
しがの住民と自治 第 333 号 2019 年 4 月 15 日 

 

- 1 - 

 

 

  

                                       高橋 進（滋賀自治体問題研究所理事長） 

  

 はじめに 

 私的なことから書き始めるが、私の父は明治

41 年生まれで、平成 3 年に亡くなった。私の母

は大正 3 年生まれで、平成 14 年に亡くなった。

これを読んで、私の父母が何歳で亡くなったの

か、すぐに分かる人はまれであろう。これを西

暦で書けば､一目瞭然である。父 1908 年生まれ、

1991 年死亡、母 1914 年生まれ、2002 年死亡で

ある。それほど、元号は面倒である。ちなみに、

文部科学省、日本学術振興会が所管する科学研

究費という日本在住の研究者が申請する書類の

研究業績欄は、数年前から西暦で書くようにな

っている。なぜなら、論文の発表年を元号で記

載していると、自分にも、また当然のことなが

ら外国の人には、いつの論文か分からないから

である。その点で気になるのは、銀行や役所で

自分の生年月日を記入する欄があるが、これが

元号で記入するようになっていることである。

一体全体、外国籍の人にも元号に換算するよう

に求めているのであろうか。今度、役所で質問

してみよう。そのうえ、元号は年の途中から変

わるので、同じ年の生まれでもその人の誕生月

日によって、元号が異なることになる。あー面

倒！そう言えば、今年度予算は 4 月中は「平成

31 年度予算」で、5 月 1 日からは「令和元年予

算」と書くのであろうか？ややこしい！ 

 

 １ 元号の歴史 

4 月号の内容 

元号を考える～天皇の元号、国民の元号、安倍政権の元号？～  ···································  1  

県議会議員選挙をたたかって  ················································································  4  

第 18 回滋賀地方自治研究集会 分科会 B 会場の概要報告  ··········································  5 

滋賀県におけるまちづくり協議会などの現状と課題 ·····················································  6 

お知らせ  ·········································································································  10 
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ところで、元号の歴史はどのようなものなのか。

日本の元号は「皇帝が時を支配する」としてい

た中国に倣ったものであり、「大化」から始まっ

たといわれている。しかし、制度として確立し

たのは大宝（701 年）からである。古代では天

皇の代替わりの改元でなくい好事、災害・疫病、

神馬の献上、60 年に一度の大変革に備えるなど、

いろいろなことにかこつけて改元されている。

南北朝時代には、南北の両方で元号を定めてい

たので、二つあり、どちらの元号を使うかで、

ついている側を示したといわれている。「服属」

と支持の証明であった。戦国時代には京都を支

配した武士たちが自らの支配を示すために改元

させた。まさしく、「政治を支配する者」が「時

を支配する」ことを示そうとしたのである。ち

なみに、大宝元年から慶応 3 年までの 1166 年

間に 223 の元号が定められたという。 

 したがって、1 世一元は古くからの日本の伝

統ではなく、明治になってからの新しいやり方

なのである。1868 年の改元の詔で 1 世一元が定

められ、1889 年制定の大日本帝国憲法下の旧皇

室典範 12 条で法制化された。さらに、1909 年

の登極令で即位後直ちに元号を変えることが明

確にされた。 

 

 ２ 戦後の元号法 

 しかし、1946 年に日本国憲法が制定され、そ

れに伴って改定された現在の皇室典範ではこの

条文が削除された結果、元号の法律上の根拠が

なくなった。つまり、その後も政府文書や民間

で昭和という元号を使用していたのは、実は単

なる慣習であった。昭和天皇の高齢化に伴い、

危機感を持った神社本庁など右翼団体が中心と

なって元号法制化運動を展開し、1979 年に元号

法が制定された。歴史学会をはじめ、元号法制

化に反対する声はあったが、国民に強制しない

との説明で、国会で承認された（この説明は、

すぐに政府によって放棄され、役所を初め、様々

なところで国民は使用を強制されることにな

る）。この時の国会で、天皇の代替わりで元号を

定めるというのは憲法の国民主権の原理に反す

ると主張して、元号法に反対した政党は、社会

党、共産党、社会民主党だけであった。 

 なお、元号法の条文は、第 1 条「元号は、政

令で定める。」、第 2 条「元号は、皇位の継承が

あった場合に限り改める。」という簡単なもので

ある。  

 

