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発 刊 の 辞 
 

 

佐 藤 英 善 

 

 地方自治関連立法動向研究の意義とねらいについては、「地方自治関連立法動向」第１集（2013年

８月９日発行）の「発刊の辞」において詳しく述べているのでご参照頂ければ幸いであるが、本資料

集を初めて手に取る読者の便宜のため、ここで改めてその意義とねらいを要約しておきたい。 

 当研究所は、本年創立40周年を迎えたが、創立当初からの最重要研究課題の一つは、我が国におけ

る地方自治制度の沿革やそのあり方の調査研究である。その成果が明治憲法下の「地方制度」から戦

後成立した地方自治法（旧地方自治法）までを取り上げ検討した『逐条研究 地方自治法Ⅰ～Ⅴ』で

あり、その後戦後の地方自治法の最大の改正が「地方分権推進一括法」（2000年４月施行）によって

行われ、現行の「新地方自治法」となっていることから、同法を対象にした『逐条研究 地方自治法 

別巻 新地方自治法（上・下）』を公刊している。 

 しかし、地方分権改革はその後も間断なく進められて今日に至っている。地域住民の生活を取り巻

く諸条件の変化・多様化と地域社会および地域経済のあり方、地域社会の政治的・経済的変動、「国

民経済」と「地域経済」の関係、これらの課題に対応するための自治体行政の役割、国と地方のあり

方の見直しなど、どの観点から見ても検討課題は多く、しかもその完成形態はなかなか見付け難いか

らである。 

 さらに大きな課題としてのしかかってきたのは、アベノミクス絡みの各種政策、各種の制度改正の

住民、地域社会や地方自治への影響である。まち・ひと・しごと創生法、各種の特区制度、岩盤規制

改革の一環として進められている農協改革など、いずれをとってみても地域住民や地域社会に大きな

影響を与えるものであることは疑いない。地域間格差、地方公共団体間の優勝劣敗。予想しうる危惧

は多い。 

 かくして登場する地方自治制度をめぐる各種、各領域にわたる新たな立法や法改正は、地方自治法

そのものの改正に止まらず、各種の政策を展開しその行政活動を支えるいろいろな行政領域の作用法

の制定・改正として間断なく行われている。今日の地方自治を語るには、改めて述べるまでもないが、

地方自治法だけでなく、数次にわたる分権一括法はむろんのこと、さらには地域に展開する住民生活

に密着した各種の政策を具体化するための作用法の制定・改廃にまでも目配りして検討する必要があ

る。 

 そこで本資料集においては、第１部において、地方分権改革という大きな流れのなかで、今日主流

の法形式となっている地方分権一括法の第３次並びに第４次を取り上げ、第２部においては、地方自

治法そのものの改正を扱い、第３部においては、住民生活に大きな影響を及ぼすと思われる政策の具

体的展開に関わる法律の制定・改廃を扱っている。 

 ところで、本資料集が収載した法律は、第181国会（臨時国会。2012年10月29日召集、会期は11月

16日衆議院解散までの18日間）から第186国会（通常国会。2014年１月24日召集、会期は同年６月22

日までの150日間）までの６会期にわたる国会で成立した法律が対象であるが、この６会期のうち、

第182回は衆議院選挙後の総理大臣選出の特別会であり、また、第184回（臨時会。2013年８月２日～
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 地方自治関連立法動向研究の意義とねらいについては、「地方自治関連立法動向」第１集（2013年

８月９日発行）の「発刊の辞」において詳しく述べているのでご参照頂ければ幸いであるが、本資料

集を初めて手に取る読者の便宜のため、ここで改めてその意義とねらいを要約しておきたい。 

 当研究所は、本年創立40周年を迎えたが、創立当初からの最重要研究課題の一つは、我が国におけ

る地方自治制度の沿革やそのあり方の調査研究である。その成果が明治憲法下の「地方制度」から戦

後成立した地方自治法（旧地方自治法）までを取り上げ検討した『逐条研究 地方自治法Ⅰ～Ⅴ』で

あり、その後戦後の地方自治法の最大の改正が「地方分権推進一括法」（2000年４月施行）によって

行われ、現行の「新地方自治法」となっていることから、同法を対象にした『逐条研究 地方自治法 

別巻 新地方自治法（上・下）』を公刊している。 

 しかし、地方分権改革はその後も間断なく進められて今日に至っている。地域住民の生活を取り巻

く諸条件の変化・多様化と地域社会および地域経済のあり方、地域社会の政治的・経済的変動、「国

民経済」と「地域経済」の関係、これらの課題に対応するための自治体行政の役割、国と地方のあり

方の見直しなど、どの観点から見ても検討課題は多く、しかもその完成形態はなかなか見付け難いか

らである。 

 さらに大きな課題としてのしかかってきたのは、アベノミクス絡みの各種政策、各種の制度改正の

住民、地域社会や地方自治への影響である。まち・ひと・しごと創生法、各種の特区制度、岩盤規制

改革の一環として進められている農協改革など、いずれをとってみても地域住民や地域社会に大きな

影響を与えるものであることは疑いない。地域間格差、地方公共団体間の優勝劣敗。予想しうる危惧

は多い。 

 かくして登場する地方自治制度をめぐる各種、各領域にわたる新たな立法や法改正は、地方自治法

そのものの改正に止まらず、各種の政策を展開しその行政活動を支えるいろいろな行政領域の作用法

の制定・改正として間断なく行われている。今日の地方自治を語るには、改めて述べるまでもないが、

地方自治法だけでなく、数次にわたる分権一括法はむろんのこと、さらには地域に展開する住民生活

に密着した各種の政策を具体化するための作用法の制定・改廃にまでも目配りして検討する必要があ

る。 

 そこで本資料集においては、第１部において、地方分権改革という大きな流れのなかで、今日主流

の法形式となっている地方分権一括法の第３次並びに第４次を取り上げ、第２部においては、地方自

治法そのものの改正を扱い、第３部においては、住民生活に大きな影響を及ぼすと思われる政策の具

体的展開に関わる法律の制定・改廃を扱っている。 

 ところで、本資料集が収載した法律は、第181国会（臨時国会。2012年10月29日召集、会期は11月

16日衆議院解散までの18日間）から第186国会（通常国会。2014年１月24日召集、会期は同年６月22

日までの150日間）までの６会期にわたる国会で成立した法律が対象であるが、この６会期のうち、

第182回は衆議院選挙後の総理大臣選出の特別会であり、また、第184回（臨時会。2013年８月２日～
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同７日）は、参議院議員通常選挙後に開催された臨時会で、選挙後の参議院正副議長、各委員会委員

長などの選出が行われ法案の審議は行われていないから、実質４会期の国会で成立した地方自治関連

の主要な法律を取り上げている。 

 そしてこの時期は、2009年９月自民党政権から民主党政権に交代し、わずか３年余で再び2012年12

月自民・公明連立政権へ政権が移行した時期であった。それ故、この時期は、政治の大きな変革期で

あり、また政治の混乱期でもあった。それにもかかわらず歴代政権を経ながら地方分権改革の流れは、

多少流れによどみが見られたり、法律の成立の時期に遅れはあったものの粛々と進められてきている。

それは、その前提として地方分権改革推進法が制定され、地方分権改革推進を政府の法的責任にまで

高め、国会の会期や国会の閉会中も活動できる地方分権改革推進委員会、そして専門調査審議機関で

ある地方制度調査会などが存在し、政権交代や政治の混乱にとらわれることなく地方分権改革の具体

策を検討し提言していたからである。ここに各種の基本法や推進法および審議会・委員会制度の意義

を改めて確認しておく必要がある。 

 

 なお、この資料集が、地方自治に関心を抱く読者のお役に立ち、いささかなりとも地方自治を豊か

にすることに寄与できれば、われわれ研究会の望外の喜びである。 
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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 

～第３次一括法～（平成25年６月14日法律44号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 
 

 

 「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」(平成25年６月14日法律44号）（以下「第３次一括法」という）は、2013年４月12日に

閣議決定、同日国会に提出され、参議院先議の審議の後、６月７日に成立、14日に公布され

た。 

 第３次一括法は、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」（2011年11月29日閣議決

定）及び「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」（2013年３月12日閣議決定）に基づ

き、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し及び基礎自治体への権限移譲について関

係74法律を一括して改正するものであった。 
 

 

 

 

 1. 法案提出までの経過 
 

(１) 義務付け・枠付けの第１次・第２次見直し 

   2009年９月の政権交代を経て、11月17日の閣議決定で、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚及

び有識者で構成する「地域主権戦略会議」が設置され、地方分権改革推進法に基づく「地方分権

改革推進計画」は、12月14日の地域主権戦略会議の初会合の議を経て、翌12月15日に閣議決定し

た。同推進計画の策定過程では、地方分権改革推進委員会（以下、「委員会」という）第３次勧

告（2009年10月７日）で具体的に講ずべき措置として示された義務付け・枠付けを緩和すべき

889条項のうち、地方側からの提言等に係る事項（70条項）を中心とした106条項の見直しが盛り

込まれた（以下、「第１次見直し」という）。 

   同推進計画の内容を法案化した「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」は174国会（2010年通常国会）に提出され、177国会（2011年通常国会）において成立した

（国会での法律名修正により「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」（平成23年５月２日法律第37号。以下「第１次一括法」という。）

として成立）。 

   また、第３次勧告で具体的に講ずべき措置が示された条項のうち、第１次見直しで見直された

もの以外については、地域主権改革を総合的かつ計画的に推進するため、当面講ずべき必要な法

制上の措置その他の措置を定めた「地域主権戦略大綱」（2010年６月22日閣議決定）に盛り込ま
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れ、530条項について具体的な見直し措置を講じることとされ（以下、「第２次見直し」とい

う）、これについては、177国会で成立した「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」（平成23年８月30日法律第105号。以下「第２次

