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本書をお読みいただく方へのお願い 

 

このたびはお読み頂きありがとうございます。本書は私が放送

大学で2000年から2001年の２年間にかけて行った卒業研究の形で

発表した「合理的な行政システムの考察」という論文が元になっ

ております。 

あらゆる方の意見・感想・反論・指摘・提案・助言などを歓迎

します。私はさらなる研究と回答をし、この「コミューン」を成

長・進化してゆきたいと思います。ただ、できましたら巻末の参

考文献を事前にお読みの上お願いします。 

それから反論される方は、揚足取りの瑣末な議論より「では私

はそれよりもよい代替案がある」という形でお願いします。 

（必読の本は★をつけました） 

 

あと「本書の値段は？」と聞かれたので巻末に「おねがい」の

文章がありますのでそちらもお読みください。 

 

著者 

 

 

●著者へのコンタクト 

内海 宙大 

ＦＡＸ ０２０－４６２３－４３３５ 

電子メール：u23rsi@yahoo.co.jp 
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研究を始めたきっかけ 

 1992年、中曽根行政で実行された国鉄民営化……政府はその後

の一大イベントとしてＪＲ東日本を上場させることを審議会を開

いて決めようとしていた。その報道を聞いて21歳の私は怒り心頭

であった。国民の資産である国鉄を一部の金持ちに渡すことにな

るからだ。 

 当時放送大学生であった私は、この問題を調べまだ協議中の審

議会になぐりこみをかけようとした。だが、それは国鉄清算事業

団の清算事業室石堂室長と運輸省によって拒否された。私は学内

でビラを配ったが学生＝市民の反応はなかった。市民は役人に飼

われる「死民」と化していたのだ。 

 次に私は、当時まだ生きていた社会党に電話した。国会対策委

員の千葉議員が出て私はこのことを説明し、株を地方自治体＝国

民に分け与えるように説得した。だが千葉議員の発言はあきれる

ものだった。「あなた、全国3000市町村の自治体にそんな意思決定

能力なんかないんだから株をわけてもしょうがないですよ。」しま

いには「あなたがやろうとしているのは、市民への自治意識の高

揚の教育ですか？」これが大衆政党で野党の議員として発言する

言葉かと思うぐらい地方自治体と市民をバカにしたもので今も覚

えている。 

 さらに私は議員会館の日本共産党佐藤議員を電話で直撃した。

彼はどうして議員会館の自室に自分の電話がつながったのか驚き

つつ私の話を聞いた。そして、「そんなことは考えたこともなかっ

た。もし何か文書があれば送ってくれませんか」と回答した。そ

のとき私はそれらが十分でないことに気がついた。 

 だが、オタオタしているうちに国会議員しかも野党さえ知らん

振りでこの暴挙は進んでいくのだ。ついに私は中学の生徒会の後

輩であった菅源太郎君（菅直人の息子）に電話し、この暴挙を父
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君に止めてもらうようにお願いした。だが、当時菅直人は少数政

党の社民連で国政でも完全なアウトローだった。彼は「国会の会

期が終わっているのでどうしようもない」と言った。 

 それでも私は、知人の公明党員にこのことを話し党議に挙げて

もらうようにお願いした。だが、時は遅く、審議会は国民に内密

に進められ、国会決議もなしくずしに可決されＪＲ東日本株はあ

の高値で市場に放出され一部の金持ちの手に渡ってしまった。そ

して、ＪＲ東日本はその利益を国民という本来の株主にはまった

く返すことなく勝手きままな経営を進めることになった。運輸省

や大蔵省とのやりとりを1998年5月発行の内海新聞（私の発行して

いるメールマガジン）に掲載したのでその記事を示しておく。 

■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■ 内 海 新 聞(1998/5/5 No.39)■世界で初めての電子新聞 

■ The UTUMI Sinbun            ■FAX でも配信します（有料） 

■■■■■■■■■■■■■■■発行部数539部(1998/5/5現在) 

============================================ 

社会●内海君旧国鉄の債務について運輸省に質問 

============================================ 

 内海君は３月18日、旧国鉄の債務について大蔵省より紹介を受

けて運輸省に質問した。 

う：内海君 

運：運輸省 

 

う：「旧国鉄の債務が現在でどれくらいあるのか教えてください。」 

運：「約28兆円です。」 

う：「えーと、その債務ですが、前も聞いたのですが都銀とかから

も借金の形をとっていますよね。その金利は毎月どれぐらいかか

っているのですか？」 

運：「１日２億円です。」 

う：「そんなにあるんですか!!では銀行は儲かりますね？ちなみに

今の金利低下はラッキーですね。」 

運：「(苦笑)そうですね。だいぶ助かっているとも言えます。」 

う：「そもそもどうしてこのような赤字が増えたのですか？」 

運：「えー、まあ赤字というか債務ですが、もともと国鉄はひとつ
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には公社一元の組織であったこと、それから経営の実勢ですねえ。

運賃が国会の認可制などで欠如していたということとか、あと労

働組合のストライキも多かったですよね……それらが複雑にから

みあってこうなってきたわけです。どれが原因とも言えないので

す。」 

う：「最初っから赤字だったのですか？」 

運：「そういうわけではありません。昭和39年、東海道新幹線が開

通した年に赤字に初めて転落しました。 

それまでは黒字です。」 

う：「新幹線が原因なのですか？」 

運：「違います、この時期ごろに経費が増え、収入が伸びなくなっ

てきたのです。」 

う：「ある方が言っていましたが、そもそも第二次大戦の敗戦で大

量に発生した失業者の雇用が原因になっているというのは。」 

運：「昭和20年、21年相当量雇用しました。そして、昭和40年代か

ら退職する職員の数が増えました。」 

う：「それは何か関係するのですか？」 

運：「すなわち退職金の支払いが増え出したのです。」 

う：「なるほど!!雇った人の後処理でお金がかかったのですね。」 

運：「それからご存知だと思いますが何度も経営再建計画が持ち上

がっては失敗してきました。そして今に至るわけです。」 

う：「この債務の処理についてですが。」 

運：「25兆円は国鉄清算事業団が処理します。しかし、行われてい

る旧国鉄用地の資産売却だけでは無理です。残ったのは国で処理

することになります。」 

う：「私が数年前に電話してこのことを聞いていたとき26兆円でし

たが、あれから一層増えていますね。」 

運：「そうですね。というのは突然国鉄の職員の年金処理が1.5兆

円プラスされたのです。」 

う：「債務の内訳はどうなっているのですか？」 

運：「直接銀行から3.4兆円借りております。その他銀行政府保証

債として金融機関に引き受けてもらって3.2兆円、簡易保険＋政府

保証債(財投8.1兆円)、国から無利子8.3兆円、ですがこれからも

ＯＢに年金を払わなければならない分が6兆円超えます。今でも現

在3.5兆円になるのです。残りの15.2兆円は国が承継します。利払

いとして6,600億円があります。」 
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う：「どうやって減らすのですか？無理なような気がするのです

が。」 

運：「金利は借り換えで負担を下げて対処します。また「たばこ特

別消費税」を創設して金利をまかなう予定です。元本は国の債務

として一般会計に計上します。そして60年間かけて年間4,000億円

ずつ減らしていく予定です。」 

う：「遠大な計画ですね。ＪＲとかに負担させないのですか？」 

運：「年金については鉄建公団（上越、長野新幹線）、厚生年金に

合併の分で3,600億円はＪＲに負担させる予定です。」 

う：「思うに、現在のＪＲは民間会社になりましたが、よくよく考

えてみると税金、国民のお金でそのすべてを作ってきた「資産」

ですよね。それをいきなり他人のようにしても結局国民のもので

すから彼らがそれを負担するのは当然ではないですか？」 

運：「そうですね。しかし、ご存知のように今そのことについて国

とＪＲでもめています。」 

う：「ですが、土台おかしいではありませんか？あの松田っていう

ＪＲ東日本の社長は一体何を言っているのだろうと思う。大体、

ＪＲは他の民間企業みたいに創業者がリヤカー１台から出発した

ようなものと違いますよね。それをある日いきなり自分たちの成

功は国民や国とは関係ないような言い方をして利益が出てもうち

は知らんですと言っているわけです。もともとはいつつぶれても

おかしくない状態ではなかったのではないか？だから本来なら儲

かったら片っ端から借金を返すために使うべきでしょう。」 

運：「(苦笑しながら)いや、その社長の件については運輸省として

もどうこうは言えませんが、個人的には思いますよ。」 

う：「私は数年前ここ（運輸省）に電話して清算事業団の人と話し

たがこれがとんでもない人で、その時ＪＲの株式を公開する委員

会が開かれていました。私は「ＪＲはもともと国民の財産なのだ

から、株式は国民一人一人に配ったらどうだ、そして国民一人一

人に利害を直結させて、株式の売買の自由も委ねたらきっと国民

は自分たちの権利意識に目覚めてＪＲを積極的に利用するように

なるし、キセル乗車も減るだろう。説明したいから審議会の委員

に会わせてほしい。」と言ったのです。 

運：「うーん、株を国民に渡すのですか？えーとその時の清算事業

団の人ってどなたですか？」 

う：「石堂っていう人ですよ。（当時清算事業団室長）そうしたら、

あの人ね「そんなことできやしないし、清算事業団は資産を処分
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するだけなのだ。審議委員会の委員にもあなたを会わせる必要は

ない。」なんて言ったんですよ。」 

運：「そのような話は初めて聞きましたが、株式は上場しているか

ら誰でも買えますよ。それじゃだめですか？」 

う：「そうではないんです。国民一人一人に分けることに意味があ

るのです。」 

運：「でも分けたところでどうにもならないでしょう。」 

う：「すぐ、あなたたち中央官庁はそういうことを言います。私は

株を例えば市民の代表である地方自治体とかに譲渡せよと言って

いるんです。」 

運：「どういうことですか？」 

う：「ＪＲの事業は地方の都市計画とか商店街の発展に密接に結び

ついています。だから、ＪＲの株式を人口比率に応じて各地方自

治体に配分し、ＪＲの事業に参画させるのです。そうすれば、駅

前の自転車問題や商店街の振興策、駅前の開発を市民に便利なよ

うに進めることができるのです。中央の役所は市町村なんかの自

治体には何にもできないと考えているようですね？そもそも私が

なぜＪＲにこだわるのか？例えば、私の利用する中央線なんかは

朝夕はものすごいラッシュです。でも例えば武蔵境駅なんかは駅

前を開発してもバスターミナルの屋根が短いために雨の日に並ぶ

サラリーマンがずぶぬれになります。わかりますか？それに駅前

の違法駐輪も問題です。しかし、駅前の自転車がなぜ増えるのか

というとあれは電車に乗るために乗ってくるのです。」 

運：「いやあ、私も個人的には中央線で通勤していますのでそう思

いますよ。あれはひどいです。」 

う：「だから、ＪＲが駐輪場を作るべきなのです。そして、駅と駐

輪場を通路でつなげて改札を通れるようにし、キップに使用料を

入れれば自転車公害は減るはずなのです。また、改札を駅の上り、

下りで端の計４ヵ所に設ければ混雑も減るはずです。だけど、あ

る自治体で駅に改札を増やすよう要請したところ「自動改札は１

台５億円する。それに人員の費用もそちらで出してくれるなら考

える」と言われたそうです。ふざけてます。このようにＪＲが勝

手なことをするので自治体はバラバラに街を開発しなければなら

ないのです。」 

運：「おっしゃることはわかります。採用はできませんが貴重なご

意見として承ります。」 
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（解説）1992年内海君はこの件で運輸省に質問している。その時

すでに担当者は当時の26兆円の債務を土地売却で返済できるかに

疑問を呈していた。今もってしてこの膨大な債務は問題解決しな

いのだ。（内海解説委員） 

 

……このとき、私は国鉄に限らず、電力、ＮＴＴあらゆる公共企

業の株式の源泉は国民のものであり、その権利は国民にあると考

えていた。たとえ国民ひとりひとりが持つことが難しくてもその

代表の地方自治体が持つだけでも意味も利益分配も違う。そして、

どうしたら自治体が企業株式を保有できるのか？慢性的な赤字に

苦しみ組織もサービスも硬直化したこの腐った地方自治体制度を

もっとよりよくできないかと考えるようになった。 

 

 以来、私は自治体への単なる改造や部分的処方箋でなく、理想

的な自治体モデルを新たに考えてそれを実現しようと思うように

なった。それは官僚主義や閉塞的なものではなくて、もっと自由

で市民へのサービスも充実していて経営もきちんと成り立ち、し

かも福祉がこれまで以上によいものでなければならない。そして、

なおかつ運営能力の低い人の集まりでもきちんと目的を遂行して

いけるだけの仕組みの単純さと明快さ、そして使いやすいもので

なければならない。しかも、資本主義と社会主義、対立する経済

主義の中でも稼動できるもの……そんな夢のような「システム」

として構築できないかと日々考えるようになった。 

 そうして、大学の図書館で経済学の「J.S ミル」という本を読

んだときにたまたま「スコットバーダー自治体……シューマッ

ハー云々」というくだりの文面があった。それは企業株式を地域

が保有してしかも健全な経営を行っているらしい。……これが私

と E.F.シューマッハーの出会いだった。著書「スモール＝イズ＝

ビューティフル －人間復興の経済学－」を手に取るきっかけと
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なった。最初のほうは気難しい文章であったが、第４部 組織と所

有権において彼が紹介している「スコット＝バーダー自治体」と

いう企業のあり方は大変同感するものであった。 

 私はもっと E.F.シューマッハーのことを調べようと、「スモー

ル＝イズ＝ビューティフル」を翻訳した齋藤志郎氏を探した。日

本経済新聞社を退社した彼は亜細亜大学のアジア研究所の所長と

なっておられた。私は大学に齋藤先生を訪ね、「スモール＝イズ＝

ビューティフル」のいきさつと「ヒューマノミックス」について

などの話を聞いた。 

「私がこれを訳して出版した後、日経の社内では『きみ、スモー

ルじゃないよ。ビッグだよ。』とニヤニヤして言われてバカにされ

たものです。」そう、齋藤氏がこの本を小島先生らと出版した時代

はまだ高度成長が成功していて「大きなことはいい事だ」の時代

そのものだったからだ。 

齋藤先生に「日本でスモール＝イズ＝ビューティフルの思想を

実践しているところはありますか？」との問いに日本でそのよう

な思想を実践している場所として小島慶三氏が主宰している「小

島塾」を紹介していただいた。 

 おそるおそる手紙を出した小島慶三氏は当時参議院議員であっ

た。だが、手紙を送って後日小島先生から直接私に電話があって

「いつでもシューマッハーのことでしたら出向いて話しますか

ら」とおっしゃってまでくださった。国会議員から見も知らぬ私

のような学生に電話がきたので驚いた。と、ともにうれしかった。

そして、小島塾の案内が来るようになった。 

 こうして私は蒼々たる経営者や官僚らが出席する先生の私塾

「小島塾」に参加するようになった。 

 その間も、私の構想はこういった活動の中で常に動き続けてふ

くらんで行った。「スモールであること」「規模の社会」そして、

小島先生が日本に紹介したレスターブラウンの「飢餓の世紀」（ダ
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イヤモンド社）、先生も心血を注いでいらっしゃる「日本の農業を

経済的観点だけでなく環境と文化を守るために絶やさないこと」

それらのテーマはより一層私の追い求めている理想的な自治体モ

デルの根底をなすようになった。企業経営の組織論としてはやは

り小島塾メンバーの太陽工業、分社グループ社主酒井邦恭氏の世

界的な著書「分社」（各国語に翻訳されていて日本では朝日文庫）

は私に強烈な影響をもたらした。それは企業組織を単なるツリー

として一元的にとらえるのでなく、細胞のように増殖と分裂を繰

り返す動的かつ生命力あふれる構造体として考えている。しかも

机上の空論でなくて社員のモチベーションや企業の発展性を確立

する経営を実践した結果を、スコットバーダー自治体と同じく日

本で行っていたからである。酒井氏の分社経営方式は、新日鉄や

ＮＴＴの分社構想の基盤をなしたといっていいだろう。その方針

のレベルは形骸化していて酒井氏の本来のものに到底およばない

けれども。「分社」という言葉自体が実は彼から発していることを

世間の多くの人が知らないようだ。 

 小島先生は私に多くの自著はもちろん、シューマッハーの自伝

の本「わが父シューマッハー」（バーバラ＝ウッド著、御茶ノ水書

房）を贈ってくださったりした。ふつう政治家といえば「金をく

れ」なのだが、先生は逆だった。しかし、そのおかげで私はより

一層シューマッハーの思想を理解することができたのである。私

は学校を中退してすぐ社会に出たので正規の大学教育を受けてい

るのは通信教育の放送大学だけであるが、それまでの間、小島先

生のような教養の豊かな巨人に何人も会う機会を得て、「教授」と

思って「生きた授業」を受けたことは他の大学生と違った経験で

あり、貴重なことだと思っている。 

 

 私は当初、新しい自治体モデルを既存の協同組合の改良に置こ

うとした。だが、協同組合の発展しただけの社会主義的な世界で
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はやはり行き詰まるのである。それは生協や共済組合の事業が近

年停滞気味な事からも伺える。「組合」とつくもののほとんどがう

まくいかなくなっている。私は資本主義の要素もきちんと持ち、

かつ社会主義のような利益分配要素もあり、もっと自由でアクテ

ィブな「生き物」のような自治体が国を横断的に活動する自由経

済社会が望ましいという結論に到達した。企業のダイナミズムを

失わずに、利益追求の企業が切り捨てるはずの福祉を失わなけれ

ば、地方自治システムはより違った次元で構築できる。 

 さらに、これを単に日本に留まるものとせず、世界の多くの国

に「システム」として供給できないかと思うようになった。「シス

テム」というひとつの科学要素にしてしまえば、たいていの国で

も使えるし、宗教も政治イデオロギーも抜きにして乗り越えて人

類の平和と福祉を追求していける。 

「スモール＝イズ＝ビューティフル」でシューマッハーが常に唱

えているように、発展途上国の問題の解決は先進諸国の技術移転

だけではできない。人間も文化も経済も段階を追った成長がプロ

グラムされなければならないのであり、高度文明の途上国への急

激な投下は人心を荒廃させ、単なる文明の自殺を引き起こすだけ

なのだ。 

 さらにガンジーやシューマッハーも考えていた「資本主義社会

下での完全雇用」という命題も一方で解決できるものでなければ

ならない。 

 私の生きている時代は資本主義と社会主義の争いの歴史の最終

局面であった。だが、社会主義者らにとっての理想のはずの社会

主義の国家は次々と経済的、政治的に失敗し、なんと崩壊してし

まった。いっぽうで、長年の社会主義運動者の資本主義への攻撃

は資本主義の運営者に対してその方向性をいやおうなく「考えさ

せる」ことになり、資本主義国家は搾取対象の人民の利益もある

程度は考える責任を自覚するようになった。 
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資本主義の矛盾が社会主義を生み出しその社会主義も結局のと

ころ挫折したのは小島先生が主張される「ヒューマノミックス」

として経済をとらえずにいたからである。経済は法則や計算式だ

けでは成り立たない。だが、成り立って、それを政策に投下して

いれば問題は解決する「だろう」というのがこれまでの資本主義・

社会主義ともに政府の経済政策を行っている学者や官僚の考えで

あろう。 

だが、本来、経済活動自体、人間が「いて」、人間が「行わない

限り意味がない」ものである。そもそも、人間の経済活動を総合

的にとらえることが非常に難解で困難であったからこそ経済学は

人間的な要素をいったん蚊帳の外に置いて純粋な数量で把握でき

る経済変化を分析しモデル化しようとしてきたのだろう。しかし、

そこで得られた結果は常に本来の命題に戻らなければならなかっ

たはずである。それは「人間」であり、その人間が追い求めると

ころの「幸福」である。 

 今回私はこの研究を論文にまとめるにさい、非常な困難に直面

した。まず私の理想と描いているモデルを私以外の人々に納得さ

せるためには「数字」で証明し、説明せねばならない。次に、現

実に稼動している自治体システムの言葉とも対比して優位なもの

であることを語らねばならない。さらに、私の当初の構想には世

界連邦があり、その中の国と自治体の関係を構築したい欲望があ

った。すなわち、発展途上国、中進国、先進国用と進化の度合い

に合わせた自治体システムのモデルとパーツを用意しそれらをカ

スタマイズして各国に使用できるプログラムとするのである。だ

が、指導の河合助教授との打ち合わせでそれは遠大過ぎて卒業研

究にまとまらないという「指導」があった。そのため、大変妥協

したが「身近な日本の自治体」が私の構想によってどれだけ良く

なるであろうかという提案をするというところまで内容を落とす

ことによってようやくゴーサインが出た。それでも、本来はこの
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作業は文系と理系の粋を投入して統合したものになりまだ大きい。

