

識を改め，将来的にすべてが自治体の自主財源と

なるよう働きかけることが必要であるo 包括補助

金化や独自財源化が進むことによって，これまで

細分化されていた事業を独自の方法で取捨選択，

あるいは結合し，自由に行うことが可能になる。

ガイドラインの今後のあり方についても，このよ

うな地方自治全体の今後の方向を意識し，地域の

視点から行政システム全体の設計の中に市民の意

向が反映できるものとして行くべきである。

(3) 地域情報の蓄積・活用

さらに，ガイドラインの内容は，市民からの重

要な情報が豊富に盛り込まれたものであり，地域

的な視点での各種政策立案に有用な資源となる。

既に「地域生活環境指標」や「コミュニティ・カ

ルテ」として地図情報にまとめ，行政と市民の間

で政策形成のための議論の土台として活用されて

いる自治体が多数存在する。まちづくりガイドラ

インも，このような方向へと展開させ，単に目標

として掲げるだけでなしさらに詳細な政策議論

へのきっかけを与えるための資源として活用すべ

きである。

注

(1) 岩崎信彦「自治会・町内会等と地方自治体」

『月刊自治フォーラム」第 394号， 1992年 7月，

6頁。

(2) 遠藤文夫「自治会，町内会等の住民自治組織

と市町村行政との関係(二・完) ~自治研究」第

68巻第6号 5頁。

(3) 本稿において，基本的には「市民参加J r市民

活動」のように r市民」という語を用いるが，
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以下特定の地域における参加及び活動について

