経営戦略研究

vol. 3

289

広域行政の課題について
～阪神地域における広域連携のこれから～

山 本 晶 子
〈要

旨〉

大都市周辺地域広域行政圏としては全国的にも先進であった 170 万人圏域の阪神広域行
政圏協議会のこれまでの歩みと課題を総括し、阪神地域において、今後どのような広域連
携が求められているのかを考える。グローバリゼーション化の下では地域という単位が主
役になり、国際的な競争力をはかる単位が国から地方へとシフトしている。今後関西では
神戸市、大阪市、京都市を中心とした経済圏を世界の中の 1 地域という視点に立って競争
力をつけていくことが求められている。国の地方分権改革や関西の広域連合設置の動き等
を背景に、阪神地域は従来の 7 市 1 町のフレームワークにこだわらず、まず行政需要の近
い兵庫県下の政令指定都市と中核市が連携を図ることからはじめて、次に大阪府下の同質
の都市との連携を行い関西圏域全ての基礎自治体に繋げていく礎としてはどうか。その連
携の方法は今までの首長レベルの意思決定機関を中心にしたものではなく、基礎自治体職
員の日常・継続的な交流を基に、共同体意識と心理的連帯感を醸成し、新しい地方自治制
度の到来に備えていくことを提言する。

Ⅰ

広域行政の概要

1. 背景としての地方分権改革と道州制
地方分権改革が、明治維新、戦後改革に次ぐ「第 3 の改革」と言われて久しい。
政府の地方分権改革推進委員会 1 においては、
「住民に身近な行政はできるだけ身近な
地方公共団体において処理する」という基本理念に立って検討が行われている。
しかしながら、第 1 次地方分権改革が機関委任事務制度を全面的に廃止した後の動きは
遅く、未完の改革に止まっている。地方分権改革にも明治維新と同様に「廃藩置県」に匹
1		 地方分権改革の推進に関する基本的事項について調査審議するため、平成 19 年 4 月に内閣府に設置
された機関である。内閣総理大臣から任命された 7 名の委員で組織されている。
内閣府ホームページ『地方分権改革推進委員会』参照。
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敵するような地方のフレームワークの改革、学制改革や地租改正に匹敵するような教育や
税制や年金、補助金、地方交付税等に関する大きな改革が伴わなければ、成就することは
難しいだろう。また、第 28 次地方制度調査会による、平成 18 年（2006 年）の「道州制の
あり方に関する答申 2」では、
「地方にできることは地方に」との方針の下、国と地方双
方の政府の仕組みを再構築し、わが国の「新しい政府像」を確立する見地に立てば、道州
制の導入が適当であるとの見解が示された。道州制は、国と基礎自治体の間に位置する広
域自治体のあり方を見直すことによって、国と地方の双方の政府を再構築しようとするも
のであり、その導入は地方分権を加速させ、国家としての機能を強化し、国と地方を通じ
た効率的な政府を実現するための有効な方策となる可能性を有している。しかしながら具
体的な内容は様々な議論の最中にあり、是非さえも意見が分かれているのが実情である。

2. 広域行政施策について
（1）広域行政とは何か
先にみたような、混沌とした地方分権改革等の流れの一方で、総務省が旧自治省時代か
ら進めてきた施策として「広域行政」がある。
総務省によると「広域的な取組を進める方法としては、複数の市町村が合体して一つの
市町村として取り組む市町村合併と、個々の市町村はそのままで連携調整して取り組む広
域行政がある 3」と分類しているが、この 2 つは明確に区別して考えることが必要である。
佐々木信夫は、市町村の広域行政とは「2 つ以上の自治体にまたがって存在する広域
需要に対し、2 つ以上の自治体が協同して対応するしくみ」であると述べている。
（2002
年，9 頁）
牛山久仁彦は広域行政の必要性を以下の 4 点にまとめている。
（2003 年，4 頁

筆者要

約）
①

行政効率や財政面での節減効果を期待するものである。

②

住民のニーズに対応するために、広域的な自治体の連携が必要である。

③

自治体が単独で対応することが困難な行政施策が増加している。

④

交通や通信の発達によって、生活圏域が急速に拡大している。

広域行政施策の必要性には、一つには規模の利益による効率化、また一つには、住民
ニーズや生活圏の拡大・変化に対応する広域の効果と、更に権限移譲などの分権の受け皿
としての役割もあると言えよう。