しかし、それを経済の部分で表現するようにしてかろうじてここ

までこぎつけた。だが、これはまだ一歩であり、これから私の理

想と理論は多くの批判と議論を受けることを期待している。そこ

から、本論が成長し、理想が現実となっていくことを願うのであ

る。 

 

2001年10月25日 著者記 
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(原題)合理的な行政システムの考察 
 

氏名   内海 宙大 

所属専攻 産業と技術 

指導教員 河合 明宣 助教授 

 

研究の背景 

人類は生存するために個人から部落、部落から国家へと行政シ

ステムを構築してきた。最初は個人で営まれていた基本的な各作

業は、次第に他の人と共同して行うようになった。やがて分離し

た作業を専門的にやる人、仕組みができ共同体が個人に対して

サービスを提供するようになった。それが行政システムである。 

行政システムによって支えられてきた国家は戦争によって対立

し多くの犠牲を払ってきた。また行政システムの肥大化はサービ

スの質的な低下を招くようになった。一方で今後は国家を越えた

多国籍企業、ＮＧＯなどの組織による多国籍の市民の交流が国境を

越えると予測されている。 

このような趨勢の中において、残念ながら行政システムについ

てはこれまで計画的に立案し実行されてくることはなかった。各

国は行政システムの諸問題に対して随時、機能の設置、改良を繰

り返した。結果的に無計画なその場しのぎのシステム構築だった

ため構造が複雑化してわかりにくく、融通のきかない使いづらい

ものとなってしまった。それが、サービスを受ける市民の利益や

幸福を実現して守るためではなくむしろ阻害し威圧することにも

なっている。 

 そもそも行政システムこそ科学的、合理的精神によって構築す

べきものであり、人間に奉仕するシステムでなければならないは

ずである。ところが、先進国において行政システムは経済、科学
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技術の発展に伴い向上するどころか官僚化、肥大化する一方であ

り市民のために機能すること自体が難しくなっている。一方で発

展途上国においては行政システム自体が満足に構築できずにいる

ため、多くの市民が無秩序の中からつぎはぎだらけで先進国がた

どった歩みをなぞってシステムを構築し直している。これを先進

国からの技術移転だけで解決しようとこれまで努力が続いてきた

が、実際はうまくいっていない。 

 

目的 

本論では、行政システムを導入する国家の状態に応じたレベル

でカスタマイズすることでスムーズに運用できる合理的なモデル

として定義する。具体的な例として日本の地方自治体に導入する

ことを想定した。この合理的な行政システムを導入することで各

国における基本的機能の構築にかかるリソース使用の無駄を省き、

迅速に行政システムを構築し市民へ適切なサービスを提供するこ

とが可能となる。と同時に、恣意的でない運営と人為的操作部分

を小さくすることにより運用する人間のミスも最大限減らすこと

ができ、高度な教育を受けた人間でなくても運営可能なことを期

待できる。 
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第１章 日本の地方自治体システム構築の形成過程について 

本論では日本の行政システムに導入することを試みるため対象

となる日本の地方自治システムの形成過程を振り返っておく。 

日本における地方自治政策の歴史は中世から幕末、明治にいた

るまで「自治意識の高かった民衆をいかに従属的な民衆にさせる

か」という政治的意図が大きかった。 

江戸時代までの日本は民主主義的な要素がない連邦国家であっ

たともいえる。だが、それはあくまでも封建制度の枠内における

「統治の自由」が保障された非民主主義的な地方自治であった。 

明治維新後、自由民権運動の中で市民の間に地方自治権の獲得

要求が高まったが、明治政府はこれを弾圧し「ふた」をかぶせた。

そうしないと、天皇制を頂点にした中央政府から市民への支配体

制が確立できなかったからである。その政策に常に置かれた思想

の根源的キーワードは「国体護持」であった。 

そのため、最初の選挙権、行政権も市民ではなく、従来の支配

者であった武士に代わった新たな地域の権力者である地主に与え、

地主を天皇制の恩恵にあずからさせ、中央政府への帰属意識を高

めるように仕向けた｡市民を支配する官僚統治のモデルはもっぱ

ら当時のプロシアを手本にした。 

第二次世界大戦敗戦後のアメリカ主導のＧＨＱ（連合国総司令

部）による占領政策で地方自治政策は、天皇制とそれを司る内務

省に象徴されるいわゆる官僚機構をいかに解体し国民を自立した

市民として成長させ早期にアメリカ主導の資本主義体制の連合国

の一員に組み入れたいというＧＨＱの方針と、あくまでも「国体

護持」を優先し、明治政府以来の官僚システムを引き継ごうとす

る勢力との攻防の連続であった。 

共産主義が世界中に拡散しそれに根ざして社会主義革命運動が

活発化する状況下で、明治維新以来構築された中央集権体制の地

方支配制度を市民に自由に開放し自治意識を高揚させることはこ
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れら二つの勢力の統治方針のいずれにも反し、危険であった。 

しかし、それにも関わらず日本の地方自治システムはアメリカ

型のシステムを一部に採用しながら従来のプロシア的な地方自治

システムとも融合した日本独自のシステムとして発展していった。 

戦後の行政制度の改革としてもっとも革新的だったのは知事公

選制と府県の自治体化であった。さらに政令指定都市制度によっ

て大都市の自治権を拡大した。財政制度面でも市町村は固定資産

税と市長村民税を中心に、道府県は事業税と道府県民税を中心に

して独立税体系を組み、起債権を確立した。そして、ナショナル

ミニマム（最低必要行政水準）を維持できるように財政平衡交付

金制度（後の地方交付税金制度）が導入された｡これらの基本的な

思想は大正デモクラシーから既に市民の間から要求されていたも

のだったが、戦後ようやくＧＨＱの強力な命令で日本政府の圧力

から放され実現する運びとなったのである。 

 結果としては明治政府より大幅に民主主義的の要素をとり入れ

たシステムとして形の上ではなったが地方自治システムの構築が

市民からの自発的な政治活動の果実として実現しなかったことは

皮肉なことに日本の市民の意識において本来自覚すべき民主主義

思想の成長を阻害する要因となった。 

 高度成長時代、そして労働争議や革新自治体の誕生を通して市

民への福祉サービスの拡充を図る要求の増大が起き、一方で公共

事業を通した地域利権と政治家、企業、中央官庁の予算投下によ

る地方自治体への支配によって地方自治体は自主財源を勝ち取っ

て独立性を保とうとする動きを鈍らせた。しかし、市民からのコ

スト負担が期待できないのに福祉と公共事業にのめりこんだため

財政は悪化の一途をたどった。 

 近年自治体経営状況の悪化から、合併によりスケールメリット

を生かした経営合理化を図ろうとする動きがあるが、そもそも、

明治政府以来1883年時点で71497自治体を1889年の時点で15859自
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治体にまで統廃合で減らし、1945年の敗戦時で10520団体、1956

年の町村合併促進法で3975団体にまで減らし現在は3250団体にま

で減っている。しかし、これら一連の統廃合も科学、経営的側面

での総合的観点で行われず、どちらかというと地域の利害調整的

な側面が大きかった。 

そもそも私達が理想としている民主主義体制下での地方自治政

策と地方自治体そのものは欧米で運用されているものが目標とし

てある。 

 自治体という言葉の語源は、ヨーロッパにおいて領主の権力に

対して、商人らが自分達の権益を守るために自由都市（commune：

コミューン）を建設したことが発祥となっている。この自由都市

は城壁を持ち、商人と市民は兵を雇って警備させ。街の真中には

広場があってそこで街を運営する市民らが参加して政治を行った。

日本においても堺のような自由都市は一時的に存在した期間があ

ったのだが、豊臣秀吉らの権力者の前に弾圧を受けその後は中央

政権からの支配を余儀なくされ、途絶えてしまった｡  

 これらの過程を振り返ると、日本の地方自治体制は次図のよう

なイメージとして表現できる。 
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第２章 日本の地方自治体の経営の現状分析と問題点 

 本章では現状の日本の地方自治体のシステムが抱えている問題

のうち最も重要な要素である経営、特に財政面における分析を行

い問題点を考える。 

 

日本日本日本日本のののの自治体規模構成自治体規模構成自治体規模構成自治体規模構成についてについてについてについて 

平成７年度時点でのデータによれば日本の地方自治体数は3250

団体であり、人口規模における分布は次ページのとおりとなる。

５万人未満の自治体が2777団体と全体の85.45％を占めている。

（表2-1） 

 次に、自治体の経営水準を表す実質単年度収支を見てみる。こ

れは企業における損益決算にあたるもので、おおよそその自治体

が経営的にうまくいっているかどうかがわかる。この実質単年度

収支がマイナス（債務超過に陥っている）の自治体数は1028団体

で全体の31.6％を占めている。これを人口規模で見てみると、マ

イナス比率30％前後の自治体が「人口５万人未満」および「５万

人以上10万人未満」で「40万人以上45万人未満」で比較的少ない

が「10万人以上15万人未満」の自治体で15％と最も低くなってい

る。一方で50万人を超える自治体では50％以上を超える高率とな

っている。 
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経 営 を 健 全

に保つための適

正な人口規模は

日本の場合、人

口が10万人から

15万人の間にそ

のカギがありそ

うである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口(万人） 自治体数 全体に占

める割合

実質単年度

収支マイナス

の自治体数

比率

5万人未満 2777 85.45% 865 31.15%

5万人以上～ 226 6.95% 74 32.74%

10    〃 86 2.65% 13 15.12%

15    〃 42 1.29% 18 42.86%

20    〃 24 0.74% 10 41.67%

25    〃 19 0.58% 10 52.63%

30    〃 16 0.49% 7 43.75%

35    〃 12 0.37% 6 50.00%

40    〃 12 0.37% 4 33.33%

45    〃 10 0.31% 4 40.00%

50    〃 4 0.12% 3 75.00%

55    〃 2 0.06% 1 50.00%

60    〃 6 0.18% 4 66.67%

75    〃 2 0.06% 1 50.00%

85    〃 1 0.03% 1 100.00%

95    〃 1 0.03% 1 100.00%

110    〃 1 0.03% 1 100.00%

120    〃 1 0.03% 1 100.00%

125    〃 1 0.03% 1 100.00%

135    〃 1 0.03% 1 100.00%

210    〃 1 0.03% 1 100.00%

245    〃 1 0.03% 1 100.00%

335    〃 1 0.03% 0 0.00%

表表表表2222----1111    実質単年度収支実質単年度収支実質単年度収支実質単年度収支がががが赤字自治体赤字自治体赤字自治体赤字自治体のののの人口別分布人口別分布人口別分布人口別分布    
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ワースト
順位 団　体　名 実質単年度収支

（千円）

住民基本台

帳登載人口

(万人）

一人当たり

換算金額

（円）

1 墨田区 -5,590,402 216,045 -25,876

2 葛飾区 -5,179,716 419,802 -12,338

3 杉並区 -4,161,000 502,801 -8,276

4 大田区 -3,625,444 638,632 -5,677

5 足立区 -3,486,662 618,280 -5,639

6 新宿区 -3,207,360 262,641 -12,212

7 文京区 -3,067,637 168,586 -18,196

8 西宮市 -2,721,690 423,447 -6,427

9 相模原市 -2,675,876 591,552 -4,523

10 江東区 -2,495,658 372,052 -6,708

11 中野区 -2,464,741 293,509 -8,397

12 北区 -2,198,116 318,225 -6,907

13 府中市 -1,996,555 218,693 -9,129

14 岡崎市 -1,875,006 330,951 -5,666

15 練馬区 -1,835,200 646,580 -2,838

16 岡山市 -1,765,004 617,662 -2,858

17 奈良市 -1,719,997 364,889 -4,714

18 京都市 -1,566,892 1,388,267 -1,129

19 板橋区 -1,561,272 496,761 -3,143

20 下関市 -1,517,669 249,519 -6,082

トップ
順位 団　体　名 実質単年度収支

（千円）

住民基本台

帳登載人口

(万人）

一人当たり

換算金額

（円）

1 横浜市 8,206,980 3,375,772 2,431

2 倉敷市 6,249,889 430,202 14,528

3 いわき市 4,128,228 364,914 11,313

4 郡山市 3,966,153 328,132 12,087

5 鹿児島市 3,778,860 543,236 6,956

6 吹田市 3,544,857 339,596 10,438

7 浦和市 3,148,073 477,590 6,592

8 静岡市 3,143,397 471,044 6,673

9 大野城市 3,126,206 88,005 35,523

10 清水市 3,116,397 237,457 13,124

11 川口市 2,886,881 456,553 6,323

12 和歌山市 2,845,452 393,823 7,225

13 豊田市 2,761,719 339,994 8,123

14 市川市 2,731,142 437,481 6,243

15 姫路市 2,513,644 474,621 5,296

16 岐阜市 2,510,638 401,748 6,249

17 長野市 2,436,216 357,628 6,812

18 堺市 2,312,019 786,964 2,938

19 新潟市 2,157,795 486,638 4,434

20 福山市 2,110,895 379,561 5,561

表表表表2222----2222    実質単年度収支実質単年度収支実質単年度収支実質単年度収支ワーストワーストワーストワースト････トップトップトップトップ20202020    
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表2-2で実質単年度収支のワーストおよびトップのベスト20をラ

ンキングした。 

東京23区が多い。また人口が40万以上の自治体が目立つ。 

トップで多いのは人口規模が30万人から40万人台が多い。 

ランキング内で1人あたりの金額で見ると、ワーストでは1万人に

満たない自治体で赤字額が多い状況となっている。人口では御蔵

町村のワースト20
順位 団　体　名 一人当たり

実質単年度
収支額(円）

住民基本
台帳登載

人口

歳入総額
(千円）

うち国より
(千円）

都道府県
より(千円）

地方債(自己
借金）千円

国比率 都道府
県比率

自己借
金比率

1 御蔵島村 -544,720 267 2,223,162 1,024,054 384,208 200,000 46.06% 17.28% 9.00%

2 富山村 -358,873 219 1,780,581 458,395 52,899 708,000 25.74% 2.97% 39.76%

3 別子山村 -243,311 290 1,544,539 661,241 329,589 147,700 42.81% 21.34% 9.56%

4 上平村 -188,586 886 2,691,977 952,179 286,568 346,600 35.37% 10.65% 12.88%

5 五木村 -171,110 1,704 4,087,168 2,280,945 396,466 302,000 55.81% 9.70% 7.39%

6 柳谷村 -169,911 1,438 3,135,986 1,012,071 582,764 385,301 32.27% 18.58% 12.29%

7 木曽岬町 -145,678 7,107 4,949,531 1,432,691 280,857 184,900 28.95% 5.67% 3.74%

8 布施村 -128,016 517 1,774,916 1,092,106 134,359 221,200 61.53% 7.57% 12.46%

9 中里村 -120,151 1,006 1,683,983 923,580 210,372 113,600 54.84% 12.49% 6.75%

10 藤橋村 -119,532 423 2,008,474 962,050 111,379 62,000 47.90% 5.55% 3.09%

11 神恵内村 -113,537 1,274 2,582,009 1,426,128 130,047 201,100 55.23% 5.04% 7.79%

12 渡名喜村 -104,747 474 1,347,186 812,553 286,436 33,500 60.31% 21.26% 2.49%

13 広野町 -95,949 5,918 4,627,331 162,875 511,898 385,800 3.52% 11.06% 8.34%

14 上野村 -92,000 1,711 3,902,154 1,584,167 670,852 541,400 40.60% 17.19% 13.87%

15 楢葉町 -91,280 8,727 6,949,246 1,079,144 300,415 705,700 15.53% 4.32% 10.16%

16 関前村 -82,186 950 1,990,634 1,370,074 178,448 170,100 68.83% 8.96% 8.55%

17 岡原村 -80,735 3,062 2,354,019 1,250,233 172,515 211,300 53.11% 7.33% 8.98%

18 喜茂別町 -74,294 2,871 4,026,242 1,923,151 218,510 588,300 47.77% 5.43% 14.61%

19 西粟倉村 -71,737 1,843 2,563,720 1,413,644 261,526 109,800 55.14% 10.20% 4.28%

20 那賀町 -63,821 9,010 5,245,655 2,496,077 342,758 70,200 47.58% 6.53% 1.34%

町村のトップ20
順位 団　体　名 一人当たり

実質単年度
収支額(円）

住民基本
台帳登載

人口

歳入総額
(千円）

うち国より
(千円）

都道府県
より(千円）

地方債(自己
借金）千円

国比率 都道府
県比率

自己借
金比率

1 大塔村 344385 723 2,399,043 1,272,334 248,054 284,400 53.04% 10.34% 11.85%

2 三島村 255951 453 3,158,961 2,254,550 269,438 408,600 71.37% 8.53% 12.93%

3 利賀村 236197 995 3,728,639 1,680,514 416,739 497,100 45.07% 11.18% 13.33%

4 高根村 197203 753 2,053,897 1,023,272 134,504 202,000 49.82% 6.55% 9.83%

5 十島村 194301 690 6,417,446 4,082,272 490,514 544,200 63.61% 7.64% 8.48%

6 幌加内町 182530 2,219 6,583,523 3,670,520 283,160 644,470 55.75% 4.30% 9.79%

7 馬瀬村 172468 1,627 2,179,633 1,256,708 146,926 42,200 57.66% 6.74% 1.94%

8 南牧村 165171 3,560 4,450,109 1,886,450 135,130 666,300 42.39% 3.04% 14.97%

9 宮島町 158781 2,323 3,078,696 761,795 63,736 182,600 24.74% 2.07% 5.93%

10 河合村 151938 1,412 4,253,308 1,524,114 310,451 932,900 35.83% 7.30% 21.93%

11 中札内村 145326 4,044 5,638,902 2,600,830 253,029 367,200 46.12% 4.49% 6.51%

12 山田村 144528 1,955 3,746,356 2,034,348 640,920 382,700 54.30% 17.11% 10.22%

13 占冠村 118334 1,658 2,903,562 1,660,460 144,140 113,300 57.19% 4.96% 3.90%

14 陸別町 117352 3,319 6,459,128 3,890,166 238,161 537,300 60.23% 3.69% 8.32%

15 檮原町 112343 4,612 6,201,558 3,721,819 545,380 710,000 60.01% 8.79% 11.45%

16 月ケ瀬村 104283 1,950 2,443,881 1,139,370 509,798 119,400 46.62% 20.86% 4.89%

17 羽須美村 102960 2,254 3,521,113 1,757,792 418,864 615,200 49.92% 11.90% 17.47%

18 芸北町 101118 3,202 5,718,380 2,816,166 883,430 867,200 49.25% 15.45% 15.17%

19 朽木村 100783 2,535 3,782,846 2,100,358 320,237 382,600 55.52% 8.47% 10.11%

20 奈半利町 99684 4,190 4,264,934 1,909,697 202,833 1,031,900 44.78% 4.76% 24.19%
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島村の267人が最も少なくしかも赤字額がトップ。最大で那賀町

9010人。歳入のほとんどが国からの交付金でまかなっており広野

町の3.52％を除いてはほとんどが50％超である。 

トップでは大塔村723人、が黒字額で1位。4612人の檮原町が人

口では最も多い。 

しかし、黒字といっても歳入のほとんどの国、都道府県、地方

債によって構成しており宮島町の24.07％が最も低いが、他はほと

んどが50％を超えている。 

 人口が小さくて黒字の自治体のほとんどは、交付金を消化して

いないなどの理由で数字が出来ている模様だ。 

 黒字かつ国への依存度が少なかったのは市町村では箱根町で

5.01％で一人あたり13622円という水準を達成している。なお、依

存度が最も高いのは生名村の76.8％で－33455円と1人あたり赤字

額も大きい。 

 

面積面積面積面積とととと経営状況経営状況経営状況経営状況のののの関係関係関係関係 

 それでは経営に人口密度や面積の要素が関係しているか調べて

みる。ここでは良好な経営をしている自治体として国からの交付

金にほとんど依存しない自治体を取り上げる。条件として財政力

指数が1.00以上の自治体（いわゆる不交付団体）にどのような傾

向があるかを分析した。面積別に分類したのが表2-3である。 
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表表表表2222----3333    不交付団体不交付団体不交付団体不交付団体のののの面積規模分布面積規模分布面積規模分布面積規模分布    

都市、町村ともに100

㎢未満の自治体が多

くそれ以上になると

少ない。 

したがって、良好な

経営をしている自治

体の面積の規模は

100㎢未満にあると

いえる。 

 

