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はしがき

　本書は、「公共政策ってなんだろう？」と思われる方、生まれてはじ
めて公共政策を学ぶことになった方々を対象にそのしくみ、理論、実例
を他の類書よりもできる限り平易かつシンプルにまとめたものです。
　公共政策を語る上で、国や自治体は欠くことができない主体です。と
りわけ、わが国の自治体をめぐっては、国の権限を自治体に移譲すると
ともに自治体の自由度を拡大しようとする地方分権の動き、企業経営の
発想と手法を行政に持ち込もうとする国の新しい行政運営の動きが同時
に押し寄せています。そこで本書では、自治体を公共政策における主体
の中心として取り上げることとしました。
　地方自治を取り巻く環境の変化の中で、自治体は自らの力で公共政策
をつくり、その政策を効率的かつ効果的に実施していくことが求められ
ています。そのため、自治体の公共政策は、条例という法形式だけにと
どまらず、計画や予算といった形でまとめられることが多いのが現実で
す。
　著者は、神奈川県職員（1991年４月～2010年３月）として、道路用地
買収、地域計画策定、予算査定、指定管理者業務等に携わったことか
ら、政策の立案・決定・執行といった一連の政策過程を経験してきまし
た。その後、中央大学の授業「公共政策の最前線」（大学院公共政策研究
科・法学部・総合政策学部）と「国土・都市行政」（理工学部）を担当させ
ていただいた中で、授業の中で学生から出されるコメント・ペーパーを
もとにわかりやすく授業を行う大切さを実感してきました。このような
実務経験及び教育経験から「公共政策」をわかりやすく丁寧にまとめよ
うとしたのが本書なのです。
　そこで、本書は次の３部から構成することにしました。
　まず、第１章は、比較的導入しやすい「公共政策の基本を知ろう！」
としてまとめてみました。公共政策を作成するときの内容や政策がどの
ようにつくられていくかについて条例、予算、総合計画のそれぞれにつ
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いて一連の過程をまとめて説明しています。また、自治体の意思決定機
関である自治体議会で行われる質問・答弁の調整過程や自治体の行政運
営に民間企業の発想を取り入れた指定管理者制度についてもその運用状
況と注意すべき点を指摘しています。
　次に、第２章は、「基礎理論と実際をみてみよう！」と銘打って、で
きるだけわかりやすい言葉を使ってまとめようと努力しました。基本は
公共政策の理論について説明していますが、自治体における公共政策の
特徴を捉える上で大切な「国と地方の政府間関係論」に加え、後半では
自治体政策法務の考え方も地方分権時代の今日、大切な視点なので取り
上げました。
　さらに、指定管理者制度で代表されるように自治体の仕事を民間及び
地域社会が担う場合がありますので、民間・政府・地域社会による問題
解決方法とその限界について説明することにしました。
　最後の第３章は「自治体政策づくりを事例で学ぼう！」として、具体
事例の政策過程を紹介することにしました。条例制定過程については、
首長のトップダウンの立案過程として受動喫煙防止条例を、ボトムアッ
プの立案過程として神奈川県土砂適正処理条例を取り上げてそれぞれの
特徴を紹介することにしました。
　次に、ブラックボックスで行われる一般的な予算編成過程について、
市民参加手続を取り入れている我孫子市の事例を紹介し、その特徴を紹
介しています。また、価値観が多様化する今日、政策を実施・執行して
いく過程で、市民との合意調達は困難なことが予想されますが、これへ
の対応として用地買収業務を取り上げて、そこで培われた技術を考察す
ることとしました。
　さらに、「地球温暖化対策」を取り上げて、国際レベル、国レベルの
政策に対して自治体としてどのように取り組むかを明らかにすることに
しました。
　そして最後に、今日の公共政策を学ぶ上で見逃すことができない「老
朽化する社会資本」への対応について、考察することにしました。
　今回の執筆にあたっては、中央大学の学生から、毎回授業でいただい
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たコメント・ペーパーの中に授業内容とレジュメを一冊の本にまとめた
方がいいという意見が複数あり、学陽書房編集部の宮川純一氏に相談し
たところ、実現する運びになりました。
　神奈川県職員を退職して地方自治総合研究所の研究員になり、３年が
経過しましたが、本書を刊行できたのは、神奈川県職員として19年間の
実務経験を得ることができたことと、県職員時代から良き先輩であり、
良き指導者である礒崎初仁教授（中央大学）が身近にいらしていただい
たおかげだと思います。今回の出版にあたっても貴重なアドバイスをい
ただくことができました。ありがとうございました。
　私自身、研究者としてはまだまだ未熟であり、本務地である地方自治
総合研究所の辻山幸宣所長、今村都南雄研究理事をはじめ関係者のみな
さんに支えられていることに深く感謝しています。また、学陽書房編集
部の宮川純一氏には、励ましの言葉と編集にあたって多大なる協力をい
ただきました。ありがとうございました。さらに、こうして発刊にたど
りつくことができたのは、やはり家族の協力があったからだと思い、感
謝しています。
　本書が、自治体の公共政策について学んでみたいと関心をもつ方々に
読まれ、活用され、今後の自治体政策の発展に貢献できれば幸いです。

　2013年４月吉日

岩﨑　忠　
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自治体の予算って
どのようにつくられるの？

!

