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第 1 次一括法（文部科学省・国土交通省関係） 

 権 奇法 

 

【文部科学省関係】 

 

１．第 1 次一括法制定背景と経緯 

地方分権改革推進委員会の勧告等、義務付け・枠付けの見直しに関する大臣政務官折衝、地方分権改革

推進計画、地域主権戦略大綱を取り上げることにする。 

 

（１）地方分権改革推進委員会 

・平成 19年 5月 30日「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方」 

・平成 19年 11月 16日「中間的な取りまとめ」 

・平成 20 年 5 月 28 日「地方分権改革推進委員会第 1 次勧告」（文部科学省関連） 

第２章重点行政分野の抜本的見直し 

（１）くらしづくり分野関係 

【幼保一元化・子ども】 

急速な尐子化、男女共同参画、就業構造の変化等のなかで、幼児教育・保育に対するニーズが多様化し、幼保一元化の方

向が求められている。こうしたなか、幼保一元化の方策として「認定こども園」が導入されたが、平成20 年度当初現在で

全国229か所の設置にとどまっている。認定こども園制度については、地方から制度が複雑であるなどの問題指摘があり、

その改善を早急に実施する必要がある。 

また、保育所への入所が「保育に欠ける」要件のみで決まるという「措置」的な性格を見直すなどにより、保育サービス

の提供について地方の自由度を拡大し、地方自治体が地域の実情に応じ子育て支援策を実施できるようにすべきである。 

放課後子どもプラン推進事業は、平成19 年度に文部科学省と厚生労働省の事業の国庫補助金交付要綱を一本化して創設さ

れたが、両事業には対象児童、最低実施日数などの差異があり、現場における円滑な事業実施に支障をきたしている。〔厚

生労働省・文部科学省関係〕 

 

○認定こども園制度については、当面、認定等に係る事務手続や会計処理が複雑であるなどの課題に対する抜本的な運用

改善方策について平成20 年度中に実施に着手する。あわせて、制度の一本化に向けた制度改革について平成20 年度中に

結論を得る。 

○保育所について、「保育に欠ける」入所要件の見直し、直接契約方式の採用等についての総合的な検討に着手し、平成

20 年中に結論を得る。 

○文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の「放課後児童健全育成事業」について、両事業の統合も含

めたさらなる一本化の方向で改善方策を検討し、平成21 年度から実施する。 

 

【教育】 

現在、県費負担教職員の人事権と給与負担は基本的に都道府県となっており、そのため、公立小・中学校の教職員は市町

村の職員でありながら、地域に根ざす意識を持ちにくくなっている。県費負担教職員の人事権について、広域での人事調

整の仕組みにも留意した上で、市町村に移譲する方向で検討すべきである。あわせて財源の確実な確保をはかることを前
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ダイオキシン類対策特

別措置法 

11 条 3

頄 

都道府県知事の総量削減計画の作成に係る環境大臣への同意を要する協議（11 条３

頄）に関し、当該計画の内容のうち、削減目標量及び計画の達成の期間（同条１頄３

号及び４号（ただし、計画の達成の方途を除く。））に係る環境大臣への同意を要す

る協議は、同意を要しない協議とし、計画の達成の方途（同条１頄４号（ただし、計

画の達成の期間を除く。））に係る環境大臣への同意を要する協議は、廃止する。 

大気汚染防止法 

5 条の

3 第 3

頄 

都道府県知事の指定ばい煙総量削減計画の作成に係る環境大臣への同意を要する協

議（５条の３第３頄）に関し、当該計画の内容のうち、削減目標量及び計画の達成の

期間（同条第１頄４号及び５号（ただし、計画の達成の方途を除く。））に係る環境

大臣への同意を要する協議は、同意を要しない協議とし、計画の達成の方途（同条第

１頄５号（ただし、計画の達成の期間を除く。））に係る環境大臣への同意を要する

協議は、廃止する。 

自動車から排出される

窒素酸化物,粒子状物質

の特定地域における総

量の削減等に関する特

別措置法 

7 条 3

頄 

都道府県知事の窒素酸化物総量削減計画の策定に係る環境大臣への同意を要する協

議（７条３頄）は、同意を要しない協議とする。 

水道法……個別法 

(省令） 

6 条 1

頄、26

条  

地方公共団体による事業認可（６条、26 条）に係る申請事務の簡素化を図る。 

10

条・30

条 

地方公共団体が事業の変更を行う場合における厚生労働大臣の認可を要しない軽微

な変更（10 条及び 30 条）の範囲を大幅に拡大する。 

国民健康保険法……個

別法 

第 12

条 

市町村が一部負担金の割合を減じようとする場合その他政令で定める場合における

都道府県知事への協議（12 条）は、廃止する。 

 

３計画等策定（厚生労働） 

法律名 
条頄 

見直しの内容 

医療法 
30 条の 4

第 2 頄 

・都道府県の医療計画の内容のうち、地域医療支援病院等の整備の目標に関する事頄及び医療提

供体制の確保に関し必要な事頄に係る規定（30 条の４第２頄９号及び 13 号）は、削除する。 

・基準病床数制度のあり方については、各都道府県の次期医療計画の策定時期に合わせ、平成 23

年度までに結論を得ることとする。 

 

３ 解説 及び４ 地方自治法の関連については、第２次一括法（厚生労働・環境省関

係）を参照されたい。 
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   措置   

(a) 施設・公物設置管理の基準 

就学前の

子どもに

関する教

育、保育

等の総合

的な提供

の推進に

関する法

律 

3条 1

項、2

項 

認定こども園の

設備・運営基準 

廃止

又は

条例

委任 

参酌すべき基

準の一層の弾

力化、大綱化 

○幼稚園設置基準の規制緩和（認定こども園関係） 

 幼稚園の園舎は「耐火建築物」であることを要し、

幼保連携型認定こども園を前提とする幼稚園において

2階に保育室を置く場合、その園舎を「不燃構造」とす

る必要があるが、これは児童福祉施設最低基準を上回

るもの（保育所は3階以上の場合、不燃構造を要求）で

あり、認定こども園を目指す幼稚園に必要以上の要件

を課するものであるため、地方への権限移譲を含めて、

基準を緩和すべき。   （全国知事会・追加分）                           

○幼稚園と保育所の一元化 

 幼稚園と保育所を一元化し、就学前児童への教育（保

育）の均一化を図る。また、「認定こども園」におけ

る施設設置や職員配置等の基準や運営費等は、幼稚

園・保育所の基準を適用するのではなく、保育所と幼

稚園の一元化を図るための統一した標準的制度として

構築するとともに、基準を最低基準とするのではなく

標準的なものとして法令の規定の枠組化を図る。       

（全国市長会）                                          

学校教育

法 

3条 学校の設置基準 廃止

又は

条例

委任 

 

へき地教

育振興法 

5条の

2 第 1

項、 

 

2項 

 

3項 

へき地学校等の

指定基準・へき

地手当の支給基

準 

へき地手当の月

額支給基準 

へき地手当と地

域手当等との調

整基準 

廃止

又は

条例

委任 

 ○へき地手当の支給対象及び支給基準の弾力化 

 情報通信や道路交通網の整備・普及等により、へき

地学校を取り巻く環境は変化してきているが、文部科

学省の基準はそうした環境変化に対応していない。へ

き地手当の支給対象者や支給基準の決定等について、

地域住民の生活実態や手当受給者の通勤実態といっ

た、へき地学校の実態を反映させ、都道府県が実情に

応じた調整ができるよう法律を改正すべき。      

（全国知事会・追加分） 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

学校教育

法 

4 条 1

項 

認可（都道府県

教育委員会） 

事 前

報

告・届

出・通

知等 

市町村立高等

学校、中等教育

学校及び特別

支援学校に係

る部分に限り

認可を許容 

○市町村立幼稚園の設置及び廃止 

 市町村立幼稚園の設置・廃止に関する権限は、設置

主体の市町村に移譲し、認可制から届出制とすべき。 

                （全国知事会） 

(c) 計画等の策定及びその手続 
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提に、人事権者と給与負担者が一致するように人事権移譲に伴う給与負担のあり方も適切に見直すべきである。 

教育委員会制度については、平成20 年４月１日に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律1の改正法の実施

状況も踏まえつつ、設置の選択制、首長との連携による教育行政の充実と総合的な行政の推進という観点、小規模市町村

における共同化等の設置形態、情報開示を通じた活性化方策なども含め、そのあり方について検討する必要がある。〔文

部科学省関係〕 

 

○県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、すでに人事

権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し、平成20 年度中に結論

を得る。 

あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方

法を見直す方向で検討し、平成20 年度中に結論を得る。 

○市町村立幼稚園の設置・廃止等についての都道府県の認可を廃止し、届出制とする。 

 

「地方分権改革推進委員会第 1 次勧告」 

【別紙１】基礎自治体への権限移譲を行うべき事務（文部科学省関連） 

【教育分野】 

 法律名 条項 事務内容 移譲先（注） 

公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する

法律 

3条 2項 学級編制の決定 中核市 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 

41条 1項 教職員定数の決定（条例制定） 中核市 

41条 2項 教職員定数の決定（市町村別・種類ごと） 中核市 

市町村立学校教職員給与負担法 1条 市町村立学校教職員の給与等の負担 中核市 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 

37条 1項 県費負担教職員の任命権 中核市 

学校教育法 4条 1項 市町村の設置する幼稚園の設置廃止等の

認可(第 2号) 

認可の廃止→届出制 

13条 市町村の設置する幼稚園の閉鎖命令 市 

（注）中核市：指定都市・中核市、市：指定都市・中核市・特例市を含む市  

 

・平成 20年 8月 1日「国の出先機関の見直しに関する中間報告」 

・平成 20年 9月 16日「道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関する意見」 

・平成 20年 12月 8日「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～」 

・平成 21年 4月 24日「国直轄事業負担金に関する意見」 

・平成 21年 6月 5日「義務付け・枠付けの見直しに係る第 3次勧告に向けた中間報告」 

・平成 21 年 10 月 7 日「地方分権改革推進委員会第 3 次勧告」（文部科学省関連） 

法律 条項 見直し対象 講ず

べき 

備考 提言等の内容 

－ 104 －



3 
 

   措置   
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育、保育

等の総合

的な提供

の推進に

関する法

律 

3条 1

項、2

項 

認定こども園の

設備・運営基準 

廃止

又は

条例

委任 

参酌すべき基

準の一層の弾

力化、大綱化 

○幼稚園設置基準の規制緩和（認定こども園関係） 

 幼稚園の園舎は「耐火建築物」であることを要し、

幼保連携型認定こども園を前提とする幼稚園において

2階に保育室を置く場合、その園舎を「不燃構造」とす

る必要があるが、これは児童福祉施設最低基準を上回

るもの（保育所は3階以上の場合、不燃構造を要求）で

あり、認定こども園を目指す幼稚園に必要以上の要件

を課するものであるため、地方への権限移譲を含めて、

基準を緩和すべき。   （全国知事会・追加分）                           

○幼稚園と保育所の一元化 

 幼稚園と保育所を一元化し、就学前児童への教育（保

育）の均一化を図る。また、「認定こども園」におけ

る施設設置や職員配置等の基準や運営費等は、幼稚

園・保育所の基準を適用するのではなく、保育所と幼

稚園の一元化を図るための統一した標準的制度として

構築するとともに、基準を最低基準とするのではなく

標準的なものとして法令の規定の枠組化を図る。       

（全国市長会）                                          

学校教育

法 

3条 学校の設置基準 廃止

又は

条例

委任 

 

へき地教

育振興法 

5条の

2 第 1

項、 

 

2項 

 

3項 

へき地学校等の

指定基準・へき

地手当の支給基

準 

へき地手当の月

額支給基準 

へき地手当と地

域手当等との調

整基準 

廃止

又は

条例

委任 

 ○へき地手当の支給対象及び支給基準の弾力化 

 情報通信や道路交通網の整備・普及等により、へき

地学校を取り巻く環境は変化してきているが、文部科

学省の基準はそうした環境変化に対応していない。へ

き地手当の支給対象者や支給基準の決定等について、

地域住民の生活実態や手当受給者の通勤実態といっ

た、へき地学校の実態を反映させ、都道府県が実情に

応じた調整ができるよう法律を改正すべき。      

（全国知事会・追加分） 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

学校教育

法 

4 条 1

項 

認可（都道府県

教育委員会） 

事 前

報

告・届

出・通

知等 

市町村立高等

学校、中等教育

学校及び特別

支援学校に係

る部分に限り

認可を許容 

○市町村立幼稚園の設置及び廃止 

 市町村立幼稚園の設置・廃止に関する権限は、設置

主体の市町村に移譲し、認可制から届出制とすべき。 

                （全国知事会） 

(c) 計画等の策定及びその手続 

 

2 
 

提に、人事権者と給与負担者が一致するように人事権移譲に伴う給与負担のあり方も適切に見直すべきである。 

教育委員会制度については、平成20 年４月１日に施行された地方教育行政の組織及び運営に関する法律1の改正法の実施

状況も踏まえつつ、設置の選択制、首長との連携による教育行政の充実と総合的な行政の推進という観点、小規模市町村

における共同化等の設置形態、情報開示を通じた活性化方策なども含め、そのあり方について検討する必要がある。〔文

部科学省関係〕 

 

○県費負担教職員の人事権の移譲と給与負担については、都道府県から中核市に人事権を移譲するとともに、すでに人事

権が移譲されている政令指定都市と中核市において人事権者と給与負担者が一致する方向で検討し、平成20 年度中に結論

を得る。 

あわせて、現在都道府県の協議・同意が必要とされている学級編制や都道府県が定めている教職員定数についても決定方

法を見直す方向で検討し、平成20 年度中に結論を得る。 

○市町村立幼稚園の設置・廃止等についての都道府県の認可を廃止し、届出制とする。 

 

「地方分権改革推進委員会第 1 次勧告」 

【別紙１】基礎自治体への権限移譲を行うべき事務（文部科学省関連） 

【教育分野】 

 法律名 条項 事務内容 移譲先（注） 

公立義務教育諸学校の学級編制

及び教職員定数の標準に関する

法律 

3条 2項 学級編制の決定 中核市 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 

41条 1項 教職員定数の決定（条例制定） 中核市 

41条 2項 教職員定数の決定（市町村別・種類ごと） 中核市 

市町村立学校教職員給与負担法 1条 市町村立学校教職員の給与等の負担 中核市 

地方教育行政の組織及び運営に

関する法律 

37条 1項 県費負担教職員の任命権 中核市 

学校教育法 4条 1項 市町村の設置する幼稚園の設置廃止等の

認可(第 2号) 

認可の廃止→届出制 

13条 市町村の設置する幼稚園の閉鎖命令 市 

（注）中核市：指定都市・中核市、市：指定都市・中核市・特例市を含む市  

 

・平成 20年 8月 1日「国の出先機関の見直しに関する中間報告」 

・平成 20年 9月 16日「道路・河川の移管に伴う財源等の取扱いに関する意見」 

・平成 20年 12月 8日「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～」 

・平成 21年 4月 24日「国直轄事業負担金に関する意見」 

・平成 21年 6月 5日「義務付け・枠付けの見直しに係る第 3次勧告に向けた中間報告」 

・平成 21 年 10 月 7 日「地方分権改革推進委員会第 3 次勧告」（文部科学省関連） 

法律 条項 見直し対象 講ず

べき 

備考 提言等の内容 
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業をしていただいていて、その段階で更にその基準を直すということになったときに、私どもも都道府県教育員会に対す

る責任はあるが、県にご迷惑がかからないか、という点を懸念している。我々の認識はむしろその作業を的確に進めさせ

ていただき、その定着を的確にさせていただきたいというのが都道府県の現場の声だと把握している。いや、むしろあわ

せてやった方がよい、その方がむしろ現場が望んでいるということであれば、我々ももう１回検討するが、どうもそうで

はないと私たちは思っている。そこは後で、その関係をどう整理するのかというところで追加的なお話があれば教えてい

ただきたい。 

認定こども園は内閣全体の話だと思うので、幼保の話をどういうスケジュールで、どういうプライオリティで、なにか

らどう変えて、解決していくのかと。そのトータルパッケージの中で、これから始めていくことが、ベストシナリオであ

るならば、それに協力することは我々としては全くやぶさかではない。特に、認定こども園のことについては、厚労省と

一緒に一度相談させてもらいたいと思う。基本的に厚労省が言うことに飛びぬけて我々が主張しようというつもりはない。 

（津村政務官）へき地の件（にしても）・・・認定こども園にしても、義務標準法関係にしても、まさにゴールは共有し

ているのだと。ただ、進め方として文科省が突出するのが良いのか、足並み揃えた方が良いのかという方法論の話であれ

ば、そこは内閣府も含めて、皆で要望書を提出という話も提案してもらったし、先ほど厚労省を交えて議論しても良いと

の話ももらったし、そういう汗をかいていきたいと思う。今日の場で、ゴールを共有しているということが、もし、確認

できるのであれば、そこは大きな進歩だと思う。 

（中川副大臣）もう一つ、観点として問題意識を持っているのは、その先の話がある。市町村立学校の学級編制について

も、学級編制だけでなく、給与ベースを県が負担している部分をどう整理していくか。あるいは人事権なども併せて、整

理しなければならない。その中の一つとして学校編制という議論が出てきた。やり方としては、県と市町村の間だから国

は議論を抜いてしまって、あなた方で話を付けてくださいということも一つの選択肢かもしれない。それはしかし、この

問題ではできない。給与をどうするか、人事権はどうするかという話になるだろう。それを整理していこうとすると、も

う一方で、我々が将来の構想としてある統括補助金化の中で、給与ベースをどこに向いて統括補助金化していくか。市町

村レベルにしていくのか、県にしていくのかという方向によっても、この議論は変わっていくということであるとすれば、

逆に統括補助金化の議論というもののスケジュールを早めにあわせておいて、それと同時並行的にこういうものも全て整

理して地方分権化していくという仕組みを作っていかないと、ここだけが突出したときに混乱が起きてくるのではないか。

そこの部分はある。 

（鈴木副大臣）へき地の話なんかは典型だと思うが、学校環境整備法というのがあり、通学時間とか、へき地では通学で

きないというのもあるが、通学条件、状態というものも含んでいる。そこには、ハードとソフトとヒューマンと、という

話だが、そこにも学習者側の通学条件のようなものが含まれている。究極なものがへき地だと思う。だから、まさに方向

としては次々期通常国会あたりには、そういうものを出していきたいと思っている。その時に一方で、憲法26 条を改正す

るつもり 

はない。日本国教育基本法の改正は、すぐにというわけにはいかないと思う。それから、一方で日本国教育基本法は学ぶ

権利というものは、まさにナショナルミニマムとして入っている。ナショナルミニマムの具体化というところで、学校教

育環境整備法案というのは、まさにナショナルリクワイアメントみたいなことを決めていこうと。というような議論があ

って、そこでへき地の問題のようなものも捉えていく。ですから、ゴールというか方向は、我々は明確だが、これはナシ

ョナルミニマム、これは現場に任せようという仕分けを、それぞれの学習圏を分解してやらせてもらっている。その中で

当然、普通教育の所と、幼児教育の所は違う整理だというのは、整理論としてはあるだろうと思うが。一方で、へき地な

んかはナショナルミニマムが大事だと。中川副大臣の話にもあったが、一括交付金ができれば、そちらでナショナルミニ

マムを確保するという、別のスキームも見えてくるかもしれないが、だから、私たちの整理は、学校教育環境整備法案そ

4 
 

（２）義務付け・枠付けの見直しに関する大臣政務官折衝（文部科学省）2009 年 11 月 16 日（月） 

出席者：渡辺周総務副大臣、津村啓介内閣府大臣政務官、逢坂誠二衆議院議員、中川正春文部科学副大臣、鈴木寛文部科

学副大臣、高井美穂文部科学大臣政務官 

 

