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 1. 「導きの星」 
 

 第１次地方分権改革および第２次地方分権改革においては、それぞれを進めるエンジン

のような組織が存在していた。取り組むべき課題の大きさ、および、その当時の政治状況

に応じて体制には違いがあるが、前者においては、地方分権推進委員会であったし、後者

においては、地方分権改革推進委員会であった。そして、現在、同じく内閣府に設置され

た地方分権改革有識者会議（以下「有識者会議」という。）が、分権改革の作業を継承し

ている。 

 2013年４月に発足した同会議は、組織的には、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改

革推進本部のメンバーの１人である内閣府特命担当大臣（地方分権改革）のもとに置かれ

る。事務局は、内閣府地方分権改革推進室が務めている。同会議のミッションは、「地方

分権改革の推進を目的として、地方分権改革の推進に関する施策についての調査及び審議

に資する｣(１)ことにある。時限立法にもとづく設置であった前記２委員会(２)とは異なり、

法律上の根拠のない有識者会議は、時限的設置とはなっていない点を確認しておきたい。 

 発足以来、有識者会議は、権限移譲に関する議論を進める一方で、「地方分権改革の総

括と展望」に関するヒアリングと議論に時間をかけ、2013年12月10日に、『個性を活かし

                                                                                 

(１) 内閣府特命担当大臣（地方分権改革）決定「地方分権改革有識者会議の開催について」（平

成25年４月５日）参照。 

(２) 地方分権推進委員会の法的設置根拠は地方分権推進法第４章であり、地方分権改革推進委員

会のそれは地方分権改革推進法第４章である。 
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自立した地方をつくる：地方分権改革の総括と展望（中間取りまとめ）』（以下『中間取

りまとめ』という。）を公表した(３)。その後、同会議は、地方六団体からのヒアリング

や地方公聴会などを踏まえて議論を深め、2014年６月24日に、『個性を活かし自立した地

方をつくる：地方分権改革の総括と展望』（以下『最終取りまとめ』という。）を公表し

た(４)。同文書は、2013年４月以降に開催された14回の会議の集大成である。なお、閣議

決定はされていない。 

 『最終取りまとめ』は、有識者会議の今後の議論の大きな方向性を確定することになる。

そこで示された「総括と展望」とは、どのようなものなのだろうか。分権改革の推進に

とって的確な認識が示されているのだろうか。本稿では、有識者会議が、異例なまでの力

を込めて「地方分権改革の今後の進むべき方向を明らかにするもの」であり、「国、地方、

何より改革の主役である住民の導きの星」と自称する本文24頁の文書について、枠付け見

直しの観点から、若干の感想を述べる。思わぬ誤解があるかもしれないが、ご批判いただ

ければ幸いである。 

 

 

 2. 「はじめに」 

 

(１) 概 要 

   『最終取りまとめ』は、次のように語り始める。 

 

 地方分権改革の起点となった衆議院及び参議院両院の「地方分権改革の推進に関する決議」

から20年が経過し、第１次・第２次地方分権改革が進められてきた。その過程を振り返れば、

改革は「１日にして成る」ような性格のものではなく、段階を追って積み上げていく、息の長

い取組であることが改めて実感される。 

 

   筆者のように、中央政府の作業を外野席からながめているだけの観客であっても、 

                                                                                 

(３) 『中間取りまとめ』に至る背景および解説としては、谷史郎「『個性を活かし自立した地方

をつくる（地方分権改革の総括と展望（中間取りまとめ））』について」地方自治796号

（2014年）36頁以下参照。 

(４) 『最終取りまとめ』は、閣議決定ではなく、総務大臣への報告という形式をとっている。 
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  1993年(５)以来の政治的・行政的動きについては、なるほどその通りだと感じる。担

当者は異動すれども、一連の作業の事務方となってきた内閣府地方分権改革推進室

（民主党政権時代は、地域主権戦略室）の組織としての想いはいかばかりかと推察す

る。 

   これまでの分権改革について、『最終取りまとめ』は、「機関委任事務制度の廃止

や義務付け・枠付けの見直しなど数多くの具体の取組を行った結果、地方の法的な自

主自立性が高まるなど、地方分権の基盤はおおむね構築された」とする。その一方で、

「地域社会における諸課題は複雑化しており、それを画一的な方法で解くことはでき

ず、それぞれの地域の実情に応じた柔軟な対応が求められている」とも認識する。こ

こでは、『中間取りまとめ』の記述が維持されている。 

 

(２) コメント 

  (ａ) ある違和感 

     『最終取りまとめ』によれば、「地方分権の基盤がおおむね構築された」のは、

機関委任事務制度の廃止および義務付け・枠付けの見直しによるところが大きい

ようである。たしかに、前者についてはそうであろう。この点に関しては、「第

一次分権改革という、基本ＯＳの転換にも喩えられるほどの法制度原理的な変換」

と評されているところである(６)。このような評価は、広く一般化していると思

われる。機関委任事務制度全廃の法的インパクトは、おそらくは、現在の私たち

が認識している以上に大きなものであろう。たしかに、「地方分権の基盤を構築

した」と評して過不足がない。『最終取りまとめ』が述べるように、現在は、

「基盤となる基本ソフト（ＯＳ）の上で、応用ソフト（アプリ）を自在に動かし、

改革の実を挙げていく段階」にあるのである。 

                                                                                 

