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　本特集は2011年 9月 13日に，財政学研究会の夏合宿の機会に開催さ
れた，北海道ニセコ町の片山健也町長の講演会の記録である．
　「ニセコ町のまちづくり」と題されたこの講演会では，住民自治が機能する
民主主義の町を目指して，ニセコ町が住民向けの情報開示の徹底にどのよう
に取り組んできたか，についてお話し頂いた．片山町長の実体験に基づくエ
ピソードや御持論がふんだんに盛り込まれた内容であった．
　当日は，26名が参加した．片山町長の御人柄とニセコ町の自然豊かな景
色に魅了され，終始和やかな雰囲気の中，活発な意見交換が行われた．

『財政と公共政策』編集委員会
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ニセコ町長の片山です．ようこそニセコへお越しいただきました．あいにくの曇り空ですが，
昨日までは晴れていました．みなさんの後方には，蝦夷富士と呼ばれる羊蹄山がそびえ，右側
にはニセコ連峰がある，ニセコ町は，四囲を山岳に囲まれた町です．中央を尻別川が流れ，幻
の魚イトウという 1メートルを超える魚がいるという河川で，四万十川と同レベルの日本一の
清流です．こうした景観と良い自然環境に恵まれた町です．
私は，民間会社を経て社会人採用でこの役場に入りました．私たちの職場は，約半数が民間
経験者で，遠くは広島からの出身者もいますし，いろいろな地域の方が働いています．外国籍
の職員も 2名いて，国際交流員なども含めると 10 人程度が役場や教育委員会で働いています．
また，外交官や県庁の課長職を経験している方を副町長として総務省から派遣していただい
ています．少しでも職場内の組織の力を蓄えて伸ばしていきたいと，よその力も借りながら地
域の活性化を進めて行きたいと考えています．
私たちは，住民自治が機能する民主主義の町をつくりたいと思っています．その前提は徹底
した情報公開です．私たちの職場は，皆さんの税金を集めて，皆さんの税金によって動いてい
る組織ですので，説明責任というのは公共課題を解決するための事務執行や政策の意思決定な
ど，その全てのものについて生じるというのが，私たちの基本的な考え方です．よく「住民参加」
といわれますが，情報を徹底して出さず，情報共有がない中で住民参加はありえないと思って
います．
私の 2代前のニセコ町長が，逢坂誠二さんという衆議院議員で首相補佐官の後，総務大臣政
務官に就任し，地域主権改革を進めてきております．逢坂氏は，35 歳で町長に就任し，徹底し
た住民参加と情報公開のまちづくりの挑戦をしてこられました．
私は，昔から小さい町には民主主義は育たないと考えてきました．自治体の規模はやはり 3
万人を超えないと，なかなか民主主義というのは機能しないのではないかとずっと思っていま
した．それは，小さい町で地縁，血縁，しがらみだらけの町で，どれだけ優秀な人が政策を訴
えても，そこに支えるしがらみや経済的な問題といったものがなければ，その人に票が集まる
わけがない．民間から役場に入って，特にそのことを強く感じておりました．
そうした中で逢坂氏は，当時，一財政係長から 2期目を目指す現職の町長にぶつかるという
選挙に出馬されました．支持母体は全くありませんので，多くの人々は勝つはずがないと思っ
ていました．田舎というのは，しがらみだらけです．地縁，血縁，どろどろしたというと怒ら
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れますが，いろいろな事情があります．そうした中で，当時「80 項目ぐらいのまちづくりの目
標」を掲げ，選挙で訴えておりました．それもほとんどソフトの事務事業で，例えば住民参加
や情報公開などでした．これまでの日本社会でしたら，施設をつくるとか，補助金をつけます
とか，目に見えるお金のばらまき的な政策によって評価されてきたことがあったと思いますが，
そうしたことは全くなく，将来に亘る財政の厳しさなども実直に訴えておられました．私の周
りのマスコミの新聞記者などは，泡沫候補で批判票が何票入るのかというのが選挙での興味と
いう実態でした．
そうした中で 126 票差で当選をするということが起こりました．これは，多くの町民にとっ
ても，役場の中にいる職員にとっても大変な驚きでした．そのような町を二分する選挙を経て，
ニセコ町の新たな改革が始まりました．
松下圭一法政大学の名誉教授が，25 年ほど前から，日本に 3300 ある自治体間の格差は非常

に大きく，それは 20 年間かけても追い付かないほどの格差がある．つまり，日本の自治体は，
住民の皆さんが同じように住民税を払っていながら，一方では福祉も教育も非常に進んでいる
町．あるいは，早くから下水道に取り組み住民の基盤整備をやってきた町もあれば，一方で全
く教育にも福祉にも取り組まず，国や都道府県の指示をまち，自分たちは何一つ考えずに，見
極めもしないで動いてきた自治体もあります．その差というのは，とても大きな差となってい
る．同じ税金を払いながら，一方では，安心して暮らせる社会ができている，あるいは教育も
すごく進んでいる．一方では，非常に貧しく，密室で物事が決まっていく町がある．同じ税金
を払いながら，とてつもない格差があると講演をされていました．私も自分の興味からこれま
で多くの自治体を訪ね，感じていた「格差」いたことが，裏打ちされたような思いを持って聞
くことができました．同じような税金を払いながら，住民はその生活やまちづくりの質の格差
に全く気付いていないという「地方政府の閉鎖性」を打破する必要があると，危機感をより強
くしました．そうすると，その駄目な自治体が，次のステップにいくためにはどうすればよい
かというと，やはり徹底して，今行政がもっている情報を，行政そのものの置かれている現状
を住民にさらけ出す以外にないと確信を持つに至りました．住民には，沢山の多様な価値観が
あって，様々な見方や生活をする人たちがいます．その人たちに，いかに多様な行政課題，そ
して自治の実態があるかということをきちんとお知らせする必要があるということだと思いま
す．
今，財政民主主義の確立を目指して，地方財政学会などでも議論されていると思いますが，
これからは，予算決算はもとより，「財政の実態」を詳細にお知らすべきであると思っています．
ニセコ町では，こうした予算に関する説明責任を全うしなければならないということで，逢坂
氏が就任して，最初にやった幾つかの事業の一つが予算説明書『もっと知りたいことの仕事』
の発行です．
実際に日本の中央政府であれ，地方政府であれ，その予算書を見て財政の状況やどんな仕事
を行うのかという詳細はほとんど分からないものと思います．私も職員時代は，自分の担当す
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るところ以外については，予算書を見て何をやるかなど分かりませんでした．
アカウンタビリティーとは何かということを，当時立教大学（現在，千葉大学）の新藤先生が，