（津村政務官）学校教育法３条だが、学校の設備、編制等の設置基準について、国が基準を設定しているがこちらの設置

基準を都道府県の条例で定めるようにしたい。中でも幼稚園の設置基準であり、こちらは認定こども園や保育園が条例に

委任すると言う方向で、厚労省とも条例に委任する方向で、内容についてはまだ最後詰めている状況であるが、議論を進

めさせていただいている。幼稚園だけが条例に委任できないとなると尐し国民の皆さんに説明するのが難しいのかなとい

うのが論点である。 

（鈴木副大臣）学校設置基準であるが、これは普通教育については憲法２６条、教育基本法、学校教育法という流れがあ

るということはご理解いただいていると思うが、幼稚園の件についても、幼保一元化の話、こども園の話とか、これは内

閣を含めた全体の課題だと理解をさせていただいており、これについては我々の方でも前向きに頑張っていきたいと思っ

ている。この短時間で具体的にどれをどのようにするかというのは、引き続き協議をということでご理解を賜りたい。 

（中川副大臣）整理のやり方として考えてもらいたいのは、日本国教育基本法でも機能している法律でもそうだと思うが、

教育の国としてのナショナルミニマムを保証していくということ、それが国としての役割とそういう一つの決着の付け方

というか、基本的な考え方というものがあるわけである。その時に、それを法律でこういうふうに基準を作るのか、それ

とも予算措置で国が独自に予算措置、ナショナルミニマムという標準を作って、これだけの予算措置をしますよと、しか

し法律事項としては各地方自治体が条例化してそれぞれの基準でやっていけば良いという形で分権化をしていくのか、そ

れともナショナルミニマムの最低限のところを国が出ていって国が基準を決めていくのか、そういう議論を教育分野では

してきた。しかし本省の認定こども園というのはそういう事ではなく、行政サービスをやっていく時に、どういうサービ

ス基準でやっていくかそれぞれ独自に条例化し市町村でやっていくという法体系基準でやってきたと思う。今度それを最

終的には一緒にしていくのだと言うことになるが、その時にさきほどの、どちらの基準でいくか行政サービスでいくかそ

れとも教育という部分でナショナルミニマムっていうのを国が保障していくのか、そこのところを整理していき体系化し

ていくのだと思う。だから今の話は、これだけでなく学校の制度基準を含めてみな個別の話になっているので、個別の話

でなく体系化して分権を考えていく流れにしていかなければならない。そこのところを斟酌して話を詰める必要がある。 

（津村政務官）へき地手当ての支給対象及び支給基準の条例への委任ということであるが、どこがへき地学校かという指

定が、額の換算、積算の基準を国が設定しているということであるが、これを法律で条例に委任して、従来定めていたも

のを参酌基準に変えていくことで、もう尐し柔軟な運用ができるのではないかというご提案である。県議会等で色々議論

がありがちなテーマのようであり、具体的には控えるが、従来はへき地だったが、高速道路が出来て便利になったとか、

マイカー通勤が増えた等で実際には不公平感のある手当になっているということも相当程度現場では起きているようで、

こういったものを参酌基準という形は維持しつつも、現場での判断にもう尐し落としていけないかという趣旨である。 

認定こども園の参酌すべき基準等の見直しについては、厚労省とも随分議論の出たテーマであり、場合によっては厚労

省も交えて、まさに省庁の垣根を越えて議論すべきテーマかもしれないが、勧告のポイントとしては、受け入れられる子

供の数の数え方を参酌基準にしていく等、弾力的に制度改正していく余地がまだまだ多い分野ではないかということであ

る。駆け足になったが、趣旨だけ説明させていただいた。 

（鈴木副大臣）へき地の件については、想いとしては何ら矛盾するものは我々ないのだが、・・・すでに今、へき地基準

の改正をしているところで、県に作業をしていただいている最中である。その作業は今年度中に完了するという予定にな

っている。従って、これを再検討することは全くやぶさかでないが、今、一応今年の３月の新基準で改正をして、県に作
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業をしていただいていて、その段階で更にその基準を直すということになったときに、私どもも都道府県教育員会に対す

る責任はあるが、県にご迷惑がかからないか、という点を懸念している。我々の認識はむしろその作業を的確に進めさせ

ていただき、その定着を的確にさせていただきたいというのが都道府県の現場の声だと把握している。いや、むしろあわ

せてやった方がよい、その方がむしろ現場が望んでいるということであれば、我々ももう１回検討するが、どうもそうで

はないと私たちは思っている。そこは後で、その関係をどう整理するのかというところで追加的なお話があれば教えてい

ただきたい。 

認定こども園は内閣全体の話だと思うので、幼保の話をどういうスケジュールで、どういうプライオリティで、なにか

らどう変えて、解決していくのかと。そのトータルパッケージの中で、これから始めていくことが、ベストシナリオであ

るならば、それに協力することは我々としては全くやぶさかではない。特に、認定こども園のことについては、厚労省と

一緒に一度相談させてもらいたいと思う。基本的に厚労省が言うことに飛びぬけて我々が主張しようというつもりはない。 

（津村政務官）へき地の件（にしても）・・・認定こども園にしても、義務標準法関係にしても、まさにゴールは共有し

ているのだと。ただ、進め方として文科省が突出するのが良いのか、足並み揃えた方が良いのかという方法論の話であれ

ば、そこは内閣府も含めて、皆で要望書を提出という話も提案してもらったし、先ほど厚労省を交えて議論しても良いと

の話ももらったし、そういう汗をかいていきたいと思う。今日の場で、ゴールを共有しているということが、もし、確認

できるのであれば、そこは大きな進歩だと思う。 

（中川副大臣）もう一つ、観点として問題意識を持っているのは、その先の話がある。市町村立学校の学級編制について

も、学級編制だけでなく、給与ベースを県が負担している部分をどう整理していくか。あるいは人事権なども併せて、整

理しなければならない。その中の一つとして学校編制という議論が出てきた。やり方としては、県と市町村の間だから国

は議論を抜いてしまって、あなた方で話を付けてくださいということも一つの選択肢かもしれない。それはしかし、この

問題ではできない。給与をどうするか、人事権はどうするかという話になるだろう。それを整理していこうとすると、も

う一方で、我々が将来の構想としてある統括補助金化の中で、給与ベースをどこに向いて統括補助金化していくか。市町

村レベルにしていくのか、県にしていくのかという方向によっても、この議論は変わっていくということであるとすれば、

逆に統括補助金化の議論というもののスケジュールを早めにあわせておいて、それと同時並行的にこういうものも全て整

理して地方分権化していくという仕組みを作っていかないと、ここだけが突出したときに混乱が起きてくるのではないか。

そこの部分はある。 

（鈴木副大臣）へき地の話なんかは典型だと思うが、学校環境整備法というのがあり、通学時間とか、へき地では通学で

きないというのもあるが、通学条件、状態というものも含んでいる。そこには、ハードとソフトとヒューマンと、という

話だが、そこにも学習者側の通学条件のようなものが含まれている。究極なものがへき地だと思う。だから、まさに方向

としては次々期通常国会あたりには、そういうものを出していきたいと思っている。その時に一方で、憲法26 条を改正す

るつもり 

はない。日本国教育基本法の改正は、すぐにというわけにはいかないと思う。それから、一方で日本国教育基本法は学ぶ

権利というものは、まさにナショナルミニマムとして入っている。ナショナルミニマムの具体化というところで、学校教

育環境整備法案というのは、まさにナショナルリクワイアメントみたいなことを決めていこうと。というような議論があ

って、そこでへき地の問題のようなものも捉えていく。ですから、ゴールというか方向は、我々は明確だが、これはナシ

ョナルミニマム、これは現場に任せようという仕分けを、それぞれの学習圏を分解してやらせてもらっている。その中で

当然、普通教育の所と、幼児教育の所は違う整理だというのは、整理論としてはあるだろうと思うが。一方で、へき地な

んかはナショナルミニマムが大事だと。中川副大臣の話にもあったが、一括交付金ができれば、そちらでナショナルミニ

マムを確保するという、別のスキームも見えてくるかもしれないが、だから、私たちの整理は、学校教育環境整備法案そ
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（２）義務付け・枠付けの見直しに関する大臣政務官折衝（文部科学省）2009 年 11 月 16 日（月） 

出席者：渡辺周総務副大臣、津村啓介内閣府大臣政務官、逢坂誠二衆議院議員、中川正春文部科学副大臣、鈴木寛文部科

学副大臣、高井美穂文部科学大臣政務官 

 

（津村政務官）学校教育法３条だが、学校の設備、編制等の設置基準について、国が基準を設定しているがこちらの設置

基準を都道府県の条例で定めるようにしたい。中でも幼稚園の設置基準であり、こちらは認定こども園や保育園が条例に

委任すると言う方向で、厚労省とも条例に委任する方向で、内容についてはまだ最後詰めている状況であるが、議論を進

めさせていただいている。幼稚園だけが条例に委任できないとなると尐し国民の皆さんに説明するのが難しいのかなとい

うのが論点である。 

（鈴木副大臣）学校設置基準であるが、これは普通教育については憲法２６条、教育基本法、学校教育法という流れがあ

るということはご理解いただいていると思うが、幼稚園の件についても、幼保一元化の話、こども園の話とか、これは内

閣を含めた全体の課題だと理解をさせていただいており、これについては我々の方でも前向きに頑張っていきたいと思っ

ている。この短時間で具体的にどれをどのようにするかというのは、引き続き協議をということでご理解を賜りたい。 

（中川副大臣）整理のやり方として考えてもらいたいのは、日本国教育基本法でも機能している法律でもそうだと思うが、

教育の国としてのナショナルミニマムを保証していくということ、それが国としての役割とそういう一つの決着の付け方

というか、基本的な考え方というものがあるわけである。その時に、それを法律でこういうふうに基準を作るのか、それ

とも予算措置で国が独自に予算措置、ナショナルミニマムという標準を作って、これだけの予算措置をしますよと、しか

し法律事項としては各地方自治体が条例化してそれぞれの基準でやっていけば良いという形で分権化をしていくのか、そ

れともナショナルミニマムの最低限のところを国が出ていって国が基準を決めていくのか、そういう議論を教育分野では

してきた。しかし本省の認定こども園というのはそういう事ではなく、行政サービスをやっていく時に、どういうサービ

ス基準でやっていくかそれぞれ独自に条例化し市町村でやっていくという法体系基準でやってきたと思う。今度それを最

終的には一緒にしていくのだと言うことになるが、その時にさきほどの、どちらの基準でいくか行政サービスでいくかそ

れとも教育という部分でナショナルミニマムっていうのを国が保障していくのか、そこのところを整理していき体系化し

ていくのだと思う。だから今の話は、これだけでなく学校の制度基準を含めてみな個別の話になっているので、個別の話

でなく体系化して分権を考えていく流れにしていかなければならない。そこのところを斟酌して話を詰める必要がある。 

（津村政務官）へき地手当ての支給対象及び支給基準の条例への委任ということであるが、どこがへき地学校かという指

定が、額の換算、積算の基準を国が設定しているということであるが、これを法律で条例に委任して、従来定めていたも

のを参酌基準に変えていくことで、もう尐し柔軟な運用ができるのではないかというご提案である。県議会等で色々議論

がありがちなテーマのようであり、具体的には控えるが、従来はへき地だったが、高速道路が出来て便利になったとか、

マイカー通勤が増えた等で実際には不公平感のある手当になっているということも相当程度現場では起きているようで、

こういったものを参酌基準という形は維持しつつも、現場での判断にもう尐し落としていけないかという趣旨である。 

認定こども園の参酌すべき基準等の見直しについては、厚労省とも随分議論の出たテーマであり、場合によっては厚労

省も交えて、まさに省庁の垣根を越えて議論すべきテーマかもしれないが、勧告のポイントとしては、受け入れられる子

供の数の数え方を参酌基準にしていく等、弾力的に制度改正していく余地がまだまだ多い分野ではないかということであ

る。駆け足になったが、趣旨だけ説明させていただいた。 

（鈴木副大臣）へき地の件については、想いとしては何ら矛盾するものは我々ないのだが、・・・すでに今、へき地基準

の改正をしているところで、県に作業をしていただいている最中である。その作業は今年度中に完了するという予定にな

っている。従って、これを再検討することは全くやぶさかでないが、今、一応今年の３月の新基準で改正をして、県に作
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参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 22年 4月 28 日／可決 

 

・175回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 7月 30 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・176回国会  

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 10月 1日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・177回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」⇒衆議院における修正

により「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

案」に変更 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 23年 1月 24 日／総務 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成 23年 4月 21 日／修正 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成 23年 4月 22 日／修正 

参議院議案受理年月日 平成 23年 4月 22 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 23年 4月 25 日／総務 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

公布年月日／法律番号 平成 23年 5月 2 日／ 37 

 

（２）審議の内容 

本法案は第 174 回国会において参議院に提出され、審議が行われた。文部科学省関連の 5 法律に関す

る質疑はほとんどなかった。このような状況は、第 177 回国会においても同様であり、衆議院、参議院

ともに文部科学省関連の質疑応答はなかった。その理由としては、まず東日本大震災の対策に関する質

疑応答が多く、また、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律の

一部を改正する法律のような大きな改正となるような事項に関しては、一括法ではなく個別法の改正で

対応したこともその理由である。 

 

３．文部科学省関連 1次一括法の内容 

（１）施設・公物設置管理の基準 

・へき地教育振興法 
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れから教育一括交付金で以って、実態を確保するというトータルパッケージを見せているので、もちろんきちっと学校現

場や学習者や保護者等に説明していかなければならないが、その中でどのようになるのかを整理しなければならない作業

があるということを、今日は共有できればよい。 

 

（３）平成 21 年 12 月 15 日「地方分権改革推進計画」（文部科学省関連） 

１．施設・公物設置管理の基準の見直し 

（１）学校教育法（昭22 法26） 

・学校の設備、編制その他に関する設置基準（３条）として文部科学大臣が定める幼稚園、小学校、中学校及び高等学校

の各設置基準の内容の見直しについて、地方公共団体からの要望等を踏まえ対応する。 

（２）へき地教育振興法（昭29 法143） 

・へき地学校等の指定、へき地手当の月額及びへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関する基準（５条の２）

を、条例（制定主体は都道府県）に委任する。条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。これに伴い、

へき地手当に準ずる手当に関する基準（５条の３）も同様に改める。 

（３）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33 法116） 

・公立義務教育諸学校の学級編制基準に係る都道府県から市町村への権限移譲、都道府県教育委員会への同意を要する協

議については、地域主権改革の観点や教育条件整備全体の観点を踏まえ検討する。 

 

２．協議、同意、許可、承認の見直し 

（５）学校教育法（昭 22 法 26） 

・市町村の設置する幼稚園の設置廃止等に係る都道府県教育委員会の認可（４条１項２号）は、届出とする。 

（６）文化財保護法（昭 25 法 214） 

・国に属する土地等において発掘を施行しようとする場合における地方公共団体の教育委員会の関係各省各庁の長その他

国の機関への協議（９９条２項）は、廃止する。 

（７）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭 31 法 162） 

・学校運営協議会を置く学校の指定に係る市町村教育委員会への協議（４７条の５第９項）は、廃止する 

 

２．国会における審議 

 

（１）経過 

・174回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院議案受理年月日 平成 22年 4月 28 日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 5月 25 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

参議院議案受理年月日 平成 22年 3月 29 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 22年 4月 7日／総務 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 22年 4月 27 日／可決 

－ 108 －
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参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 22年 4月 28 日／可決 

 

・175回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 7月 30 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・176回国会  

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 10月 1日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・177回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」⇒衆議院における修正

により「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

案」に変更 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 23年 1月 24 日／総務 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成 23年 4月 21 日／修正 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成 23年 4月 22 日／修正 

参議院議案受理年月日 平成 23年 4月 22 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 23年 4月 25 日／総務 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

公布年月日／法律番号 平成 23年 5月 2日／ 37 

 

（２）審議の内容 

本法案は第 174 回国会において参議院に提出され、審議が行われた。文部科学省関連の 5 法律に関す

る質疑はほとんどなかった。このような状況は、第 177 回国会においても同様であり、衆議院、参議院

ともに文部科学省関連の質疑応答はなかった。その理由としては、まず東日本大震災の対策に関する質

疑応答が多く、また、例えば、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律の

一部を改正する法律のような大きな改正となるような事項に関しては、一括法ではなく個別法の改正で

対応したこともその理由である。 

 

３．文部科学省関連 1次一括法の内容 

（１）施設・公物設置管理の基準 

・へき地教育振興法 

6 
 

れから教育一括交付金で以って、実態を確保するというトータルパッケージを見せているので、もちろんきちっと学校現

場や学習者や保護者等に説明していかなければならないが、その中でどのようになるのかを整理しなければならない作業

があるということを、今日は共有できればよい。 

 

（３）平成 21 年 12 月 15 日「地方分権改革推進計画」（文部科学省関連） 

１．施設・公物設置管理の基準の見直し 

（１）学校教育法（昭22 法26） 

・学校の設備、編制その他に関する設置基準（３条）として文部科学大臣が定める幼稚園、小学校、中学校及び高等学校

の各設置基準の内容の見直しについて、地方公共団体からの要望等を踏まえ対応する。 

（２）へき地教育振興法（昭29 法143） 

・へき地学校等の指定、へき地手当の月額及びへき地手当と地域手当その他の手当との調整等に関する基準（５条の２）

を、条例（制定主体は都道府県）に委任する。条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。これに伴い、

へき地手当に準ずる手当に関する基準（５条の３）も同様に改める。 

（３）公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭33 法116） 

・公立義務教育諸学校の学級編制基準に係る都道府県から市町村への権限移譲、都道府県教育委員会への同意を要する協

議については、地域主権改革の観点や教育条件整備全体の観点を踏まえ検討する。 

 

２．協議、同意、許可、承認の見直し 

（５）学校教育法（昭 22 法 26） 

・市町村の設置する幼稚園の設置廃止等に係る都道府県教育委員会の認可（４条１項２号）は、届出とする。 

（６）文化財保護法（昭 25 法 214） 

・国に属する土地等において発掘を施行しようとする場合における地方公共団体の教育委員会の関係各省各庁の長その他

国の機関への協議（９９条２項）は、廃止する。 

（７）地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭 31 法 162） 

・学校運営協議会を置く学校の指定に係る市町村教育委員会への協議（４７条の５第９項）は、廃止する 

 

２．国会における審議 

 

（１）経過 

・174回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院議案受理年月日 平成 22年 4月 28 日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 5月 25 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

参議院議案受理年月日 平成 22年 3月 29 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 22年 4月 7 日／総務 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 22年 4月 27 日／可決 
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な 提 供 の

推 進 に 関

する法律 

 する法律第 3条第 1項第 4号及び同条第 2項第 3号の規定に基づき、

文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運

営に関する基準（告示）2011/10/19公布」 

  

 6条 2項 

 

認定こども園の表示に関する基準を条例委任 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第 3条第 1項第 4号及び同条第 2項第 3号の規定に基づき、

文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運

営に関する基準（告示）2011/10/19公布」 

 参酌基準 

 

５．解説 

 第 1 次一括法は、地方分権改革推進委員会第 2 次勧告で掲げる事項について、重点分野に関する第 3

次勧告を受けて策定された地方分権推進計画に対応するものであり、義務付け・枠付けの見直しが中心

となっている。しかし、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」や「公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律の一部を改正する法律」のような、重