(５) 一般に、1993年６月に行われた衆議院・参議院における地方分権推進の決議をもって転換点

とされる。同決議については、西尾勝（編著）『分権型社会を創る：その歴史と理念と制度』

（ぎょうせい、2001年）４～６頁［西尾執筆］、松本英昭『新地方自治制度 詳解』（ぎょう

せい、2000年）23～24頁参照。 

(６) 磯部力「分権改革と『自治体法文化』」北村喜宣＋山口道昭＋出石稔＋礒崎初仁（編）『自

治体政策法務』（有斐閣、2011年）61頁以下・65頁。「ＯＳ」という比喩を最初に使ったのは、

森田朗教授であったようである。磯部力＋大森彌＋小早川光郎＋神野直彦＋西尾勝＋松本英昭

＋中川浩明＋西村清司＋山崎重孝＋小川康則「〔座談会〕地方分権の二〇年を振り返って①」

地方自治795号（2014年）２頁以下・６頁［磯部力発言］参照。 
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     一方、これと等置される形で「義務付け・枠付けの見直し」があることには、

違和感を禁じえない。これは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律」という同名の法律（いわゆる、

第１次一括法、第２次一括法、第３次一括法、第４次一括法）により実施された

一連の措置を指しているのだろうが、枠付け緩和に関するかぎりでは、「地方の

法的な自主自立性が高まる」というような手放しの評価は、少なくとも現在のと

ころ、一般にはされていないように感じる(７)。たしかに、中央政府が政省令に

よって決定していた事項が条例決定に開放されたため、そのかぎりにおいては、

自治体の自主自立性は高まったといえる。しかし、それは、きわめて限定された

分野に関して形式的にみればそうなるということであって、およそ無条件に評価

できるものではない。 

  (ｂ) ついてこない意識 

     『最終取りまとめ』は、基盤はすでに構築されたと認識している。しかし、少

なくとも枠付けの見直しに関するかぎり、作業は始まったばかりであるし、その

枠組みについても、確定したとはとてもいえない。 

     先に引用したＯＳの比喩を受けて、「その転換の真義は法意識のレベルにおい

ては十分に理解されるところまでには至らず、新ＯＳの性能も実力も十分発揮さ

れるチャンスを与えられぬまま推移している」という現状評価がある(８)。これ

は、自治体職員の意識を前提にしたものであるが、中央政府においても妥当する

ように思う。以下、『最終取りまとめ』の記述に即して考えてみよう。 

                                                                                 

(７) 筆者の認識として、北村喜宣「２つの一括法による作業の意義と今後の方向性：『条例制定

権の拡大』の観点から」自治総研413号（2013年）39頁以下参照。そのほかにも、出石稔「地

方分権はどう進んだのか：“義務付け・枠付け見直し”を中心に」自治体法務研究24号（2011

年）６頁以下、礒崎初仁『自治体政策法務講義』（第一法規、2012年）180頁以下、嶋田暁文

「『第２次分権改革』の総括と自治体に求められる工夫：地域の実情に合った基準の設定およ

び運用を目指して」季刊行政管理研究142号（2013年）15頁以下、白藤博行『新しい時代の地

方自治像の探求』（自治体研究社、2013年）182頁以下参照。自治体行政実務家も、それほど

の評価はしていない。たとえば、津田啓次「自治体における義務付け・枠付けの見直しへの対

応：大阪府松原市の取組から」自治総研422号（2013年）93頁以下、濵田律子「『義務付け・

枠付けの見直し』への対応と今後の課題：兵庫県伊丹市の経験を踏まえて」自治総研423号

（2014年）92頁以下参照。 

(８) 磯部・前註(６)論文65頁。自治体の対応の不十分さについて、いささかの苛立ちをもって評

価するものとして、西尾勝「地方分権改革の流れと路線」『自治・分権再考：地方自治を志す

人たちへ』（ぎょうせい、2013年）59頁以下・75頁参照。 
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 3. 「１ 今求められる地方分権改革の全体像」 

 

(１) 概 要 

  (ａ) 改革推進のための２つの手法 

     この章で、『最終取りまとめ』は、「これまでの地方分権改革が積み上げてき

た成果や残された課題について総括を行った上で、今求められる改革の全体像を

明らかに」しようとする。義務付け・枠付け緩和に関しては、次のように述べる。 

 

 ……機関委任事務制度の廃止や国の関与に係る基本ルールの確立が行われるとともに、地方

に対する事務・権限の移譲（以下「権限移譲」という。）や地方に対する規制緩和（義務付

け・枠付けの見直し及び必置規制の見直しをいい、以下「規制緩和」という。）を網羅的に推

進するなどにより、地方全体に共通する基盤となる制度を確立した。これにより、地方公共団

体について、自治の担い手としての基礎固めが行われた。 

 

     『最終取りまとめ』は、分権改革が目指すべきミッションについて、「個性を

活かし自立した地方をつくる」ことであるとする。義務付け・枠付け見直しは、

そのための方策として位置づけられている。ミッションを追求するにあたっての

ビジョンのひとつとして、「まちの特色・独自性を活かす」ことが挙げられてい

る。具体的には、次の通りである。 

 

 国による縛りや指図から脱して、自ら考え、地域にある可能性を最大限追い求めることによ

り、それぞれの地域に応じた最適な政策が繰り広げられる。 

・地域の個性や地域資源が最大限活かされる。 

・地域課題の解決に向けた独自の対応が可能になる。 

・枠にはまらない独自の発想による施策が展開される。 

・各地域がそれぞれを意識して競い合うことで、魅力ある施策が展開され、住民の豊かさが向

上する。 など 

 