　ここでは、自治体の予算編成過程について学びます。自治体の予算
は、予算作成過程─予算執行過程─決算過程といったサイクルをたどり
ます。これを予算の循環（budget cycle）といいます。
　また、予算作成過程には、自治体内において次年度予算を編成する過
程と自治体の長が予算案を議会に提出して、議会において審議・修正・
議決される過程があります。
　ここでは、自治体の長が予算案を議会に提出するまでの予算編成過程
を中心に学びます。この過程は、自治体の規模によって相違があります
が、神奈川県を例にすると、図表11のとおり、予算編成方針を作成し通
知するまでの「マクロ的予算編成過程」と予算編成方針に基づき各部局
が見積もった額を査定する「ミクロ的予算編成過程」に大きく分けるこ
とができます。

　自治体の予算編成過程は、経済状況等を考慮して、関係機関との調整
を経た上で、今後の財政収支見通し（翌年度の規模推計、中長期の収支
見通し）を行い、予算編成方針を作成します。
　財政収支見通しの作成過程は、歳入面では税収見通し、貸付金の返
納、不動産売却収入、地方交付税、国庫支出金、県債の発行などについ
て、歳出面では経常的経費（維持管理・運営経費）の調整や各部局が見
積もった額をそのまま予算化することができる枠配分の算定を行うとと
もに、人件費（職員数の増減、定期昇給等）、退職手当、公債費、政策

□自治体の予算編成スケジュール

□マクロ的予算編成過程（トップダウン型政策形成）
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任の説明を中心とした内部調整、二次は部局参加型の調整としている自
治体もあります。これらの調整は、財政課予算主任を中心とした垂直的
調整であり、ボトムアップ型の政策形成ということができます。
　一方で、複数の部局にまたがる横並びの調整が必要な項目（使用料・
手数料、市町村・団体への補助金等）については、財政課の一括調整担
当者が、各財政課予算主任と調整しながら予算案をとりまとめ、課長調
整、部長審査、知事査定の各段階で一括調整を行います。この調整は、
一括調整担当者を中心とした水平的調整かつボトムアップ型の政策形成
ということができます。
　さらに膨大な事業数（2010年度神奈川県当初予算：3,786事業）の予
算編成全体を段階的に把握するため、要求締切りから知事査定までの各
段階で全体集計を行い、そのつど集計結果を知事まで報告しています。

　予算主任は、関係部局等から主体的に必要な情報を入手し、事業の必
要性、官民の役割分担、都道府県・市町村の役割分担、事業積算の正当
性（費用対効果）といった視点を中心に論点を整理し、いくつかの査定

図表11　自治体の予算編成スケジュール（神奈川県）

□財政課予算主任の重要な役割
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総合計画はどのようにして
決められるの？

"

　今回は、単年度予算と違い長期的視点が必要とされる総合計画の策定
過程について学びます。総合計画とは、自治体が施策・事業を総合的か
つ計画的に展開するため、計画期間を設定し、達成すべき目標とそのた
めの施策・事業を定めた文書であり、福祉・環境などのそれぞれの分野
の政策を総合的・体系的に位置付けたものです。
　総合計画の形式は様々ですが、多くの総合計画に共通しているのは、
「基本構想─基本計画─実施計画」などの２～３区分に分けて段階的な
構成をとっています。
　基本構想は、自治体の将来像や政策の方向性を長期的視点に立って定
めるもので、基本計画は、基本構想を実現するために必要な政策や基本
的施策を中期的な視点で定めるものであり、実施計画は、基本計画を実
現するために必要な具体的な施策や事業を短期的なスパンで定めるもの
です。
　計画期間は、基本構想・基本計画は10年から25年程度、実施計画につ
いては３年から５年程度を設定していることが多いようです。この期間
が経過すると定期的にローリング（見直し）をしています。
　環境の変化が著しい今日、従来のような長期の計画期間を定めて総合
計画を策定するかどうかは自治体にその判断がゆだねられており、ま
た、25年という計画期間はあまりにも長いので、今後計画期間を見直す
必要があります。
　これまで、市町村の基本構想の策定は、地方自治法２条４項により義
務付けられてきましたが、2011年の地方自治法改正で、この義務付け

□長期にわたる総合計画の体系
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クコメント）などを行い、住民の意見を反映させます。