「アカウンタビリティーとは，予算責任と訳せ」と言っておられました．日本では説明責任と
訳しています．そもそもアカウンタビリティーは会計用語で，アメリカの社会では，市議会で
決まった予算を事細かに住民に説明する責任のことをアカウンタビリティーというとのことで
した．日本の社会では，決まった予算は住民の代表機関である議会で慎重審議して決まった予
算なので，別に代表者が決めているのだから，住民に説明する責任はない．それで説明責任は
果たしたという考え方をしている人たちがいますが，まったくそれでは住民自治というのは機
能しないと思います．それで予算の説明責任を全うする一助として，こういう予算説明書をつ
くり，全戸配布をしています．
例えていうと，道路であれば，国の予算がいくらで，町民の借金がいくらで，いま持ち出す
金はどうか，そういったことも書かれていて，具体的に決まった予算額が 50 億円であれば，
その中身がここに書かれています．
もちろん町長の給料，職員の給料，あるいは各施設の収入と維持費の額．それから，他町村
との様々な比較も掲載をしています．
私たちは日頃，行政の評価というのは情報がないので，どのような評価をするかといえば，
例えば道路なら，あそこの町はすごい，うちの町は駄目だ，つまり，自分の生活圏で隣の町と
比較することが多いのです．例えば隣の幼稚センターはすごい，しかしうちの幼稚センターは
全然町で力を入れていないではないか，ということが言われることがあります．私たちに町は，
北海道に 14 ある支庁の一つである後志支庁という圏域にあり，後志支庁は 19 の町村で構成さ
れています．町民のみなさんが比較しやすいよう，この 19 の町村の借金の状況や貯金，道路
の整備率，下水道の普及率といったことをグラフ化して分かるようにまとめています．
そうすると，客観的に住民の皆さんが，いま私たちの町は何が遅れていて，何が進んでいる
のかということが見えてきます．これをつくってみて分かったことは，当時ニセコは，道路の
整備が遅れている，ほかの町は整備が進んでいるのにということを，ずいぶん住民の皆さんか
ら聞かされました．ところがグラフに整理してお出しすると，この 19 の町村の中で，ニセコ
は上から 3番目に道路の整備率が高い．しかし，水道の普及率は，まだ 7割程度で低いという
ことが分かります．このようにグラフ化をして統計数値を見ると，今私たちの町が，環境なら
何に重点を置いて整備しなければならないのか，あるいは教育であれば何が欠けているのかと
いうのが見えてくるわけです．
つまり，今でいう財政民主主義というのは，まさにこのことをきちんとやり，最終的にはこ
のことを受けて予算をつくる段階に住民が参加をしていくという仕組みをどうつくっていくか
というのが，我々のこれからの課題ではないかと思っています．
現在，予算ヒアリングといって，私たちの町の予算づくり行なっています．そのときに各課
から要望を聞きます．予算要求は，教育委員会や建設の現場，あるいは観光といったそれぞれ
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の担当課から聞きます．そうしたものに基づいて予算書をつくる作業がありますが，これにつ
いてはこの予算ヒアリングを公開で実施しています．
つまり，住民の皆さんに，私たちがやっている行政をいかに見える化をするか，そのことで
情報の共有をしていきたいと考えています．政策意思の形成段階に住民とお話しをすると，多
様な視点，価値観が入ってきます．要は，政策の質を如何に高めていくか，まさに住民の価値観，
多様な価値観，住民の目線を入れるということです．
このペーパーをちょっと見ていただきたいのですが，資料の真ん中に，恣意的判断ができな
い町をつくりたいということを書いています．公共課題を解決するのが，行政の仕事です．そ
して，「公共課題を解決する場，役場で行なう各種の会議などに表に出してはいけない会議が
基本的にあるのでしょうか」ということです．
よく地方公務員法などを少し勉強している方は，公務員には守秘義務があるというように習
いますが，守秘義務は，最高裁の判例で，実質秘・実質の秘密となっています．それは，プラ
イバシーを暴くとか当該情報を出すことで当該組織，あるいは第三者に甚大なる被害を与える
ことが明らかな場合については「実質秘」に該当すると言うことです．公務員の守秘義務は，
極めて限定的なものなのです．しかし，一方で公務員というのは簡単に首にできないのです．
地方公務員法という法律で，職員は身分が守られています．首長は 4年の任期です．首長は 4
年で，住民に判断されて選ばれてきます．公務員は，よほどのことがない限り，ずっと生涯，
定年までいれる仕組みになっています．それは，そもそも首長が恣意的な判断をしたり，少し
社会と違うことをやったときに，公務員はストップをかける．それはおかしいのではないか．
公表して，世間に情報を出していけばいいわけです．
住民のために奉仕する公務員ですので，公務員法の制度として，私たち自治体職員の雇用者
というのは政治的な雇用者は住民です．住民が税金を払って公務員を雇っているのです．ただ
住民一人一人が，その組織運営や任命権に関与できないので，選挙で選んだ代表者を通じて，
首長を選び，その人が制度的な雇用者として辞令を発して雇っているのです．そうすると，公
務員というのは誰に対して仕事をするのか，まさに住民に向かって，住民への説明責任に対し
て，私たち 85 人の職員は日々仕事をしているのだといえます．
だから情報公開を徹底していく．その先兵として自治体職員というのはあるのだという認識
をしていけば，地方公務員法の制度設計，それから地方自治法，あるいは憲法 92 条の「自治
の本旨とは何かというのが，全部つながっていく話なのです．
ところが日本は戦後，地方自治法を公布しました．しかし，そのときにどうやって議会を運
営してよいか分からない．自治体運営をどうするのか，ということがあり，特に議会について
は当時内務省のお役人が，国会の仕組みを基本に，それを自治体に置き換えての議会運営に関
しての手引きのような本を出されました．法的根拠があるものもあれば，ないものもあります．
