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下記のとおり、講演会に参加しましたので、報告します。 

 

 

記 

 

１．実施日 平成３１年２月１８日（月）～２月１９日（火）２日間 

 

２．調査市または主な調査項目 

〒104-8388 東京都中央区京橋 1-7-1 戸田ビルディング 

東京「TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター 」 

「人口減少時代における地域政策」㏌東京 
講師・牧瀬稔 関東学院大学 法学部地域創生学科准教授 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３１年２月１８日（月） １４：００～１６：３０ 

『そんなに難しくない人口減少対策』 

 

【目的】 

全国的に少子高齢化となり人口減少が進んでおります。赤穂市においても毎年約２００

人程度の減少傾向が見受けられるので、人口減少対策があれば、学びたい思いで参加し

ました。 

 

１．地方創生の意味 

（２０１４年・まち・ひと・しごと創生法（地方創生法）が制定 

 目的は①急速な少子高齢化の進展に的確に対応②人口減少に歯止め③東京圏への人口の

過度の集中を是正④それぞれの地域で住みよい環境を確保⑤将来にわたり活力ある日本

社会を維持⑥国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営むこ

とができる地域社会の形成⑦地域社会を担う個性豊かな多様な人材確保⑧地域における

魅力ある多様な就業の機会の創出⑨まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ

計画の作成等について定める⑩まち・ひと・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画

的に実施することを目的とする。⇒項目が多く、逆にぼやけているのでは？ 

＊③の東京圏への人口の過度の集中を是正においても、現実的には出来ていないのが現状。 

 

２．地方創生の政策目標→将来人口推計では約８６００万人まで減る予測＝４０００万人

減る！（国は２０６０年の目標人口は約１億人と予測）→想定値よりも１４００万人の

増加を目指している。 

 

３．日本の将来人口推計 

・拡大都市は人口減少時代でも積極的によい行政サービスを提供。今までとおり人口拡大

を目指す。人口の維持を達成しようとする自治体も拡大都市と捉えることもできる。 

・縮小都市は人口が減少しても元気な自治体を目指していく思考である。人口が大幅に減

少すれば税収も低下する可能性があり、その結果として、行政サービスの縮小や職員数

の減少等も余儀なくされるかもしれない。（消滅可能性都市の割合表は別紙参照） 

・２０４０年から２０４５年にかけて９８．９％の自治体で総人口が減少。 

・我が国の人口は２００４年にピークを迎え、減少局面に入り、２０５５年には９０００

万人を割り込み、高齢化率は４０％を超えると推計。 

・２０４０年の将来人口推計で、都道府県別の人口で多いのは東京で１２３０万８０００

人、２位神奈川、３位大阪、４位愛知と現在の順位と変わらない。人口が最も少ない県

は鳥取県で４４万１０００人と推計。２０４０年は全ての都道府県で減少。最も減少の

大きな県は秋田県の３５．６％、青森県の３２．１％となる。 

 