は，便宜上「住民」という語を使用することと

する。概念として差違はなく rその地域の居住

する市民」の意味において使用するものである。

(4) r地域中心核J は，地下鉄駅， ]R駅など，地

域的利便施設がある程度集積した地区を市内

13カ所指定し，土地の高度利用や都市基盤施設

の集中的整備を行い地域の生活の充実に資する

ことを目的とするものである。

(5) 篠路地区は住宅開発がされる以前，玉ねぎ栽

培の農家が多数あり，このため駅周辺に農協が

倉庫を多数所有しており，駅周辺の最大の地権

者であったことから，地元組織において常に中

心的な存在となった。

(6) 札幌市都市整備局開発部地域計画課『しのろ

大好き未来21一篠路地区駅周辺と横新道を

考えるワークショップの記録~ 1997年 12月。

(7)札幌市都市整備局地域計画課『パートナー

シップ型まちづくりのすすめ方ーワークショッ

プとまちづくりガイドラインu997年 10月， 13 

頁。

(8) 前掲注 8，5頁。

(9) 中村正明「地区計画はまちづくりの基盤をつ

くるJ W造景~ No. 8， 1997年 4月， 28頁~。

(lO) 神戸市で，まちづくり条例中に都市計画法に

基づく地区計画の策定手続条例を含むが，建築

基準法に基づく建築条例は制定されていないた

め，具体的な建築物に対する制限は行うことが

できない。ただし，届出内容に不都合がある場

合は市長は届出者との協議を行うことができ，

まちづくり協議会は意見を述べることが認めら

れている。

第 3章札幌市における区政の将来像

第 l節行政システム全体の中での行政区

1. 札幌市における将来の区役所像

第 2章に見たような，これからの市民行政間関

係構築の方向などから考えて，将来的な区役所機

能は，以下の二つに集約されるものと考える。第

294 

ーは，区よりさらに狭域の地域コミュニティによ

る自治へ権限の分散を図るための媒介役である。

札幌市は，合併型の指定都市とも，いわゆる旧 5

大都市とも性格をやや異にしている(1)。合併時期

が比較的最近である手稲区などを除けば，区とい

う単位における歴史的'性格は薄いこと，また，都

市構造がコンパクトで，都市中心部へ向かつて便

利な公共交通網が敷かれていることにより市役所

の物理的距離がそれほど遠くないことなどから，

市民の帰属意識は区単位よりむしろ一体としての

市に対する方が強い。他方，古くから残る「町名」

が地区の通称として現在も使われていることなど

にみられるように，区よりさらに狭域の地域にお

いては，それぞれの地理的歴史的な遺産が市民の

聞に共有されていることが多い(九行政区の区域

は，人口増やその他の理由によっていわば人為的

に定められ，どちらかというと便宜上の区分とし

て認識されやすいものであるのに対し，狭域の地

域は r札幌市」という範囲についで市民の帰属意

識が高い範囲であるということもできる。地域の

資源に目を向け，そこから市民活動のきっかけを

得ることができるのは，生活の場として実感でき

る範囲というのが現実的である。

区役所や一般市における支所・出張所に期待さ

れる機能として，それ自体がコミュニティのとし

ての一体感を持てるものとするべきであるとの議

論もあるが円以上述べた点から考えれば，札幌市

においては必ずしもそのような性格を「区」とい

うものに求めるには歴史的必然性の面でやや無理

がある。むしろ札幌市の区役所の役割として相応

しいのは，区内のそれぞれの地域における市民活

動，さらに，地域を越えて，場合によっては区を

またがって広がるさまざまなテーマ型活動の活性

化を支援し，それらの活動を通じて地域における

市民自らの問題解決能力を高めることである。

第二にあげられるのは，上述のような市民の自

治意識を育てることによって構築した協働の仕組

みによって，地域から積み上げたまちづくりの方

向に沿った政策の企画立案と独自の政策執行の機

能である。札幌市では全市的な目標として「市民



と行政のパートナーシップ」をうたっているが，

具体的かつ現実的なパートナーシップは，市民が

実感できる範囲の地域からの積み重ねでなければ

実効性を持たず，その部分を担うのが区であると

いうことを念頭に区の機能についての議論がなさ

れなければならない。

2. 特殊解戦略から一般解・地域解戦略へ

市民と行政の協働という認識が一般化するにし

たがって，行政側からの必要性のみによって市民

参加を行う方法が限界に近づきつつあることが明

白となってきた。これまでの市民参加は，個別施

策・事業についてのものが主であり，このことは，

市民参加によるさまざまな合意形成の成果を，地

域的にも事業や計画の内容的にもいわばその場に

限定的な「特殊解」として完結させてきた。現状

の方法では，利害対立の激しい地域または事業に

応じて，このような特殊解戦略を次から次へと組

み立てなくてはならない。当然地域や事業が異な

ればそのための組織づくりというーからのスター

トの繰り返しとなる。

現代の複雑化した都市社会においては，あらゆ

る場面において市民同士の利害対立が起こり，も

はやこのような特殊解戦略で対応することには限

界がある。そのため，参加による合意形成につい

ては，自治体の全域にわたって，現在起こってい

る， もしくは将来起こる可能性のある様々な問題

に対して解決能力を有する仕組みを，いわば一般

解として備えることが求められている。そして，

それは，これまでさまざまな特殊解を導いてきた

本庁部局の役割とはいえない。

さまざまな都市問題の中で噴出する市民同士の

利害対立を地域の中で解決していく仕組みづくり

は，大都市においては区が担うべき主要な役割と

なる。いわば「地域解」を導く役割である。これ

までの事業ごとに行われてきた特殊解の方法，全

市的な視野で広く参加を求め，都市問題を広く議

論する一般解の方法，そしてさらに区が担う地域

解の方法が相互に有効に機能することによって，

市民参加の意義は最大限に活かされることにな

る。

分権時代の大都市自治

3.参加と協働のための区役所機能

区役所の機能として，市民と市政の距離を短く

することがあげられる。札幌市においては，単位

町内会が連合町内会に束ねられ，この単位に対応

して設置された連絡所の機構が I市民と市政の結

びつき」を表面的には表している。しかし，すで

に述べたとおり，町内会は地域の政策的意思決定

について十分な調整能力を持たず，地域の総意を

代表した組織ということはできない。これに代わ

る参加のルートの構築は，試みが始まったばかり

であるが I区のまちづくりビジョン」中に，区ご

との市民参加の仕組みづくりや，町内会だけにか

ぎらないコミュニティ活動について触れられてい

ることからも，必要性の認識が高まっているとい

うことができる。

区における市民参加は，これまで行われてきた

ような個別ケースについての特殊解ではなく，市

民同士の議論の中から行政との役割分担を見極め

ることを目標とするべきである。従来は，このよ

うな土壌のない地域に，とつぜん「上から」事業

計画が降ってきて，行政に対し三々五々に賛成・

反対をぶつけるという場面が非常によく見受けら

れた。行政側は，多大な労力と時間を投入し，試

行錯誤の中からようやく地域の問題解決を担う仕

組みの必要性を認識したといえるであろう。

これまで行なわれてきた地域における合意形成

の過程では，実際に事業や各種計画において必要

とされる結果についての合意以外に，多くの収穫

が得られている。第ーは，町内会組織がその限界

を意識し，聞かれたコミュニティ組織として自己

改革するきっかけを与えたことであり，第二は，

参加の場を通じて新たなコミュニティ活動が生ま

れたことである O さらに第三として敢えてあげる

ならば，これらの異質な組織の聞に協力のきっか

けが生まれたことである。町内会組織と，それ以

外の市民活動の聞には，潜在的な緊張関係が存在

する場合が多いが円時には摩擦や紛争をも含む

話し合いの場をもつことにより，互いの利点を生

かし協力関係を築くことが可能である。

しかし，札幌市でみられるこれまでの数少ない
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取り組みの中で，このような地域の市民自治の新