一括法」という）等により措置された(１)。 

 

(２) 義務付け・枠付けの第３次見直し 

   第１次・第２次見直しに続く第３次の見直し作業については、第７回地域主権戦略会議（2010

年10月７日）で設置が了承された「義務付け・枠付けの見直しに係るワーキンググループ｣(２)に

おいて進められた。 

   ワーキンググループは、今後の義務付け・枠付けの見直し方針について検討作業を進め、委員

会第２次勧告（2010年12月８日）で見直すべきとされた条項のうち、着手されていなかった

2,860条項から、①地方からの提言等に係る事項、②通知・届出・報告、公示・公告等、③職員

等の資格・定数の３分野を対象に整理、検討を進めて1,212条項を抽出し、このうち一定の結論

が得られた363条項について各府省へ見直しを求め、その回答の検討等を行った結果、第14回地

域主権戦略会議（2011年11月25日）において、「義務付け・枠付けの更なる見直しについて」

（以下、「第３次見直し」という）が決定され、2011年11月29日に閣議決定された。第３次見直

しでは、上記①～③の３分野に係る1,212条項のうち、69法律291条項について見直すこととした。 

   2012年３月９日、政府は「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」（180通常国会閣法第59号）を閣議決定し、同日国会に提出したが、

同法律案は、継続審査となった後、181臨時国会において、衆議院の解散により廃案となった。 

 

(３) 基礎自治体への権限移譲 

  ① 地方分権改革推進委員会第１次勧告 

    委員会の第１次勧告（2008年５月28日）は、基礎自治体への権限移譲を推進すべきとした。 

    基礎自治体への権限移譲の課題については、委員会は当初、第１次勧告までのスケジュール

として予定していなかったが、2008年４月17日の第42回委員会において、西尾委員長代理（当

時）から、「予定では第２次勧告となっているようだが、第１次勧告に前倒ししたい。福祉、

医療・保健、教育、まちづくり、事業活動の規制に関し、広域的な事務を除き、基本的に市町

村に事務を移譲すべき」との問題意識が述べられてから、急ぎ、第１次勧告に盛り込むべく作

業が進められた。 

    第１次勧告では、(ａ)市町村合併の進展により基礎自治体の行政体制整備が大幅に進んでい

ること、(ｂ)事務処理特例制度（地方自治法第252条の17の２等）の活用が進んでいることを

踏まえ、(ｃ)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本原則の下、改めて都道府県と市町村の事務配分を行政分野横断的に見

直す必要があるとした。 

    実際に移譲すべしとされた事務は、第１次勧告では64法律359事務である。第43回委員会

                                                                                           

(１) 第１次一括法、第２次一括法の制定経過については、岩崎忠「義務付け・枠付けの見直しと権限移譲～第１次

一括法と第２次一括法の制定経過を踏まえて～」『自治総研』（397）2011年11月を参照。 

(２) ワーキンググループ構成員は、小早川光郎（成蹊大学法科大学院教授）、高橋滋（一橋大学大学院法学研究科

教授）、斎藤誠（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 
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（2008年４月23日）に示された原案では、88法律499事務であった。勧告に結実しなかった事

務は24法律140事務で、このうち市段階まで移譲することを予定していて取り上げられなかっ

たものは、景観法、屋外広告物法、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、自然

公園法等に係る事務等、老人福祉法の居宅生活支援事業に係る事務、身体障害者福祉法の生活

訓練等事業に係る事務等であった。 

  ② 第２次一括法 

    第１次勧告に掲げられた事務のうち、68項目、251条項について法制上のその他の措置を講

じることとして、第２次一括法等により措置された。 

 

(４) 義務付け・枠付けの第４次見直しと第３次一括法の提出 

   第３次見直し後においても義務付け・枠付け見直し作業が進められた。再度の政権交代をはさ

みつつも政府では今後の義務付け・枠付けの見直しについて、委員会第２次勧告で見直しの検討

対象とされた条項（4,076条項）のうち、これまでの見直しで対象とならなかった条項（1,648条

項）に加え、これまで検討したものの見直しに至らなかった事項、新たに設けられた規定など地

方分権改革推進委員会の勧告の対象とならなかった事項について、基礎自治体への権限移譲とあ

わせ、地方からの具体的な提案を受け(３)て検討がなされ、2013年３月12日、「義務付け・枠付

けの第４次見直しについて」（以下、「第４次見直し」という）を閣議決定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：内閣府  

                                                                                           

(３) 「今後の義務付け・枠付けの見直し（第４次見直し）に向けた提案事項」（2012年７月12日全国知事会）、

「さらなる『基礎自治体への権限委譲』及び『義務付け・枠付けの見直し』について【提案】」（2012年７月24

日全国市長会） 
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   しかし、第４次見直しで義務付け・枠付けの見直しがなされたのは地方からの64項目の提案の

うち48項目に過ぎなかった。 

   第３次一括法は、上記の第３次見直し、第４次見直しに基づき、地方公共団体に対する義務付

け・枠付けの見直し及び基礎自治体への権限移譲について、廃案となった「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」（第180通常国会閣

法第59号）に第４次見直し分を付加する形で、関係74法律を一括して改正するというものであっ

た。 

 

 

 2. 第３次一括法の国会審議 
 

(１) 審議過程 

   第３次一括法は、参議院先議で審議され、総務委員会に付託された。2013年４月25日、参議院

総務委員会で法案の提案趣旨説明が行われ、同委員会で約４時間の審議が行われたのち、５月16

日に採決が行われ、賛成多数で原案通り可決、５月17日に参議院本会議で賛成多数で可決し、衆

議院に送付された。 

   衆議院では、６月４日に総務委員会に付託され、６日に約３時間の審議が行われたのち、７日

に可決され、同日、衆議院本会議でも賛成多数で可決・成立した。 

 

(２) 主な審議内容 

  ① 義務付け・枠付け緩和と条例制定の内容 

    第１次から第３次までの一括法で、義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大により、

これまで国が地方公共団体に義務付けてきた基準や施策等を、法令が定める「従うべき基準」

「標準」「参酌基準」という委任形式の密度に応じ、地方自治体が条例を制定して自ら決定し

実施することとなった。 

    しかしながら、これまでの地方自治体の義務付け・枠付けの緩和にともなう条例制定の対応

は、①省令の基準をそのまま条例に書き写すコピー方式、②「法第○条第○項の基準について

は、令○による」といった規定を置き、省令の基準を引用する方法をとるリンク方式と呼ばれ

るものが多用されている。 

    このような条例制定方式に関する見解を問われ、政府側は次のように回答している。 

    ○政府参考人（新井豊君） 既に制定された条例の中には、委員御指摘のような政令名だけ

を、政省令の名前だけを引用するような形で規定されているものがございます。 

      このような書きぶりでありますと、国の基準と読み合わせてみないとその内容が分から

ないという点や、また、委員も御指摘ございましたが、国の示す政省令の基準が改正され

た場合にその改正内容が地方議会の審議を経ずに自動的に当該団体に適用されると、こう

いった問題が指摘されてございます。 

      いずれにせよ、この法律案の目的であります地域の自主性、自立性を高めると、こうい

う趣旨を踏まえていただいて、条例制定に当たっては地域の実情に応じて十分に議論して

いただきたいと考えておるところでございます（183通常国会、参議院・総務委員会、
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2013年５月16日）。 

  ② 今後の義務付け・枠付けの見直し 

    第１～３次一括法までで、地方分権改革推進委員会による義務付け・枠付けに係る勧告内容

のうち、政府として法制的な措置をとることを了解されたものについては、ほぼ終了した。こ

のため、今後の義務付け・枠付けの見直しをどのように進めていくのかにつき質疑があった。 

    この問題に関する政府側の回答は以下の通り。 

    ○国務大臣（新藤義孝君） この義務付け・枠付けの見直しを行う対象、１万条項チェック

いたしまして、そこから4,000条項をピックアップしたわけですね。そこを順次切り分け

ていって、３次にわたるいろんな作業をやってまいったわけでありまして、我々とすれば、

この分権改革推進委員会の勧告にもございますが、国の規制は必要最小限にすると、これ

を前提としての取組みをやってまいりました。 

      そして、今後の洗い出しにつきましては、まずは今回のことで一段落付くわけでありま

すから、しかし、委員が御指摘のように、新たなそういった法律、規制などもございます

から、そういったものも含めて総合的にまたしっかりと、まずは状況を踏まえ、そして有

識者会議の議論もあります、地方の声もいただきます、そういう中から対応してまいりた

いと、このように考えます。（183通常国会、参議院・総務委員会、2013年５月16日） 

    ○新井政府参考人 御指摘のとおり、義務づけ・枠づけのチェック機能、いわゆる新設の審

査でございますが、これにつきましては、推進大綱の方針を踏まえながら、各府省におい

て大臣官房等の総合調整機能を有する部局において審査をすることとするほか、地方分権

改革推進室といたしましても、必要に応じて所管府省に対して意見を述べてまいりたいと

いうふうに考えてございます。（183通常国会、衆議院・総務委員会、2013年６月６日） 

    ○国務大臣（新藤義孝君） 私は、そういうことに関して専門部会を設けようと思っていま

す、また実際設けます。それで、懸案になっていたものに関してなぜ進まないのか、それ

は、地方の御意見、それからそれに対する国の主張、これをそれぞれ専門の委員さんたち

ともう少し掘り込んだ議論をしようと思っています。その上で、最終的には国と地方と専

門委員と三者が一つの場になって、どうするんだと、こういうことを決めようじゃないか

と。その上で、総理を長とする全閣僚がメンバーとなっております分権会議で意思決定を

すると、決めたことには従ってもらうという形をつくろうと思っているんです。（183通

常国会、参議院・総務委員会、2013年５月16日） 

  ③ 権限移譲等に伴う財政措置 

    第１次及び第２次一括法の付帯決議において権限移譲等に伴う財政措置等を求めているが、

政府はこれにどのように対応してきたかとの質問があった。 

    これに対して新藤総務大臣は、「事務の移譲を受けた市町村に対しまして、地方交付税や国

庫補助金による所要の財源措置を行っている」と回答するに留めた。（183通常国会、参議

院・総務委員会、2013年５月16日） 

  ④ 計画策定と議会の議決要件 

    第３次一括法では、国土利用計画の策定に際する都道府県議会・市町村議会の議決の義務付

け（国土利用計画法７条３項、８条３項関係）について廃止されることとなった。この点につ

いては、全国知事会側からの強い要望があった事項である。 
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    計画策定について個別法律で議会の議決を要することとしているものは、このほか土地改良