2		 同答申は、①都道府県制度について、②広域自治体改革と道州制、③道州制の基本的な制度設計、
④道州制の導入に関する課題から構成されている。総務省ホームページ『道州制』参照。
3		 総務省ホームページ『広域行政』参照。
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（2）広域行政制度について
広域行政にはさまざまな連携の方法があり、従来から複数の制度が準備されてきた。
牛山による広域行政制度の整理は次のとおりである。（2003 年，48 頁

筆者要約）

・地方自治法上の制度
1

特別地方公共団体（法人格を有する）
（1）
組合 ①一部事務組合

地方自治法 284 条

		

②広域連合

		

③全部事務組合

地方自治法 284 条（存在しない）

		

④役場事務組合

地方自治法 284 条（存在しない）

（2）
財産区

地方自治法 294 条

（3）
地方開発事業団
2

協議会

3

機関の共同設置

4

事務の委託

・その他

地方自治法 284 条

地方自治法 298 条

地方自治法 252 条の 2
地方自治法 252 条の 7

地方自治法 252 条の 14

4

（3）広域行政の沿革と区域設定
自治省（現総務省）は、昭和 45 年
（1970 年）の「広域市町村圏振興整備措置要綱」によ
り、すべての市町村がいずれかの広域市町村圏に属することとした。
また、圏域人口が概ね 40 万人程度の規模を有する大都市周辺地域における各行政主体
の密接な協力による広域行政の推進が必要とされ、昭和 52 年
（1977 年）に「大都市周辺地
域振興整備措置要綱」が策定された 5。
「広域行政圏計画」を策定し、その策定と実施に関する事務を総合的に処理する広域行
政機構を設置するということは、昭和 43 年（1968 年）国土計画協会 6 の「地域社会の変動
に対応する市町村行政のあり方に関する調査研究報告書」の広域行政体制を政策化したも
のである。
（村上博，1999 年，182 頁）
総務省によると、昭和 44 年
（1969 年）
から広域市町村圏の設定が、また昭和 52 年（1977
年）
からは大都市周辺地域広域行政圏の設定が順次行われた結果、平成 20 年（2008 年）4 月
1 日現在で、広域行政圏域は 359 あり、日本の市町村の殆どがどこかの広域行政圏に属

4		 公益法人の共同設立、公益施設の共同利用、協定、事実上の協議会がある。
5		 広域市町村圏は圏域人口が概ね 10 万人以上の圏域で、平成 3 年（1991 年）より、大都市周辺地域広域
行政圏との両者を「広域行政圏」と総称することにしている。
6		 国土計画及び地方計画策定に関する諸般の事項を調査研究し、国土の開発利用保全並びに各種施設の
規模及び配置に関する総合計画等に協力し推進を図ることを目的とする国土交通省の補助団体。
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し、その多くが広域行政機構を有している 7。
（4）事務の共同処理
もともと、わが国においての広域行政は一部事務組合が主流であった。総務省による
と、昭和 40 年（1965 年）代終わり頃には 3 千を超えるまでに至ったが、その後徐々に減
りはじめ、平成 20 年（2008 年）の調査では 1,664 件と減少している。佐々木は、平成 12
年（2000 年）頃からの一部事務組合の激減の傾向を、
「広域行政の必要性は増す一方で一
部事務組合が減っているのは、これまでのように、ごみ、し尿、消防、火葬場などの日常
業務の協同化には各自治体の参加も簡単であったが広域行政に求められる需要が高度化・
複雑化していることから 1 つの事務組合をつくって対応するのは難しい時代に入ったから
である」と分析している。
（2002 年，9 頁

筆者要約）

（5）広域行政の課題と期待されるサービス
佐々木によると、広域行政の課題と広域行政に期待できるサービスは 3 つに類型化する
ことができる。
（2002 年，12 頁）
①

目標設定型の広域行政
土地利用や環境保護、環境改善など共同で計画を策定して問題解決をはかろうとす
る場合である。広域的な計画機能の発揮が期待される。

②

需要対応型の広域行政
ごみ処理やリサイクル、下水、消防などの行政需要を幾つかの自治体で共同処理し
た方が効率的であるとされる場合、広域的な処理機能の発揮が期待される。