     そのうえで、「改革の進め方」が語られる。『中間取りまとめ』は、やや唐突

ながら、「提案募集方式」および「手挙げ方式」を挙げていたが、それが継承さ

れている。これらは、「重要な手法」とされ、「政府として、こうした手法が有

効に機能するための推進体制を整備する必要がある。」とされている。それぞれ
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はどのようなものであろうか。『最終取りまとめ』も、提案募集方式および手挙

げ方式という２つの方式を示している。以下では、枠付け緩和に関係のある提案

募集方式を検討する。 

  (ｂ) 提案募集方式 

     提案募集方式は、全国的な制度改正の提案を自治体から募るためのものである。

提案の内容は、一自治体の事情によるものではなく、全国的に展開しうるもので

あることが想定される。地方六団体から提案されなければ取りあげないのではな

く、それを尊重しつつも、提案主体を「都道府県、市区町村、一部事務組合、広

域連合、……地方公共団体を構成員とする任意組織」としている(９)。『中間取

りまとめ』では、「地方公共団体の職員の任意の組織」が明示されていたが、

『最終取りまとめ』からは落とされている。その代わり、提案主体は、「経済団

体、各種関係団体、ＮＰＯ、職員グループなどからの意見も提案に反映するよう

努める。」とした。『中間取りまとめ』は、「柔軟な形での提言が出てくるよう」

にと提案主体を緩やかに考えていたのであるが、「地方公共団体の職員の任意の

組織」からの直接提言ルートは明確に排除され、格下げされた。理由は必ずしも

明らかではないが、方針転換がされている(10)。 

     対象とされるのは、権限移譲と規制緩和である。規制緩和に包含される枠付け

緩和に関する提案もされることになる。導入は、「本年から」（＝2014年から）

とされる。 

     提案募集方式に関する『最終取りまとめ』の記述は、『中間取りまとめ』より

も詳細になっている。その後の検討を踏まえて、議論が具体化したことをうかが

わせる。 

     進め方について、『最終取りまとめ』は、次のように説明する。 

  

                                                                                 

(９) 「６団体についても、結局現実的には、全国の自治体の総意として意見を取りまとめないと、

なかなか国のほうは協議に応じてくれない」という実情があったとすれば（小幡純子＋曽和俊

文「〔討論〕討議のまとめ」ジュリスト1413号（2010年）31頁以下・35頁［岡田博史発言］）、

提案主体の範囲の緩和には意味がある。 

(10) 第１次一括法案の策定過程において、いわゆる支障事例が地方六団体を通して地方分権改革

推進委員会に届けられたが、その際、中央府省は、「どの自治体がそんなことを言ったのか」

という「犯人捜し」をしたという。何とも次元が低い話である。提案募集方式においては、提

案者は明示されるだろう。関係府省が提案ゆえに不利益的取扱いを受ければそれは直ちに内閣

府特命大臣のもとに連絡され、厳正な措置が講じられるよう期待したい。 
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 提案を受けた政府の対応としては、内閣府が、受け付けた提案について、その実現に向けて

関係府省と調整を行う。内閣府は、提案が出そろった段階で全体を整理し、特に重要と考えら

れる提案については、地方分権改革有識者会議又は専門部会で、集中的に審議を行い、実現に

向けた検討を進める。その際、地方六団体からも意見を聴取する。提案に関する対応方式は、

年末までに地方分権改革本部決定及び閣議決定を行い、所要の法律案を国会に提出する。 

 

     なお、提案募集に関しては、内閣府地方分権改革推進室が、「地方分権改革に

関する提案募集の実施方針」（平成26年４月30日地方分権改革推進本部決定）に

もとづいて、2014年５月20日～７月15日の期間にかぎり、提案募集を受け付けて

いた（事前相談受付期間は５月１日～７月15日）。提案主体は、『最終取りまと

め』と同じであり、先取りして記述・実施されている。 

 

(２) コメント 

  (ａ) 過大評価？ 

     『最終取りまとめ』は、第１次分権改革によって、「地方全体に共通する基盤

となる制度を確立した」という。それを踏まえて考えなければならないのは、確

立したとされる制度のもとで、現実の法令状態をいかに地方自治の本旨に適合す

るように改変していくかである。あるいは、それが変わらなくても、自治体の自

己決定によって、いかに地方自治の本旨に適合する状態が実現できるかである。 

     ビジョンのひとつとして掲げられる「まちの特色・独自性を活かす」は、そう

した問題意識を持っているようにもみえる。ところで、ここでいう「国による縛

りや指図から脱して」とは、どのような意味なのだろうか。「縛りや指図」とい

ういささか情緒的な表現からは、義務付け・枠付けが想起される。「脱する」と

いうのは、それらを撤廃・緩和するという趣旨だろうか。そうであるとすれば、

このビジョンは、数次の一括法を通じて実施された内容を確認的に表現したよう

にも思われる。 

     しかし、冒頭にも記したように、自治体現場においては、とてもそのように積

極的には受け止められていない。もちろん内閣府には、決定権が拡大したという 
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    ような声は届けられているが(11)、それだけを踏まえての認識であるのならば、

