
市民参加型予算の現状と課題 

伊藤久雄（ＮＰＯ法人まちぽっと理事） 

 

長野県は 10月２８日、県民参加型予算（提案・共創型）試行に係る提案募集を公表した

（募集締め切は 11月 28日）。長野県はＨＰで次のように述べている。 

『県民の皆さんの新たな発想や問題意識を取り入れるため、県で設定したテーマに資す

る提案を募集し、提案者との対話を通じて、県予算を共に創り上げる県民参加型予算(提案・

共創型)を試行します』。 

長野県のほかにも、接戦の末現職を破り就任した岸本杉並区長が検討していると言われ

ており、改めて注目されている。そこで本稿では、市民参加型予算（県民参加型予算）の現

状を参考資料などから調査し、その事例を踏まえて今後の課題を考えたいと思う。（次項の

各自治体の取組み紹介の最後の（ ）内は論文の著者等である） 

 

１． 市民参加型（県民参加型）予算の現状 

 

(1) 都道府県 

 

〇 三重県 

 2020 年度から「県民参加型予算」を導入。県民が事業提案をし、そのなかから投票され

たものに予算を配分し、事業化する仕組みだったが、投票は有権者全員ができるものの、

2020 年度は 6,505 票、2021 年度は 4,361 票と投票数はかなり少なめ。「少ない票による多

数決で、事業を決めていいのか」という声があり、2022 年度は、事業提案などは継続して

いるものの投票は取りやめに。（TOKYO MX 堀潤モーニング FLAG） 

 

〇 東京都 

 行政にはない新たな発想の活用や、都民の都政への参画を目的とし、「都民が提案し、都

民が選ぶ」仕組みである「都民による事業提案制度」を 2018 年度予算から導入している。

提案をテーマ別に募集後、都庁で精査し、事業案にまとめた上で、インターネット投票（1

人 3票まで）を実施している。（三重県総務部財政課 富永隼行／谷口純） 

 

〇 長野県（試行） 

今回の提案内容は以下のとおり。 

・ 提案を含む試行の流れ 

（１）県から、県民と共に解決したい課題を提示 

（２）県民から、課題解決に資する提案を募集 



（３）提案内容の確認、事前ヒアリング等を経て、年度内に対話の場を設け、ともに事業を

検討 

   ※対話の場は、来年度も継続する場合あり 

（４）事業ができたところで、県で予算化する事業を決定し、予算化 

（５）予算化したのち、提案者等とともに事業を実施 

 

(2) 市区町村 

 

〇 島根県隠岐郡海士町 

ふるさと納税で集まったお金を議会にかけて事業化するのではなく、海士町未来共創基

金としてプールしていた。そして、それを使うためにはプレゼンが必要となるが、その舞台

となるのは、海士町で長年続く、みんなが集まるお祭りの場。そこで町の人たちの合意を得

ると、予算が獲得できるという斬新で面白い取り組みだった。（TOKYO MX 堀潤モーニング

FLAG） 

  

〇 三重県名張市 

「住民が自ら考え、自ら行う」まちづくりを実現するため、2003 年から「ゆめづくり地

域予算制度」を実施している（2019年度予算額 1億 600万円）。従来の地域向け補助金を

廃止した上で、概ね小学校区を単位とする 15の地域づくり組織に使途の限定がない交付金

を交付し、住民の合意により実施するまちづくりに充てている。（三重県総務部財政課 富

永隼行／谷口純） 

 

〇 埼玉県志木市 

元市長（2001年～2005年）の発案で、住民を公募し予算策定委員会を立ち上げ、行政へ

のヒアリングなどを認めて同委員会による独自の予算案を策定してもらい公表した。市長

は委員会が策定した予算を参考にして、最終的に予算を決めた。（自治総研：兼村高文、洪 

萬杓） 

伊藤注：穂坂元市長が発足させた予算策定委員会は市町交代にともない廃止された。 

 

〇 名古屋市 地域委員会 

 河村市長が実施開始。地域課題及びその解決策について検討し、そのために必要となる市

の予算の一部の使途について提案等をすることにより、地域の意見及び要望を行政へきめ

細かく反映させること、地域内分権による住民への参画を図ること及び地域コミュニティ

の更なる活性化を図ることを目的とする。（慶応義塾大学大山研究会） 

 

 