③

中間混合型の広域行政
住宅供給や道路整備、文化ホールの建設などの施設整備について幾つかの自治体が
共同で対応しようという場合、あるいは既存の図書館や学校、集会施設の相互利用
のように広域的な計画機能と処理機能の双方が期待される。

これまでの広域行政はごみ処理や消防事業の共同化など大量処理のスケールメリットや
効率性を求めた「②需要対応型」であったところが、一部事務組合方式に合っていた。し
かし時代の要請は「①目標設定型」と「③中間混合型」に移っている。ハード・ソフトを
含めた街づくりそのものの共同化を必要としている。つまり政策連携、まちづくり自体の
共同化を必要としているのである。
こうした高度な共同化を確実なものとするためには、合議制による市町村間の広域連携
機構では足りない。そのため、旧市町村合併特例法にあと押しされる形で、市町村合併が
7		 広域市町村圏の広域行政機構は広域連合 31、一部事務組合 158、協議会 86 である。大都市周辺地域
広域行政圏は 25 で、その広域行政機構は全て協議会である。
総務省ホームページ『広域行政』参照。(4) 事務の共同処理も同ホームページ参照。
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進んだものと思われる。総務省によると、平成の大合併以降平成 11 年（1999 年）3 月 31
日に 3,232 であった市町村数は、平成 21 年（2009 年）5 月末現在で 1,776 になった 8。

3. 定住自立圏構想について
平成 20 年（2008 年）12 月 26 日付で総務省より、新しい地方制度として平成 21 年
（2009 年）4 月 1 日付で施行する「定住自立圏構想推進要綱」が通知された。要綱による
と、
「中心市（人口 5 万人等を目安）
」と周辺の市町村が医療の強化や地域の公共交通、人
材育成など具体的な課題で連携して取り組む「定住自立圏形成協定」を結び、中心市は改
めて圏内の将来像や、より具体的な取り組みを示した「共生ビジョン」を策定することに
なる。
中心市と周辺の市町村の協定に基づく相互の連携で、圏域の住民の生活レベルや地域の
魅力を高めて大都市圏への人口流出を防ぐのがねらいである。また、この要綱の通知と共
に出された総務事務次官通知では「定住自立圏構想推進要綱の施行をもって、広域行政圏
施策は、当初の役割を終えたものとして、広域行政圏計画策定要綱及びふるさと市町村圏
推進要綱を平成 21 年（2009 年）3 月 31 日をもって廃止する」としている 9。更に従来の
広域行政圏に係る今後の取扱いについては、地方自治法に基づく共同処理の諸制度を活用
しながら、関係市町村が自主的な協議に基づき取り組むこととなるとしている。
今回「定住自立圏」という新しい広域連携の手法が提示され、広域行政圏域の設定が廃
止されたが、地方自治にとって自治体間の区域が存在する限り「広域行政施策」が重要な
施策であることに変わりはない。牛山は「広域行政は市町村合併に収斂される性格もので
はない」と述べている。
（2003 年，20 頁）
住民が安心して暮らせる地域をどのように築いていくのかを考えた際に要請される広域
行政施策は地方自治の永遠の課題であると言えよう。
既に自治体同士はそれぞれの必要に応じて、細かな連携を図っている。今回の広域行政
圏計画策定要綱等の廃止は、今までの「広域行政圏」という着物を脱ぎ去り、住民の福祉
の向上に繋がる真の広域連携を新しい発想で築いていくチャンスではないだろうか。
これまでの国土政策は「国土の均衡ある発展」を旨としてきたが、新たな国土形成計画
では、均衡から個性、多様性へとシフトしている。国は定住自立圏構想において、初めて
「全ての市町村にフルセットの生活機能を整備することは困難である」と表明し、市町村
が自治に必要な機能を完備するべきとする「平等主義」からの転換を図ったのである。

