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第５回 高齢者支援・共助のまちづくりを考えるシンポジウム

地域における見守りや支えあいの
ネットワークから新しい公共を考える
高齢・介護の政策課題について、地域の関係者、市民とともに考え、コミュニティや街づくりにつなげ
ていくことが問われています。そこで第５回「高齢者支援・共助のまちづくりシンポジウム」では、過去
４回のシンポジウムに踏まえ、地域における見守りと支え合いのネットワークづくりを通じて、公共のあ
り方、八王子における新しい公共の姿を議論します。行政にとっても今日的課題であり、分権社会の街づ
くりに向けた核心とも言えます。
また、今回は東浅川保健福祉センターで開催することから、八王子市の高尾、西部地区の地域特性に踏
まえた議論も期待されます。

■日時：2013年 11月23日（土）午後２時30分（受け付けは午後2時から）
■会場：東浅川保健福祉センター ４F 第 5・6・7会議室
■記念講演 ｢共助の街づくりと八王子における新しい公共の姿｣
─ 市町村の役割と可能性 ─
地方自治総合研究所 辻山 幸宣 所長（八王子自治研究センター理事長）
■＜パネルディスカッション＞

会／八王子市地域包括支援センター長会議／八王子

司会 … 八王子自治研究センター・藤岡副理事長

市民生委員児童委員協議会／一般社団法人八王子市

【パネラー】

医師会／社会福祉法人八王子社会福祉協議会／公益

♢地域を支える見守りネットワーク事業から
包括支援センター高尾

社団法人八王子市シルバー人材センター／NPO法

斉藤所長

人八王子市民活動協議会／連合南多摩地区協議会

♢地域の高齢者災害対策・見守りの取り組みから
高尾パークハイツ
♢八王子市役所

神谷自治会長

《今号の内容》

村松副市長

♢八王子自治研究センター 辻山理事長
■後援団体
八王子市福祉部（高齢者いきいき課）／特定非営利
活動法人八王子介護保険サービス事業者連絡協議
会／一般社団法人八王子介護支援専門員連絡協議
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１面

高齢者支援・共助のまちづくりを
考えるシンポジウム

２〜４面

八王子の財政と分権（第１回）

５〜８面

インタビュー 石井利一理事長（下）

八王子自治研究センター通信

八王子自治研究センターでは、毎年予算学習会を開催するとともに、国、東京都、八王子
市の財政分析を継続的な研究課題として取り組んでいます。
今回は、消費税の引き上げ、社会保障制度改革、新たな基本構想・基本計画の策定、中核
市への移行といった状況の中で、長期的な視点に立って、
「八王子の財政と分権」という視
座から分析と評価を試みました。会員の皆様のご意見もお願いします。

第１回

八王子の財政と分権
八王子自治研究センター
的にみると財政力は高い方となっている。しかし、

はじめに

地域の税収が歳入の根幹となっている豊かな自治

財政的な自立は地方自治にとって大きな課題で

体であるからこそ、財源の多くを地方交付税に頼

あるが、全国的に見れば、平成21年度を境に地方

らざるを得ない大部分の自治体に比べ、地域に対

交付税の交付団体は増え続け、平成20年度には

する説明責任からも一層厳しい財政規律が求めら

188だった不交付団体は平成24年度には55団体に

れると言える。

減少している。このような地方財政悪化の流れの

第一回では、八王子の財政の推移を検証する。

中で、八王子市も平成22年以降、交付団体となっ

八王子市はかつて４期16年続いた波多野市政の末

ている。多摩地域での不交付団体は平成24年度に

期に財政の硬直化が大きな課題となっていた。こ

は６団体になっている。

のことについて、平成12年に黒須市長が就任して

しかし、多摩地域の26市のような首都圏近郊の

以降、どのように対処してきたかについて検証する。

自治体は、地方交付税の交付団体であっても全国

さらに今後、石森市政で新たに示された「中核

【平成13年から平成24年度までの財源とその比率】
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市」の課題に関して「分権と財源の自立」の面か