法に基づく土地改良事業計画など６項目があり、今後の見直しの対象となるものである。国会

質疑は以下の通り。 

    ○政府参考人（二見吉彦君） 国土利用計画の策定に関します地方議会の議決の手続につい

ては、地方議会の権限にかかわることでもあり、当該規定の見直しについて慎重に対応す

ることとしていた。その後、地方からの強い要請があることも踏まえまして、また、地方

の自主性、自立性の拡大を図るという観点から、法律で規定するのではなく、個々の団体

の判断に委ねることが適切であると考え、地方議会の議決に係る規定を廃止する改正を行

おうとしている。（183通常国会、参議院・総務委員会、2013年５月16日） 

    ○二見政府参考人 国土利用計画の策定に関します地方議会の議決の手続につきましては、

地方議会の権限にかかわることでもございますので、当該規定の見直しについて慎重に検

討してきたところでございますが、全国知事会から再三の御提案がなされ、強い要請があ

りましたこと、また、地方自治法第96条第２項におきまして、地方公共団体は条例で議会

の議決を経るべきものを定めることができるとされていること、このようなことを踏まえ

まして、地方の自主性、自立性の拡大を図る観点から、計画の策定手続として議会の議決

を経ることにつきましては、法律で規定するのではなく、個々の団体の判断に委ねること

が適切である、そのように考えまして、地方議会の議決に係る規定を廃止する改正を行う

こととしたところでございます。（183通常国会、衆議院・総務委員会、2013年６月６日） 

    ○新井政府参考人 計画策定につきまして個別に法律で議会の議決を要することとしている

ものは、当方で調べた限りでは、土地改良法に基づく土地改良事業計画など６項目あると

承知しております。今回、第４次見直しにおきましては、地方からの見直しの提案があっ

たのがこの国土利用計画法ということでありましたので、これを検討の対象としたもので

ございます。 

      今後、これらのものについてどうするかということにつきましては、さらに地方の意見

などを聞きながら検討してまいりたいというふうに考えております。 

 

   第３次一括法が付託された参議院・総務委員会ならびに衆議院・総務員委員会では、それぞれ、

付帯決議を全会一致で議決した。 

 

＜2013年５月16日 参議院総務委員会＞ 
 
 

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対する附帯決議 

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、義務付け・枠付けの見直しに伴い地方公共団体の条例制定が必要となる事項のうち、国が条

例制定基準を定めるものについては、地方公共団体が議会での審議や住民の意見反映のために

十分な時間を確保できるよう、条例制定基準を早期に定めること。 

二、地方分権改革推進委員会第二次勧告で見直しの対象とならなかった義務付け・枠付けについ
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ても地方の声を聞きつつ、見直しを検討するとともに、義務付け・枠付けの新設について、累

次の勧告等に基づき、必要最小限とするよう、政府内のチェック体制を確立すること。 

三、基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずるととも

に、都道府県による市町村に対する情報提供や人材育成等を支援すること。また、これまでの

基礎自治体への権限移譲において、移譲先が指定都市等にとどまっている項目については、地

方の声を聞きつつ、移譲先の更なる拡大を検討すること。 

四、特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行及び地方独立行政法人の合併に当

たっては、関係労働組合等と当該法人との間において労働条件について十分な交渉・協議が行

われるよう、必要な助言等を行うこと。 

五、義務付け・枠付けの見直し、都道府県から基礎自治体への権限移譲、国から地方への権限移

譲、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用等によ

る国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。 
 

 

 

＜2013年６月17日 衆議院総務委員会＞ 
 

 

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対する附帯決議 

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一 義務付け・枠付けの見直しに伴い地方公共団体の条例制定が必要となる事項のうち、国が条

例制定基準を定めるものについては、地方公共団体が議会での審議や住民の意見反映のために

十分な時間を確保できるよう、条例制定基準を早期に定めること。 

二 地方分権改革推進委員会第二次勧告で見直しの対象とならなかった義務付け・枠付けについ

ても地方の声を聞きつつ、見直しを検討するとともに、義務付け・枠付けの新設について、累

次の勧告等に基づき、必要最小限とするよう、政府内のチェック体制を確立すること。 

三 基礎自治体への権限移譲については、これに伴い必要となる財政措置を的確に講ずるととも

に、都道府県による市町村に対する情報提供や人材育成等を支援すること。また、これまでの

基礎自治体への権限移譲において、移譲先が指定都市等にとどまっている項目については、地

方の声を聞きつつ、移譲先の更なる拡大を検討すること。 

四 公表、公告に係る義務付けの緩和は、法律による地方公共団体への義務付けの緩和を図るた

めのものであることを踏まえ、これにより地方公共団体の住民に対する情報の提供の後退を招

くようなことがないよう、改正趣旨の周知徹底を図ること。 

五 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行及び地方独立行政法人の合併に当

たっては、関係労働組合等と当該法人との間において労働条件について十分な交渉・協議が行

われるよう、必要な助言等を行うこと。 

六 義務付け・枠付けの見直し、都道府県から基礎自治体への権限移譲、国から地方への権限移

譲、地方税財源の充実確保等の諸課題については、国と地方の協議の場の積極的な活用等によ

る国と地方の合意形成に努め、引き続き強力な推進を図ること。 
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 3. 第３次一括法の内容 
 

 第３次一括法は、「地方からの提言等に係る事項」、「通知・届出・報告、公示・公告等」及び

「職員の資格・定数等」の３分野について見直しを行った第３次見直しに係る事項と、地方からの提

案等に基づき、積み残し項目や勧告外の新たな項目について見直しを行った第４次見直しに係る事項

からなる。 

 一括法において改正する法律は、74法律に及ぶものであった。その概要は以下の通り。 

 

(１) 第３次見直しに係る事項 

  ① 通知・届出・報告の見直し 15項目40法律 

   ○地方自治法 都道府県知事が広域連合を設けるべきことを勧告した場合における総務大臣へ

の報告義務に係る規定（285条の２第２項）の廃止 

   ○消防組織法 広域化対象市町村の都道府県知事からの勧告に基づいて講じた措置についての

都道府県知事への報告義務に係る規定（33条５項）の廃止 

   ○辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 都道府県計画

を定めた場合における総務大臣への提出義務に係る規定（３条７項）の廃止 

   ○建築物における衛生的環境の確保に関する法律 都道府県知事、保健所を設置する市の市長

又は特別区の区長が特定建築物のうち政令で定めるものに係る届出を受理した場合における

都道府県労働局長への通知義務に係る規定（５条４項）の廃止 

   ○国土調査法 市町村長が標識等について滅失、破損その他異状があることを発見した場合に

おける当該標識等を設置した者への通知義務に係る規定（31条２項）の努力義務化 

   ○宅地造成等規制法 都道府県知事が宅地造成工事規制区域の指定をする場合における国土交

通大臣への報告義務に係る規定（３条３項）の廃止 

   ○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 建築主事を置かない市町村の市町

村長の建築物特定事業計画の都道府県知事への送付義務に係る規定（35条５項）の廃止 

   ○密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 市町村が防災街区整備権利移転等

促進計画を定めた旨の公告をしようとする場合における都道府県知事への通知義務に係る規

定（36条２項）の廃止 等 

  ② 公示・公告等の見直し ９項目９法律 

   ○地方自治法 関係普通地方公共団体の長の相互救済事業の経営状況の公表義務の廃止 

   ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局の職

員のうち所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の公表義務（19条８

項）の廃止 等 

  ③ 職員等の資格・定数等 24項目23法律 

   ○消防組織法 消防長及び消防署長の資格に関する基準（15条２項）は、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」 

   ○地方税法 道府県固定資産評価審議会の委員の定数（401条の２第４項）の廃止 

   ○私立学校法 私立学校審議会の委員の定数（10条１項）の廃止 

－ 14 －



－ 15 － 

   ○義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律 教科用図書選定審議会の委員の定数

（11条３項）の廃止 

   ○民生委員法 民生委員の定数（４条）の条例（制定主体は都道府県）委任。条例制定の基準

については「参酌すべき基準」 

   ○民生委員法 民生委員推薦会の委員の資格及び資格ごとの定数（８条２項）の廃止 

   ○介護保険法 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件を取り扱う合

議体の定数（189条２項）の条例（制定主体は都道府県）委任。条例制定の基準については

「参酌すべき基準」 等 

  ④ その他 ９項目７法律 

   ○地方独立行政法人法 地方独立行政法人を非公務員型に移行する定款変更を可能とする 等 

 