しい可能性は十分な評価を与えられていない。そ

の最大の理由は，これらの取り組みが特定の事業

や計画に付随した参加から派生したものであり，

地域の自治の問題として発生したものではなし功〉

らである。参加による議論の過程において，区，

あるいはさらに狭域の地域において，新しいコ

ミュニティ活動の萌芽が見られたとしても，参加

の場を提供するのが事業や計画を所管する本庁部

局である限り，それらの活動はあくまでも参加の

主目的ではないのである。区にとっては，いわば

「頭越し」に参加の場が設定される形となる。町内

会を通じたルート以外の方法は，現状では特例的

な方法と受け取られやすく，地域の資源となりう

るコミュニティ活動を支援するなど，継続的な施

策としてスムーズに連携することが難しい。

この問題は，都市内分権の課題を如実に表した

ものとして注目に値する。現状札幌市の行政区は，

過渡期にあるといってよく，機能強化の方向が定

まっていない。しかし，一連の市民参加の試みか

ら見えてくるのは，区役所が地域の合意形成の場

づくりにおいて主導的な役割を果たすことが求め

られているということである。これは単に地域的

な合意形成システムができあがっていれば各種事

業における市民の理解が得やすいといったことだ

けを意味するのではなく，常に地域の市民生活と

いう視点から施策の必要性のテストを行い，行政

システム全体のチェック機能を果たすことができ

るという点で非常に重要である。これが可能とな

れば初めて区役所が大都市における行政の民主的

統制の機能を果たすことができるのである。

参加によって市民が直接的に合意形成を行うこ

とは，都市において市民の生活に関わることがら

が，限定的な代表機能しか持たない議会において

多数決原理によって決定されていくことに対し

て，いわば「拒否権」として必要不可欠なもので

ある町市民の包括的な委任の範轄ですべてが決

定されることは不可能であり，特に大都市におい

ては，地域レベルで少数意見にも十分配慮し，単

純な多数決の方法に依らない市民による合意の積
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み重ねによって市民自治原則の補完を行っていく