て市債への依存度は10％を超え、時には19.3％に

ら類似都市、中核市との比較を行い、八王子市の

及んでいた。平成10年度は最後に10％を超えた年

位置づけを考察していくこととする。

であるが、歳入総額1,645億５千７百万円に対し、
市債の発行額が181億２千４百万円で、八王子市
を除く25市の平均は６.３％であり、この時点でも

１ 波多野市政下での財政問題

市債への依存が突出して高かったといえる。この

平成13年度決算において八王子市の市債、償還

ようにしてみると平成10年前後の財政的硬直化の

のための支出である公債費は決算額の17.2%を占

原因は、放漫財政ではなく過大な成長予測と歳出

めていた。これは当時の多摩地域の市部では最も

優先の財政運営であったといえる。

高く財政危機と呼ばれた。

ここでの教訓は、「計画」は、その前提となる

就任当初は「行政改革」を掲げて当選した波多

将来の財政規模（計画、歳入見込）はあくまで予

野市長であったが、波多野市政下での二回目の基

想であり、基礎自治体は将来の義務的経費の増大

本構想・計画の新八王子21プランでは、積極的な

について常に慎重になる必要がある、こというこ

まちづくりに転じ、平成５年から10年間の財政フ

となのではないのだろうか。

レームを２兆円以上、その間の成長率を６.６％と
見込んでいた。しかし実際には歳入面では税収、

２ 黒須市政の課題と三期12年間

人口の伸びも予想を大幅に下回った。（別表：八
王子市の財政・人口フレーム参照）

平成12年に市政を引き継いだ黒須市長は、財政

この時期の八王子は基本計画（八王子21プラン、

に関しては「入るを図りて出ずるを制す」「返す

新八王子21プラン）に基づいた夕焼け小やけふれ

以上には借りない」、というシンプルなメッセー

あいの里、八王子駅北口地下駐車場など積極的な

ジで再建に取り組んだ。そのほかの市政の主要課

公共施設整備が進み、また、学校建設、清掃事業

題もゆめおり会議や市民活動協議会の設立に見ら

所の建て替え等も重なり予算規模が拡大した。し

れる市民参加、地域産業振興会議、サイバーシル

かし、この間成長を支えるはずの税収は横ばい、

クロード八王子などの産業振興、教育については

もしくは減少傾向であったため、相対的に市債の

高尾山学園による不登校問題に対する対処など、

比率が高くなり、平成5年から10年まで引き続い

ハードよりもソフトに重点を置き、財政フレーム

（資料：決算カード）
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も縮小され、将来負担の増大につながるような事

収を落とし再び900億円を割り込むようになり、

業については抑制的に運営されてきたといえる。

平成22年からは地方交付税の交付団体となった。

黒須市長の二期目までは市の財政規模は普通会

慎重に運営されてきた財政であったが、主に税収

計で1,500億円前後のほぼ均衡状態で維持された。

減によって自主財源が減少し、地方交付税、臨時

市債の返済に充てられる「公債費」の歳出に占め

財政特例債などの依存財源により補てんされるこ

る構成比は一時は20%を超えたものの平成23年度

ととなった。

には8.4％に低下し、平成13年度には3,180億円余り

現在、八王子市の公債費８.４％は、以前に比べ

あった市債残高は平成23年には約2,270億円に減少

ては減少しているものの、多摩地域の平均６.７％

し、債務の問題に関しては当初の規律を保ったま

に対し依然としてやや多めである。また、平成18

ま運営されてきたといえる。また、自主財源の基

年から20年まで発行を控えてきた「臨時財政対策

幹となる市税収入は法人市民税などの増収により

債」を平成21年度以降、毎年発行するようになっ

大きく改善し、平成13年度以降で最低だった16年

た。臨時財政対策債は地方交付税の減額に伴う代

の810億円に対し、19年度には934億円に上り、平

替制度であり、その発行が続くことは市財政が自

成16年から平成21年度までは財政力指数が１を上

主財源中心から依存財源の比重を高めていく傾向

回り、地方交付税の不交付団体であった。

を示していると思われる。
（八王子自治研究センター・財政研究担当）

３ 再開発と依存財源
平成19年度から22年度にかけて八王子市は長年
の懸案であったJR八王子駅南口再開発、市民会館

◎参考資料

の整備などに本格的に着手した。この間高齢化、

平成24年度八王子市財政白書：八王子市

不況等に伴う民生費の増大などもあって財政規模

平成24年度市町村財政力分析指標（平成
13年度から平成23年度）：東京都市町村
自治調査会

が1,900億円台に拡大する一方で、平成20年秋に明
始まった景気後退、いわゆるリーマンショックに
より法人市民税をはじめとする税収が減少した。
分権一括法による財源委譲などの増収効果はあっ