人口密度人口密度人口密度人口密度とととと経営状況経営状況経営状況経営状況のののの関係関係関係関係 

 人口密度別に分類したのが表2-4である。 

表表表表2222----4444    不交付団体不交付団体不交付団体不交付団体のののの人口密度分布人口密度分布人口密度分布人口密度分布    

都市 町村 

人口密度 
団

体

数 

財政力指

数の平均 

平均面

積（㎢） 

団

体

数 

財政力指

数の平均 

平均面

積（㎢） 

1㎢あたり1000人未満 12 1.19 178.0 30 1.44 82.5 

1000人以上 2000人未満 12 1.13 119.2 11 1.31 20.0 

2000人以上 3000人未満 8 1.17 69.1 3 1.15 13.1 

3000人以上 4000人未満 3 1.02 79.0 2 1.06 11.7 

4000人以上 5000人未満 3 1.15 27.8    
5000人以上 6000人未満 9 1.09 35.9    
6000人以上 7000人未満 5 1.08 58.4    
7000人以上 8000人未満 3 1.22 34.7    
8000人以上 9000人未満 1 1.00 20.5    
9000人以上 10000人未満 3 1.15 24.7    

10000人以上 12000人未満 1 1.03 36.4    
12000人以上  1 1.46 10.7    

面積 都市数 町村数 

50㎢未満  26 18 

50㎢以上 100㎢未満 21 10 

100㎢以上 150㎢未満 4 0 

150㎢以上 200㎢未満 3 1 

200㎢以上 250㎢未満 2 1 

250㎢以上 300㎢未満 2 0 

300㎢以上 350㎢未満 2 1 

350㎢以上  1  
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この表からわかるのは都市、町村ともに人口密度（１平方キロメー

トルあたりの人口数）が2000人未満の団体が多い。 

 

一人一人一人一人あたりのあたりのあたりのあたりの税金税金税金税金 

歳入のうち地方税は直接的に市民が自治体に行政サービスを受

けるために払っている税金である。これを市民一人あたりが月額

換算でどれだけ払っているかの金額分布を示したのが表2-5であ

る。 

表表表表2222----5555    一人一人一人一人あたあたあたあたりりりり地方税地方税地方税地方税でのでのでのでの団体分布団体分布団体分布団体分布    

町村 都市 

一人あたり地方税の月額 団体

数 

人口の

平均 

財政力

指数の

平均 

団体

数 

人口の

平均 

財政力

指数の

平均 

5000円未満  349 6,223 0.15 2 9,187 0.14 

5000円以上 10000円未満 1671 10,601 0.29 230 54,404 0.45 

10000円以上 15000円未満 371 15,307 0.52 357 140,364 0.76 

15000円以上 20000円未満 86 13,657 0.64 70 349,709 1.00 

20000円以上 25000円未満 33 11,826 0.79 12 297,079 1.25 

25000円以上 30000円未満 17 6,991 0.62    
30000円以上 35000円未満 7 8,119 1.05    
35000円以上 40000円未満 9 7,647 1.03    
40000円以上 45000円未満 1 15,252 1.63    
45000円以上 55000円未満 4 6,626 1.36    
55000円以上 60000円未満 1 9,029 1.62    
60000円以上 65000円未満 3 4,197 1.47    
65000円以上 75000円未満 1 796 0.48    
75000円以上 85000円未満 2 3,831 1.53    
85000円以上 90000円未満 1 6,532 1.82    
90000円以上  1 2,139 1.60    

この表から言えることは 

(1)都市では月額に換算して5000円から15000円までの範囲の団体

が多く、町村では5000円未満も多いがやはり5000円から15000
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円までの範囲の自治体が多い。 

(2)(1)において中でも自治体の経営の良好性を示す財政力指数の

平均値が高いのが都市では月額10000円以上からになってお

り、町村でも同じく10000円あたりから高くなる。 

(3)月額が高くなるほど財政力指数の平均値が良好な数値（1.00

以上）となる。 

(4)平均人口に着目した場合、都市では財政力指数の平均値も良好

で団体数も最も多い10000円以上15000円未満のゾーンでは14

万人程度となっており、それ以後は人口が多くてもむしろ月

額が高くなる傾向にあるのでこのゾーンが適正な都市規模で

あると考えられる。町村では11000人から15000人の範囲の町

村が比較的多い。 

したがって、日本においては市民一人が直接に自治体に払ってい

る行政コストは大部分が月額10000円から15000円ぐらいの範囲で

あり、経営が良好な自治体では負担額がさらに多くなっている。

これは比較的自立した経営を行うためには市民のそれなりの負担

も必要なことを意味している。 

 

産業別構成比産業別構成比産業別構成比産業別構成比とととと経営状況経営状況経営状況経営状況のののの関係関係関係関係 

産業別構成比が経営状況に関係するかを町村におけるデータで

調べたのがグラフ2- 1である。 
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グラフグラフグラフグラフ2222----1111    財政力指数財政力指数財政力指数財政力指数とととと産業別構成比産業別構成比産業別構成比産業別構成比のののの相関相関相関相関    

町村、都市ともに１次産業の構成比が少なく、２次、３次産業の

構成比が高くなるほど財政力指数は高くなる傾向にある。 

 

実質単年度収支額実質単年度収支額実質単年度収支額実質単年度収支額トップトップトップトップのののの横浜市横浜市横浜市横浜市ととととワーストワーストワーストワーストのののの墨田区墨田区墨田区墨田区のののの違違違違いいいい 

実質単年度収支額がトップになった横浜市は人口が300万人台

で大都市の中で唯一良好な数字を出した。もっとも、地方交付税

の比率は40％を超えており、必ずしも良くはないが、その歳入の

内訳を実質単年度収支額ワースト1位の東京都墨田区と比較する

と興味深いことがわかる。 
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グラフグラフグラフグラフ2222----2222    横浜市横浜市横浜市横浜市のののの歳入内訳歳入内訳歳入内訳歳入内訳    

横浜市の歳入の64.5％が地方税、すなわち市民からの税収であっ

た。 

一　地　方　税
64.5%

十六　都道府県支出
金

1.8%

十四　国庫支出金
16.5%

十一　分担金及び負担金２
その他

2.0%

四　地方消費税
2.6%

三　利子割交付金
0.4%

二　地方譲与税
0.9%

１　普通交付税
6.5%

八　地方特例交付金
1.9%

六　特別地方消費税

0.1%

十一　分担金及び負担金１
同級他団体

0.01%

五　ゴルフ場利用税
0.02%

七　自動車取得税交付金

2.4%

２　特別交付税
0.2%

十　交通安全対策特別交付

金
0.2%
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グラフグラフグラフグラフ 2 2 2 2----3333    墨田区墨田区墨田区墨田区のののの歳入歳入歳入歳入のののの内訳内訳内訳内訳    

十六　都道府県支出金
17.9%

四　地方消費税
6.7%

五　ゴルフ場利用税

0%

１　普通交付税
0.0%

２　特別交付税

0.0%

十四　国庫支出金
28.6%

六　特別地方消費税

0.0%八　地方特例交付金
2.5%

十　交通安全対策特別交付
金

0.1%

七　自動車取得税交付金
1.1%

十一　分担金及び負担金１

同級他団体
0.1%

十一　分担金及び負担金２

その他

3.5%

三　利子割交付金

1.1%

二　地方譲与税

1.0%

一　地　方　税

37.4%

 

墨田区の歳入を内訳を見ると、地方税の比率が低く国庫支出金と

都道府県の支出金の比率が高くなっている。 

 

グラフグラフグラフグラフ2222----4444    都市都市都市都市のののの歳出構成比歳出構成比歳出構成比歳出構成比    

 都市688団体の歳出の構成比の平均（グラフ2-4）を見てみると

自治体の歳出に占める支出で多いのは総務費（役所コスト）と民

生費、衛生費、教育費などの福祉への支出であることがわかる。

ほぼこれが歳出

の半分を占めて

いる。一般に問

題視される議会

費（地方議員の

報酬など）はど

の自治体もほと

んど同率であり、

歳出全体に占め

議会費
0.9%

総務費
10.8%

民生費
20.4%

衛生費
7.6%

教育費
9.9%

土木費
15.4%

その他
35.0%
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るインパクトも言われているほど大きくない。圧倒的に多いのは

総務費と民生費である。 

グラフグラフグラフグラフ2222----5555    横浜市横浜市横浜市横浜市とととと墨田区墨田区墨田区墨田区のののの歳出構成比歳出構成比歳出構成比歳出構成比    

横浜市と墨田区の歳出構成比（グラフ2-5）を見ると、墨田区は民

生費が横浜市に比べてかなり大きな比重を占めていることがわか

る。 

 

民生費民生費民生費民生費におけるにおけるにおけるにおける傾向傾向傾向傾向 

歳出の大部分を占めている福祉の費用のうち市民の生存へ直接

的に影響するサービスが民生費部分であろう。民生費を構成する

のは「社会福祉費」「老人福祉費」「児童福祉費」「生活保護費」で

ある。このうち、もっとも多いのは「老人福祉費」である。これ

は地方町村においては増大する傾向にあるが、逆に「生活保護費」

は０の場合が多い。一方で都市においては「生活保護費」が増大

する傾向にある。しかも人口密度が高いと顕著である。すなわち

地方市町村においては「野宿者および日雇い労働者」がいられず、

都市、しかも大都市に流入して集中しているという状況を表して

横浜市 総務費

5.7%

民生費

15.7%

衛生費

8.6%

教育費

7.2%

土木費

21.8%

その他

40.8%

議会費

0.2% 墨田区 総務費

12.6%

民生費

37.1%

衛生費

5.0%

教育費

12.4%

土木費

7.2%

その他

25.0%

議会費

0.7%
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いる。 

表表表表2222----6 6 6 6 東京都東京都東京都東京都23232323区一人区一人区一人区一人あたりあたりあたりあたり生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費ランキングランキングランキングランキング    

順

位 
団 体 名 

住民基本台帳登

載人口( H12.3.31

現在) （人）  

一人あたり

実質単年度

収支額 

歳出に占

める民生

費の割合 

歳出に占め

る生活保護

費の割合 

一 人 あたり

生活保護費

（円） 

1 台東区 152,226 -7,518 42.1% 16.8% 98,409 

2 荒川区 170,537 -7,042 39.9% 9.1% 41,768 

3 足立区 618,280 -5,639 44.9% 12.3% 39,994 

4 新宿区 262,641 -12,212 43.7% 9.8% 38,602 

5 北区 318,225 -6,907 45.4% 9.7% 34,878 

6 豊島区 234,492 -4,755 42.7% 8.4% 33,933 

7 墨田区 216,045 -25,876 39.9% 7.6% 33,925 

8 板橋区 496,761 -3,143 49.9% 11.1% 33,430 

9 葛飾区 419,802 -12,338 43.7% 9.2% 30,361 

10 中野区 293,509 -8,397 45.0% 9.4% 28,441 

11 大田区 638,632 -5,677 47.2% 8.8% 26,090 

12 江東区 372,052 -6,708 42.6% 7.7% 25,147 

13 千代田区 39,333 9,011 23.4% 1.9% 24,283 

14 江戸川区 611,977 1,718 41.5% 8.4% 23,629 

15 練馬区 646,580 -2,838 44.3% 8.1% 22,572 

16 品川区 317,377 418 35.4% 5.5% 21,759 

17 港区 156,594 -2,411 32.7% 3.9% 19,172 

18 目黒区 239,567 -3,773 33.1% 3.7% 17,217 

19 渋谷区 187,709 2,853 37.4% 4.1% 17,135 

20 文京区 168,586 -18,196 28.7% 3.3% 16,515 

21 中央区 77,132 23,309 20.0% 1.6% 14,145 

22 世田谷区 778,913 -444 38.5% 4.9% 13,518 

23 杉並区 502,801 -8,276 44.2% 4.7% 12,288 
 

 横浜市 3,375,772 2,431 20.0% 4.3% 19,249 
 
(表2-6)からも一人あたり実質単年度収支額が黒字の区（表中のグ

レーの部分）はランキングの下位になっている。地域的に見ると

いわゆる「下町」が悪化しており「山の手」は比較的低い傾向に

ある。台東区が突出しており、山谷労働者に代表される「野宿・

日雇い労働者」の影響が直接的に現れていると思われる。墨田区
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も7位であり高い。前述の横浜市は一人あたり生活保護費が19249

円となっておりドヤ街がある状況を考えても落ち着いたラインに

あることがわかる。 

 

小小小小さくてもさくてもさくてもさくても豊豊豊豊かなかなかなかな自治体自治体自治体自治体 

それでは10万人を切るいわゆる町村においては経営は絶望なの

であろうか。経営が良好であるひとつの目安として「人口が10万

人以下の町村で歳入に占める国および都道府県の交付金の割合が

20％未満でなおかつ実質単年度収支が黒字の町村」という条件で

全2557町村をスクリーニングしたところ興味深い結果が出た。

（表2-7） 

表表表表2222----7777    一人一人一人一人あたりあたりあたりあたり単年度収支黒字額単年度収支黒字額単年度収支黒字額単年度収支黒字額がががが多多多多いいいい町村上位町村上位町村上位町村上位20202020位位位位    

順順順順

位位位位    

団団団団    体体体体    名名名名    人口人口人口人口

（（（（人人人人））））    

一人一人一人一人あたあたあたあた
りりりり単年度単年度単年度単年度
収支収支収支収支黒字黒字黒字黒字
額額額額（（（（円円円円））））    

歳 入歳 入歳 入歳 入 にににに 地地地地
方 税方 税方 税方 税 がががが 占占占占
めるめるめるめる割合割合割合割合    

国国国国 へ のへ のへ のへ の 交交交交
付 金 依 存付 金 依 存付 金 依 存付 金 依 存
比率比率比率比率    

寄与寄与寄与寄与しているとしているとしているとしていると思思思思われるわれるわれるわれる要素要素要素要素    

1 伊方町 6960 90758 48.9% 15.2% 原発 

2 聖籠町 13655 41790 48.2% 3.6% 港湾・コンビナート 

3 湯沢町 9029 41150 69.1% 3.1% 温泉、スキー 

4 根尾村 2399 38327 51.7% 18.0% 日本最大の揚水発電所 

5 浜岡町 23683 35900 56.6% 3.9% 原発 

6 志賀町 16185 31718 34.6% 16.0% 原発 

7 昭和町 15174 31701 65.8% 4.6% バイパス、高速道路の中心部 

8 新宮町 21968 29002 39.1% 17.8% 福岡市隣接 

9 阿見町 46211 18367 49.3% 13.7% 筑波学園都市近く 

10 西春町 32973 16882 64.2% 6.9% 名古屋10分立地 

11 春日町 7410 16788 57.8% 12.7% 西春町隣接 

12 穂積町 33256 16594 41.4% 14.8% 岐阜 

13 長泉町 35697 16438 53.5% 4.3% 三島駅のそば 

14 三好町 44624 16111 61.4% 4.3% 名古屋地区 

15 新地町 9062 14476 62.7% 4.7% 福島、火力発電所と工業団地 

16 大飯町 6532 13842 64.5% 8.1% 原発 

17 山中湖村 5842 13814 49.7% 2.4% 富士山、山中湖 

18 西那須野町 42591 13658 46.3% 18.3% 栃木で一番人口が多い町 

19 箱根町 15252 13622 62.4% 3.1% 観光と別荘 

20 三隅町 8132 13124 40.0% 10.7% 火力発電所 

該当したのは75町村で2.9％ではあるが存在した。これらの町村
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で地方税が歳入に占める割合は平均53％であった。また国からの

交付金が占める割合は平均7％であった。 

一人あたりの地方税の金額は貧しい町村（単年度収支がマイナ

ス）816団体の平均が101円なのに対し75町村の平均は280円と2.7

倍も開きがある。また、75町村の多くは観光資源、原発立地地域

であり（表中でグレーの部分）はそのような巨大公共事業による

施設の特別な固定資産税による税収増による恩恵を受けている。 

しかし、これは言い換えれば「人口が少なくても『何らかの資

源』があれば国や都道府県に頼らず自治体運営は可能である」と

いうことでもある。 

ただし、これらの要素は国策として行われているもので、どの

自治体でも簡単に得られるものではない。果たして巨大公共事業

が投下されないと町村は経営がうまくいかないのであろうか。 

 ところが、表中の自治体で巨大公共事業に関わりがなさそうな

「阿見町」「西春町」「西那須野町」「湯沢町」「山中湖村」「箱根

町」に個別にインタビューし、その特長をグループ化したところ

以下の表2-8のような特長があることが判明した。 

 

表表表表2222----8888    巨大公共事業巨大公共事業巨大公共事業巨大公共事業にににに関係関係関係関係なくなくなくなく良好良好良好良好なななな経営経営経営経営をしているをしているをしているをしている小小小小さなさなさなさな自治体自治体自治体自治体のののの

グループグループグループグループ    

グ ル ー

プ 

町村名 特長 

阿見町 

64.97㎢

46211人 
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
型 

西春町 

9.98㎢

32973人 

・いずれも大都市から電車で30分から１

時間圏内 

・良質な住宅地が多くサラリーマン、郊

外住宅希望者が増加で人口増。 

・交通網の通過点 

・業績良好な中企業が数社存在してい

る。 

・町村主導で大規模開発をしていない 
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グ ル ー

プ 

町村名 特長 

産
業
資
源
型 

西那須野町 
59.63㎢

42591人 

・産業団地がある 

湯沢町 
357㎢ 

9029人 

山中湖村 
52.81㎢

5842人 

リ
ゾ
ー
ト
型 

箱根町 
92.82㎢

15252人 

・人口が少ないのに、別荘地や保養所が

多いため固定資産税が多く入る。 

 

ここでは、ベッドタウン型の西春町とリゾート型の湯沢町につい

て分析した。 

グラフグラフグラフグラフ2222----6666    西春町西春町西春町西春町のののの歳入歳入歳入歳入におけるにおけるにおけるにおける町税町税町税町税のののの内訳内訳内訳内訳    

固定資産税
41.7%

軽自動車税
0.41%

町たばこ税
4.0%

特別土地保有
税

0.02%
都市計画税

5.7%

町民税
48.3%
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ベッドタウン型の西春町の歳入の町税の内訳を表したのがグラフ

2-6である。平成11年度会計で歳入101億1879万3000円のうち、

61.5％の62億1804万5000円が町税であった。町税の中で町民税が

占める割合は30億66万6000円と48.3％にのぼる。固定資産税も25

億9165万4000円と 41.7％を占めている。一人あたりの地方税の月

額は15715円で、町民自身が負担している部分は7584円となる。 

グラフグラフグラフグラフ2222----7777    湯沢町湯沢町湯沢町湯沢町のののの歳入歳入歳入歳入におけるにおけるにおけるにおける町税町税町税町税のののの内訳内訳内訳内訳    

同様にリゾート型の湯沢町の歳入の町税内訳を見てみる。平成11

年度会計で歳入89億5783万1147円のうち、69.4％の62億1740万

3548円が町税であった。町税の内訳をグラフ2-7に示す。すると固

定資産税が50億3989万7134円であり、61.8％を占めている。町民

税は7億226万5000円で12.9％にすぎない。一人あたりの地方税の

月額は57384円で一見して高額に見えるが、町民自身が負担してい

る部分は6716円で済んでいることになる。 

町民税
12.9%

町たばこ税
2.1%入湯税

11.0%

特別土地保有
税

1.1%

都市計画税
11.2% 固定資産税

61.8%
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グラフグラフグラフグラフ2222----8888    西春町西春町西春町西春町のののの歳出歳出歳出歳出のののの内訳内訳内訳内訳    

次に歳出の内訳について見てみる。グラフ2-8は西春町の平成11

年度の歳出の内訳である。歳出総額98億4575万1000円のうち民生

費が30.2％と多い。なお、「衛生費」、「民生費」、「教育費」の３つ

の部分を合わせて福祉コストとして考えるとその比率は50.2％に

もなる。一人あたりの税金月額15715円のうち福祉コストは月額

12493円である。 

 

 

 

 

 

消防費
3.9%

土木費
19.6%

衛生費
8.5%

教育費
11.5%

公債費
5.4%

総務費
16.7%

民生費
30.2%

商工費
1.3%

議会費
1.6%

労働費
0.03%農林水産業費

1.2%
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グラフグラフグラフグラフ2222----9999    湯沢町湯沢町湯沢町湯沢町のののの歳出歳出歳出歳出のののの内訳内訳内訳内訳    

歳出について見ると、85億9719万3450円のうち土木費の21.5％が

最も多く、民生費は13.9％にとどまっている。なお民生費は都市

と違って生活保護の支出がなく老人福祉と児童福祉の支出で済ん

でいるのが特徴的である。福祉コストは歳出の40.6％であり、一

人あたりの金額に換算して月額32181円となる。前述の西春町と比

較すると人口が３分の１以下にも関わらず西春町の2.5倍も使用

している。 

ところで興味深かったのは上記３グループにほとんど共通して

いるのが「行政サービスを行う施設が町内の徒歩20分圏内にある」

公債費
5.0%

衛生費
17.7%

商工費
9.9%

総務費
13.6%

教育費
8.9%

民生費
13.9%

土木費
21.5%

農林水産業費
2.4%

消防費
4.6%

災害復旧費
1.0%

議会費
1.2%

諸支出金
0.04%

労働費
0.3%
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ということであった。町自体がこじんまりとしているためその中