ことが重要である。

4.機能的な組織づくり

区役所が地域におけるさまざまな活動主体によ

る自主的な活動を生かした合意形成の場をつく

り，民主的統制の機能を果たすためには，区役所

の組織を市民との接点のあり方という視点からよ

り機能的なものにすると同時に，地域の市民活動

に関わる部局を本庁側も含めて見直すことが必要

である。

区役所においては，コミュニティ活動に関わる

セクションを統合し，.まちづくり推進課」などの

ように，有機的かつ総合的な市民との接点を構築

するのが適当であると考えられる。区役所は，各

種窓口的業務を受け持つ出張所の性格と，市民参

加の最先端として市民に聞かれた議論の場を提供

するという二つの役割を担う。前者は，全市にわ

たって市民が等しいサービスを享受するために，

統一的基準に基づいて事務を行うという意味にお

いて，本庁各局の出先機関であることは否定され

ないであろう。ただし，これらの事務はいろいろ

な手段によって省力化や合理化が可能である。区

を機能的な組織とするために，部分的には人員・

組織のスリム化を実現し，組織全体を肥大化する

ことなく市民参加の充実を進めていくことが求め

られる。

第2節市民との関係をどう強化するか

1.狭域における市民参加と連絡所

札幌市は，連絡所を市民要望の把握のために活

用するとしている。しかし，この機関が，連合町

内会との接点しか事実上持っていないこと，そし

て町内会が地域の参加のルートとして多くの問題

を抱えていることから，そのあり方も再考を求め

られている。

現行の事務分掌によれば，連絡所の業務は以下

のとおりである。 (1)地域住民組織の振興に関する

こと， (2)地区住民福祉活動の支援に関すること，

(3)市民集会施設の建設に係る相談及び要望の集約

に関すること， (4)戸籍及び住民記録業務等の取次



ぎに関すること (5)地区に係る要望等の集約に関

すること，(6)市からの連絡等の周知に関すること。

(4)については，区の面積的な広がりや，区役所ま

での交通アクセスなどの条件を考えた場合，一般

市の出張所・支所と同様の機能として必要な機能

である。しかし，連絡所が区の「課」として位置

づけられ， 85の連絡所すべてに課長職の職員を配

置していることから考えれば，単なる出張所・支

所であってはならず，当然これ以外の役割の方が

主となるべきである。

この点について，特に札幌市が独自の制度とし

てそのメリットを強調するのが(5)および(6)の役割

であるo 連絡所は市の施策を地域市民にわかりや

すく伝え，地域からの要望を行政内部の組織機構

に整合した形で整理し，区を通じて施策に反映す

る。連絡所は，このような地域市民組織の意見収

集機能を通じて市民意見を行政施策の企画実施に

反映させるフィードパックシステムとなることが

期待されている (6)。

しかし，実際に収集される要望や意見は，町内

会組織の性格上，地域として合意された要望では

なく，限られた一団体からのものとなる。札幌市

がこのように組織機構上の役割として明確に連絡

所の事務分掌に盛り込んでいるような内容は，通

常政令指定都市の区役所機構内部に置かれる。連

絡窓口となる地域振興課やまちづくり推進課など

といった組織は r町内会その他の市民組織への連

絡および、調整」などとすることにより，区という

範囲の中であれば原則としてどのような市民組織

であっても対応することができる。それに対して，

札幌市の連絡所は，一連合町内会に一連絡所を対

応させたことがたとえ便宜上であるとはいえ，実

態として排他的な一対一対応としてしか機能でき

ないものになっている。このため，何らかの合意

形成や意見の表明を伴うような市民の側からの行

政へのアクセスの場面においては，連合町内会の

ネットワークに何らかの形でつながりを持ってい

なければこのアクセスルートに乗ることができ

ず，連絡所制度の存在がかえって広範な参加を妨

げる要因となっている。

分権時代の大都市自治

前章において，新しい形での市民と行政の関係

について検討してきたが，例えばまちづくりガイ

ドラインにみられる合意形成の方法は，市民がそ

れぞれ独立した地域の成員として民主的な議論に

よって地域のまちづくりの方向を定めるものであ

る。このような方法においては，市民同士の利害

調整と問題解決がおこなわれなければならず，市

民との接点に近い場所まで行政の深い干渉が及ん

でいる現状は，大いに再考の必要があるといえる。

このような観点から，現行の連絡所制度について

も体制の抜本的見直しが必要である。

さらに，所長に課長職が本当に必要かどうかと

いう点についても再検討されてよいのではないか

と思われる。通常政令指定都市において町内会等

の連絡事務は区の一つの課で行われており，単純

に考えても実に 85人もの課長職を他の政令指定

都市より多く有しているということになる。行政

全体の効率化を考えた場合，費用対効果の面から

も再考がなされるべきである。地域における参加

の場を市民と共につくっていく役割として連絡所

を活用するのであれば，むしろ地域市民が主体と

なった運営が望ましい。コミュニティの自治を活

性化するためには，行政が介入する場面をできる

だけ減らし，市民による自己決定に委ねられるこ

とを少しずつ増やして行かなくてはならないが，

このようなコミュニテイレベルにまで行政による

強い決定権限が与えられることは，逆に市民側の

行政依存を強めることが懸念される。現状の連絡

所の体制は，地域の要望・意見の整理を市民から

行政に一方的に伝えることはあっても，広く地域

に問題関心の共有を促すことにはつながっていな

しヨ。

町内会組織も，今後は，それ自体が地域のコミュ

ニティ活動を包括的に担うのではなしさまざま

なコミュニティ活動集団の相互調整・後方支援の

活動に移行していくべきである(九そうなれば，連

絡所の機能自体が行政によって設置される必要性

が小さくなっていくであろう。このようなコミュ

ニティ行政の方向を考慮して，連絡所の機能は行

政の比重をできるだけ軽くし，機能についても，
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「行政のパイプ役」から r地域に自治活動支援」

へ，変換していく方向で検討されるべきである。

2. 区による市民自治の促進

連絡所制度が町内会組織を前提とした従来型の

制度であるのに対し，前章にみた地域のまちづく

りガイドラインのような取り組みは，大都市の市

民自治に新しい可能性を聞くといえる。市民が生

活圏として実感できる範囲における地域計画こそ

参加によって作られるべきであり，この過程で市

民によるコミュニティの自治を回復する契機が見

いだせる可能性が高い。まちづくりガイドライン

に見られる方法は，これまで札幌市の行政区では

ほとんど起こってこなかった。それは，事業や計

画といった形で市民に対しての拘束力を発揮した

り，さらに，直接的に市民の財産権に制限を加え

たりすることが必要となるような場面が，区にお

いてはほとんど存在しなかったことによると思わ

れる。

道路や公園などの事業において，地元の合意形

成のために，多大な労力と時間を投入することは，

今では当たり前のこととなった。このような施策

の企画立案や計画策定は，本庁のごく限られた場

所においてなされる。事業の推進のため，なんと

しても市民間の利害調整を図らなければならない

という必要に迫られたことが，これら部局におい

て参加のルールづくりに向かわせた要因である。

他方，区の事務事業は，このような過程を経てで

きあがった諸施設の維持管理など，非権力的な分

野がほとんどであるため，親睦団体である町内会

や，各種の行政委嘱ボランティアなどに代表され

る，行政に非常に近く，行政として「付き合いや

すい」組織以外の市民との接点を持つ必要性が低

かったものと考えられる。

しかし，参加と協働によるまちづくりを日常の

ものとして継続していくためには，区が果たすべ

き役割は大きい。本庁の事業および計画部局が

リードして参加の仕組みを作り上げてきたことに

は，それ特有の弱さが内在する。市民にとっての

最大の関心事かつ参加の動機となるのは，地域で

の開発や計画において生活環境や権利を守るとい
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うことである。このように，いわば市民運動的な