 ３ 元号では時代が区分できない、世界が

分からない 

 明治、大正、昭和、平成と明治以後、4 つの

元号があったが、それで時代が区分できるもの

ではない。例えば、昭和は昭和 20 年で明確に断

絶がある。戦前の天皇主権と国家主義、戦争、

侵略の時代と戦後憲法の下での平和、個人の自

由、人権を第 1 とする時代である。平成も初め

の頃はバブルであり、その後はバブルの崩壊、

失われた 20 年、巨大災害と未曾有の原発事故、

社会格差の拡大の時代であり、時代としてのま

とまりを欠いている。これを西暦に置き換える

と、世界の動向との関連がよく分かる。平成元

年は 1989 年であり、天安門事件、東欧革命と

ベルリンの壁の崩壊、12 月のマルタ島で米国の

ブッシュ大統領とソ連のゴルバチョフ共産党書

記長の会談で冷戦の終結を宣言した年である。

平成を使っていてはこれは見えない。ことほど

さように、元号は内向きで、世界との関連を見

失わせる危険を持っている。 

 

 ４ 天皇の自らの意思による退位と異常な元

号フィーバー 

 新憲法の下で天皇の交替は今回が 2 度目であ

り、生前退位は初めてである。これまでも、憲

法学者の間では現憲法における「天皇の人権」

についての議論があったが、今回の高齢を理由

とした自らの意思による退位は、「現人神」では

なく、人間天皇・象徴天皇に主体性と自由意思

を承認したものとして画期的である。前回の昭
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和（裕仁）天皇の場合は、秋頃から年明けに亡

くなるまで、病気による重篤状態が続き、政府

や民間で様々な行事やパーティーなどの「自粛」

が強いられ、これを無視すると「非国民」扱い

されるような異常な状況が続いた。それに比べ

ると、今回は「平成 30 年間」を振り返る番組や

フィーバーも明るいのは、大きな違いである。

あの異様な雰囲気を覚えている者としては、こ

の点だけはほっとする。 

 

