
第4次改訂版の発行にあたって

本書は2000年分権改革を機会に、新しい地方自治制度の全体像を

わかりやすく示すことを目的として公刊されました。みなさまの強い

支持により、こうして第4次改訂版まで発行することができました。心

からお礼を申し上げます。

このところ、地方自治法をはじめ、地方自治関係法令は毎年のよう

に改正されています。その都度、できる限りの修正を施してきました

が、今回、第4次改訂をするにあたり、項目を含めて全般的に見直し

を図りました。結果的に、ほぼすべての頁に赤ペンを入れたといって

も過言ではないほどの改訂となっています。

自治体職員や市民の自学用としてはもとより、特に最近では自治体

議員のみなさんや大学でのテキストとしての利用も多くなっています。

図解という性質上、わかりやすさと簡潔さを優先しています。したが

って、場合によっては用語を置き換えたり、例外的事項を割愛してい

る部分もあります。必要な場合にはそれぞれの専門書を参照してくだ

さいますようお願いします。

2011年4月に地域主権3法が成立しましたが、これからもしばらくは

地方自治制度に関する根本的な議論が続くと思われます。「自治・分

権」が重要である、という認識は広く共有されてきていますが、その

目的や理念はさまざまに分岐している状態です。本書を契機として、

市民自治の意義に立ち返り、みんなが幸せに暮らすための地方自治制

度について考えていただければありがたいと思います。

学陽書房の歴代の編集担当者のみなさん、佐久間重嘉さん、村上広

大さん、宮川純一さんに改めて感謝いたします。ありがとうござい

ます。

2011年７月

今井　照
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直面する課題①地域主権改革
〔関係法律〕地域主権推進一括法
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はじめに
1

「地域主権」戦略の主体と役割 

国家戦略室 

・従来の経済財政諮問会議的な役割 
・いまのところ「地域主権」に関しての議
論は行われていない 

 

国家戦略担当大臣 
国家戦略室長・内閣府副大臣 
大臣政務官（国家戦略担当） 
 

地域主権戦略会議 

・従来の地方分権改革推進委員会的な役割 
・地域主権戦略大綱策定（義務付け・枠付
けの見直し、一括交付金化、国の出先機
関改革等） 

【議長】首相【副議長】総務相 
【構成員】閣僚4人、首長4人、 
　学識4人 
 
 

地方行財政検討会議 

・従来の地方制度調査会的な役割 
・第1分科会「自治体の基本構造」（主査 西尾勝） 
・第2分科会「財務会計制度」（主査 碓井光明） 
・地方政府基本法案策定 

【議長】総務相 
【構成員】副大臣、担当政務官、 
　首長5人、議長3人、学識6人 
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2009年9月、政権マニュフェストに「地域主権」を掲げた民主党政権が誕生

した。その後の閣議では「明治以来の中央集権体質から脱却し、地域の住民１人

ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任も負う『地域主権』

へと、この国のあり方を大きく転換していきます」と政権の基本方針を定めてい

る。

＊1 地域主権
民主党政権の「地域主権」という
用語法については批判も少なくない。
野党との修正協議によって法律案の
題名も「地域の自主性及び自立性を
高めるための改革」に改められ、
2011年4月に成立した。

＊2 施設・公物設置管理の基準
施設･公物設置管理の基準を条

例に委任する場合における条例制
定に関する国の基準の類型は、地
方分権改革推進委員会第3次勧告
とその地方分権改革推進計画を受
けて、次のように整理された。
①従うべき基準
②標準
③参酌すべき基準
しかし自治事務の執行に際して

国が「従うべき基準」を示すこと
については批判も多い。どの類型
にあてはめるかが国の恣意にとど
まる限り、自治体側から争う余地
があると考えられる。

地域主権戦略大綱の要点 

■地域主権改革の定義（＊1） 
「日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民
に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ
総合的に広く担うようにするとともに、地域
住民が自らの判断と責任において地域の諸課
題に取り組むことができるようにするための
改革」 
（内閣府設置法第4条1項3号の2） 
 
■義務付け・枠付けの見直し 
・自治事務のうち、法令による義務付け・枠
付けをし、条例で自主的に定める余地を認め
ていないもので 
① 施設・公物設置管理の基準（＊2） 
② 協議、同意、許可・認可、承認 
③ 計画等の策定及びその手続　等 
について、自治体の自主性を強化し、自由度
の拡大を図る 
 
■その他、国の出先機関の原則廃止、ひも付
き補助金の一括交付金化等 
 

（2010年6月22日閣議決定） 
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はじめに
4

＊首相は構成員ではないがいつでも出席して発言できる   

＊議長、議長代行は国側から首相が指定   

＊副議長は自治体側から互選   

＊その他、臨時の議員の参加も可 

 

