
はじめに

　2009年８月の政権交代を経て、地域のことは地域に住む住民が責任を

持って決めることを目指した「地域主権」改革の施策を検討し推進して

いく意思決定機関として、地域主権戦略会議の設置が閣議決定（同年11

月17日）されてから早くも３年が経過しようとしている。そしていまは

地域主権改革の大きな柱である第１次一括法、第２次一括法が施行さ

れ、さらには第３次一括法案が国会に提出された。

　筆者は、神奈川県職員時代に、総務部門（財政課予算主任）、企画部門

（企画調整、交通企画）、事業部門（指定管理者制度等）の仕事に就いた

経験があることから、この地域主権改革への対応がいま自治体にとって

もっとも急ぐべき課題であろうと認識していた。そこで、これまでの実

務経験から、自治体の現場が必要であろうという視点を踏まえ、地域主

権改革の全体像、実務上必要となる対応の要点をとらえようと試みた。

　本書は、民主党政権が誕生してからの地方自治制度改革を網羅したも

のである。民主党政権が設置した地域主権戦略会議や地方行財政検討会

議での経過を踏まえ、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大、

基礎自治体への権限移譲、ひも付き補助金の見直しと一括交付金化、出

先機関改革を中心にまとめた。

　また、地方六団体の長年の念願であった国と地方の協議の場の法制化

について収めることとし、さらに、地方行財政検討会議で中心になった

地方自治法の抜本見直しなどの議論とともに、地方自治法改正案につい

ては、今後の実務に直結することから章をたてることとした。

　この中でも、いま自治体にとって最大の関心事である義務付け・枠付

けの見直しと条例制定権の拡大については、第１次一括法から第３次一

括法案までの内容を全て盛り込み、第３章と第４章の２章にわたって詳

述することにした。国会での審議過程を含め、今後本格化する自治体の

制度設計の対応に際して参考にしていただければ幸いである。



　なお、この本のタイトルは、「地域主権」改革というように地域主権

という用語を括弧書きにした。これは、単一主権国家のかたちとして法

制面で国民主権と並べることができるのはせいぜい住民主権であって、

第１次一括法の制定に際してもこの点が問題視されたからである。確か

に私もそう思うが、地域の住民一人ひとりが主体的に行動し、その行動

と選択に責任を負うといった意味を込めて出発した民主党政権の地方自

治制度改革を総称する言葉は、やはり「地域主権」改革だと思う。

　本書が、地方自治に関心をもつ多くの方々に読まれ、活用され、今後

の地方自治制度改革の発展に貢献できれば幸いである。

　2012年６月吉日

岩﨑　忠　
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　2009年の政権交代を経て誕生した鳩山内閣は、「地域主権」改革をさま

ざまな改革の中でも「一丁目一番地」の重要課題にしていた。このこと

は鳩山内閣として閣議決定された基本方針（2009（平成21）年９月16日）、

その後に行われた施政方針演説（同年10月26日）においても、地域主権

推進に取り組むこととして積極的にふれていたことからも明らかである。

　こういった鳩山政権の方針を踏まえ、政府は、地域のことは地域に住

む住民が決める「地域主権」を早期に確立する観点から、「地域主権」

に資する改革に関する施策を検討し、実施するとともに、主に政権交代

前に出された地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた施策を実施する

ため、新たな組織である地域主権戦略会議を2009年11月17日の閣議決定

に基づき内閣府に設置したのである。

　この会議は、内閣を助ける明確な権限と責任を備えた体制とするた

め、内閣総理大臣を議長とし、内閣府特命担当大臣（地域主権推進）を

副議長とし、関係閣僚と有識者により構成される。

　従来の地方分権改革推進委員会は、有識者のみで構成される審議会で

あり、政府に対して勧告を行うことを所掌事務としており、政府におけ

る対応は、内閣総理大臣を本部長として全閣僚が参加する地方分権改革

「地域主権」改革とは何か

第1章

「地域主権」改革と地域主権戦略会議1
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推進本部において決定する体制になっていた。