で町民が生活や文化・コミュニケーション活動を手軽にできるわ

けである。これはレオポルド＝コールが「居酒屋社会の経済学」

において述べているところの「自分の家から歩いて20分以内に教

会、図書館、パブなどがあるのが町として理想である」という趣

旨に合致している。 

 

分析分析分析分析のののの結果結果結果結果からいえることからいえることからいえることからいえること 

表表表表2222----10101010    類似団体類似団体類似団体類似団体「「「「都市都市都市都市」」」」類型表類型表類型表類型表    

(1)今回の分析を通して良好な経営をしている自治体の要素で人

口が10～15万人の市は、自治体の経営状況を近似する団体ご

とに分類した「類似団体」の類型３から４に入る。（表2-10）

この類型３から４に見られる特徴は歳入に占める市町村税の

比率が40％台後半であるということである。これは上から下

までの類型のなかでもっとも高水準である。 

(2)産業構成については３次産業の割合が高く国からの交付金の

比率は15％以下と低い。 

(3)横浜市にインタビューしたときに興味深かったのは「横浜市は

個人納税が多い」ということであり、商業者から得られる税

金は意外と少ないということだった。したがって市民税の重

要性は大きい。 
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(4)人口が15万人を超えだすと経営のパフォーマンスが悪くなる

理由は一人あたりの市町村税額が類型３から４と変わらない

ことによると思われる。すなわち人口が多いにも関わらず一

人あたりの税収額が頭打ちになる傾向にある。 

(5)民生費について都市は生活保護、地方は老人福祉費が逆転して

多くなる傾向にある。 

(6)大都市は役人コストがスケールメリットで下がっても人口増

加のスラム化で民生費が増大しているのでパフォーマンスが

低下している。 

 

現状現状現状現状におけるにおけるにおけるにおける財政改善方針財政改善方針財政改善方針財政改善方針 

これまでの分析をふまえて、現状の地方自治体の財政状況を地

方交付税になるべく頼らず自立して黒字にするための方針は次の

２つとなる。 

(1) 歳入に占める地方税の増収を図る 

(2) 歳出における総務費と民生費の支出抑制・削減などを行う 

それぞれを検討してみる。 

(1) については増税、もしくは新たな税収源の確保が必要になる。

そのためには地方自治体の税収を市民だけにとどまらず都道

府県、国が握っている分野にまで拡大する枠組みの変更が必

要となる。これは政治的判断によるところが大きいだろう。

しかし、仮に国税のかなりを占める法人税の権利を地方自治

体に戻しても産業基盤の発達していない自治体は大打撃を被

りナショナルミニマムは実現できない。するとやはり地方自

治体の歳入は基本的に市民の個人所得からの拠出によらねば

ならない。したがって増税を余儀なくされる。表2-5でも明ら

かとなったが、現在の枠組みで良好な経営をしている自治体

が市民税の一人あたり月額換算額も高い水準となっておりこ

のことを裏付けている。 
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(2) については役人のコストをいかに削減するかということと、

民生費を構成する老人医療、教育、生活保護など納税能力の

低い人たちへの福祉をどう処理するかという重大な問題を抱

えている。役人コストを減らすには最近脚光を浴びてきてい

る PFI など、可能な限りの業務を民間委託するなどの方法が

言われている。しかし、その場合は10％、20％削減程度の投

入では焼け石に水で、100％に近いぐらいの思い切った実行が

なければならない。しかし、それでも墨田区でさえ歳出全体

の12％程度であるため著しい改善にはならず、マスコミで報

じられているぐらいの公務員の合理化政策程度では自治体の

歳出削減の根本的な改善には結びつかないことになる。PFI

の効果はむしろ土木費などでは期待できるだろう。しかし、

土木費の比率は福祉への費用に比べればやはり小さいので役

人コストと土木費に対する大胆なコストカットを極限まで実

施したとしても最大で歳出全体の30％ぐらいの改善が限界で

あろう。 

 

財政財政財政財政のののの悪化悪化悪化悪化はははは合併合併合併合併でででで解決解決解決解決できるかできるかできるかできるか 

(この部分のみ今回「コミューン Ver1」を刊行するにあたって新たに加筆したも

のである。) 

 近年脚光を浴びている市町村の合併であるが、これまで述べて

きたように自治体財政の問題を解決するためには根本的な問題を

解決しない限りいくら合併をしても無駄である。 

 合併がかろうじてうまくいくのは「財政的に豊かな自治体が貧

しい自治体を負担にならない規模で吸収する」パターンだけであ

る。 

それ以外は合併することによって自治体財政は以前より悪化す

る。あるいは歳出削減を優先するがために「サービスの低下」を

招くことになる。政府は合併を促進するため、あるいは、財政悪
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化を食い止めるカンフル剤として一時的な交付金増額などを行っ

ているが、その源泉は国税なのであり、経済状況悪化の中どこか

ら借金を繰り返しているのか疑問である。国税は自治体市民の税

金の拠出によるものだから、タコが自分の足を食べている状態と

も言える。現状の政府の交付金増額は景気が上向くまでごまかし

を続けるだけの延命策なことは明白である。これは根本的な財政

の建て直しをせずして表面的な運転資金を注入してごまかす手法

である。 

しかも政府が誘導している合併規模は政令指定都市クラス、す

なわち50万人以上の巨大都市の形成である。このことは本章で最

初に述べているが、都市の財政パフォーマンスは人口が50万人以

上ではほぼ悪くなることがわかっている。自治体財政が最もうま

くいかない状態を作り出す大変危険なことであるので警告をして

おく。 

 

都道府県都道府県都道府県都道府県のののの存在存在存在存在 

現状において都道府県の交付金の比率が低い状況下では都道府

県型の行政システムは必要なく、むしろ、いったん人口が10～15

万人規模の自治体に統一した上で、市町村税の比率が歳入の70％

以上になるようにするほうが望ましい。なお、人口が16万人を超

えるような巨大な自治体はパフォーマンスが下がるので分割すべ

きである。市町村にまたがるシステムについては別途、市町村に

よって構成される自治体による運営が望ましい。 

例えば、学校などについては都道府県によって運営することで

授業料の廉価が提供できることを期待するよりは、すべて私学に

して自治体は進学者の学費を補助する形のほうがよいだろう。 

さらに、現状の税金の流れも市民から「地方自治体」「都道府県」

「国」という３方向別々の支払いルートにせず、市民はすべて地

方自治体に税金を支払い、地方自治体は広域自治体にコストを分
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担して広域自治体を運営し、国に対しては広域自治体および地方

自治体がコストを分担して運営する形をとるのがよい。 

 

西春町西春町西春町西春町へのへのへのへのインタビューインタビューインタビューインタビューでわかったことでわかったことでわかったことでわかったこと 

 今回私が特に興味を持ったのは愛知県西春町であった。この町

は名古屋市から電車で10分程度の距離にあるが、観光や産業団地

があるわけではない。国の大規模プロジェクトだけによって町が

支えられているわけでもない。しかし、なぜ良好な経営を実現し

ているのか。西春町財政課の藤原専務に電話でインタビューした

ところ次のような話を伺えた。 

 １つ目は住人の質である。西春町は昭和45年から55年までは人

口が１万人程度の町で、高度成長に伴って名神高速道路の敷設な

どの公共事業は町の近くであったが、その後住宅地の区画整理な

どで住宅地が増え名古屋市から、良質の住宅環境を求めてくる人

が移住してくるようになった。そのためベッドタウン化が進み、

税収が適度にアップした。ここで重要なのは移住してきた人の質

なのである。台東区や墨田区のように税金を支払わない低所得者

や老人の溜まり場にならず、むしろ「ちょっとリッチな家を建て

よう」というサラリーマンや成功者がやってきた。すると、その

住民をターゲットにする個人商店や飲食店などの自営業者も集ま

ってきた。そのため、便利で住みやすい住宅環境が整った。さら

に、トヨタ自動車系列の企業、不況時も安定した収益を保つ製薬

会社、パチンコソフトウェアの開発会社などが存在した結果バラ

ンスのとれた税収を確保できるようになった。 

 ２つめは「実はうちは市営住宅なんかはこれまでやらなかった

んです」というように、町による公共投資事業を必要最低限にし

てきたことである。それと、西春町は町長が役場組織を会社に見

立てて「専務」「常務」と呼んで組織活動が自由にできるようにし

たり、住民サービスへの満足度モニタリングを随時行って「スピー
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ド経営」を行う努力をしている。これらの努力が結果として小さ

いながらも大都市でさえも実現できない健全経営を行っている秘

訣である。 

 多くの自治体が陥った落とし穴は「民間がしないから自治体が

やる」という安易な理由で本来民間がやるべき業務内容を自治体

がやったことであった。それがもともと採算がとれない事業への

めりこみその赤字増大は財務内容を悪化させサービス低下を招い

た。 

 福岡県新宮町についても「市民ホールを今回新設したのが町に

とっての大事業だったが今後の維持費がかさんでいくためこれま

でどおりの経営ができるかは心配だ。」というお話をいただいた。

これらは発電所などの大規模公共事業投資に依存している自治体

にも同様の危惧がある。なぜならかつての炭鉱で栄えた自治体（山

田市、歌志内町）のような状況がいつ自分のところにもあるかわ

からないからだ。それらに依存している自治体はいつでもワース

トに転落するリスクを抱えている。 

  

どのようなどのようなどのようなどのような自治体自治体自治体自治体モデルモデルモデルモデルがががが望望望望ましいかましいかましいかましいか 

 今回の分析をふまえて日本の現状における理想的な自治体モデ

ルは 

(1) 適度な３次産業人口を中心とする人口が存在し、人口に見合

うだけの税収の源となる「資源」を「多めに」自治体で有し

ていること 

(2) 必要最低限の公共施設以外の公共投資を行わないこと 

(1)については、やはり自治体内の人口は多すぎてはいけないわけ

で、リゾート型の自治体のように住民人口は少なくて一方で多数

の別荘や保養所による固定資産税が見込めるほうが税収は上がり、

行政サービスは赤字なくして実現できるということである。 

(2)も重要であり、自治体は自らが事業を手がけるのでなくて、基
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本的に市民や民間が動きやすい「環境」を整えてやることが大事

だということである。つまり、住宅政策については「良質な住宅

地区の提供」が重要であり、さらにその住人が生活を楽しめる商

店街や要素を徒歩圏内に配置するなどの「配慮」が大事である。

もちろんそれを目指してくる民間業者が仕事をしやすいような

「配慮」も必要だ。でも、そのてこ入れだけでよい市民とよい商

業者の移転と定着のシナジー効果で税収が確実に向上する。 

誠に皮肉な話だったが、かつての竹下政権の「ふるさと創生事

業」は(1)の資源開発を自発的に行うように促す点では若干の寄与

があったと思う。しかし、現状の自治体システムにおいては今回

のわずか2.9％以外の97.1％の町村はほとんどが経営に失敗して

いるのであり、それを救済するためにはたとえ現在政府が考えて

いるスケールメリットだけを目指す地方自治体の合併を行ったと

しても、税収源開発が自由に出来ない地方自治のシステムではう

まくいかないことは明白である。もし、現状の政府の方針を実現

するのであれば「自治体運営組織の可能な限りのＮＰＯ化、歳出の

全面 PFI 導入による徹底した合理化」ぐらいの荒療治をしなけれ

ば目立った効果は現れない。だが１章で述べたように日本の地方

自治行政システムの歴史の流れを見てきてもそれはまず無理であ

ろう。 

したがって、従来の枠組みとは違うアプローチと思想による新

しい自治体システムの構築が必要である。 
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第３章 新しい自治体システム「コミューン」 

 第２章で現状の日本の地方自治体の経営状況と問題の解決策を

検討し現状の行政システムの枠組みではそれが困難であることを

述べた。本章ではそれを解決する方法のひとつとして私が考案し

たコミューンという新しい自治体システムについて述べる。 

 

コミューンコミューンコミューンコミューン 

 コミューンとはこれまでの自治体と違う組織で行政サービスを

提供するための市民による市民のための組織である。コミューン

の語源はフランス語の「自由都市」に置くがその自由都市と基本

的には似ている面もあるものの、私が提案するのはシステム化さ

れ誰にでも運用ができる「行政企業体」である。 

コミューンは所属する市民および企業の利害を守るために設立

し運用する。もちろん小人数でも設立可能であり、小回りの利く

運用、スケールメリットのあるサービスを提供することが可能な

規模へも拡大することができる。しかし、構成人数が最大規模に

達した場合は自動的に分割する。これによってサービスの質の低

下や組織の硬直化を回避している。市民は所属するコミューンを

自由に選ぶことができ、自分にとって最適な行政サービスを受け

ることが可能である。コミューンの意思決定は常にコミューンに

所属する市民に権限がある。 

 コミューンによる行政システムがもたらす画期的な利点として

は税制度が必要ないということである。税は「支配者が市民から

奪うもの」というイメージのほうが今でも強く、どうしても「払

いたくない」という意識を人々の心に生み出す。日本においては

税務署が「節税」という言葉を使用するほど自治体を運営する費

用を市民が捻出することに自治体も市民も積極的になっていない

のである。しかし、一方でわれわれは街のお店に行って買いたい

物を得たり何かしらのサービスを受ける場合は自発的にお金を払
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っている。それはお金を払って対価としての利益を受けられると

いう実感があるからだ。 

自治体の運営はこの人間の根源的な欲求にまず合致しているべ

きなのである。したがってすべての市民は応分負担によって自己

の得たい行政サービスを利用するようにすればいい。 

コミューンは所属する市民に対して企業でいうところの株券に

あたる市民券を発行し、市民券を持つ市民に行政サービスを提供

する。こうすれば市民はコミューンに対し「利用者」でもあり出

資を担う「投資家」ともなる。 

そこで市民は安くて質がいいか、またはコストが高くても高度

なサービスを受けられるなど自分の所属するコミューンを自由に

取捨選択することになる。 

コミューンは限りなく企業に近い構造を有しているので、経営

の上手なコミューンほど安くて質の良い、多彩なサービスを利用

者に提供するようになる。そうしないと、利用者はそのコミュー

ンを抜けて別のコミューンに移動してしまい最後はコミューン自

体が解体されてしまうからだ。 

コミューン間には市場原理、競争原理が適度に存在するため行

政組織の官僚化、腐敗が自動的になくなる。 

一方で、よく危惧される行政サービスの完全民営化をすると必

要不可欠なサービスが切り捨てられるのではないかという不安も

解消している。 

 コミューンは運営委員会で決めたあらゆる行政サービスを市民

権を持つ市民に提供する。この行政サービスにはこれまでの役所

が提供してきたものから生協のような生活必需品を供給するもの、

医療施設、文教施設、娯楽施設、宿泊、観光施設などこれまでの

わが国の自治体では第３セクターとして運営されてきたものも含

まれている。運営委員会の決定があればそれらの運営を民間業者

に委託することも可能である。例えばコミューンの治安警備に民
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間警備会社や別のコミューンと共有する警備組織を利用すること

もできるのである。 

 コミューンの規模によって実現できないシステムではスケール

メリットの力を持つコミューンからシステム利用をサービスして

もらうことで市民に多種多様な行政サービスを提供できるのであ

る。 

 たとえば労働人口が見込めない地域は若者の力がないことで失

われているサービスを力のあるコミューンから提供してもらうこ

とで安価にメニューを備え、魅力ある生活環境を整備することが

できる。 

 このサービスを受けるために市民は所属したいコミューンと契

約を結ぶ。その契約の証明になるものが「市民券」である。市民

券は別の市民券と対価交換できるし、他のコミューンの市民券を

別途購入することもできる。すると、そのコミューンのサービス

も受けることができる。 
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コミューンコミューンコミューンコミューンのののの構造構造構造構造とととと成長成長成長成長 

日本に導入する場合のモデル図 

 コミューンは所属人口が増えたら上位のコミューンに昇格し、

減った場合は下位のコミューンになる。また最大規模を超える人

口になった場合は自動的に分割される。 

 コミューンの運営が財政難などで難しい場合、または提供する

サービスの質が悪い場合、コミューンは解体され最大規模のコミ

ューンに吸収合併される。ここには市場原理が繁栄され、安くて

よいサービスを提供するコミューン、もしくは高くても高度な

サービスを提供するコミューンのどちらかだけが生き残る。 

コミューン 

広域行政コミュー
ン 

コミューン 

コミューン 

コミューン 

広域行政コミュー
ン 

コミューン 

コミューン 

国(外政中心） 

 
運営委員（国会議員） 

広域行政コミ

ューン運営 
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■コミューンの規模とタイプ（国によって違う） 

構成人数（最大） コミューンタイプ 

１人 近くのＡクラスコミューンを選択して入る 

１０人 Ａ 

１００人 Ｂ 

１０００人 Ｃ 

１００００人 Ｄ 

１０００００人 Ｅ 

 

■コミューンの組織形態（例） 

 

■各組織の機能 

コミューン副代表

財務委員会
・金融機関

・市民権管理

安全保障委員会
・警察機関
・消防機関

・司法

文化教育委員会
・教育機関
・文化施設

自然環境委員会
・エリア

農商工業委員会 保健委員会
・病院機関

●環境会議 ●防災会議

●都市計画会議 ●交通会議

●組織会議 ●法律会議

市民

共通会議

コミューン代表

運営総会
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名  称 機      能 

コミューン代表 コミューンのすべての責任を負う。 

各委員会の委員長を任命する。 

コミューンの運営企画を行う。 

運営企画の実行を行う。 

コミューン副代表 コミューン代表を補佐する。対外活動を代表と

交代で行う。 

財務委員会 コミューンの運営資金を管理する。 

コミューンの運営資金を運用する。 

安全保障委員会 コミューンの管理領域の警備、保安、防災を行

う。治安を守る。 

文化教育委員会 コミューンの住民教育システムの管理を行う。 

教育施設やシステムの運営を行う。 

美術館、コンサートホールなどの文化施設の管

理も行う。 

商業委員会 コミューンの管理領域、コミューン外への商業

管理を行う。 

企業や自営業者と営業契約を結び、商業新興を

行う。 

保健委員会 コミューンの住民の健康管理を行う。 

医療機関の管理を行う。 

法律会議 コミューンの法律を決める 

環境会議 コミューンの地域環境の管理を行う。 

防災会議 災害対策（予防、即応）を行う。 

都市計画会議 コミューンの住居、商業、自然などを破壊しな

いよう調和のとれた市街地設計を行う。 

交通会議 コミューン内の道路や輸送システム、運営方法

について決める。 

商業会議 コミューンで営業する企業・自営業者の審議 

 

共

通

会

議 

組織会議 コミューンの組織について決める 

 

提供提供提供提供するするするする行政行政行政行政サービスサービスサービスサービス 

コミューンが市民に対して提供する行政サービスは次のような

ものを想定している。 

・電力・ガス・水道・下水など生活基礎インフラ 

・廃棄物処理（ゴミ） 
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・健康保険（医療サービス） 

・道路使用権 

・商店開業権（コミューン領域内を１つの巨大なショッピングモー

ルとして考えると分かり易い。商業者はコミューンから施設と営

業権を借り、賃貸料、インセンティブを支払うようにする。） 

・土地利用権（すべての国土はコミューンの共同所有であり、市

民は住む土地の使用権をコミューンから借りることになる） 

・マイクロクレジットなどの融資 

 

市民権市民権市民権市民権 

すべての市民は生まれた時点で市民である権利「市民権」が政

府から与えられる。市民がまず生まれると生まれた地域のコミ

ューンに暫定的に所属し、コミューンは受取人の生命保険を自動

的に設定する。そして、コミューンから最初の保険金が立て替え

られ保険会社に保険料が支払われるのである。この市民権を担保

にした保険はその市民が無能力者になった場合、保険金が受取人

であるコミューンに保険会社から下りる。そして、コミューンは

その保険金を市民の生存のために充てて、その市民は死ぬまでコ

ミューンから面倒を見てもらうことができる。これによって全世

界から制度的餓死はまずなくなる。 

市民権はその人間に１つの基本権利である。そのため第三者に

譲渡はできない。 

市民権がすべてのコミューンにおける各種サービス提供の根拠

となる。 

 

市民券市民券市民券市民券 

 市民券は市民とコミューンとの間の行政サービスの契約によっ

た権利を表わしたものである。現在の社会ではＩＣカードなどで

表現できる。 
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 市民はまず所属したいコミューンの市民券を購入する。複数の