(２) 第４次見直しに係る事項 

  ① 義務付け・枠付けの見直し ７項目７法律 

   ○地方青少年問題協議会法 地方青少年問題協議会の会長及び委員の要件に係る規定（３条２

項、３項）の廃止 

   ○地方独立行政法人法 地方独立行政法人の合併に関する手続の円滑化等 

   ○森林法 都道府県知事の地域森林計画に係る農林水産大臣への協議（６条５項）に関し、当

該計画の内容のうち、森林の整備及び保全のために必要な事項（任意記載事項。５条３項）

に係る協議を届出に変更 

   ○農業協同組合法 地区が重複する農協の設立等に係る都道府県知事の関係市町村及び関係農

業協同組合中央会への協議義務（60条２項）の廃止 

   ○国土利用計画法 都道府県計画を定める場合における当該都道府県議会の議決に係る規定

（７条３項）の廃止／市町村計画を定める場合における当該市町村議会の議決に係る規定

（８条３項）の廃止 等 

  ② 基礎自治体への権限移譲 ２項目２法律 

   ○薬事法 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び賃貸業の許可、管理医療

機器の販売業及び賃貸業の届出、医療機器の販売業等の許可等（39条２項、39条の３第１項、

69条２項、70条１項、72条４項、72条の４、73条、75条１項）は、都道府県から保健所設置

市及び特別区へ移譲 等 

   ○都市再開発法 都道府県知事が処理している個人施行者又は再開発会社による第一種市街地

再開発事業の施行の認可、市街地再開発組合の設立及び事業計画の認可、個人施行者、市街

地再開発組合又は再開発会社による第一種市街地再開発事業の権利変換計画の認可並びに同

事業に対する措置命令及び監督（７条の９第１項、11条１項から３項、50条の２第１項、72

条１項、124条３項、124条の２、125条、125条の２）の指定都市への移譲 
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 おわりに～今後の課題～ 
 

(１) 義務付け・枠付けの見直し 

   地方分権改革推進委員会をアリーナにしてはじまった第２次地方分権改革の主要テーマは、義

務付け・枠付けの見直しであった。この課題は第３次一括法をもって、一定の区切りが付けられ

たといわれる。 

   委員会では、自治事務における法令による義務付け・枠付けの見直しについて作業をすすめ、

2008年12月８日の第２次勧告において、10,057条項という数字を示し、このうち性質上、義務付

けを存置すべきものを除き、義務付け・枠付けの見直しを行う対象を4,076条項であるとした。 

   引き続く第３次勧告（2009年10月７日）では、4,076条項の中から施設等の設置基準など1,216

条項の重点事項を定め、889条項を対象に法制上の措置が必要であるとした。 

   2011年４月28日に成立した第１次一括法は、上記重点889条項をさらに絞込み、地方要望の

あった106条項について見直しをはかり、続く第２次一括法では、残りの重点事項のうち、530条

項が見直された。 

   このように１次・２次の一括法では、889の重点事項のうち、あわせて636条項しか措置されて

おらず、第２次勧告で示された義務付け・枠付けの見直しを行う対象4,076条項のうち、84％は

手付かずの状態で残されていた。 

   第３次一括法につながる第３次見直しでは、重点事項以外の2,860条項のうち、1,212条項を抽

出し、府省協議を経て363条項を見直すべき対象としたものの、第３次一括法で措置された条項

は291条項に過ぎなかった。また、さらに残された1,648条項（＝2,860条項－1,212条項）のうち

地方からの提案を受けて64項目を見直すとしたが、第４次見直しでは、48項目が実施されたにす

ぎない。したがって、第１～３次の一括法であわせて975条項を見直したわけだが、第２次勧告

からすでにこの時点で５年を経過し、実施率は4,076条項分の975条項で、24％でしかなかった。

残りの76％は、委員会が見直しの対象としたにもかかわらず、「無罪放免」されたのである。 

   政府は、義務付け・枠付け見直しの作業を、地方分権改革有識者会議において、地方からの提

案を受けて見直していくとしているが、これは従前の、個別の法律ごとに府省との協議をへて見

直していくという方法を改め、対象を重点化していくことを明らかにしたものである。その最初

の成果が、この後、第４次一括法に結実していく。 

   第３次見直し、第４次見直しでは、地方分権改革推進本部からの見直しの検討に対する府省か

らの回答が記されるが、その多くは、次のようなものであった。 

  ［文部科学省] 

   ○学校教育法 

    ・幼保一体化については、現在検討中の「子ども・子育て新システム」において、学校教

育・保育及び家庭における養育支援を一体的に提供する総合施設（仮称）を創設し、総合

施設（仮称）における指導・援助の要領として「総合施設保育要領（仮称）」を定めるこ

とを検討している。 

  ［厚生労働省] 

   ○保健師助産師看護師法 
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    ・都道府県知事が行う准看護師試験の事務（18条）については、地方自治法（昭22法67）に

規定する事務委託の制度の対象であり、他の都道府県に試験の事務を委託することができ

る旨を周知する。 

   ○農業振興地域の整備に関する法律 

    ・市町村の農用地利用計画に係る都道府県知事への協議（８条４項、13条４項）については、

当該協議の迅速化を図るため、事前調整を含めた標準的な処理期間の設定に関して、都道

府県知事に通知する。 

 

   法制的な措置の求めに対し、「検討する」「周知する」「通知する」との対応が並び、この一

事をとっても、個別法をひとつひとつ取り上げ、府省と協議を進め、見直しを進めていくという

方法の限界が露呈しているといわざるをえない。 

   こうした事態が、地方分権を推進するためには条例による上書き権を地方に一般的に付与する

通則法を制定し、義務付け・枠付け存置の挙証責任を国の側に負わすべきとする考え方に根拠を

与えているものと思われる(４)。 

 

(２) 基礎自治体への権限移譲 

   義務付け・枠付けの見直しが、国・地方間の事務権限の争いなのに対し、基礎自治体への権限

移譲は、地方内の都道府県と基礎自体間関係に係るものである。 

   この課題は、第１次分権改革では、まったく動かなかった課題であった。 

   委員会の第１次勧告においても、その「はじめに」で、次のように記す。 

   「この勧告をめぐっては、都道府県関係者の内部でも市町村関係者の内部でも賛否が分かれる

のではないかと推察している。しかしながら、この勧告は、先の第１次地方分権改革において地

方六団体の総意形成の調整を重んじたために不十分に終わった都道府県から市町村への権限移譲

を今回実現しようとしているもの」 

 

   この辺りの事情について、西尾委員長代理は、第49回委員会（2008年５月28日）で、「第１次

分権改革の折は、地方六団体として要望を一本化して提出してきたため、都道府県側で容認でき

ないものは要望から落とされた。今回は地方六団体として調整は行われず、市長会の要望が直接

委員会に届けられたため、第１次分権改革でできなかったものができたと認識している」と説明

している。 

   すなわち、第２次分権改革は、第１次分権改革と異なり、地方団体が要望をまとめることなく、

各々の利害に関わることについて、地方分権改革というステージに持ち出してきたものなのであ

る。 

   第１次分権改革を経て、府省は都道府県を通さず、直接、市町村と協議する場面が多くなった。

補助金も「空とぶ補助金」と揶揄されるように、府省から市町村へ直接補助する事例が多くなっ

てきており、同時に、都道府県の存在が薄れてきているといわれる。 

   基礎自治体への権限移譲は、この潮流を一気に加速するものと思われる。 

                                                                                           

(４) 金井利之「震災復興と分権を加速させる『上書き権』創設を」『公明』（72）2011.12、38頁以下参照。 
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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       

～第４次一括法～（平成26年６月４日法律51号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 
 

 

 「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」（平成26年６月４日法律第51号、以下「第４次一括法」という）は、国から地方への権

限移譲に関する43法律、都道府県から指定都市への権限移譲に関する25法律を一括して改正す

るものである。その内容は、地方分権改革推進委員会の勧告のうち残された課題である国から

地方への事務・権限の移譲等と、第30次地方制度調査会答申（2013年６月25日）で示された都

道府県から指定都市への事務・権限の移譲等をあわせ、「事務・権限の移譲等に関する見直し

方針について」（2013年12月20日閣議決定）として取りまとめたものに関する関係法律の整備

を行うものである。 

 第４次一括法によってこれまでの３次の一括法とともに、地方分権改革推進委員会の勧告事

項は一通り検討したとされている。 

 法案そのものは、2014年３月14日に閣議決定（閣法第66号）され、同日国会提出、４月25日

に衆議院で可決、５月28日に参議院で可決・成立し、６月４日に公布された。 
 

 

 

 

 1. 法律案提出の背景と経緯 
 

(１) 第２次安倍内閣における国から地方への権限移譲に向けた取組み 

   第１次安倍内閣の下で成立した「地方分権改革推進法」に基づき設置された地方分権改革推進

委員会の４次にわたる勧告（2008年５月～2009年11月）の内容を踏まえ、2011年から2013年にか

け、第１次から第３次の一括法が成立し、義務付け・枠付けの見直しや都道府県から基礎自治体

等への権限移譲等が進められてきたが、国から地方への事務・権限の移譲は、ほとんど手付かず

の状態だった。 

   2012年12月に発足した第２次安倍内閣は、2013年３月８日に、内閣総理大臣を本部長とし、全

閣僚で構成される地方分権改革推進本部（以下「推進本部」という。）を設置し、民主党を中心

とする政権において設置された地域主権戦略会議を廃止した。４月５日には、新藤内閣府特命担

当大臣（地方分権改革）の下に、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ための地方分権改革有識者会議（以下「有識者会議」と

いう。）を設置した。 
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   有識者会議は第３回会議（2013年５月15日）において、テーマ別の専門部会を設置することと