 ５ 天皇の交替と元号の政治利用 

 しかし、安倍政権による天皇の交替と元号の

政治利用は度を超している。元号の出典を初め

て「国書」の万葉集から採ったと、首相があち

こちのテレビやマスコミに出演し、自慢してい

る。まるで「安倍首相の元号」であるかのよう

である。しかし初めて「国書」から採ったと言

っているが、実は多くの専門家が指摘している

ように、「梅花の歌」はお手本としての中国の古

典に影響されている。もともと、日本の文学は

中国の古典から学び、発展してきたのであり、

影響を受けているのは当然であるが、首相はそ

のことには触れておらず、客観的ではない。安

倍首相は中国が嫌いなのかもしれないが、大陸

伝来の日本文化の成り立ちを無視するかのよう

な説明は、香山リカ氏の言う「プチナショナリ

ズム」＝ちっぽけなナショナリズムを思い出さ

せる。 

 新元号の発表につても問題がある。発表の記

者会見が予定より 11 分遅れた。その理由は官房

長官が記者会見で発表するより前に、天皇と皇

太子に報告するためであった。これは戦前のよ

うな「天皇の元号」とまではできないが、「天皇

の許しをえる」形を要求した、安倍首相の支持

母体である日本会議などの右翼団体へ配慮した

ためであると指摘されている。主権者である国

民に公表する前に、憲法上は主権者国民の下に

ある天皇と皇太子に知らせるという行為は、憲

法上問題である。 

 天皇の代替わり儀式も問題である。大嘗祭や

「剣璽等承継の儀」は神話に由来する儀式であ

り、宗教的な行事である。これを国事行為とし、

税金を使って行うのは、憲法の政教分離の原則

に違反している。それゆえ、皇族の秋篠宮も天

皇家の家計費から支出すべきであると述べたの

である。そのうえ、これらに立ち会うのは皇族

の中の成年男子のみであり、女性皇族は排除さ

れている。政府は前例にならったと言うが、そ

れは明治末期に制定され、現在廃止になってい

る上述の登極令によるものであり、現在の法律

や政令には一切ない。このような男女差別が国

事行為として、国民の税金で行われようとして

おり、憲法違反であることは明白である。さら

に、即位の儀式の日を祝日とするなど 4 月末か

ら 5 月初旬の 10 連休も異様である。新元号のキ

ャンペーンで内閣支持率が上がり、それに調子

づいて 5 年後の新紙幣の発行を発表し、天皇の

代替わり儀式を大々的に行うことで、消費税増

税を忘れさせ、さらには増税による景気の悪化

を回避するのが目的であろうか。 

 だが、ある研究者は以下のような指摘をして

いる。「梅花の歌」序文は中国の漢詩に詠まれた

「落梅之篇」に触れているという。「落梅」とは、

咲き誇る花ではなく、落ち行く花のことである。

栄華を誇ってきた安倍政権による行政の私物化

は、森友・加計問題だけでなく、最近の安倍・

麻生道路問題が示すように、留まるところを知

らない。しかし、上記のような指摘に鑑みると、

新元号「令和」は安倍政権の落梅の始まりかも

しれないと思えてくる。「おごれる者、久しから

ず」となるであろうか。主権者としての国民の

自覚と責任、主体性が問われていると言える。                                        

 

参考 

2019 年 1 月 23 日『朝日』社説、3 月 29 日『朝

日』「三谷太一郎インタビュー 冷戦後デモクラ

シー」、4 月 3 日『朝日』「空白の 11 分」、4 月

10 日『朝日』「『令和』ぬぐえぬ違和感」、3 月

29 日『しんぶん赤旗』「改元の歴史」その他 
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黄野瀬明子（滋賀県議会議員） 

【選挙で訴えたこと】 

 今回の選挙では、森友・加計問題や勤労統計

偽装などウソとゴマカシの安倍政権に対する不

信・怒りが渦巻くなか、さらにカジノ推進法や

残業代ゼロ法など、多くの国民の不安にまとも

に答えず強権政治を続ける安倍政治に対する国

民の「もういいかげんに安倍政治を終わらせた

い」という思いを共有し、選挙で変えられると

いう希望を語りたいと思いました。 

私は、小さい子供を育てる母親として、原発

の再稼働や戦争する国を許さないために、安倍

政権を支えている自民党・公明党を少数に追い

込もうと訴えました。国政の重要問題としては、

10 月からの消費税 10％への増税は、この選挙

で、増税推進勢力、自民党・公明党を少数に追

い込めば止められるということと、日本共産党

の消費税増税に変わる財源提案を示し、日本共

産党を伸ばしてこそ展望があることを訴えまし

た。また、安倍政権による国保料の連続値上げ

が狙われる中、日本共産党は全国知事会が政府

に求めていることと同様に、1 兆円の公費投入

で大幅引き下げを提案していることを示し、こ

の仕事をさせて下さいと支持を訴えました。 

県政問題では、子ども食堂の補助金を廃止に

しながら、巨額のハコもの建設をすすめるのは

県民の暮らしに冷たい県政だと示し、それを推

進しているのが県議会多数の自民党・公明党で

あり、野党会派も県政では自民党・公明党と同

じ態度であることを告発しました。子どもの医

療費無料化の拡大や、返さなくてもいい奨学金

制度の実現の願いを阻んでいる、自民党・公明

党が多数の県議会勢力図を変え、願い実現のた

めに働く、日本共産党のきのせ明子への支持を

訴えました。 

 