要な内容を含む改正については個別法の改正で対応したこともあり、文部科学省に関わる改正内容は、

尐なかったと言える。 

文部科学省関連で最も注目されていた学校教育法３条に関する改正は行われなかった。義務付け・枠

付けの見直しに関する大臣政務官折衝において、「学校教育法３条の学校の設備、編制等の設置基準を

都道府県の条例で定めるようにしたい。中でも幼稚園の設置基準は認定こども園や保育園が条例に委任

すると言う方向で、厚労省とも条例に委任する方向で、内容についてはまだ最後詰めている状況である

が、議論を進めている。幼稚園だけが条例に委任できないとなると尐し国民の皆さんに説明するのが難

しい」という問題提起（津村政務官）に対して、「幼保一元化、認定こども園の話は内閣を含めた全体

の課題であり引き続き協議したい」（鈴木副大臣）、「幼稚園の設置基準は教育のナショナルミニマム

の保障のあり方として議論されてきたことに対して、認定こども園は行政サービス提供の基準設定のあ

り方として議論されてきた。これを一緒にしていくためにはいずれの考え方に立つのかなど体系化の中

で分権を考えなければならない」（中川副大臣）という答弁からわかるように、文部科学省からの反発

が強かったことがその理由である。  
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都道府県が条例を制定する際に、従うべき基準とされていた、へき地手当の支給基準及び月額、へき

地手当と地域手当等との調整基準に関する文部科学省令を、参酌基準に変更した。（第 5 条の 2、第 5

条の 3） 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（文部科学省と厚生労働省

の共管法律） 

幼稚園または保育所等の設置者や幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物およびその付属

設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等（幼保連携施設）の認定の要件

の基準を都道府県の条例に委任し、条例で定める要件の基準として、法律上の基準は従うべき基準と

して、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める施設の設備及び運営に関する基準は参酌基準と

した。（第 3条）また、認定こども園である旨の表示義務を廃止した。 

 

（２）協議、同意、許可・認可・承認 

・学校教育法 

市町村の設置する幼稚園の設置廃止等にかかる都道府県教育委員会の認可制度を廃止し、事前届出制

とした。（第 4条、第 4条の 2） 

・文化財保護法 

地方公共団体が、国所有に属し又は国の機関が占有する土地を発掘するとき、教育委員会の関係各省

各庁の長その他の国の機関との事前協議規定を削除した。（第 99条） 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

市町村の教育委員会が、職員のうちに県費負担教職員を含む所管学校について、学校運営協議会を置

く学校の指定を行おうとする際の、都道府県教育委員会との事前協議規定を削除した。（第 47 条の 5） 

 

（３）計画等の策定及びその手続 

該当なし 

 

４．文部科学省関連一次一括法に係る政省令の整備状況 

法律名 条項 見直し内容と関係政省令 条例制定

主体 

備考 

へ き 地 教

育振興法 

5条の2第 1

項～3項 

へき地学校等の指定、へき地手当の月額及びへき地手当と地域手当

その他の手当との調整等に関する基準を条例委任、 

「へき地教育振興法施行規則（2011/11/17公布）」 

都道府県 参酌基準 

5条の3第 1

項・2項 

へき地手当に準ずる手当に関する基準を条例委任 

「へき地教育振興法施行規則（2011/11/17公布）」 

就 学 前 の

子 ど も に

関 す る 教

育、保育等

の 総 合 的 

3条 1項 

 

2項 

 

 

教育、保育等を総合的に提供する施設（幼稚園又は保育所等）の認

定の要件のうち、入所又は入園資格に関する基準を条例委任 

教育、保育等を総合的に提供する施設（幼保連携施設）の認定の要

件のうち、入所又は入園資格に関する基準を条例委任 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関 

都道府県 従うべき

基準 

－ 110 －
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な 提 供 の

推 進 に 関

する法律 

 する法律第 3条第 1項第 4号及び同条第 2項第 3号の規定に基づき、

文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運

営に関する基準（告示）2011/10/19公布」 

  

 6条 2項 

 

認定こども園の表示に関する基準を条例委任 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律第 3条第 1項第 4号及び同条第 2項第 3号の規定に基づき、

文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める施設の設備及び運

営に関する基準（告示）2011/10/19公布」 

 参酌基準 

 

５．解説 

 第 1 次一括法は、地方分権改革推進委員会第 2 次勧告で掲げる事項について、重点分野に関する第 3

次勧告を受けて策定された地方分権推進計画に対応するものであり、義務付け・枠付けの見直しが中心

となっている。しかし、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」や「公立

義務教育諸学校の学級編制及び教職員の定数の標準に関する法律の一部を改正する法律」のような、重

要な内容を含む改正については個別法の改正で対応したこともあり、文部科学省に関わる改正内容は、

尐なかったと言える。 

文部科学省関連で最も注目されていた学校教育法３条に関する改正は行われなかった。義務付け・枠

付けの見直しに関する大臣政務官折衝において、「学校教育法３条の学校の設備、編制等の設置基準を

都道府県の条例で定めるようにしたい。中でも幼稚園の設置基準は認定こども園や保育園が条例に委任

すると言う方向で、厚労省とも条例に委任する方向で、内容についてはまだ最後詰めている状況である

が、議論を進めている。幼稚園だけが条例に委任できないとなると尐し国民の皆さんに説明するのが難

しい」という問題提起（津村政務官）に対して、「幼保一元化、認定こども園の話は内閣を含めた全体

の課題であり引き続き協議したい」（鈴木副大臣）、「幼稚園の設置基準は教育のナショナルミニマム

の保障のあり方として議論されてきたことに対して、認定こども園は行政サービス提供の基準設定のあ

り方として議論されてきた。これを一緒にしていくためにはいずれの考え方に立つのかなど体系化の中

で分権を考えなければならない」（中川副大臣）という答弁からわかるように、文部科学省からの反発

が強かったことがその理由である。  
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都道府県が条例を制定する際に、従うべき基準とされていた、へき地手当の支給基準及び月額、へき

地手当と地域手当等との調整基準に関する文部科学省令を、参酌基準に変更した。（第 5 条の 2、第 5

条の 3） 

・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（文部科学省と厚生労働省

の共管法律） 

幼稚園または保育所等の設置者や幼稚園及び保育所等のそれぞれの用に供される建物およびその付属

設備が一体的に設置されている場合における当該幼稚園及び保育所等（幼保連携施設）の認定の要件

の基準を都道府県の条例に委任し、条例で定める要件の基準として、法律上の基準は従うべき基準と

して、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議して定める施設の設備及び運営に関する基準は参酌基準と

した。（第 3条）また、認定こども園である旨の表示義務を廃止した。 

 

（２）協議、同意、許可・認可・承認 

・学校教育法 

市町村の設置する幼稚園の設置廃止等にかかる都道府県教育委員会の認可制度を廃止し、事前届出制

とした。（第 4条、第 4条の 2） 

・文化財保護法 

地方公共団体が、国所有に属し又は国の機関が占有する土地を発掘するとき、教育委員会の関係各省

各庁の長その他の国の機関との事前協議規定を削除した。（第 99条） 

・地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

市町村の教育委員会が、職員のうちに県費負担教職員を含む所管学校について、学校運営協議会を置

く学校の指定を行おうとする際の、都道府県教育委員会との事前協議規定を削除した。（第 47 条の 5） 

 

（３）計画等の策定及びその手続 

該当なし 

 

４．文部科学省関連一次一括法に係る政省令の整備状況 

法律名 条項 見直し内容と関係政省令 条例制定

主体 

備考 

へ き 地 教

育振興法 

5条の2第 1

項～3項 

へき地学校等の指定、へき地手当の月額及びへき地手当と地域手当

その他の手当との調整等に関する基準を条例委任、 

「へき地教育振興法施行規則（2011/11/17公布）」 

都道府県 参酌基準 

5条の3第 1

項・2項 

へき地手当に準ずる手当に関する基準を条例委任 

「へき地教育振興法施行規則（2011/11/17公布）」 

就 学 前 の

子 ど も に

関 す る 教

育、保育等

の 総 合 的 

3条 1項 

 

2項 

 

 

教育、保育等を総合的に提供する施設（幼稚園又は保育所等）の認

定の要件のうち、入所又は入園資格に関する基準を条例委任 

教育、保育等を総合的に提供する施設（幼保連携施設）の認定の要

件のうち、入所又は入園資格に関する基準を条例委任 

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関 

都道府県 従うべき

基準 

－ 111 －
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また、農地及び森林に係る政策や施策の見直しにあたっては、国は農地や森林の総量を確保する新たな

仕組みを構築すべきであり、個別の土地の開発と保全に国がかかわっている農地転用、保安林について

は、国の権限の移譲、国の関与の廃止・縮小をはかるべきである。なお、農地の公共転用について規制

を強化する場合でも、個別の許可に国がかかわらないこととすべきである。〔国土交通省・農林水産省

関係〕 

 

（都市計画） 

○社会経済情勢の変化に対応し、地域の実情に通じた地方自治体が自らの責任と判断でまちづくりを進

めていくことができるよう、次のとおり見直すこととする。 

・都道府県による都市計画決定にあたって、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区

域区分」に係る国との同意を要する協議については、同意を廃止するとともに、特定区域（大都市等）

のみに課せられている国との同意を要する協議を廃止する。 

・市による都市計画決定にあたって、都道府県との同意を要する協議については、同意を廃止する。 

・指定都市の区域に係る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区域区分」についての

都道府県の決定権限を指定都市に移譲する。 

 

（農地） 

○将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、平成20 年度内に予定されている農業振興地域制

度及び農地制度の改革において、農地及び優良農地の総量を確保する新たな仕組みを構築したうえで、

次のとおり見直すこととする。 

・農地転用に係る国の許可権限を都道府県に移譲するとともに、国との協議を廃止する。 

・都道府県の許可権限（権利移動及び２ha 以下の転用）を市に移譲する。 

・都道府県が定める農業振興地域整備基本方針に係る国との同意を要する協議については、同意を廃

止する。 

 

（森林） 

○喫緊の課題となっている地球温暖化対策のため、国家的な見地から森林資源を確保するための措置を

講ずるなどにより森林の荒廃に対処しつつ、次のとおり見直すこととする。 

・保安林に係る国の指定・解除権限を都道府県に移譲するとともに、国との協議を廃止する。 

・都道府県が定める地域森林計画の策定・変更に係る国との同意を要する協議については、同意を廃

止する。 

 

【道路】 

直轄国道の要件は、 

（1）高規格幹線道路の区間 

（2）県庁所在地等の重要都市間を効率的・効果的に連絡する一般国道の区間 

（3）重要な港湾・空港と（1）（2）を効率的・効果的に連絡する一般国道の区間 

とされているが、主に地域内交通を分担する道路は基本的に地方が担うべきであり、国は、それを補完 
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【国道交通省関係】 

 

１．改正の背景と経緯 

（１）平成20年5月28日「地方分権改革推進委員会第1次勧告」（国土交通省関連） 

第２章重点行政分野の抜本的見直し 

（１）くらしづくり分野関係 

【公営住宅】 

公営住宅の整備基準や入居者資格要件は、居住面のナショナルミニマムを確保するとの理由から国が全

国一律に定めており、公営住宅の供給を行っている都道府県や市町村による弾力的な取扱いが認められ

るのは、例外的な場合に限られているが、地域の実情に応じて地方自治体がより柔軟に公営住宅を供給

できるようにすべきである。〔国土交通省関係〕 

〇公営住宅については、入居者資格要件を緩和するとともに、整備基準について国は標準を示すにと

どめ、具体的な基準は地方自治体が地域ごとに条例により独自に決定し得ることとする。 

 

（２）まちづくり分野関係 

【土地利用（開発・保全）】 

土地利用規制（開発と保全の両面を含む。）は、地域の生活空間形成にとって決定的な役割を有してい

る。地域の実情に応じた土地利用を実現するためには、住民に身近な地方自治体が土地利用に係る行政

を責任をもって担い、都市部、農村部、山村部にわたる総合的な地域づくりに一体的に取り組めるよう

にする必要がある。そのような観点からは、総合的な土地利用行政は本来基礎自治体である市町村が担

うべきである。しかし、小規模な地方自治体については広域連携を前提としなければ権限移譲は現実的

ではなく、したがって、当面権限移譲は市に限定することとする。 

都市計画制度は、高度経済成長時代に人口増加と都市の拡大・成長を前提として制定されてからすでに

40 年が経過しようとしており、モータリゼーションや尐子高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応

するためには、抜本的な見直しが求められている。平成21 年度を目途に予定されている都市計画制度の

抜本的な見直しの際には、地域の実情に通じた地方が自らの責任と判断でまちづくりを進めていくこと

を基本とし、下記勧告を踏まえて行われるべきである。 

農地開発による面積の増加が見込めず、かつ、一度転用された農地は回復が困難であることから、今後

とも農地面積の減尐が見込まれる。一方、我が国の食料自給率は主要先進国のなかで最低水準となって

おり、将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、農地及び優良農地の確保対策を含め農地政

策の抜本的見直しが求められている。平成20 年度内に予定されている農業振興地域制度及び農地制度の

改革にあたっては、下記勧告を踏まえ、取りまとめを行うべきである。 

森林資源も農地と同様一度失われれば回復に長期間を要する。しかも、地球温暖化対策における森林吸

収目標の達成に向け、国家的な見地から森林資源の確保が求められている。他方、山林所有者の高齢化

や相続等による不在山林所有者の増大、長期にわたる林業の低迷で森林の荒廃が進んでいる。こうした

状況を打開するためには、国家的な見地からの要請と調和をはかりつつ、山村地域の基本的資源である

森林について、地方自治体が保全とバランスのとれた振興施策の責任を担うべきであり、下記勧告を踏

まえて対応するべきである。 

－ 112 －
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また、農地及び森林に係る政策や施策の見直しにあたっては、国は農地や森林の総量を確保する新たな

仕組みを構築すべきであり、個別の土地の開発と保全に国がかかわっている農地転用、保安林について

は、国の権限の移譲、国の関与の廃止・縮小をはかるべきである。なお、農地の公共転用について規制

を強化する場合でも、個別の許可に国がかかわらないこととすべきである。〔国土交通省・農林水産省

関係〕 

 

（都市計画） 

○社会経済情勢の変化に対応し、地域の実情に通じた地方自治体が自らの責任と判断でまちづくりを進

めていくことができるよう、次のとおり見直すこととする。 

・都道府県による都市計画決定にあたって、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区

域区分」に係る国との同意を要する協議については、同意を廃止するとともに、特定区域（大都市等）

のみに課せられている国との同意を要する協議を廃止する。 

・市による都市計画決定にあたって、都道府県との同意を要する協議については、同意を廃止する。 

・指定都市の区域に係る「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」及び「区域区分」についての

都道府県の決定権限を指定都市に移譲する。 

 

（農地） 

○将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、平成20 年度内に予定されている農業振興地域制

度及び農地制度の改革において、農地及び優良農地の総量を確保する新たな仕組みを構築したうえで、

次のとおり見直すこととする。 

・農地転用に係る国の許可権限を都道府県に移譲するとともに、国との協議を廃止する。 

・都道府県の許可権限（権利移動及び２ha 以下の転用）を市に移譲する。 

・都道府県が定める農業振興地域整備基本方針に係る国との同意を要する協議については、同意を廃

止する。 

 

（森林） 

○喫緊の課題となっている地球温暖化対策のため、国家的な見地から森林資源を確保するための措置を

講ずるなどにより森林の荒廃に対処しつつ、次のとおり見直すこととする。 

・保安林に係る国の指定・解除権限を都道府県に移譲するとともに、国との協議を廃止する。 

・都道府県が定める地域森林計画の策定・変更に係る国との同意を要する協議については、同意を廃

止する。 

 

【道路】 

直轄国道の要件は、 

（1）高規格幹線道路の区間 

（2）県庁所在地等の重要都市間を効率的・効果的に連絡する一般国道の区間 

（3）重要な港湾・空港と（1）（2）を効率的・効果的に連絡する一般国道の区間 

とされているが、主に地域内交通を分担する道路は基本的に地方が担うべきであり、国は、それを補完 
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【国道交通省関係】 

 

１．改正の背景と経緯 

（１）平成20年5月28日「地方分権改革推進委員会第1次勧告」（国土交通省関連） 

第２章重点行政分野の抜本的見直し 

（１）くらしづくり分野関係 

【公営住宅】 

公営住宅の整備基準や入居者資格要件は、居住面のナショナルミニマムを確保するとの理由から国が全

国一律に定めており、公営住宅の供給を行っている都道府県や市町村による弾力的な取扱いが認められ

るのは、例外的な場合に限られているが、地域の実情に応じて地方自治体がより柔軟に公営住宅を供給

できるようにすべきである。〔国土交通省関係〕 

〇公営住宅については、入居者資格要件を緩和するとともに、整備基準について国は標準を示すにと

どめ、具体的な基準は地方自治体が地域ごとに条例により独自に決定し得ることとする。 

 

（２）まちづくり分野関係 

【土地利用（開発・保全）】 

土地利用規制（開発と保全の両面を含む。）は、地域の生活空間形成にとって決定的な役割を有してい

る。地域の実情に応じた土地利用を実現するためには、住民に身近な地方自治体が土地利用に係る行政

を責任をもって担い、都市部、農村部、山村部にわたる総合的な地域づくりに一体的に取り組めるよう

にする必要がある。そのような観点からは、総合的な土地利用行政は本来基礎自治体である市町村が担

うべきである。しかし、小規模な地方自治体については広域連携を前提としなければ権限移譲は現実的

ではなく、したがって、当面権限移譲は市に限定することとする。 

都市計画制度は、高度経済成長時代に人口増加と都市の拡大・成長を前提として制定されてからすでに

40 年が経過しようとしており、モータリゼーションや尐子高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応

するためには、抜本的な見直しが求められている。平成21 年度を目途に予定されている都市計画制度の

抜本的な見直しの際には、地域の実情に通じた地方が自らの責任と判断でまちづくりを進めていくこと

を基本とし、下記勧告を踏まえて行われるべきである。 

農地開発による面積の増加が見込めず、かつ、一度転用された農地は回復が困難であることから、今後

とも農地面積の減尐が見込まれる。一方、我が国の食料自給率は主要先進国のなかで最低水準となって

おり、将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、農地及び優良農地の確保対策を含め農地政

策の抜本的見直しが求められている。平成20 年度内に予定されている農業振興地域制度及び農地制度の

改革にあたっては、下記勧告を踏まえ、取りまとめを行うべきである。 

森林資源も農地と同様一度失われれば回復に長期間を要する。しかも、地球温暖化対策における森林吸

収目標の達成に向け、国家的な見地から森林資源の確保が求められている。他方、山林所有者の高齢化

や相続等による不在山林所有者の増大、長期にわたる林業の低迷で森林の荒廃が進んでいる。こうした

状況を打開するためには、国家的な見地からの要請と調和をはかりつつ、山村地域の基本的資源である

森林について、地方自治体が保全とバランスのとれた振興施策の責任を担うべきであり、下記勧告を踏

まえて対応するべきである。 
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空港については、国際的・広域的・基幹的な国内外の航空ネットワークを形成する空港は国設置・国管

理、それ以外の空港は地方設置・地方管理と明確に区分すべきである。 

自家用有償運送については、過疎地域等の地域交通の確保をはかるため、地域における取組みに支障が

生じないようにすべきである。 

地域の観光振興は、地域の実情に通じた地方自治体等が自主的かつ主体的に行うべきものであるから、

地域に関する観光施策は地方に任せ、国は国際的な施策に重点化すべきである。〔国土交通省関係〕 

○重要港湾の港湾管理者が定める港湾計画に係る国の審査、公有水面埋立に係る認可・協議等の国の

関与を縮小する方向で検討し、平成20 年度中に結論を得る。 

○過疎地域等における自家用有償運送については、自家用有償運送の適切な普及をはかる観点から、

現行制度施行後の状況を検証しつつ、登録の要件・手続や運営協議会のあり方を見直し、必要な措置を

講じる。 

○地域に関する観光施策として国が行う支援は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成のため、地

域が行うことのできない全国的視点に立った先端的な取組みなどを基本とする。都道府県が定める外客

来訪促進計画の策定・変更（税制特例に関する事項等を除く。）に係る国との同意を要する協議を廃止

し、通知とする。 

 