４．人口減少を勝ち抜く視点 

・人口（住民）を増やす取り組み→自然増→自然動態（一定期間における出生・死亡に伴

う人口の動き）と定義 



・出生数が死亡数を上回る場合「自然増」、出生数より死亡数が多いと「自然減」→人口が

継続的に増加していくには「自然増」の状態でなくてはならない。⇒自然増を達成する

には、①出生数の増加、②死亡数の減少が基本。 

・出生数の増加→第１に夫婦（既婚者）に現状より「もう一子以上」多く生んでもらう。

第２に、独身者に結婚してもらう事。 

・死亡数の減少では死亡数を減らす取り組みも重要。→高齢者にいつまでも元気で長生き

してもらう。５～１４歳では不慮の事故や悪性新生物が死亡の原因。 

・家庭内事故では転倒、転落、溺死等が該当し、病気での「癌」や１５歳以上での自殺も

増えている。 

・対策では、不慮の事故や悪性新生物、自殺等を少なくしていくことで、自然増を高める

ことにつながる。 

・２０１６年の合計特殊出生率は１．４４となっている。⇒男１００人＋女１００人×１．

４４＝１４４人⇒次の世代になると、男７２人＋女７２人×１．４ ４＝１０３人まで激

変 

・社会増への取り組みが大切＝一定期間における転入・転出に伴う人口の動き 

・人口減少時代における対策（浜田市は人口減少が進んでいた。対策を検討→刑務所を誘

致。民間が運用し、完全個室で冷暖房設置→住民票を浜田市に移転→約４００人、人口

が増となった。） 

・社会増の視点→既存住民の転出を抑制する。潜在住民を対象に転入を促進←基本的な視

点 

 

５．転入増加に向けた事例 

①戸田市はＨＰを活用して、人口を獲得するために「奪う地域」を明確にして、戦略的に

プロモーションしている。→戸田ボート。住民基本台帳をデータ・ベース化し、引っ越

ししてくる地域を絞り込んで、それらの地域の中の駅に自分たちの自治体ポスターを張

り、その地域のタウン誌に住宅情報を掲載。その地域のアピールを積極的に行っている。

移転（引っ越し）した住民に対し、アンケート調査を実施し、上位の理由は勤務先の変

更や結婚で、行政サービスに不満との回答は、ほとんどなかったようです。 

②流山市においてもＨＰを活用し、人口を獲得する為に「対象層」を明確にして、戦略的

に政策を展開している。定住人口を促進するための条例「流山市地域支え合い活動の推

進条例」を施行。 

 

６．教育は人口減少に貢献できるか 

・居住選択の理由に教育はあるのか？ 

・２０１４年に尼崎市が実施した転出入のアンケート調査で「尼崎市を選んだ理由」中で

「公立学校教育が良いから」と言う回答は１．９％と少ない。その他の自治体において

も教育環境が良い事は、移住する際に重視する１６項目中１３番目と低い。 

国土交通省の調査でも「教育」を目当てで、居住先を選択するのは数％で低い。 

・２０１５年奈井江町の「子育て世代に対するアンケート調査」の中で「学力向上に向け

た教育支援」は２７．８％で１５項目中、３番目。 



・２０１６年、秋田県の「ひとり親世帯等の子育てに関するアンケート調査」の中の「子

どもの将来に関する心配ごとについて」では「就職するために必要な学力が身につけら

れるか」が８項目中３番目に位置している。 

・その他、京都市、大阪市、津山市、河津町など、子育て世帯を対象としたアンケート調

査では「子どもの教育・学力」に対する関心は上位にきている。 

・学力テストと人口増減率の関係では、学力テストが高い自治体が人口を増加させている。

学力テスト上位１０位に自治体の人口増加率は平均２．１１ポイントとなっている。 

・学力テストの低い自治体は人口の増加は小さく数値は０．１４ポイント。平均は０．９

４ポイントであるため、０．１４ポイントは平均より低い結果である。 

・学力テストの結果が低い自治体は公表を控えている。 

・学力テストの公表を大阪府は行っていない。学力テストが低い？ 

 

７．居住地選択の優先度 

① 居住地の物件の良さ（広さ、間取り等住宅自体に関する事項の良さ） 

② 交通利便性の良さ 

③ 自然環境の良さ 

④ 医療・福祉環境の良さ 

⑤ 治安に良さ 

⑥ 商業施設の充実 

⑦ 地域・街のイメージの良さ井 

⑧ 子育て環境（保育園・幼稚園・小中学校等）の充実 

⑨ 行政サービスの水準の高さ 

 

８．地域経済活性化の視点 

・交流人口増大→定住人口１人当たりの年間消費額（１２５万円）は、旅行者の消費に換

算すると、外国人観光客８人分、国内旅行者」（宿泊）２５人分、国内旅行者（日帰り）

８０人分にあたる。（観光庁２０１６年９月３０日調査）→インバウンド・人口減を補う

可能性 

 