平成24年度多摩地域データブック：東京
都市町村自治調査会

たものの平成21、22年は19年から40億円あまり税

【八王子の財政と人口フレーム】

【八王子の国勢調査人口の推移】

予算単位：億円
人口単位：人
（資料：多摩地域データブック）
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インタビュー 〜Interview〜
特定非営利活動法人
八王子市民活動協議会

石井 利一 理事長（下）
■聞き手

八王子自治研究センター
副理事長

藤岡

一昭

石井理事長

＝ 前号の概要 ＝
石井理事長インタビューの前号は、市民活動協議会の発足に至る背景や10年余りの活動の概要、
「試行錯誤」と言いつつもチャレンジの連続のような積極的な取り組み、
「お父さんお帰りなさい
パーティー」をはじめとする八王子の街づくりに向けたシニア世代への期待などが語られました。
さてお待ちかねの今号では、市民活動の課題とともに地域社会との関係、行政のかかわり方や
補助金の在り方、八王子自治研究センターの役割など行政側や職員にとっても受け止めて欲しい
メッセージとなりました。

『

想定を超えた？
市民活動協議会のパワー

■聞き手（藤岡）

』

当時を振り返ると、八王子市は黒須市政のもと

たと思います。
しかし、結果的には、そのことが市民活動協議
会の主体性や影響力を高め、「オトパ」をはじめ
として先ほど石井理事長が語られた10年の歴史を
刻むことになった訳ですね。おそらく行政側は、

で財政再建といいますか、長期債務の削減を第一

市民活動支援センターという目に見える形での事

に掲げ、同時に市民参加、市民協働と言った行政

業は推進しなければならないと考えていたと思い

の質的な転換を図るため、市民活動推進部という

ますが、市民活動協議会の可能性についてはそれ

新しい組織を立ち上げました。こうした中で、い

ほど意図していた訳ではないようにも思います。

くつかの自治体で先行的に取り組まれていた市民

◆石井理事長

活動支援センターを八王子市も設立し、シニア活

確かに当初行政は、市民活動協議会が市民活動

動にも力を入れていく訳ですが、その運営はボラ

支援センターの運営をちゃんとやってくれればい

ンティアの市民活動協議会に頼るという流れだっ

いということが第一でした。私たちも最初のうち
は苦労しましたが、１年ぐらい経つと支援センタ
ーも軌道に乗り、市民活動協議会が支援センター
事業とは別にいろいろな取り組みを自主的に進め
るようになってきました。

『 縦割りを越えた自由な発想 』
■聞き手（藤岡）
そうなってくると、行政側は市民活動協議会が
▲八王子自治研究センター・藤岡副理事長
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一人歩きしだして何をするか心配になりますが、