しかし，大部分の事柄は，当該基礎自治体が議会をどう運営するかということを決めればいい
わけで，その形態は基本的に自由なのです．
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ところが，日本の公務員というのは，本が出るとその本は正しいと信じてしまうところがあ
るもので，それで議会運営をしているという実態があります．従って，全国の自治体を見てく
ださい．大部分が国会模倣方となっています．日本の地方議会の多くは，国会をまねた議会形
式になっていて，住民が参加する議会形式になっていないのです．
いくつかの市議会が現在，議会の形態を馬蹄形式にしていると思います．本来，私が聞く範
囲では，アメリカでもヨーロッパでも，基礎自治体の議会というのは円卓で，首長が議員とと
もに丁々発止の議論をする．住民の見える中で議会が開かれて，そこで結論が出る．場合によ
っては，議長は傍聴者を発言に加えることができるとか，傍聴者に発言を求めることができる．
つまり，住民に開かれているのが本来の議会の在り方です．
この会議室は，町議会の議場です．議会の開会されないときは，通常の会議室として利用し
ています．
そうしたことを含めながら，最初に公正で開かれた町政をつくりたいと当時 35 歳の町長が，
具体的な改革をしてきたわけです．これまでの行政にとっては，180 度意識転換をする話です
ので，職員は当時，本当に大変だったと思います．今思っても，私自身も当時，7歳年下の逢
坂誠二さんという方のもとで働いておりましたが，彼の仕事ぶりを思い返すと本当にすさまじ
い仕事ぶりだったと思います．彼は，毎朝 5時半には，役場の町長室に来て仕事を開始してい
ます．通常は夜も 11 時ぐらいまで仕事をしていました．かつて日本では，「猛烈社員」という
今日の日本の高度経済を作り上げてきた「四六時中働いているような社員群」というイメージ
の用語がありましたが，逢坂氏の仕事ぶりはまさに「猛烈社長」といえるようなそのような仕
事ぶりでありました．
そして，私が彼をすごいと思ったのは，徹底的に公開しようとする姿勢とそれを具体的に実
行する勇気でした．そして，公と私を使い分けるので，飲食代で町民の税金を使ったことはほ
とんど私自身の記憶にはありません．どんな場でも全部，身銭を切って動いていました．それ
がいいかどうかは議論もありますが，生活もきっと大変だったのかなと思っています．そのよ
うな改革をずっとやってきました．
環境関係は，後で役場の担当職員が話すようですので，少しだけ話したいと思います．お時
間があれば，ニセコビュープラザという道の駅にお立ち寄りいただきたいと思いますが，この
施設がニセコで最初に白紙から議論してつくったところです．当時，逢坂町長が，トイレとイ
ンフォメーションセンターがニセコにないことが，30 年来のニセコ町観光の課題でした．「公
共トイレがないので，貸し切りバスも回せないと多くの旅行社からも苦言をいただいていまし
た．それで，やはりトイレとインフォメーションセンターをつくりましょうということで，検
討を開始することとしました．
町長からは，白紙から議論をしてほしいと指示が出されましたが，白紙から議論をするとい
うことは，我々職員の発想に全くなかったので，管理職での会議も基本的に反対でした．「町長，
何を馬鹿なことを言っているのだ，白紙からやったらまとまるものもまとまらない」．ある課
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長は，「住民はエゴの固まりだ，好き勝手なことを言う，そのような時に皆の意見を聞いたら
ぐちゃぐちゃになってしまうのではないか」という話もでました．ある課長さんは，「町長は，
ロマンとして白紙からといっている．それは理解できるが，A案・B案・C案というのを背中
に置いておいてはいかがか．住民と議論をしだすと，町長はどう考えているのか，役場の担当
はどう思っているのか，おまえは何も考えなくてただやっているのか，という意見がどうせ出
てくる．その時に A案はこうです，B案ならこうですというふうに出さないと，まとまるもの
でもまとまらない」という意見でした．
しかし，逢坂氏は，「とにかく 1回だけやってみよう」といいました．「これまで日本の自治
体は，何かをやるということに対して，行政課題が生まれたら必ずその結果，落としどころま
で考えて進む．その結果，こう出すとこういう批判がある，あるいはこういう意見が出る，そ
れは，まずいからこうしようとしてきた．つまり，行政内部のちっぽけな価値観の中で何か物
事をつくって，決まったことだけをお知らせしてきた．だから，自治体改革は進まないのだ．
今回は，1回だけでいいので何とか白紙からやってみて下さい」ということでした．
公務員というのは，ずっとやれというと，とても抵抗します．ところが，1回だけというと，
まぁいいかと，妥協するところがあります．係長も，課長も全員年上ですから，なったばかり
の若い町長ですので，当時のイメージは，「若造が苦労もしたことないで 1回だけと言ってい
るから，まあ 1回やらすか，どうせぐちゃぐちゃになるぞ，見てみろ」というイメージでした
でしょうか・・・．
私は，ぐちゃぐちゃになるとは思いませんでしたが，意識の半分ぐらいは本当にまとまるの
かと思っていました．実際に最初の議論は，凄まじかったです．当時，初めてやることなので，
何人来るかどんな方がこられるかも分からない話でした．夜，町民センターでこういう課題に
ついて検討しますということだけでした．
同心円状にパイプいすを並べて議論しましたが，結果としてみれば，それがとても正解で，
住民同士の対等の話し合いの場になっていきました．住民同士に多様な価値観があり，その中
で議論が成熟し，政策意思形成過程に多様な住民の価値観が入っていきます．つまり政策の質
が昇華をして高いレベルになっていくのです．要は，政策意思形成過程に住民の多様な価値観
や意見が入るので政策の質が高まっていくのです．政策意思形成過程に住民の意見を入れない
中で，住民自治という考え方はありえないことと思っています．
ところが，今日本の情報公開制度，もし皆さん興味があれば見てください．1,700 の自治体