〇 茅ヶ崎市 

平成 17年に施行した「茅ヶ崎市市民活動推進条例」に基づき、市民活動活性化のための

協働推進事業を推進してきた。目的として、「市民活動の特性を生かした公共サービスの創

出」「地域力の向上」を挙げ、地域全体の公共サービス提供能力の向上を目指している。 

（慶応義塾大学大山研究会）  

伊藤注：ＮＰＯ等市民団体による事業提案は多くの自治体で実施されている。 

 

〇 愛知県新城市  

高校生らの「若者議会」が予算案を作成し、市長に「答申」する。新城市若者議会条例に

もとづき、平成 28年度予算から今日まで継続している。令和４年度新城市若者予算は 4事

業、予算総額 379万円であり、市は満額予算化している。（新城市ＨＰ） 

 

２．参加型予算の定義と分類 

 

慶応義塾大学大山研究会（メンバーは学生）は次のように定義している。 

 参加型予算を「市民参加の一環」であるとしているが、「市民参加」の定義としては、高

橋 ･ 佐藤（2013）による、「市民参加とは、市民が地域的公共的課題の解決に向けて、行政

や社会等に対して、何らかの影響を与えようとする行為である」との定義を用いたい。（伊

藤注：高橋 ･ 佐藤（2013）－高橋秀行・佐藤徹編著（2013）『新説 市民参加〔改訂版〕』

公人社）） 

 なお、松原 明、鈴木 歩（まちづくりに関する日本の参加型予算の現状と可能性）は参加

型予算を５つに分類している。すなわち、①予算編成過程の公開、②市民委員会による予算

の対案編成、③1 ％支援制度、④地方自治体に予算を交付、⑤予算前に NPO などの市民活

動団体から事業提案を受けること、である。慶応義塾大学大山研究会はさらに自治体アンケ

ート結果にもとづき、以下のように分類した。（数字は回答自治体数） 

・予算編成過程の公開：23 

・市民委員会による対案作成： 4 

・予算の一部を自治体地区に交付： 5 

・個人住民税の 1 ％を市民投票により補助： 0 

・NPO の事業提案の受け入れ： 2 

・その他： 4 

 ただし、回答自治体の具体名は論文には書かれていない。 

 

 

 

 



３．今後の課題 

 

(1) 分類ごとの課題 

本論で紹介した慶応義塾大学大山研究会の論文は、慶應義塾大学法学部政治学科大山耕

輔研教授の研究会によるものである。学生のメンバーであるが、大山教授も議論に加わって

いると思われるので、ぜひ参考資料を精読していただきたい。 

さて筆者が考える課題は、慶応義塾大学大山研究会が行った分類に従って、それぞれの課

題を考えたいと思う。 

 

〇 予算編成過程の公開 

  予算編成過程の公開も、単なるスケジュールの公開から、編成過程の主要時期にその時

点でのまとめ（案）を公開する手法まで幅が広い。東京都の場合は、予算編成方針（副知

事依命通達）、各局の要求案などを公開している。他の道府県、市区町村も少なくとも東

京都レベルの公開をすべきである。 

  また予算案の公開時期も課題である。たとえば特別区はすべての区で、予算案のマスコ

ミは発表後にただちにＨＰで公開している。しかし多摩地域の市町村は、まだ議会開会後

にしか公開しないところも多い。23区の対応は当然のことである。 

 

〇 市民委員会による対案作成 

  既述したように、志木市は市長交代後に廃止している。慶応義塾大学大山研究会のアン

ケートに答えた市民委員会の開催 4 自治体というのは不明だが、ここで紹介したいは愛

知県の新城市の若者議会提案事業である。提案予算は数十万円から 400 万円前後まで年

度によって幅が大きいが、制度開始以来継続している取り組みである（条例があるのが大

きい）。 

 