側面を持つ参加の場合，ある特定の問題について

市民要求の実現が最高の目標となり，それが解決

されるとその運動自体が消え，参加の成果が形と

して残るだけという危険性もいまだ完全に克服さ

れたとはいえないのである(8)。札幌市のまちづく

りガイドラインは，参加の継続性の担保として，

ガイドラインの随時の更新に当たってその都度参

加の場での議論をおこなうこと，ガイドラインそ

のものに地域の市民活動支援を盛り込むことに求

めている。策定主体が事業や計画を所管する部局

であったとしても，少なくともこの部分について

は区が担うべきであろう。参加の契機が市民の発

意によるものでない場合でも，そこで見られる市

民自治の実践とも言うべき参加の形態を区が引き

継いで育てていくことが必要である。

3. コミュニティ行政の将来

第 1節で述べた，区を地域コミュニティの最小

単位としないということは，コミュニティに区が

関わらないということを意味するものではない。

逆に，より狭域の地域における自治をコミュニ

ティ行政を通じて活性化するための機能を充実す

ることが求められる。

現在札幌市の各区で行われている参加型の施策

を見ると，基本的には，市民の意識を区という範

囲で一つにまとめ r区民意識」の醸成を図ろうと

する傾向が感じられる。しかし，市民生活は必ず

しもこのような行政に区分にマッチした形で存在

するとは限らない。都市の成長によって生活圏の

異動も起こり得るし，行政区の境界線や自治体聞

の境界線を越えてのコミュニティの形成など，行

政の区分では補足できない地理的広がりも考えら

れる。

分権型社会の地域行政においては，このような

コミュニティの重層性・多様性を尊重するため，

あらかじめ行政による細かな枠をはめることは好

ましくない。行政においては，地域のさまざまな

基礎データとして，地域を細分化したあらゆる指

標を整備し，基本的な行政サービスをすべての市

民が享受できるようにするため，地域計画の骨組



みを持つことは求められるが，これを市民による

自治活動と整合させることは無理がある O

コミュニティ行政についても，行政からの要請

にもとづいて市民が協力するというものから，市

民による地域の自治を行政が支えるという方向へ

移行すべきである。コミュニティ行政の先駆けで

ある三鷹市では， 1978年策定の基本計画におい

て，コミュニティセンターの設置を決定し，地域

市民組織の自主管理による複合施設の運営を行っ

ている。三鷹市のコミュニティセンターは，地域

の町内会をはじめとする各種活動団体や，一般公

募の市民による協議会組織が運営に関する諸規定

を決定し，これを運営していく。市と住民協議会

は施設の管理運営委託契約を締結する関係にある

が Iコミュニティ・センタ一条例」においては，

「コミュニティ・センターは，市民の，市民による，

市民のための施設として，当該地域の市民自らの

自由と責任に基づき，地域における公共的団体が

管理運営する」と規定し I委任」の性格を抑え，

市民管理による運営という性格を強調している。

さらにこの住民協議会は，施設の面だけでなく，

三鷹市の基本計画策定にも，市民参加の主体とし

て重要な役割を果たしている。 1978年の基本計画

において初めて実施された住民協議会によるコ

ミュニティ・カルテの作成は，その内容を基本計

画の下位計画である実施計画に反映させていく点

で，それまでに例を見ない画期的な試みといえる。

この過程においては，市民が自分たちの活動とし

て解決していくべき課題は何であるのか，といっ

たことが議論され，その中で自然に市民にも行政

にもお互いの協働の分野が認識されるようになっ

た。現在では，各住民協議会の横の連絡によって，

市民自治組織の全市的展開が進んでおり，市民組

織が公共的な役割を担うことが完全に定着してい

る(9)。

コミュニティ行政が一般的にコミュニティセン

ターのようなハード整備に重心がおかれているの

に対し，この三鷹市の方法はハード整備を起点に

計画段階からの市民参加のシステムとコミュニ

ティの市民による自治活動の基盤をつくりあげた

分権時代の大都市自治

点で，優れた施策といえる。札幌市においても，

地域でコミュニティ施設を利用の対象となる諸国

体から運営委員が選出され，札幌市からの委託を

受けて施設の運営管理を行っている。しかし，現

状においては，三鷹市の例に見られるような民主

的な運営や，さらに他の分野への広がりが期待で

きるような仕組みとはいえない。

三鷹市は，コミュニティセンターを前述のよう

な方式で設置運営することが決まった 1970年の

人口は約 15万人と (1998年では， 16万人)札幌

市の平均的な区よりやや小さい規模の自治体であ

る。コミュニティ・センターの規模は図表 3-1の

大沢地区のもので延床面積が 3，700m2で，市域を

7つのコミュニティ住区に区切り，一住区に一つ

ずつ建設されている。さらに，一つのコミュニティ

住区に 2~4 の近隣住区を設定し，各近隣住区に

延床面積 160m2程度の地区公会堂を設置するこ

とを計画目標としており ，1992年時点で基本計画

改定時の目標であった 30カ所の建設を完了して

いる。これを札幌の施設数と比較すると，ほぽ同

規模の中央区で，費用を市が負担する施設が 12カ

所，町内会の自主運営よる市民集会施設を合わせ

図3一l 三鷹市大沢住民協議会組織図
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図表3-2 札幌市の地域コミュニティ施設の整備体系