8		 総務省ホームページ『市町村合併』参照。
9		 総務省ホームページ『定住自立圏構想推進要綱』参照。
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4. 広域連合について
広域連合は、地方自治法 284 条を根拠に、複数の普通地方公共団体や特別区が、行政
サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織で、特別地方公共団体の一つ
である。地方自治の強化の一環として平成 6 年（1994 年）に中核市 10 とともに制度化さ
れたものである。平成 20 年（2008 年）4 月 1 日現在で、111 の広域連合があり、多くは
基礎自治体（市町村）の連合であるが、広域自治体（都道府県）と基礎自治体の連合もあ
る。
なお、高齢者の医療の確保に関する法律により、平成 20 年（2008 年）4 月から始まっ
た後期高齢者医療制度に関する事務は、都道府県の区域ごとにすべての市町村で構成され
る広域連合が行うものとされている。
村上博によると、広域連合制度は、EU をモデルに都道府県同士の連合を強く意識して
作られた制度である。
（1999 年，221 頁）組織としては一部事務組合制度に機能強化をは
かったもので次の特徴がある 11。
①

構成団体に規約変更を要請できる。

②

広域計画（連合憲章）を制定し、その実施に関する勧告権を有する。

③

都道府県の加入する広域連合は、国に権限移譲を求めることができる。

④

国の行政機関、県、市町村等からなる協議会を設置できる。

⑤

首長、議員については公選制も選択できる。

しかし、実際は一部事務組合と同じように使われ、強い主体性を確保できるシステムや
都道府県間の連合等の特色が具体化されていないのが現状である。公選制が選択できる首
長、議員についても一部事務組合と同様に間接選挙で選出されている。

5. 関西の広域連携の動向について
関西では人口減少問題や景気の停滞など東京一極集中化への危機感から経済界を中心と
した連携の動きが活発化している。これまでも、官民の広域連携に常に先駆的に取り組
み、関西国際空港、関西文化学術研究都市、大阪湾ベイエリア開発など、大型のナショナ
ルプロジェクトや広域的な地域開発について、府県を越えた推進体制で多くの成果をあげ
てきた実績がある。こうした関西経済界を中心とした求心力を持つ組織が平成 19 年（2007
年）に設立された関西広域機構（KU）12 である。関西広域機構（KU）では、関西を住民
10		 地方分権を推進するための環境づくりとして、創設された新たな制度で、政令指定都市に次ぐ都市と
して位置づけられている。比較的大きな都市に県の事務を移譲してその権限を強化することにより、住
民に身近な「市役所」で行政を行うことができるようにするものである。
11		 総務省ホームページ『広域連合』参照。
12		 関西の府県、政令指定都市及び経済団体等が広域連携の強化と分権改革の推進を図るために平成 19
年に設立された。関西 2 府 8 県 4 政令都市と 7 経済団体他で構成されている。KU ホームページ参照。
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や企業にとって魅力ある地域として発展させるために、地方の自立と自己責任を確立する
地方分権体制づくりと、関西の特色を活かせる地方分権のあり方を自ら検討しようと、
「関西広域連合（仮称）
」設立に向けた取り組みを進めている。平成 21 年（2009 年）内の
設立を目指しているが、結成されれば、複数の都道府県同志の広域連合は全国初となる。

Ⅱ

阪神広域行政圏協議会の歩みと課題

1. 前身である阪神広域行政都市協議会の業績 13
昭和 30 年（1955 年）代、大阪・神戸の二大都市間に位置する阪神地域は、日本経済の
躍進的な発展とともに急速に発展したが、総合的計画を欠いた市街地開発が進められた結
果、多くの都市問題が発生していた。
こうした状況の中、行政上当面する共通課題であった、し尿処理施設と水源開発の共同
化等を図るため、阪神 6 市 1 町（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、猪
名川町）によって、昭和 36 年（1961 年）に任意団体として阪神広域行政都市協議会が設
立された。その後三田市が昭和 58 年（1983 年）に加入している。広域的都市課題の解決
のため種々の事業や調査・研究をはじめ、施設設立等に向けての関係機関等の調整等を行
うなど、全国に先駆けて数多くの成果をあげてきたが、主なものは以下のとおりである。
（1）昭和 39 年（1964 年）
市町の共同出資による全国初の社会福祉事業団として阪神福祉事業団を設立。
（2）昭和 40 年（1965 年）阪神間都市職員研修事業を実施。
（3）昭和 41 年（1966 年）
公共用地の委託買収等を目的に（財）阪神開発公社を設立。昭和 55 年（1980 年）
解散。
（4）昭和 42 年（1967 年）職員採用試験を共同実施。
後に姫路市をはじめとする播磨 11 市等も加わり、現在は 18 市 1 町で統一実施。
（5）昭和 45 年（1970 年）
全国初の一部事務組合立による知的障害児学校として

