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2015年2月17日小規模多機能自治推進ネットワーク会議設立総会 

コミュニティ法人の歴史と展望 
名和田是彦（法政大学） 

 

このような意義深い設立総会で報告をする機会をいただき大変光栄に存じます。 

私は、全国市長会のシンクタンクであります日本都市センターにおきまして、研究に関わらせてい

ただいておりまして、2013年度においては、「地域コミュニティの活性化に関する研究会」、そして

2014年度においては、「都市自治体とコミュニティの協働による地域運営に関する研究会」において、

それぞれ座長を務めさせていただきました。 

この研究会による調査研究の過程で、伊賀市、名張市、朝来市、雲南市のいわゆる4市協議体の「ス

ーパーコミュニティ法人」の構想に接することになったわけであります。2013年の秋にこうした動き

があることを知り、2013年12月16日の4市の会合に参加させていただくことができました。 

日本都市センターのこの2カ年にわたる研究会では、地域コミュニティの問題を、特にコミュニテ

ィを都市内分権制度を通じて制度化することによって活性化を図っていくということが中心的なテ

ーマでありました。 

コミュニティを制度化するという場合に、コミュニティ活動の一部を法人化すること、さらにはコ

ミュニティ自体に包括的な法人格を付与するといったことは、重要な選択肢でありますから、日本都

市センターの研究会でも、4市の動向に注目しながら調査研究を進めていった次第です。 

本日はそんな経過を背景に、4市の小規模多機能自治の取組みと「スーパーコミュニティ法人」の

提言を、どのように受け止めるべきかについて、お話をさせていただきます。 

 

1. コミュニティの地域運営と都市内分権 

(1) 都市内分権とは 
日本都市センターの研究で対象となりました都市内分権というのは、第30次地方制度調査会が大都

市制度に関する提言を行った時にも使われた言葉ですので、ご存知の方も多いと思います。 

あららめて復習いたしますと、都市内分権とは、 

（1）（合併によって大規模化した）都市自治体の区域を（合併前の市町村の区域を目途として）

いくつかに区分し、 

（2）そこに役所の出先やコミュニティ・センターなどの拠点施設を置き、 

（3）そこに（場合によっては選挙制の）住民代表的な組織を置く、 

仕組みのことであります。 

この仕組みは、国際的に見ても多様な姿が展開されていますが、今も少し出てきましたように、市

町村合併への対応という意味合いを強く持っています。 

市町村としての地位を失っても地域運営をしていくことができるように制度的な工夫をしたもの

と言えます。 

しかし、日本で都市内分権が制度的に試みられるようになったのは、いろいろな捉え方があります

が、明治の大合併とか昭和の大合併のような大規模な合併が行われた直後というわけでもありません。

2013年度の日本都市センターによる全国アンケート調査によると、都市内分権を所管している都市自

治体の担当者の多くは、都市内分権は今世紀になってから開始したとの意識を持っていました。また、

法律上の制度という点から言いますと、地方自治法にはじめて本格的な都市内分権制度として規定さ

れた「地域自治区」は、2004年改正によるものでした。 

では、合併して地域運営制度を失った地域社会は、それまでどうしていたのでしょうか？ 

こう考えると、地域運営とは何か、コミュニティとは何か、ということを、日本的文脈の中で考え

てみなければならないことがわかります。 

以下、私の捉え方をご説明したいと思います。 

 

(2) 「地域運営」と市町村合併 
地域を運営するとは、どういうことか。私の考えでは、次の二つのことを主な要素としていると思

います。 

一つは、当該地域社会全体の集合的意思を決定し、地域社会としての進むべき方向を決定する作用

であります。当該地域社会のフィジカルな構造（極めて多くの私有財産からなる）についての計画的
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規制や開発の方針を定めること（＝都市計画）もそれに含まれるし、どのような福祉サービスや教育