があり，たぶん 7割強の自治体が情報公開条例をつくっていると思いますが，非公開にする情
報の中に，政策意思形成過程と堂々と書いてある条例はたぶん半分以上あるのではないでしょ
うか．政策意思形成過程を非公開にするということは，住民自治も民主主義も機能させないと
言うことだと思います．そうした条例は，「情報非公開条例」と名前を変えればよいのです．
自治体の政策議論の場は，公共課題を解決する場ですので，そこに秘密などないのです．だ
から，ニセコ町では，内部の会議も公開です．なぜなら，公共課題を解決するのは自治体の基
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本的な仕事です．公共課題を解決するために住民の税を預かってやっているのです．その会議
が非公開ということは，考えられないことです．
それで，最初の情報公開のときにも議論がありました．「本音の議論」ができないのではな
いか．つまり公共課題で言えない本音というのは何ですかということです．何だと思いますか，
皆さん．「私の兄弟の意見を何とかしてやりたいとか，私はこの人にいっぱい応援してもらっ
たから，この人の意見を通してやりたい」等々．本音というのは，そもそも公共の場で言って
はいけない意見のことです．そのようなこと最初から言わなければいいじゃないですか．その
ような非公開の会議など公共の場でする必要などないのです．
私たちがやっている会議で今非公開にしているのは，例えば教育委員会であれば，要保護・
準要保護といって，本当にお金がない，経済的に苦しい家庭の学費を免除したりする会議とい
うのは個人の情報が出て，その人個人の名前や所得，具体的な家計の中身を話し合い，それで
応援しようかという判断をしますので，そういう会議は非公開です．もちろん，プライバシー
に直結するからです．それ以外の会議で非公開にしなくてはならない，本音が言えない会議と
いうのは，何だと思いますか．ありえないでしょう．だから全部公開なのです．そういう仕組
みをつくって，民主主義社会をつくっていきたいということで，ずっと取り組んできています．
一例を言いましたが，こういう白紙から議論をしていくとどうなるかということです．　皆
さん，もしお時間があれば，役場の前に「あそぶっく」という施設があります．図書館です．
ものすごい活用度です．この「あそぶっく」をつくったのも白紙からです．図書館をどうしよ
うかという会議にお母さん方が参加をしています．その中で，読み聞かせや絵本については「か
くあるべきだ」，「図書館はこう運営するべきだ」という意見が，いっぱいでるのです．
では，そういう図書館に思いを持つ人たちだけで運営したらどうですかということで，お母
さん方が責任を持って運営をしています．最初から役場の職員も，教育委員会の職員も一人も
おいていません．事務局長は，お母さん方でつくる「あそぶっくの会」が，全国公募して人選
をし，全部自分たちで運営をされています．いま，NPO法人あそぶっくの会という会になり
ました．
こうした施設については設計事業者の選定も全部公開ですので，知らないところでどこかの
事業者が決まるということはありません．例えば図書館なら，その設計をどうするかというの
は重要な問題です．そうすると，入札という制度がありますが，全て安ければ良いということ
に大きな疑問があります．だから，入札制度というものを壊さなくてはならないと私自身は思
っていまして，私の町ではだいたいプロポーザルというものを多用しています．プロポーザル
というのは，例えば 5社あれば，5社がプレゼンテーションをします．私ならこういう設計が
できます，あるいはこういうコンサル業務ができます，こういう知識があります，だから私た
ちに任せてください．ニセコ町にとって，こんなプラスがありますよというのをだいたい 1業
者 30 分ぐらいでプレゼンテーションしていただき，評価をして，質疑をおこなってというこ
とで決定をします．
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それを決める中にも，審査員は，最低でもだいたい 2名以上の町民の方が入ります．役場の
職員だけで決めるということは，ほとんどありません．そして公開です．公開で行なって分か
ったことは，傍聴に来られた皆さんと，評価の結果で会社の選定にほとんど違いがないという
ことです．だいたい一番，二番ぐらいの残った会社の，どっちかだというのは，見ている人た
ちもみんなそう思っていることが分かりました．設計も全部公開ですので，これはおかしいと
いう場合は，設計段階から住民の意見を入れて，直して，できるだけ住民が使いやすい，でき
た後に苦情がないというようなやり方で作業を進めています．
こうしたことを積み重ねていると，維持管理に住民のみなさん方が関与してくれるようにな
っていくのです．いま，ビュープラザという所は全体で 4億円売り上げています．農家の皆さ
んで 3億円売っています．あそこはもともとベンチです．ベンチのスペースを，最初は小さな
ベニヤ板で区切って，看板を置いただけです．曲がったキュウリやナスビといった野菜を売る
ことから始めたのです．
最初は 7軒からスタートしたのですが，毎年のように希望者が増えてきました．町は基本的
に関与していませんので，農産物直売会の皆さんが独自で，駄目なものを排除する仕組みをつ
くったり，新鮮なものを補充する仕組みをつくったりして頑張ってこられました．携帯電話や
パソコンで在庫管理をしたり，あるいはホテルなどからイモを 50 箱というと，そのオーダー
を集める集出荷システムを独自につくるなど，自律した活動を進めてきています．
つまり，町がつくったものを住民が運営，管理しているのです．今，国は「新しい公共」と
いって，戦後どんどん右肩上がりの経済の中で，肥大化した一方の政府機能を住民のみなさん
や NPO，民間組織に移していく動きを検討しています．私たちは，戦後，豊かな地域社会，
もともとあった相互扶助社会が，住民が本来持っている自治の力を行政が奪ってきたのです．
今，どうなっていますか，こうした結果コミュニティーが危ない，と言われているのです．自
治体は人を増やして，財源を増やして，肥大化の一途をたどってきたのです．今，国には，
900 兆円の借金があります．今後の新たな活力ある社会をつくるため，新しい公共，指定管理
者制度など，もっと民間の自由な発想で進めようという動きになってきているのではないでし
ょうか．
そうすると，私たちは，いま，やらなければならないのは，戦後，これまで進んできた自治
の仕組みという制度自体を見直し，将来に向かって変えていく必要があるのではないかという
ことだと思います．
だから私たちは，今の職員数もこのスタッフでよいのかということを検討しています．私た
ちは，観光を外部化するということで，観光協会というのを日本で初めて「株式会社化」しま
した．要は，産業政策を自治体がやるというのは，全うなのでしょうか，それは政府の仕事な
のかということです．そうした命題もあって（株）ニセコリゾート観光協会をつくりました．
これだけでまた何時間も話せる中身がありますし，行政課題はそれぞれ多くの課題がありま
すが，今日は全般的な話を言われた 40 分間お話しして終わります．
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司会：
そうすると，まだ少し時間がありますので，自由に意見交換していただければと思いますが，
どなたからでも結構です，何かあれば．