９．地方創生の展望→自民党の政権公約（地方創生で、活力ある元気な地方をつくります） 

・地方創生はしばらく続きそう→地方創生元年 

・地方創生交付金の視点で戸田市は妊娠を届けた市民に３万円相当分の祝いの品を送る

「プレママ・ハッピーライフサポート事業」を始める。６月から申請を受け付けし、９日

までに７６件の申請を受け付ける。「地方創生交付金」を活用し、約８５０人分の祝い品、

広告宣伝費など合わせ、約２８００万円の予算確保。→国の補助金が切れたら自腹←検討

が必用？ 

・そうした中、意外に順調な東大和市は、２０１０年国勢調査を前提とした２０１５年将

来人口８４，９３６人と推計したが＋２３１人。と推計値よりもいい数字となっている。 

 

『所感』 



・人口減少対策の難しさがひしひしと感じました。居住地選択の優先度においても、我

が街、赤穂は、・自然環境の良さは申し分なく、・居住地としても市街地は平坦な土地が

多く、住みやすい街です。・医療においても総合病院が２箇所あり充実していると思わ

れます。・治安に関しても、犯罪が少ない街です。・商業施設も市内では充実しています

が、郊外は商業施設が少ないのが難点と、交通の利便性が余り良くないのが、人口が増

えない要因となっているのでしょうか。 

・子ども子育てが充実していれば、人口増が望めると、赤穂市においても懸命に拡充し、

昨年には住みたい街ランキングでも近畿圏で上位を獲得しましたが、子ども子育てで

人口増も期待出来ない現状です。 

 ・最終的に感じたのは、交通の利便性と企業誘致ではないかと感じます。 

  赤穂市内には大手有名企業が多く立地しておりましたが、企業縮小・撤退・廃業など

で、より以上の人口減少が進んだ様な気がします。企業誘致が大きな要因ではないか

と思う次第です。企業のＩＴ化で従事者、従業員が少なくなった原因だと感じます。 

 

平成３１年２月１９日（火） １０：００～１２：３０ 

『議会改革の論点整理』 

 

【目的】 

議会改革が必要であるとの思いと、全国的に議会改革を進めており、赤穂市においても、

今後の議会改革が出来るかを調査する為参加させていただきました。 

 

１．議会改革とは 

・議会の最終目的「住民の福祉の増進」を達成していく為に実施。 

・住民の福祉の増進を実現して行くには①執行機関の監視機能、②政策を立案する機能。 

・最近の議会改革は「議会ランキング」を気にしすぎる傾向がある。→住民に視線が行っ

ていない 

・議会改革元年（１９９２年からスタート）１９９２年に、尼崎市議会のカラ出張が明ら

かになり、議会が全国的に注目を集め、個人視察の廃止やタクシーチケットも廃止と

なった。これ以降、定期的に議会改革が叫ばれるようになった。 

 

２．議会改革の例 

 ・民間企業では成果主義型の賃金制度が拡大している頃、地方自治体の世界も採用。熊

本県五木村では月額２１万３千円で議員報酬の一部に成果主義を導入したが、２０１

２年度には廃止されたようです。 

 ・滋賀県大津市議会では、会議の傍聴に関し、傍聴規則ではなく、傍聴のルールを条例

化してもいいのではないかと「傍聴規則の廃止」を議会で制定したが、地方自治法違

反で廃止となったようです。 

 ・滋賀県大津市では会議規則が時代に合致しなくなっているため、議会基本条例も多数

存在しており、会議規則との違いが不明瞭であるとして「会議規則の廃止」しました。 

 ・議会改革は「執行機関の監視機能」と「政策立案機能」の強化することで、その先に



ある、住民の福祉の増進が目的とされている。 

 