いささか過大評価となっているといえる。 

  (ｂ) 提案募集方式 

    (ア) 制度改正につなげる 

       提案募集方式の活用によって実現が期待されるのは、「全国的な制度改正」

である。すなわち、『最終取りまとめ』が「所要の法案を国会に提出」とい

うように、自治体の側から内閣提出法案のネタを提案するのである。それが

中央政府において、府省調整を経て関係個別法の修正となる。その実現は、

従来のように、一括法方式になるのかもしれないし、個別法一部改正方式に

なるのかもしれない(12)。いずれにせよ、国会の法律改正により実現する点

では同じである。 

       上述のように、事前相談を経た提案募集は、2014年前半期に試行的に受け

付けられていた。現在は、それが関係府省に転送され、対応が検討されてい

る状況にある。 

    (イ) 先例としての特区方式 

       提案募集方式は、2002年に制定された構造改革特別区域法（構造改革特区

法）で導入された方法である(13)。同法は、「地方公共団体は、単独で又は

共同して、構造改革特別区域基本方針に即して、当該地方公共団体の区域に

ついて、内閣府令で定めるところにより、構造改革特別区域として、教育、

物流、研究開発、農業、社会福祉その他の分野における当該区域の活性化を

図るための計画（……「構造改革特別区域計画」……）を作成し、内閣総理

大臣の認定を申請することができる。」と規定している（４条１項）。申請

を受けた内閣総理大臣は、①基本方針への適合、②適切な経済社会的効果の

期待、③円滑・確実な実施の観点から審査し、関係行政機関の長の同意を得

                                                                                 

(11) 義務枠見直し条例研究会（編著）『義務付け・枠付け見直し独自基準事例集』（ぎょうせい、

2013年）（以下『事例集』として引用。）の105頁以下で紹介される事例は、そうした認識に

立つものである。 

(12) 法律の一部改正の場合には、改正を要するような重要事項が必要とされる。それほどの重み

はないけれども改正が必要であれば、一括法方式による改正となるのだろう。霞ヶ関では、一

括法方式は「船に相乗りさせる」という比喩で認識されている。 

(13) 恩地紀代子「構造改革特区法とＮＰＭ」関西大学大学院法学ジャーナル74号（2003年）141

頁以下、高橋幸生「構造改革特区制度の創設」時の法令1693号（2003年）６頁以下参照。 
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て、申請を認定する（同条９項）。要は、「申請認定方式」である。 

       この方式は、その後、2011年に制定された総合特別区域法（総合特区法）

で踏襲された(14)。同法は、指定地方公共団体等に対して、「内閣総理大臣

に対して、新たな規制の特例措置その他の特別の措置（……「新たな規制の

特例措置等」……）の整備その他の国際戦略総合特別区域における産業の国

際競争力の強化の推進に関し政府が講ずべき新たな措置に関する提案……を

することができる。」と規定する（10条１項）。提案を受けた内閣総理大臣

は、提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは閣議決定

を求めなければならない（同条４項）。 

       同年に制定された東日本大震災復興特別区域法（復興特区法）は、より踏

み込んでいる(15)。すなわち、認定公共団体等は「内閣総理大臣に対して、

新たな規制の特例措置その他の特別の措置（……「新たな規制の特例措置等」

という。）の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進

事業の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき新たな

措置に関する提案……をすることができる。」と規定する（11条１項）。提

案を受けた内閣総理大臣は、「関係行政機関の長の意見を聴いて、当該提案

を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、復興

特別区域基本方針の変更の案を作成し、閣議の決定を求めなければならな

い。」（同条４項）。ここまでは総合特区法と同じであるが、復興特区法は、

国会に対する提案を規定する。「認定地方公共団体等は、新たな規制の特例

措置等の整備その他の申請に係る復興推進計画の区域における復興推進事業

の実施等による復興の円滑かつ迅速な推進に関する措置について、国会に対

して意見書（……「復興特別意見書」という。）を提出することができる。」

（同条８項）。そして、「国会は、復興特別意見書の提出を受けた場合にお

いて、当該復興特別意見書に係る措置の円滑かつ確実な実施のために必要が

あると認めるときは、所要の法制上の措置を講ずるものとする。」（同条９

項）。非常時であるからか、内閣に対する「提案ルート」に加えて、国会に

                                                                                 

(14) 大瀧洋「総合特区制度の創設：先駆的取組を行う実現可能性の高い区域に国と地域の政策資

源を集中」時の法令1902号（2012年）32頁以下参照。 

(15) 礒崎初仁「東日本大震災復興特別区域法の意義と課題（上）（下）：円滑・迅速な復興と地

方分権」自治総研403号１頁以下・同405号26頁以下（2012年）参照。 
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対する「直訴ルート」も開いたのである。 

    (ウ) 特区方式との違い 

       『最終取りまとめ』にいう提案募集方式は、平時を前提とするから、全国

的な制度改正に関しては、おそらく、総合特区法の規定ぶりのような内容を

想定しているのだろう。そうなると、内閣に相当の裁量が留保されることに

なる。この点、有識者会議が主催した地方懇談会の場では、自治体側から、

「実現率が低下していった構造改革特区を例に、国に最終決定権があるなら

『望ましい方法になるのか若干心配だ』とし、大きな支障がない限り容認す

るなどの制度設計を求める意見が出ていた。」という(16)。 

       もちろん、自治体が提案すれば何でも認められるわけではない。全国的な

制度改正であるから、相互に矛盾する提案がされれば調整は不可避である。

2014年末までになされる地方分権改革推進本部決定および閣議決定で、具体

的な方針が明示されるものと思われる。今後の改革推進にとって重要な意味

を持つ文書であり、広くコメントを募集したうえでの決定とするべきである。 

       提案募集方式が特区方式と異なるのは、提案を受けた中央政府が提案をし

た自治体だけのために何かの決定をするのではなく、提案をしなかった自治

体をも含めて全国的な制度改正対応をする点である。全国展開を期待せず、

ただ自分の自治体のみに関する制度の修正的適用を考えるのであれば、構造

改革特区なり総合特区なりの制度を用いればよい。提案募集方式は、個別的

制度ではなく全体的制度である。 

 

 