阪神養護学校組合を設立。

昭和 50 年（1975 年）に兵庫県に移管。
（6）昭和 47 年（1972 年）丹波地域との連携のために阪神丹波地方行政連合協議会を設立。
その後、昭和 53 年（1978 年）に一部事務組合立により建設された「丹波少年自然
の家」を活用した事業を展開。平成 14 年（2002 年）に協議会を解散。
13		 阪神広域行政都市協議会発行の『阪神間都市圏の広域行政』（1971 年）参照。
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（7）昭和 50 年（1975 年）不燃性廃棄物の処理についての広域的事業として（財）兵庫
県阪神環境整備公社を設立。平成 7 年（1995 年）に（財）兵庫県環境クリエイト
センターに改組。
（8）昭和 51 年（1976 年）阪神地区救急急患医療問題対策協議会を設置。
昭和 55 年（1980 年）
「阪神地区救急救命センター」の業務開始。
（9）昭和 60 年（1985 年）
共有地に社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会が「はんしん自立の家」を開設。
（10）
昭和 61 年（1986 年）全国初の重度障害者多数雇用事業所として「阪神友愛食品株
式会社」を設立。県、阪神 7 市 1 町、灘神戸生活協同組合（現コープこうべ）によ
る共同出資。

2. 阪神広域行政圏協議会設立の背景と業績 14
阪神地域における広域行政は、先に見てきた、「阪神広域行政都市協議会」を中心に展
開されてきたが、組織の法的根拠を有せず、地方交付税のかさ上げや起債の充当及び元利
償還金に対する交付税措置等国の財政上の優遇措置 15 が活用できないことが課題であっ
た。
このため、阪神広域行政都市協議会を母体に「大都市周辺地域振興整備措置要綱」に基
づく広域行政圏を設定し、指針となる総合計画を策定することが必要であると、昭和 63
年（1988 年）
、地方自治法第 252 条の 2 による協議会として阪神広域行政圏協議会を設置
し、同時に、県より全国で 24 圏域目となる大都市周辺地域広域行政圏として圏域設定が
なされた。構成市町の阪神 7 市 1 町は尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西
市・三田市・猪名川町である。平成 17 年（2005 年）国勢調査によると、この圏域の総人
口は 1,731,947 人、面積は 648.62 平方メートルで、全国で 25 ある大都市周辺地域広域行
政圏では有数の圏域である。
法定の協議会設立後は国の財政上の優遇措置を享受して、各市町において広域施設の整
備等が進められた。その後、平成 15 年（2003 年）に阪神広域行政都市協議会は法定の阪
神広域行政圏協議会に統合された。なお、阪神広域行政圏協議会設置後の主な活動内容等
は次のとおりである。
（1）平成 2 年（1990 年）第 1 次阪神広域行政圏計画（基本構想・基本計画）策定。
（2）平成 2 年（1990 年）〜 13 年（2001 年）まちづくり特別対策事業に係る連絡調整。
・採択事業件数：28 事業

起債許可額：247 億円（総事業費 447 億円）

14		 阪神広域行政圏協議会発行の 1994 〜 2008 年版『阪神広域行政圏協議会年報』参照。
15		 まちづくり特別対策事業の地方債制度は、公共施設整備事業費の内 75%〜 90%の起債（借入金）を
認可し、その償還に当たっては、市町村の財政力に応じて元金利償還金の 30%〜 55%を別途交付税で
交付。平成 14 年（2002 年）3 月 31 日に廃止。
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（3）平成 2 年（1990 年）〜国・県の予算編成に対する要望活動。
・阪神・淡路大震災にともなう復旧・復興に関する国・県への要望活動等
（4）平成 2 年（1990 年）〜 12 年（2000 年）阪神広域行政シンポジウムの開催。
（5）平成 3 年（1991 年）〜図書館広域利用事業の実施。
（6）平成 6 年（1994 年）〜
・身体障害者療護施設「はんしん自立の家」でのショートステイ事業の実施。
（7）平成 7 年（1995 年）〜広域防災訓練の実施。
・災害対応対策活動の相互応援に関する協定