３．議員定数を考える観点 

 ・一般的に人口１０００人当たりの議員数は少ないほうが、最小の経費で最大の効果が

上がるとの考え方。重要なことは、議会費の削減で最小の経費で最大の効果があると

されている。 

 ・正しい議員定数の管理①議員の能力開発が重要（議員提案政策条例に取り組むことが

できる）②能力の高い議員を当選させるべき（住民の選挙行動にかかっている）③専

門的人材の育成も大切（議員同士の役割分担が大事） 

 

４．議会基本条例の背景 

 ・執行機関の改革の進展 

 ・議会の存在意義 

 ・議員活動の変化 

 ＊議会において議会基本条例が必要とする理由→議会ランキングを上げる事に懸命  
５．議会基本条例の定義 
 ・議会基本条例は①自治体の政府制度である二元代表民主制を首長と対等を担う議会が     
  ②主権者市民の負託に応えて優れたまちをつくるために、③議会運営の理念を具体化

する制度で、その制度を作動させる原則などを定めたもので、④当該自治体レベルの

議会運営に関する最高法規として位置づけた条例。 
最高法規ではなく最高規範と言う考えが正しい。 

 ・２０１７年３月時点の議会基本条例の制定数は「７９７議会」で現在は８５０議会を

超えている。  
６．議会基本条例の動向 
 ・全国で初めて議会基本条例を制定したのは、北海道栗山町（平成１８年５月１８日）

で、神奈川県湯河原町（平成１８年１２月１２日）、三重県（平成１８年１２月２０日）

の３団体。都道府県では三重県が最初。市では伊賀市（平成１９年２月２８日）。議会

基本条例の傾向→「単なる流行現象」→「意味のないアクセサリー条例の増加」と指

摘する有識者も少なくない。 
・「意味のないアクセサリー条例」①議会報告会の開催による市民との意見交換②市民の

政策提言と位置付けた請願、陳情の提出者による意見陳述。③議員間の自由討議 
・「反論権」反問権では生ぬるいので反論権を規定したのが、北海道鹿追町と松坂市議会。  

７．議会基本条例の論点整理→ブームにのった議会基本条例？ 
 ・ブームにのった議会基本条例（議会改革）ではないか 
 ・出羽守化していないか 
 ・立法事実をどうするか 
 ・なぜ、会議規則ではいけないか 



 ・議会基本条例の制定が目別化していないか 
 

８．政策立案で３つのポイント 

 ①政策立案のためには、複眼思考が大切！！ 

 ②先入観や偏見を捨てる（ゼロベース思考） 

 ③数字に基づいた政策立案を心がける。(数字思考) 

 

９．これからの議会 

 ・某議会選挙の投票率において、２００５年の平均投票率は４５．１２％でありました

が、その後、２００９年は４５．５１％でしたが、２０１３年は４２．４７％と感じ

関心度が低い傾向。これは全国的に低調となっている。 

 ・議会報告会の悪い現状がある。①に参加者が固定化②発言される市民が固定化③質問

が長く、限られた時間の中で多くの市民が発言できない。④質問の実態は、苦情、不

満、陳情であり、中には高圧的な発言も登場⑤議会に対する建設的な報告会とならず、

市政全般の相談になっている。⑥議会と市民が対立してしまい、市民の議会不信を招

いてしまう議会報告会もあるようです。 

 ・議会報告会の４類型では①市民と議論②意見交換③説明（演説）④市民に報告（情報

提供） 

 ・鎌倉市議会のオープン・ミーティングを対面式でなく、ワーク・ショップを採用し議

員と市民も参加者が同じテーブルを囲んで政策提言について意見交換を行い、建設的

な議会報告会へと終始したようです。→良い議会報告会であった。 

 ・オープン・ミーティングの利点はワールド・カフェを採用したり、コーディネーター

は第３者とした。大学生もミーティングに参加することで、和やかに進行できる。参

加者全体で意識の共有化ができ。→次回も参加したいと 

 ・藤沢市議会もカフェトーク ふじさわもカフェスタイルで、自由に話し合うスタイル

で行う事で、その成果は「満足した」が９３．１％、「満足できない」は６．８％。 

  ２０１４年１１月に実施した対面型式の議会報告会は無回答が多い結果となっている。 

 