 4. 「２ 具体的な改革の目指すべき方向」 
 

(１) 概 要 

   この章で、『最終取りまとめ』は、「国と地方の役割分担の見直し（権限移譲等）」

「地方に対する規制緩和の推進」「地方税財政の充実強化」「重要な政策分野に関す

る改革」「改革の成果を実感できる情報発信の展開」の５つについて、それぞれ方向

性を示している。以下では、本稿の関心から、「地方に対する規制緩和の推進」につ

                                                                                 

(16) 「『適切な仕組み』担保 分権会議『提案募集方式』で検討へ」自治日報2014年２月28日１

面参照。 
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いてみておこう。『最終取りまとめ』は、次のように述べる。 

 

 義務付け・枠付けの見直しについては、メルクマールを設定し、各府省横断的に見直す方式

により、相当程度の効果を挙げてきた。これまで見直しにより地方公共団体の独自の取組事例

の実績が増えていることを踏まえ、当面の取組として、先進的な取組事例について地方公共団

体に広く周知・ＰＲを行うことを通じて、見直しの効果を広く地方公共団体で共有し、他の地

方公共団体においても十分検討することにより、住民への制度改革の効果の還元を広げること

が望まれる。もちろん、国民への周知・ＰＲが重要であるのは言うまでもない。 

 今後の取組として、各府省横断的に見直す方式での義務付け・枠付けの見直しは一通り検討

を終えたことから、「提案募集方式」等を活用し、例えば、課題となっている福祉施設の人

員・設備・運営に関する従うべき基準については、その設定の根拠等を検証しつつ、見直しを

行うなど、重点分野を明確にしながら、必要に応じて専門部会を活用し、検討を進めるべきで

ある。 

 また、地方分権改革推進委員会第３次勧告で示された義務付け・枠付けに係る「立法の原

則」の徹底を図るとともに、各府省が新たな制度を立案する場合、地方への義務付け・枠付け

を必要最小限度にするという基本的な方針の下、引き続き関係府省により厳格なチェックを行

うべきである。 

 

(２) コメント 

  (ａ) 提案の対象 

     ここでは、府省横断的な義務付け・枠付け見直しは、「一通り検討を終えた」

という認識が示されていることに注目したい。これは、限定した対象について作

業を完了したという意味にすぎず、すべてに対応したわけではない。見直しの成

果を踏まえて、未対応の分野、および、対応はしたけれどもさらなる対応が必要

な分野について、提案募集方式を導入するというのである。要するに、抽象的に

いえば、法定自治体事務に関するすべての分野が、提案募集方式の対象になる(17)。 

     そうなると、提案対象となる法制度には、特段の限定はなくなる。数次の一括

法で対象となった法律に関しても、なお不十分と自治体が考えれば、さらなる提

案がされ、対象とされなかった残余の法制度については、聖域なく対象となる。 

     『最終取りまとめ』には、「重点分野を明らかにしながら」という表現がある。

詳細な制度設計はされていないけれども、２段階に分ける対応が想定されている

ようである。第１段階は、いわば「何でもあり」であって、とくに分野を限定せ

                                                                                 

(17) 対応した部分と残された部分のイメージとしては、北村・前註(７)論文65頁［図表２］を参

照。 
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ずに自治体からの提案を受け付ける。そして、それを整理して、政策的に優先順

位が高いと判断される分野を提示し、第２段階において、その分野について提案

を受け付けるのだろう。後述のように、そうした展開がされている。 

     地方六団体に限定しないというように、提案ルートの拡大は適切である。ただ、

せっかく提案しても十分に対応がされない状況が継続すると、提案もされなくな

るだろう。不適切な提案を受け入れないのは当然であるが、内閣府が関係府省の

反対を乗り越えられないならば、制度に対する自治体の信頼は低下する。もちろ

んこれは、相手のある交渉ごとであって、提案通りには実現しないとしても、成

果をもって「これで満足せよ」という姿勢が示されるならば、自治体側の熱も冷

めてしまう。 

  (ｂ) 条例と提案募集方式 

     総合特区法は、条例特例措置を規定する。同法25条によれば、「指定地方公共

団体が、第12条第２項第１号に規定する特定国際戦略事業として、地方公共団体

事務政令等規制事業（政令又は主務省令により規定された規制……）を定めた国

際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受

けたときは、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定

された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令に

より規定された規制に係るものにあっては内閣府令・主務省令で定めるところに

より条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。」ので

ある。申請認定方式である。同様の仕組みは、同法54条、復興特区法36条、構造

改革特区法35条にもある。 

     『最終取りまとめ』は、条例に関しても、提案募集方式を想定しているように

もみえる。すなわち、手続を規定する一般法を整備し、自治体に、具体的な法律

およびそのもとでの条項を提案してもらう。そして、重点分野が確定されれば、

さらに提案を求め、それを踏まえて関係府省との折衝を行い、条例による決定を

必要とするような個別法改正につなげる。そこにおいては、「従うべき基準」

「標準とすべき基準」「参酌すべき基準」の３基準方式が維持されるのだろうか。

そして、その作業は、「第ｎ次一括法｣(18)によって繰り返されるのであろうか。

『最終取りまとめ』には、明示的記述がないが、それを前提にしているようにも

                                                                                 

(18) 北村・前註(７)論文66頁参照。 
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みえる。 

  (ｃ) 対象事務の決定方式 

     憲法94条にあるように、法律の範囲内で条例を制定できるとすれば、自治体事

務を規定する法律のすべてに包括的な条例授権規定を確認的に置いて、条例によ

る機動的な対応を可能にするような措置が考えられないではない。事実、こうし

た発想は、総合特区法の制度設計の過程で議論されていた。しかし、これは、

「行政府である内閣が立法府である国会に対し、国会の立法権を実質的に広汎に

行政府に授権することを内容とする法律案を内閣提出法案として提出すること｣(19)