「地方分権改革推進委員会第1次勧告」【別紙１】基礎自治体への権限移譲を行うべき事務（国土交通省

関連） 

【都市計画決定】 

＜基礎自治体への権限移譲の方針＞ 

○ 三大都市圏、特定区域か否かを問わず、次の項目を除き、市の区域については「市」決定（都道府

県同意不要）とし、町村の区域については、すでに 町村で決定しているものを除くほか、「都道府県」

決定（国同意不要）とする。 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再開発方針等については、都道府県決定

（区域区分の方針に係る部分を除き国同意不要） 

・地域地区 

国・都道府県の責任で行う広域的な政策に係る地域地区については、それぞれ都道府県決定・国同意

又は都道府県決定（国同意不要)  

・都市施設 

国・都道府県が設置する都市施設、国・都道府県の責任で行う広域的な政策に係る都市施設について

は、それぞれ都道府県決定・国同意又は都道府県決定（国同意不要） 

・市街地開発事業 

その目的・効果が当該団体の区域を越える大規模な市街地開発事業については、都道府県決定（国同

意不要） 

○ 指定都市の区域について、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再開発方針

等並びに道路のうち都道府県の役割に指定都市の特例が適用されるものについては、都道府県決定に代

えて「指定都市」決定（都道府県同意不要）とする。 

12 
 

することにより、全国的な交通ネットワークを形成すべきである。 

上記の考え方に沿ってこの要件を見直し、直轄国道の都道府県への移管を行うべきである。 

これに関連する国の出先機関の見直しについてはさらに検討を進め、第２次勧告において結論を得る。

なお、下記勧告による検討状況を踏まえ、直轄国道の都道府県へのさらなる移管を検討すべきである。

〔国土交通省関係〕 

○直轄国道については、主に地域内交通を分担する道路は都道府県が担い、それを補完して国は全国

的な交通ネットワークの形成をはかることを基本として、上記の要件の（2）及び(3)を見直す。当面、

これらの要件について、①同一都府県内に起終点がある区間、②バイパスの現道区間、③その一部が都

府県等管理となっている路線の区間、④「都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要

な都市」（道路法施行規則1第１条の２）の基準を厳格に適用し、原則都道府県庁所在地及び人口おおむ

ね30 万人以上の市を基本とすることにより対象外となる区間、の４種類の区間に該当するものについて

は、従前と同様の管理水準を維持するため財源等に関して必要な措置を講じたうえで、一般国道の位置

付けを変えずに、原則として都道府県に移管する。 

個別の対象道路については、地方自治体との調整を行った上で、第２次勧告までに具体案を得る。 

○町村について、その道路管理の状況等も踏まえ、都道府県道の管理を行うことができるようにする。 

○都道府県道の認定、変更及び廃止に係る国との協議を廃止する。その際、道路のネットワークとし

ての機能確保のために必要な調整の仕組みを検討する。 

 

【河川】 

「地域の川は地方に任せる」との観点から、地域の河川の管理については、地方自治体が責任をもって

担えるように見直し、一の都道府県内で完結する一級水系内の一級河川の管理権限の移譲を進めるべき

である。これに関連する国の出先機関の見直しについてはさらに検討を進め、第２次勧告において結論

を得る。また、河川流路が複数都府県にまたがる一級河川についても、関係都府県の調整が整えば、管

理権限を国から移譲できるよう検討すべきである。〔国土交通省関係〕 

○一の都道府県内で完結する一級水系内の一級河川の直轄区間については、従前と同様の管理水準を

維持するため財源等に関して必要な措置を講じたうえで、一級河川の位置付けを変えずに、原則として

都道府県に移管する。 

その際、①氾濫した場合に流域に甚大な被害が想定される水系、②広域的な水利用や電力供給のある、

または全国的に価値の高い環境を保全すべき水系、③急流河川等の河川管理に高度な技術力が必要とな

る水系であっても、国が管理する場合を極力限定する。個別の対象河川については地方自治体と調整を

行った上で、第２次勧告までに具体案を得る。 

なお、地方自治体がおおむね一の都道府県内で完結するものとして移管を要望する一級水系についても、

同様の見直しを行うこととする。 

○上記により地方自治体へ移管されることとなる一級水系内の一級河川について、その流域の保安林

に係る国の指定・解除権限を都道府県に移譲するため、重要流域の指定を見直すこととする。 

 

【交通・観光】 

港湾については、港湾管理者がより自主的・総合的に港湾を管理することができるようにすべきである。 
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空港については、国際的・広域的・基幹的な国内外の航空ネットワークを形成する空港は国設置・国管

理、それ以外の空港は地方設置・地方管理と明確に区分すべきである。 

自家用有償運送については、過疎地域等の地域交通の確保をはかるため、地域における取組みに支障が

生じないようにすべきである。 

地域の観光振興は、地域の実情に通じた地方自治体等が自主的かつ主体的に行うべきものであるから、

地域に関する観光施策は地方に任せ、国は国際的な施策に重点化すべきである。〔国土交通省関係〕 

○重要港湾の港湾管理者が定める港湾計画に係る国の審査、公有水面埋立に係る認可・協議等の国の

関与を縮小する方向で検討し、平成20 年度中に結論を得る。 

○過疎地域等における自家用有償運送については、自家用有償運送の適切な普及をはかる観点から、

現行制度施行後の状況を検証しつつ、登録の要件・手続や運営協議会のあり方を見直し、必要な措置を

講じる。 

○地域に関する観光施策として国が行う支援は、国際競争力の高い魅力ある観光地の形成のため、地

域が行うことのできない全国的視点に立った先端的な取組みなどを基本とする。都道府県が定める外客

来訪促進計画の策定・変更（税制特例に関する事項等を除く。）に係る国との同意を要する協議を廃止

し、通知とする。 

 

「地方分権改革推進委員会第1次勧告」【別紙１】基礎自治体への権限移譲を行うべき事務（国土交通省

関連） 

【都市計画決定】 

＜基礎自治体への権限移譲の方針＞ 

○ 三大都市圏、特定区域か否かを問わず、次の項目を除き、市の区域については「市」決定（都道府

県同意不要）とし、町村の区域については、すでに 町村で決定しているものを除くほか、「都道府県」

決定（国同意不要）とする。 

・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再開発方針等については、都道府県決定

（区域区分の方針に係る部分を除き国同意不要） 

・地域地区 

国・都道府県の責任で行う広域的な政策に係る地域地区については、それぞれ都道府県決定・国同意

又は都道府県決定（国同意不要)  

・都市施設 

国・都道府県が設置する都市施設、国・都道府県の責任で行う広域的な政策に係る都市施設について

は、それぞれ都道府県決定・国同意又は都道府県決定（国同意不要） 

・市街地開発事業 

その目的・効果が当該団体の区域を越える大規模な市街地開発事業については、都道府県決定（国同

意不要） 

○ 指定都市の区域について、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、区域区分、都市再開発方針

等並びに道路のうち都道府県の役割に指定都市の特例が適用されるものについては、都道府県決定に代

えて「指定都市」決定（都道府県同意不要）とする。 
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することにより、全国的な交通ネットワークを形成すべきである。 

上記の考え方に沿ってこの要件を見直し、直轄国道の都道府県への移管を行うべきである。 

これに関連する国の出先機関の見直しについてはさらに検討を進め、第２次勧告において結論を得る。

なお、下記勧告による検討状況を踏まえ、直轄国道の都道府県へのさらなる移管を検討すべきである。

〔国土交通省関係〕 

○直轄国道については、主に地域内交通を分担する道路は都道府県が担い、それを補完して国は全国

的な交通ネットワークの形成をはかることを基本として、上記の要件の（2）及び(3)を見直す。当面、

これらの要件について、①同一都府県内に起終点がある区間、②バイパスの現道区間、③その一部が都

府県等管理となっている路線の区間、④「都道府県庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重要

な都市」（道路法施行規則1第１条の２）の基準を厳格に適用し、原則都道府県庁所在地及び人口おおむ

ね30 万人以上の市を基本とすることにより対象外となる区間、の４種類の区間に該当するものについて

は、従前と同様の管理水準を維持するため財源等に関して必要な措置を講じたうえで、一般国道の位置

付けを変えずに、原則として都道府県に移管する。 

個別の対象道路については、地方自治体との調整を行った上で、第２次勧告までに具体案を得る。 

○町村について、その道路管理の状況等も踏まえ、都道府県道の管理を行うことができるようにする。 

○都道府県道の認定、変更及び廃止に係る国との協議を廃止する。その際、道路のネットワークとし

ての機能確保のために必要な調整の仕組みを検討する。 

 

【河川】 

「地域の川は地方に任せる」との観点から、地域の河川の管理については、地方自治体が責任をもって

担えるように見直し、一の都道府県内で完結する一級水系内の一級河川の管理権限の移譲を進めるべき

である。これに関連する国の出先機関の見直しについてはさらに検討を進め、第２次勧告において結論

を得る。また、河川流路が複数都府県にまたがる一級河川についても、関係都府県の調整が整えば、管

理権限を国から移譲できるよう検討すべきである。〔国土交通省関係〕 

○一の都道府県内で完結する一級水系内の一級河川の直轄区間については、従前と同様の管理水準を

維持するため財源等に関して必要な措置を講じたうえで、一級河川の位置付けを変えずに、原則として

都道府県に移管する。 

その際、①氾濫した場合に流域に甚大な被害が想定される水系、②広域的な水利用や電力供給のある、

または全国的に価値の高い環境を保全すべき水系、③急流河川等の河川管理に高度な技術力が必要とな

る水系であっても、国が管理する場合を極力限定する。個別の対象河川については地方自治体と調整を

行った上で、第２次勧告までに具体案を得る。 

なお、地方自治体がおおむね一の都道府県内で完結するものとして移管を要望する一級水系についても、

同様の見直しを行うこととする。 

○上記により地方自治体へ移管されることとなる一級水系内の一級河川について、その流域の保安林

に係る国の指定・解除権限を都道府県に移譲するため、重要流域の指定を見直すこととする。 

 

【交通・観光】 

港湾については、港湾管理者がより自主的・総合的に港湾を管理することができるようにすべきである。 
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   委任  枠組化し、実際の運用は各自治体の裁量によるもの

とする。           （全国市長会） 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

国土利

用計画

法 

9 条 10

項 

同意協議（大

臣） 

意 見 聴

取 

 ○土地利用基本計画に係る国土交通大臣の協議、同

意 

 土地利用基本計画の策定・変更に係る国土交通大

臣への協議、同意及び国の地方支分部局との事前調

整は、地域の実態に応じた柔軟かつ迅速な計画策定

の阻害要因となっているため廃止すべき。     

（全国知事会） 

公有水

面埋立

法 

27 条 3

項 

協議（大臣） 廃止  ○埋立地の権利移転等に係る都道府県知事の許可

に係る国土交通大臣の協議 

○埋立地の用途外使用に係る都道府県知事の許可

に係る国土交通大臣の協議 

 港湾管理者が背後の都市計画との整合性等地域

の実情に応じた港湾行政を行うため、海域管理（公

有水面埋立）に関する認可や協議等は廃止すべき。

また、用途変更や権利移転等の制限期間についても

短縮、撤廃をすべき。   （全国知事会） 

29 条 3

項 

協議（大臣） 廃止  

都市計

画法 

18 条 3

項 

同意協議（大

臣） 

協議等 第1次勧告のとお

り 

○都道府県の都市計画の決定に係る国土交通大臣

の協議、同意 

 地域における主体的なまちづくりを行うため、協

議、同意を必要とする「国の利害に重大な関係があ

る都市計画」を具体的に明記し、協議、同意を必要

としない範囲を拡大すべき。 （全国知事会） 

 19 条 3

項 

同意協議（知

事） 

協議 町村においては

「同意を要する協

議」を許容 

○市町村の都市計画の決定に係る都道府県知事の

協議、同意 

 市町村が行う都市計画決定に際し、広域調整及び

都道府県都市計画との適合性の観点から都道府県

知事の協議、同意が義務付けされているが、地域の

実情に即したまちづくりを自らの判断で迅速に進

めることができるように、広域に影響を及ぼさない

もの等（地区計画、小規模な市街地開発事業等）に

係る協議、同意を廃止し、協議、同意を必要とする

範囲を縮小すべき。  （全国知事会・追加分） 

 都市計画については、そのすべての決定権限を市

に移譲するとともに、市決定の都市計画における都

道府県等との協議、同意を廃止し、都道府県からの 

14 
 

 

【まちづくり・土地利用規制分野】 

＜基礎自治体への権限移譲の方針＞ 

○ 土地利用規制等のために設定された特定区域における行為の規制に係る事務について、次に掲げる

ものを除き、「市」まで移譲する。 

・国・都道府県の責任で行う広域的な政策の観点から設定された特定区域におけるもの（すでに一部

の市で個別の行為の規制に係る事務を処理しているものを除く。） 

 ・国・都道府県が危険防止のために設定した特定区域におけるもの 

○ 市・特許事業者施行の都市計画事業の認可等に係る事務については「都市計画決定権者」が行うこ

ととするほか、個人・再開発会社施行の市街地再開発事業の認可等に係る事務については「指定都市」

まで、個人・区画整理会社施行の土地区画整理事業の認可等に係る事務については「市」まで、それぞ

れ移譲する。 

○ 建築物、住宅、駐車場等に係る事務のうち、建築基準法等の特定行政庁としての事務については、

政令で定められた市以外の市が実施する場合の都道府県知事の同意を廃止し、それ以外の事務について

はその目的・効果が当該団体の区域を越えるものを除き「市」まで移譲する。 

○ 景観法等の景観行政団体としての事務について、指定都市・中核市以外の市町村が実施する場合の

都道府県知事の同意を廃止する。 

 

（２）平成21年10月7日「地方分権改革推進委員会第3次勧告」（国土交通省関連） 

法律 条項 見直し対象 講ずべ

き措置 

備考 提言等の内容 

(a) 施設・公物設置管理の基準 

道路法 30条 1

項、2項 

 

45条 

道路の構造基

準 

 

道路標識の構

造基準 

廃止又

は条例

委任 

 ○道路構造・道路標識の基準 

 地域の実情に即した道路整備を行うため規制的

な通知通達は廃止するとともに、技術的基準である

道路構造令は縮小すべき。    （全国知事会） 

道路標識について、周辺環境に調和させるため、

地域の特性に応じて柔軟に対応できるよう基準を

緩和すべき。（特区の全国展開）  （全国知事会）                                                                       

河川法 13 条 2

項 

河川管理施設

等の構造基準 

廃 止 又

は 条 例

委任 

 ○河川管理施設等の技術的基準（準用河川関係） 

 河川管理施設の新設、改良、管理に関する技術的

基準は縮小すべき。        （全国知事会） 

公営住

宅法 

5条 1項 

 

公営住宅の整

備基準 

 

廃 止 又

は 条 例

委任 

 ○公営住宅の整備基準 

 住宅の規模等について、地域の特性を踏まえた住

宅の整備ができるよう公営住宅の整備に関する基

準設定については廃止すべき。  （全国知事会） 

 23条 公営住宅の入

居基準 

廃 止 又

は 条 例 

 ○公営住宅の入居者資格要件 

 公営住宅法を見直し、公営住宅の入居資格要件を 

－ 116 －
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   委任  枠組化し、実際の運用は各自治体の裁量によるもの

とする。           （全国市長会） 

(b) 協議、同意、許可・認可・承認 

国土利

用計画

法 

9 条 10

項 

同意協議（大

臣） 

意 見 聴

取 

 ○土地利用基本計画に係る国土交通大臣の協議、同

意 

 土地利用基本計画の策定・変更に係る国土交通大

臣への協議、同意及び国の地方支分部局との事前調

整は、地域の実態に応じた柔軟かつ迅速な計画策定

の阻害要因となっているため廃止すべき。     

（全国知事会） 

公有水

面埋立

法 

27 条 3

項 

協議（大臣） 廃止  ○埋立地の権利移転等に係る都道府県知事の許可

に係る国土交通大臣の協議 

○埋立地の用途外使用に係る都道府県知事の許可

に係る国土交通大臣の協議 

 港湾管理者が背後の都市計画との整合性等地域

の実情に応じた港湾行政を行うため、海域管理（公

有水面埋立）に関する認可や協議等は廃止すべき。

また、用途変更や権利移転等の制限期間についても

短縮、撤廃をすべき。   （全国知事会） 

29 条 3

項 

協議（大臣） 廃止  

都市計

画法 

18 条 3

項 

同意協議（大

臣） 

協議等 第1次勧告のとお

り 

○都道府県の都市計画の決定に係る国土交通大臣

の協議、同意 

 地域における主体的なまちづくりを行うため、協

議、同意を必要とする「国の利害に重大な関係があ

る都市計画」を具体的に明記し、協議、同意を必要

としない範囲を拡大すべき。 （全国知事会） 

 19 条 3

項 

同意協議（知

事） 

協議 町村においては

「同意を要する協

議」を許容 

○市町村の都市計画の決定に係る都道府県知事の

協議、同意 

 市町村が行う都市計画決定に際し、広域調整及び

都道府県都市計画との適合性の観点から都道府県

知事の協議、同意が義務付けされているが、地域の

実情に即したまちづくりを自らの判断で迅速に進

めることができるように、広域に影響を及ぼさない

もの等（地区計画、小規模な市街地開発事業等）に

係る協議、同意を廃止し、協議、同意を必要とする

範囲を縮小すべき。  （全国知事会・追加分） 

 都市計画については、そのすべての決定権限を市

に移譲するとともに、市決定の都市計画における都

道府県等との協議、同意を廃止し、都道府県からの 

14 
 

 

【まちづくり・土地利用規制分野】 

＜基礎自治体への権限移譲の方針＞ 

○ 土地利用規制等のために設定された特定区域における行為の規制に係る事務について、次に掲げる

ものを除き、「市」まで移譲する。 

・国・都道府県の責任で行う広域的な政策の観点から設定された特定区域におけるもの（すでに一部

の市で個別の行為の規制に係る事務を処理しているものを除く。） 

 ・国・都道府県が危険防止のために設定した特定区域におけるもの 

○ 市・特許事業者施行の都市計画事業の認可等に係る事務については「都市計画決定権者」が行うこ

ととするほか、個人・再開発会社施行の市街地再開発事業の認可等に係る事務については「指定都市」

まで、個人・区画整理会社施行の土地区画整理事業の認可等に係る事務については「市」まで、それぞ

れ移譲する。 

○ 建築物、住宅、駐車場等に係る事務のうち、建築基準法等の特定行政庁としての事務については、

政令で定められた市以外の市が実施する場合の都道府県知事の同意を廃止し、それ以外の事務について

はその目的・効果が当該団体の区域を越えるものを除き「市」まで移譲する。 

○ 景観法等の景観行政団体としての事務について、指定都市・中核市以外の市町村が実施する場合の

都道府県知事の同意を廃止する。 

 

（２）平成21年10月7日「地方分権改革推進委員会第3次勧告」（国土交通省関連） 

法律 条項 見直し対象 講ずべ

き措置 

備考 提言等の内容 

(a) 施設・公物設置管理の基準 

道路法 30条 1

項、2項 

 

45条 

道路の構造基

準 

 

道路標識の構

造基準 

廃止又

は条例

委任 

 ○道路構造・道路標識の基準 

 地域の実情に即した道路整備を行うため規制的

な通知通達は廃止するとともに、技術的基準である

道路構造令は縮小すべき。    （全国知事会） 

道路標識について、周辺環境に調和させるため、

地域の特性に応じて柔軟に対応できるよう基準を

緩和すべき。（特区の全国展開）  （全国知事会）                                                                       

河川法 13 条 2

項 

河川管理施設

等の構造基準 

廃 止 又

は 条 例

委任 

 ○河川管理施設等の技術的基準（準用河川関係） 

 河川管理施設の新設、改良、管理に関する技術的

基準は縮小すべき。        （全国知事会） 

公営住

宅法 

5条 1項 

 

公営住宅の整

備基準 

 