コミューンの市民券を購入することも可能である。その価格は株

式市場のような市民券市場によって決められる。または市民券ど

うしで等価交換することもできる。 

市民券を購入することで市民はその所属するコミューンの提供

する行政サービスを受けることができる。 

コミューンはサービスレベルが分かれた市民券を提供できる。

たとえばその地域に住む市民専用のサービス、圏外の遠隔地の人

間へのサービス、負担コストを安くする代わりにメニューを減ら

したり、その逆に負担コストが高い分メニューを多くして豊富な

サービスを提供することもできる。 

市民は自分の所属しているコミューンの運営に納得しない場合

は別の市民券を購入して移住する。なお、市民券を持つ者はその

コミューンの運営会議に出席でき、コミューン運営委員の選出を

行うことができる。 

 

市民券市民券市民券市民券のののの構成情報構成情報構成情報構成情報 

 市民券の構成情報は次のとおりである。 

発行コミューン番号 

固有番号（パスポート番号と同じになる） 

氏名 

生年月日 

血液型 

DNA パターン 

出生地 

親、家族情報 

健康情報 

受けられるサービスメニューリスト 
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コミューンコミューンコミューンコミューンのののの財政財政財政財政 

 コミューンは行政サービス利用料を市民券を持つものから徴収

する。支払いがない場合はサービス契約を解約しサービスを停止

できる。 

 コミューンは集めた資金をコミューン運営責任者と運営委員会

の決議によって自由に運用できる。企業株式の購入なども可能で

ある。 

コミューンは市民券に応じて運用した利益を市民権所持者に配

当などの形で分配することができる。 

その人の個人の財産は従来どおり遺言などで特定の人に相続さ

せることはできるが、市民券だけは所有者の死後に権利が消滅す

る。その代わりコミューンには対価分の所有者の生命保険金（強

制加入のもの）が充当される。 

 

コミューンコミューンコミューンコミューン間間間間ののののサービスサービスサービスサービス売買売買売買売買 

コミューンは別のコミューンの行政サービスを購入することが

できる。これはサービス提供が少ないコミューンがメニューを比

較的容易に増やすことを可能にする。そして、小さい資本やもと

もと設備がないコミューンは大きいコミューンの行政サービスを

分けてもらい利用することができる。 

 

コミューンコミューンコミューンコミューン間間間間のののの利害調整利害調整利害調整利害調整 

 複数のコミューンを横断する問題がある。河川、山、海、交通

網などが挙げられる。複数のコミューンで共同所有する施設など

もある（ゴミ処理施設・発電所など）この問題について処理し管

理を行う組合を各コミューンが参加して組織する。コミューンは

組合に関係する委員会から委員を派遣し運営に対して発言権を持

つ。組合はコミューン以外から独自に職員を集めることができ利

害調整をしつつ大局からの問題解決を行う。 
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規模規模規模規模のののの維持維持維持維持 

コミューンは構成される人数が一定規模に達すると分割される。

分割されることによってクラスが下がる。そのため、サービス低

下が困ると判断された場合はやはり上位または下位のコミューン

と合併する。こうして、各コミューンは成長したコミューンと合

併する機会を得て自分たちのレベルを引き上げることができる。

常にコミューンは生存競争にもさらされ官僚化、組織の硬直化を

防ぐことができる。また、分割によってこれまで携われなかった

人に新たな運営参加のチャンスを与えることになり組織の活性化

がシステム的に行われる。 

 

意志決定機構意志決定機構意志決定機構意志決定機構 

 コミューンの最高意思決定は市民権を持つ市民が参加する運営

総会である。運営総会では企業の株主総会と同様、コミューンが

運営実績の報告書を市民に郵送し、人事案の了承を市民から得な

ければならない。市民は年１度の運営総会に出席、もしくは郵送

にて了承事項を承認する。コミューン運営委員会の最高意思決定

は代表が行う。だが、日常の各種業務についてはそれぞれの運営

委員会が審議し決定する。 

 

企業企業企業企業 

 企業はコミューンと独立して存在、活動できる。しかし、企業

が営業活動を行う場合はその地域のコミューンとの営業契約が必

要である。すなわちコミューンで認めた決まりの範囲内での営業

となる。また、１企業は１市民として市民券を購入し市民権を行

使できる。企業は各コミューンで担当者を１名決め、コミューン

側との利害調整をする。コミューン運営委員会にも参加権利があ

る。また、コミューン財務委員会で認められればコミューンが株
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主になることも可能で、コミューンからの融資も受けることがで

きる。 

企業にとってコミューンの市民は顧客であり労働力であり株主

でもあることになる。したがって企業は市民という顧客の満足に

こたえる営業、業務を遂行する責任が生じる。一方で市民はコミ

ューン内の企業の商品やサービスを利用して活動を応援したり、

消費者や株主の立場から企業へのリクエストや注文を行える。さ

らに身近な地元の企業で働くことも希望するようになるだろう。

これにより今までのような住民と企業との進出後のトラブルが最

低限防げる。 

 

商業商業商業商業 

コミューンにおいて商売を行おうとするものは、個人・企業に

関わらずコミューンとの間に営業契約を結べば自由に営業ができ

る。しかし、営業契約の中には当然、営業時間、営業形態、近隣

住民への配慮などが事細かに決められているからそれを遵守する

義務がある。そして、コミューンの決めた商業エリアでの営業が

主となる。したがってコミューンという巨大な商業施設のなかの

一区画を借りて賃料を支払い営業するという考え方が分かりやす

い。法人税を支払う必要はない。その代わりコミューンに対して

一定の手数料もしくは売上げに応じたロイヤリティを支払うとい

う形になる。これはある意味で需要供給関係を作ることになり、

過疎地域などでは出店者に負担のかからない内容で契約すること

もあるだろうし、小さなお店、ベンチャー企業などには格安の出

店が可能な契約でコミューン地域内の店のバリエーションや層を

豊かにすることも可能である。一方、巨大で収益力のある大規模

店舗からは高額のロイヤリティを得たり、誘致の時点では安い固

定料金で出店をしやすくし、一定期間後はロイヤリティに切り替

えるなどの弾力的な運用もできる。また、地域住民をある比率採
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用するということでの営業許可を出すことも可能で雇用創出の可

能性も開ける。 

あるホテルチェーン、コンビニエンスストアのフランチャイズ

オーナーにコミューンがなって一流のホテル、便利なコンビニエ

ンスストアを比較的容易に開業したりすることも可能である。そ

して、その利益はコミューンの財政を潤すのである。またこれら

の産業コーディネイトを民間業者に委託してデザイン的、収益性

にもすぐれたものを構築することも可能である。 

 

農業農業農業農業 

コミューンの中において農業は自然環境委員会の管理のもとで、

コミューンの地域自体をひとつの公園とみなし、その中の農地と

しての位置づけで生産活動を行う。農家は「公園」保全を委託さ

れた行政サービス業者となる。農家はコミューンから農地を借り

て運営する。そこでの収穫物は自由に販売でき、その利益を得る

ことができる。当然コミューンが市民に対して必要な分を仕入れ

サービスとして販売することも可能である。従来の国家では農業

をひとつの自営業としてとらえるしくみが多かった。これは主に

農業を商業の一部としてとらえ農家の生産意欲や品質向上を促す

目的が大きかった。一方で社会主義国の一部などで実施された集

団指導体制下での農業は食糧自給の目的としての手段に重きが置

かれた反面、農家の自主性を奪い、生産計画の上での増産の推進

が品質の低下ひいては無理な生産を農家に求めることになり、農

家は意欲を失い農地は採算面を追求するあまり化学肥料などの大

量使用で荒れ果てた。 

農業は工業とは違い自然環境に収益性を大幅に依存する。経営

基盤は不安定なうえ自営農業の場合は利益優先のための生産に陥

りがちで、ひいては環境破壊を引き起こすもととなってきた。国

家の政策においても「水源」と「自然環境」と「農業」の要素を
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分離して施策を行うため管理がバラバラとなってしまう。 

経営がうまくいかない農家は農地を放棄し荒れ地や住宅地、工

業用地にして農地を減らし、ひいては一層の環境破壊を引き起こ

していた。 

この悪循環を解決するには農業の経営ベースを非生産的、非能

率的なものとしてではなく、コミューンの自然環境の一部として

とらえ、必要不可欠な管理条件として位置づけることが望ましい。

そして農業に携わる人の生産意欲も一方で喚起するしくみが大事

である。 

 コミューンにおける農家は公園保全員としての給料をもらいつ

つ、さらなる利益を得る意欲を出して安心して農業生産に打ち込

める。また農作業の面でも従来の狭い農地を共同で大きな農地と

して再編成して効率的な収穫を得られるし、日本に多い中山間地

農業など手間がかかり収量も少ないため商業ベースでは無視され

てしまう農業も公園保全の一環として立派にその営みを続けるこ

とができるのである。 

 

国土国土国土国土 

国土は全コミューンの共同所有とし、各地域のコミューンが管

理する。そして、市民と企業はコミューンから借地契約を結び土

地を借りて利用する。土地の又貸しは認めない。賃貸価格と面積、

深度はコミューンの環境会議によって決定される。これにより乱

開発、個人地主の占有による都市計画の停滞を防ぐことができる。

同時に適正規模での土地の配布、住環境と工業用地のバランス良

い配置が可能になり、住環境を向上させることができる。 

 

司法司法司法司法 

 司法制度は国の法律の範囲内で各コミューンごとで独自の制度

を設けることが可能である。コミューン内での訴訟、犯罪などの
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裁判はコミューンの住民意志が反映される形で行う。すなわち裁

判はテレビなどでコミューン内に中継され、住民は自宅で傍聴で

きる。さらに判決はコミューンの住民の陪審員による判定も参考

にされ確定する。 

 

自活能力自活能力自活能力自活能力がないがないがないがない人人人人へのへのへのへの対応対応対応対応 

自活能力がない市民は行政サービス使用料が払えない。すると、

コミューンに居住する資格を失ってしまう。このような人が出た

場合どのように対応するか。これは各コミューンが決定する。だ

が、それだけであるとどこにも行けないことになる。 

 それで、各コミューンには一定数の自活能力がない人を養う義

務を政府が課す。この中でまったく勤労などができない状況にあ

る人（身体に障害がある人、精神に障害がある人、勤労意欲がな

い人、周囲に危害を及ぼす人、麻薬中毒者、アルコール中毒者な

ど）は生涯保障を行う。だが、教育によって勤労が可能な人は再

教育を行う。この費用はローン（マイクロクレジットなど）とな

りコミューンから貸し出す形をとる。 

この問題を解消する方法として出生時の市民に親は強制加入の

生命保険をかけて死後における保険金を確定するようにする。し

かし、親はこの保険金を受け取ることができず保険金はコミュー

ンが受け取るようになっている。親による子殺しを防ぐためであ

る。生まれた子供の親が存在しない場合は親族、親族がいなけれ

ばコミューン代表が代行する。このベースの保険を担保にし、自

活能力のない人や障害者については生前利用したサービス料を死

後の保険金と引き換えにするようにする。（現状の生命保険商品

の生存給付金に似ている。）こうすることで、生計能力がない人で

も安心して行政サービスをコミューンから受けることができる。 
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制度制度制度制度のののの悪用悪用悪用悪用へのへのへのへの対応対応対応対応 

 このようなシステムも悪用が可能である。例えば、暴力団、マ

フィア、カルト宗教などの構成員の移住が密かに行われ集中する

コミューンが出現する可能性も出てくる。現在の自治体でも表面

上はわからないが内部として存在している例もある。そのような

コミューンが存在することになった場合、多くの善良な市民は市

民券を売りコミューンから逃げ去るか、居続ける場合別コミュー

ンのサービスで代用しようという事態になる。ただ、その場合に

おける市民個々の安全は自己の契約したコミューンのサービスに

よって守ることが可能である。身の危険を感じる人は複数のコミ

ューンの警備サービスを利用することでボディーガードを備えた

形で危険地区となる場所に住むだろう。しかし、多くのコミュー

ンにおいて地域の安全保障は真剣に話し合われるはずである。そ

の時点で暴力団、マフィア、カルト宗教などに対する厳しい規制

を行った上でサービスを提供すべきである。 

 

現体制現体制現体制現体制からのからのからのからの移行移行移行移行 

 日本でコミューンのシステムを導入する場合は、現在の国民で

戸籍を持つ者すべてが国によって強制加入生命保険金の加入者と

なり自動的に１人＝１市民券を与え、コミューン体制へ移行する。

市民は市民券を市場で売却できるがそれは新たな市民券を持って

いる場合に限る。すなわち売却が可能なのは余剰市民券だけとい

うことになる。ある程度富裕になってきた市民は複数の市民券を

購入し使い分けて生活ができるのである。 
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第４章 コミューンモデルと従来型自治体モデルとの比較 

 従来の市民に対するサービスを行う自治的性格を持つ「組織」

とコミューンの機能の比較を表4-1に示す。 

 

表4-1 市民サービス組織の機能比較表 

名称 

構 成 員
の 関
係・結び
つき 

営 利
活 動
の 有
無 

加 入
者 へ
の 利
益 分
配 

複 数
加 入
の 自
由 

資本の形
態 

権利
表現
形態 

無 能
力 者
へ の
サ ー
ビス 

企業 経済的 
○ ○ ○ 

一部の株

主の出資 

株券 
× 

ＮＧＯ 政治的 
× × ○ 

寄付 名簿 
× 

ＮＰＯ 政治的 
× × ○ 

寄付 名簿 
× 

財団・社

団法人 

政治的 
× × ○ 

寄付 名簿 
× 

労働組合 政治的 
× × × 

寄付 名簿 
× 

協同組合 経済的 
△ ○ ○ 

出資・経

費負担 

組合

員証 
× 

共済組合 経済的 
△ ○ ○ 

出資・経

費負担 

組合

員証 
× 

国 政治・経

済的 
× × × 

強制的寄

付 

戸籍 
× 

都道府県 政治・経

済的 
× × × 

強制的寄

付 

住民

票 
○ 

地方自治

体 

政治・経

済的 
× × × 

強制的寄

付 

住民

票 
○ 

自治会 政治的 
× × × 

強制的寄

付 

名簿 
△ 

コミュー

ン 

政治・経

済的 ○ ○ ○ 

利用者全員

の出資・経費

負担 

市民

券 ○ 

 

こうして見るとコミューンはきわめて企業に近い協同組合的な
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自治体であるともいえる。これまでの日本の地方自治体はどちら

かというと財団法人や、ＮＰＯのようなものであったといえる。市

民とコミューンの関係は企業体として表現するなら「株主であり

消費者でもある関係」となる。 

コミューンがこれまでの自治体と基本的に違うのは構成する人

口の上限を設けたことである。すなわち、過剰な人口増加は都市

生活やサービスの質を低下させるだけなので、上限になった場合

そのコミューンを分割することになる。現在の地方自治政策には

大都市への権限に地方自治の自由度を与えることで（政令指定都

市など）スケールメリットを出したいという考えがあるが、実際

のところそれは第２章で検討したように効果がない。都市の人口

の適正な規模については日本の場合シューマッハーが述べたとこ

ろの50万人よりもずっと少ない10万人前後にある。 

さらに、コミューンの場合「分割」による組織の活性化が常に

もたらされることは規模の社会における「自然の摂理」をシステ

ムとして有することになり、大都市の人口集中とスラム化、地方

の過疎現象を食い止める効果が期待できる。 
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第５章 現状自治体への導入シナリオとシュミレーション 

 日本へのコミューンモデル導入は第２章で検討したように、す

でに地方自治体組織が一通りの完成をしているため、この状態か

らの移行が重点となる。 

本章では現状の日本の地方自治体の財政状況をもとにコミュー

ンモデルに移行した場合どれだけ改善が見込めるかをシュミレー

ションした。 

 

日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるコミューンコミューンコミューンコミューンののののクラスクラスクラスクラス 

表5-1は２章での分析をもとに日本におけるコミューンのクラ

スを設定したものである。 

表表表表5555----1111    日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるコミューンコミューンコミューンコミューンクラスクラスクラスクラス案案案案    

クラス 機能および人口規模 
対応する現行の

行政システム 

Ａ ４万人以上８万人未満 

Ｂ ８万人以上12万人未満 

Ｃ 12万人以上～16万人未満 

市町村 

Ｄ Ａ～Ｃクラスコミューンが加盟する

「コミューンのコミューン」で複数の

コミューンで共有するとメリットが

出るサービスをコミューンに対して

行う 

都道府県・広域行

政組合 

Ｅ Ｄクラスコミューンによって運営さ

れる。外政を中心にし、コミューン組

織の管理を行う。 

国 

 

 コミューンのクラスについては分析の結果より得られた４万人

を下限に15万人規模までのコミューンで３クラス設ければ十分か

と思われる。その規模までに都道府県に縛られない隣接区域での

都市や町村の「分割」と「合併」を行う。ここで既にある16万人
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以上の都市はすべて分割され15万人以下のコミューンに再編成す

る。この基本ベースのコミューン（Ａ～Ｃクラス）は広域業務を

共同して行うためのコミューン（Ｄクラス）を組織する。だが、

このＤクラスコミューンはこれまでの都道府県のような境界によ

る自治体とは違い、他地域のコミューンにもサービスを提供する

国内横断的な広域行政組織である。 

 

各各各各クラスクラスクラスクラスにににに移行移行移行移行したしたしたした場合場合場合場合ののののシュミレーションシュミレーションシュミレーションシュミレーション 

現状の自治体をＡ～Ｃクラスまでに移行した場合のシュミレー

ションを行ってみたのが表5-2である。 

表表表表5555----2222    日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおけるコミューンコミューンコミューンコミューンクラスクラスクラスクラス予測予測予測予測    

(a)(a)(a)(a)基本前提条件基本前提条件基本前提条件基本前提条件    

平成11年度時点の

総人口(万人) 
12586 

利用料に福祉コスト

が占める比率 
60% 

総保険金額が原資に

占める比率 
1.0% 

    

(b)(b)(b)(b)利用料利用料利用料利用料とととと福祉福祉福祉福祉サービスサービスサービスサービス利用料利用料利用料利用料のののの設定条件設定条件設定条件設定条件    

分類 月額利用

料(円) 

年額(円) 生涯支払予定額

（100年間）(円) 

現状国民使用

分換算額(円) 

利用料 15,000 180,000 18,000,000  

うち福祉分 9,000 108,000 10,800,000 39,258,700 

医療サービス分 20,000 240,000 24,000,000 24,551,089 

計 35,000 420,000 42,000,000 63,809,789 
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(c)(c)(c)(c)各各各各クラスクラスクラスクラスごとのごとのごとのごとの予測予測予測予測    

コ ミ ュ ー

ン の ク ラ

ス 

コミュ ーン

人口(人) 

福 祉 ・ 医 療

サービス年間

必要予算（億

円） 

で き る

コミュ ー

ン数 

全コミューン

福 祉 予 算

(兆円) 

現 状 の 日

本の福祉へ

の 支 出 額

(兆円) 

削 減 効

果 

A 40,000 168 3,147 52.9 70.2 25%

B 80,000 336 1,573 52.9 70.2 25%

C 120,000 504 1,049 52.9 70.2 25%

C(最大) 160,000 672 787 52.9 70.2 25%

 

表(a)において基本条件として日本の総人口を平成11年度時点

の1億2586万人、月額利用料で福祉分に使用するコストを60％と定

める。表中の「総保険金額が原資に占める比率」の「総保険金額」

とはその市民一人が仮に生まれてからすぐ無能力者となって100

年間生存するための福祉を実現するために必要な費用を見込んだ

生命保険の金額であり市民権の経済価値の根拠となるものである。

保険の受取人はコミューンしかなれないようになっている。 

この生命保険を民間保険会社に設定するか、コミューン単独、

あるいは上位コミューンにて複数のコミューンが合同で行うかは

コミューンの自由である。 

市民権の生命保険を設定後コミューンは保険料を保険会社など

へ市民の代わりに立て替えて支払う。なお、通常は保険金を担保

として保険会社から借入を行いそれを原資にした運用益の１％を

市民の福祉コストとして使用するようにする。コミューンは原資

を自由に金融市場で運用できるのでコンスタントに運用して年間

１％以上の運用益を確保するのはいかなる経済状況下でもほぼ可

能と考えている。 

表(b)で月額利用料を現状自治体の市民税で最も多い水準の

15000円にあてはめてみた場合、一人の市民が100年間生存すると

いう条件で支払う利用料の見込みの総額を算出する。総額で福祉
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コストの金額は1080万円となる。 