【県民のみなさんの反応】 

演説を聞いてくれた

方から「安倍政治を変え

てほしい」という期待が

寄せられました。また、

「自民党・公明党を少数

にしなあかん」という声

も寄せられました。消費

税増税は困るが、財源は

あるのか？もう決まったことではないのか？と

いう反応もあったが、止められる展望と財源を

示したことで、訴えに理解は得られた。子ども

食堂の補助金の廃止は、子育て世代に限らず、

市民のみなさんから「それはひどい」「もっと支

援すべき」という反応が寄せられました。国体

経費が巨額過ぎるという認識は、市民の多数の

意見になっているのではないかと感じています。

子育て世代を中心として、子どもの医療費無料

化、返さなくてもいい奨学金制度の実現の期待

は、熱いものがありました。 

 

【今後の抱負】 

大激戦の末、僅差で競り勝った議席であり、

この任期 4 年間が試されるものと思っています。

そのため、消費税増税の中止、国保料の大幅引

き下げ、子どもの医療費無料化、返さなくても

いい奨学金制度の実現は、なんとしてもやり抜

きたい、また、「安倍政治を終わらせてほしい」

という願いに応えて、滋賀での市民と野党の共

闘を大きく発展させ、参院選挙をなんとしても

勝利したいと思っています。 
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第 18 回滋賀地方自治研究集会 

 分科会 B 会場の概要報告 

 

前号に続き 2 月 16 日に行った第 18 回滋賀地

方自治研究集会分科会 B 会場の概要を報告しま

す。A 会場と同様、B でも 4 件のレポートが報

告され討論が行われました。 

 

① 「滋賀の教育における課題」岡本恭治氏

（全滋賀教組） 

 

岡本氏は、義務教育、高校教育、障害児教育

の 3 分野の現状と課題について報告しました。 

まず、義務教育では、あいさつや手のあげ方、

給食やそうじの決まりなどを統一させる「スタ

ンダード」と授業時間を削ってまで行われてい

る学力テスト対策により、隙間のない管理・統

制が強化され、子どもたちも教員も疲れている

現状のなかで、国にとって役にたつ人材育成に

たまの「道徳教育」「英語教育」が導入されてい

ることなどが報告されました。 

高校教育では、公立高校の募集定員は年々減

らされ、毎年、一般入試で 1000 人の不合格者

がでていること、全県一学区で大津南部の進学

校に希望が集中し、この結果、北部と南部では

それぞれ別の矛盾が集中していることを指摘。

打開策は全県一学区制の見直しであるとしまし

た。 

障害児教育では、障害児学校の大規模化対策

が放置され続けていること、年々厳しくなって

いる教員定数のなかで様々な問題が生じている

ことなどが報告されました。 

 

② 「大津地裁における原発裁判の状況」石川

賢治氏（弁護士） 

石川氏は、大津地裁で闘われている原発裁判

の地震を中止とする争点について解説するとと

もに、大津の裁判での特徴的な主張である「原

発違憲論」について解説しました。 

また、大津の裁判ではほぼ主張を尽くしたと

して今後、証人尋問にはいるなど裁判は終盤と

なっていること、参議院選挙で脱原発の大きな

うねりがさらに大きくなるよう期待を表明しま

した。 

③ 「滋賀の福祉を拓（つく）る」立岡晄氏（障害

児者の暮らしの場を考える滋賀県民の会） 

立岡氏は、国の障害者福祉の政策は行政責任

から住民の共助・共同責任の方向に追いやろう

としている情勢の中ではあるが、何とかしよう

と立ち上がった滋賀県民の新しい運動体には強

い願いを持つ関係者や実に豊富な人材が結集し

ているとして情報交換を強め、滋賀の福祉を取

り戻そうと訴えました。 

 

④ 「75 歳以上高齢者の「健康診査」と滋賀の

広域連合」山岡光広氏（甲賀市議会議員） 

 山岡氏は、75 歳以上の後期高齢者の「健康診

査」が、平成 27 年度から検診対象者が激減して

いる原因が、厚生労働省の「糖尿病などの生活

習慣病について、かかりつけ医を受診している

場合は、必ずしも健康診査を実施する必要はな

い」という考えに基づいており、政府交渉でこ

の「制限条項」を削除させたことを報告しまし

た。しかし、滋賀県の広域連合は平成 29 年度か

ら、「過去一年間、血液検査等を受けていない人

は対象とする」としたものの、基本的には、従

来通りの対応しかしておらず、平成 26 年度まで

の対応をするよう取組を行っていることなどが

報告されました。 
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図１ まちづくり協議会などの構成組織 