になるために断念された。当時政権党であった民主党は、その実現に相当の力を

いれていたのであるが、内閣法制局の支持が得られなかったのである(20)。法律

のどの部分についてどのような条例特例措置が可能になるかは、国会が政省令の

委任を通じて具体的に規定していなければならないという認識は、構造改革特区

法改正により「条例委任特例」（35条）を規定する際にも示されていた(21)。 

     提案募集方式についてはどうなのだろうか。特区方式にならえば、まずは枠付

け緩和のための一般法が制定され、そのもとで対象分野について提案が募集され

る。そして、それを踏まえて対象法律・対象条項についての再度の提案募集が行

われて「条例制定権の範囲」が確定され、それについて、当該法定自治体事務を

義務づけられる自治体が、必要な範囲で条例対応をすることになる。道をつける

のは中央政府であり、道を歩くのが自治体ということになる。 

     もっとも、『最終取りまとめ』は、そうしたシナリオを明確には示してはいな

い。対象事務の決定に関して、次のように述べる。 

  

                                                                                 

(19) 大瀧・前註(14)解説36頁。 

(20) 内閣法制局の認識については、第179回国会衆議院東日本大震災復興特別委員会議録８号

（2011年11月24日）11頁［梶田信一郎・内閣法制局長官答弁］参照。復興特区法案の審議にお

いてであるが、梶田長官は、「憲法41条……は、国会は国の唯一の立法機関であるというふう

に定めておりまして、従来から、この憲法の趣旨を否定する、いわば国会の立法権を没却する

ような抽象的、包括的な規定により条例の定めにゆだねるということは問題がある」と解して

いる。こうした認識に対する批判として、嶋田・前註(７)論文27頁参照。 

(21) 北口善教「構造改革特別区域制度の継続について：提案募集及び計画認定申請の期限並びに

規制の特例措置の追加等」時の法令1930号（2013年）18頁以下・25～26頁参照。 
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 これまでの地方分権改革推進委員会の勧告事項にとらわれず、可能な限り広く対象とする。

また、現行制度の見直しにとどまらず、制度の改廃を含めた抜本的な見直しに係る提案も対象

とする。 

 

     これは、重大な判断である。第１次・第２次一括法方式においては、どの法令

の枠付けを緩和するのかを中央政府が選んでおり、このため、自治的決定からは

ほど遠いと批判を招いていた(22)ことを踏まえての判断だろうか。自治体の事務

となった法定事務に関して、地域の特性を踏まえれば何が不十分なのかの課題を

自治体側が発見して具体的提案をすることまでを自治体に期待したのは、団体自

治の拡充の観点からは、適切な判断である。法定自治事務以外に、法定受託事務

も対象になる(23)。これが可能になり提案が実現すれば、自治体としては、分権

改革の実感がそれなりに持てるだろう。 

  (ｄ) 基準根拠の見直し 

     福祉施設の人員・設備・運営に関する従うべき基準については、「例えば」と

して、特記されている。おそらくは、それ以外の法令についても、同様であろう。

「その設定の根拠等を検証しつつ、見直しを行う」というのであるが、自治体と

しては、「何を今更」という思いがあるのではないだろうか。一括法対応のため

の条例案作成過程において、自治体側は、中央政府に対して、再三にわたって、

提示された３種類の基準の根拠を要求したが、ついに明らかにされなかったので

ある(24)。この点で、自治体側は、中央政府に対して、相当の不信感を持ってい

ることを忘れてはならない。 

     根拠を示せない基準に、正当性はない。そうした基準は、たとえ「従うべき基

準」というラベルが貼られていたとしても、「標準」と解するほかはない。３基

準は、「入れ物と中身」に分けて理解すべきである。とりわけ「従うべき基準」

については、十分な根拠があってはじめてそれとして尊重されると考えるべきで

                                                                                 

(22) 北村喜宣「『義務付け・枠付けの見直し』は自治を進めたか」月刊自治研643号（2013年）

25頁以下参照。 

(23) 岩﨑忠「分権改革『提案募集方式』への移行」地方自治職員研修666号（2014年）21頁以

下・23頁参照。 

(24) 「地方分権改革推進委員会は関係府省に強く要請したが、ついに示されなかった」というの

がより正確である。 
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ある(25)。 

  (ｅ) 立法の原則 

     11頁で引用した部分に記されている「立法の原則」とは、第３次勧告が述べた

ものである。それは、基本的には、現在の地方自治法２条13項が規定する。その

ひとつの具体的な内容は、2008年12月に出された地方分権改革推進委員会の『第

２次勧告：「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大』第１章２

(２)で述べられた「義務付け・枠付けの見直しの具体的な方針」を意味する。そ

れは、「自治体の自主性を強化し、政策や制度の問題を含めて自由度を拡大すべ

きとの観点から」、現行法令を見直すことである。また、新規立法にあたって、

考慮すべきことである。その順序は、「①廃止（単なる省令にとどめることを含

む。）＞②手続、判断基準等の全部を条例に委任または条例による補正（「上書

き」）を許容＞③手続、判断基準等の一部を条例に委任または条例による補正

（「上書き」）を許容」である(26)。 

     内閣府は、当初からそうであったというのであろうが、「参酌すべき基準」を

踏まえた条例の制定をもって「上書き」と整理したことに対しては、自治体や学

界から、大きな失望感が示された(27)。３基準方式が今後も維持されるとすれば、

なるべく多くの基準を「参酌すべき基準」に振り分ける必要がある。また、「従

うべき基準」とされたものについても、対応済みとするのではなく、「立法の原

則」に照らして、より分権的なものになるよう、検討対象に含めるべきである。

筆者は、基本的には、基準を示すとしてもこれを三分する必要はなく、すべてが

「標準」でよいと考えている。 

 