参加を考えていくべき時代の中で、行政は前例型

金も人も支援しているわけではないので、イベン

の思考回路を変えて学んでいくべきでしょうね。

トに呼ばれて挨拶はするけれども取り組みに口出

『 幅広い市民活動を 』

しはできない（しない）となる訳です。しかし、
こうした関係の方が、市民活動協議会にとっては、

◆石井理事長

かえって良かったのではないかと思います。
◆石井理事長

その意味では、行政が設置するいろいろな審議

そうです。私たちも行政から補助金をもらって

会や検討会の市民代表枠に、市民活動協議会を通

いる訳ではないので、いろいろな発想で自主的な

じで、それぞれの専門分野の市民団体の代表が参

取り組みを進めるようになりました。とくに市民

加し、積極的に発言していることも政策参加だと

活動というのは、行政と違って縦割りではないの

思います。

で、国際交流であっても福祉に関わったり、環境

また市民活動というのは狭く考えないことだと

と子どもの活動が繋がったり、どこでもコラボが

思います。友達同士で囲碁や将棋をやるだけなら

できます。いちょう祭りのわくわく広場も、子ど

趣味の範囲ですが、それを子どもたちに教えると

もや福祉、環境などみんな集まってきます。行政

か、高齢者施設でやる、といったことになると一

の場合は福祉であれば福祉団体、環境であれば環

つの社会奉仕（参加）であり、市民活動です。自

境関係の団体といった枠があり、それ以上に広が

分の得意分野で、他の人にちょっと喜んでもらえ

りません。

れば市民活動だと思います。

それから参加する市民も私たちのことを同じ市

先日実施した市民活動フェスティバルは、内容

民だと思って気楽に参加する。それがまた新しい

の枠をはめずに、市民活動をしている団体に多く

つながりを作り出すといったことになる訳です。

参加してもらい、お互いを知ってもらおう、市民

■聞き手（藤岡）

活動に参加したいという人に集まってもらおう、

八王子市が財政的に豊かで、市が直轄的に進め

という幅広い主旨で開催しました。そして市民塾

る事業だとこうした流れはできなかったかもしれ

といった形で、市民活動を進める上での人づくり

ません。私も長い間行政の側にいましたが、市民

の機会を設けるとともに、実際の卒塾生の活動の

活動協議会の取り組みは行政で何年仕事をしても

場も紹介するようにしています。

経験できない苦労と楽しさがあるように思いま

『 横串でつながる市民活動 』

す。市民活動の中心は誰なのか、行政の立ち位置
をどこに置くべきか。自治体の政策形成への市民

■聞き手（藤岡）
生きた街づくりといったお話ですね。さらにそ
の主体はシニア層であり、そうした方々の参加の
場や、学習機会を市民活動フェスティバルや、市
民塾、パワーアップ講座などが担っていると思い
ます。地域社会はどんどん動いているという感じ
ですね。公園アドプト活動などは町会も多く参加
していますが、圧倒的にシニア世代です。ですか
ら公園整備の市民参加を通じて、シニア・高齢者、
それにつられて子どもたちや親世代が地域づくり
につながっていく。これは単なる公園整備事業で
▲市民が参加した八王子市保健所を考えるシンポジウム

はなく街づくりそのものと思います。
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市民活動はやりたい人（団体）がやる活動で、公
平の原則にはなじみません。逆にやりたいこと、
やれることを自主的に取り組むので、たとえば高
齢者の見守りや生活支援といったボランティア団
体は、それを希望する人にいろいろな支援ができ
ます。しかし、一方では希望する人にしか支援が
行き届かないことになります。
町会の場合には、ほとんど地域に顔を見せず、
引きこもりかなと思って心配しても、つまりそう

