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自治とは自ら考え︑責任を持ち︑
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博
コロナ禍で国の通達や目安に
振り回された地方自治体
渡邊 新型コロナウイルスに対する政
府の対応のもどかしさもあり︑国民の
地方自治体への関心が高まっています︒
政府と自治体との関係について︑どの
ように見ていらっしゃいますか︒
片山 今回のコロナ禍への対応を見て
いると︑地方分権︑地方自治の基礎が
自治体自身の手で後退させているとの
印象を持っています︒２０００年︵平
成 ︶に大きく前進した地方分権改革
はその後もそれなりに進んできたはず
なのに︑自らの怠慢や意識の低さのた
めにかなり後退してしまいました︒
渡邊 それは具体的に言うと︑本来国
に権限のないことについても︑自治体
が国におうかがいをたてているという
ようなことでしょうか︒
片山 そうですね︒地方分権改革の成
果はいろいろありましたが︑一番重要

だと思うのは︑国と自治体とは上下関
係ではない︑対等の関係だと示したこ
とです︒もちろん法治国家の中の自治
体ですから︑国が国法で定めたことは
守らねばなりません︒しかし︑それ以
外のことで﹁ああしろ︑こうしろ﹂
︑
あるいは﹁ああするな︑こうするな﹂
と︑国から通達の紙切れ一枚で差配さ
れるようなことがあってはいけない︒
そういった﹁通達行政の禁止﹂なども
改めてルール化されたのが地方分権改
革でした︒
ところが今回のコロナ禍への対応を
見ていると︑国の通達や国の示す目安
に振り回され︑自治体が現場の実態と
かけ離れた対応をしていた面が目につ
きました︒国の基準には従わねばなら
ないとハナから思い込んでいるようで
したが︑実際には目安は参考にすぎま
せん︒地域の実態がその目安ではうま
くいかないと分かったら︑独自のルー
ルを決めたり︑ルールを変えたりすべ
きなのに︑それができませんでした︒
渡邊 その原因は︑長年かけて︑考え
るのは中央の役目で︑地方は考えなく
てもいいんだと刷り込まれてきたとこ
ろにありますか？ 霞が関から地方に
役人が派遣されたり︑国の補助金が財
源として必要だったりということも大
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地方自治を熟知する片山さんは︑
鳥取県知事︑
総務大臣
在任期間を通して地方分権を推進してきた︒
コロナ禍で政府の対策は揺れ︑
自治体の多くも指示待ち
状態にある今こそ国民は︑
国と地方自治体の役割︑
地方自治のあるべき姿を考えてみる機会だと片山さんは語る︒
聞き手 ●
渡邊直樹 本誌編集長
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インタビューは、国が 2 度目の緊急事態宣言を発出した1月7日の翌日、8日に行われた。そのため急遽、オンラインによるインタビューとなった。