  

                                                                                 

(25) 北村喜宣「基準の条例化と条例による追加・加重、上書き権」辻山幸宣＋菅原敏夫（編）

『基準設定と地方自治：第25回自治総研セミナーの記録』（公人社、2011年）85頁以下・106

頁参照。 

(26) 田中聖也「義務付け・枠付けの見直しの到達点（下）：地方分権改革推進委員会第二次・第

三次勧告」地方自治767号（2011年）33頁以下・49～50頁参照。 

(27) 前註(７)参照。 
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 5. 「３ 改革の推進に当たり今後地方に期待すること」 
 

(１) 概 要 

   『最終とりまとめ』は、自治体に対して、いくつかのメッセージを発している。本

稿との関係で抜き書きしておこう。 

  ① 義務付け・枠付けの見直しが進んでも、自治体が改革前と変わらない行政運営を

行っていては、住民にとって成果がみえないので、わかりやすく情報発信をすべき

である。 

  ② 住民との対話機会を活用し、住民の意図が政策に反映されるようにすることで参

加意識が高まり、将来の課題に対する問題意識が醸成されるという好循環を目指す

べきである。 

  ③ 義務付け・枠付け見直しを必要とする支障事例を国に示すことで、初めてさらな

る分権推進が可能になる。 

 

(２) コメント 

  (ａ) 政策法務の必要性 

     ①および②は、なるほどもっともな認識である。③は、提案募集方式を前提に

しているのであろう。さらなる分権改革は、法律改正を通じて進めるという方針

が確認されている。内閣府としては、当然の方針である。今後は、すべてを国が

決めて条例制定を義務づけた一括法対応とは異なるとすれば、自治体は、そのか

ぎりでは、歓迎するのだろう(28)。 

     今後は、①や②を通じて、自治体ニーズを把握し、どのようにすればそれが可

能になる法制度改正になるかを、自治体自らが考えなければならない。『最終取

りまとめ』は、「各地方公共団体における専門性を有する人材の育成・任用、政

策法務面での取組強化が重要になる」とするが、同感である。自治体は、法定自

治体事務が自らの事務であることを十分に認識し、条例制定もしくは審査基準お

よび処分基準の策定を通して、これを住民福祉増進のために活用する必要がある。

「政策法務」という文言が用いられていることにも注目したい。 

                                                                                 

(28) ただ、前註(10)のような点に注意が必要である。 
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  (ｂ) 枠付け緩和の２つの方策 

     最後に、枠付け緩和のための方策について確認しておこう。有識者会議が進め

ている作業は、『最終取りまとめ』が「所要の法律案を国会に提出する」という

ように、立法論である。これまでの数次の一括法のように、法令改正をして条例

による自己決定余地を創出するやり方（個別法撃破主義)(29)である。 

     しかし、それだけが「枠付け見直し」という山頂に至るルートではない。自治

体も、自らの創意工夫によって、その結果を得ることができる。すなわち、法律

にそれを認める規定はないけれども、条例による修正が可能と解される現行法令

部分について法律実施条例を制定することで、当該自治体に関するかぎりで枠付

けの緩和を実現するのである。どのような条例が可能でどのような条例が違法に

なるかは、憲法94条の「法律の範囲内において」の解釈となる(30)。中央政府の

作業に期待するだけではなく、自治的解釈を踏まえて条例制定の実践をすること

が重要である(31)。「判例の積み重ねに待つ」ではないが、中央政府には、「条

例の積み重ねに待つ」という姿勢があってもよいのではないか。あるいは作業を

通して、法律に根拠がないことの限界を自治体が実感したならば、それが新たな

提案にあたっての説得力ある論拠を提供するだろう。 

     有識者会議は、枠付け緩和を進める組織のひとつである。しかし、そのすべてで

はない。もうひとつの柱は、自治的法解釈にもとづく自治体の実践である。提案募

                                                                                 

(29) 小早川光郎＋北村喜宣「〔対談〕自治立法権の確立に向けた地方分権改革」都市問題100巻

１号（2009年）27頁以下・34頁［北村発言］参照。礒崎初仁「義務付け・枠付け改革と条例制

定の課題」都市問題103巻12号（2012年）40頁以下・48頁は、時間はかかっても個別法撃破主

義をとらざるをえないとする。 

(30) 個別法に明文の根拠なき法律実施条例の例としては、北村喜宣『自治力の達人』（慈学社出

版、2008年）38頁以下［横須賀市宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条

例］、41頁以下［東京都動物の愛護及び管理に関する条例］、44頁以下［神戸市廃棄物の適正

処理、再利用及び環境美化に関する条例］、同『自治力の爽風』（慈学社出版、2012年）96頁

以下［鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条

例］、99頁以下［浜松市廃棄物処理施設の設置等に係る紛争の予防と調整に関する条例］、

114頁［安曇野市景観条例］参照。福岡市屋台基本条例にも、法律実施条例と評しうる部分が

ある。北村喜宣「明文規定なき横出しリンク条例：福岡市屋台基本条例の発想」自治実務セミ

ナー53巻４号（2014年）61頁参照。この論点に関する整理として、北村喜宣『環境法〔第２

版〕』（弘文堂、2013年）88～95頁参照。 

(31) 嶋田・前註(７)論文29頁、金井利之「条例による上書き権」ガバナンス93号（2009年）82頁

以下・83頁参照。 
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集方式にもとづいて提案をしても、それが確実に実現できるとはかぎらない。自治