サービスなどなど（＝公共サービス）が提供されるべきかを決定することも含まれます。 

もう一つは、この決定に基づいて、実際にそれを執行すること、規制を実現し、また公共サービス

を実際に組織し提供することなどです。 

こうしたことを行うためには、少なくとも近代以降の社会においては、政治権力に裏打ちされた法

制度による必要があると考えられます。地域に住んでいる人たち全体に共通する集合的意思決定をす

るということは、政治権力による強制を伴うのが普通です。また、みんなに共通して必要とされてい

る公共サービスを実現するには、課税権を用いて財源を確保しなければならないでしょう。 

そこで、身近な地域社会にも、こうした法制度的な裏付けを与えて、地域運営を可能にした仕組み

こそ、近代地方自治制度であり、なかんずく市町村という制度的枠組みであったと思います。なかで

も、 

（1）社会の中で行為主体として登場できるための法人格、 

（2）必要な財源を確保するための課税権、 

（3）地域に必要な共通ルールをつくるための条例制定権、 

といったものが本質的要素だと思います。 

ところがそのうち、近代社会のダイナミックな発展の中で、公共サービスに求められる水準が高度

化していき、これを市町村に担ってもらうためには、市町村の規模を大きくする必要が出てきて、市

町村合併が行なわれるようになります。 

しかしその結果、今日コミュニティと言われている身近な地域社会、これはかつて自立した市町村

であったわけですが、この地域社会が、今や市町村合併によって地域運営のための制度的枠組みを失

ってしまうわけです。 

これでは地域住民は困りますね。ではどうするか？ 

 

(3) 地域運営の一類型としての都市内分権の位置付け 
国際的に見ると基本的に二つの対応があったと思います。 

一つは、先に三つあげました地域運営のための本質的条件、即ち法人格、課税権、条例制定権であ

りますが、これを市町村としての資格を失う地域社会に、合併後も保障するというやり方です。 

それなら合併したことにならないじゃないかと思われるかもしれませんが、実際には諸外国にいろ

いろと例があります。「準自治体」などとよく言われますが、自治を多層化し複合自治体をつくるの

です。合併で大規模化した市町村の内部に、もとの市町村であるコミュニティのエリアを準自治体と

して再び制度化してやるのです。イギリスのパリッシュはそういう仕組みでありますし、フィリピン

のバランガイも同様です。ドイツには、各州の農村部にやはりこうした複合自治体の仕組みが広く展

開しています。 

しかしこのやり方は、たしかに、合併したことにならないじゃないかという印象を当然持たれるよ

うに、かなり分散的な仕組みです。 

さきほど合併が行われた事情として、公共サービスに求められる質と量の高度化ということを申し

上げましたが、実は都市自治体の合併にはもう一つの狙いがあったと思われます。合併のリズムにし

ても、都市の場合は、明治の大合併から昭和の大合併へ、というリズムではなく、大正期や戦時期に

合併が行われたりしています。すなわち、近代市場経済の中でダイナミックに発展し膨張していく都

市空間を効率的一体的合理的に管理し、都市間競争や国家間のグローバルな競争に勝っていく、とい

う要請によって、合併が行われたのです。 

この要請からすると、準自治体を都市自治体の内部につくるような仕組みは、やや分散的に過ぎる

ということになるでしょう。 

そこで出てきたのが、都市内分権です。 

さきほど指摘しました、市町村という地域運営の制度の三つの要素を思い出してください。この合

併後の対応の特徴をこの三つに即して整理しましょう。 

（1）コミュニティに、法人格は与えないが、行政組織の一機関として行為主体性を与えます。 

（2）また、課税権は与えないが、住民代表的組織が自由に使途を決定できる交付金を措置するな

どして、一定の財政的権能を与えます。 

（3）さらに、条例制定権は与えないが、住民代表的組織に一定の権限（場合によっては行政を拘

束する決定権）を与えます。 

 

こういったふうに、やや薄められた自治をコミュニティに返却するところに、都市内分権の特徴が

あります。都市空間の一体的管理という要請とコミュニティの自治的地域運営の要請をバランスさせ

た仕組みと言えるでしょう。 
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こうした都市内分権の仕組みを、今や全国の都市自治体の半数が手がけています。そのことが2013

年度の日本都市センターのアンケート調査で判明したのです。 

そのことの意味を、もう少し日本の実態に分け入って明らかにしてみましょう。 

 

2. 国際比較の中の日本型都市内分権 

(1) 地域運営の民間的ソリューションとしての自治会・町内会とその限界 
以上において、合併によって市町村としての地位を奪われた身近な地域社会（コミュニティ）が、