区 分 区民センター コミュニティセンター 地区センター 地区会館

範囲 区全域 区民センター 現存施設から遠隔地区 3~4kmの区域

設置基準 から遠隔の地域 2~3 連合町内会単位 1連合町内会単位

対象人口 200千人 50~100 千人 40~60 千人 20~30 千人

敷地面積 4，000 m2程度 2，300 m2程度 800 m2程度

建設基準 延床面積 2， 800~3 ， 500 m2 2，000 m2程度 1，200 m2程度 350 m2程度

設置主体 市 市 市 市

-札幌市直営 -地冗の運営委員会 -地ヌじの運営委員会 -合町内会に貸付

運営方法等 -運営審議会を設置 -連合町内会が運営

委員会を組織し運営

施設の現状等 9館 3館 15館 63館

て22カ所である。もちろん，その他の施設内容や ティ施設が単なる利便施設だけでなく，その運営

規模に違いがあるので単純比較はできないが，設 を通じてさらに市民の担う公共的役割が拡大する

置基準，施設数ともに，三鷹市の充実度は高い。 可能性も期待される。

大都市の場合，大規模な文化施設や公共交通な

ど投資規模の大きな施設は充実しているが，この

ようなコミュニティレベルの施設の整備は手薄に

なる傾向が強い。コミュニティ施設は，三鷹市の

例に見られるように，市民の利便を図るという目

的のみならず，その運営や計画などから，地域に

おける市民参加，さらには行政との協働の場面づ

くりとして重要な役割を果たす可能性を持ってい

る。分権型の自治体行政を考える場合，大型プロ

ジェクトよりも，このようなコミュニティ行政の

優先度はより高まる。

しかし，市が費用を負担する施設を数量的に充

足することが政策目標であってはならない。現在

札幌市においては，このようなコミュニティ施設

を，町内会を中心とした地域の市民組織からの要

望に基づき，順次 5年計画に盛り込んで整備して

いるが，建設決定の条件や，運営委員会の構成員

や運営方法は個々に異なる。コミュニティ行政を

進めるに当たって，参加の経路を幅広くするため

には，三鷹市が行った住民協議会のような明解な

システムを定めることも有効である。町内会組織

を中心にした運営形態の場合，安定的な運営は確

保される反面，役員の固定化などの問題が起こり

やすい。さまざまな地域活動に関わる市民を施設

運営に有機的に取り込むことによって，コミュニ
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第3節都市内分権と住民自治

1. 地方分権と大都市

現在進められている地方分権においては，政令

指定都市制度についての十分な議論がなされてい

るとはいえない。このことは，今回の地方分権論

議がどちらかといえば市町村における自治事務の

範囲を拡大することが最大の目的であったためと

いえる。

都市計画などの一部の分野において，都道府県

の経由を必要としなくなるなど，二重行政の排除

については進展が見られるが，政令指定都市の制

度そのものに関しては日新しいものは少ないと

いってよい。地方分権によって自治体における自

己決定の範囲が拡大した場合，一般市の市民が自

らの投票行動によって居住する範囲の事柄につい

て意思表示が可能なのに対し，政令指定都市にお

いては区がひとつの自治体並の規模であるにもか

かわらずその範囲においては有効な意思表示の手

段を持たないことになる。このことからも，地方

分権と都市内分権が分離不可能であることは明ら

かである。

指定都市の市民は，道府県と市の，場合によっ

ては区のそれぞれのサービスが享受でき，その他

の自治体に比較して多様な行政サービスを選択で



きるという利点はあるが，逆に，二重行政の弊害

もまた大きい。市民の視点からは一つの問題が，

区・市・道府県と階層に分化し，問題をわかりに

くくしている。

国や都道府県から市町村への分権の流れを，す

べて都市内部において本庁から区へと置き換えて

考えることはできないが，個別国庫補助金の整理

統合や自主財源化は，既に述べた横浜市の「個性

ある区づくり推進費」の例にみられるような，縦

割り予算の統合化のように考えることができる。

自主財源化が進めば，それまであった補助メ

ニューに従つての政策発想ではなく，独自の企画

立案能力が必要とされる。この点については，地

方自治法による行政区の必置が，その内容につい

てまで規定していないのであるから，前例や他都

市との横並びから脱し，その都市に合った組織編

成を行うべきである。

地域行政機関として区がどのような機能が可能

であるかについては，政令指定都市の行政区どう

しの比較においてだけでなく，一般市や特別区の

支所・出張所などの例からその可能性についての

示唆が得られる場合がある。例えば，東京都世田

谷区の総合支所は，特別区の機能の多くを分掌し，

区役所本庁は全庁的な政策立案機能への特化を目

指している。支所・出張所もしくは政令指定都市

の行政区が持つ共通した業務として，窓口業務，

福祉に関する事務や広報広聴事務，施設運営管理

事務のほか r地域のまちづくり J，r地域活動の支

援と市民参加の促進」があげられている。具体的

には 5つの総合支所ごとに地域地区の代表で構

成される地域会議を設置し，区基本計画の一部と

なる地域計画の原案の作成，市民による地区カル

テの作成など，広範な市民参加が行われている。

その上で区内各地域聞の整合性を保つための相互

調整システムが整備されている。都市内分権にお

いては，自治体独自の意思でこのような広範な事

務の委譲が可能である。

これまでの自治体と国の関係において，集権的

な制度が自治体の国への依存を高め，結果として

市民の生活視点から遠いところで政策決定がなさ

分権時代の大都市自治

れたり，国の施策が後追い的であることによって，

自治体において市民生活の課題が認識されていて

もそれが十分に施策として生かされないという結

果をもたらしてきた。地方分権の全体の趣旨は，

地方分権推進法第 1条にあるように r国民がゆと

りと豊かさを実感できる社会を実現する」ことの

必要性を認識し r個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現を図る」ことを基本に据えたものである。