自治体の職員︑そして何より主権者で

な人たちがいます︒首長︑議会の議員︑

片山 地方自治の担い手にはさまざま

のが普通なのに︑新型コロナだけは４

した︒発熱すれば医師に診てもらえる

に相談しても検査してもらえませんで

上の高熱が４日間続かないと︑保健所

片山 そうです︒

べき姿だと︒

渡邊 仁坂さんのやり方が本来のある

ースはすべて検査の対象にしました︒

感染を見逃してしまうと︑疑わしいケ

自治体のトップの役割なんです︒とこ

えてあげましょうというのが知事など

ば︑弁護士さんに相談できる機能を備

律の知識がなく困っている︒それなら

律上の権限が必要だ︒でも職員には法

Ｒ検査は初期の段階では︑ ・５℃以

ある住民がいます︒さらに地方のマス
日間は家にいろと言われる︒その間重

きいと思いますが︒

コミ︑地方のアカデミズムもいる︒そ
症でなければ出歩いて市中感染のもと
いるわけです︒地域にニーズがあるの

ようにしましょうという通知を待って

ろが実際は︑国が弁護士に相談できる

ういった人たちが地方自治の原理を︑
になる可能性もあったわけで︑
﹁なぜ

片山 特に厚生労働省の行政分野であ

ょうか︒

とが行われていると考えていいのでし

関しても︑国と自治体の間で同様のこ

明らかになりましたが︑ほかの問題に

で目立たないため︑なかなか関心が向

は目立ちますが︑保健衛生行政は地味

政の分野の道路や橋を造るという仕事

の分野に暗いこともあります︒土木行

った例が多いのは︑知事さんたちがこ

特に厚生労働省の行政分野にこうい

になぜやらないのか︒

る︑保健︑衛生︑医療行政には多いで
かない︒そうすると現場は国の通知を

渡邊 コロナ禍でそういった関係性が

国に対してきちんと
物申す知事が少ない

しっかりと体で身につけていないよう
こんな愚かなことをしたのですか﹂と

すね︒

きたケースがたくさんありました︒

顧みないで従ったために不具合が出て

ました︒それに対して︑地域の実態を

して中央集権的な運用になってしまい

うんですよ︒

ボーッとしていたらすぐやられてしま

あの手この手で仕掛けてきますから︑

さんは国の示す基準ではだめだ︑市中

片山 仁坂さんぐらいなんです︒仁坂

ましたね︒

吉伸知事は︑県独自の判断を示してい

渡邊 その段階でも︑和歌山県の仁坂

ればいけないと思ってしまった︒

ね︒それを金科玉条のように守らなけ

がそうなっていたから﹂というんです

尋ねると︑
﹁厚生労働省の作った基準

渡邊 かつてはそういうふうに︑国に

親に怒鳴り込まれた︒対抗するには法

た児童を施設に収容しようとしたら︑

げる必要があります︒例えば虐待され

ことに困っているのかを細かく拾い上

すよ︒そうしてスタッフがどういった

見直すのが自治体の役割だと思うんで

ちんと取り組めているのかと自主的に

うちの体制はどうなっているのか︑き

い事件が起きましたよね︒そのとき︑

あちらでもこちらでも児童虐待の悲し

が︑基本的には都道府県の仕事です︒

す︒今は一部の市でも設置しています

んですね︒

することですが︑どうもそれが苦手な

ことがあるのかとこちらにも初めて分

ションしました︒そうすると︑こんな

った部署へ出向いていってディスカッ

目瞭然でした︒それで最初に︑そうい

たっていませんでした︒それはもう一

待やＤＶといった行政分野には日が当

部署を改めて点検したところ︑児童虐

片山 知事になったとき︑いろいろな

作っていったわけですね︒

ばせて︑国と対等にやっていける形を

こに光を当て︑職員の方にも多くを学

渡邊 片山さんは鳥取県知事時代にそ

頼りにするしかないわけです︒

わかりやすい例をあげますね︒ＰＣ

と鳥取県は独自に全頭検査する方針を
対して一歩踏み出してものを言う知事

自ら決めるというとき︑決める主体

一例をあげると︑児童虐待の問題で

かることがあり︑国と対等に向き合え
決めました︒国は猛反対で︑検査キッ
さんたちがいらっしゃいましたね︒

れば地方側にとっての改革の成果はな

るよう︑予算や人員を含め︑体制固め
トを回さないとまで言ってきたので︑

今回は︑国の通知や目安が︑結果と

旧に復したいと思っている人は多く︑