再び地域運営できる制度的な工夫として、準自治体制度と都市内分権制度があると説明し、そのそれ

ぞれの特徴を説明しました。 

しかし、実はもう一つのソリューションがあるのです。それは全く民間の力だけで地域運営を可能

にするものです。 

すなわち、日本では、近代以降何度も合併が行われているのに、これによって地域運営の制度的枠

組みを失うこととなるコミュニティに対しては、ほとんど制度的手当が行なわれませんでした。 

そこで、これでは困る住民は、民間の力だけで、地域運営を可能にする仕組みを作りました。 

でも、世界的に見て政治権力と法制度の力なしには地域運営などできないと考えられているのに、

日本ではどうして民間の力だけで地域運営が可能になるのでしょうか？ 

それは、日本に暮らす人なら誰でも知っているやり方です。すなわち、地域に住んでいる人全員を

会員にする組織をつくることによってです。これが自治会・町内会にほかなりません。 

さきほど、都市内分権制度についてやったように、市町村の三つの本質的特徴に即して、自治会・

町内会がどのようにその特徴を代替しているかを見てみましょう。 

（1）自治会・町内会には法人格はないわけですが、日本の判例法理等により、「権利能力のない

社団」として、社会の中での行為主体性はある程度確保されました。 

（2）自治会・町内会は民間組織ですから課税権はありませんが、会費を集めることで財政を構成

し、地域のみんなのためのサービス、つまり公共サービスを組織できます。 

（3）自治会・町内会は民間組織ですから条例制定権はありませんが、全員が会員なのですから、

会の議決や規約が、会のルールであることを超えて「地域のルール」になります。 

 

いいことずくめのようですが、これが機能するためには、当該地域の全員が会員になってくれてい

るということが前提となっていることを忘れてはいけません。これが民間組織の弱点です。 

そして実際、高度成長期を通ずる日本社会の都市化によって、次第に自治会・町内会の加入率は低

下していきました。 

そうすると、即座に自治会・町内会による地域運営が破綻するわけではありませんが、いろいろな

矛盾が次第に顕在化してきます。 

会員でない人が出てくると、自治会・町内会の規約や議決の効力が及ばない人が地域の中に出てき

て、「地域のルール」にならなくなります。ゴミステーションの管理などを想起すればよくわかるで

しょう。 

また、会員でない人は会費を払わないのに、自治会・町内会が提供している排除性のない公共サー

ビスを享受できるので、受益と負担の関係について会員から不満が出てくることになります。自治

会・町内会が管理している防犯灯をお考えください。非会員がその下を通るときだけ消灯するわけに

はいかないのです。また、お祭りをお考えください。非会員の子がお菓子ちょうだいと言って手を差

し出したときに、あなたは拒否できますか？ 

こうした矛盾と地域運営の困難に対処するには、民間的原理だけに任せず、コミュニティを再度法

制度の中に取り込むことがその基本的着眼点になるはずです。すなわち都市内分権を試みるのです。

本日はこのコミュニティ政策の歴史についてお話しする余裕がありませんが、この政策傾向は特に

1990年代以降強まっているとは言えます。そして今や、さきほどお話ししましたように、2013年度に

日本都市センターが行った調査によると、全国の都市自治体の約半数が都市内分権的仕組みを試みて

いる状況にあります。 

 

(2) 都市内分権における「参加」と「協働」 
このように日本の都市内分権は、一旦成立した、自治会・町内会による地域運営の民間的ソリュー

ションが、都市化とともに弱体化していくことへの政策的対応として形成されていく、という独特な

コースをたどってきています。 
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その基本的な内容は、民間地域組織による地域運営を全面的に代替する仕組みを作るというよりは、