　新たに設置された地域主権戦略会議は、「施策を検討し、実施する」た

めの組織として設けられており、従来の地方分権改革推進委員会と地方

分権改革推進本部の２つの組織を合わせた組織ということができる。

　また、従来の地方分権改革では、地方分権改革推進委員会が勧告や意

見を発して、内閣がこれを受け止めて改革の推進計画を閣議決定した上

で、法律を制定して改革を実現してきた。一方、地域主権戦略会議は、

内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚と自治体代表を含む有識者で構成さ

れるため、そこでの決定は内閣の意思決定と直接連動している。このた

め、第三者機関の勧告・意見を待たずに「政治主導」で改革を推進して

いくこととされていた。

◉工程表による推進管理

　地域主権戦略会議の初会合は、同会議の設置を決めた閣議決定の約１

ヶ月後（2009年12月14日）であった。その初会合では、地域主権推進の

内閣府特命担当大臣を兼ねる原口総務大臣から、「地域主権戦略の工程

表（案）（原口プラン）」が示された（図表１−１、１−２）。同プランでは、

平成22（2010）年の夏までを「フェーズⅠ」、それから３年後の平成25

（2013）年夏までを「フェーズⅡ」と位置づけていた。

　フェーズⅠでは、地域主権戦略会議の法制化、義務付け・枠付けの見

直し（第１次見直し：地方分権改革推進計画に盛り込まれた事項）を内

容とした地域主権推進一括法案の制定、国と地方の協議の場の法制化、

地方自治法改正（以下「地域主権関連法案」という）、地域主権戦略大

綱の策定などを目標とした。

　とりわけ、地域主権戦略会議を内閣府設置法第18条の「重要政策に関

する会議」として法制化しようとした点については、地域主権改革の恒

久性を想定していたと思われる。

　また、2010年夏に策定すると謳われた地域主権戦略大綱は、義務付け・

枠付けの見直し（第３次勧告の残り分）、基礎自治体への権限移譲（第１

次勧告の具体化）、一括交付金（基本的な考え方・論点の整理）、出先機
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◉一括法対応でなく、個別法及び政省令で改正されたもの

　踏切道改良促進法、森林法、介護保険法、老人福祉法は地域主権戦略

大綱（2010年６月22日閣議決定）の中で盛り込まれていたが、個別法で

改正され、食品衛生法、道路交通法、学校教育法は政省令で改正された。

◉施行期日（巻末資料参照）

　第２次一括法の施行期日は、次の３つと、2011年５月２日に公布され

た第１次一括法と同様であり、せめて半年程度施行日を遅らせて欲しい

というのが自治体の本音だったのではないかと思う。

　①　公布日／ 2011年８月30日施行

②　政省令の整備が必要とされるものは、公布の日から起算して３月

を経過した日（2011年11月30日）

　③　自治体の条例や体制整備が必要とされるものは、2012年４月１日。

　ただし条例の整備に関係があるものについては、施行期日から１

年の経過措置規定が置かれている（第１次一括法と同様）。

第３次一括法案の概要7
　第３次となる義務付け・枠付けの見直しは、「①地方からの提言等に

係る事項」「②通知・届出・報告、公示・公告等」及び「③職員等の資格・

定数等」の３分野、1,212条項を対象とした。

　「①地方からの提言等に係る事項」は、提言等の趣旨が実現される方

向で、各府省と協議を行う方向で審議が進められた。

　また、「②通知・届出・報告、公示・公告等」及び「③職員等の資格・

定数等」は、メルクマールを設定（図表４−10参照）し、該当しないも

のは、地域主権戦略会議を中心に関係府省庁と議論・検討が行われてき

た。今回の見直しの中では、地方分権改革推進委員会第３次勧告で示さ

れた許容類型に加えて、新たにいくつかのメルクマールを追加したこと

が特徴である。例えば、認可が許容されている場合の認可申請書の提出、

消費者・利用者保護のための行政処分等の公表（ただし、公表の形式は
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（「○」は第３次勧告の許容類型（※）、「●」は今回追加する許容類型）
②通知・届出・報告、公示・公告等