会場：
二つあります．一つは現在の課題は何かということについてです．もう 1点は，こういうこ
とをしたいと思うけれども何らかの制約があって難しいという意味での制約が，今の自治体で，
町にとってあるかということについてです．

片山：
課題は大きな意味で二つあります．一つは，地方財政の先行きが見えないということです．
それは，国が今，ご承知のとおり 900 兆円の借金がある中で，財務省などでは地方自治体のお
金は，もっと削れると主張しているようです．
私たちは，当時は雑巾も絞って絞りきれなくて，雑巾をどう切り刻むかというぐらい厳しい
財政運営をしてきました．役場には，ボールペン 1本ないという時代もありました．逢坂さん
が町長をされていた時代に徹底して経費を削りました．
ですから，事業仕分けというのは，私たちがもうすでに 16 年前に始めて，3年間かかって，
補助金は約 1億円近いお金を当時は削っています．丁々発止の議論をやってきたわけです．
そうした意味で，私たちは計画的にまちづくりをやりたいのです．ところが，5年先の地方
交付税はどうなっていますか，あるいは交付金制度がどうなっているかというのは見えないの
で，長期的な展望に立った財政が非常に困難な時代になって，国も来年，地方財政制度をどう
するのですかというのは，具体的には今はないと思います．これからの作業です．そこが 1点
課題です．
もう 1点は，この環境をどう守っていくかということが，私たちにとって大きな課題です．
ニセコ町は，環境をキーワードにまちづくりを進めています．資源循環，地産地消を含めて資
源を循環させる．エネルギーを地域で循環させる．エネルギーの自給率をいかに高めていくか，
よその大きな電力に頼らない町をどうつくるかということを昨年からずっと実証試験をやりな
がら，やってきています．しかし，水を守るにしても日本の民法の財産権が大きな障壁になっ

 
2011年夏合宿講演会

「質疑応答」

片　山　健　也（ニセコ町）

特 集
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ています．財産権としての土地使用規制も簡単にできないジレンマがあります．
農業と観光産業を守り，将来国際リゾートとして発展するためには，環境，安心・安全がキ
ーワードだと思っていますので，その2点が大きな課題として捉えて，いま仕事をしております．
それから，制約も二つあって，一つはやはりお金です．金も将来像がみえないので，相当厳
しいというか，石橋をたたくようなことをしながら物事を決めて，お金が絡むのについては，
やっていかないといけません．
それは，国の財政危機とどう向き合うかということですし，あるいは今，震災があって，そ
こに相当数のお金が行っています．私たちもすでに決まった予算も上積みといいますか，もの
によっては 7％カットとなっていて，カット分は町の貯金を使うことになるので，それはとて
も大きいのです．
それから，民主主義を徹底しようと思っていますが，民主主義というのは納得のプロセスで
す．100 人いれば 100 人のいろいろな意見があります．例えば 100 人の住民がいて，100 人が
Aという案がいいと言った．しかし，首長は，将来 50 年，100 年先をみて C案という案を選
ぶかもしれません．
重要なことは，住民の意見のとおりやることではなく，なぜ決めたかという意思が明らかに
なって，政治責任が明らかになるということが重要なのです．だから，その時に住民への納得
をどう担保していくかということは，やっぱりどれだけ情報公開だ，いろいろな会議を公開で
やっていますとは言いながら，それが全員の住民に情報が行き渡るものでは決してありません．
もちろんテーブルが，場があればいいと私たちは思っていますが，そうはいっても，やっぱり
納得のプロセスを考えたときに，そこの説明責任というか，情報をどう渡すのがいいのかとい
うことで，それは日々悩んでいます．
3月からコミュニティ FMラジオを開局するので，その中で情報公開をもっと徹底する仕組
みをつくっていきたいと，今思っているところです．