し、①雇用対策部会（検討対象：無料職業紹介に関する事務・権限）、②地域交通部会（検討対

象：自家用有償旅客運送の事務・権限）、③農地・農村部会（検討対象：農地転用等に係る事

務・権限の移譲とこれに係る規制緩和）の３部会を設置された。 

   国から地方への事務・権限の移譲とは、国の出先機関が有する事務・権限の移譲問題と同義で

あった。 

   出先機関改革問題に関しては、2001年に設置された地方分権改革推進会議で「地方支分部局関

係調査結果」が公表（2004年）され(１)、これを引き継ぎ2007年５月に経済財政諮問会議からの

提案に基づき、地方分権改革推進委員会で第２次勧告が出され、その中で国の出先機関の事務・

権限116事項の見直しが勧告された(２)。その後、麻生政権時代の地方分権改革推進本部で「出先

機関改革に係る工程表」（2009年３月）が決定(３)されたが、2009年９月の政権交代により、こ

の工程表は事実上凍結された。そして民主党政権下において、2010年８月以降、出先機関の事

務・権限473事項について各府省で再検討(４)され、移譲事務の候補を地方側に提示したものの、

出先機関から地方への事務・権限の移譲等に係る検討は進捗しなかった。 

   有識者会議の検討は、第３回会議において、４月16日付けで各府省に依頼した事務・権限の移

譲に関する検討の回答の概要を取りまとめた「国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府

省の回答の概要等（報告）」が示されることから開始した（図表１参照）。検討対象は、①2009

年の「出先機関改革に係る工程表」（地方分権改革推進本部決定）で見直すとされた事務・権限

のうち、地方への移譲その他国と地方の役割分担の見直しに関するもの、②2010年の各府省の見

直しで地方に移譲するとされたもの、③2011年に全国知事会が特に移譲を要望した３分野の事務・

権限等(５)､④①～③の他、各府省が移譲等の検討を行ったものであり、各府省の回答は、図表１

のとおり、措置済みの事項を除く約100事項のうち、「地方自治体へ移譲するもの」72事項、

「移譲以外の見直しを行うもの」８事項となり、有識者会議等での議論を経て、推進本部におい

て一定の結論を出すことを目指すことになった。 

                                                                                           

(１) 2004年３月12日、地方分権改革推進会議事務局「地方支分部局関係調査結果」 

(２) 地方分権改革推進委員会における出先機関に係る審議経過については、拙稿「地方分権改革推進委員会『国の

出先機関の見直しに関する中間報告』について」『自治総研』（359）2008.9ならびに拙稿「地方分権改革推進委

員会『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～』の取りまとめに係る経過につい

て」『自治総研』（363）2009.1を参照。 

(３) 第２次勧告の116事項の権限移譲やこれに伴う要員規模の精査等について、８府省15系統の機関を中心に出先機

関の改革を進めるためのおおむね３年間の工程表を定めたもの。 

(４) 地域主権戦略大綱（2010年６月22日閣議決定）を受け、2010年８月に、８府省13機関を対象とした「出先機関

の事務・権限仕分け（「自己仕分け」）」が各府省において行われた。対象となった約500項目の事務・権限につ

いて、地域主権戦略大綱で示された４つの類型（①地方自治体へ移譲するもの、②個々の地方自治体の発意によ

る選択的実施を求め、その試行状況を踏まえて移譲の可否について判断するもの、③国に残すもの、④廃止・民

営化するもの）に従って分類され、「地方自治体に移譲するもの」は全体の１割弱にとどまった。この結果を受

け、菅総理大臣（当時）は取組みが不十分であるとして、上乗せの提案ができないか再検討するよう関係大臣に

指示した。その後、再検討結果が第８回地域主権戦略会議（11月29日）で示されたが、一部移譲のものを含め、

移譲可能とされた項目数は全体の２割程度の約100項目であった。 

(５) 農地の転用に関する事務（地方農政局）、中小企業やベンチャーの支援、地域産業の振興、産学官連携推進に

関する事務（経済産業局）及び利便性の高い交通体系の構築に関する事務（地方運輸局）である。全国知事会

「移譲に向けて速やかに着手すべき事務・権限について」（2011.8.30）参照。 
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図表１ 国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答の概要 

【各府省の回答（区分表）】 

事務・権限 

の事項数 

区   分 

Ａ 

（地方自治体へ移譲するもの） 
Ｂ 

(移譲以外の見直し

を行うもの) 

 

Ｃ 

(国に残すもの) 

 

 

Ｄ 

(既に必要な措置が

取られているもの)

 

ａ 

（全国一律・一斉

に移譲するもの） 

ｂ 

(個々の地方自治体

の発意に応じ 

選択的に 

移譲するもの）

126 55 17 ８ 21 29 

(注) 事務・権限の事項数は、平成22年見直し時の事項をベースに整理している。また、一の事項で複数の区

分が示されているものがあるため、事務・権限の事項数と区分の合計数とは一致しない。  

(出所）地方分権改革有識者会議（第３回）資料（2013年５月15日） 

 

(２) 第30次地方制度調査会答申 

   2011年８月に発足した第30次地方制度調査会は、2012年１月以降、大都市制度の改革及び基礎

自治体の行政サービス提供体制について検討を重ね、2012年12月20日に「大都市制度についての

専門小委員会中間報告」をまとめ、続いて、2013年６月25日に安倍総理大臣に第30次地方制度調

査会としての答申を行った（以下「地制調答申」という)(６)。 

   地制調答申では、指定都市と都道府県との間で、大都市における効率的・効果的な行政体制の

整備のためには、いわゆる「二重行政」の解消を図ることが必要との認識を示し、その具体的な

方策として、法定事務を中心に、「指定都市が処理できるものについては、できるだけ指定都市

に移譲することによって、同種の事務を処理する主体を極力一元化することが必要」と指摘した。

また、移譲する事務については、「既に地方分権改革推進委員会第１次勧告によって都道府県か

ら指定都市等へ移譲対象とされたにもかかわらず移譲されていない事務を中心に、指定都市に移

譲されていない事務全般にわたって検討の対象とすべきである」とした。 

   これら地方制度調査会が指定都市に移譲されていないと設定した73事務について、事務局から

意向調査が行われ、そのうち３分の２以上の指定都市が移譲に賛成した事務が68事務、３分の２

以上の道府県が移譲に賛成した事務は31事務であった。また都道府県条例で移譲実績のある事務

は35事務であった。検討の対象となったのはこれらの事務が中心である。 

   地制調答申を踏まえ、第３回推進本部会合（2013年９月13日）における安倍総理大臣からの指

示により、地制調答申を分権改革の系譜に読み替え、都道府県から指定都市への事務・権限の移

譲等については、国から地方への事務・権限の移譲等と併せて、推進本部で実現に向けた作業を

進めることになった。 

  

                                                                                           

(６) 第30次地方制度調査会・答申については、佐藤草平「第30次地方制度調査会専門小委員会『大都市制度につい

ての専門小委員会中間報告』を読む」『自治総研』（415）2013.5ならびに堀内匠「第30次地方制度調査会答申の

読み方 ― 都市機能の『集約とネットワーク化』をめぐって」『自治総研』（418）2013.8を参照。 
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(３) 国から地方及び都道府県から指定都市への権限移譲に係る見直し方針 

   これらを受け、推進本部において、2013年12月20日に「事務・権限の移譲等に関する見直し方

針について」（以下「見直し方針」という。）が決定され、国から地方自治体及び都道府県から

指定都市へ移譲等を行う事務・権限が示されるとともに、法律改正事項については、所要の一括

法案等を2014年通常国会に提出することが基本とされた。 

 

図表２－１ 事務・権限の移譲等に関する見直し方針について【概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）地方分権改革推進本部（第４回会合）資料（2013.12.20） 
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図表２－２ 事務・権限の移譲等に関する見直し方針 事項一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（出所）地方分権改革推進本部（第４回会合）資料（2013.12.20） 

 

 

(４) 地方からの要望 

   地方六団体は、2013年12月12日の「国と地方の協議の場」において、「地方分権改革の推進に

ついて」を提出し、農地転用やハローワークなど有識者会議等の検討を経て、なおも移譲の対象

とならなかった事務・権限についても、地方からの要望が強い分野を中心に移譲する方向で検討

を進めることを求めた。これに加えて、全国知事会は、見直し方針の閣議決定を受けてコメント

を発表し、関連法案の早期成立を求めた上で、直轄道路・河川の権限移譲に向けた円滑な取組み

と移譲に伴う確実な財源措置を講じることが必要であるなどとした。また、全国市長会は、農地

関係に係る事務・権限をはじめ、全国市長会が提案・提言してきた事項のうち実現が図られてい

ないものについては、早期の都市自治体への移譲及び義務付け・枠付けの見直しを行うよう強く

要請した。 

 

(５) 主な事務・権限の移譲等に係る検討過程 

   以下、第４次一括法において実現されることになった①自家用有償旅客運送と、第30次地制調

における②県費負担教職員関係の事務・権限について、その検討過程に触れておく。 
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  ① 自家用有償旅客運送(７)に係る事務・権限の移譲 

    2009年の「出先機関改革に係る工程表」では、「有償旅客運送に関する事務・権限を都道府

県に移譲する」としていたが、2010年に各府省が行った自己仕分けにおいて、国土交通省は、

自家用有償旅客運送につき、「市町村の創意工夫に委ねるため、希望する市町村に権限を移譲

する方向で検討」と方針を変更した。この国土交通省の回答に対する意見として、全国知事会

は、全国一律に都道府県へ移譲し、さらに、希望する市町村に移譲する仕組みを設けるべきと

し、全国市長会は、地域における裁量を拡大することを前提に、希望する市町村に移譲する方

向で検討すべきとした。他方、全国町村会からは、移譲を受け入れるとする意見がある一方で、

小規模自治体では専門的な知識や経験を有する職員の確保が困難であるなどとして移譲に向け

た検討課題が挙げられ、また、全国統一的な基準に基づいて判断・指導等をすべきであること

などから移譲を見送るべきとの意見が存在することも示された。 

    有識者会議においては、地域交通部会が設置され、全国一律の移譲が難しいなどの場合には、

個々の地方公共団体の発意に応じ選択的に移譲する「手挙げ方式」という新たな試みが示され

た。この前段で、「国から地方への事務・権限の移譲等」についての対府省アンケートが行わ

れたが、国土交通省の回答は、「個々の地方自治体の発意に応じ、選択的に移譲する」という

ものであった。2013年８月29日、地方交通部会の報告書が取りまとめられ、事務・権限の移譲

先として、①市町村が、住民の居住・活動情報や地域交通のニーズを最も把握していること、

実施に当たっては、意欲・能力と安全・安定的な運行を確保する責任が求められることから、

希望する市町村が基本とされ、②執行体制上の懸念から事務・権限の移譲を希望しない市町村

の区域については、都道府県が代わって役割を果たすことができるよう、希望する都道府県に

も移譲することが示された。 

    その後、見直し方針においてもこの内容が踏襲され、第４次一括法案に盛り込まれることと

なった。 

  ② 県費負担教職員関係の事務・権限に係る検討過程 

    市町村立小中学校等に係る県費負担教職員の任命権は、指定都市が従来から有してきたが、

県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、学級編制基準の決定権限は道

府県が有しており、これらについて、指定都市は、包括的な人事管理が可能となることなどを

理由に移譲を求めてきた。 

    2013年３月12日に閣議決定された「義務付け・枠付けの第４次見直しについて」では、「指

定都市に係る県費負担教職員の給与等の負担、県費負担教職員に係る定数の決定及び学級編制

基準の決定については、第30次地方制度調査会において行われている大都市制度の見直しの審

議状況及び教育行政の在り方についての検討状況を踏まえつつ、関係省庁において、関係者の

理解を得て、速やかに結論を出した上で、指定都市へ移譲する」とされた。 

    2013年５月10日の第30次地方制度調査会第33回専門小委員会では、指定都市に財源配分する

方法として、①税源移譲、②税交付金、③交付金の３つのパターンについて検討され、試算が

                                                                                           