廃 止 又

は 条 例

委任 

 ○公営住宅の整備基準 

 住宅の規模等について、地域の特性を踏まえた住

宅の整備ができるよう公営住宅の整備に関する基

準設定については廃止すべき。  （全国知事会） 

 23条 公営住宅の入

居基準 

廃 止 又

は 条 例 

 ○公営住宅の入居者資格要件 

 公営住宅法を見直し、公営住宅の入居資格要件を 

－ 117 －
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      都道府県は、住生活基本計画の策定にあたり、公

営住宅の供給目標量について、国土交通大臣に協議

し、その同意を得なければならないと規定されてい

るが、地方の裁量に任せるべき。（全国知事会） 

(c) 計画等の策定及びその手続 

中心市

街地の

活性化

に関 

する法

律 

4条 1項 基本計画の作

成 

廃 止 又

は「でき

る」規定

化等 

2号、4号～10号、

12号に係る部分に

限り存置を許容 

○中心市街地活性化基本計画 

 中心市街地の活性化は地域が自主的・主体的に取

り組むべきであり、市町村が策定する中心市街地活

性化基本計画の国による認定は廃止すべき。（全国

知事会） 基本計画の認

定 

廃止等 2号、4号～10号、

12号に係る部分に

限り認定を許容 

 

（３）義務付け・枠付けの見直しに関する大臣政務官折衝（国土交通省）2009 年 11 月 13 日（金） 

出席者：津村啓介内閣府大臣政務官、逢坂誠二衆議院議員、藤本祐司国土交通大臣政務官 

○公営住宅関係 

（津村政務官）公営住宅法の第23 条に係る公営住宅への入居者資格の条例への委任について。現状は公

営住宅の入居者資格については国が基準を規定しており、例えば高齢者以外の単身者の入居不可、いわ

ゆる同居親族要件や、入居者の収入が月15.8 万円を超えないこと等の基準を国が定めているのが現状。

勧告は、各自治体が条例で定めるということで、国は参酌すべき基準を定めることまででよいのではな

いかというもの。御省の回答は、同居親族要件を廃止するということなので、大きな前進だと理解して

いる。入居者の収入基準について、御省としては全国一律の金額は現行どおり残した上で、居住安定の

必要者の範囲を条例で定めるよう改正することで、一定程度幅を持たせるという回答を頂いているが、

我々は、地域により所得水準も大きくばらついており、公営住宅の持つ意味合いが、例えば地方の郡部

においては、I ターン、Ｕターンをいわば促す、尐し違った政策意図を持って公営住宅を活用している

ケースもあるので、全国一律の金額は実態になじまないのではないか、と考えている。 

（藤本政務官）入居者資格の収入条件、同居の親族、住宅困窮者であるということが明らかであるとい

う要件があるが、この２番目と３番目は今回見直す。いわゆる収入金額は原則として政令で定める基準

は全体の25％、３人世帯では年収400 万円くらいということで、それ以下であると定めている。引き上

げについても条例で40％以下まで引き上げることができることになっている。25％以下ということは、

逆に言うと、25％に全部一律にしていないということ。住宅困窮者であることが明らかであり、各自治

体によって優先順位を下から10％とか、15％とかという所の方から優先して入居できるようにするとい

うのは判断ができるようになっている。25％に全部一律にやっているというのではなく、東京とその他

の地方では25％以下の方々の割合は違うので、津村政務官がおっしゃるとおりで、そこは既に弾力的に

できるようになっている。入居するのを地方公共団体の方で決めればいいだけの話。先に10％以下、15％

以下の方々から入居できるということを言えばいいだけの話であり、特に問題はないのではないか。既

にそのような扱いになっていると認識している。 

（津村政務官）今の枠内でもこの程度の自由度はあるという説明だと思うが、そもそも公営住宅の入居
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     意見聴取、都道府県への報告とする。また、三大都

市圏に係る特例措置を廃止する。  （全国市長会） 

 23 条 1

項 

協議（大臣） 廃止等 都市計画区域の整

備、開発及び保全の

方針のうち区域区

分の方針に係る部

分及び区域区分に

関する都市計画に

ついて農業振興地

域と市街化区域が

重複する場合に限

り、農林水産大臣へ

の協議を許容 

○都道府県の都市計画区域の整備方針等の策定に

係る農林水産大臣の協議 

 地域における主体的なまちづくりを行うため、区

域マスタープランの決定等に係る関係大臣への協

議、意見聴取に係る事務は都道府県及び市町村に移

譲し、都道府県及び市町村において協議手続きが完

結するようにすべき。    （全国知事会） 

道路法 74 条 1

項 

協議（大臣） 廃止  ○都道府県道の路線の認定、変更、廃止に係る国土

交通大臣の協議 

 自治事務であり自治体の役割と責任を明確にす

るため、都道府県道の認定、変更、廃止の国土交通

大臣の協議は廃止すべき。  （全国知事会） 

河川法 79 条 2

項 

協議（知事） 廃止 準用河川に係るも

のに限る 

○河川整備計画等に係る国土交通大臣の協議、同意

（準用河川関係） 

 住民の安全な生活を確保する観点やまちづくり

の観点等、地方の主体的な判断で管理や事業が実施

できるよう、河川整備計画の国土交通大臣の協議、

同意等は廃止すべき。    （全国知事会） 

災害対

策基本

法 

40 条 3

項 

協議（大臣） 事 後 報

告 ・ 届

出・通知 

 ○都道府県地域防災計画の作成、修正に係る協議 

 地域防災計画策定に係る国との協議は、地域の実

態に応じた柔軟かつ迅速な計画策定の阻害要因と

なっているため廃止した上で、報告又は届出とし、

必要に応じて助言する仕組みとすべき。   （全

国知事会） 

海岸法 27 条 2

項 

承認（大臣） 同 意 協

議 

「同意を要する協

議」を許容 

 

○海岸保全施設の工事施工に伴う主務大臣の承認 

 住民の安全な生活を確保する観点やまちづくり

と防災対策の一体性の観点から、地方の主体的な判

断で管理や事業が実施できるよう、海岸保全施設の

新設又は改良工事を施工しようとするときの主務

大臣の承認は廃止すべき。  （全国知事会） 

住生活

基本法 

17 条 4

項 

同意協議（大

臣） 

存置  ○都道府県が策定する住生活基本計画に係る国土

交通大臣の協議、同意 

－ 118 －
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      都道府県は、住生活基本計画の策定にあたり、公

営住宅の供給目標量について、国土交通大臣に協議

し、その同意を得なければならないと規定されてい

るが、地方の裁量に任せるべき。（全国知事会） 

(c) 計画等の策定及びその手続 

中心市

街地の

活性化

に関 

する法

律 

4条 1項 基本計画の作

成 

廃 止 又

は「でき

る」規定

化等 

2号、4号～10号、

12号に係る部分に

限り存置を許容 

○中心市街地活性化基本計画 

 中心市街地の活性化は地域が自主的・主体的に取

り組むべきであり、市町村が策定する中心市街地活

性化基本計画の国による認定は廃止すべき。（全国

知事会） 基本計画の認

定 

廃止等 2号、4号～10号、

12号に係る部分に

限り認定を許容 

 

（３）義務付け・枠付けの見直しに関する大臣政務官折衝（国土交通省）2009 年 11 月 13 日（金） 

出席者：津村啓介内閣府大臣政務官、逢坂誠二衆議院議員、藤本祐司国土交通大臣政務官 

○公営住宅関係 

（津村政務官）公営住宅法の第23 条に係る公営住宅への入居者資格の条例への委任について。現状は公

営住宅の入居者資格については国が基準を規定しており、例えば高齢者以外の単身者の入居不可、いわ

ゆる同居親族要件や、入居者の収入が月15.8 万円を超えないこと等の基準を国が定めているのが現状。

勧告は、各自治体が条例で定めるということで、国は参酌すべき基準を定めることまででよいのではな

いかというもの。御省の回答は、同居親族要件を廃止するということなので、大きな前進だと理解して

いる。入居者の収入基準について、御省としては全国一律の金額は現行どおり残した上で、居住安定の

必要者の範囲を条例で定めるよう改正することで、一定程度幅を持たせるという回答を頂いているが、

我々は、地域により所得水準も大きくばらついており、公営住宅の持つ意味合いが、例えば地方の郡部

においては、I ターン、Ｕターンをいわば促す、尐し違った政策意図を持って公営住宅を活用している

ケースもあるので、全国一律の金額は実態になじまないのではないか、と考えている。 

（藤本政務官）入居者資格の収入条件、同居の親族、住宅困窮者であるということが明らかであるとい

う要件があるが、この２番目と３番目は今回見直す。いわゆる収入金額は原則として政令で定める基準

は全体の25％、３人世帯では年収400 万円くらいということで、それ以下であると定めている。引き上

げについても条例で40％以下まで引き上げることができることになっている。25％以下ということは、

逆に言うと、25％に全部一律にしていないということ。住宅困窮者であることが明らかであり、各自治

体によって優先順位を下から10％とか、15％とかという所の方から優先して入居できるようにするとい

うのは判断ができるようになっている。25％に全部一律にやっているというのではなく、東京とその他

の地方では25％以下の方々の割合は違うので、津村政務官がおっしゃるとおりで、そこは既に弾力的に

できるようになっている。入居するのを地方公共団体の方で決めればいいだけの話。先に10％以下、15％

以下の方々から入居できるということを言えばいいだけの話であり、特に問題はないのではないか。既

にそのような扱いになっていると認識している。 

（津村政務官）今の枠内でもこの程度の自由度はあるという説明だと思うが、そもそも公営住宅の入居

16 
 

     意見聴取、都道府県への報告とする。また、三大都

市圏に係る特例措置を廃止する。  （全国市長会） 

 23 条 1

項 

協議（大臣） 廃止等 都市計画区域の整

備、開発及び保全の

方針のうち区域区

分の方針に係る部

分及び区域区分に

関する都市計画に

ついて農業振興地

域と市街化区域が

重複する場合に限

り、農林水産大臣へ

の協議を許容 

○都道府県の都市計画区域の整備方針等の策定に

係る農林水産大臣の協議 

 地域における主体的なまちづくりを行うため、区

域マスタープランの決定等に係る関係大臣への協

議、意見聴取に係る事務は都道府県及び市町村に移

譲し、都道府県及び市町村において協議手続きが完

結するようにすべき。    （全国知事会） 

道路法 74 条 1

項 

協議（大臣） 廃止  ○都道府県道の路線の認定、変更、廃止に係る国土

交通大臣の協議 

 自治事務であり自治体の役割と責任を明確にす

るため、都道府県道の認定、変更、廃止の国土交通

大臣の協議は廃止すべき。  （全国知事会） 

河川法 79 条 2

項 

協議（知事） 廃止 準用河川に係るも

のに限る 

○河川整備計画等に係る国土交通大臣の協議、同意

（準用河川関係） 

 住民の安全な生活を確保する観点やまちづくり

の観点等、地方の主体的な判断で管理や事業が実施

できるよう、河川整備計画の国土交通大臣の協議、

同意等は廃止すべき。    （全国知事会） 

災害対

策基本

法 

40 条 3

項 

協議（大臣） 事 後 報

告 ・ 届

出・通知 

 ○都道府県地域防災計画の作成、修正に係る協議 

 地域防災計画策定に係る国との協議は、地域の実

態に応じた柔軟かつ迅速な計画策定の阻害要因と

なっているため廃止した上で、報告又は届出とし、

必要に応じて助言する仕組みとすべき。   （全

国知事会） 

海岸法 27 条 2

項 

承認（大臣） 同 意 協

議 

「同意を要する協

議」を許容 

 

○海岸保全施設の工事施工に伴う主務大臣の承認 

 住民の安全な生活を確保する観点やまちづくり

と防災対策の一体性の観点から、地方の主体的な判

断で管理や事業が実施できるよう、海岸保全施設の

新設又は改良工事を施工しようとするときの主務

大臣の承認は廃止すべき。  （全国知事会） 

住生活

基本法 

17 条 4

項 

同意協議（大

臣） 

存置  ○都道府県が策定する住生活基本計画に係る国土

交通大臣の協議、同意 
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○道路法関係 

（津村政務官）道路法第30 条第１項、第２項に係る案件。道路の構造基準の条例への委任ということだ

が、現在地方道の構造基準については国が基準を設定している。そうした中で、今回の勧告の内容とし

て、道路の構造基準を各自治体の条例で定めることとし、国は参酌すべき基準を定めるということでい

かがかということ。実は今回、国交省からは既に大きく見直しをいただき、交通の安全性・円滑性の確

保に関する基準については一部現行どおりとするものの他は条例に委任するということで、線形、勾配、

待避所とか、左側に書いているものの多くは条例に委任するとなっているが、現行どおりというものが

３点あり、設計車両、建築限界、橋・高架道路の設計荷重ということである。安全性ということはおっ

しゃるとおり大変重要なポイントでもあり、ある種程度問題というか、安全性には全く無関係でもない

わけだが、やはり原則としては、ここまでは地域に委ねるけれども、ここまでは国というように分ける

のではなくて、原則は各地域の事情に合わせて考えていくなかで、参酌基準で基準を示していただく、

原則をやはり規律させていただきたいというのがこちらの趣旨である。 

（藤本政務官）２点あり、一つは政令、いわゆる道路構造令の基準は、小区間の改修については基準に

よらなくてよいとあり、小区間については基準に合わなくても地域の実情に合わせて道路整備ができる

ようになっている。もう一つは安全性・円滑性。特に安全性だと思うが、現行どおりと回答した３点に

ついて言うと、市町村道があり隣の市町村道に行ってそこで違ったら危険なことも起こりうるし、例え

ばトンネルにぶつかってしまう、荷重に耐えられなくなってしまうというこ 

とも起こりうる。よって、最低限この安全性という点を考えた時に、設計車両、建築限界、設計荷重だ

け国が決定するように残して、後はおっしゃるとおり条例に委任する形にするというのが考え方。道路

というのは繋がっているので、予期せぬ、自分の所の実情といってもどういう車が来るかは想定できな

いので、そういうところで残してもらえると良いのではないか、もし何か事故があったときのことを考

えるとどうかという意味でこの３つは残している。 

（津村政務官）大きな話として、限られた道路整備の予算、これからますます財政的にも厳しくなって

いくなかで、道路需要がある地域では多尐その基準を柔軟にしながら道路をもう尐したくさん作ってい

く選択をするところもあるだろう。その意味で、何が国民にとって利益かということは、問題は誰が決

めるかということだと思う。まさに地域主権という考え方は、何が安全かということを含めて、国が正

解を、正しい答えを持っていて、地方にはその答えは出せないということではない。 

（藤本政務官）そういうことを言っているのではなく、道路には連続性がある。住宅などの場合は確か

に地域によってその市町村の条件が全然違ったとしても問題はないが、道路の場合は、市町村、都道府

県で閉じていないという部分がある。だから最低限の安全性のところだけはやはり国が見ておかないと、

そこは問題が残るのではないか。 

（津村政務官）基準がなくなる訳ではなく、先ほどの「参酌すべき基準」もそうだが、原則、こういう

ガイドラインというか、一般的なものはもちろん示しながらだが、その責任の主体はやっぱりこれは。 

（藤本政務官）事故が起こっても、壊れても、何しても、市町村がそう判断したのだから、市町村の責

任でやるべきではないか、別にいいじゃないかという話はあるが、そうは言っても、もし何か事故があ

るとか、壊れてしまった、つぶれてしまった、トンネルが通れなかった、橋が壊れてしまったというこ

との責任は市町村だ、責任は市町村だからというだけにしてしまうのは、基準が全部違うとよろしくな

いのではないか。連続性の問題なので。 
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者要件自体について国土交通省が各自治体より基準を作る優位性があると考えること自体が地域主権で

ないのではないか。 

（藤本政務官）同等、対等の関係だと考えている。公営住宅に関して言えば、２分の１の補助をするも

のとすると規定されている。もし地域主権を進めるのであれば、公営住宅に対して、地方の事情に応じ

て入居者資格の優先順位を決めるのだというのであれば、地方は自らの費用でやっていけばいい。法律

の中で２分の１を補助するものとすると明らかにしている以上は、全く国が関与しなくていいのか、全

国の方々の税金を投入している以上、ある程度は国が関与しなければおかしい。公営住宅を市や県が自

分たちの費用で、優先順位が高いとして作ることについては、25％だ、10％だ、30％だという議論には

ならない。今の段階で２分の１補助が出ているということを考えたときに、25％以下の部分は結構弾力

的に運用できるようなっているので、そんなに大きな問題が生じているとは思えない。 

（津村政務官）地域主権を進めていく中で、将来的には２分の１の国庫補助という所もいずれ議論にな

るべきと思う。今回の勧告の内容は、国は参酌基準を示せる。つまり、どちらが原則でどちらが例外か

ということをはっきりさせよう、原則は地方の地域主権だ、ただ２分の１の国庫補助もあり、参酌すべ

き基準を国が示すことは例外的な部分としてやる、基本は地域が決めることということを確認したい。

今の構造だと、どちらが原則かが曖昧で、非常に入り組んだ、責任主体がはっきりしない形になる。あ

くまで２分の１というのも補助であり、主たる主体は地域であるので、そこがイニシアティブを取るの

は、逆に責任も取らなければいけないが、地方選挙も含めてディシプリンが働くと思う。この参酌すべ

き基準はもちろんきちんとあるわけで、国の２分の１のコミットとパラレルに理解頂いていると思うが、

原則としては地域が決めることをはっきりさせたいという趣旨。 

（藤本政務官）公営住宅の制度の趣旨が変わってきているのだと思う。以前は本当に入れない人のため

に公営住宅を作るとして出来上がっていた制度だったが、おしなべて、当時と比べると収入はある程度

家を持てる方々の割合が増えている。本当に困る人はいると思うが。そういう意味で言えば、Ｉターン、

Ｕターンや、あるいは一時的にでも入れるようにすれば、そこからスタートできるではないかと趣旨が

変わってきているのだと思う。 

（逢坂議員）全く藤本政務官のおっしゃるとおりで、公営住宅がある一定程度の所得が低い方に対する

公共の住宅だった時代から、民間住宅が整備されているかどうかによって随分その地域での役割が違う。

地域によっては、所得に関係なく、求められている役割が公共が準備する単なる貸家というイメージに

なっている地域もあるのも事実。その点においては、地域に裁量を渡すことが国民の税金を投入して作

った資源を有効に活用することになると思う。もう１つ事例を挙げると、今回同居親族の要件を廃止す

ることは非常によいことだと思っているが、私がかつて仕事をしていた町では、20 年前に単身者住宅を

町単独で作っている。その時は必ずしもこういうことは認められていなかった。だから、地域の自治体

で起きている現象というのは、将来を読むある種のリトマス試験紙のようになっている。今地域が求め

ているということは、将来国が変わっていくことの正に現場の動きの一番の先端の動きだと考えていた

だければ、是非地域の要望を最大限に実現する方向で、考慮いただけないか。 

（藤本政務官）分かった。前向きに、霞ヶ関用語ではなくて、前向きにそこの所は検討します。趣旨は

正に同感だと思う、地方はそういうのが大変多い。むしろ地域活性化がＩターン、Ｕターンも含めてあ

り得ることなので、これは検討する。 
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○道路法関係 

（津村政務官）道路法第30 条第１項、第２項に係る案件。道路の構造基準の条例への委任ということだ

が、現在地方道の構造基準については国が基準を設定している。そうした中で、今回の勧告の内容とし

て、道路の構造基準を各自治体の条例で定めることとし、国は参酌すべき基準を定めるということでい

かがかということ。実は今回、国交省からは既に大きく見直しをいただき、交通の安全性・円滑性の確

保に関する基準については一部現行どおりとするものの他は条例に委任するということで、線形、勾配、

待避所とか、左側に書いているものの多くは条例に委任するとなっているが、現行どおりというものが

３点あり、設計車両、建築限界、橋・高架道路の設計荷重ということである。安全性ということはおっ

しゃるとおり大変重要なポイントでもあり、ある種程度問題というか、安全性には全く無関係でもない

わけだが、やはり原則としては、ここまでは地域に委ねるけれども、ここまでは国というように分ける

のではなくて、原則は各地域の事情に合わせて考えていくなかで、参酌基準で基準を示していただく、

原則をやはり規律させていただきたいというのがこちらの趣旨である。 

（藤本政務官）２点あり、一つは政令、いわゆる道路構造令の基準は、小区間の改修については基準に

よらなくてよいとあり、小区間については基準に合わなくても地域の実情に合わせて道路整備ができる

ようになっている。もう一つは安全性・円滑性。特に安全性だと思うが、現行どおりと回答した３点に

ついて言うと、市町村道があり隣の市町村道に行ってそこで違ったら危険なことも起こりうるし、例え

ばトンネルにぶつかってしまう、荷重に耐えられなくなってしまうというこ 

とも起こりうる。よって、最低限この安全性という点を考えた時に、設計車両、建築限界、設計荷重だ

け国が決定するように残して、後はおっしゃるとおり条例に委任する形にするというのが考え方。道路

というのは繋がっているので、予期せぬ、自分の所の実情といってもどういう車が来るかは想定できな

いので、そういうところで残してもらえると良いのではないか、もし何か事故があったときのことを考

えるとどうかという意味でこの３つは残している。 

（津村政務官）大きな話として、限られた道路整備の予算、これからますます財政的にも厳しくなって

いくなかで、道路需要がある地域では多尐その基準を柔軟にしながら道路をもう尐したくさん作ってい

く選択をするところもあるだろう。その意味で、何が国民にとって利益かということは、問題は誰が決

めるかということだと思う。まさに地域主権という考え方は、何が安全かということを含めて、国が正

解を、正しい答えを持っていて、地方にはその答えは出せないということではない。 

（藤本政務官）そういうことを言っているのではなく、道路には連続性がある。住宅などの場合は確か

に地域によってその市町村の条件が全然違ったとしても問題はないが、道路の場合は、市町村、都道府

県で閉じていないという部分がある。だから最低限の安全性のところだけはやはり国が見ておかないと、

そこは問題が残るのではないか。 

（津村政務官）基準がなくなる訳ではなく、先ほどの「参酌すべき基準」もそうだが、原則、こういう

ガイドラインというか、一般的なものはもちろん示しながらだが、その責任の主体はやっぱりこれは。 

（藤本政務官）事故が起こっても、壊れても、何しても、市町村がそう判断したのだから、市町村の責

任でやるべきではないか、別にいいじゃないかという話はあるが、そうは言っても、もし何か事故があ

るとか、壊れてしまった、つぶれてしまった、トンネルが通れなかった、橋が壊れてしまったというこ

との責任は市町村だ、責任は市町村だからというだけにしてしまうのは、基準が全部違うとよろしくな

いのではないか。連続性の問題なので。 
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者要件自体について国土交通省が各自治体より基準を作る優位性があると考えること自体が地域主権で