 

                 瓜生 昌弘（滋賀自治体問題研究所） 

はじめに 

滋賀自治体問題研究所では、2014 年

度に実施した「滋賀の市町村合併に関

する調査」を契機として、行政が撤退

したあとの地域づくりを担う地域自治

組織とくにまちづくり協議会（以下、

まち協）など1について以下のような経

過で調査を実施してきた。 

2015(平成 27)年度に、大規模合併が

行われた長浜市、東近江市、高島市の

3 市と合併に対する不満が強く表明さ

れた大津市旧志賀町地域と近江八幡市

旧安土町地域を対象に行政へのヒアリ

ングやまちづくり協議会などへアンケ

ート調査を実施した。 

2016（平成 28）年度は、2015(平成

27)年度調査を踏まえて、いくつかのま

ち協を抽出してヒアリング調査を行い、

地域自治組織・運営組織としての現状

と課題についての整理を行った2。 

さらに、本年 3 月に自治体問題研究

所と自治労連研究機構分権研究会との

合同研究会においてこの調査結果の報

告を行った際、上記の調査対象として

いなかった市町についても、HP や電

話でまち協などの設置状況について調査を行い、

滋賀県下のまち協の設置状況などについての整

理を行ったのでその内容を報告する。 

                                                
1 名称は「まちづくり協議会」「地域づくり協議会」

「地域まちづくり協議会」「自治振興会」「地域振

興会」などがあり、まちづくり協議会（まち協）

などと呼ぶことにする。 
2 この調査結果は2017年3月に調査報告書として

取りまとめるとともに、龍谷法学に寄稿している。

龍谷法学 2017 年、50-2，25（645) 

 

１． まち協の組織と活動 

図１は 2016 年度にヒアリングを行った長浜

市余呉地域づくり協議会の組織図である。多少

の違いはあるが、おおむねこの図のように、決

定機関である総会、理事会と事業実施部門であ

る部会とで構成されている。 

構成員は自治会をはじめ社会福祉協議会など

の地域の諸団体、個人となっている。 
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活動内容も様々であるが、表１に示すように

それぞれ特徴ある活動が展開されている。たと

えば、長浜市田根地区では、大学との連携で地

域の見直しやまちづくりに関する計画が練られ、

地域おこしにつながる酒造り、地域特産の鹿肉

などをつかった食品開発などなどが行われてい

る。また、まつりや伝説などを生かした地域の事

業、若者の地域への定着や婚活事業なども多くの

地域に共通している。 

その他、まち協の役割としては、地域に設置さ

れているコミュニティセンターの管理を指定管理

者として行っていることである。 

 