▲地域包括支援センターの役割を考えるシンポジウムで
挨拶する石井理事長

した情報があってもその方の家に入っていくこと

◆石井理事長

が難しい面があります。同時に公平な対応も求め

そうです、市民活動というのはたとえば環境団

られる。こうした時に私が町会長をしていて一番

体であっても福祉団体であってもそうした活動を

助かったのは地域包括支援センターの存在です。

通じてみんな元気になっていく、つまり地域での

町会も包括支援センターに頼りながら活動を進め

活動を通じて自己実現している訳です。そして特

ました。

徴は、それぞれ具体的な団体の活動は違っていて

そうした意味で、地域包括支援センターが市民

も、大きな立場では八王子の街づくりというとこ

活動（団体）と町会などとをつなげる役割を持っ

ろで協力し合い、横串でつながっているという事

てほしいと思いますが、今の（包括支援センター

です。

の）体制では難しいかもしれませんね。

■聞き手（藤岡）

■聞き手（藤岡）

そのつなぎ役が市民活動協議会ということです
ね。

地域包括支援センター（高齢者あんしん相談セン
ター）は市の機関でもありますが、今後の地域づく

さて、高齢化、シニア化の社会を迎え、地域の

りの重要な核として考えていくべきでしょうね。

豊かさとは、地域で気持ちよく暮らしていけるか

さて今八王子市は、中核市への移行や新しい基

どうかということに大きなウェイトがあると思い

本計画を進めるにあたって行政組織の見直しを進

ます。そこで地域（社会）を考えたとき、同じよ

めています。しかし、進化しつつある市民活動や

うな趣味や問題意識で市民活動をするという関係

町会活動に対して依然として縦割り体制であり、

と、家の近所ですれ違って挨拶し、世間話が交わ

市民活動推進部などの権限を強めるなど地域重視

せるような日常の関係と、両面が地域の中にはあ

の体制とは言えません。

ると思います。中学の部活の仲間と、クラスの繋

自治体としての権限が拡大し、同時に地域特性

りというようなことですが、地域の中で違った要

を重視するならば、行政組織を大きく束ねる「局

素が絡み合うわけですが、理事長はどのように考

制に準じた組織の連携」や、地域特性を受け止め

えておりますか。

る「区政に準じた地域内分権」を進めるべきだと

『 地域包括支援センターが

市民活動と地域を連結できる

◆石井理事長

考えております。これからの八王子市、行政のあ
り方について理事長はどう考えられていますか。

』『 行政はコントロール

ではなくアシストを

地域の日常的な関係を町会に置き換えて考える
と、私も町会長をやっていましたが、町会事業は

』

◆石井理事長

あくまで公平でなければならない訳です。しかし、
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難しい問題ですね。市民活動団体の側から言う

八王子自治研究センター通信

と、行政は「コントロールするのではなくアシス
トする」という考え方を持ってもらいたいと思い
ます。市民活動は自由な立場でやっているのでコ
ントロールしようとすると反発します。たとえば

『 八王子自治研究センターは

包括的な政策提言を

■聞き手（藤岡）

国際交流をやっている団体が環境問題にかかわっ

』

それでは最後に八王子自治研究センターについ

てもいいじゃないか、と。それが広がっていくの

て、理事長からのご意見をお願いします。

であれば、そこをアシストするような立場で行政

◆石井理事長

は対応すべきだと思います。福祉団体なども、助

そうですね、八王子自治研究センターについて

成金の関係で活動が縛られ、福祉の延長で子ども

は、縦割りではなく包括的な視点で八王子の政策

支援や環境など出てきてもかえって妨げになる訳

や街づくりについて問題提起してほしいと思いま

です。そうした時に、行政は言い訳をするのでは

す。市民側は個々の問題は見えるが行政全体はよ

なく、現実的な解決策を考えるようなアシストを

く分かりません。市長や副市長は行政の内側から

すべきだと思いますね。

全体的な判断をしていると思いますが、専門的な
知識や経験を持っている自治研究センターは、市
民とともに外側から情勢の動き全体を捉え、分か
りやすく市民に発信するという大切な役割がある
と思います。外部監査的な役割とでも言いましょうか。
今後、八王子自治研究センター自身が市民（団
体）と太いパイプを持って、行政の内側にいては
できないことを、しかしながら行政の大きな目的
には連携している、そのような活動を目指してほ
しいと思います。
■聞き手（藤岡）
本日は長時間ありがとうございました。

▲国際交流、環境、福祉など相互に乗り入れる
市民活動協議会の情報コーナー

＝ インタビューを終えて ＝

■聞き手（藤岡）

今回のインタビューで最も印象に残った

「コントロールではなくアシストを」
、というの

点は二つありました。一つは、これからの

は名言ですね。今一番自治体が考えなければなら

地域社会（活動）を考えた時、その主力は

ないことを表現していると思います。

元気な或いは元気であるためのシニア世代

コントロールは法律や条令を盾にして市民を説

であり、その世代の活躍の場をどう考えて

得する、これまでの行政の得意技ですが、アシス

いくのかということです。もう一つは、

トは法律ではなく市民協働を具現化するための基

「行政はコントロールではなくアシストを」

本的なスタンスであり、市民の考えや気持ちを受

という石井理事長の指摘です。この二つの

け止める努力が求められる、役人にとってはつら

テーマは、おそらく行政の「質」につなが

い仕事です。

るものだと思います。

◆石井理事長
しかしそこがもっとも大切で、八王子は大きな

（聞き手＝藤岡副理事長）

自治体で権限も拡大するわけですから、アシスト
する姿勢をしっかり持ってもらいたいと思います
ね。

【お知らせ】資料紹介は次回掲載します
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