ないのではないか。 

（藤本政務官）同等、対等の関係だと考えている。公営住宅に関して言えば、２分の１の補助をするも

のとすると規定されている。もし地域主権を進めるのであれば、公営住宅に対して、地方の事情に応じ

て入居者資格の優先順位を決めるのだというのであれば、地方は自らの費用でやっていけばいい。法律

の中で２分の１を補助するものとすると明らかにしている以上は、全く国が関与しなくていいのか、全

国の方々の税金を投入している以上、ある程度は国が関与しなければおかしい。公営住宅を市や県が自

分たちの費用で、優先順位が高いとして作ることについては、25％だ、10％だ、30％だという議論には

ならない。今の段階で２分の１補助が出ているということを考えたときに、25％以下の部分は結構弾力

的に運用できるようなっているので、そんなに大きな問題が生じているとは思えない。 

（津村政務官）地域主権を進めていく中で、将来的には２分の１の国庫補助という所もいずれ議論にな

るべきと思う。今回の勧告の内容は、国は参酌基準を示せる。つまり、どちらが原則でどちらが例外か

ということをはっきりさせよう、原則は地方の地域主権だ、ただ２分の１の国庫補助もあり、参酌すべ

き基準を国が示すことは例外的な部分としてやる、基本は地域が決めることということを確認したい。

今の構造だと、どちらが原則かが曖昧で、非常に入り組んだ、責任主体がはっきりしない形になる。あ

くまで２分の１というのも補助であり、主たる主体は地域であるので、そこがイニシアティブを取るの

は、逆に責任も取らなければいけないが、地方選挙も含めてディシプリンが働くと思う。この参酌すべ

き基準はもちろんきちんとあるわけで、国の２分の１のコミットとパラレルに理解頂いていると思うが、

原則としては地域が決めることをはっきりさせたいという趣旨。 

（藤本政務官）公営住宅の制度の趣旨が変わってきているのだと思う。以前は本当に入れない人のため

に公営住宅を作るとして出来上がっていた制度だったが、おしなべて、当時と比べると収入はある程度

家を持てる方々の割合が増えている。本当に困る人はいると思うが。そういう意味で言えば、Ｉターン、

Ｕターンや、あるいは一時的にでも入れるようにすれば、そこからスタートできるではないかと趣旨が

変わってきているのだと思う。 

（逢坂議員）全く藤本政務官のおっしゃるとおりで、公営住宅がある一定程度の所得が低い方に対する

公共の住宅だった時代から、民間住宅が整備されているかどうかによって随分その地域での役割が違う。

地域によっては、所得に関係なく、求められている役割が公共が準備する単なる貸家というイメージに

なっている地域もあるのも事実。その点においては、地域に裁量を渡すことが国民の税金を投入して作

った資源を有効に活用することになると思う。もう１つ事例を挙げると、今回同居親族の要件を廃止す

ることは非常によいことだと思っているが、私がかつて仕事をしていた町では、20 年前に単身者住宅を

町単独で作っている。その時は必ずしもこういうことは認められていなかった。だから、地域の自治体

で起きている現象というのは、将来を読むある種のリトマス試験紙のようになっている。今地域が求め

ているということは、将来国が変わっていくことの正に現場の動きの一番の先端の動きだと考えていた

だければ、是非地域の要望を最大限に実現する方向で、考慮いただけないか。 

（藤本政務官）分かった。前向きに、霞ヶ関用語ではなくて、前向きにそこの所は検討します。趣旨は

正に同感だと思う、地方はそういうのが大変多い。むしろ地域活性化がＩターン、Ｕターンも含めてあ

り得ることなので、これは検討する。 
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る。もともとは近郊緑地特別保全地区が先にあった概念。実際、緑地やいろんな住環境、自然環境につ

いては、最初の例もそうだが、地域によって全部違うので、それぞれの地域で考えればいいではないか

という理屈はその通りだと思うが、法律で国庫補助しているという所の根拠がそこにあるので、それも

含めて考える必要があるのではないか。これだけやってしまって済むのかという話にはならない。 

（津村政務官）財政支出の整理は将来的に必要かもしれないが、国の利害に重大な関係があるというふ

うに大上段に言われると、地域が自分たちにとってそんなに悪いことをするとは思えない中で、そんな

に国の利害に重大な関係がある国家的な政策だというのは言葉が大げさという気がする。 

（藤本政務官）全体として都道府県が決定する都市計画の全体の８割を市町村が考えていて、２割を都

道府県が考えている。その都道府県が決定する都市計画の全体の約４割は今まで国が関与していた。こ

れが、今回の見直しにより２割に縮小されるので、２割のうちの２割になるので、相当権限が移譲され

て、国の関与が薄くなっていると思う。三大都市圏は協議そのものを廃止することにしたので、これは

広域的に今後考えていった方がいいということも含めて、そこは協議そのものを廃止することにしてい

るので、全体の２割の、その中の８割が移譲されているという考え方でいる。 

 

○その他 

（逢坂議員）（許認可権限の見直しに伴う）「事後的な是正手段等」に関して、国土交通省として、新

規に事後的是正措置を設けるという意味はあまりないのかなという気がする。というのも、自治法の規

定の中に、是正措置の規定があり、それを使うことにより、この目的は十分に達成されるだろうと思う。

自治法を超えてあえて個別法に書くということは、屋上屋という気がするので検討していただきたい。 

（藤本政務官）自治法245 条の５の話をしているのだと思うが、そこについて言うと、基本的に法令の

規定に違反があった場合や重大な公益を害した場合のような制約があって、計画がおかしいのではとな

ったときに、違反と言えるかというとそうは言えない。公益に重大な害を及ぼしたかと言うとそうは言

えない。はっきり言えば、予防医学の世界か、病気になってから考えるかの世界であって、そこは計画

の段階から明らかにおかしいなというときのために是正措置を設けておかない 

と、病気になってからだともっと大変だという考え方。 

（逢坂議員）重大な違反ではない、公益にも重大な影響を及ぼしていない、だけれども予防的にやるの

だというのは、自治事務に対する過大な介入ではないかと一般的には言われる。その点も配慮してもら

い、この上乗せ規定は、極力見直ししていただきたい。 

（藤本政務官）いわゆる△だけど、条件付きというものか。港湾法第４条について言えば、その意味で

は地方港湾775 については、今言われた事後的な是正手段を確保しつつという表現をしている、そこの

部分のことを言っているのだな。 

（逢坂議員）そう。違反でもない、公益に重大な影響も及ぼさない、だけれども予防的にというのでは、

自治事務に対する介入が大きいのではないか。 

（藤本政務官）自治事務に対する強制的な是正という、地方自治法の場合若干そのところは違うともし

れないが。 

（逢坂議員）自治法の規定は著しく適正を欠くとか、明らかに公益を害しているというところだから、

先ほどの政務官の発言からすれば、公益に重大な影響を及ぼすというのも、この中から読めなくもない。 

（藤本政務官）自治法による一般規定では、今回の計画のようなものには強制的な是正が出来ないとい
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（津村政務官）どのような車が通るかということについて、幅などはそれこそ連続性というのが幅を効

かせる、どこかで道路が急に細い、この車では走れないとなればまだ、という気もする。しかし、走っ

ている車の種類というのは、もちろん田舎には一切トラックは来ないのか、でもそれほど大きなトラッ

クは来ない気もする。段階的になっている、きめ細かくなっているとおっしゃるが、かなり地域性のあ

るところだと思う。 

（藤本政務官）建築限界というのは、大型貨物がトンネルでぶち当たりそこから動けなくなったら立ち

往生して、問題が起こりうると思う。また、橋の重さがどれだけ耐えられるかというのも、止まってし

まって渡れなくなる。そういうところだけは連続性を保てないという範囲だけの３項目に絞っているつ

もり。他のところは各地域の事情でいいじゃないかという話。国の一律の基準でやってしまうと費用も

かかるし、そんな道路は通りはしないという所について、わざわざ歩道までつけなくてもよいではない

かという所については地方自治体の考え方でやってもらえればいい。地域ごとに実情が異なる先ほどの

住宅の話とは違うのではないか。 

 

○都市計画法関係 

（逢坂議員）都市計画法第18 条第３項の関係で、線引きに関する都市計画については、国交大臣と農水

大臣の協議については、農振と市街化区域が重複する場合に限り農水大臣との協議を行うということで

いいと思う。要するに、農振地域が無い所であえて農水大臣と協議を行うことはしなくてもいいかと思

う。この点は藤本政務官どうか。 

（藤本政務官）市街化区域内の農転が、許可を要するものとそうではないもの、届出だけのものが並存

しているということが問題だと思っている。 

（逢坂議員）農振地域がなければ農水大臣との協議はいらないというお考えか。 

（藤本政務官）ほかに、近郊緑地特別保全地区について問題がある。ご承知のとおり近郊緑地特別保全

地区は特別緑地保全地区の一部分になるが、土地の買入費用は高い率で補助されている。高い率という

のは55％。特別緑地保全地区は、３分の１の補助率になっており、その根拠を考えると国が何らかの対

応をした方がよいのではという思いがある。その制度自体をいじっていくことになる。 

（逢坂議員）上の方はよろしいか。農振が関係ないという。 

（藤本政務官）そこは並存していると、皆さんが混乱してしまい、おかしなことになるので、そこは農

水省との関係。 

（逢坂議員）逆に言うと、農振がなければいいのか。 

（藤本政務官）そちらの農水省の方での判断。 

（逢坂議員）そうではなく、これから都市計画決定をしようというエリアに農振地域がないということ

であればあえて農水大臣の所に行かなくてもよいということでよろしいか。 

（藤本政務官）そうですね。 

（津村政務官）下の所の近郊緑地特別保全地区について、私も制度の理解が十分ではないが、特別保全

地区の前段に保全地区というのがあるのか。それは国が定めているということなので、二重になってい

るのか。 

（藤本政務官）特別緑地保全地区というのがあって、その中に近郊緑地特別保全地区がある。特別緑地

保全地区については国の補助率が３分の１だが、近郊緑地特別保全地区は国の補助率が55％になってい 
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る。もともとは近郊緑地特別保全地区が先にあった概念。実際、緑地やいろんな住環境、自然環境につ

いては、最初の例もそうだが、地域によって全部違うので、それぞれの地域で考えればいいではないか

という理屈はその通りだと思うが、法律で国庫補助しているという所の根拠がそこにあるので、それも

含めて考える必要があるのではないか。これだけやってしまって済むのかという話にはならない。 

（津村政務官）財政支出の整理は将来的に必要かもしれないが、国の利害に重大な関係があるというふ

うに大上段に言われると、地域が自分たちにとってそんなに悪いことをするとは思えない中で、そんな

に国の利害に重大な関係がある国家的な政策だというのは言葉が大げさという気がする。 

（藤本政務官）全体として都道府県が決定する都市計画の全体の８割を市町村が考えていて、２割を都

道府県が考えている。その都道府県が決定する都市計画の全体の約４割は今まで国が関与していた。こ

れが、今回の見直しにより２割に縮小されるので、２割のうちの２割になるので、相当権限が移譲され

て、国の関与が薄くなっていると思う。三大都市圏は協議そのものを廃止することにしたので、これは

広域的に今後考えていった方がいいということも含めて、そこは協議そのものを廃止することにしてい

るので、全体の２割の、その中の８割が移譲されているという考え方でいる。 

 

○その他 

（逢坂議員）（許認可権限の見直しに伴う）「事後的な是正手段等」に関して、国土交通省として、新

規に事後的是正措置を設けるという意味はあまりないのかなという気がする。というのも、自治法の規

定の中に、是正措置の規定があり、それを使うことにより、この目的は十分に達成されるだろうと思う。

自治法を超えてあえて個別法に書くということは、屋上屋という気がするので検討していただきたい。 

（藤本政務官）自治法245 条の５の話をしているのだと思うが、そこについて言うと、基本的に法令の

規定に違反があった場合や重大な公益を害した場合のような制約があって、計画がおかしいのではとな

ったときに、違反と言えるかというとそうは言えない。公益に重大な害を及ぼしたかと言うとそうは言

えない。はっきり言えば、予防医学の世界か、病気になってから考えるかの世界であって、そこは計画

の段階から明らかにおかしいなというときのために是正措置を設けておかない 

と、病気になってからだともっと大変だという考え方。 

（逢坂議員）重大な違反ではない、公益にも重大な影響を及ぼしていない、だけれども予防的にやるの

だというのは、自治事務に対する過大な介入ではないかと一般的には言われる。その点も配慮してもら

い、この上乗せ規定は、極力見直ししていただきたい。 

（藤本政務官）いわゆる△だけど、条件付きというものか。港湾法第４条について言えば、その意味で

は地方港湾775 については、今言われた事後的な是正手段を確保しつつという表現をしている、そこの

部分のことを言っているのだな。 

（逢坂議員）そう。違反でもない、公益に重大な影響も及ぼさない、だけれども予防的にというのでは、

自治事務に対する介入が大きいのではないか。 

（藤本政務官）自治事務に対する強制的な是正という、地方自治法の場合若干そのところは違うともし

れないが。 

（逢坂議員）自治法の規定は著しく適正を欠くとか、明らかに公益を害しているというところだから、

先ほどの政務官の発言からすれば、公益に重大な影響を及ぼすというのも、この中から読めなくもない。 

（藤本政務官）自治法による一般規定では、今回の計画のようなものには強制的な是正が出来ないとい
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（津村政務官）どのような車が通るかということについて、幅などはそれこそ連続性というのが幅を効

かせる、どこかで道路が急に細い、この車では走れないとなればまだ、という気もする。しかし、走っ

ている車の種類というのは、もちろん田舎には一切トラックは来ないのか、でもそれほど大きなトラッ

クは来ない気もする。段階的になっている、きめ細かくなっているとおっしゃるが、かなり地域性のあ

るところだと思う。 

（藤本政務官）建築限界というのは、大型貨物がトンネルでぶち当たりそこから動けなくなったら立ち

往生して、問題が起こりうると思う。また、橋の重さがどれだけ耐えられるかというのも、止まってし

まって渡れなくなる。そういうところだけは連続性を保てないという範囲だけの３項目に絞っているつ

もり。他のところは各地域の事情でいいじゃないかという話。国の一律の基準でやってしまうと費用も

かかるし、そんな道路は通りはしないという所について、わざわざ歩道までつけなくてもよいではない

かという所については地方自治体の考え方でやってもらえればいい。地域ごとに実情が異なる先ほどの

住宅の話とは違うのではないか。 

 

○都市計画法関係 

（逢坂議員）都市計画法第18 条第３項の関係で、線引きに関する都市計画については、国交大臣と農水

大臣の協議については、農振と市街化区域が重複する場合に限り農水大臣との協議を行うということで

いいと思う。要するに、農振地域が無い所であえて農水大臣と協議を行うことはしなくてもいいかと思

う。この点は藤本政務官どうか。 

（藤本政務官）市街化区域内の農転が、許可を要するものとそうではないもの、届出だけのものが並存

しているということが問題だと思っている。 

（逢坂議員）農振地域がなければ農水大臣との協議はいらないというお考えか。 

（藤本政務官）ほかに、近郊緑地特別保全地区について問題がある。ご承知のとおり近郊緑地特別保全

地区は特別緑地保全地区の一部分になるが、土地の買入費用は高い率で補助されている。高い率という

のは55％。特別緑地保全地区は、３分の１の補助率になっており、その根拠を考えると国が何らかの対

応をした方がよいのではという思いがある。その制度自体をいじっていくことになる。 

（逢坂議員）上の方はよろしいか。農振が関係ないという。 

（藤本政務官）そこは並存していると、皆さんが混乱してしまい、おかしなことになるので、そこは農

水省との関係。 

（逢坂議員）逆に言うと、農振がなければいいのか。 

（藤本政務官）そちらの農水省の方での判断。 

（逢坂議員）そうではなく、これから都市計画決定をしようというエリアに農振地域がないということ

であればあえて農水大臣の所に行かなくてもよいということでよろしいか。 

（藤本政務官）そうですね。 

（津村政務官）下の所の近郊緑地特別保全地区について、私も制度の理解が十分ではないが、特別保全

地区の前段に保全地区というのがあるのか。それは国が定めているということなので、二重になってい

るのか。 

（藤本政務官）特別緑地保全地区というのがあって、その中に近郊緑地特別保全地区がある。特別緑地

保全地区については国の補助率が３分の１だが、近郊緑地特別保全地区は国の補助率が55％になってい 
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（１８）道路法（昭27 法180） 

・都道府県知事の都道府県道の路線の認定、変更又は廃止に係る国土交通大臣への協議（74 条１項）は、

廃止する。 

（１９）海岸法（昭31 法101）（農林水産省と共管） 

・海岸管理者の海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の施行に係る主務大臣の承認（27 条２項）は、