平成 9 年（1997 年）

（8）平成 10 年（1998 年）阪神地域戦略プランの策定。
・対象事業数：27 事業
事業年度：平成 11 年（1999 年）〜 15 年（2003 年）総事業費：445 億 2 千 5 百万円
（9）平成 11 年（1999 年）〜阪神芸術祭の開催。
（10）平成 13 年（2001 年）第 2 次阪神広域行政圏計画（基本構想・基本計画）策定。
3. 阪神広域行政圏協議会の課題
「阪神広域行政圏協議会」は設立当初から、前身ともいうべき「阪神広域行政都市協議
会」の歴史と実績から、全国的にも注目された協議会であった。
しかし、阪神地域の広域連携需要は、昭和 63 年（1988 年）の協議会設立時には先のⅠ
章 2 節でみた「需要対応型の広域行政」の時代は過ぎて「目標設定型の広域行政」、「中間
混合型の広域行政」の計画機能と処理機能の双方が期待される広域行政の需要の時代に
入っていた。この時代においては、ハード・ソフトを含めた街づくりのそのものの共同化
を必要としており、政策連携、まちづくり自体の高度な共同化は、合議制による市町村間
の広域連携機構では上手く機能しないのだと思われる。
また、阪神広域行政圏計画を基にまちづくり対策事業債等を活用した施設整備は本来、
広域計画に基づいて隣接市町間で機能分担を図りながら行うべきであったが、現実には市
町間調整が難しく、また、住民ニーズもあって各市町がそれぞれに類似の施設を整備する
結果となった。
平成 18 年（2006 年）に阪神広域行政圏協議会事務局が全国に 25 ある大都市周辺地域
広域行政圏に調査を行ったところ、その運営は形式化しており、協議会の開催を書面表決
に代えている広域組織もあった。また事務局運営も、規模の大きな市に事務局を一任する
か、事務局を持ち回りにして定例業務をこなしている協議会が殆どで、専任の事務局を設
け、5 名もの自治体職員を事務従事させているのは阪神広域行政圏協議会のみであった。
広域行政圏計画の策定に係る労力と経費は事務局と各市町に相当の負担を強いることに
なるが、それだけの負担をして策定した計画も、どちらかというと各市町の計画を集めた
ものに近く圏域全体の総合的な計画になっているとは言い難い。また、策定した計画に計
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上された施設整備に対する国の財政上の優遇措置が平成 14 年（2002 年）3 月末に廃止さ
れ、財政的なメリットが殆どなくなったこともあり、今では協議会運営の意義が薄れてき
ている。
平成の大合併が一段落した後、改正されるはずの広域行政圏計画策定要綱も、平成 14
年（2002 年）に改正されたままで長い間放置されていた。このたびやっと出された総務
省の要綱廃止の方針を受けて、全国の広域行政機構の存廃が検討されると思われる。阪神
広域行政圏協議会も同様に阪神広域行政都市協議会から続いたその長い歴史をどのように
発展させるのか、或いは収束させるのか、十分な議論が必要である。広域行政機構の今後
の運用はそれぞれの地域に委ねられている。各自治体は中長期的な見通しの下で真に住民
のためになる最良の選択をするべきだろう。