さらに現状では地方自治体でなく国として負担している市民へ

の医療費のカバーも考慮してみる。医療費については全国平均で

一人あたり月額20459円を使用しているので仮に月額20000円とし

て、年額24万円、100年間で2400万円になる。したがって、医療費

を含めると総額で4200万円あれば日本の一人の市民が最低限生存

に不可欠な福祉サービスすなわち「生まれてから保育園、幼稚園、

小学校、中学校、高校（教育費には公立高校運営費が含まれてい

るため）までの教育と死ぬまでの医療から介護までのケアすべて」

をコミューンで面倒見ることが可能である。 

表(c)では基本条件の総人口をもとに各クラスのコミューンが

日本でできる数と、コミューンが福祉サービスを利用者全員に１

年間行うために必要とする予算規模を算出した。すると最もパフ

ォーマンスが良くなると期待できるＣクラスコミューンであれば

750から1000団体ぐらいの範囲でできる。また、年間の全コミュー

ンの福祉サービス予算は月額利用料が一律の場合はいずれも総額

で最大52.9兆円となる。 

これは現状の都道府県および地方自治体が使用している福祉

サービスへの支出（民生費15兆640億円、衛生費６兆20億円、教育

費18兆1927億円）と国民が使用している医療費30.9兆円の総額70

兆１587億円（全国民平均で一人あたり年間55万7434円、同じく月

額で4万6452円）と比較すると約25％もの削減になる。 

したがってこのモデルでも市民は一人月額35000円を支払って

いるだけで、最低年収が42万円ほどあれば死ぬまで必要な福祉

サービスを受けることができる。しかもコミューンシステムの元

では租税がない。つまり源泉徴収や健康保険料、雇用保険料など

も存在しないため働いた収入の手取りはほとんど自分の手元に残

る。追加の医療費の負担もほとんど必要ないのである。保障は一

人単位ですべて行うので万が一、一家の大黒柱が倒れても残され
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た家族は安心して子供を育て家庭も維持していくことができる。

さらに最悪のケースでその42万円さえ自分で支払えない状況にな

った場合には市民権についている自分自身の100年間分の保険金

4200万円を担保にコミューンは保険機構から借り入れ、必要な

サービス費用の支出を肩代わりしてくれる。最後に自分が死んだ

場合はその保険金の残金は受取人であるコミューンの所有となり、

コミューンは新たに生まれた市民の市民権の保険財源へ充当して

絶対的に市民への福祉を行うための経営を継続的に続けていくの

である。 

(d)(d)(d)(d)医療医療医療医療サービスサービスサービスサービス利用率利用率利用率利用率がががが変化変化変化変化したしたしたした場合場合場合場合    

コ ミ ュ ー

ン 人 口

(人) 

医 療

サービ ス

使用率(1

日あたり) 

予 想

医 療

費 

( 億

円) 

福 祉 ・ 医

療 サ ー ビ

ス 年 間 予

算（億円） 

医 療 サ ー

ビ ス 損 益

分 岐 点 月

額(円) 

できるコ

ミュ ーン

数 ( 団

体) 

全 コ ミ

ュ ーン 福

祉 ・ 医 療

予 算 ( 兆

円) 

現 状

歳 出

規 模

( 兆

円) 

削 減

効果 

7％ 6.9 79 1,432 24.8 70.2 65％

50％ 49.1 121 10,230 38.1 70.2 46％

40,000

100％ 98.2 170 20,459

3,147 

53.6 70.2 24％
表(d)は厚生白書による国民が医療サービスを受ける割合（人口

100人に対し、１日６人が通院、１日１人が入院）をもとに医療サー

ビスの実際の使用率を７％と設定した場合のＡクラスコミューン

での福祉・医療予算の規模をシュミレーションしたものである。

すると、かなりの削減効果が見込めることがわかる。使用率を最

大100％とした場合でも削減効果は24％になる。 

現時点では既存の自治体の財政規模を基準にしていることから、

実際コミューンが福祉コストだけにとどまらず、土木費などにお

いても能率のよい経営を行えば月額利用料の低減もしくは、市民

への配当の還元は十分可能になってくると思われる。 

最後にコミューンが市民に具体的にどういう行政サービスを提

供するのかイメージしやすいように参考資料として仮想のコミ
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ューンの市民向けパンフレットを示す。
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＜＜＜＜参考資料参考資料参考資料参考資料＞＞＞＞あるあるあるあるコミューンコミューンコミューンコミューンにおけるにおけるにおけるにおける加入者加入者加入者加入者へのへのへのへのパンフレットパンフレットパンフレットパンフレット 

はじめにはじめにはじめにはじめに 

このたびは渋谷コミューンへのご加入ありがとうございました。

渋谷コミューンは2000年現在、コミューン地区内加入者数15万人、

地区外でのサービス提供者数が50万人で、豊富で良質な各種生活

サービスを安価な料金でご利用いただけます。このパンフレット

をお読みなっておわかりにならないことがありましたらフリーダ

イヤル０１２０－１１１－１１１に24時間お電話ください。また、

各種サービス利用についてのご注文などは専用ダイヤル０１２０

－１１１－２２２を24時間ご利用ください。オペレーターが親切

に対応いたします。 

 

渋谷コミューンでは以下のサービスを提供しております。 

居住面 コミューン賃貸住宅、コミューン保養施設、住宅

地レンタル、交通、上下水道、電力、ガス、通信、

廃棄物処理 

健康医療面 病院サービス、病気予防サービス、健康カウンセ

リング、健康指導サービス、葬祭サービス、フィ

ットネスサービス 

文化面 図書館、コミューンホール、宗教施設、教育施設 

商業面 職業紹介、コミューンスタッフ、起業支援、店舗、

農業 

 

コミューンコミューンコミューンコミューン賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅 

渋谷コミューンでは５つのエリアにさまざまなタイプの住宅を

用意し加入者のみなさまに安価な料金で提供しております。保証

金が必要です。 
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コミューンコミューンコミューンコミューン保養施設保養施設保養施設保養施設 

当コミューンでは、シェラトン・リゾーツと契約し世界60カ国の

シェラトンホテルが格安の料金で利用できます。また、国内では

ラフォーレ施設がすべて特別料金でご利用いただけます。 

 

住宅地住宅地住宅地住宅地レンタルレンタルレンタルレンタル 

当コミューンではすべての住宅地はレンタルとなっております。

契約期間は15年単位で短期間借りていただいたほうがお安くなっ

ております。なお、宅地での建築にあたってはコミューン契約環

境コンサルタントとの相談が必要です。またすべての住宅地には

電力、ガス、上下水道、などの基本インフラ機能が備わっており

各社とご契約いただくだけとなっております。 

 

交通交通交通交通 

加入者の方は地域内のＪＲ、私鉄、の電車とバスが格安な料金で

ご利用になれます。またフリーパスも特別料金でご提供いたして

おります。また、ＪＡＬとの特別契約で札幌、博多、大阪など主

要都市への料金も格安に提供いたしております。また、当コミュー

ンでは商業利用以外の自家用車の保有は環境保全上認めておりま

せんが、タクシーについては年間100回までは地区内料金が無料に

なります。また、トヨタレンタカー、日本レンタカー様と特別契

約をしておりレンタカーを格安にご利用いただけますのでそちら

をご活用ください。 

 

上下水道上下水道上下水道上下水道 

当コミューンでは周辺５コミューンと共同で下水処理サービス、

140コミューンと共同で上水供給サービスを提供いたしておりま

す。水のランクも３ランクあり、飲料用Ａクラス、飲料用Ｂ、家

庭排水用になっております。飲料用Ａクラスは六甲コミューンか
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ら六甲山麓の伏流水を毎日運んで提供しております。健康にも貢

献するおいしいお水をご利用ください。 

 

電力電力電力電力 

電力につきましては、東京電力、伊藤忠エナジー、東京ガス燃料

電池、北海道サンパワーなどがご利用いただけます。それぞれの

用途に応じてお選びください。 

 

ガガガガスススス 

ガスにつきましては、東京ガス、大阪ガス、台湾 LNG 社など主要

ガスメーカーと契約しておりますので特別料金でご利用になれま

す。 

 

通信通信通信通信 

通信につきましては、ＮＴＴ、東京電話、日本テレコムなどと契

約しております。用途に応じてご利用ください。 

 

コミューンでは上記の契約の煩雑さがない便利なお任せパックも

ご用意いたしております。 
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配布者からの意見・感想・反論・指摘・提案・助言 

中野中野中野中野    浩一浩一浩一浩一（（（（司法書士司法書士司法書士司法書士））））2002/4/25 

コミューン本、すごい力作ですね。思想を感じます。自治体は、

財政が悪化しても潰れないという前提のもとでは、税金の無駄遣

い（合理性のない、あるいは無責任な事後チェックのない使い方）

は無くならないし、事実が一般市民にほとんどわからない状態が

ずっと続いてしまいます。コミューンの思想は、サービスの提供

側と受ける側の意思改革の思想ですね。一度、コンピューターの

中でバーチャルコミューンをつくって、２、３年実験してみたら、

よりリアルな問題発見がありそうです。コミューンは、複数加入

可能とのことですが、居住地と完全に切り離せれば（移住しなく

ても違うコミューンに移れる）もっとコミューン間の競争が促進

されると思います。社会的インフラを、その管理も含めてどう位

置付けるかによって、いろいろな選択が可能になるのではないで

しょうか。それから、三権分立で言う、司法、立法（国会）は、

現状の仕組みをそのまま移行するのでしょうか。運営の費用の問

題もあるので、国家的組織とコミューンの関係も整備する必要が

ありますね。 

 あと、コミューンと言う呼称は、なんとなく勘違いされそうで

すので、変えた方がいいような気がします。意外と普通な日本語

にしておくと、間違って（失礼！）移行宣言する自治体がでるか

も？しれません。 

 

伊保伊保伊保伊保    敏和敏和敏和敏和（（（（会津大学事務局会津大学事務局会津大学事務局会津大学事務局））））2002/5/11 

コミューンの小冊子をもらったので、読ませてもらいました。 
冊子自体の装丁はよくできております。 

びっくりしました。かなりな苦労があったものと思われます。 

さて内容についてですがコミューンの構想そのものについては

面白い部分もありますが自治体を人口の上限を設け、ただちに分

割するのはかなり難しいことといわざるを得ないでしょう。 

分割にあたっては、いろいろな思惑がからんでくるに違いないか

らです。 

コミューン運営手数料とか、運営委員会の利権とか内容につい

ていけない部分もかなりありましたが、現実世界はいろいろな思
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惑があり動いてくるわけで、安易に流れて考えていない犯罪、軍

隊の部分があるように思われます。 

私は人口こそが、自治体の基礎という考え方をやめ、国という

のは土地の面積をもとに成り立っているのですから、面積割りに

して、移動権利金を必ず払い、自分が好きなときに移動できるよ

うにするのがよいという考え方がよいのではないかと今は考えま

した。 

密集地に住んで不利益を被ることがわかればある一定年月がた

てば、利益があるほうに人が移動して平準化されますし、面積は

変らないわけですから面積割りが前提となれば、平準化はどんど

ん進んでいくでしょう。 

これはおそらく内海さんでも思わないような特殊な意見でしょ

うが今はついついこういう形で言いたくなってしまいました。 

 

田島田島田島田島    麻衣子麻衣子麻衣子麻衣子（（（（米国公認会計士米国公認会計士米国公認会計士米国公認会計士））））2002/6/12 

地方自治は、間接民主制を採る中央を補完するための住民自治

という価値と強大な力をもつ中央に対し抑制均衡をはかるための

自由主義的な価値すなわち団体自治という、２点の重要な役割を

持っています。 

だからこそ、地方自治体の自立は非常に大切だと考えます。 

そして、自治体の自立のために、経済的自立を確立することは

必要不可欠です。 

この点で、本書は重要な問題意識を喚起してくれました。 

今の地方自治体の経済的自立を阻む原因の一つに払う側、使う

側のコスト意識の欠如があると思います。 

特に会社務めのサラリーマンは基本的に源泉徴収ですから税金

はサービスの対価であるという認識は皆無です。 

また、使う側にもコストを最小限に抑えて効用を最大化しよう

という意識があるかは疑問です。利用者もまばらな豪華絢爛な文

化ホールが次々と建設される原因の一つはこれです。 

民間企業と消費者の関係性の中では当然に働くコスト意識が、

権力構造と相まって、公の場面では、ない。 

払う側、使う側の双方におけるコスト意識の欠如が、負の連鎖

となって赤字が増えていく、これが現状ではないかと思います。 

ですから、不必要な公共財への投資は必要最小限に抑えるｐ49）

という著者の意見には賛成です。 



 80808080    

また、市民も税金を払う以上、対価としてのサービスに対し厳

しい評価の目を向ける必要があります。 
赤字を出さないことは重要ですが、これは市民の満足度を高め

るという最終目的のために実現されるべきことです。 

私は、会計士として公の機関の監査に立ち会うことがあります

が、やはり思うことはこの一点です。 

地方公共団体が、その重要な価値を十二分に発揮していけるよ

う、それぞれが出来る範囲で積極的に参加する、これが必要なの

ではないか、と思いました。 

 

天野天野天野天野    敏正敏正敏正敏正（（（（愛知県西春日井郡西春町議会議員愛知県西春日井郡西春町議会議員愛知県西春日井郡西春町議会議員愛知県西春日井郡西春町議会議員））））2003/6/3 

私は、愛知県西春町の町議会議員をしている者でございます。 
  
今現在、西春町の町合併検討委員会の委員長を務めている立場で

すが、自信を持って町民に説明出来る「夢のある合併ビジョン」

を自分自身描き切れていないのに苛立っているんです。 

  
ひとつには、多くの議員が住民の代弁者であると態度は大きいの

ですが、実態は町行政からの提案施策について、どちらかと言え

ば無批判に鵜呑みにして体制派振ってきたような気がしてなりま

せん。 

それでも、これまでは致命的な瑕疵的議会活動行為とはならなか

った。それが、また行政側としては都合が良かったのであろうと

思います。 

  

そんなこんなで、これまでに小さな積み残した行政的問題点の累

積が、これからどう展開していくか気が気でなりません。これは、

行政と議会との間の中途半端な議論で終わっている結果がそうさ

せているのではないかと考えています。 

  
ふたつには、議論を深めて行こうとすれば、反体制派だと決め付

け、不穏分子呼ばわりをして押さえ付けようとする。そんな風潮

さえあり、余り他人様には言いたくない恥ずかしい風土であり、

残念でなりません。 

何を隠そう、私がそんな立場で12年間議員（無所属）を務めてき

ました。そんな風土を変えようと高齢を顧みず再度議員選挙に立
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候補し、町長からは「「「「こんなこんなこんなこんな議員議員議員議員はははは、、、、西春町西春町西春町西春町にはにはにはには要要要要らないらないらないらない人物人物人物人物だだだだ。。。。

投票投票投票投票するなするなするなするな。」。」。」。」と５日間言われ続けましたが、今回下位の方でし

たが議員活動が出来るようになりました。 

  
平成の合併問題は、これまでのような訳にはいかんと考えていま

す。 

西春西春西春西春にはにはにはには要要要要らないらないらないらない人間人間人間人間だだだだと言い続けてきた町長から、是非とも内

海宙大氏の「コミューン」の論文を私に読んで欲しいとの言葉で

すので、貴方様のの貴重な論文とは存じますが、私に分けて頂け

ませんでしょうか。 

お代金と送料を教えて頂ければ、早速、貴口座に振り込まさせて

頂きますのでよろしくお願いいたします。 

ませんでしょうか。 

【私の回答】(2003/6/3) 

私は咢堂塾という政治塾の塾生も経験したので全国の地方自治

体の議員と交流があります。 

天野議員が述べられていることは全国の地方議会いたるところ

で起きております。 

とくに無所属で正論を吐く議員は貴殿と同じ弾圧を受けており

ます。 

ひどいところでは、共産党市長の議会でおかしな政治をする体

制を批判する無所属議員があの手この手でめちゃくちゃな議会運

営で封じられたり、革新市長で自民党が野党になって共産党顔負

けの正論を吐く状態になる自治体もあります。 

西春町はまだ行ったことがないので、本来フィールドワークが

欠けていて論文出したのは不覚ではありますが、それでも客観的

なデータから浮かび上がる像は良いものなのです。 

ホームページの写真からも小人数の先生複数の教室運営の学

校、保育園も多いし、図書館もホールもすばらしいし、やはり町

長らのポリシーが感じられます。施設の利用率も高いようでうら

やましい。 

ただ、今回さいたま市の合併効果検証をしたときに、西春町の

犯罪発生率を調べたら高率な部分もあったので心配しています。 
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これについては町役場にもメールでお聞きしましたが回答ありま

せんでした。都合が悪いのでしょうか。 

もし、議員で思い当たることがあれば教えて頂ければと存じま

す。私の予想では急激な人口増加と住宅レベルが悪くなっている

のではないかということです。 

単純に言えば建蔽率の高い、やすっぽいマンションやアパート

が増え密集すると住民の質が悪くなるわけです。 

なるべく、ゆとりのある庭の一戸建てが多くなり、景観を考え

た道路の整備や広告物の配置が必要だということです。 

日本はこういうことをきちんと考えて街作りをすることをしま

せん。100年、200年、と持つ街を作るとそこに住む人の質が向上

するのです。それが犯罪発生率を低下させ、器物破損も減らし、

郷土愛も自発的に生まれるものです。 

文章からすると町長のワンマンのゆがみがあるようですが、ま

だましな方でワンマンの良さがあると私は信じております。 

ただ、いかなる体制であっても、言論は保障すべきでその辺を

弾圧しているのであればちょっと問題かと思います。 

多くの自治体が理想に思う、政令指定都市の横浜市がついに健

康保険料を「かなり」値上げしました。大都市は破たんするので

す。 

西春町の水準は横浜市やさいたま市よりぜんぜんいいです。 

健康保険制度の運用では23区でもっともいい部類に入るわが渋

谷区は老人には手厚いが若者には冷たい保険料制度ですし、財政

力指数が高い武蔵野市でさえも、若者はよくても老人は意外と悪

い。 

天野議員には不満でももっとひどいところが圧倒的に多いとい

うのが地方自治体の現状です。 

正直西春町長も綱渡りしながらよくこれだけやっているなと思

いますし、がんばって他の地方自治体の目標になってもらいたい

です。 

湘南市についても以前から私はやめるように言っておりました

が、まともに考えたらしくやめました。ホッとしています。 

【天野氏の回答】(2003/6/3) 

お尋ねの「犯罪件数の多い地域」の件ですが、私は次のように分

析しているんです。 
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私たちの町は、名古屋市に隣接した典型的な大都市のベットタウ

ンでありまして、人口約33,000人の町です。その４分の１、即ち

約8,000人は先祖から譲り受けたまあまあの広さの土地に住まう

人々です。 
私もその一人ではあります。 

 

高度成長期に人口増加率が全国第２位で増え続けた１０平方キロ

メートルの小さな町です。 

 その時期に全国第１位で増え続けたのが隣の町の師勝町なんで

す。そんなわけでこの地域は都市化が急激に進みすぎて治水対策

が遅れ、東海豪雨の時は散々な目に遭いました。地域インフラで

遅れている施策の一つが治水対策なんです。少し話が横道に逸れ

ましたが、そんな背景の地域です。 

 

町内を名古屋市に向かった２本の幹線道路があり、鉄道は、名

古屋市中心に向かった私鉄と名古屋市の地下鉄の乗り入れがあ

り、何れにしても１０数分で名古屋市の中心に行くことが出来る

便利な地域です。 

そんな便利な町ですが、昔からの地域は区画整理は手付かずで

道路は狭く、乗用車一台がやっと通れるような地域です。犯罪者

は、道路、鉄道を使って逃げるのに便利であり、逃げ隠れするの

に迷路のような道はこれまた便利。 

見知らぬ人がいても咎めるのが難しくなった人間関係。（一見、

極悪人の風体をしているなら、別かも知れませんがね……） 

それが犯罪者には好都合なのかもしれません。都会のような風

潮が、私たちの町にも押し寄せ、昔の向こう三軒両隣の付き合い

は薄れ、他人とは余り関わりたくないというような地域になった

ような気がしてなりません。 

昔の暖かい助け合いの人情の町から遠ざかっていくような地域

になりつつあります。 

これも、地域活動に頑張りの足らない議員の所為かも知れませ

んね。反省しきりです。効率と打算だけで進めてきた行政の施策

に何か誤りがあったかも知れませんね。 

犯罪発生件数を少しでも減らそうと、あの手この手と頑張って

はいます。 

町合併の中でも犯罪のない市づくりを項目に検討しなければな
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らないでしょうね。 

内海様にはこれから色々とお世話様になると思いますが、お知

恵を貸してやってください。よろしくお願いいたします。 
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参考資料（放送大学の研究室・他で発表したレジュメ類） 