この民間地域組織の機能を補完しつつ、地域住民による地域運営をやりやすくするという性格のもの

です。したがって、都市内分権の住民代表組織には、むしろ自治会・町内会にも積極的に入ってもら

い、中心的な役割を担ってもらいます。そのほか、地域の様々な組織、民生委員児童委員協議会、青

少年関係の協議会、スポーツ推進委員の協議会、老人クラブ、子ども会、PTA、さらには地域で活動

しているテーマ型の市民活動団体やNPOにも加わってもらって、住民代表組織を構成します。このよ

うな組織を、日本都市センターの研究会では、「協議会型住民自治組織」とよびました。 

自治会・町内会は民間組織ですから、それによる地域運営においては、「会員」という概念が不可

避です。会員しかまちづくりの当事者にならないのです。そこを制度的に補完して、当該エリアに住

んでいる人、あるいは場合によっては、そこに働く人、学ぶ人、活動する人も含めて、「当事者」に

するのです。「会員」でなくても「当事者」にすることができるところに、制度の力があります。 

なぜこういう構成をとるのかというと、日本の現在の状況からして、こうしたコミュニティへの政

策的働きかけにおいても、「協働」という政策理念が強く作用しているからです。 

冒頭に、「地域運営」という概念を定義し、二つの要素を申し上げました。 

一つは、当該地域の集合的意思決定をすることです。これがなるべく民主的に行われなければいけ

ないのは言うまでもありません。現在日本で取り組まれている都市内分権には、これに関連する性格

が含まれています。大規模市町村体制のもとで、市町村の意思決定を、いつも首長と議会だけで行う

のではなく、様々な市民の意見を聞く、さらには多様な各地域の声を聞くことを通じて、民主的なも

のにしていくことが、例えば各自治体の自治基本条例では謳われています。この理念は自治基本条例

ではよく「参加」と呼ばれています。日本の現在の都市内分権は、各コミュニティの住民代表組織に

おいて地域の声が集められ、これが自治体行政に伝えられることによって、民主的な「参加」の装置

となるのです。 

しかし、地域運営にはもう一つ、この民主的に形成された方針に基づいて具体的に公共サービスを

実行していく、という執行の局面がありました。そして、日本の都市内分権は、この役割をも地域社

会に期待しています。この政策理念は、皆さんよくご存知のように、「協働」と呼ばれています。日

本の都市内分権は「協働」の制度装置でもあります。 

この「参加」と「協働」の二つの政策理念が車の両輪になっているのが、日本の都市内分権の特徴

です。 

これを、私が少なからず研究してきたドイツの都市内分権と比べると、ドイツの場合は、参加の機

能しかない点で、日本の様相は非常に特徴的なものです。 

このことから、現在の全国の都市自治体による都市内分権とコミュニティ政策の取り組みには、特

徴的な様相が出てきており、また特徴的な制度的課題が出てきている、と思います。 

 

(3) 日本都市センターの調査研究で明らかになった近年の日本の都市内分権の

傾向 
以上のように、「参加」と「協働」を車の両輪にしている日本の都市内分権においては、いくつか

の制度的特徴ないし課題があります。 

これを、本日のこの会のテーマに引きつけて整理するならば、二つのことが指摘できると思います。 

 

(a) 条例制定などによる地域代表的性格の確保 
一つは、都市内分権における住民代表組織、これを日本都市センターの研究に倣って「協議会型住

民自治組織」といいましょう、この協議会型住民自治組織に、真に地域を代表しているという性格を

付与する工夫が試みられているということです。 

ドイツなどと違って、日本の都市内分権には、地方自治法上の地域自治区制度にしても、住民代表

組織を選挙で選ぶという仕組みがありません。 

しかし、市長や市議会といった制度上の代表的機関に対して地域の声を代弁していくという「参加」

の機能をきちんと果たすことはもとより、さらには「協働」の活動においても、当該地域を代表して

いる存在として活動できることが重要です。特に、多くの場合、協議会型住民自治組織は、自治体か

らある程度自由に使える交付金をもらっています。そのためには、真に地域を代表しているという性

格付けが制度的にも担保されていなければならないでしょう。協議会型住民自治組織には、主要な参

加組織として自治会・町内会も入っているわけですが、加入率がかなり低下している場合には、その

ことだけをもって協議会が真に地域の代表だとは主張できない場合も出てきます。 

そこで、都市内分権の試みにおいて、かなりのケースで、根拠となる条例を制定することが行われ

ています。2013年度日本都市センター調査では、都市内分権を行っている都市自治体、全体の半数と



 