Ⅲ

メガ・リージョンとして捉えた地域連携

細川昌彦は、グローバル経済の下では経済活動の基本単位は国ではなく地域であり、そ
の単位を「メガ・リージョン 16」という概念で説明している。（2008 年，3 頁）
その本質を「人口規模、面積などに幅はあるが、世界は数十のメガ・リージョンによっ
て成り立っており、それぞれが国境などの枠にとらわれず人材と企業を呼び込む競争をし
ている」と説明している。米国ではニューヨーク、シリコンバレーなどが、欧州ではフラ
ンクフルトやアイルランドを例にあげている。そして日本でも、地域を「メガ・リージョ
ン」という広域の単位で捉えて、東アジアを地域間競争の土俵と考え、メガ・リージョン
を経営する発想で、日本の進むべき道を提示している。（2008 年，5 頁）
細川は、地域の競争力を決定するのは「地域経営力」であるとして地域経営にも企業経
営の発想と手法が当てはまることを指摘し、世界の中で企業と人材を惹きつけることに
成功している地域の共通性は「多様性、開放性、広域性」であるとしている。
（2008 年，
229 頁） 活力ある地域づくりのためには、多様性を活かした経営が地域に求められてお
り、人間同士の偶然の出会いや対面から生まれる「わいわいがやがやの空間」の重要性を
分析している。
地域経営力をつけるためには、知的受粉が発生するクロス・ポリネーション（受粉交
流）
」の仕掛け 17 が必要で、
「わいわいがやがやの空間」での多様な交流こそが地域にイ
ノベーションと創造性を生み出す神髄であると述べている。（2008 年，235 頁）
16		 本来は夜間の地球を撮影した際に輝く光が集中している地域を指す。この光の集中度は経済活動の規
模を示すといわれている。細川昌彦 2008 年 『メガリージョンの攻防』参照。
17		 シリコンバレーにある企業のグーグルでは社員が気軽に集まって休憩する場所があり、その仕掛けを
クロス・ポリネーションと呼んでいる。細川はこれを「わいわいがやがやの空間」であると考えてい
る。
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そして、さまざまな組織と組織の間の壁を取り払い、地域においても産業界、大学、役
所などの多様なプレーヤーの組織同志のさまざまな壁を取り払う「場づくり」が必要であ
るという。
「広域連携のための会議は全国に嫌というほどあるが、形を整えるレベルにと
どまる。実質は各県の取り組みの寄せ集めであり、無難にホッチキス止めした報告書のみ
である。広域連携は大事だとお題目を唱えるも魂は入らず形だけになってしまう」と手厳
しい。
（2008 年，238 頁）
細川は、地域を経営するためにシステムを作り、それを活かす上で大事なのは異なった
複数の組織に属するプレーヤーの間でいかに共同体意識、心理的連帯感を醸成する仕掛け
をつくるかだと提言している。道州制など何らかの形で地域のフレームワークが決まる
までは、明確なひとりのトップがいるわけではなく、誰もが地域経営の責任者であるとは
思っていない。そこには無責任と自己主張が蔓延し、連携の会議をつくっても意識が変
わらなければ自分の属する組織の立場とエゴを主張するための場でしかない。
（2008 年，
254 頁 筆者要約）
細川は、これからの地域は「自立」と「広域連携を経ての統合」が車の両輪になって成
長していき、日本は個性と魅力ある地域（リージョン）の集合体となると予測する。（2008
年，258 頁）