(７) 自家用有償旅客運送の課題については、嶋田暁文「自家用有償旅客運送に関する事務・権限の移譲をめぐる一

考察(上)(下)～地域のニーズと自治体の実態の狭間で分権改革を考える～」『自治総研』（425）2014.3：（426）

2014.4に詳しい。 

－ 24 －



－ 7 － 

公表された(８)。 

    そして、６月25日の地制調答申では、事務の移譲により指定都市に新たに生じる財政負担に

ついては、指定都市側と関係道府県側の間においても適切な協議の場が設けられ、合意形成が

図られるべきとした。その後、指定都市所在道府県と指定都市は、11月14日に、財政措置とし

て、道府県・指定都市の双方にとって財政運営への影響を最小限とすることを前提として、道

府県から指定都市に個人住民税所得割２％の税源移譲が行われることで合意した(９)。 

    これらの過程を経て、見直し方針において、県費負担教職員の給与等の負担・学級編成基

準・定数の決定に関する事務・権限を都道府県から指定都市へ移譲することが示され、第４次

一括法案において措置されることとなった。 

 

 

 2. 法律案の概要 
 

 政府は、これまで述べたような経緯を経て、地方分権改革推進委員会の勧告のうち、残された課題

となっていた国から地方公共団体への事務・権限の移譲等を推進するとともに、地制調答申で示され

た都道府県から指定都市への事務・権限の移譲等を推進することを目的として関係法律の整備を行う

ことを内容とした第４次一括法案を2014年３月14日に閣議決定し、同日国会に提出した。 

 同法は、国から地方公共団体への事務・権限の移譲等につき43法律、都道府県から指定都市への事

務・権限の移譲等につき25法律を措置する内容となっている。 

 

(１) 国から地方へ移譲する主な事務・権限 

   先にも指摘したが、国から地方への権限移譲とは、国の出先機関改革と同義である。 

  ア 各種資格者の養成施設等の指定・監督等 

    看護師など各種資格者（32資格（25法律））の養成施設等の指定・監督等の国（地方厚生局）

の事務・権限を都道府県に移譲する。 

   ※ 32資格（25法律）：児童福祉司・保育士、はり師・きゅう師、食品衛生管理者・食品衛生

監視員、理容師、保健師・助産師・看護師、歯科衛生士、身体障害者福祉司、社会福祉主事、

診療放射線技師、歯科技工士、美容師、臨床検査技師、調理師、知的障害者福祉司、理学療

法士・作業療法士、製菓衛生師、柔道整復師、視能訓練士、社会福祉士・介護福祉士、臨床

工学技士、義肢装具士、食鳥処理衛生管理者、救急救命士、精神保健福祉士、言語聴覚士 

  イ 商工会議所の定款変更の認可 

    商工会議所の定款変更の認可に係る国（経済産業局）の事務・権限を認可制から届出制にし

た上で、都道府県及び指定都市に移譲する。 

                                                                                           

(８) ①「税源移譲」とは、指定都市についてのみ道府県税の一部を市町村税に移譲、②「税交付金」とは、道府県

税について、その税源の一部を税交付金として指定都市に交付、③「交付金」とは、個別の指定都市ごとの所要

財源について道府県から指定都市に交付金を交付することを内容とするものである。なお、試算の結果等につい

て、詳しくは、総務省「指定都市への事務の移譲に伴う財政措置のあり方の検討について」（第30次地方制度調

査会第33回専門小委員会資料）（2013.5.10）参照。 

(９) 指定都市所在道府県・指定都市「県費負担教職員制度の見直しに係る財政措置のあり方に関する合意」（平

25.11.14） 
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   ※ 定款変更の認可が必要な事項のうち、事業、会員、役員等に係る事項（目的、名称及び地

区に係る事項を除く。） 

  ウ 自家用有償旅客運送の登録、監査等 

    自家用有償旅客運送の登録、監査等の国（地方運輸局）の事務・権限を希望する市町村に移

譲することを基本とする（希望しない市町村の区域については、希望する都道府県にも移譲す

る）。 

 

   移譲後の事務の区分に関しては、48事項のうち37事項が自治事務に区分され、法定受託事務に

分類された９事項は以下のものである。 

  ○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 精神保健指定医の指定の申請等 

  ○社会福祉法 社会福祉法人（法人の行う事業が二以上の都道府県の区域にわたる法人であって

地方厚生局の所管に係るものに限る。以下同じ。）の定款の申請及び認可等 

  ○戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 戦没者等の妻に対する特別給付金の特別買上償還に

関する証明書の発行等 

  ○戦傷病者特別援護法 指定医療機関の指定等 

  ○戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の特別買上償

還に関する証明書の発行等 

  ○戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 戦傷病者等の妻に対する特別給付金の特別買上償

還に関する証明書の発行 

  ○戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 戦没者の父母等に対する特別給付金の特別買上償

還に関する証明書の発行 

  ○原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 指定医療機関の指定及び指定の取消し 

  ○道路運送法 自動車道事業（一の都道府県の区域内のみにあるものに限る。以下同じ。）に係

る工事施行の認可申請期間の伸長等 

 

   なお、2006年12月20日に公布された「道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律」

（平成18年法律第116号、以下「道州制特別区域法」という）では、法令の特例措置を適用し、

北海道等の特定広域団体の知事に事務・権限を移譲するものとして、①児童福祉法、生活保護法、

母子保健法等による指定医療機関等の指定、②商工会議所法に定める商工会議所の定款の変更の

認可、解散の許可、③調理師法に定める、厚生労働大臣が行う調理師養成施設の指定、④鳥獣の

保護及び狩猟の適正化に関する法律に定める、環境大臣が行う麻酔の作用を有する劇薬を利用し

た危険猟法による鳥獣の捕獲等の許可を挙げていた。 

   ①～③の事務は、第４次一括法で、全国的に都道府県知事に事務・権限移譲されるもので、地

方分権改革の性格に、規制緩和手法としての特区という側面があることを示す事例といえよう。 

 

(２) 都道府県から指定都市へ移譲する主な事務・権限 

  ア 県費負担教職員の給与等の負担・定数の決定・学級編制基準の決定 

    市町村立小中学校等に係る県費負担教職員の任命権は指定都市が有しており、県費負担教職

員の給与等の負担、県費負担教職員の定数の決定、学級編制基準の決定権限について移譲。 
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図表３ 第４次一括法＜法律一覧＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）内閣府地方分権改革推進室作成資料（2014年６月） 

 

  イ 許認可権限の移譲 

  ○病院の開設許可 診療所（病床数19床以下）の開設届出等は既に指定都市に移譲されており、

病院（病床数20床以上）の開設許可について移譲。 

  ○砂利採取計画 砂利採取事業者の認可、報告聴取、立入検査について移譲。 

  ○公有水面の埋立免許権限の移譲。 

  ウ 都市計画区域マスタープランの決定 

    区域区分決定（市街化区域と市街化調整区域の線引き）については、既に指定都市が権限を

有しており、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画の決定（一の指定都

市の区域内の都市計画区域に係るものに限る。）について移譲する。 

  エ 適正確保 

  ○食品表示法の農林水産大臣の権限に属する事務である不適正表示に対する指示、公表、立入検

査等を移譲。 

  オ 公の施設の設置権限 

  ○ 婦人相談所、職業能力開発大学校の設置権限の移譲。 

 

(３) 施行期日 

   2015年４月１日（体制整備に特に時間を要するものについては個別に定める日）から施行する。 
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 3. 第４次一括法に係る国会審議 
 

 第４次一括法は、2014年３月14日に閣議決定され、同日、186通常国会に上程された。 

 衆議院では、地方自治法の一部を改正する法律案（内閣提出第75号）とあわせ、４月14日に総務委

員会に附託され、24日に可決、翌25日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院では、

５月21日に総務委員会に附託され、27日に可決、翌28日に参議院本会議で可決・成立した。公布年月

日は2014年６月４日である。 

 国会における主な質疑内容を主要項目別に分類し示すと、以下の通り。 

 