<5> 

申し上げましたが、その中の16%は独自の条例を定めています。法律上の地域自治区制度を活用して

いる自治体も含めると、およそ25%程度になります。少なからぬ都市自治体が、協議会に法律又は条

例という公式の法令上の根拠を付与しているわけです。 

4市の提言の中では、法律の根拠に基づいて、条例によってスーパーコミュニティ法人に地域代表

性を付与すると構想されています。やはりこうした公式の法令の根拠の必要性は、日本都市センター

の研究でも明らかになっているところといってよいのです。 

ついでに申しますと、4市のご提案では、法律では簡単に要件を書いて、地域代表性の認定は大幅

に条例に委任してほしいということになっています。このやり方は実は自治体には経験があります。

地区計画制度を運用するために自治体が独自にまちづくり条例を制定するときのやり方です。すなわ

ち、地元が設立したまちづくり協議会を市長が地域住民の大多数を代表しているとして認定するとい

う仕組みです。現在都市内分権のための条例をつくっている自治体においても、ほぼこのような認定

制度が組み込まれていると思います。 

 

(b) 高い事業性を持つ活動部分を法人として切り出す動き 
さてもう一つの論点です。 

日本の都市内分権においては、「協働」の制度装置として、協議会型住民自治組織には場合によっ

ては高い事業性が求められます。 

制度がそれを要求しているというより、地域社会を取り巻く厳しい環境がそれを要求しているので

す。まさに、少子高齢化・人口減少のインパクトに、様々な事業を持って立ち向かう必要に、今の日

本の多くの地域社会は直面しています。 

地域課題解決の重要な手法としてコミュニティ・ビジネスが提唱されているのもその表れです。 

2014年度の日本都市センター研究会では、現地調査を中心に調査活動を行いましたが、そこでも、

協議会型住民自治組織の中に、高い事業性をもつ活動を行っているものがあり、その必要から、その

部分を法人を設立して担わせるということをやっていました。私自身の独自の調査でも、そうした法

人化は多く見られ、今や普通のことといってよいと思います。 

コミュニティバスの運行、発電事業、福祉的施設の運営、コミュニティ・カフェなどの交流拠点の

運営、集落営農などなどの取り組みにおいては、コミュニティがその事業を法人として切り出し、法

人組織によって運営するという体制を作らなければ、不便で仕方がありません。 

地域課題が厳しくなれば、同じ地域で、複数のこうした法人があるという場合も目にしています。 

そうすると、4市が提案されている「スーパーコミュニティ法人」が視野に入ってきます。 

協議会型住民自治組織がいわば戦略本部として統括しながら、地域内でいくつかの事業が行われ、

そのうちのいくつかが法人である、といった場合には、むしろ協議会型住民自治組織そのものを、地

域代表的性格を持ったまま事業法人とすることができるような仕組みがあると便利です。 

実際、2014年度日本都市センターの現地調査の限りでも、鶴ヶ島市の鶴ヶ島第二小学校区地域支え

合い協議会と大阪市鶴見区の緑地域活動協議会という二つの事例で、協議会型住民自治組織そのもの

の法人化の例が見られました。 

しかし、これらの法人は、一番多いのはNPO法人ですが、いずれも私法人です。NPO法人はいくつか

この種の地域活動には使いづらいところがありますが、それ以外に、地域代表性を表現しにくいとい

ことがあるでしょう。今のところ他にないから現行の法人制度をなんとか使っているというのが現状

なのです。 

地域丸ごと法人化する「スーパーコミュニティ法人」にはびっくりされた都市自治体の方々も、実

は足元を見ると、コミュニティが事業を行う際に使いやすい法人制度が必要とされる事例がすでにあ

るのではないでしょうか。 

本日は、国のいろいろな省庁の方々も来ていただいており、大変ありがたいことと思っております。

国におかれても、現在の地域コミュニティの困難な状況と、その中でも頑張っておられる地域活動者

の姿に鑑み、新しい法人制度をご検討いただければ幸いです。 

 

3. コミュニティそのものを法人化することの意義 
以上申し上げたことをまとめて振り返って、最後に、法人化の意義について、私の考えを申し上げ

たいと思います。 

都市内分権における住民代表組織を法人化するという話に、現在のところはあまり現実味を感じな

いという自治体関係者もおられるかと想像しております。その中で、伊賀市、名張市、朝来市、雲南

市の4市が提起された小規模多機能自治を実現するための「スーパーコミュニティ法人」という構想

の持つ意味を、私なりに考えてみるということであります。 



 