市民の実感としての「ゆとり」や「豊かさ J，また，

地域社会の r{岡'性」や「活力」といった概念は，

数値的な指標化がほとんど不可能な領域ともい

え，これらの実現のためには，日常の市民生活に

どれだけ近いところから情報を得，それを生かし

て政策を発想していくか，ということが課題とな

る。

これと同様に，政令指定都市内の分権において

も，本庁機能のどの部分を区へ委譲するか，ある

いは独自予算をどの程度付ければよいか，という

ことだけを議論していては，問題の本質を見落と

してしまいかねない。都市内分権の議論において

は，その出発点を地域における市民生活に求め，

どのような事務がどのような流れで行われるべき

か，市行政の全体を見渡した議論が必要である。

都市内分権を考える上でもう一つ重要な視点

は，市民自治の充実をどう図っていくか，という

点である。政令指定都市の行政区は，市議会議員

の選挙区となっていることから，政治的単位とし

て重要な側面を持つ。各議員は，市の全体の施策

についての責任と同時に，選出された区の区民意

思を代表するという 2つの意味を持っている。し

かし，市議会の場では，一つの自治体としての一

体性を前提に，市全体としての施策について大所

高所からの議論がなされるべきであり，議会の場

に「地域の要望を届ける」ことを最大の目標とす

ることは望ましいとはいえない。もちろん，議員

を通じた陳情・請願も重要ではあるが，それはあ

くまでも，一地域の要望をかなえるためではなく，

市全体に普遍的に存在する諸問題について行政の

対応を促す契機になることを目的としてなされる

べきである。
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地方議会の役割そのものについても，地方分権

の推進の観点から現在さまざまな議論がなされて

いる。ここでその問題に深く立ち入ることはでき

ないが，行政区を選挙区とする政令指定都市の議

会が，その他の自治体と明らかに異なる課題を

持っていることは間違いない。都市内分権が進み，

区レベルでの市民参加が実効性を持つようになれ

ば，地域利害の代表もしくは地域への各種施策の

誘致といった自治体版利益誘導型政治ともいえる

ような議員活動のスタイルは意味を持たなくな

る。むしろ議会が率先して市長に対し市民参加に

よる政策形成を求め，選出選挙区である行政区に

おいても市民と市議会との距離を補完するための

役割を果たすべきである。

地域の細かな問題は，できるだけ区において解

決されるよう権限の委譲を進めた上で，区選出の

議員が中心となって，評議会のような代表組織の

設置についても検討されるべきである(1九都市内

分権は，このように地域の細かな問題について区

が市民参加によって自主的に解決に当たることに

よって，本庁機能をスリム化すると同時に，総合

的な企画調整機能に特化させる方向で行われるべ

きである。

2.分権型行政区を目指した具体的施策

大都市において地域の市民自治を支え，地方分

権の思想に合致した行政区の組織体制とはどのよ

うなものであろうか。政令指定都市に限らず，地

域行政機関の自立化の試みは多くの自治体で行わ

れているが，その権限内容・組織のあり方につい

ては，将来の行政課題を予測した上で考える必要

カまある。

最も重要なのは，コミュニティの自治を回復し，

市民が公共性の担い手として行政との聞に協働の

関係を築く，という点である。早くから都市化が

進行した首都圏の大都市などに比較すると札幌市

は住環境の悪化や公害対策，公共施設の深刻な不

足など，それらの都市がかつて経験した切迫した

問題にこれまでそれほどさらされてこなかった。

このため，行政主導のまちづくりで市民との大き

な衝突や行政運営上大きな支障をきたす反対運動
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などを経験していない。また，開拓時以来常に行