(１) 権限移譲 

  ＜186国会 衆議院総務委員会 第16号 2014年４月17日＞ 

  ○奥野（総）委員 昨年の暮れ、当面の方針の中で100事項を地方におろす権限の見直しの対象

として挙げておりました、このうち、今回の見直しの方針の中で、100項目のうち66項目の権

限をおろすとなったが、66項目の中には、直轄道路、河川の事務、権限の移譲というものが含

まれているが、本当に移譲できるのか。 

  ○末宗政府参考人（内閣府地方分権改革推進室次長） 2012年９月の地方分権改革推進本部にお

いて、直轄道路、河川の問題につきましても具体的な検討と調整を進める旨を明確にした。こ

れを踏まえ、国土交通省を初め関係府省において早期に検討を開始した。その後、与党プロセ

スも経ながら、財源措置スキームを中心に地方団体と丁寧に調整を重ねた結果、見直し方針と

して取りまとめた。 

    対象範囲は、地方分権改革推進委員会の第１次勧告に沿ったもので、一つの都道府県内で完

結する一般国道あるいは一級河川などを対象としている。現在、個別協議を国土交通省と地方

との間で開始しているところ。現時点では確たる数値を申し上げられない。 

  ○奥野（総）委員 個々の協議の中で決めていこうということだが、本当に進むのか。財政措置

は交付金の措置を講ずると書いてあるが、今回の一括法の中には入っていない。少なくともス

キームぐらいは法改正の中で措置すべき。これらについて、法律改正の予定は。 

  ○末宗政府参考人 見直し方針の中で、財源スキームの基本的な方向は取りまとめた。具体的に

どうするかは、個別の協議を行っているところ。個別協議の調整結果を待った上で、必要な法

律事項が出ればそのときに検討する。 

  ＜186国会 参議院総務委員会 第22号 2014年５月27日＞ 

  ○堂故茂君 今回の見直しでは、地方団体が強く要望している農地転用やハローワークなどは移

譲が実現せず、引き続きの課題として残っている。そのような課題についてどのように取り組

んでいくのか。 

  ○副大臣（関口昌一君） ２ヘクタール以下は都道府県の知事の許可、それ以上は農水大臣の協

議とか農水大臣の許可ということで、これを権限移譲してくれということが長年の要望であっ

た。昨年の閣議決定した事務・権限の移譲等に関する見直し方針について、2014年を目途に事

務の実施主体の在り方等について検討を行うことになり、2013年に地方分権改革有識者会議の

下に立ち上げた農地・農村部会における議論をこの５月より再開させた。 
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    また、ハローワークについては、これまで、国の無料職業紹介事業と地方公共団体との業務

を一体的に実施し、ハローワーク特区などの取組に加え、さらに今年９月からは、費用負担を

極力抑えつつ、求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組を行う。 

    今後は個々の地方公共団体から全国的な制度改正の提案を広く募る提案募集方式を導入する

など、地方にしっかりと耳を傾けて対応する。 

 

(２) 手挙げ方式と提案募集方式 

  ＜186国会 参議院総務委員会 第22号 2014年５月27日＞ 

  ○若松謙維君 自家用有償旅客運送の事務・権限について手挙げ方式を適用した。今後この手挙

げ方式という移譲が検討されるのか。あわせて、新たに提案募集方式も導入されたが、この提

案募集方式を導入するに至った背景と現在の検討状況について。 

  ○国務大臣（新藤義孝君） これまでの権限移譲は、国と地方の役割分担の明確化という意味に

おいて、全市町村に移譲するあるいは指定都市のみに移譲するなど全国一律で行うことが基本。

一次、二次の分権改革を通じ、また今般のこの一括法において、今までの積み残しの部分を含

めて全て検討を加え、できるものは全て挙げた。その中で、有識者会議では、最大公約数を求

め、一律の分権をやるとなると、やる気があってできるところでも残念ながらうまくいかない、

準備の整ったところから認めてもいいではないかという意見が有識者会議で出た。 

    また、自家用有償旅客運送に係る分野の部会を設けて深掘りをして、結果、手挙げ方式とい

うのができた。 

    今後必要に応じて、手挙げ方式を制度全体の中で位置付けていくというのが、私がお願いし

ようとしているステップ。 

 

(３) 自家用有償旅客運送 

  ＜186国会 参議院総務委員会 第22号 2014年５月27日＞ 

  ○又市征治君 今回の法案により希望する市町村等に自家用有償旅客運送の事務・権限が移譲さ

れることになるが、事務・権限が移譲されるだけであって、自家用有償旅客運送が認められる

範囲、つまり過疎地の輸送や、あるいは福祉輸送がバス、タクシー事業によって提供されない

場合に限って認めるという、この点が変更されるわけではないか。 

  ○政府参考人（若林陽介君・国土交通大臣官房審議官） 道路運送法に基づき、過疎地やまた福

祉の輸送のために地域住民の生活に必要な輸送がバス、タクシー事業で提供されない場合に、

いわゆる白ナンバーの車両を使って有償で運送できることとする制度。 

    制度の導入に際し、地域の協議会において、地方公共団体や地域のバス、タクシー事業者、

住民などの関係者が、バス、タクシー事業によることが困難で、かつ地域住民の生活に必要な

旅客輸送を確保するために必要であることについて合意していることが要件。 

    本法案における移譲後においても、バス、タクシー事業による輸送が提供されない場合の補

完であるとの位置付けは維持され、これを担保するためのルールや基準の設定は引き続き国交

省が担う。バス、タクシー事業との間の適切な役割分担が確保される仕組み。 

  ○又市征治君 実施主体の弾力化が検討されるようだが、法の趣旨からいって営利目的で行われ

ることは許されない。同時に、安全な輸送体制が確保されることが前提。損害賠償の能力も求
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められ、それも担保される必要がある。また、旅客の範囲について、地域の実情を踏まえるこ

とがポイント。不特定多数の者の輸送はバス、タクシー事業者が許可を得て行うことになって

いるので、範囲拡大には合理的な理由が求められる。とりわけバス、タクシー事業者との競合

が発生するような事態は避けなければならない。 

  ○政府参考人（若林陽介君） 実施主体の弾力化は、いわゆる権利能力なき社団について法制的

な検討を行った上で、可能と認められる場合には、市町村長において、実施主体の非営利性を

前提としつつ、輸送の安全、旅客の利便の確保に必要な措置を講ずるための組織的基盤がある

と認めた場合には実施主体として認めるべきとされている。国交省も、営利主体が直接運送を

行わないということを前提に、輸送の安全、旅客の利便が確保される措置を講ずる。 

    旅客の範囲の拡大は、地理的条件などからバス、タクシーによる運送サービスの提供が明ら

かに困難である場合などは運送できることとすべきとされており、この提言の考え方に基づき、

地理的条件などからバス、タクシーと競合しないことが明らかである場合に限って緩和するな

どの必要な措置を講ずる。 

    国交省といたしましても、今後とも、地域ごとに、バス、タクシー事業者を中心として、必

要な場合には自家用有償運送も活用できるような、いわゆるベストミックス、組合せが実現で

きるように地方公共団体の皆様とともに密接に連携して取り組んでまいりたい。 

  ○又市征治君 この最終取りまとめでは運営協議会の運営についても論じられている。重要なこ

とは、地域公共交通、福祉政策、あるいは町づくりについて一体的な議論が行われることでは

ないか。この最終取りまとめではローカルルールの見直しについても触れている。一方では分

権化が言われながら、他方で議論を積み重ねて運営協議会で合意されたものを中央の目線から

画一的に見直しを求めるのはおかしい。 

  ○政府参考人（若林陽介君） 交通は町づくり、福祉、教育とも不可欠な関係。自家用有償旅客

運送の運営協議会も、地域公共交通活性化・再生法に基づく協議会などとの連携を図り、町づ

くり、福祉、教育などの関係者の参加も得ながら、地域における交通の課題について総合的な

観点から協議を行うことが重要と認識。 

    また、ローカルルールに関しては、運営協議会の議論を通じ、地域の実情に応じた様々な合

意がなされていると承知。地域で独自に法令で求められている水準以上の基準を設定している

場合もある。合理性が認められないようなものは、引き続き国交省において全国的な観点から

の是正の働きかけを進めたい。 

 

(４) 都道府県から指定都市へ移譲する主な事務・権限 

  ＜186国会 衆議院総務委員会 第17号 2014年４月22日＞ 

  ○佐藤（正）委員 県費教職員の給与等について、人事権は指定都市にあり、給与だけ県が持っ

ているのは、どう考えてもおかしい。今回中核市は入っていないが、それはなぜか。 

  ○藤原政府参考人（文部科学大臣官房審議官） 文部科学省では、2013年４月に、中央教育審議

会に対し、今後の地方教育行政のあり方について諮問を行い、県費負担教職員の人事権及び給

与負担のあり方について御審議いただいた。議論では、都道府県に人事権があることで、教職

員を育成すべき市町村の当事者意識が薄らぐという意見、あるいは、人事権を移譲して市町村

で教職員を採用することで、責任と権限を一致させるべきなどの意見があった。他方、離島、
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中山間地域では、管理職の不足など広域人事が必要となる状況で、町村単独で人事を行うこと