２． 滋賀県下のまち協などの設置状況 

 滋賀県におけるまち協などの設置状況を表 2

に示す。県下 13 市 6 町のうち、まち協設立準備

中の大津市を含めて 9 市において、110 箇所の

まち協などが設置され活動が行われている。こ

の 9 市のうち、全行政区域においてまち協など

が設置されているのは、長浜市、近江八幡市、

草津市、栗東市、甲賀市、湖南市、東近江市の

7 市であり、大津市と野洲市は一部の市域

でまち協が設置されている。 

 まち協の設置時期は、昭和の時代から

設置されている栗東市の 9箇所と近江八

幡市の旧近江八幡市域で地方分権一括

法施行直後に設置されている 9箇所を除

くとすべて平成の合併後に設置されて

いる。その目的は、行政が撤退したあと

の地域づくりや地域の運営を担う主体

として設置が進められたものが多く、大

規模合併が行われた長浜市、東近江市、

甲賀市などがその典型である。また、合

併の規模が大きくはないが湖南市では、

地域まちづくり協議会設置条例を制定

して条例上でまち協をまちづくりの主

体として位置づけ、全市域でまち協を設

置している。これらの合併を契機として

設置されたまち協などは合併協定のな

かでその設置がうたわれている。 

 一方、長浜市など同様に広域合併をした高島

市は少し異なる経過となっている。合併直後、

他市と同様、まち協に相当するまちづくり委員

会が旧町ごとに立ち上げられたが、「旧町の枠組

みにこだわりすぎて市としての一体感の醸成を

阻害する」という理由でそれを解散し、現在は

全市ひとつのまちづくり推進会議が設置され、

学識経験者、市長任命委員、公募委員など 26

人の委員で観光、子育て、若者の定住対策など

の課題が取り組まれている。 

また、草津市は合併していないが、全市域で

まち協が設置されている。これは従来直営であ

った市民センターの管理をまち協に委託すると

いう行革の一環としても実施されている。 

さらに大津市は現在進行中であるが、36 箇所

ある支所・公民館をコミュニティセンター化し、

その管理をまち協に委託することを目指しなが

らまち協の立ち上げが行われつつある。 

 

 

市 地区 活動内容

西黒田 金太郎伝説を活用したまちづくり

田根
慶応大学の学生との協働、酒米をつくり、リカマン
を通じて販売

平田地区 雪野山の整備、歴史まつり、婚活

市辺地区 蒲生野万葉短歌会

建部地区 まつり

中野 50年森の整備（産廃の撤去）

南部 飛行場跡地の開発の歴史を図化

五個荘
総合防災訓練、大型金属資源回収、てんびんのさと
ふれあい広場

愛東 水やり省力プランターの開発、貸し出し
湖東 コトナリエ、協議会として39自治会と対話

能登川
一般社団法人化（年間5600万円の予算）東日本大震
災ではボランティアバスを5回

蒲生 婚活支援活動

岡山
納涼フェスティバル、学区文化祭 それぞれ約1500
人参加、こども体験事業（通学合宿）

八幡 スポーツフェスタ
島 権座DE婚活、島の「ゆるキャラ」づくり
金田 環境美化事業

長
浜
市

近
江
八
幡
市

表１　各市まち協の特徴的活動

東
近
江
市

表 1 まち協の活動例 
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 彦根市や日野町など 4 市 6 町は、自治会を協

働の対象とするというという考え方でまち協の

設置は行われていない。 

 

３． まち協の評価などについて 

①2017 年度の調査は、「滋賀県における地域自

治組織の現状と課題」というタイトルで報告書 

を作成したが、「地域自治組織」といえば、古典

的には自治会やその連合体である自治連合会が、

そして近年は地域自治区などがその座に座るべ

きであると考え、タイトルを標題のとおり変更

した。滋賀県のまち協などが地域の自治組織と

いえるかという議論を滋賀自治体問題研究所の

研究会で行ったが、全住民に及ぶ自治の機能を

もっているかというと、民主的運営や認知度の

問題、さらに住民に及ぶ権限など点で自治組織

というには疑問があるというのが結論であった。

どう呼ぶのがふさわしいかであるが、内閣府が

設置した「地域の課題解決のための地域運営組

織に関する有識者会議」（座長：小田切徳美 明

治大学農学部教授）の最終報告（2016(平成 28)

年 12 月）で定義されている「地域運営組織」と

呼ぶのが適当であろう。同報告書の分類では協

議機能と実行機能の両方をもつ一体型に該当す

る。 

②それでは本来、地域自治組織の座にすわるべ

き自治会、自治連合会はどうなっているのか。

今回の報告ではふれなかったが、いろいろな問

題があることが浮かび上がっている。一つ目は、

代表制の問題である。今回の調査のなかでも、

ある市の担当者は「自治会は加入していない人

がいて全住民を代表していない。一方、まち協

表 2 滋賀県下のまち協などの設置状況 

市町名 まち協などの設置状況 まち協の活動状況 合併 備考

大津市

自治連合会が住民側のまちづくりの担い手とされ
てきたが、3か所でまち協準備会。36箇所ある支
所の統廃合とコミセン化に向けてまち協を管理の
受け皿に、という方向。