会場：
飯田市で，自治体で実際に働いており，幾つか疑問に思ったことがあるのですが，まずはプ
ロポーザルを受けるときに，業者があまりにも少ないケースというのは，結構交渉としてハー
ドになるときがありますよね．来てくれる業者がそもそも少ないケースで価格交渉をしないと
いけないという時に，結構ハードな場面があるのではないかと思います．そのあたりも全部公
開されているのかと一つ疑問に思いました．また，公開の場にくると，それまでの議論を全て
否定して演説を始めてしまう方をどうされているのかというあたりを疑問に思ったのですが，
いかがでしょうか．
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片山：
プロポーザルについては，通常はホームページに公表します．それで少なくて困ったという
事例は，今のところありません．かなり難しい問題でも割と来てくれます．プロポーザルの業
者がいないというのは正直いって考えにくい．
もしいなかったとすれば，頼みますが，ニセコ町でこういう趣旨で，といえば応じてくれる
と思います．それは，ニセコでやればあなたの会社の PRにもなるといえば，そこは何とかな
るのかなという気もします．
公開で困ったことは今のところありません．イメージは，10 分をプレゼンテーション，10
分が質疑です．一業者 30 分間で行なっています．だいたい 6社や 7社に絞って実施し，全て
公開をしています．これは実績やいろいろなノウハウの状況を調べてやっていますので，特に
問題ありません．
それから，例えば政策論争が相当に進行しているのに，途中から来られて振り出しに戻すよ
うな議論をするというようなことは間々あります．そういう時にどうなるかというと，例えば
熟度が上がってきた時に後戻りさせるような意見を出すと，ほかの住民の方から意見が出ます．
「あなた，いままで 5回も 6回もやってここまで来ているのに，戻すような議論をするな，そ
れなら最初から来ればいいじゃないか，何回も情報が出ているのに，何で今まで言わないのだ」
ということを，住民の皆さんから意見がでて終結します．
それは，駅前に綺羅乃湯という温泉センターがあった時に本当に痛感しました．できた後に
そもそもおかしいと言って，町民のいっぱいいる中で発言する方がいました．そうすると住民
の方が，おまえおかしくないか，2年間かけてこうした議論を何十回もやっているのに，あん
た 1回も来ないで今頃意見を言うのはおかしい，ということを言ってくれます．担当する職員
にとって，後から苦情が少ないと言うことは，ありがたいことです．

会場：
最初に逢坂さんが住民に徹底して公開を始めたのですが，お話を聞いていると，どこの日本
の町でもできるというようにも聞こえますが，しかし大変ではないかとも思います．相当住民
の人に力量がないとこのプロセスは動かないのではないかと思えるので，その力量は昔からあ
ったのか，それとも始めていく過程で，住民の力量が段々高まっていくというか，双方に討議
する力量がないといけないと思うのです．なかなか簡単なことではないし，それを意思にまと
めていくというような力量があるということなので，伝統的にそういう力量は，このニセコの
町の町民にはかなり備わっていたというように言えるのか．それとも，やはりこういう仕組み
を入れていくことで育つということなのか．もちろん両方だと思いますが，どういうふうにみ
ておられるか，ぜひ教えてほしいと思います．
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片山：
20 年前の町自体はごく普通の町で，たまたま町外から移住される方がもともと多くありまし
たが，普通の田舎です．北海道の場合は歴史が浅いので，本州のしがらみよりもう少し楽な感
じかもしれませんが．
町民講座で例を申し上げると，担当課長が住民に 1時間プレゼンテーションをします．例え
ば介護保険料が今 4千円になる計算ですといいます．そうするとなぜ 4千円なのか，そしてそ
の仕組みはどうなるかということを率直に議論するようなイメージです．課長が 1時間プレゼ
ンテーション，1時間住民とディスカッションします．当初は，こうしたことを行なうだけでも，
役所の中は結構反対の声が多く大変です．
自治体職員というのは補助機関という位置付けです．首長の補助機関です．そうすると，住
民からいい意見が出ても，それはいいですね，やりましょうとは言えないのです．決定権がな
いからです．そして，それは駄目だと明らかに分かっていても，駄目ともいえない．首長に聞
いてみたらやると言うかもしれない．そうすると，はっきり返事もできない．
住民にとっては，何だ，こんなことも決められないという，いらいら感が出て，職員もフラ
ストレーションが出てきます，自分で言えないですから．それならば，町長が直接行って開催
すべきだという意見が職員には，圧倒的に多かったのです．
しかし，町の管理職になったら，700 万や 800 万の年間収入を取ります．700 万や 800 万の
給料をもらっている職員が，いってみてれば母さんから豆腐を買ってこい，いや母さん，豆腐
なかったわと，お駄賃をもって帰ってくる．そのレベルの職員でいいのでしょうか．つまり福
祉の課長なら，私は福祉政策をこうするという明確な考えを持って説明することが必要ではな
いかということです．必用なら私が，町長に明日こういう話で予算を取りますと住民と約束す
ればいいじゃないですか．もし取れなければ，その理由を説明すればいいじゃないですか．う
ちの町長は，日ごろ福祉のまちづくりと言っていますが，実際予算を持っていったら駄目だと
言っていた，これが町の実態だと言えばいいのです．
そうすると，実態が明らかになるのです．そういうことを町民講座で 17 年ぐらい前からず
っとやってきました．職員が鍛えられましたし，町民も丁々発止の議論をそこでやります．
とにかく情報公開の仕組みをどうつくって実践していくかだと思います．そもそもは，何に
もない普通の町だったわけです．そういう作業をやりつつ，例えばこれも，いまも家庭にはな
くてはならないものだと思います．これも皆さんどう思いますか，全戸に配布する予算の説明
書を．最初は，職員から「この忙しいときにこのようなものを出したても誰も読みはしない」．
議会からは，代表機関である議会が慎重審議した予算を，また町民に出すというのはどういう
ことだ．そのようなものは予算の無駄だという意見がありました．
中身は全部職員がつくります．業者は印刷するだけです．デザインも何も全部職員がつくっ
ているので，それほどお金はかかっていません．この予算説明書は，後から 1冊千円で売りに
来ますので，ぜひご協力をお願いしたいと思います．
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そのようなことの繰り返しで，割と率直に本当にやりますし，あとで説明予定の水保全の条
例では訴訟リスクも出ます．財産権を条例で規制しているので，訴訟リスクがあるのです．
まちづくり基本条例の話は今日一切していませんが，基本条例の中で住民の思想信条の自由，
発言の自由を保障しています．行政は，住民が何か言ったことをもってその人を差別取り扱い
することは一切できないという禁止をしていますので，住民は自由に言ってよいのです．まさ
にそこが民主主義の肝だと思いますので，そこが職員を含めて結構自由にやっていると思いま
す．