（ア）国等への通知等
○ 同一の行政目的のため権限が割り振られた国・地方自治体の調整に

不可欠な場合　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒　意見聴取を許容
○ 私人に対する認可を、地方自治体の場合には事前通知に緩和してい

る場合
● 認可等が許容されている場合の認可申請書等の提出
● 私人と同様の認可が許容されている事業に係る、私人と同様の事前

通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒　事前通知を許容
○ 法制度上、国の税制・財政・法制上の特例措置を講ずることを促す

場合
○ 法制度上、事後的な是正措置の端緒として把握する必要がある場合
● 地方自治体から受けた通知を国が代わって他の地方自治体に通知す

る場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒　事後通知を許容
（イ）他の地方自治体への通知等　●
（ウ）私人への通知等　● 　　　　　　　　　　　 ⇒　通知等を許容
（エ）公示・公告等
○ 不特定多数の者の権利制限・義務賦課の効力発生要件又はその周知
○ 権利者・利害関係者に主張の機会を付与するために行われる場合
○ 後続手続の不可欠の前提である場合
● 第三者対抗要件として行われる場合　　　⇒　公示・公告等を許容
● 消費者・利用者保護のための行政処分等の公表
　⇒　「要式性のない公表」を許容し、公表の形式は地方自治体の判断
　　に委ねる
③ 職員等の資格・定数等
● 委員会等の委員の選挙による選任の義務付け
● 委員会等の委員の選挙により選任する数

自治体の判断に委ねることとする）、委員会等の委員の選挙による選任

の義務付けなどである。

　2011年11月29日に閣議決定された「義務付け・枠付けの更なる見直し」

を踏まえ、関係法律の整備を行うことになる。

図表４−10　第３次見直しのメルクマール一覧
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第３次一括法案施行期日一覧（附則）

条
番
号

基本情報 施行期日

所管府省
概要

（基本的に見出しと同
じ語句を入力）

制定年 法律番号 種類 【柱書】
公布日

【第１号】
公布の日
から起算
して３月
を経過し
た日

【第２号】
H25.4.1

【第３号】
国家公務員
法等の一部
を改正する
法律（平成24
年法律第号）
の公布の日
又はこの法
律の施行の
日のいずれ
か遅い日　

【第４号】
国家公務員
の労働関係
に関する法
律（平成24
年法律第号）
の公布の日
又はこの法
律の施行の
日のいずれ
か遅い日　

1 施行期日

2 総務省 消防組織法の一部改
正に伴う経過措置

経過
措置 ○

3 厚生労働省 民生委員法の一部改
正に伴う経過措置

経過
措置 ○

4 厚生労働省 介護保険法の一部改
正に伴う経過措置

経過
措置

○
第１項

○
第２項及
び第３項

5 農林水産省
農業委員会等に関す
る法律の一部改正に
伴う経過措置

経過
措置 ○

6 政令への委任 その
他 ○

7 厚生労働省
特定独立行政法人等
の労働関係に関する
法律の一部改正

昭和23年 第257号 ハネ
改正

○
第18条

（労働関
係調整

法）のハ
ネ改正

8 総務省 地方公務員等共済組
合法の一部改正 昭和37年 第152号 ハネ

改正

○
第13条

（地方独
立行政法
人法）の
ハネ改正

9 厚生労働省
国家公務員法等の一
部を改正する法律の
一部改正

平成24年 第　 号 ハネ
改正

○
附則第７条
（特定独立
行政法人等
の労働関係
に関する法
律）のハネ

改正

10 厚生労働省
国家公務員の労働関
係に関する法律の一
部改正

平成24年 第　 号 ハネ
改正

○
第18条

（労働関係
調整法）の
ハネ改正

11 厚生労働省 検討 その
他 ○

68 2 （64） 環境省 浄化槽法 昭和58年 第43号 ○

69 2 （65） 環境省 鳥獣の保護及び狩猟の適正化
に関する法律 平成14年 第88号 ○