体としては、それと並行して、リンク型の法律実施条例を制定することにより、法

定自治体事務を地域特性適合的に実施するための措置を講ずるべきであろう。こう

した対応について、総務省自治行政局は理解を示すものと推測されるが、おそらく

内閣法制局は、憲法41条に反して違法と考えているのではないだろうか(32)。しかし、

それは、行政機関としての見解にすぎないのである。 

     自治体現場においては、これまでの一括法のように、明文で条例を認める規定

がなければ条例は制定できないとする解釈が根強いようにみえる。『最終取りま

とめ』は、この点については論じていない。明文規定に関する法律の沈黙は、必

ずしも条例の否定ではない。法定自治体事務に関する法律実施条例については、

憲法94条に立ち戻り、解釈により決せられるべきと整理したい(33)。いくつかの

自治体が先駆的に対応している実例(34)は、広く認識されてよい。 

 

 

 6. 今後の展開 
 

 これまで中央政府が選択した対象に関する条例制定を求められていた自治体には、相当

の「やらされ感」が鬱積している。提案募集方式においては、提案事項に制約は課されて

いないことから、この数年の不満が爆発して、あるいは、提案主体の多様化によって、多

くの具体的提案が、相互の調整なく内閣府に寄せられるかもしれない。７頁に引用した

『最終取りまとめ』にあるように、作業は、地方分権改革推進本部、より具体的には、有

識者会議およびそのもとに設置される専門部会が担当する。「個々の制度改正の優先度や

制度間・政策分野間の整合性等について十分な調査審議を行う」「特に重要と考えられる

提案については……集中的に審議を行い実現に向けた検討を進める」のであるが、府省調

整や政治的調整にかなりのエネルギーを必要とするのではないだろうか(35)。事前相談を

通じて、953件の提案がされている。有識者会議に設置された提案募集専門部会において

                                                                                 

(32) 前註(20)参照。 

(33) 「解釈による上書きの余地というのも、私はこの作業〔引用者註：個別法撃破主義による個

別法改正作業〕と並行して、実は存続すると考えています」という小幡＋曽和・前註(９)討論

34頁［斎藤誠発言］は、同旨であろう。 

(34) 前註(30)参照。 

(35) 検討体制のあり方に関しては、嶋田・前註(７)論文24頁参照。 
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は、「土地利用に関連する提案」「地方の創生と人口減少の克服に関連する提案」が重点

項目として例示されている。 

 分権改革に対する社会全体の関心が低くなり、「追い風」を期待できない「凪状態」の

現在において、上記諸組織がどのような戦略で「成果」を実現するのか。これまでの一括

法で行ったような「個別法撃破主義」のみによるとすれば、団体自治を踏まえた自己決定

の実現は相当に多難であることは論を俟たない。 

 新しい制度のもとでは、地域特性への対応を可能にする法改革提案が続々とされること

が、新たな追い風を起こすきっかけとなると期待されているのだろう。『最終取りまとめ』

は、「地方の提案や発意を恒常的に受け止め、スピード感をもってその実現に向けて取り

組む」という。ただ、自治体現場でできるかぎりの法実践をしたけれども限界があると感

じられてなされた提案に対して芳しい成果が出せなければ、自治体側は中央政府に対する

不信を一層募らせるだけである(36)。有識者会議は、この文書によって、退路を断っての

取組みを宣言したようにみえる。 

 『最終取りまとめ』が自称する「導きの星」の評価は、遠いところからでも見失うこと

のないように鮮明に輝いているかどうか、その光が自治体に勇気と希望を与えるかどうか

によって決せられるものである。かつて地方分権推進委員会は、『地方分権推進委員会最

終報告 分権型社会の創造：その道筋』（2001年）において、第１期分権改革の成果を、

「ベース・キャンプを設営した段階」と総括し、「改革の前途の道筋は遼遠」と展望した。

「導きの星」は、その道筋の先に煌々と輝いていなければならない。そして、それを評価

するのは、中央政府ではなく自治体である。2014年６月に公表された『最終取りまとめ』

が、「多くの課題を将来の改革に託した未完の改革｣(37)を少しでも完成に近づけるにあ

たって、どの程度の照度
ル ク ス

を備えているのか。正しい方向を示しているのか。筆者は、『最

終取りまとめ』が明言するほどの確信を持てないでいるが、あるべき方向について、これ

                                                                                 

(36) 第１次一括法・第２次一括法を踏まえての自治体の条例制定に関して、中央政府関係者は、

「まず自治体自らが地域の実情にあった基準を条例化することが期待される。もしそうでなけ

れば、今後の地方分権改革において、地方の声は真摯なものとして受け止められない可能性さ

えある」と指摘していた。大村慎一「義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」『事例

集』・前註(11)書31頁以下・39頁。この表現を借りるなら、「まず中央政府自らが地域の実情

を踏まえた自治体からの提案に適切に対応して法制化することが期待される。もしそうでなけ

れば、今後の地方分権改革において、中央政府の姿勢は真摯なものとして受け止められない可

能性さえある」といえるだろう。 

(37) 西尾勝『未完の分権改革』（岩波書店、1999年）ｖ頁。 
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からも考えていきたい。 

（きたむら よしのぶ 上智大学教授） 

 

 

キーワード：地方分権改革有識者会議／枠付け緩和／

      提案募集方式／政策法務／事例 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200034002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