「「「「分社分社分社分社」」」」あるあるあるある経営感覚経営感覚経営感覚経営感覚 

酒井邦恭（1928～）著：朝日新聞社 

2000年６月25日 

放送大学 

産業と技術専攻 

内海 宙大 

 

■本書の概要 

 著者は精密機械会社の家系に生まれ、親の家業は発展していた

ものの第二次世界大戦でそのすべてを失ってしまった。戦後の焼

け野原の中、大学在学時からまったくノウハウもないまま塗装会

社を創業、一からスタートする。そして会社をメーカーの下請け

として発展させる。業績停滞を打開しようと試行錯誤の中からつ

いに「分社」をして企業を成長させる方法を編み出した。著者が

実践して到達したその企業は「少数精鋭」、「自主独立」を基盤に

し各経営者と労働者のモチベーションを最大限にし、より一層の

企業の成長性を高めている。 

 仕事は人間の生きる価値そのものであるという認識に立つ。そ

して自由があり、なおかつ人生の幸福に結びつくものであるとい

う視点から労働環境に芸術的感性を取り入れている。 

 著者の手法はこれまでの資本主義経済において理想とされる大

規模企業が生み出した多くの常識と相反しているにも関わらず飛

躍的な成長をとげ、組織の硬直化や経営不振に陥る多くの大企業

の経営に反省を促すきっかけとなった。 

 巨大化する企業は進めば進むほど組織が極度に工業化・システ

ム化され、人間は組織の歯車として個性を剥奪され、人間性と生

産意欲をどんどん失い、労働者は企業の奴隷になっていく。 

 著者はそれが組織の規模が大きすぎることに問題があると指摘
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し、組織を一定規模で分割しそれぞれを自主独立させ自由に競争

させることで組織の人間のモチベーションを最大限に引き出すこ

とに成功した。そして企業組織の自主性を尊重するためには企業

がある意味で経営者と社員の意識の届く範囲で所有されているこ

とが重要だという認識にも到達する。そのため、経営に関係のな

い第三者の資本に頼る従来の株式市場からの資金調達について否

定的な見解をしている。 

 確かに株式市場からの資金調達は不特定多数の資本を短期間に

大量に集めることができる。株式を公開した時点で経営者は企業

の資本を見も知らぬ、ましてや経営能力にも無関係な第三者から

握られ、さらに無関係な責任（ディスクロージャーなど）に対し

て経営以上の義務を負うはめになる。これが結果的に経営者の自

由を束縛し意欲を失わせることになるのである。 

 著者は人間の本能と欲望を適切に利用することが企業が生き続

けるための秘けつであるし、企業システムのために人がいるので

はなく、そもそも人のために企業があるべきだという主張をして

いる。 

 経済発展は企業における人間の能力が最大限に発揮され仕事が

人生の幸福と結びつくことによって初めて実現するものなのだ。 

■通常の企業像 

１．多数の利害の代弁による経営 

２．なるべく大人数、大規模化を目指す 

３．間接部門の増大、組織の硬直化 

４．官僚化、経営層の保守化、 

５．資本は株式でしかも市場公開して経営に無関係の第三者から

低コストで大量に集める。 

■酒井方式による特徴 

１．自主独立の経営 

２．小人数によるチーム 
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３．適正規模を超える組織になったら分社する 

４．新たな企業家を作り同業でも競争させる 

５．資本はグループ企業から分担支出させる 

●内海考察 

１．組織には「適正規模」もあるが、「進化の形態」もあり、そ

れをシステム化することが必要だ。 

例）個人→絶対王政→立憲君主制→民主主義 

２．分社における酒井氏の組織では社長がある意味で権力をも

ちかなり会社をコントロールできるようにしている。これは

少数組織では「絶対王政」的な統治が必要なのではないか。 

３．組織が成長するに従い、民主主義的要素を取り入れるべきで

はないか。民主主義は構成者の自覚と分業体制を支えるメカ

ニズムを構成できる人員の母集団と技術が必要のように思

える。発展途上国にいきなり民主主義を持ち込んでもうまく

いかない。むしろ、最初は王政や部族長の絶対的な支配と統

治のもとで成長をさせ組織が適正規模になったら移行させ

るほうがよいのではないか。 

４．王政破壊と民主主義の極度な移行は破滅を導き民主主義の

レベルも高くなくなる。よってシステム化して徐々に組織の

政治機構が移行されることが望ましい。 

私が構想している「市民券」では民主主義の権利を「サービスを

受ける権利」、市民券を持つ市民が行政システムの「資本家」とし

て認識することができる。「俺はこれだけ払っているんだから、こ

ういうサービスを受けたい、受けるのは当然だ」という人間の欲

望を利用するのである。「与えられる権利」より「自分で獲得した

権利」のほうが自治意識、民主主義意識がはるかに高まるはずで

ある。「分社」は起業においては「与えられる権利」によってまず

起業家に希望（モチベーション）を与え、次に「自分で獲得した

権利」にすぐ移行させる点でよくできたシステムである。 
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「「「「公共経営公共経営公共経営公共経営のののの創造創造創造創造」」」」 

宮脇淳 著：ＰＨＰ研究所 

2000年８月５日 

放送大学 

産業と技術専攻 

内海 宙大 

 

■本書の概要 

 これまで日本の地方自治体は国から予算を配分されてその範囲

で中央の政治を実行する使い走りに過ぎなかった。そのような自

由を奪われていた地方自治体は官僚的で硬直化した運営の中で負

債を拡大し、財政的に破綻をしている。国からの予算（交付金）

は赤字が多い自治体に多く分配されるので、自治体は負債からの

脱却より負債の維持になりがちで、それがより一層自立できず中

央政府への依存を高め悪循環を起こしている。著者はこのような

現状を打開するためには基本的に地方分権を徹底すべきであると

まず主張している。 

・地方自治体の財源確保の権限拡大 

・課税自主権の拡大 

・自治立法の充実 

・新たなセーフティネットの構築 

・公信用の最終的な担保は「税」 

 

■政策評価制度 

 北海道の事業別政策長所（さまざまなチェックポイント書かせ

て総合評価する） 

静岡県の業務棚卸し表（目標を設定してそれに対する到達度で

評価する） 

■プロジェクト評価の方法について 

１．費用・便益分析（先進国で多く採用されている）社会的便
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益が社会的費用を上回るかどうかでプロジェクトの可否

を決定する。 

２．消費者余剰法……需要曲線、支出関数などを測定して効用

を計る。「部分均衡分析」「一般均衡分析」に分けられる。 

３．ヘドニック法……プロジェクトの地価に与える影響を定

式化する事で政策評価する手法。地方自治体など狭い領域

では固定資産と地価を要素にして投資効果を考える事が

できる。 

４．仮想的市場法……積極的に住民の意思をプロジェクトの

政策決定プロセスに取りこむ手法。 

５．旅行費用法……無償の行政サービスを提供する政策の評

価に適用される。 

６．代替法……評価対象となるプロジェクトの便益に類似し

た別の私財に置き換えて効用を測定する方法。 

■採算性評価の方法について 

１．DCF 法……毎年度の収益予測に基づいたキャッシュ・フロー

（償却前利益等）の利回りを福利計算で求め、時間的価値で

換算の上、利益率などの指標を提示する方法。 

２．CFS 法……数年先までの収支・資金繰りを試算する方法。 

サンセット制度 

特定の政策・事業について期限を定め、議会などの存続にむけ

た積極的な議決など意思表示がないかぎり、自動的に廃止するプ

ログラム。 

■「コモンズコーズの10原則」 

１．特定の政策・事業さらに制度は、議会の議決（法律）によ

って再議決されないかぎり規定された期日をもって、自動

的に廃止されることを原則とすること。 

２．廃止プログラムは、アドホックではなく定期的に行うこと

を原則とすること。 
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３．廃止プログラムは、評価能力の向上等と一体となって導入

されることが望ましく、段階的導入が原則となること。 

４．同一分野、関連政策のサンセットはできるだけ同時に審査

される仕組み（グループ評価）にすること。 

５．政策評価能力の強化に努めること。 

６．政策評価プロセスを誘導するため一般的判定基準を設け

ること。 

７．具体的内容を伴った準備段階での報告書が作成されるこ

と。 

８．委員会制度もローテーション方式を導入すること。 

９．廃止などに伴う人員・予算等の移動に対する制御装置を組

み込むこと。 

 

■会計制度について 

管理会計などを導入すべきではないか 

 

地方自治体の仮想企業化と民活 

PFI の推進……施設建設をはじめとした社会資本整備や従来行

政が担ってきたサービスの提供を、可能なかぎり民間（企業・地

域住民）に委ねる制度。（アウトソーシング多用） 

エージェンシー制度……省庁が担当していた執行機能ないし行

政サービスの提供業務をエージェンシー機関に移管することを原

則として行政組織の再編化を行う取り組み。（いうなれば企業に

おける事業部制→分社独立に近い） 

土地信託制度の活用。 

 

●内海考察 

著者は、現状の地方公共団体の構造的な問題点をおもに財政

運営面から指摘しその機能を拡張あるいは、活性化する提案を
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している。だが、これは公共経営の創造というよりは、ダメな

ものをたたいてどれだけ良くなるかというレベルの話であり、

タイトルが間違っている。文章を総括してタイトルをつけるな

ら「地方自治体組織運営の建て直しについての私案」が妥当だ

と思う。本来の「公共」とは何かという思想に基づく視点が欠

如している。何をもってして「公共」なのか、それがわからな

い。 

 

 著者はしきりに財政調達に地方債の利用拡大と租税自主権を

主張している。しかし、そこにはしょせん、地方自治体は企業

とは違い、集めた税金という公共財をどう消化するかという観

点の発想しかなく、まったく役人的である。私はコミューンの

運営を租税ではなく、市民の小資本の集積とその大きな資本の

運用、その運用益から福祉などいわゆる地方自治体の負債の原

因でもあったマイナス要素をカバーすることを提案している。

私の構想するコミューンでは財政運用は複数のプロのファンド

マネージャーに委託することが制度上可能で負債よりは儲けが

出てしまい、その儲けでむしろ市民に対してさまざまな配当を

出すことができるレベルになっている。 

 

 政策立案と実行プロセスの手法については若干同感する部分

もある。それは複数政策の提案を原則とし、それを著者も挙げ

るさまざまな評価方法で検討することは有意義だ。しかし、こ

の点について私はそれよりも、行政と議会制民主主義の最大の

致命点である「意思決定の遅さ」を改善する方法を考えるべき

ではないかと思っている。例えばある問題を解決する政策を複

数提案した場合、検証をとるために、短期間で各案をそれぞれ

を実行して、効果の見込める政策を最終的に本採用するという

システムが必要である。現状では著者も述べているように複数
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案をひとつの政策に絞り込んで議会で議決して予算をすべて投

下して実行している。しかも実行までにかなりの時間を要する。

どうしてこうなるかというと、政策には常に公共財を投じるた

め、責任がとれ、確実性のあるものをという意識が相当強く働

いてしまうからだ。だが、実際問題、政策は実行してみるまで

その効果は分からないのである。それは数々の公共政策の失敗

が机上では「最善の方法として成功するはず」という前提で「絞

られ」、議会で議決のうえ実行されてきたことからも自明であろ

う。したがって、複数案を机上で絞る前にフットワークの軽さ

で実行してまず結果を知り、住民の注目と意識の高揚を図り、

コンセンサスを確実にすべきなのである。例えば、４つの案が

出た場合、リスクは４分の１になることは容易に想像できる。

しかし、住民はそれぞれの案を体験し、評価した上で実行でき

るのである。 

 

 会計制度について著者は管理会計などの企業会計手法の導入

を望んでいる。しかし、管理会計自体企業でよく導入して活用

している例を少なくとも日本の企業でもあまり知らない。それ

よりも、予算については動的に利用でき、月次もしくは四半期

での会計を行って市民にディスクロージャーする仕組みのほう

がよいのではないか。これは会計処理がコンピューターシステ

ムと適切な会計処理マニュアルでできていれば現代の自治体な

ら充分可能である。インターネットで地方自治体が日次会計を

市民に対して報告してもいっこうにおかしくない時代なのであ

るから。 

 

 PFI について著者は海外の例を挙げて模索して終っている。

本書に通じて言えるのは、著者の分析は解説に終っており、創

造たるべき自己の提案部分はすべて海外からの輸入紹介である
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ということである。PFI 自体目新しいことではなく、行政の手

足を民営化することでコスト削減と民間市場のパイを広げよう

というだけの話である。私の提案しているコミューンは運営委

員会の議決によってあらゆる PFI ができる。しかも、小さなコ

ミューンは大きなコミューンのサービスをアウトソーシングで

頼むこともできるし、民間に委託することもできる。 

 

本著で取り上げていなかったが、著者には適切な行政機構の

仕組みや配置というものの考察、地方自治体の取り扱うサービ

ス内容の構成についても著してほしかった。スウェーデンでは

健康保険事業について地方自治体が個々にやるのではなくて、

健康保険を専門に扱い地域をまたがる運営機関が行っている。

これなども財源が大きなほど有利な事業については当然な手法

だろう。このようなサービス内容のレベルと規模に応じて運営

機関を設置してもよいのではないか。なんでもかんでも小さな

村から、大きな市まで同じサービスを運営させようというのは

無理だと思う。その「無理」を日本の場合は国からの地方交付

金で埋め合わせてごまかしている。だが、上下水道事業なども

市水道局で担当するよりは上下水道企業体なるものがあって、

東京電力のような感じで仕事をしたほうが地方自治体が個々に

対応するより便利なはずである。私のコミューンのシステムで

はそのような水道企業体から水を引いてもらって利用してもい

いし、自前で井戸を掘って市民に供給してもいいし、六甲のお

いしい水をタンクで送ってもらって上水供給するなんてことも

できる。もちろん、水源地区で水資源が豊富なコミューンはそ

の水を遠くのまずい水しか飲めないコミューンに売ることもで

きる。その収益で過疎で老人しかいないコミューンも立派に自

主財源で各種サービスを実現できるのである。 

杓子定規的な行政サービスの割り当てがいかに狂っている
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かを述べておく。例えば、ゴミは各市町村で自主処理せよとい

う東京都の方針などがそうである。数キロも離れていないとこ

ろにそれぞれの地区のゴミ処理施設が配置され、処理能力や、

公害リスクなど無視して無理矢理ゴミ処理をしている。渋谷区

ひとつとっても、ゴミ自体が住民より他地域から来る人たちに

よって生み出されたものが多いのに、自分の区のゴミだからと

いって、狭くて小さくて効率の悪いごみ焼却場を作って処理し

ている。周辺区と共同してゴミ処理しても問題がないのに人件

費や施設など無駄の多い構成でサービスを行っている。全国的

な観点で施設を配置し、輸送ルートを確立しシステム的にゴミ

を処理する必要がある。これはまったく科学的に行わなければ

ならないはずのものである。本来はそのための役所も置くべき

だろう。 

 

公共という概念を考えるとき、何が一体公共にあたるのか。

それをもう少しつめて考えたい。多くの人が利用するものは公

共であろうか。すると、行政サービスのメニューもかなりのメ

ニューが一部の人に特化したものになっている。それは多くが

福祉であり、その福祉はいつ誰もがそのような境遇になるかも

しれないという相互扶助の精神で行われているものである。最

終的にはまったく税金を支払わなくても公共サービスを受ける

人々が存在するようになる。現状健康保険制度ではそれが拡大

し、巨額の財政難を生み出している。 
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2003年４月19日 

ホモホモホモホモ・・・・セルヴィエンスセルヴィエンスセルヴィエンスセルヴィエンス研究会研究会研究会研究会「「「「市町村合併市町村合併市町村合併市町村合併はははは本当本当本当本当にいいかにいいかにいいかにいいか？？？？さいさいさいさい

たまたまたまたま市市市市のののの合併効果検証報告合併効果検証報告合併効果検証報告合併効果検証報告」」」」 

 

内海 宙大 

（内海研究所） 

はじめにはじめにはじめにはじめに    

昨年本研究会で発表した「コミューン」での自治体分析で発表し

た結論は 

 １．日本の地方自治体の約97％は経営が破たんしている。 

 ２．だが約３％については良好な経営を実現している。 

 ３．地方自治体が良好な経営を保つにはある条件がある。 

  (1)人口が15万人以内であること。 

  (2)面積が100平方キロメートル未満であること。 

  (3)人口密度が2000人／平方キロメートル以内であること。 

 したがって近年の政府が推進している市町村合併はほとんどが

失敗することがわかった。また、いわゆる政令指定都市のような

人口が100万人を超える大都市はさらに財政パフォーマンスが悪

くなることがわかっており、例えば「さいたま市」などは失敗の

好例であろう。 

 地方自治体の経営を悪化させているのは、実は民生費に象徴さ

れている医療・社会保障の費用である。 では、どうすれば地方

自治体の財政は改善するか。それは 

 １．歳入に占める地方税の増収を図る。 

 ２．歳出における総務費と民生費の支出抑制・削減などを行う。 

 このことがいかに難しいかは各政党の議員がよく認識されてい

ることと思う。ここから導かれる自治体経営の目標はこうなる。 

 １．適度な三次産業人口を中心とする人口が存在し、人口に見
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合うだけの税収の源となる「資源」を「多めに」自治体で

有していること。 

 ２．必要最低限の公共施設以外の公共投資を行わないこと。 

この結論が出たものの、実際市町村合併は国の強引な指導により

促進されている。合併は本当によいのか、さいたま市を例に今回

調査・分析を行った。 

 

◆ 調査方法：「さいたま市統計書」およびさいたま市役所訪問に

よる聞き取り・資料調査 

 

１１１１．．．．政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市はかえってはかえってはかえってはかえって破破破破たんするたんするたんするたんする    

 表「政令指定都市の歳入の状況」 

 

２２２２．．．．市町村合併市町村合併市町村合併市町村合併はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど失敗失敗失敗失敗するするするする    

 「救済能力がない自治体どうしの合併も破たんするだけであり、

能力のある自治体が圧倒的に少ないためいくら合併しても無駄で

ある」 

 

政令指定都市の財政状況
　　　　　　（単位：千円、％）

西春町 構成比 名古屋市 構成比 札幌市 構成比 仙台市 構成比 千葉市 構成比 川崎市 構成比 横浜市 構成比

歳  入  総  額 10,625,212 1,090,429,804 838,069,751 401,578,901 345,395,434 541,317,435 1,418,803,466

地  方  税 6,517,695 61% 480,596,201 44% 268,836,442 32% 181,938,397 45% 168,562,458 49% 268,717,696 50% 692,548,541 49%

地 方 交 付 税 75,026 1% 32,641,416 3% 134,880,660 16% 40,999,860 10% 9,858,582 3% 11,125,791 2% 78,527,639 6%

国 庫 支 出 金 346,893 3% 94,934,054 9% 112,579,867 13% 39,152,739 10% 35,233,423 10% 52,235,083 10% 149,088,112 11%

158,000 1% 149,740,348 14% 86,906,900 10% 49,460,188 12% 47,294,962 14% 54,541,855 10% 132,673,292 9%

33,005 2,171,557 1,822,300 1,008,130 887,164 1,249,905 3,426,651

京都市 構成比 大阪市 構成比 神戸市 構成比 広島市 構成比 北九州市 構成比 福岡市 構成比

歳  入  総  額 697,727,591 1,862,127,363 874,951,220 547,643,317 578,614,688 739,626,783

地  方  税 252,600,599 36% 665,500,876 36% 269,729,003 31% 207,350,680 38% 159,036,994 27% 251,949,499 34%

地 方 交 付 税 104,322,142 15% 79,853,363 4% 122,497,942 14% 58,867,911 11% 85,114,464 15% 77,227,448 10%

国 庫 支 出 金 88,714,913 13% 254,841,529 14% 117,303,870 13% 87,251,365 16% 84,097,665 15% 85,059,251 12%

77,777,700 11% 232,488,900 12% 71,812,724 8% 55,405,985 10% 86,314,929 15% 107,963,563 15%

1,467,785 2,598,774 1,493,398 1,126,239 1,011,471 1,341,470

実質単年度収支額の推移
平成11年度 平成13年度 単位（千円）

名古屋市 -859,480 -408,350
札幌市 1,279,536 630,701
仙台市 -265,355 486,962
千葉市 -519,162 -1,435,299
川崎市 -549,987 -4,872,678
横浜市 8,206,980 474,970
京都市 -1,566,892 -2,143,284
大阪市 -159,822 116,874
神戸市 1,536,913 -19,696
広島市 -613,354 -396,852
北九州市 323,301 363,189
福岡市 -722,842 2,481,201

地方債

地方債
人口（国勢調
査）

人口（国勢調
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 表「連合合併試算表」 

 