会場：
最後に少し言われた将来像ことで，図書館のように実際に他では市がやっているようなこと
も外に出されて，NPOでやっているということでした．これまで公共部門を担ってきたが，
将来的には外に出していくようなことも考えていらっしゃるのでしょうか．あるいは，その新
しい公共という枠組みの中でパートナーシップをつくられていくということかと思いますが，
絶対この領域は公共部門が担っていくべきだとお考えの政策努力が何で，逆に場合によっては
民間事業や NPO法人に切り出してもいい政策努力は何かというようなあたりの町長のお考え
をお聞かせいただきたいと思います．
しかし，外に仮に出したにしても，公共性の高い政策努力もあると思います．そういう場合
には，外に出したとしても，何か公的な関与，手続きをしておくべきなのかどうか．それにつ
いて少しご教示いただければと思います．

片山：
前回のまちづくり基本条例の中で，協働という言葉を一部だけタイトルで使っていたものを
削除しました．協働という言葉はやはりおかしいというのが基本的な考え方です．協働という
のは対等なパートナー，対等な場で用いられる言葉であり，役場という地方政府と住民との間
に協働という概念はおかしいと思っています．なぜなら，住民と行政は対等でないからです．
主権者は住民です．そうすると，主権がある人が税を納めて，使っている，つくった組織が対
等な訳がないでしょう．主権者が住民なら，住民の意を受けて，もし上下関係があるというなら，
その下に地方政府があるべきです．そうすると，協働という概念はやはりおかしくないかとい
うことです．それで削除をしました．
将来の役所が担うべきもの，それは首長を選挙で選ぶ．それからチェックアンドバランスの
機能として議会議員を選挙で選ぶ．そこで町の将来像を考えて，方針を定めて動いていく部隊．
それがまさに政府機関ではないかと思います．
そのための職員は当然必要だと思っていますが，具体的にやる仕事の相当数は民間というか，
役所でなく，それは第 2役場でも第 3役場でもいいですし，NPOでもいいのですが，そうし
たところでできると思っています．
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例えば，いまだに野犬掃討の法律があり，事務があり，犬の注射というのがあります，狂犬
病予防注射．あれは，自治体の業務で自治体がやっています．あのようなものをなぜ自治体が
やらなくてはならないのですか．いま，犬猫病院のペットのお医者さんがたくさんいます．そ
の人が主体的に地域ならできるようなことにしていく．そのようなことも含めて，たくさんあ
るのです．
将来にわたっては，住民が監視チェックをできる身近なところにその意思決定の場をいかに
落とすかというのが，地域主権改革や地方分権の流れの大きなキーです．住民が関与するので，
おかしなお金の流れが止まったり，住民が関与することでその流れを変えることが可能なので
す．国が大きな金をもっていると，流れを変えることができないと思います．
事業仕分けで困っているのは住民の皆さんであり，実際に国の方は何も困っていないという
ことが起こっているわけですので，いかに地域に権限と財源を落として，住民が直接監視下の
中に政府を置くかということと，地方政府の膨大な職員数，例えば東京都にしても世田谷区に
しても，いろいろな区役所が膨大な職員を抱えています．それをいかに切り分けて，本来住民
がチェックしていくことが可能であれば良いと思います．
産業政策の事細かなことまで，自治体がやる必要はありません．政策の方針を決めて，ある
いは制度設計をするのは地方政府でいいですが，細かな実動までなぜやる必要があるのでしょ
うか．NPOや住民組織が今はたくさんあります．そういったものをいかに醸成していくかと
いうことが課題だと思っています．
ニセコにも NPOは今七つあります．福祉や地域活性化といった NPOがありますが，そう

いった NPOもそうですし，やはりこれから自治会が相当機能をもつのではないかと思ってい
ます．
アメリカにチャタヌーガという町があります．かつては，アメリカで最も住みたくないとい
われた町です．ところが，今は全米ナンバーワン，最も住みたい憧れの町の一つになっています．
徹底した民主主義が実現しています．
やはり公共の形をいうならば，大きな市であればあるほど，地域への分権を逆に今度自治体
内の分権をどうしていくか，そこで多様な組織を育てていくかが，これから政府全体を通して
のキーワードかなと思っています．

会場：
外の NPOに出すと，その先にある情報の公開というのは何か仕組みがあるのでしょうか．

NPO，あるいは観光の株式会社化をすると，その中での意思決定が当然生まれますが，そのプ
ロセスというのは今，公開されているのでしょうか．

片山：
私が知る限り，NPOは公開が原則です．NPOが非公開ということは一つもないと思います．
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NPOは参加したい人を拒めないという問題があります．
自治体を含めて中央政府は NPOを積極的に支援するというのは公開前提だからです，今で
も公開であり，非公開の NPOというのはありえないと思いますので，行政機関が認定するか
しないかとか，権限も下りてきているのでチェックできると思います．ですから，それはさほ
ど心配していません．