同意を要する協議とする。 

（２０）下水道法（昭33 法79） 

・二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域等についての流域別下水道整備総

合計画に係る国土交通大臣への同意を要する協議（２条の２第７項）は、同意を要しない協議とする。 

・公共下水道及び流域下水道を設置する場合の事業計画の策定又は変更に係る国土交通大臣の認可又は

都道府県知事の認可（４条１項、25 条の３第１項）は、市町村が設置する場合は都道府県知事への同

意を要しない協議とし、都道府県が設置する場合で流域別下水道整備総合計画を策定していないとき

は国土交通大臣への同意を要しない協議とし、流域別下水道整備総合計画を策定しているときは国土

交通大臣への事後報告・届出・通知とする。また、事業計画の認可の基準の規定を、事業計画が本来

満たすべき内容に係る規定に置き換える。 

（２１）河川法（昭39 法167） 

・市町村長がその管理する準用河川についてダム等の改良工事を行う場合の都道府県知事への協議（100 

条により準用する79 条２項２号）は、廃止する。 

（２２）都市計画法（昭43 法100） 

・都道府県の大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る

都市計画の決定に係る国土交通大臣への同意を要する協議（18 条３項）は、廃止する。 

・市の都市計画の決定に係る都道府県知事への同意を要する協議（19 条３項）は、同意を要しない協議

とする。 

（２３）国土利用計画法（昭49 法92） 

・都道府県の土地利用基本計画の策定に係る国土交通大臣への同意を要する協議（９条10 項）は、同意

を要しない協議とする。 

 

２．国会における審議 

 

（１）経過 

・174回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院議案受理年月日 平成 22年 4月 28 日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 5月 25 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

参議院議案受理年月日 平成 22年 3月 29 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 22年 4月 7 日／総務 
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う判断であったが、条件付きの条件をもう１回考える。 

 

（４）平成21年12月15日「地方分権改革推進計画」（国土交通省関連） 

１．施設・公物設置管理の基準の見直し 

（１０）公営住宅法（昭26 法193） 

・公営住宅の整備基準（５条１項）を、条例（制定主体は都道府県及び市町村）に委任する。条例制定

の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

・公営住宅の入居者資格（23 条）について、同居親族要件（同条第１号）を廃止するとともに、公営住

宅に入居すべき低額所得者としての収入基準（同条第２号）を、条例（制定主体は都道府県及び市町

村）に委任する。条例制定の基準は、本来階層（同条２号ハ）に係るものについて定めることとし、

これを「参酌すべき基準」とする。 

ただし、収入基準として条例で定める金額の上限は収入分位50％相当の額とする。 

（１１）道路法（昭27 法180） 

・都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準（30 条１項、２項）について、設計車両、建築限界及び

橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除き、条例（制定主体は都道府県及び市町村）に委

任する。 

条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

・都道府県道及び市町村道の道路管理者が設ける道路標識の様式等に関する事項（45 条２項）のうち、

案内標識及び警戒標識（これらに付随する補助標識を含む。）の寸法及び文字の大きさに係る基準を、

条例（制定主体は都道府県及び市町村）に委任する。 

条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

（１２）河川法（昭39 法167） 

・準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準（100 条により準

用する13 条２項）を、条例（制定主体は市町村）に委任する。 

条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

 

２．協議、同意、許可、承認の見直し 

（１７）港湾法（昭25 法218） 

・港湾区域に係る国土交通大臣又は都道府県知事の認可（４条４項）に関し、重要港湾及び避難港に係

る認可は、同意を要する協議とし、その他の地方港湾に係る認可は、事後報告・届出・通知とする。

また、港湾区域の認可の基準の規定を、港湾区域が本来満たすべき内容に係る規定に置き換えるとと

もに、港務局に係る港湾区域の設定について是正措置を規定する。 

・港湾管理者が料率の上限を定めて行う入港料の徴収又は当該料率の上限の変更に係る国土交通大臣へ

の同意を要する協議（44 条の２第２項）に関し、当該協議の対象となる港湾（施行令17 条）を、国

民経済･生活にとって影響の大きい港湾（スーパー中枢港湾）に限定する。 

・港湾管理者の特定埠頭の運営の事業の認定に係る国土交通大臣への同意を要する協議（54 条の３第３

項）は、国有財産である港湾施設又は工事の費用を国が負担し若しくは補助した港湾施設の貸付けに

係らないものについては、事後報告・届出・通知とする。 
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（１８）道路法（昭27 法180） 

・都道府県知事の都道府県道の路線の認定、変更又は廃止に係る国土交通大臣への協議（74 条１項）は、

廃止する。 

（１９）海岸法（昭31 法101）（農林水産省と共管） 

・海岸管理者の海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の施行に係る主務大臣の承認（27 条２項）は、

同意を要する協議とする。 

（２０）下水道法（昭33 法79） 

・二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域等についての流域別下水道整備総

合計画に係る国土交通大臣への同意を要する協議（２条の２第７項）は、同意を要しない協議とする。 

・公共下水道及び流域下水道を設置する場合の事業計画の策定又は変更に係る国土交通大臣の認可又は

都道府県知事の認可（４条１項、25 条の３第１項）は、市町村が設置する場合は都道府県知事への同

意を要しない協議とし、都道府県が設置する場合で流域別下水道整備総合計画を策定していないとき

は国土交通大臣への同意を要しない協議とし、流域別下水道整備総合計画を策定しているときは国土

交通大臣への事後報告・届出・通知とする。また、事業計画の認可の基準の規定を、事業計画が本来

満たすべき内容に係る規定に置き換える。 

（２１）河川法（昭39 法167） 

・市町村長がその管理する準用河川についてダム等の改良工事を行う場合の都道府県知事への協議（100 

条により準用する79 条２項２号）は、廃止する。 

（２２）都市計画法（昭43 法100） 

・都道府県の大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る

都市計画の決定に係る国土交通大臣への同意を要する協議（18 条３項）は、廃止する。 

・市の都市計画の決定に係る都道府県知事への同意を要する協議（19 条３項）は、同意を要しない協議

とする。 

（２３）国土利用計画法（昭49 法92） 

・都道府県の土地利用基本計画の策定に係る国土交通大臣への同意を要する協議（９条10 項）は、同意

を要しない協議とする。 

 

２．国会における審議 

 

（１）経過 

・174回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院議案受理年月日 平成 22年 4月 28 日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 5月 25 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

参議院議案受理年月日 平成 22年 3月 29 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 22年 4月 7日／総務 
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（１１）道路法（昭27 法180） 

・都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準（30 条１項、２項）について、設計車両、建築限界及び

橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除き、条例（制定主体は都道府県及び市町村）に委
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条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

・都道府県道及び市町村道の道路管理者が設ける道路標識の様式等に関する事項（45 条２項）のうち、

案内標識及び警戒標識（これらに付随する補助標識を含む。）の寸法及び文字の大きさに係る基準を、

条例（制定主体は都道府県及び市町村）に委任する。 

条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

（１２）河川法（昭39 法167） 

・準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とされる技術的基準（100 条により準

用する13 条２項）を、条例（制定主体は市町村）に委任する。 

条例制定の基準については、「参酌すべき基準」とする。 

 

２．協議、同意、許可、承認の見直し 

（１７）港湾法（昭25 法218） 

・港湾区域に係る国土交通大臣又は都道府県知事の認可（４条４項）に関し、重要港湾及び避難港に係

る認可は、同意を要する協議とし、その他の地方港湾に係る認可は、事後報告・届出・通知とする。

また、港湾区域の認可の基準の規定を、港湾区域が本来満たすべき内容に係る規定に置き換えるとと

もに、港務局に係る港湾区域の設定について是正措置を規定する。 

・港湾管理者が料率の上限を定めて行う入港料の徴収又は当該料率の上限の変更に係る国土交通大臣へ

の同意を要する協議（44 条の２第２項）に関し、当該協議の対象となる港湾（施行令17 条）を、国

民経済･生活にとって影響の大きい港湾（スーパー中枢港湾）に限定する。 

・港湾管理者の特定埠頭の運営の事業の認定に係る国土交通大臣への同意を要する協議（54 条の３第３

項）は、国有財産である港湾施設又は工事の費用を国が負担し若しくは補助した港湾施設の貸付けに

係らないものについては、事後報告・届出・通知とする。 
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○澤雄二君 公営住宅の入居者資格のうち、収入基準の義務付けがなくなり、政令で定められた上限を超えなければ、自

治体が自由にその入居資格の収入基準を変えることができる。ます。しかし、問題がある。 

 収入基準を引き下げ、厳しくすれば競争率は確かに低くなるが、しかしこれまで公営住宅に入居していた人たちの収入

基準が下がるわけで、今までの収入基準で入った人は、超過収入になり割増し料金で家賃が上がる。また、明渡し義務と

いうのが発生し、長い間その状態を続けていると明渡し義務が発生し追い出されてしまうという問題が起きる。今度、逆

に上げれば、この上げる可能性も多分にあると思うが、それは、収入基準を引き下げれば、やっぱり年金生活者とか生活

保護世帯が多いので、そういうコミュニティーができてしまう。それは防災上も問題があり、その割合を薄めようと思っ

ている自治体は逆に収入基準を上げてくるだろうと思う。収入基準を上げると低所得者の競争率が上がるのでそういう人

たちが入る可能性が尐なくなってくる。こういうことについてどういうふうに対応するのか。 

 

○大臣政務官（藤本祐司君） 今回の地域主権改革一括法において、地域主権改革の趣旨を踏まえて公営住宅法を改正す

る。その結果として、入居できる収入条件が地方公共団体、都道府県あるいは市町村の条例で定めることとなり、国が条

例制定に当たって参酌すべき基準を政令で定めることとしている。 

 そういうことになれば、当然、各地方自治体が入居の収入基準を定めることになるので、今までと比べて下げるあるい

は上げるということは地方の実情に応じてできることになる。もちろん、上限五〇パー、上限というのは決まってはいる

わけだが、その範囲内で決めることができるが、それはまさに地域主権の精神として、それこそ全国一律で決めることで

はなくて、地域ごとの実情があってその実情に合わせて市町村が決めるわけでで、むしろ市町村が、自分たちの自治体の

中での公営住宅の在り方とか、そこのところをきちっと考えていけばいい。 

 ただ、入居者資格を有する方々が増えたり減ったりする、あるいは割増し家賃の適用によって明渡し努力義務が課せら

れることになる、いわゆる収入超過者が増えたり減ったりする、あるいは応募倍率も増えたり減ったりするというような

ことが生じるということは尐なからずあると思う。国としても、地公体とともに新制度の実施に伴う影響はきちっと把握

をして、情報提供なり事例を収集したりしながら円滑な実施を図っていきたい。 

 

○澤雄二君 今、都営住宅や公営住宅に入っている人たちの家賃が上がってしまうという可能性はすごく大きな問題。公

営住宅に入っている人は低所得者が多いからである。それから、各自治体については、できるだけ生活保護世帯や低所得

者は自分の自治体に抱えたくないと思っているところは基準を引き上げてきて、その人たちが入ってくる割合を薄めると

いう可能性も多分にある。つまり、単なる枠付け・義務付けの廃止といってもいろんな問題を抱えているということをこ

れから進めるときに考えていただきたい。 

 それから、高校無償化で特定扶養控除が尐なくなり、ここに入っている人たちは、これ公営住宅の家賃にリンクしてい

ることから、ツーランクぐらい家賃が上がってしまう可能性がある。これは何か対応策考えているか。 

○大臣政務官（藤本祐司君） 特定扶養控除における十六歳から十八歳の扶養親族のことだが、その世帯については家賃

が上昇する可能性というのは多分にある。 こうした実情・事情を踏まえた上で、公営住宅制度における控除の在り方に

ついては、今、控除廃止の影響に係るプロジェクトチームをつくって、財務省あるいは厚生労働省、文科省、そして国交

省の政務官が加わって、その中で検討していきたい。 

 

【都市計画の権限の改正】 

○又市征治君 法案では、従来、市の都市計画決定については府県の同意を廃止しているが、例えばある都市で大型ショ

ッピングセンターの都市計画を決定しようとする。その影響は当然隣接のところにも、隣接の市町村にも大変大きな影響
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参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 22年 4月 27 日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 22年 4月 28 日／可決 

 

・175回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 7月 30 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・176回国会  

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 10月 1日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・177回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」⇒衆議院における修正

により、「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

律案」に変更 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 23年 1月 24 日／総務 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成 23年 4月 21 日／修正 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成 23年 4月 22 日／修正 

参議院議案受理年月日 平成 23年 4月 22 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 23年 4月 25 日／総務 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

公布年月日／法律番号 平成 23年 5月 2日／ 37 

 

（２）審議の内容 

国会における審議は、両院の総務委員会における審議であって、地域主権の全般に渡る質疑応答が主

であり、国土交通省関連法律の改正に詳細に関する質疑応答は尐なかったのが現状である。国会におけ

る主な質疑応答は以下のとおりである。 

 

・174-参-総務委員会-15号 平成 22年 04月 22日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。 

 

・174-参-総務委員会-16号 平成 22年 04月 27日 

【公営住宅の入居資格】 

－ 126 －
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○澤雄二君 公営住宅の入居者資格のうち、収入基準の義務付けがなくなり、政令で定められた上限を超えなければ、自

治体が自由にその入居資格の収入基準を変えることができる。ます。しかし、問題がある。 

 収入基準を引き下げ、厳しくすれば競争率は確かに低くなるが、しかしこれまで公営住宅に入居していた人たちの収入

基準が下がるわけで、今までの収入基準で入った人は、超過収入になり割増し料金で家賃が上がる。また、明渡し義務と

いうのが発生し、長い間その状態を続けていると明渡し義務が発生し追い出されてしまうという問題が起きる。今度、逆

に上げれば、この上げる可能性も多分にあると思うが、それは、収入基準を引き下げれば、やっぱり年金生活者とか生活

保護世帯が多いので、そういうコミュニティーができてしまう。それは防災上も問題があり、その割合を薄めようと思っ

ている自治体は逆に収入基準を上げてくるだろうと思う。収入基準を上げると低所得者の競争率が上がるのでそういう人

たちが入る可能性が尐なくなってくる。こういうことについてどういうふうに対応するのか。 

 

○大臣政務官（藤本祐司君） 今回の地域主権改革一括法において、地域主権改革の趣旨を踏まえて公営住宅法を改正す

る。その結果として、入居できる収入条件が地方公共団体、都道府県あるいは市町村の条例で定めることとなり、国が条

例制定に当たって参酌すべき基準を政令で定めることとしている。 

 そういうことになれば、当然、各地方自治体が入居の収入基準を定めることになるので、今までと比べて下げるあるい

は上げるということは地方の実情に応じてできることになる。もちろん、上限五〇パー、上限というのは決まってはいる

わけだが、その範囲内で決めることができるが、それはまさに地域主権の精神として、それこそ全国一律で決めることで

はなくて、地域ごとの実情があってその実情に合わせて市町村が決めるわけでで、むしろ市町村が、自分たちの自治体の

中での公営住宅の在り方とか、そこのところをきちっと考えていけばいい。 

 ただ、入居者資格を有する方々が増えたり減ったりする、あるいは割増し家賃の適用によって明渡し努力義務が課せら

れることになる、いわゆる収入超過者が増えたり減ったりする、あるいは応募倍率も増えたり減ったりするというような

ことが生じるということは尐なからずあると思う。国としても、地公体とともに新制度の実施に伴う影響はきちっと把握

をして、情報提供なり事例を収集したりしながら円滑な実施を図っていきたい。 

 

○澤雄二君 今、都営住宅や公営住宅に入っている人たちの家賃が上がってしまうという可能性はすごく大きな問題。公

営住宅に入っている人は低所得者が多いからである。それから、各自治体については、できるだけ生活保護世帯や低所得

者は自分の自治体に抱えたくないと思っているところは基準を引き上げてきて、その人たちが入ってくる割合を薄めると

いう可能性も多分にある。つまり、単なる枠付け・義務付けの廃止といってもいろんな問題を抱えているということをこ

れから進めるときに考えていただきたい。 

 それから、高校無償化で特定扶養控除が尐なくなり、ここに入っている人たちは、これ公営住宅の家賃にリンクしてい

ることから、ツーランクぐらい家賃が上がってしまう可能性がある。これは何か対応策考えているか。 

○大臣政務官（藤本祐司君） 特定扶養控除における十六歳から十八歳の扶養親族のことだが、その世帯については家賃

が上昇する可能性というのは多分にある。 こうした実情・事情を踏まえた上で、公営住宅制度における控除の在り方に

ついては、今、控除廃止の影響に係るプロジェクトチームをつくって、財務省あるいは厚生労働省、文科省、そして国交

省の政務官が加わって、その中で検討していきたい。 

 

【都市計画の権限の改正】 

○又市征治君 法案では、従来、市の都市計画決定については府県の同意を廃止しているが、例えばある都市で大型ショ

ッピングセンターの都市計画を決定しようとする。その影響は当然隣接のところにも、隣接の市町村にも大変大きな影響
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参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 22年 4月 27 日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 22年 4月 28 日／可決 

 

・175回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 7月 30 日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・176回国会  

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 22年 10月 1日／総務 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 ／閉会中審査 

 

・177回国会 

議案件名：「地域主権改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」⇒衆議院における修正

により、「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

律案」に変更 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成 23年 1月 24 日／総務 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成 23年 4月 21 日／修正 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成 23年 4月 22 日／修正 

参議院議案受理年月日 平成 23年 4月 22 日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成 23年 4月 25 日／総務 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成 23年 4月 28 日／可決 

公布年月日／法律番号 平成 23年 5月 2 日／ 37 

 

（２）審議の内容 

国会における審議は、両院の総務委員会における審議であって、地域主権の全般に渡る質疑応答が主

であり、国土交通省関連法律の改正に詳細に関する質疑応答は尐なかったのが現状である。国会におけ

る主な質疑応答は以下のとおりである。 

 

・174-参-総務委員会-15号 平成 22年 04月 22日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。 

 

・174-参-総務委員会-16号 平成 22年 04月 27日 

【公営住宅の入居資格】 

－ 127 －
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片山善博国務大臣の法律案の提案理由及び内容の概要説明のみ。 

 

・177-参-総務委員会-10号 平成 23年 04月 28日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。 

 

・177-参-本会議-13号 平成 23年 04月 28日 

賛成多数で可決 

 

３．第1次一括法の内容（国道交通省関連） 

 

（１）施設・公物設置管理の基準 

・道路法 

都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準について、設計車両、建築限界及び橋、高架の道路等の

設計自動車荷重に係る基準を除き、条例に委任（第30条3項、4項） 

 都道府県道及び市町村道の道路標識の寸法は内閣府令・国道交通省令を参酌して、道路管理者である

地方公共団体の条例に委任（第 45条） 

・公営住宅法 

公営住宅及の整備基準を条例に委任。但し参酌基準を政令で規定（第 5 条）公営住宅の入居者資格の

同居親族要件を廃止し入居収入基準の条例委任（第 23条） 

  

（２）協議、同意、許可・認可・承認 

・港湾法 

港務局設立の港湾区域についての国道交通大臣又は都道府県知事の認可を廃止し、協議同意とし（第4

条4項）、避難港以外の地方港湾における港務局の設立の港湾区域については届出化（新設第4条8項） 

・海岸法 

国が費用の一部を負担する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の施工に関する主務大臣の承認

→協議同意（第27条2項） 

・下水道法 

二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域におけ

る汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めよ

うとするときの国土交通大臣の協議・同意→協議（2条の2第７項） 

公共下水道（第4条）と流域下水道（第25条の3）の事業計画の策定・変更に関する大臣の認可→協議。

ただし、都道府県である公共下水道管理者が流域別下水道整備総合計画が定められている地域におい

て公共下水道の事業計画の策定・変更の場合は、協議不要・届出 

＊3次勧告では〈厚生〉に含まれている。 

・河川法 

準用河川にかかる河川管理施設等のうち、ダム、堤防、その他の主要なものの構造についての河川管

理上必要な技術的基準を条例に委任、但し参酌基準を政令で規定（第100条） 
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が出る。道路であったり駐車場であったり近隣商業など様々及ぶ。こうした案件には何らかの形で隣接市町村又はその住