Ⅳ

これからの阪神広域連携への提言

先に、広域行政と阪神広域行政圏協議会の課題を見てきたが、このような合議制の水平
的な組織は、どのような地方自治法上の根拠を元にしても、本来の広域課題の解決のため
に有効に機能しないのではないか、というのが筆者の考えである。一部事務組合も、権限
を強化した広域連合もその機能を最大限に活用していなければ同様である。
まず、新しい課題への意思決定の遅さが致命的である。過去には規模の大きな市に多額
の財政負担をしてもらうことから、リーダー役を任せていた構成市町が、自分の市町の意
見を主張するようになった。後期高齢者医療連合のように、目的がはっきりしている法定
の組織であれば別だが、まちづくりそのものの政策連携、まちづくりの共同化を求める時
代においては、各市町の利害関係が錯綜して調整が図りにくい。
平成 11 年（1999 年）の自治省（現総務省）
「市町村の合併の推進についての指針」に
おいて、
「一般事務組合や広域連合などの広域行政の諸制度が責任の所在が不明確となり
がちで、関係団体との連絡調整に相当程度の時間や労力を要するために迅速・的確な意思
決定を行うことができず、事業実施等に支障を生じる場合も見受けられることから、市町
村合併が効果的であることや広域行政の諸制度も地域の一体感が醸成され、市町村の合併
が検討されることが期待される（筆者要約）」として、広域組織の責任所在の不明確さ、
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迅速な意思決定に欠ける点を指摘し、市町村合併への移行を示唆している。
広域行政の諸制度を有効なものにするには上記の指針に見られるように市町村の合併が
有効である。しかしⅠ章 3 節でみたように、地方自治にとっての「広域行政施策」の問題
は、市町村合併をしたからといって、自治体間の区域が存在する限り、解決するものでは
なく、また市町村合併に収斂される性質のものではない。しかし、府県よりも広域の政府
を創設する中では一定の解決が図れるものと考える。
今後の基礎自治体の役割や新しい地方のフレームワークが見えてこない現時点において
は実態のある連携を出来るところから、築いていくべきであろう。そのためには今までの
ような広域行政の組織だけを作っても意味がないと考える。
首長レベルでの連携組織の機動性の欠如は、これまでの広域行政制度がその法定性故に
事務量が増え、本質的なメリットを産み出せていない数々の例にも見られる。首長間の調
整と組織の運営に多大な労力と財力を消費し、本来の目的が形骸化している。
Ⅲ章で見たように、地域を経営するためにはシステムをつくるだけではなく、異なった
複数の組織に属するプレーヤーの間でいかに共同体意識、心理的連帯感を醸成する仕掛け
をつくるかが最も重要であると考える。
細川の提言する「クロス・ポリネーション（受粉交流）」のための「わいわいがやがや
の空間」を創造することである。
（2008 年，235 頁）
まず、基礎自治体間の職員交流により、行政課題や問題意識の共有化を図ることが必要
ではないか。そのためには阪神間でリーダーシップのとれる基礎自治体が、職員同士で連
携し「わいわいがやがやの空間」を創造することからはじめてはどうだろうか。職員同士
の日常・継続的な交流が進めば、将来的には産業界や大学などの教育機関、住民との広域
の連携も考えられるだろう。
Ⅰ章 5 節でみたように、関西圏の広域連携への需要は増大しており、関西広域連合の設
立はひとつの分岐点となるであろう。関西広域連合には、関西圏が何らかの形で 1 つの組
織となるための前段階としての役割を期待したい。いずれ、地方のフレームワークは変わ
らざるを得ないであろう。
新しい時代が到来する日のために、実質的な基礎自治体の職員間の連携を提言したい。
阪神広域行政圏に属す北部地域の 4 市 1 町（宝塚市、三田市、伊丹市、川西市、猪名川
町）は、平成 15 年（2003 年）に任意の阪神北部広域行政推進協議会を設立し、共通の住
民ニーズに沿った事業の共同化を図り、既に新しい連携の形を作っている。
兵庫県下では政令指定都市 18 の神戸市、中核市の姫路市、西宮市、尼崎市が、比較的、
行政需要が似通っていると思われることから、今後は、これらの自治体が、あらゆる業務
毎に体系化した研究会や連絡会等をもち、日常・継続的な職員同士の連携を深めていくこ
18		 地方自治法第 252 条の 19 第 1 項により政令で指定する人口 50 万以上の市をいう。
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とが有効であると考える。また、大阪府下の政令指定都市である大阪市、堺市、中核市の
高槻市、東大阪市との連携を行い、関西圏域全ての基礎自治体に繋げていく礎としてはど
うか。
わが国の基礎自治体の目指すところは中央集権国家から脱皮した、自立した地方自治の
実践である。その最終形は不明であるが、関西圏の各自治体が一つの目標を持って結集
し、世界の中の 1 メガ・リージョンとして産業の発展した幸せのまちづくりのために一致
団結していく時代の来訪を予感する。
そのための牽引役は住民の生活と共にある基礎自治体にしか為し得ないことである。
新しい地方自治制度の到来に備えて、基礎自治体の職員間に真の連携のための共同体意
識と心理的連帯感が醸成されていくことを期待したい。

Ⅴ

最後に

本稿では道州制については現在のところ明確な輪郭が提出されていないことから論議の
外に置いた。また平成 21 年（2009 年）4 月 1 日の定住自立圏構想推進要綱施行後の各圏
域での対応については調査が及んでいない。しかし制度の関連性が深いため今後両制度の
輪郭がはっきりしたところでは本稿との関連性について言及してみたい。
不穏な事件の多い昨今の世相と政治の脆弱化は、この時代の終わりを予感させる。
経済力だけに国力の足場を移してきた現在の日本に、明治維新を起こした体力があるの
かどうかは不明だが、中央の施策に振り回されてきた地方の声が今湧き上がる直前でない
か。今後、明治維新、戦後改革に次ぐ、地方分権改革の行方を見極めていきたい。
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