会場：
最初に田舎はしがらみだらけで，実際問題，民主主義が育たないというところからお話を始
められましたが，最後を聞くと，むしろそういうしがらみの中で民主主義を育てるというのが
本当ではないかというようにお話を受け取りました．最後，自治組織のお話をされたので，ど
うすれば育つかという考え方を，もしお話しいただければと思います．

片山：
やはり全ては公開，情報共有に尽きると思っています．先ほどチャタヌーガの話をしました
が，なぜかといえば住民の税金が，例えば 100 万円が町内会補助金としてきているとすると，
その使途を，町内会長が独断決定することを住民の皆さんは許すでしょうか，ということです．
その 100 万円を今年，この地域の子どもたちのためにこう使えばどうかという提案があるかも
しれないし，要は，そうしたお金を見える化することによって，どんどん住民参加型に地域を
変えて行けるのではないかと思っています．要は，徹底して公開する，丸裸にする制度設計を，
役割分担を，ソフトランディングを考えながら実行していくということが大事なのかなと思っ
ています．

会場：
やはり職員の方もすごいプロ意識のようなものが高いのかなという印象を持ちまして．それ
は，たいがいは町長が啓発されたという部分もあるかなと思いますが，特別な人事政策といい
ますか，町の中に民間出身の方が半分ぐらいいらっしゃるというのは結構希有といいますか，
少なくないと思われますか．そのあたりで何かあれば，お伺いしたいと思います．

片山：
平成 6年に逢坂さんが就任して，最初の予算議会がありました．彼は，11 月に就任していま
す．3月に年間の予算を決める議会があります．そこで，当時は，ニセコ町で職員研修費は
300 万円が上限です．その 300 万円も自治体の規模，職員数からいえば多い方です，全国から
見れば．しかし，彼が提出した職員研修費は 860 万円でした．
議会から相当な異論が出されました．就任2年目に提出した予算が1,600万円でした．これは，
おそらく全国 3,300 の自治体をみても，職員数の規模からみれば大変多い金額だと思います．
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様々な議論がありました．この財政が大変なときに，職員の物見遊山に町民の税金を使ってい
いのかという議論です．予算が否決されるぐらいの議論が，実はありました．研修費の内容の
一例はといえば，200 万円の手付かずの金があって，それは自由に，保育士が東京へ行って地
方分権の話を聞いてもいいですし，仕事と関係ないことでも，私はこういう研修がしたいとい
うリポートを 1枚書けば行けるという仕組みをつくったりです．それは，職場の中に新たな価
値観とか，風を入れたい，よそをみる職員の自発性を期待するということもあったりしました．
湯布院町の観光協会と相互に 1年間職員交換もしました．また，北海道大学の大学院に職員を
学ばせたりもしました．これも大学院に出すのであれば，大学院生を採用すれば安くできる．
なぜ職員を大学院へ行かすのか，というような議論があったりしました．
しかし，そうしたことをずっとやってきましたので，職員が今は国の役人のみなさんとも対
等で議論しますし，自治関係の著名な大学の先生方とは，職員の誰かがネットワークを持って
いるといえると思います．従っていろいろな動きが情報として入ってきます．
私も一緒に仕事をしていて，本当に職員の質は高いと思います．自分で仕事を考えて，例え
ば環境ならば，環境でこうしたい，この補助金をもらった方が絶対いいと言ってくる職員もい
ます．それは，夜中までずっと仕事をしなければ提案書ができないのです．しかし，今やらな
くてはと，自ら仕事を持ってくる職員も多くいます．
それから採用も徹底しています．社会人採用は 1泊 2日でやります．夜は泊まって宴会をや
ります．その中から一人を採ります．宿泊費の1万2千円は町で出します．全国から募集すると，
だいたい 40 人か 50 人集まりますが，それを 7，8 人に絞ります．それで，飛行機代は，リゾ
ートですから遊びがてら来てください．その代わり昼から次の日の午前中まで 5回か 6回，面
接をします．集団討論や自己アピールなどいろいろなことをして，その中で一人採ります．一
人職員を採用するのは 3億円の投資ですから．皆さん 3億円を投資するのにいいかげんなこと
で採れますか，ということです．私たちも真剣勝負です．
ですから，酒を飲んでいても真剣です．懇談の場には，若い職員も入りますので，そうする
と試験に来られた皆さんは，私を見ていろいろ動いたり発言したりしますが，勝負はこの若い
人たちです．私は，一次会で帰りますが，二次会では，職員が人物を見ています．もちろん，
試験委員会には若い職員も入って，本当にニセコ町に価値ある人は誰かという議論をやって一
人採ります．幸い採用した職員は，皆優秀です．

会場：
職員の研修費は，いま，どのぐらいでしょうか．

片山：
今は，700 万円台ぐらいです．半分以下に落としています．ただやはり 1,600 万円は 4，5 年
続きました．やはり財政的にも結構厳しいので．逢坂さんが退任されるときで 800 万円ぐらい
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です．その 800 万円でもたぶん，ほかの町からみればすごい金額だと思います．

会場：
住民に，その研修的なものはあるのですか．

片山：
当初，逢坂町長がやられた最初の 4年間はありました．海外に行くお金もありました．ただ
財政的に相当きつい中で本当に切り込んできましたので，職員も早くから職員給与 8％カット
しています．国が検討するずっと前から給与の削減をやっています．来年からは，給与カット
はやめます．職員も本当に大変な思いで 2億円近いお金をニセコに産みました．
あとは，町長はいいことばかり言っているが，実際はどうなのよ，と職員に聞いてみてくだ
さい．皆はっきり自分の意見を言います．

司会：
町長，どうもお忙しい中，ありがとうございました．

片山：
どうもありがとうございました．
ニセコは，21 ほどの温泉があり，源泉も泉質も全部違います．ぜひ，遊びにいらしてくださ
い．ホテルも安いところから本当に高いところまでたくさんありますが，いい施設が多いです．
あとは，よろしくお願いします．