図表13　総合計画の策定過程（千葉県八千代市）

計画段階 行政過程 総合計画審議会 議　会 外部環境（地域）との関係

現況調査 市民ニーズの把握

国・県の動向把握

職員参加

市民意識調査・満足度調査
各種市民フォーラム
都市機能分析調査
国・県の広域計画との調整
各種団体からの意見聴取

分析検討 総合計画策定会議設置

将来フレームの作成

施策モニター

経済動向予測

計画立案

計画決定

基本構想の検討
基本構想（案）諮問
基本構想（案）の公表
基本構想原案決定

基本・実施計画の検討
基本・実施計画（案）諮問
基本・実施計画（案）公表
基本・実施計画原案決定

総合計画審議会設置
答申

庁議（部長会議）

答申

庁議（部長会議）

基本構想議決

国・県、住民等の意見聴取
（懇話会、公聴会、住民集会等）
パブリックコメント

パブリックコメント

計画改定

本部会
幹事会
部　会

ローリング（実施計画の見直し）
 総合計画（基本構想・基本計画・実施計画）決定

立案

決定
立案

決定

基
本
構
想

基
本
計
画

実
施
計
画

（出典）千葉県八千代市ホームページより作成

　③ 　最終的に、総合計画審議会の答申を受けて、議会が審議を行い
ます。市町村の場合、現在は議会の議決を要しますし、義務がなく
ても議会に報告して実質的に審議を行います。神奈川県は、「神奈
川県行政に係る基本的な計画を議会の議決事件として定める条例」
を制定し、基本計画等を策定、変更する場合は議決を経ることとし
ています。

　④ 　総合計画が策定されると、各担当部局が事業を実施することに
なり、その際、財政支出を必要とする場合は、毎年度の予算編成過
程に移り、予算措置した後で事業を実施します。総合計画は、条例
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　前項でみたとおり、「受動喫煙防止条例」が形づくられ、いよいよ県
議会の審議となります。その決定段階から条例施行段階（罰則等実効性
の確保）についてみていきましょう。

　県は条例素案を修正した後で、2009年１月に「県民タウンミーティン
グ」を実施しました。このミーティングは、参加者が1,000人を超える
ものとなりました。そして、県は2009年２月に受動喫煙防止条例案を県
議会に提出しました。その結果、県議会からは、自民党・公明党・県政
会の３会派から修正案が提出されました。
　県議会の修正案は、①受動喫煙防止措置の実施を努力義務とした特例
第２種施設の範囲を拡大し「ホテル、旅館やこれに類する施設を追加す
る」、②小規模飲食店を判断するための床面積の対象範囲を「事業の用
に供する床面積」から「規則で定めるものの床面積」とする、③第２種
施設については罰則を適用しないようにする等という内容でした。
　このような県議会からの修正案をそのまま議会が可決してしまって
は、条例本来の目的が達成されません。そのことを危惧した松沢知事は
議案提案者と協議を申し入れました。その後、議会局から修正案に対す
る知事あての意見照会があり、議会修正案は多くの問題を持っている旨
を松沢知事は回答しました。
　県議会から調整案が示されない中で、議長応接室で主要会派の団長に
よる懇談会が開催されました。そこに松沢知事と県幹部も同席し、議長
からはあっせん案が示されました。その内容は、①ホテル、旅館等の取

条例はどうやって
施行されたの？
―受動喫煙防止条例③

#"

□決定段階での議会の仕事──条例案提出から修正可決
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扱いについて床面積の合計が700㎡以下の宿泊施設を特例第２種施設と
して加え、努力義務とする。②事業の用に供する床面積の合計から調理
場を除いた面積が100㎡以下の小規模な飲食店を特例第２種施設として
定め、努力義務とする。③飲食店や宿泊施設等の第２種施設に係る罰則
規定の適用は１年先に延ばし、2011年４月１日からとするという内容で
した。各会派の団長からは議長のあっせん案に対して異議は出されずに
懇談会は終了しました。
　議長あっせん案は、原案より規制がかなり後退したものでしたが、
「受動喫煙の防止を進めることにより県民の健康を守る」という共通認
識の下で、新たな第一歩を踏み出すことができたと評価できます。
　そして、いよいよ受動喫煙防止条例案は、2009年３月に県議会の賛成
多数により可決し、公布されました。

　条例は施行されてすべてが終わるわけではありません。その後も周
知、見直し作業等が行われます。
（１）条例の施行と見直し
　受動喫煙防止条例は、規制対象施設を図表28のように分類し、県民や
施設管理者への周知、表示や分煙設備の準備等を考慮し、公布から１年
間の周知期間を設けて2010年４月から施行しました。なお、飲食店や宿
泊施設等の第２種施設に関する罰則の適用は2011年４月からとしまし
た。また、受動喫煙をめぐる社会環境の変化等を踏まえて、施行日から
３年ごとに条例を見直すこととしました。
（２）罰則
　条例では、罰則として喫煙禁止区域でたばこを吸った者は２万円以
下、施設管理者が必要な義務を果たさない場合は５万円以下の過料の対
象としました（条例23条）。
　過料の対象は、以下の場合です。
　○　施設の利用者が、喫煙禁止区域で喫煙をした場合
　○　施設管理者が、県の立入調査を拒否などした場合

□いよいよ条例施行段階へ──罰則・条例周知等実効性の確保