政がまちづくりの面で一歩リードし続けてきたこ

となどからも，市民の中に行政への依存体質が強

く根付いていることも指摘できる。しかし，都市

の成熟と共に，札幌市の行政課題も，既成市街地

の再整備や美しい街並み形成など，首都圏の大都

市に近づき，市民との合意に基づく政策形成が不

可欠となってきた。さらに，将来においては，行

政の責任領域を見直し，市民の自治に委ねる範囲

を模索していかなければならない。

行政区はその中で，市民による自治活動が円滑

に進むよう，行政情報の公開，諸活動団体聞の調

整および物的・財政的・人的支援を第一の役割と

すべきである。そして，コミュニティに深く介入

している連絡所組織を地域の自治の活動支援セン

ターとして改組するため，行政の比重を少しずつ

減らし，将来的には三鷹市の住民協議会に見られ

るような，市民自治組織による自主運営組織の事

務局としていくのが望ましい。

町内会が行っている行政補完事務については，

内容について，またそれを町内会が行うことにつ

いて，双方からその妥当性を検討し，町内会の加

入非加入による行政サービスの格差が起こらない

ことを基準として見直すことが必要である。その

上で，町内会も含め，どのような事業主体がそれ

らの事務を請け負うことが一番費用対効果に見合

い，アカウンタビリティの面で優れているかとい

う観点から十分な検討を加えた上で，透明性ある

手続によって委託していくことが必要である。こ

のことによって，町内会を「行政協力組織」から

「地域自治組織」として十分力を発揮できる環境に

置くことが可能となる。実際に，膨大な行政補完

機能を担いながら，なおかつ地域の共通課題につ

いて活発な活動を行う町内会も，郊外の新しい住

宅地などで増え始めている。また，町内会を母胎

とした多様な地域活動もあちこちで行われてお

り，町内会の将来像として期待することができる。

区においては，このような活動を地域の公共的役

割を担うものとして支援し，協働の仕組みづくり

をすすめることが求められる。



都市内分権は，地方分権と同様に，本庁から区

への権限の委譲という意味においてだけでなく，

市民の参加による政策形成が可能となるための仕

組みを，できるだけ市民に近い場所にっくりあげ

ることである。また同時に，これまで行政のみが

担ってきた公共的な役割を市民の活動にも委ねる

という意味で，行政機関以外の多様な組織への権

限委譲という意味も含んでいる。

おわり に

札幌市では，これまで市民参加に関する蓄積が

少なく，現時点においても最も適した方法は何で

あるのか，模索が続いている。行政組織全体とし

ての市民参加に対する考え方の統ーがいまだなさ

れないため，類似の施策があちらこちらで行われ

る場面もある。また，総論的な部分で数多くのシ

ンポジウムやフォーラムといったイベントが聞か

れる一方で，参加による成果は明確な形で市民に

示されているとはいえない。すでに「あるべき論

ではなしいかにして実行するか」を議論する段

階にきているといえる。

自治体における市民参加は，単に市民から意見

を聴取するというものでなく，市民が主体的に自

治体の政策形成過程に参画し，行政が単独で行い

得ない分野を市民の自主的活動によって補完し，

積極的な協働の関係をつくるという方向へ進むべ

きである。本文中に紹介した先進自治体において

は，こうした協働による地域の施設運営や地域計

画その他のプランづくりについても，システムの

硬直化や施策の成果などさまざまな面で限界に直

面している。市民参加が進展するにつれて，自治

体行政の真の役割とは何であるのか，常に問われ

続けることになる。さらに，政令指定都市の行政

システムについても，すでに限界に達した，ある

いは役割を終えたと意見も聞かれる。

しかし，札幌市は，市民参加についても，都市

内分権についてもようやくその取り組みはじめた

ばかりであり，解決を迫られる問題は山積してい

る。また，市民参加については試行錯誤を繰り返

しながら経験を積むことによる以外に方法ない。

分権時代の大都市自治

先進事例はすでに数多く蓄積されているが，安易

な模倣を行ったり，参加の手法のみに習熟するよ

うなことがあっては，参加の土壌を育てることは

困難である。行政システム全体を見渡し，分権型

社会に相応しいまちづくりの方向性を，市民との

間で共有することが求められている。

注

(1) 札幌市は，大正 11年の市制施行後，札幌村，

円山町，白石村，広島村の一部，琴似村，篠路

村，豊平町，手稲町を順次合併したが，そのほ

とんどが昭和 30年代までに完了したもので，最

も最近の合併は昭和 42年の手稲町であり，政令

指定都市に移行することを目的とした合併とい

う性格は薄い。

(2) 札幌市の町名は，現在中央区のほぽ全域，北・

東・南区の一部の範囲で r条丁目」表示による

ものが使用されているが，例えば中央区におけ

る「幌西地区J r山鼻地区」などのように古くか

らの町名をある一定の広がりの地区の名称とし

て使用し，これを連合町内会や連絡所の名称と

しても使用している例が多い。

(3) ~分権型社会の都市行政と組織改革』日本都市

センター， 1998年 3月， 95頁。

(4) 名和田是彦は，町内会組織といわゆる「テー

マ型」活動との相互不信について以下のように

述べている。「二つのタイプの集団が同じ地域で

活動しているとしばしば両者は衝突する(衝突

の度合いはもちろん事例によって大きく異な

る)。これによって両者の聞に大きな対立が生ま

れることがしばしばある。自治体行政は多くの

場合町内会側につくため，テーマ型の人たちは

行政にも不信を持つに至る。彼らに言わせれば，

町内会は，昔からの非民主的な精神構造の人が

名誉心だけでふんぞりかえっており，地域住民

の切実な問題に全く取り組もうとしない，行政

のいいなりになっている， ということになる。

一方，町内会側に言わせれば，このようなテー

マ型の人たちは自分たちの関心を追求するに急

なあまり，地域の中にある複雑な事情や利害関
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係を見ょうとしない，町内会がそれなりにやっ

てきた地道な活動を全く評価しようとしない，

熱しやすく冷めやすいの言葉通り継続性がな

く，彼らをかき立てている現在の問題が解消す

れば何もしなくなるという無責任性を持つ，と

いうことになる。J (前掲注し 94~95 頁。)

(5) 安藤元雄「住民自治都市に住むことと「白

治」の問題J Wジュリスト増刊総合特集 現代都

市と自治~ 1975年 4月， 40頁。

(6) 小111康則(札幌市企画調整局調整課長) '180 

万都市の町内会 市民と行政のパートナーシツ

プに根ざした生活都市・札幌J W自治実務セミ

ナー』第 37巻第 4号， 1998年 4月， 38頁。

(7) 小高剛「大都市内の分権化と行政区」ジュリ
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スト増刊総合特集『これからの大都市~ 1985年

9月， 51頁。

(8) 野上修市「市民参加と民主主義J W都市問題』

第 76巻第9号， 1985年9月， 12頁。

(9) 一保義治「コミュニティ行政 20年の軌跡と課

題一三鷹市の政策を事例としてJW年報自治体学

第 8号分権型社会の行政手法』良書普及会，

1995年 5月， 167頁。

(10) 成田頼明「大都市行政と法制度J Wジュリスト

増刊総合特集 これからの大都市~ 1985年 9

月， 37頁。

(しゅどう ひろえ札幌市豊平区市民部総務課

企画調整主査付)
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