民の意見を反映させる努力がされるべきだと思うが、ここらのところはどのように対処するのか。 

 まず、当該市町村間の調整、これはもう当然のこととしてやるべきだと思うし、なかなか調整が付かないこともあり得

る。そういうときに、やはり府県のあっせん、調整の仕組みというのがこれはどうしても必要になってくるのではないか

と思うが、この点はどういうことを考えているのか。 

 

○大臣政務官（藤本祐司君）こういう問題は起こり得る可能性はあるだろうということは承知をした上で今回の改正を進

めているが、市が都市計画決定をする際に、これまでは同意付き、同意を必要とするという、事前協議をやった上で同意

を必要とすることにしていたものを、今回は、市についていえば、事前協議はするものの同意は必要としないというよう

に変えた。 

 ただ、市との協議において、都道府県知事は、その一つの市町村の区域を越えて広域調整が必要であるような場合ある

いは都道府県の定める都市計画との適合の視点から協議を行うということとしており、協議に当たり必要があると認める

ときは関係市町村に、様々な資料の提出とか意見の開陳とかを求めることとしている。 

 もちろん、こういうような事例というのは幾つか考えられるんだろうと思いますが、本当の意味で地域主権をやってい

くという意味では、やはりこの辺は乗り越えて、本当にそれぞれの関係市町村が真摯に誠意を持って話し合うという、そ

ういうことをしていかない限り、なかなかやはり地方分権、地域主権というのは進まないだろう。これを乗り越えてこそ

地域主権が進んでいくというふうに考える。 

 

・174-参-本会議-20号 平成 22年 04月 28日 

賛成多数で可決 

 

・177回国会衆議院総務委員会 第 10号 平成 23年 4月 14日 

片山国務大臣の法律案の提案理由及び内容の概要説明 

 

・177回国会衆議院総務委員会 第 11号 平成 23年 4月 19日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。 

 

・177回国会衆議院総務委員会 第 12号 平成 23年 4月 21日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。裁決の結果、修正議

決。 

古賀敬章君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及びみんなの党の四

派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出され、「地域主権改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律案及び国と地方の協議の場に関する法律案に対する附帯決議（案）」が可決された。 

 

・177回国会衆議院本会議 第 16号 平成 23年 4月 22日 

賛成多数による修正議決 

 

・177-参-総務委員会-9号 平成 23年 04月 26日 

－ 128 －
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片山善博国務大臣の法律案の提案理由及び内容の概要説明のみ。 

 

・177-参-総務委員会-10号 平成 23年 04月 28日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。 

 

・177-参-本会議-13号 平成 23年 04月 28日 

賛成多数で可決 

 

３．第1次一括法の内容（国道交通省関連） 

 

（１）施設・公物設置管理の基準 

・道路法 

都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準について、設計車両、建築限界及び橋、高架の道路等の

設計自動車荷重に係る基準を除き、条例に委任（第30条3項、4項） 

 都道府県道及び市町村道の道路標識の寸法は内閣府令・国道交通省令を参酌して、道路管理者である

地方公共団体の条例に委任（第 45条） 

・公営住宅法 

公営住宅及の整備基準を条例に委任。但し参酌基準を政令で規定（第 5 条）公営住宅の入居者資格の

同居親族要件を廃止し入居収入基準の条例委任（第 23条） 

  

（２）協議、同意、許可・認可・承認 

・港湾法 

港務局設立の港湾区域についての国道交通大臣又は都道府県知事の認可を廃止し、協議同意とし（第4

条4項）、避難港以外の地方港湾における港務局の設立の港湾区域については届出化（新設第4条8項） 

・海岸法 

国が費用の一部を負担する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事の施工に関する主務大臣の承認

→協議同意（第27条2項） 

・下水道法 

二以上の都府県の区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の都府県の区域におけ

る汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画を定めよ

うとするときの国土交通大臣の協議・同意→協議（2条の2第７項） 

公共下水道（第4条）と流域下水道（第25条の3）の事業計画の策定・変更に関する大臣の認可→協議。

ただし、都道府県である公共下水道管理者が流域別下水道整備総合計画が定められている地域におい

て公共下水道の事業計画の策定・変更の場合は、協議不要・届出 

＊3次勧告では〈厚生〉に含まれている。 

・河川法 

準用河川にかかる河川管理施設等のうち、ダム、堤防、その他の主要なものの構造についての河川管

理上必要な技術的基準を条例に委任、但し参酌基準を政令で規定（第100条） 
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と思うが、この点はどういうことを考えているのか。 

 

○大臣政務官（藤本祐司君）こういう問題は起こり得る可能性はあるだろうということは承知をした上で今回の改正を進

めているが、市が都市計画決定をする際に、これまでは同意付き、同意を必要とするという、事前協議をやった上で同意

を必要とすることにしていたものを、今回は、市についていえば、事前協議はするものの同意は必要としないというよう
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 ただ、市との協議において、都道府県知事は、その一つの市町村の区域を越えて広域調整が必要であるような場合ある

いは都道府県の定める都市計画との適合の視点から協議を行うということとしており、協議に当たり必要があると認める
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くという意味では、やはりこの辺は乗り越えて、本当にそれぞれの関係市町村が真摯に誠意を持って話し合うという、そ

ういうことをしていかない限り、なかなかやはり地方分権、地域主権というのは進まないだろう。これを乗り越えてこそ
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・177回国会衆議院総務委員会 第 10号 平成 23年 4月 14日 

片山国務大臣の法律案の提案理由及び内容の概要説明 
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国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。 

 

・177回国会衆議院総務委員会 第 12号 平成 23年 4月 21日 

国土交通省からの関係者の出席者もなく、国土交通省関連の質疑応答はなかった。裁決の結果、修正議

決。 

古賀敬章君外三名から、民主党・無所属クラブ、自由民主党・無所属の会、公明党及びみんなの党の四

派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出され、「地域主権改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律案及び国と地方の協議の場に関する法律案に対する附帯決議（案）」が可決された。 

 

・177回国会衆議院本会議 第 16号 平成 23年 4月 22日 

賛成多数による修正議決 

 

・177-参-総務委員会-9号 平成 23年 04月 26日 

－ 129 －
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住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）、住宅地区

改良法施行令（昭和３５年政令第１２８号）、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）、道路構造令（昭

和４５年政令第３２０号）、河川管理施設等構造令（昭和５１年政令第１９９号）など計２０政令が改正

された。 

 

５．コメント 

 

地方分権委員会第3次勧告と比べたとき、対応できていない部分は以下のとおりである。 

・道路法 

➢施設・公物設置管理の基準：第 24 条の 3（自動車駐車場または自転車駐車場の駐車料金等の表示基

準）、47 条の４（道路標識の設置基準）、48 条の 3（道路等の交錯方式の基準→2 次法で改正）、48

条の 4（自動車専用道路との連結制限の基準）、48 条の 11 第 2 項（出入の制限等の基準）、48 条の

15第 4項（通行の制限等の基準） 

 ➢協議、同意、許可・認可・承認：第 25 条 5項（有料の橋又は渡船施設に関する大臣との協議・許可

→2 次法で改正）、第 32 条 5 項（道路占用許可にかかる警察署長との協議）、第３７条２項（道路の

占用の禁止又は制限区域等にかかる警察署長との協議）、第７４条１項（都道府県道の路線を認定・

変更・廃止にかかる国土交通大臣との協議）第９５条の２第２項（道路の区域を立体的区域として決

定する等にかかる都道府県公安委員会との協議） 

 

・河川法 

➢協議、同意、許可・認可・承認：第６条６項（保安林、保安林予定森林、保安施設地区、予定保安

施設地区に関する樹林帯区域の指定又は変更にかかる農林水産大臣又は都道府県知事との協議）、第

７９条２項（河川整備基本方針又は河川整備計画の策定・変更と政令で定める水利使用に関する処分

に関する協議同意、政令で定める河川工事等にかかる事前協議） 

 

・公営住宅法 

➢施設・公物設置管理の基準：第6条1項（公営住宅の整備基準）、20条（家賃等以外の金品徴収等の禁

止）、21条（修繕の義務） 

➢計画等の策定及びその手続：第３７条２項（公営住宅建替事業に関する計画の策定及び内容）→２

次法で改正 

 

・港湾法 

➢施設・公物設置管理の基準：第56条の2の2第1項（港湾施設の技術基準） 

 ➢協議、同意、許可・認可・承認：第４４条の２第２項（国際戦略港湾の入港料にかかる国土交通大

臣との協議同意）、第５０条の４第３項（国際戦略港湾運営効率化協議会の協議の結果を尊重義務）第

５８条３項（埋立地の全部又は一部が含まれた区域にかかる国土交通大臣との協議） 

 ➢計画等の策定及びその手続：港湾法第３条の３第１項・２項・９項・１０項（港湾計画の策定、適

合基準、公示） 
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・都市計画法 

都道府県の都市計画決定において、かかる国道交通大臣の協議同意事項のうち、「大都市及びその周辺

の都市にかかる都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域にかかる都市計画」に関する協議同

意を廃止（18条） 

 市町村の都市計画決定にかかる都道府県知事の協議同意のうち、市については同意不要（第19条3項） 

 指定都市に関しては、国道交通大臣との協議同意を維持（第87条の2 第2項） 

・国道利用計画法 

都道府県の土地利用基本計画に当たっての国道交通大臣との協議同意→協議（第9条10項） 

 

（３）計画等の策定及びその手続 

該当なし 

 

４．国道交通省関連一次一括法にかかる政省令の整備状況 

法律名 条項 見直し内容と関係政省令 条例制定

主体 

備考 

公 営 住 宅

法 

5条 1項 

  2項 

公営住宅の整備基準を条例委任 

共同施設の整備基準を条例委任 

※計画にはないが、5条 1項並びで改正するもの。 

「公営住宅等整備基準（2011/12/26公布）」 

都 道 府

県・市町

村 

参酌基準 

23条 公営住宅の入居者資格のうち、公営住宅に入居すべき低額所得者と

しての収入基準を条例委任 

「公営住宅法施行令（2011/12/26公布）」 

道路法 30条 4項 

 

 

 

都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準について、設計車両、

建築限界及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除き、

条例委任 

「道路構造令 2011/12/26公布）」 

都 道 府

県・市町

村 

参酌基準 

 

45条 3項 都道府県道及び市町村道の道路管理者が設ける道路標識の様式等に

関する事項のうち、案内標識及び警戒標識（これらに付随する補助

標識を含む。）の寸法及び文字の大きさに係る基準を条例委任 

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（2012/2/27公布）」 

河川法 100条 1項 準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とさ

れる技術的基準を条例委任 

「河川管理施設等構造令（2011/12/26公布）」 

市町村 参酌基準 

 

 

【政省令等の整備】 

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の一部の

施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（平成２４年４月１日から施行）を持って、公営

－ 130 －
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住宅法施行令（昭和２６年政令第２４０号）、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）、住宅地区

改良法施行令（昭和３５年政令第１２８号）、河川法施行令（昭和４０年政令第１４号）、道路構造令（昭

和４５年政令第３２０号）、河川管理施設等構造令（昭和５１年政令第１９９号）など計２０政令が改正

された。 

 

５．コメント 

 

地方分権委員会第3次勧告と比べたとき、対応できていない部分は以下のとおりである。 

・道路法 

➢施設・公物設置管理の基準：第 24 条の 3（自動車駐車場または自転車駐車場の駐車料金等の表示基

準）、47 条の４（道路標識の設置基準）、48 条の 3（道路等の交錯方式の基準→2 次法で改正）、48

条の 4（自動車専用道路との連結制限の基準）、48 条の 11 第 2 項（出入の制限等の基準）、48 条の

15第 4項（通行の制限等の基準） 

 ➢協議、同意、許可・認可・承認：第 25 条 5項（有料の橋又は渡船施設に関する大臣との協議・許可

→2 次法で改正）、第 32 条 5 項（道路占用許可にかかる警察署長との協議）、第３７条２項（道路の

占用の禁止又は制限区域等にかかる警察署長との協議）、第７４条１項（都道府県道の路線を認定・

変更・廃止にかかる国土交通大臣との協議）第９５条の２第２項（道路の区域を立体的区域として決

定する等にかかる都道府県公安委員会との協議） 

 

・河川法 

➢協議、同意、許可・認可・承認：第６条６項（保安林、保安林予定森林、保安施設地区、予定保安

施設地区に関する樹林帯区域の指定又は変更にかかる農林水産大臣又は都道府県知事との協議）、第

７９条２項（河川整備基本方針又は河川整備計画の策定・変更と政令で定める水利使用に関する処分

に関する協議同意、政令で定める河川工事等にかかる事前協議） 

 

・公営住宅法 

➢施設・公物設置管理の基準：第6条1項（公営住宅の整備基準）、20条（家賃等以外の金品徴収等の禁

止）、21条（修繕の義務） 

➢計画等の策定及びその手続：第３７条２項（公営住宅建替事業に関する計画の策定及び内容）→２

次法で改正 

 

・港湾法 

➢施設・公物設置管理の基準：第56条の2の2第1項（港湾施設の技術基準） 

 ➢協議、同意、許可・認可・承認：第４４条の２第２項（国際戦略港湾の入港料にかかる国土交通大

臣との協議同意）、第５０条の４第３項（国際戦略港湾運営効率化協議会の協議の結果を尊重義務）第

５８条３項（埋立地の全部又は一部が含まれた区域にかかる国土交通大臣との協議） 

 ➢計画等の策定及びその手続：港湾法第３条の３第１項・２項・９項・１０項（港湾計画の策定、適

合基準、公示） 
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・都市計画法 

都道府県の都市計画決定において、かかる国道交通大臣の協議同意事項のうち、「大都市及びその周辺

の都市にかかる都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域にかかる都市計画」に関する協議同

意を廃止（18条） 

 市町村の都市計画決定にかかる都道府県知事の協議同意のうち、市については同意不要（第19条3項） 

 指定都市に関しては、国道交通大臣との協議同意を維持（第87条の2 第2項） 

・国道利用計画法 

都道府県の土地利用基本計画に当たっての国道交通大臣との協議同意→協議（第9条10項） 

 

（３）計画等の策定及びその手続 

該当なし 

 

４．国道交通省関連一次一括法にかかる政省令の整備状況 

法律名 条項 見直し内容と関係政省令 条例制定

主体 

備考 

公 営 住 宅

法 

5条 1項 

  2項 

公営住宅の整備基準を条例委任 

共同施設の整備基準を条例委任 

※計画にはないが、5条 1項並びで改正するもの。 

「公営住宅等整備基準（2011/12/26公布）」 

都 道 府

県・市町

村 

参酌基準 

23条 公営住宅の入居者資格のうち、公営住宅に入居すべき低額所得者と

しての収入基準を条例委任 

「公営住宅法施行令（2011/12/26公布）」 

道路法 30条 4項 

 

 

 

都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準について、設計車両、

建築限界及び橋、高架の道路等の設計自動車荷重に係る基準を除き、

条例委任 

「道路構造令 2011/12/26公布）」 

都 道 府

県・市町

村 

参酌基準 

 

45条 3項 都道府県道及び市町村道の道路管理者が設ける道路標識の様式等に

関する事項のうち、案内標識及び警戒標識（これらに付随する補助

標識を含む。）の寸法及び文字の大きさに係る基準を条例委任 

「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令（2012/2/27公布）」 

河川法 100条 1項 準用河川に係る河川管理施設等の構造について河川管理上必要とさ

れる技術的基準を条例委任 

「河川管理施設等構造令（2011/12/26公布）」 

市町村 参酌基準 

 

 

【政省令等の整備】 

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の一部の

施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令（平成２４年４月１日から施行）を持って、公営

－ 131 －
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第２次一括法（厚生労働省・環境省関係） 

 下山憲治 

 

一 沿革、経緯（研究会・審議会・国会での審議など） 

（１）はじめに  

 いわゆる地域主権改革関連３法案（地域主権改革一括法案、国と地方の協議の場に関す

る法律案及び地方自治法一部改正法案）が修正を経て成立し、つぎなる取り組みとして、

平成 22 年 6 月に、新たな義務づけ・枠付けの見直し、都道府県から市区町村への権限委

譲、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などを含む｢地域主権戦略

大綱｣が閣議決定され、そのうち基礎自治体への権限委譲と義務づけ・枠付けの見直しを

具体化するものが第２次一括法である。  

 基礎自治体への権限委譲は、平成 20 年 5 月の地方分権改革推進委員会第１次勧告では、

「基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地域における行政の総合的な実施の役割を担

わせる」という基礎自治体優先を基本原則として、権限委譲を行うべき事務が具体的に示

された。第２次勧告・第３次勧告では、地方自治体が自らの責任において行政を実施する

仕組みの構築という視点から、自治事務のうち、法令の義務づけ・枠付けによって、条例

で自主的に定める余地を認めていないものの見直しを行い、①施設・公物設置管理の基準、

②協議、同意、許可・認可・承認、③計画等の策定及びその手続について、問題があると

されたものの具体的に講ずべき措置が提言されていた。第１次一括法及び第２次一括法に

より地方分権推進委員会第３次勧告で見直すべきとされた義務付け・枠付けは対応済とな

る（なお、地方分権推進委員会第２次勧告で見直すべきとされた義務付け・枠付けのうち、

地方からの提言等に係る事項等については、既に対応方針を閣議決定しており、地域主権

推進一括法案（第３次）として平成 24 年通常国会に提出）。  

 

（２）第１次勧告まで 

 地方分権推進委員会は、「分権型社会への転換」、「地方の活力を高め、強い地方を創

出」、「地方の税財政基盤の確立」、「簡素で効率的な筋肉質の行財政システム」、「自

己決定・自己責任、受益と負担の明確化により地方を主役に」という方向性を示した「地

方分権改革推進にあたっての基本的な考え方―地方が主役の国づくり―」（平成19年5月

30日）をまとめた。そのなかで、地方分権改革推進のための基本原則として、（１）基礎

自治体優先（補完性・近接性の原理にしたがい、ニアイズベターの観点に立って地方自治

体、とくに基礎自治体を優先する）、（２）明快、簡素・効率（明快な国と地方の役割分

担を確立するとともに、「官から民へ」の考え方にもとづき、国・地方を通じ、無駄と重

第４章（各論） 
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・下水道法 

➢施設・公物設置管理の基準：第7条（公共下水道の構造の政令で定める技術上の基準への適合）、第

21条2項（政令で定めるところによる終末処理場の維持管理）、第25条の9（流域下水道への他の施設等

の設置の制限に関する条例制定の許容）、第28条（都市下水道の機能を十分に維持するための管理の際

の技術的基準）→２次法で改正 

 ➢計画等の策定及びその手続：第２条の２第１項～３項（流域別下水道整備総合計画の策定と内容）、

第５条１項・２５条の４第１項（事業計画に定めるべき事項） 

 

・国土利用計画法 

➢協議、同意、許可・認可・承認：第 18 条（国等の機関が行う土地に関する権利の移転等の特例）→

規制区域内の土地に関する権利の移転等にかかる都道府県知事の許可について、国等の機関が行う土

地に関する権利の移転等については、都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、同

項の許可があったものとみなす。→同意を要しない協議を許容すべきとの勧告 

 ➢計画等の策定及びその手続：第７条第５項（都道府県計画要旨の公表義務→２次法で努力義務化）、

第８条４項（市町村計画にかかる公聴会の開催等住民の意見反映に必要な措置義務→２次法で努力義

務化）、第８条５項（市町村計画要旨の公表義務→２次法で努力義務化）、第９条１３項（土地利用

基本計画要旨の公表義務→２次法で努力義務化） 

 

また、都市計画法上の協議、同意、許可・認可・承認や計画等の策定及びその手続に係る規定は、第 2

次一括法において、一部対応措置が取られている。 

 

 

 

－ 132 －