<6> 

2013年度の日本都市センターのアンケート調査では、都市内分権制度を試みている都市自治体は全

体の半数程度であると申しました。 

これは私の予想を上回って多く、都市内分権の浸透を喜んだものでありましたが、しかし逆の見方

をすると、半数程度の都市はまだ都市内分権をやっていないわけです。 

全国の都市自治体を見渡しますと、比較的財政が豊かで、行政サービスが充実しているので、地域

コミュニティには今後も安定した持続可能な機能を果たしてもらうというのがコミュニティ政策の

基本である、といった都市自治体もあります。こうしたところでは、都市内分権のような仕組みづく

りよりは、より直接に自治会・町内会に働きかけ、自治会・町内会の加入率低下をくい止め、また自

治会・町内会の活動がこれからの時代にマッチしたものになるように、例えば自治会・町内会を対象

とした協働提案事業制度などを試みていく、といった政策が重要になるでしょう。これを第一の類型

としましょう。 

これに対して、第二の類型として、多くの都市自治体は、もう少し厳しい状況に置かれているでし

ょう。こうした自治体では、都市内分権制度を整備し、地域コミュニティの住民のみんなを当事者に

しつつ、人材を発掘し、地域が必要としている新しい課題解決活動に「協働」型で取り組む、といっ

たコミュニティ政策を推進していかなければなりません。こうした都市自治体では、すでにいくつか

の先進的なコミュニティにおいて、その取り組んでいる事業を法人として切り出している事例も存在

するでしょう。そうした地域が使いやすい地域法人を設計する必要があると思います。 

さらに第三の類型として、もっと厳しい状況に置かれた自治体では、地域コミュニティがたくさん

の事業性の高い取り組みを行う必要があり、これらを束ね、なおかつそれが私的な利益目的ではなく、

地域全体のためであることを保障できるような、「スーパーコミュニティ法人」が必要とされるでし

ょう。 

少子高齢化、人口減少という、ある意味で国が成熟化しているこの日本では、世界的に見ても新し

いチャレンジが行われています。都市自治体全体としては、第一から第二、第二から第三の類型への

遷移が広範に生じていると思われます。 

こうした観点からすると、「スーパーコミュニティ法人」構想は、全国民的課題だと言えると思い

ます。 

たしかに、歴史的には、都市自治体においては、都市空間の合理的効率的な一体的管理を可能にす

るために、内部に準自治体をつくる制度よりは、都市内分権制度が好まれたと思うのですが、膨張し

た都市を含む社会全体が、成熟化によって変容してきており、都市自治体の内部に法人化されたコミ

ュニティを含むような仕組みが求められる歴史的局面に私たちはさしかかっているのではないでし

ょうか。 

本日のお話ではイギリスのパリッシュについてふれました。実はパリッシュは、準自治体として、

主として農村部で展開している仕組みであり、そもそも都市の中の都市というべきロンドンではパリ

ッシュを設立することは禁止されていました。ところが2007年の法改正で、ロンドンにもパリッシュ

を設立することが認められ、実際現在一つ設立されています。日本都市センターでは海外調査として

2014年9月にここを訪問してきましたが、パリッシュは準自治体で課税権を持っている点において、

「スーパーコミュニティ法人」とは異なりますが、それでも訪問したQueen's Park Community Counci

の方々は、課税による収入にも期待しながらも、独自の地域力による事業展開の必要性についても語

っていたのが印象的でありました。 

イギリスにおいても、日本ほどではないが、やはり都市の内部にやや分散的な地域法人の仕組みを

導入することが試みられているのです。 

 

ご参集された自治体の方々には、このネットワーク会議を、このような成熟化した日本社会におけ

る普遍的に必要な仕組みを議論する場として今後とも活用していただきたいと思います。 

また国の関係者の方々におかれましても、日本社会の地域コミュニティの担う課題の歴史的変化に

敏感に対応していただくことをお願いしてまして、私の報告を終わります。 

ご静聴ありがとうございました。 
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