【所感】 

議会基本条例を制定し、議会改革を調査すればするほど、最近は議会ランキングを上げ

る為に実施し、ランキング度を上げる傾向に思われます。 

タブレット端末議会を行っている自治体に視察を行い、赤穂市でも導入すべきか、検討

していましたが、タブレット端末の耐用年数が約５年と短く、議員の任期は４年との事

で、次の改選時に使用者が居るとは限らないし、タブレット端末の予算が高額となり、

予算的にも厳しく、もっと協議をする必要性を感じました。また、議会報告会を市民団

体と所管の委員会毎に行っていますが、議会報告会を開催して３年となり、議会報告会

を３回行いましたが、市民団体の皆さんも、対話会の成果も良かったと、延べられてい

ますので、今後も、現在の方法等で議会報告会を続けてまいりたいと考えます。 

 

 



平成３１年２月１９日（火） １４：００～１６：３０ 

 

『議案提案政策条例を進めるコツ』 講師 牧瀬稔 

 

【目的】 

条例では首長提案と議員提案の割合を調べましたところ、最近では議員提案条例が少な

いとの事でしたので、その勉強をしたく参加させていただきました。 

 

【講演内容】 

１．そもそも、条例は地方自治法、第１４条において普通地方公共団体は法令に違反しな

い限りにおいて第２条第２項の事務に関し、条例を制定することができるとされていま

す。また、第１４条２では、普通公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、

法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならないようです。 

 

２．条例の制定 

・条例は地方自治体の議会の議決によって制定される「自主立法」であり、法的根拠を持っ

ている。 

① 権利・義務・規制に関する条例 

② 重要な自治体組織に関する条例 

③ 住民の負担の根拠を定める条例 

④ 公の施設の設置管理条例 

この４点については地方自治法やその他の法律により、条例を制定することが必須とさ

れている。 

・条例は、地方公共団体の自主法規であるため、その効力は、その地方公共団体の区域内

に限られる。 

・条例に罰則を設けることができる。禁錮・懲役・罰金・拘留・科料・没収・過料がある。 

 「新宿区、空き缶等の散乱及び路上喫煙による被害の防止に関する条例」で「美化推進

重点地区内において、規定に違反した者は、２万円以下の罰金に処する」と罰則規定を

設けている。 

 