〇 予算の一部を自治体地区に交付 

  事例として上げた名張市と名古屋市のほかに、宮城県白石市の取り組みを紹介する。 

白石市では、「第六次白石市総合計画」に合わせて各地区で策定した「まちづくり宣言」

を実現するための資金的支援制度として「白石市まちづくり交付金事業」を行っている。 

 交付金の対象事業は、各地区のまちづくり宣言の実現につながる、市以外の団体などから

補助金などを受けない、地域の伝統文化や資源を活かした地域活性化のための事業、地域

コミュニティの活性化が図られる事業などである。 

交付対象団体は、まちづくり活動に貢献が期待できる団体で次に掲げるすべての要件

を満たす団体である。①市内に拠点を有する、②5人以上の構成員で組織している、③代

表者を定め、運営や組織に関する規約などを定めている、④政治、宗教、営利団体でない。 

 なお令和 4年度予算における「まちづくり交付金事業」の予算額は 4,848 千円である。 



〇 個人住民税の 1 ％を市民投票により補助 

  2005 年度に市川市で始まった「１％支援制度」は、その市川市をはじめとして制度を

廃止する自治体が続いている。生駒市のマイサポいこま（市民が選択する市民活動団体支

援制度）も、2021 年をもっていったん廃止となっている。筆者がＨＰで検索した限りで

は、現在でも以下の 3市が制度を継続している。この中では、大分市が特筆される。 

 ・大分市 あなたが支える市民活動応援事業 

      2022年度 89件 交付予定額 13,277,562円 

 ・八千代市 市民活動団体支援金交付制度 

      2022年度 25件 交付決定額  4,458,588円 

 ・佐賀市 佐賀市市民活動応援制度「チカラット」 

      2020年度 19件 交付実績   3,760,433円 （2022年も募集） 

 

〇 NPO の事業提案の受け入れ 

  ＮＰＯ等市民団体による事業提案制度は、多くの自治体で採用しているが、規模が大き

く、長年継続しているのは横浜市の「ヨコハマ市民まち普請事業」だと思う。ヨコハマ市

民まち普請事業の特徴は、<私たちのまちを 私たちでつくる>ことを標榜し、市民が、地

域の問題を解決したい、地域の魅力をもっと高めたい、という思いを実現するための施設

整備に対して支援・助成を行うことである。防犯、防災、多世代交流、環境保全・・・ 分

野を問わずにご応募できる。1 次コンテストを通過すると、活動費用（最大 30 万円）を

交付、2次コンテストを通過すると、整備費用（50万円～500万円）を交付する。 

  令和２年度整備事例一覧は以下のとおり。 

・港南区 コミュニティカフェの新設 みんなが繋がる憩の家 icocca 作り隊 

・泉区 みんなの絵本のおうち おはなしの風 

・港北区 カベを取り払ってみんなが自由になる「ひろば」づくり 菊名・錦が丘にみんな

の“ひろば”をつくる会 

 

(2) 参加型予算の課題 

  最後に、今後参加型予算の導入を考える自治体に、何が課題になるかを考えたい。 

 

〇 制度設計 

・ 現在でも既述の分類のように、主要には５つの制度がある。どの制度を活用すべきか、

議論が必要である。 

・ 筆者は、個人的には「予算の一部を地域団体に交付する」制度がいいのではないかと

思うが、地域の考え方や交付する予算規模、交付を審査する仕組みなど、制度設計に

も工夫が必要である。 

 



・ また事業提案制度も古くから活用されてきた制度だが、提案を審査する仕組みや予算

規模など、先行事例を研究する必要がある。この制度も途中で廃止したところが多い

からである。 

 

〇 首長の交代があっても継続できる制度 

・ １％支援制度のように、首著交代にともなって廃止するところがある。どのような制

度であっても条例化することが必要である。 

・ ただし、条例化してもその条例を廃止してしまえばそれまでだが、制度の導入過程や

運用の過程など、常に情報を公開して市民に検証できるような体制づくりが重要だと

思う。 

 

 

 

▽  ▽  ▽ 

 都道府県ではまだ導入自治体が少ない。東京都の事例（都民・大学研究者・職員による事

業提案制度）も、以下の規模である。 

 ・都民による事業提案制度 令和４年度予算額 3.1億円 

 ・大学研究者による事業提案制度 令和４年度予算額 1.3億円、総事業費 6.4億円 

 ・職員による事業提案制度 ４件を予算に反映 

 令和 4年度の予算額は、合計 4.4億円であり、都の一般会計 7兆 8000億円の 0.0056％に

過ぎない。ただし 1 件当たりの予算額は、都民提案 800 万円～1 億 1100 億円、大学研究者

1100万円～4600万円と大きく、都の予算案に組み込まれている。たとえば最も規模の大き

い「男性育休取得促進に向けた普及啓発事業（産業労働局）」は、「都民 経済団体と連携し、

男性育休に対する意識啓発キャンペーンを展開し、経営者等の理解を促進するとともに、男

性育休の促進に積極的に取り組む企業の事例等を発信」する事業である。 

 このような東京都の提案制度が、今後の東京都政策や都政運営にどのように貢献してい

くのかは、まだ判断する時期ではないと筆者は思う。三重県の運用状況や長野県の施行状況

もふくめ、注目していかなければならない。 
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