３３３３．．．．さいたまさいたまさいたまさいたま市市市市のののの分析分析分析分析    

 表「財政指数の変動」 

  

表「国民健康保険料の比較」（合併前と後、他自治体） 

平成14年度
（財政力指数）H11 0.900 1.460 0.96 0.994 1.000 1.090

H12 0.888 1.419 0.95 1.037 0.969 1.056 0.846
H13 0.988 0.875 1.432 0.96 1.084

健康保険分健康保険分健康保険分健康保険分 さいたま市横浜市 武蔵野市 渋谷区 西春町 旧浦和市 旧大宮市 旧与野市
所得割 9.1% 3.97 1.75 2.04 6.4% 8.40% 8.40% 7.50%
固定資産税割 29.0% 20%
平均割(1世帯） 22,500 16300 12000
均等割（円） 29,500 34,220 20,400 29,400 18,500 24,500 13,100 12,000
年額 272,470 206,910 84,200 238,884 211,880 248,780 253,680 224,250
月額換算金額（円） 22,706 17,243 7,017 19,907 17,657 20,732 21,140 18,688
さいたま市との比較 132% 324% 114% 129% 110% 107% 122%

介護納付金分介護納付金分介護納付金分介護納付金分 さいたま市横浜市 武蔵野市 渋谷区 西春町 旧浦和市 旧大宮市 旧与野市
所得割 1.7% 0.49 0.35 0.16 0.80% 1% 0.80% 1%
固定資産税割 4.0%
平均割(1世帯） 4,000 2200
均等割（円） 7,000 6,780 8,700 3000 4500 4000 3000
年額 52,390 28,090 31,100 18,736 28,360 31,200 27,560 29,700
月額換算金額（円） 4,366 2,341 2,592 1,561 2,363 2,600 2,297 2,475
さいたま市との比較 187% 168% 280% 185% 168% 190% 176%

健康保険＋介護保険 27,072 19,583 9,608 21,468 20,020 23,332 23,437 21,163
さいたま市との比較 100% 138% 282% 126% 135% 116% 116% 128%

H11 H12 H13
浦和市 1.00 0.97 -
大宮市 1.09 1.06 -
与野市 0.87 0.85 -
さいたま市 0.99 0.96 0.99
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 表「歳入の変動」 

  

表「歳出の変動」 

  

表「生活保護と犯罪発生率の推移」 

区分 金額(千円） 構成比 金額(千円） 構成比 増減 対前年度比 金額(千円） 構成比 増減 対前年度比
市税 166,173,000 56.7% 167,541,000 56.2% 1,368,000 100.8% 174,629,000 58.6% 7,088,000 104.2%
地方譲与税 2,097,000 0.7% 2,115,000 0.7% 18,000 100.9% 0.0% -2,115,000 0.0%
利子割交付金 2,300,000 0.8% 3,680,000 1.2% 1,380,000 160.0% 0.0% -3,680,000 0.0%
地方消費税交付金 8,450,000 2.9% 8,710,000 2.9% 260,000 103.1% 8,000,000 2.7% -710,000 91.8%
ゴルフ場利用税交付金 159,000 0.1% 143,000 0.0% -16,000 89.9% 0.0% -143,000 0.0%
特別地方消費税交付金 20,000 0.0% 1 0.0% -19,999 0.0% 0.0% -1 0.0%
自動車取得税交付金 1,928,000 0.7% 1,783,000 0.6% -145,000 92.5% 0.0% -1,783,000 0.0%
地方特例交付金 7,016,000 2.4% 4,047,625 1.4% -2,968,375 57.7% 7,324,500 2.5% 3,276,875 181.0%
地方交付税 6,850,000 2.3% 3,390,000 1.1% -3,460,000 49.5% 3,850,000 1.3% 460,000 113.6%
交通安全対策特別交付金 207,000 0.1% 207,000 0.1% 0 100.0% 0.0% -207,000 0.0%
分担金及び負担金 2,993,470 1.0% 2,726,021 0.9% -267,449 91.1% 2,545,029 0.9% -180,992 93.4%
使用料及び手数料 7,449,235 2.5% 6,944,109 2.3% -505,126 93.2% 7,648,294 2.6% 704,185 110.1%
国庫支出金 19,462,473 6.6% 22,235,346 7.5% 2,772,873 114.2% 20,156,796 6.8% -2,078,550 90.7%
県支出金 14,191,545 4.8% 15,687,101 5.3% 1,495,556 110.5% 12,447,954 4.2% -3,239,147 79.4%
財産収入 1,977,967 0.7% 1,924,376 0.6% -53,591 97.3% 0.0% -1,924,376 0.0%
寄付金 32,422 0.0% 21,793 0.0% -10,629 67.2% 0.0% -21,793 0.0%
繰入金 16,281,896 5.6% 3,751,375 1.3% -12,530,521 23.0% 6,033,796 2.0% 2,282,421 160.8%
繰越金 2,750,000 0.9% 0 0.0% -2,750,000 0.0% 3,000,000 1.0% 3,000,000 －
諸収入 15,714,792 5.4% 30,053,453 10.1% 14,338,661 191.2% 15,538,509 5.2% -14,514,944 51.7%
市債 16,986,200 5.8% 23,039,800 7.7% 6,053,600 135.6% 28,840,000 9.7% 5,800,200 125.2%
その他 0 0.0% 0 0.0% 0 7,786,122 2.6%
合計 293,040,000 298,000,000 297,800,000

H13H12 H14

金額(千円） 構成比 金額(千円） 構成比 増減
対前年度
伸び率 金額(千円） 構成比 増減

対前年度
伸び率

議会費 1,958,046 0.7% 2,034,044 0.7% 75,998 104% 1,955,860 0.7% -78,184 96%
総務費 31,139,668 10.6% 43,487,755 14.8% 12,348,087 140% 44,328,666 15.0% 840,911 102%
民生費 50,811,266 17.3% 53,149,113 18.1% 2,337,847 105% 62,923,016 21.2% 9,773,903 118%
衛生費 27,516,558 9.4% 31,820,279 10.9% 4,303,721 116% 31,830,476 10.7% 10,197 100%
労働費 830,154 0.3% 1,652,533 0.6% 822,379 199% 1,617,447 0.5% -35,086 98%
農林水産業費 1,773,884 0.6% 1,460,333 0.5% -313,551 82% 0.0% -1,460,333 0%
商工費 8,714,944 3.0% 5,076,011 1.7% -3,638,933 58% 6,134,874 2.1% 1,058,863 121%
土木費 95,502,610 32.6% 83,367,973 28.4% -12,134,637 87% 72,831,090 24.6% -10,536,883 87%
消防費 11,012,758 3.8% 11,101,035 3.8% 88,277 101% 11,934,485 4.0% 833,450 108%
教育費 38,443,155 13.1% 38,354,965 13.1% -88,190 100% 36,158,287 12.2% -2,196,678 94%
災害復旧費 15 0.0% 6 0.0% -9 40% 0.0% -6 0%
公債費 24,981,039 8.5% 26,281,166 9.0% 1,300,127 105% 26,488,587 8.9% 207,421 101%
諸支出金 155,903 0.1% 4,787 0.0% -151,116 3% 0.0% -4,787 0%
予備費 200,000 0.1% 210,000 0.1% 10,000 105% 0.0% -210,000 0%
その他 1,597,212 0.5% 1,597,212
歳出合計 293,040,000 298,000,000 296,202,788

H12 H13 H14

年度 人口(人)
生活保護
人員(人） 増加率

生活保護
世帯数 増加率

生活保
護率

人口密度
（人/平方キ

人口増
加率 犯罪発生率

西春町 H11 32,973 86 59 0.26% 3,304 2.7%
H12 33,391 3,346 101% 2.9%
H13 33,005 3,307 99% 3.5%

さいたま市H12 1,024,053 5,060 3,374 0.49% 6,084 2.2%
H13 1,039,448 5,842 115% 3,933 117% 0.56% 6,175 102% 2.4%
H14 1,047,330 6,229 107% 4,248 108% 0.59% 6,222 101%

犯罪の内訳
年度 殺人 強盗 放火 強姦 暴行関係 窃盗 計(件） 前年比

西春町 H11 0 0 0 1 29 857 887
H12 0 3 1 3 21 934 962 108%
H13 0 3 0 1 48 1,112 1,164 121%

さいたま市H12 6 77 12 6 585 21,428 22,114
H13 8 54 9 10 678 23,789 24,548 111%
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４４４４．．．．さいたまさいたまさいたまさいたま市分析結果市分析結果市分析結果市分析結果    

(1) 財政指数は低下の傾向にある。 

(2) 役所コストは合併直後増大し、減らしたものの合併前と変わ

らない。 

(3) 国民健康保険料は実質的に値上がりした。 

(4) 教育費はカットされた。 

(5) 土木費をカットしたものの、大規模プロジェクト進めており

今後負担増が起こりうる。 

(6) 人口は増加し、外国人はおもに中国・フィリピン・韓国が増

加。 

(7) 犯罪件数は増加。 

(8) 生活保護は増加（西春町の約2倍）。 

 

５５５５．．．．理想的理想的理想的理想的なななな自治体自治体自治体自治体とはとはとはとは    

 国に頼らない自立してちゃんと経営を良好にやっている例 

 愛知県西春町（ホームページコピー・回覧） 

 

６６６６．．．．結論結論結論結論    

(1) やはり財政状態が良好な自治体が悪い自治体を少しだけ吸収

するのが精一杯 

(2) 合併によるスケールメリットはほとんど出ない 

(3) 「コミューン」での自治体分析で述べた条件を目指さない限

り合併は意味なし。むしろ財政・行政サービスのいずれも低

下する。 

 

◆参考文献：「さいたま市統計書」平成13年版 さいたま市 

「平成14年度版 税のしおり」さいたま市 

 

◆協力：さいたま市役所、さいたま県領事館、愛知県西春町役場、愛知

県警察
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著者プロフィール 

内海 宙大（うつみ ちゅうだい）1971年(昭和46年)東京生まれ。 

 

幼少時より習字、音楽、剣道の教育を受け、人の家に遊びに行ってもその家

の百科事典を読んでばかりいた。顕微鏡、天体望遠鏡、理科実験器具を与えら

れ科学に親しむ。 

小学４年生よりコンピュータプログラミングの習得を始め、６年生の時には

データベースなどの作成を始める。５年生より英語を習い始め、絵画コンクー

ルにも連続入選。学校の図書室にあったホームズ、ルパン、乱歩の推理小説を

ほとんど読んでしまう。理科教師より高校数学の教科書を入手して三角関数の

勉強を始める。また、将来の目標を人類救済活動（公害・戦争・飢餓貧困のな

い社会の実現）に据え準備を始める。 

中学時代に本多勝一の著作（ルポ作品群および「貧困なる精神」など）をほ

ぼ読破し論説文を書き始める。中学３年の時に教科書問題をテーマにしたレ

ポート発表が「まるで大学生のレポートかと思った」と激賞され教師から左翼

運動に勧誘されそうになるが拒否する。数学面ではコンピューターを駆使して

独自の方式で円周率の計算に成功し発表する。 

家が裕福でなかったため私立学校に行けず、小説家を志望して果たせなかっ

た父親の姿に反発して、すべての文系学問を否定。手に職がある生き方と理科

系の道で生きることが最上と考え、都立高校入試では国語100点で都立武蔵高

校に合格したが、父親の反対を押し切って、国立東京工業高等専門学校工業化

学科(現物質工学科)英語クラス１位で技術者となるべく東京高専に入学した

ものの３年で中退（情報処理についてはＡ評価、英語翻訳、国語作文について

は激賞を受ける）。その後アルバイト、フリーランス、企業経営、サラリーマ

ンと労使双方の立場を経験し社会の辛酸をなめる中、放送大学入学。産業と技

術専攻にてこれまで封鎖していた文系学問への幅広い教養を身につける（経済

学、法学、商学、経営学、文学、哲学など）。特に理系と文系の融合に興味を

持ちジャンルにとらわれない総合的な問題をテーマの研究に取り組んでいる。 

趣味はピアノ・茶道。技能としては日本商工会議所ワープロ検定１級を所持。

親指シフト方式、ローマ字入力方式の相互を操れ、人が話すのと同じスピード

で会議録を作成する能力は講演会で周囲をよく驚かせている。 
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 本研究の元となった新しい社会システムの構築研究は1992年代から着手を

始め、延べ10年近い歳月を経て今回の発表となった。資本の社会所有をいかに

すべきかという命題の思索中、大学図書館でJ.Sミルの本に出会い、E.F.シュー

マッハーを知る。シューマッハーのスコットバーダー自治体における資本の共

同所有について調べていくにつれ、「スモール・イズ・ビューティフル」、「中

間技術」の思想に感銘し、その精神を継承する団体を探してたどり着いた訳者

小島慶三氏（当時参議院議員）の主宰する小島塾に参加するようになる。その

後、多くの賢人に出会い、幅広いジャンルの学者・研究者と出会う幸運に恵ま

れ示唆を与えられ思考を続ける。幼少時の夢であった科学者、特に技術者とし

てのプログラマーをしながら（現在はシステムエンジニア）、さらに世界的規

模の問題を解決するために力を注いでいる。 

４年前に古本屋でふと出会った尾崎行雄の「わが遺言」を手に取り世界連邦

の存在を知り、大きく感銘しその実現を目指すと共に、失われた本来の政治

「家」を日本に取り戻すことに現在は努力している。 

 また、その文才は隠れた才能があると評価も高く、冗談で書いたエッセー「百

済姉話」が本人の予想と反してヒットしている。論説は人をうならせるものが

ある。法律文書を書かせると専門家も認める。英文を訳させると感動的な文章

になる。今後は小説の発表が待たれるところである。 

 思想面では小学生から思春期にかけては社会主義思想に期待を持っていた

が、以後それを超越した考えが必要だと悟り、右翼、左翼両者とも話せ、両者

を論破でき、なおかつユダヤ、キリスト、イスラム、仏教、神道の理解に努め、

世界連邦実現のためどの宗教者とも対話できるように心がけている。各種宗教

団体へ所属するよう勧誘が幾度もあったがいずれの宗教者も納得、説き伏せる

ことができず勧誘に失敗し現在中立の立場に至っている。 

 活動面では1996年より発信を開始した世界で初めての電子新聞「内海新聞」

はメールマガジン時代の先駆け的存在であり2002年現在1500部近い発行部数

のうち国会議員300人以上が読んでいる。 

 さらに衰退しがちなＮＧＯや勉強会を支えるために参加し、活性化すべく努

力している。所属は尾崎行雄記念財団､世界連邦運動協会､日本リザルツ､小島

塾､咢堂塾､咢志会､咢風会､千葉塾､ホモ＝セルヴィエンス研究会､明日の政治

家をつくる会､日本ＭＲＡ､あひる一会､裏千家インターナショナル、情報処理

学会など。 

 超能力らしきものも備えており、断片的情報から将来起こることや結論を見
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出すことができる。相手が書いた字で健康状態や精神状態などを察知すること

ができる。会ったときにその人間がどういう人間か（賢人か、たいしたことな

い人か）だいたい分析できる。図面や情報をもとにして頭の中で三次元立体化

および動態的なシュミレーションをしたりでき、イメージ処理能力が高い。こ

の能力は100人に一人いるかいないかというものだということである。これら

の能力についてはその認識が周囲にされなかったことが唯一の不幸だといえ

よう。本人も苦しみ、約20年間近くこれらの能力を封鎖してあるいは能力を退

化させるかで本人自身が誤った努力をせざる得なかった。そういった能力は誰

にでもあると思い込んでいたことも事実であった。その一例として記憶力があ

った。幼少時から映画のようにすべての情景を記憶できたため、一度旅行した

経路や景色はすべて覚えていた。そのため嫌なことも覚えていなければならな

いので常に忘れよう忘れようと努力した。それが近年における物忘れをしやす

い習性をつけた。（本人にとっては忘れられるほうが幸せであった。）また、

直感的に何事もわかるので、周囲の人からはいったい何を考えているのか理解

されなかった。そのためわかるようにレベルを落としていちいち説明せざるを

得なかった。それが「長ったらしい説明をしがち」なくせをつける元になった。

また、考えていることや話すことが周囲には理解されないことも多かった。小

学生から好きなことをして勉強したいと言っても親には理解されない。すべて

を勉強してすべてがシームレスなものだと本人は考えていたので中学以降の

教科制の勉強の仕方に本人は反発していたし受験勉強自体は本来の学問とは

違う方向性なのでクズだと思っていた。しかし、そういうことを言っても「受

験戦争を逃げている」と親に非難されるだけであった。学部学科の区切りも嫌

であった。「全部やりたい」が本人の希望であったからである。その点で専門

学科の大学に進まず、自由に好きな教科をやりたいだけ幅広く履修できる放送

大学に進学できたことは唯一本人にとって救われたことであろう。 

 アイデアや意見はなるべく社会に提案しているが、周囲のレベルと理解力が

低いため受け入れられないことも多い。一例を挙げると、今から７年前、西播

磨テクノポリス活性化提言で兵庫県知事から表彰されたが、そのとき 

「科学技術立国日本の中心地となるべく、ベンチャービジネスの生誕の地とな

るための基盤を提供してほしいです。具体的にはＬＡＮや海外との情報通信網

を備え、電源、水、交通の便を整えた地区にベンチャー企業の活動拠点となる

事務所・開発室・実験工場からなる一種の「アパート」を設置し、これにテク

ノポリス財団、関西経済界、一般投資家からの資金によって応援を受けたベン
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チャー企業を多数誘致し活動してもらいます。様々な業種のベンチャー企業が

ここで産声をあげ、十分な資金・人員・施設のバックアップを受けながら自由

に技術やソフトウェア、システム、特許を開発し成長してゆきます。その利益

の恩恵は財団を通じて投資家に還元されるようにします。」    

という提言をしている。しかし、この「アパート」構想は３年後になってよう

やく一部が関西地区で実現された。（※しかし、単なる場所だけの提供で人

的・資本の支援およびその成果をパブリックに還元して国力増強に結びつける

システムではなかった。） 

現在の日本が直面している基礎研究能力の低下やいわゆる本来のベンチ

ャー企業がなかなか成長せず困っている現状は当時の著者の提案を実行しな

かったためである。 

 その後、あるパーティで会った、まだ大臣になる前の臼井日出男衆議院議員

(自民)に対して「バブルの不良債権を作ってお金をゴミにするなら、１社１億

円ずつベンチャー企業に投資したらどうでしょうか。」という旨を進言するが

彼は硬直したまま「そうですね。」としか答えられなかった。 

 

■取り組んでいる研究テーマ 

１．コミューン（段階的成長過程を持つ行政システムモデルによるイデオロ

ギー、宗教などの対立要素を乗り越えた世界連邦実現を目指す新行政システム

構築の研究） 

２．データベースシステム（オラクル・サイベースなどアメリカ産データベー

スより高速かつ高度、自由なデータ処理が可能なデータベースシステム） 

３．地震予測システム 

４．株価予測システム 

５．人物評価システム 

６．情報処理理論（自然・人間の活動の根本をなしている普遍的な法則を集め

て体系化し知の統合を目指す理論） 

 

2002年４月７日 記 
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おねがい 

本書を配り始めたところある方から「こういうものは無料で配るとだめ

です。無料でもらったものはみなさん捨てられますから。きちんと値段を

つけなさい。」というアドバイスをいただきました。 

ただ、私はこの提案を日本や世界の多くの国のために実現したいのです。

しかし、このような研究を継続し、高価な官公庁の資料を入手して、印刷・

製本や郵送代も数多いので高くなりますから（とにかく外郭団体にやらせ

てあの高い値段つけるのは研究者に対して障害だと思います。内閣総理大

臣閣下！安くして下さい。）お金がかかるのも事実です。本当は人口動態の

詳細なデータを得ればもっと実用的な分析と提案ができるのですがこれだ

ってウン十万円するんです。 

ということで、次のようにしました。 

１．私に対して本書を読んでの何らかの感想やレスポンスを文書・メー

ル・ＦＡＸなどでしてもらった方は０円 

■メールアドレス：u23rsi@yahoo.co.jp 

■FAX：０２０－４６２３－４３３５ 

２．だんまりして何もしない方は1000円いただきます。 

３．内海君にもっと研究がんばって！という奇特な方は1000円以上お好き

な金額いくらでも。（何回でもいいです） 

２．３．に該当する方は下記に送金お願いします。 

 

◆銀行振込の場合 

イーバンク銀行 ワルツ支店 支店番号 204 口座番号 1143790 

名義：内海 宙大 

※送金手数料はお客様負担でございます。 

頂いたお金はさらなる研究費と印刷・製本・郵送代などに充てます。 

よろしくお願いします。 