準備段階 １市１町
大津市「結（ゆ い）の
湖都」協働のまちづく
り推進条例

彦根市 設置なし（自治会、自治連合会が主体） － なし

長浜市 旧町1箇所ずつと長浜市自治連合会単位合計24
箇所

別表 １市8町
長浜市市民自治基本
条例

近江八幡市 コミュニティセンター単位で11箇所（旧近江八幡市
では合併前から、旧安土町は合併後に設置）

イベント、コミセン管理など １市１町
近江八幡市協働のま
ちづくり基本条例、旧
安土町で地域自治区

草津市 小学校単位で14箇所
健康、防災、スポーツなど
のイベント、まちづくりセン
ター管理（指定管理者）

なし
草津市協働のまちづく
り条例

守山市 設置なし（自治会を中心にまちづくり会議） － なし
市民参加と協働のま
ちづくり条例

栗東市 昭和の時代から地域振興協議会を設置 福祉、防災、環境など なし
市民参加と協働によ
るまちづくり条例

甲賀市 自治振興会　おおむね小学校区単位で25箇所 地域まちづくり協定の主体にも5町
甲賀市まちづくり基本
条例

野洲市 旧野洲町3箇所（妓王、北野、三上）だけ イベント 2町

湖南市 小学校区または中学校区単位で7箇所 福祉、防災、環境など 2町
地域まちづくり協議会
設置条例

高島市
旧町単位で設置したまちづくり委員会を解散し全
市ひとつのまちづくり推進会議を設置。26人の委
員。2年任期の現在2期目。

観光、子育て、若者の定
住、環境など

6町 推進会議設置要綱

東近江市 旧町地域は旧町単位、旧八日市はコミュニティセ
ンター単位で14箇所設置

別表 １市５町
東近江市協働のまち
づくり条例

米原市 設置なし（自治会、自治連合会が主体） － 3町 米原市自治基本条例

設置なし（自治会が主体） －
愛荘町が
2町合併

日野町な
ど6町
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は全住民を代表している。」と堂々と説明した。