３．ユニーク条例の登場 

２０００年地方分権一括法により、国と地方の関係は「対等・協力」へと変化し、その結

果、地方独自の「ユニーク条例」が登場する。 

ユニーク条例では、北海道余市町では豪雪地域であるため「自らの雪は自らの責任に基

づいて処理する」を規定した条例を制定したそうです。 

ユニーク条例で豪雪地帯の某村では、雪国のつらさを周囲に理解してもらおうと「雪国

はつらいよ条例」を提案し、名称が面白く大手出版社が取り上げたが、条例制定にはなら

ず。 

「婚活のために仲人をたてた条例」で人口減少を克服するため、１人でも多くの男女に

結婚してもらう為に青森県深浦町では「めぐり逢い支援条例」を制定している。条例に親



近感をもってもらうために、絵文字を入れた条例があるのか？では福島県川俣町では「友

♡ゆう♡の日」を定める条例がありました。 

・住民チャンピオン表彰条例は住民の中からチャンピオンを選定して、その住民チャンピ

オンを地方自治体として表彰する条例。 

・カラスに餌をあげたら氏名公表では、カラスに継続的に餌をやり、周辺に被害を与えた

住民に対し、指導、勧告、命令を行い、命令をきかなかった住民に対し、美濃市では「カ

ラスによる被害を防止及び生活環境条例」を制定。その後、郡山市では２０１６年３月

３日に、ごみ屋敷対策で氏名公表を行う条例を制定したようです。 

・生活保護者がパチンコをしている場合、通報をする条例は、兵庫県小野市で「福祉給付

制度適正化条例」を制定。この時期に「いじめ防止条例」も制定されたようです。 

・「街並みをレンガで埋める条例は」は埼玉県深谷市はレンガを活用したまちづくりを実施

するため「レンガのまちづくり条例」を制定。街並みをレンガ造に増やした事で現在は

観光資源となっている。 

・昨今、自治会に加入しない者が増えているので、「自治会加入条例」を制定しようとした

が、出来なかったようです。 

・小学生の基礎学力の向上を市による保障を明記した条例を、２０１０年、北海道釧路市

は小学生基礎学力、全国ワースト１位脱却を目指し、制定する。基礎学力がないと、貧

困問題を招いてしまう可能性があるとして制定したそうです。 

・井原市は地域ぐるみで子どもを健全に育てようとする目的で「子誉（ほ）め条例」を２

００４年に制定する。善行をおこなった者やスポーツ大会で優秀な成績を収めた場合に

表彰する規定。 

・宮崎県の東国原英夫知事は学校教育の場や地域での子どもとの接し方について、「愛のム

チ条例」や「愛のげんこつ条例」を発言したが、制定には至らず。 

・大分県日田市の市長は、夫婦や親子がいずれも市職員で同居している場合、それぞれの

給料を２年間、２割削減する状態案を市議会定例会に提案したが、法令を超える、差別

はいけないと制定ならず。 

・大阪府河南町議会は２０１７年１２月定例会で首長の退職金８割カットする条例を提案

し可決し、制定した。首長が自ら出した「退職金８割カット」の条例ではなく、議会が

「首長の退職金カット」を意図した条例である。２０１８年１月可決。 

 

4．その他、多様な条例 

多岐にわたる安全・安心条例 

・生活安全条例 

・虐待防止条例 

・交通安全条例 

・自動車利用安全条例 

・食の安全条例 

・暴力団排除条例 

・暴走族撲滅条例 

・防災（災害）対策条例 



・モラル・マナーアップ条例 

・空家適正管理条例など、様々な条例が制定されています。 

 住民に対する安全で安心な生活が維持できるように、制定で時代時代に相応した条例で

すが条例の目的の達成状況を評価した上で、条例施行の日以後、３年毎に見直しを行う

とされている。 

 

『所感』 

・講演を伺うと、今の議会は議員提案条例を出す事が少なく、殆どが執行機関からの首長

提案が全市で２００７年～２０１３年では９４．４％～９６．１％と多く感じましたが、

各議員の一般質問ででた案件を執行機関が条例で出された事が度々ありました。赤穂市

内には一時期、暴力団事務所が中心市街地に有り、市民に不安感が広まり、市としても

「暴力団を絶つ会」なる団体を結成し、暴力団事務所を閉鎖することができました。そ

の数年前に一般質問で「暴力団排除条例」を早急に制定して欲しいと提言し、翌年条例

が制定されました。他にも、空家が多くなる中で危険空家の管理に大変、危惧しており

ましたので、一般質問で「空家等の適正管理に関する条例」の制定を提言しましたとこ

ろ、その後に空家対策委員会が発足され、「空家等の適正管理に関する条例」の制定がさ

れました。その他でも議員の提言で制定された条例も幾つかありました。 

今後は状況を踏まえながら、議員提案政策条例になるように提言してまいりたいと考え

ております。どこの、自治体の議会も同じだと思っています。 

 

 

『講師の紹介』 

 ・牧瀬稔氏（マキセミノル）２０１７年４月より関東学院大学法学部地域創生学科准教

授。東京大学高齢社会研究機構客員研究員、法政大学大学院公共政策研究科兼任講師

を兼ねる。２０１９年４月からは、社会情報大学院大学の教授も兼務。 

  審議会等では、厚木市自治基本条例推進委員会委員（会長）、相模原市緑区区民会議委

員（会長）などの委員に就いている。 

  ＊別紙で牧瀬稔氏を紹介 

 

 

 