きものにしたい︒通達一本で従わせる︑

をしました︒もう一つ︑国から言われ

は仕組み上は議会です︒国会が国の最

予算の決定しかり︑条例の決定しかり︒

片山 いましたね︒当時は宮城県の浅

と物申していました︒

ところが議会には自分たちが決定の責

フランスにキットを買い付けにいく相

渡邊 それがどうして︑今のようにな

任主体だという自覚がほとんどないで

たことを鵜呑みにする必要はありませ

ってしまったのでしょう︒パフォーマ

すね︒私は日本では本当の意味の議会

高意思決定機関であるように︑地方議

ンスする知事はたくさんいますが︒

制を定着させるのは無理なのかなと︑

野史郎さん︑三重県の北川正恭さん︑

片山 そういう意味では今物言う知事

ときどき挫折感を覚えそうになるほど

談までしていたんですが︑ある日朝刊

は沖縄県の玉城デニー知事ぐらいでは

です︒

んよということも徹底しました︒国の

ないでしょうか︒あとは何かみんな︑

渡邊 いやいや︑将来を担う若い人の

会も自治体の最高意思決定機関です︒

国に対していい子になりましたね︒そ

ためにも︑ぜひそのあたりのことをお

高知県の橋本大二郎さんたちがきちん

れこそ忖度する知事が増えました︒

とおっしゃっています︒

体の中での自分の役割を誤解している

渡邊 常々首長さんも議員さんも自治

決めた全国一律のレディメイドな地域

決定して︑地域を運営していく︒国の

もしくは住民の代表者が責任を持って

として︑それ以外のことは地域の住民︑

治国家ですから国法に従うのは大前提

聞かせください︒
片山 自治とは自ら決定すること︒法

に﹁国は全頭検査を指示﹂と出たんで

ど︑地域の視点に立ったとき︑これは
ちょっとずれているということもある
わけです︒そういう場合は随時自分た
ちなりにカスタマイズしていこうとい
うことも周知を図りました︒
その結果どういうことが起きたかと
いうと︑牛の感染症であるＢＳＥ対策
で国の通達よりも現場の声を優先する
ことになりました︒当時の国の対応は
素早く︑水際作戦を徹底したほか︑生
後 カ月以上の牛に対して感染の有無
を検査し︑市場には検査後の安全な牛
肉しか出回らないようにすると打ち出
しました︒すると︑県の食肉衛生検査
所の獣医師たちから﹁ カ月未満の牛

片山 １９４７年︵昭和 ︶の﹁地方

どうすべきかと彼ら彼女らに尋ねると︑

と言われた﹂と報告がありました︵笑︶
︒

い︒何度か問い合わせると﹁しつこい

働省に問い合わせたところ︑返答がな

げで︑当座の不安を解消することがで

て﹁それはおかしい﹂と物申したおか

鳥取県の獣医師たちが国の規準に対し

ね︵笑︶
︒まあそれはいいのですが︑

す︒鳥取県には一言のことわりもなく

うことは︑いくつかの選択肢の中から

自ら治めるわけです︒自ら治めるとい

自治というのは︑読んで字のごとく︑

本的な仕組みが定着していませんよね︒

ていますが︑地方自治の原理原則︑基

自治法﹂の施行以来︑長い時間がたっ

中から一つを除いて排除する作業でも

るということはいくつかある選択肢の

いことはないんですが︑一方で決定す

づくりができるわけです︒こんな楽し

ちで作り上げたオーダーメイドの地域

運用モデルに従う必要はなく︑自分た

﹁ カ月未満の牛も含め全頭検査させ
てください﹂という意見で︑それなら

きたわけです︒

あるわけです︒当然決定に対して批判

たんです︒当然の疑問と思い︑厚生労

自分たちで作り上げる
オーダーメイドの地域づくり

通知はもちろん有益なこともあるけれ

す︒隙あらば失地を回復したい︒でき

国の方は各省がしっかり考えていま

かと見ています︒

みんな真剣に考えていないんではない

ならないのか︒そういう切実さがない︒

しては体を張ってでも抵抗しなければ

ばならないのか︒どういったことに対

ければならないのか︒何を守らなけれ

な気がしますね︒自分たちが何をしな

37

地方自治の原理を
しっかりと体で
身につけていない

自ら考え︑自ら責任を持って︑決定を

は大丈夫なのか﹂と疑問の声が上がっ
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