まち協がどういう手続きを経て全住民を代表し

ているかという質問には答えてもらえなかった

が、自治会の組織率が低下していることはまち

がいないようだ。組織率の低下は新興住宅地域

だけでなく、比較的古い自治会にも及んでいる

ところがあると言われている。自治会のもう一

つの問題は、自治会役員のほとんどが一年任期

でほぼ全員が一年で交代してしまうところが多

い。そのような、自治会ではまちづくりに関す

ることはできないという点がまち協の登場理由

の一つとなっている。 

③法律に基づく地域自治組織として、滋賀県で

は合併特例法に基づく地域自治区が近江八幡市

の旧安土町に設置されている。前冨士谷市長は、

合併に強い反対を示した旧安土町民に対する

「ガス抜き」施策として 10 年という期限付きの

地域自治区を設置した。私達滋賀自治体問題研

究所は、地域自治区制度を活用して要求運動を

行っていくべきという提言を行ったが、住民運

動側は、当時の市長の下では、その活用自体に

大きな制約があり、市長を変えることに力点を

置くという考えであった。そして実際、新庁舎

建設問題を争点にした運動をおこし、2018 年 4

月の市長選挙で強引に新市庁舎の建設を進めよ

うとする当時の現職冨士谷氏を破り新しい市長

を誕生させた。もうすぐ 10 年を迎えるこの地域

協議会を新市長がどうするのか注目される。 

④まち協登場のもう一つの理由は、市町村合併

により失われた役場機能の代替や草津市や大津

市のように市民センターや支所・公民館の直営

方式を廃止して管理をまち協に委託することに

よって人員削減を行うという行革の役割を担っ

ている点である。草津市はすでに完了している

が、大津市では現在 36 か所ある支所の統廃合、

公民館の廃止・コミセン化に対して自治連合会

をはじめ、削減地域から強い反対の声がだされ

ている。大津市の支所の統廃合、公民館の廃止

理由は、配置人員の削減によるコスト縮減、公

民館をコミセン化することにより活動の幅が広

がること、そしてコミュニティセンター管理の

受け皿がまち協である。地域の最前線から自治

体職員がいなくなることの影響について、そし

てそれが本当にコスト縮減につながるのかにつ

いて考えてみなければならない。 

⑤とはいえ、まち協の存在を否定するわけでは

ない。地域の団体を結集して地域の諸課題につ

いて取り組む体制は、自治会、自治連合会がな

しえなかったことである。活動の範囲や量は、

それぞれの協議会で差はあるが、行政の援助や

協議会担当者の努力もあり、それぞれ非常に良

くがんばっており、地域を活性化していくため

の原動力の一つになるといえる。また、2016 年

にヒアリングした４協議会では、課題のひとつ

である住民の中の認知度も向上していた。 

⑥まち協による「まちづくり計画」も策定され、

また見直し作業が行われているが、内容は抽象

的であり、全体として何を目指すのかを明確に

することが求められている。そのことと共に、

「好き寄り」という批判も聞かれるだけに、代

表制と民主的運営という問題について検討と改

善が必要であると考えられる。 

⑦ほとんどの組織が、高齢化による組織の継承

維持といった問題に直面している。これは行政

が抱えている課題がそのまま、まち協などに転

嫁されていることから生じている問題であり、

まち協などの努力だけでは解決できない問題を

含んでいる。 

⑧利益を伴う事業は任意団体ではやりにくいと

いう声がだされており、法人化についての検討

も課題の一つとなっている。しかし、一般社団

法人となっている東近江市能登川地域まちづく

り協議会は、全住民を社員とする一般社団法人

は必ずしも適した法人形態ではないと考えてい

るようであった。それではどんな法人が適して

いるのか、これについては該当するものがない

というのが回答であった。 
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おわりに 

最後に、まち協などが行政の撤退の穴埋めを

できるかという点について述べたい。歴史の浅

いまち協などであるが、すでに活動レベルが低

下しているところもあるし、ほとんどの所で抱

えている後継者問題は今後一層深刻になってい

くことが予想され、10 年、20 年のスパンで考

えると活動を維持していくことは難しいところ

が増加していくことが予想される。中山徹氏は、

活動の自主財源の確保をめざす地域運営組織の

問題点として次の 3 点を指摘している 。このう

ち、1)と 3)は滋賀県下でも同様の問題がすでに

生じている。2)についても、大津市において進

行している事態をみると同様のことがいえる。 

1)元気な高齢者がいる間はなんとかなるかもし

れないが、事務局運営の悩みもスタッフ不足と

資金不足であり、継続性があるとは思えない。

当面はしのげるかもしれないが、中山間地域が

一気に崩壊するのをふせぐための延命措置と

もいえる。 

2)地域運営組織が安上がり組織になり、地域を

破壊しかねない。「人件費の削減→地域消費の

低迷→行政の収入減少→行政コストの削減」と

いう悪循環を招く。 

3)地域運営組織の民主的運営の問題。 

 

 

 お知らせ 

 

【立地適正化計画調査報告書が完成】 

 2018年度の調査課題として実施してきた滋賀県下 7市が策定している立地適正化計画に関する

調査報告書が完成し、しがの住民と自治 4 月号とともにお届けしています。内容についてご意見、

感想などをお寄せください。 

 

【2019 年度の調査課題について】 

 滋賀自治体問題研究所では、「自治と地域づくり」を基本テーマとしてこの数年間調査を実施し

ています。2019 年度は、この間の調査結果を踏まえ、各市町議会でいわゆる議会改革が行われて

きていること、人口減少時代における議会のあり方が課題になっていること、さらに、県市町議

会における選挙が実施されていることなどから、「議会と地域課題」を調査課題とする方向で常任

理事会において議論しています。 

 5 月末には、県下の議会事務局のとりまとめを行っている大津市議会事務局の担当者にヒアリン

グを行う予定ですが、こうした調査課題についてご意見、ご要望があればお寄せ下さい。 

 

【第 61 回自治体学校 in 静岡】 

7 月 27 日（土）～29 日（月）に開催されます。 

 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 