●国と地方の協議の場 

内閣総理大臣 

内閣官房長官     
 
地域主権改革担当大臣     
 
総務大臣     
 
財務大臣     
 
国務大臣（首相指定）    

全国知事会代表  
 
全国都道府県議会議長会代表  
 
全国市長会代表  
 
全国市議会議長会代表  
 
全国町村会代表 
 
全国町村議会議長会代表 

招集 

分科会 

国側 自治体側 

〔関係法律〕国と地方の協議の場に関する法律

新しいしくみ①
国と地方の協議の場



国と地方との協議の場が2011年に法制化された。これまでも地方6団体等
から自治体の国政参加について要望が重ねられてきた。また実際に「三位一体
の改革」時には、補助金改革の具体案を自治体側にとりまとめさせ、提案させ
る場として「国と地方との協議の場」が設けられた。今後、この場がどのよう
に活用されるか注視する必要がある
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■協議の対象 
次に掲げる事項のうち重要なもの 
・国と自治体との役割分担に関する事項 
・地方行政、地方財政、地方税制その他
の地方自治に関する事項 

・経済財政政策、社会保障・教育・社会
資本整備に関する政策その他の国の政
策に関する事項のうち、地方自治に影
響を及ぼすと考えられるもの 

 
■国会への報告 
・議長は、協議の場の終了後遅滞なく、
協議の概要を記載した報告書を作成し、
国会に提出 

 
■協議事項の尊重 
・協議が調った事項について、参加者は
協議結果を尊重しなければならない 

 

協議の場の法制化には批判的意
見もある。その代表的論者である
片山善博前鳥取県知事は、市民の
国政参加こそが重要であり、地方6
団体という圧力団体、天下り団体
との協議では、結果的に官僚主導
に陥ると指摘する（2010年4月16
日参議院総務委員会）。しかしそ
の後、片山氏が総務大臣となって
この法案を成立させることになっ
た。
また協議結果の尊重義務の明示
は、自治体間の意見の相違に対し、
地方6団体が責任を持って収拾す
る責務を負うかのようにも読め、
小規模自治体や独自の政策を展開
する自治体に対する圧力になるの
ではないかとも危惧されている。
つまり、自治体連合組織の代表者
による国政参加は、同時に自治体
の国政動員として裏返る危険性が
あり、今後の運用を監視する必要
がある。
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4-5 自治体議会の
★

議員定数
［関係条文］地方自治法第90条、第91条

道府県議会の議員定数の上限 
・人口75万人未満　40人 
・人口75万以上100万人未満 
　5万人ごとに1人を加える 
　例：75万人以上になると41人、 
　　　80万人以上になると42人 
・人口100万人以上 
　7万人ごとに１人を加える 
　例：100万人以上になると46人、 
　　　107万人以上になると47人  
・ただし最大　120人  
 
都議会の議員定数の上限 
・上の区分にあてはめた数に、特別区の 
　人口を100万人で除した数を加える。 
・ただし最大130人。 
 

1　自治体議員の定数は自治体の 
　条例で決める 
 
2　ただし、上限の数は自治法で 
　定める　2011年改正で撤廃 
 
 

市民 

●議員の報酬 
　議員定数の差以上に違いがあるのが ★議
員報酬である。たとえば、市の場合、最高
額の横浜市（議長月額120万円、議員月額97
万円）と最低額の夕張市（議長月額23万円、
議員月額18万円）とでは約5倍の開きがあ
る（2009年12月現在）。都市の規模に応じて
議員定数が決まっていることから考えれば、
これだけの差は不自然といえよう。 

〈2011年改正以前〉 
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都道府県と市区町村の議会の議員定数は、2000年分権改革までは自治法で定
められ、特に減員する場合のみ、条例で定めることができた。2000年以降は、議
員定数を条例で定めることになり、自治法では上限の議員定数を示してきたが、
2011年改正で上限数も撤廃された。その地域では議員に対してどのような役割
を求めるのかという市民の期待に応じて、定数と報酬を決める必要がある。

議員定数について法定から条例
で定めることに変わったことの意
義を考えれば、この際に、議会を
中心にして、市民の意見をもとに、
選挙区ごとの議員定数のあり方を
検討するべきであろう。
たとえば、専門家として遇する
のであれば「少ない定数で報酬は
高額」となり、生活感としての市
民の意見を求めるのであれば、「多
い定数で報酬は少額」という組み
合わせになる。いずれにしても、
市民の合意に基づいた条例化を進
める必要がある。

市町村議会の議員定数の上限 

●特別区は「市」にあてはめるが 
　上限は56人とされていた。 

市（人口） 

町・村（人口） 

250万人以上　　　  …96人 

210万人～250万人　…88人 

170万人～210万人　…80人 

130万人～170万人　…72人 

　90万人～130万人　…64人 

　50万人～  90万人　…56人 

　30万人～  50万人　…46人 

　20万人～  30万人　…38人 

　10万人～  20万人　…34人 

　   5万人～  10万人　…30人 

　   5万人未満　　　  …26人 

2万人以上　　　  …26人 

1万人～2万人　　…22人 

5千人～1万人　　…18人 

2千人～5千人　　…14人 

2千人未満　　　  …12人 

〈2011年改正以前〉 