は困難という意見や、小規模の自治体で採用試験の業務を行うことは難しいといった意見も

あった。 

    こうした議論を踏まえ、2013年12月の中央教育審議会答申において、引き続き、小規模市町

村を含む一定規模の区域や、都道府県において人事交流の調整を行うようにする仕組みを構築

することを前提とした上で、小規模市町村等の理解を得て、中核市を初めとする市町村に人事

権を移譲することを検討するとした次第。 

    給与負担については、今回の第４次分権一括法案において、まずは、既に人事権を持ってい

る指定都市への給与負担の移譲を行おうとしているところ。 

  ＜186国会 参議院総務委員会 第22号 2014年５月27日＞ 

  ○那谷屋正義君 県費負担教職員の人事権を政令市には認めていたが、給与等の負担、定数の決

定、学級編制基準の決定の新たな３点セットを含めて認められるということになる。給与負担

の移譲に伴う財源手当てとして、道府県住民税４％のうち２％が政令市に移る。この結果、道

府県側からすれば、独自性の発揮、行政上の創意工夫の元手となってきた自主財源が減る。道

府県の独自の取組に影響を与えることがあってはならない。 

  ○政府参考人（佐藤文俊君・総務省自治財政局長） 2013年６月の第30次地方制度調査会答申で、

県費負担教職員の給与負担の移譲と財源の在り方について言及している。税源の配分も含めて

財政措置の在り方を検討すべきで、その際、地方交付税による財源保障及び財源調整と適切に

組み合わせることが不可欠としている。この答申に沿って関係都道府県と指定都市の間で協議

が行われ、昨年11月に両者が「道府県・指定都市の双方にとって財政運営への影響を最小限と

すること、すなわち財政中立を基本として、国が地方財政措置を検討し、適切に講じることを

前提として、道府県から指定都市に個人住民税所得割２％の税源移譲が行われること」で合意

した。 

    すなわち指定都市は、給与費の負担が増える分、個人住民税と交付税が増加し、道府県にお

いては、給与費の負担が減る分、その限度で個人住民税と交付税が減るということ。これによ

り、道府県の独自の取組に財政面からマイナスの影響を与えるということはないものと考える。 

  ○那谷屋正義君 財政力指数は、都道府県の平均が0.45529、政令指定都市の平均が0.84。財政

力の高い政令市とそれ以外の市町村の間で教育水準に格差が生じるのではないかという懸念も

払拭できない。人材確保上も、転勤が政令市内に収まるというアドバンテージがある上、多忙

化等に配慮した処遇のあるべき改善を政令市が行った場合に、財政力から考えると、教職員希

望者が政令市に集中し、人材確保面で窮地へと政令市以外の市町村を追いやる心配がある。 

  ○政府参考人（藤原誠君） 指定都市以外の市町村の教職員は、都道府県が給与、定数などの条

例を定め、教職員の給与負担を行うなどの条件整備を行うとともに、都道府県の中で市町村を

超えた人事異動を行う現行の仕組みが維持される。指定都市以外の市町村の教育水準に影響を

与えるものではないと受け止めている。 

    指定都市では、指定都市と指定都市以外の市町村が人事交流を行う際に、それぞれの間にお

いて事前に協議を行った上で交流をする。広域の人事異動は、教職員の資質向上の観点から非

常に有益であると考えており、そのような観点も踏まえ、政令市の教育委員会側と都道府県の

教育委員会側で人事交流について協議、調整を行うことが重要。したがって、指定都市がある
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道府県では、人事交流も含めて引き続き適切な人事政策を行っていきたい。 

 

(５) 附帯決議 

   同法に関しては、参議院総務委員会において、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本

維新の会・結いの党、みんなの党、社会民主党・護憲連合及び生活の党の各派共同提案による附

帯決議案が提出され、可決されている。 
 

 

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対する附帯決議 

 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、地方分権改革は、個性を活かし自立した地方をつくることを目指すものであり、今後とも住

民が享受できる豊かさを実現するため、地方に対する義務付け・枠付けの更なる見直しを引き

続き着実に推進するとともに、権限移譲、地方税財政、住民自治、地方議会等に関する制度改

革についても、積極的に取り組むこと。 

二、事務・権限の移譲等に当たっては、地域における住民サービスが確実に提供されるよう、移

譲された事務・権限が円滑に執行できるよう確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの

整備や技術的助言、研修の実施や職員の派遣など、必要な支援を行うこと。また、事務・権限

の移譲により影響を受けることとなる関係団体に対しても、効果的な情報提供を行うこと。 

三、移譲される事務の処理に関し、国又は都道府県が一定の関与を行う必要がある場合には、地

方公共団体の自主性及び自立性に配慮し、当該関与を必要最小限のものとすること。また、関

与の内容は、地方の意見を十分反映したものとすること。 

四、今回の検討対象とされながら移譲するに至らなかった事務・権限については、地方からの要

望の多い分野を中心に、地方分権改革有識者会議等において、引き続き移譲に向けた検討を進

めること。また、住民に分かりやすい情報発信に努めるなど広報・周知を徹底することによ

り、四次にわたる制度改革の効果が住民に広く還元されるよう最大限努力すること。 

五、今後における改革の推進の手法として「提案募集方式」を導入するに当たっては、地方公共

団体からの積極的な提案が行われるよう体制を整えるとともに、地方公共団体からの提案を尊

重し、その実現に向けた取組を強力に推進すること。また、個々の地方公共団体の発意に応じ

た選択的な移譲を希望する提案等であっても、地方公共団体の間で制度が異なることにより住

民に不利益が生じないよう留意しつつ、その実現に努めること。 

   右決議する。 
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 おわりに 
 

(１) 国から地方への権限移譲について 

  ① 出先機関改革との関連 

    国から地方への権限移譲の各事項は、地方分権改革推進委員会の第２次勧告（2008年12月）

において、国の出先機関の事務・権限の見直しや組織の見直し等が指摘されたものの一部であ

る。第２次勧告では、出先機関の有する事務・権限の見直しについては、検討対象とした８府

省15系統の出先機関の事務・権限を約400事項に区分し、廃止（民営化、独立行政法人化を含

む。）を検討するものや、地方自治体への移譲を検討するものなどに仕分けられ、その結果、

116事項の事務・権限について見直しを実施することとした。 

    第４次一括法における国から地方への権限移譲項目と、上記の第２次勧告の116事項で重複

しているのは以下の事項である(10)。 

 

    旧厚生労働省地方厚生局（現内閣府関係） 健康増進法に基づく誇大表示の禁止に係る勧

告・命令の一部を都道府県知事に移譲。 

    厚生労働省地方厚生局 都道府県知事資格とされている栄養士、調理師、製菓衛生師に係る

養成施設に関する事務・権限は、都道府県に移譲。 

    厚生労働省地方厚生局 児童福祉法、母子保健法に基づく指定養育医療機関等の指定・監督

に関する事務・権限を都道府県に移譲。 

    経済産業省経済産業局 商工会議所の定款変更等に係る国の権限について、規制緩和を含め

て見直しを行い、都道府県に移譲。 

    国土交通省地方運輸局 自家用有償旅客運送及び自動車運転代行業に関する事務・権限を都

道府県に移譲。 

    環境省地方環境事務所 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定・監督に関する事務・

権限を都道府県に移譲。 

 

    このほか、各種資格者の養成施設の指定・監督で列挙されている事務は地方厚生局の事務で

ある。 

    第４次一括法は、地方分権改革推進委員会勧告の残された課題である国から地方への権限移

譲の課題を実現に移したものと喧伝されているが、実は出先機関改革という性格を有したもの

である。ただし、組織改革を含めた出先機関改革という文脈でこれを振り返った場合、その実

現度合いは限りなくゼロに近いものであるといわざるを得ない。 

    とりわけ、第２次勧告においても、さらには地方からの強い要望に基づき検討を進めた有識

者会議においても主要課題であった無料職業紹介に係る事務・権限に関しては、厚生労働省側

の強い抵抗を突破することはできなかった。その一方、運用面の改善は先行し、職業紹介事業

を行う地方自治体に対しハローワークの求人情報をオンラインで提供する取組みが進められる

                                                                                           

(10) 地方分権改革推進委員会第２次勧告（2014年12月８日）「別紙２ 個別出先機関の事務・権限の見直し事項一

覧表」より抽出。 
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など、ハローワークと地方公共団体との一層の連携強化が進んでいる。 

    さらには、第２次勧告で主要ターゲットになっていた農林水産省地方農政局や国土交通省地

方整備局ならびに北海道開発局の事務権限の移譲に関しては、手付かずのままおかれる結果と

なっている。 

  ② 自家用有償旅客運送に係る事務・権限 ― 手挙げ方式の導入 ―  

    自家用有償旅客運送に係る事務・権限の移譲のメリットは、第一に当該事務が自治事務と

なったことから、地方自治体の法令の自主解釈権が拡張し、当該運送事業が導入されやすく

なったことがあげられる(11)。その一方、自家用有償旅客運送を行っている1,281市町村と47都

道府県に対する国土交通省のアンケート調査（回答は1,149市町村）によれば、事務・権限の

移譲を希望する市町村は、約６％（69市町村）、都道府県でも約14％（６団体）と少数にとど

まっている。その背景として、業務量過多である、職員疲弊の状況にある、必要となる専門知

識・事務量・要員が不明であるなどの懸念があるとされている(12)。 

    このような状況下では、「手挙げ方式」による権限移譲は、事務・権限を受け入れられる能

力のある地方公共団体に限定されてしまうおそれがある。したがって、権限移譲を促進し、期

待される効果が発揮されるために、都道府県による実施体制整備への的確な支援と補完が求め

られる。 

  ③ 法改正を伴わない事務権限移譲の問題点 

    第４次一括法にいたる検討経過では、2013年12月20日に地方分権改革推進本部で決定された

「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」において、「移譲する事務・権限【48事

項】」「移譲以外の見直しを行う事務・権限【18事項】」と示されていた。先に見た通り、国

会審議においても、５月15日に示された約100条項のうち66条項が権限移譲されたと喧伝され

ている。 

    だが、これは水増しした数字である。移譲事務権限48事項のうち、直轄道路・河川について

は、「国と地方公共団体が協議を行い、協議が整ったものについて移譲を進める」というもの

であり、しかも、道路・河川の移譲に反対する意見の多い「関係する市町村の意見を十分に聴

取し、反映するよう調整する」という留保つきのものである。しかも「直轄事業の対象につい

て、地方管理道路・河川の直轄編入を含め、必要な見直しを行う」という意見も付加された。 

    「移譲以外の見直しを行う事務・権限」の18事項も、その内実は次のようなもので、限りな

く先送りに近いものであった。 

   ① 厚生労働省 ハローワーク 

    ○ハローワークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組について、その費用

負担を極力抑えつつ、積極的に推進。／○国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務の

一体的実施、ハローワーク特区の取組など、ハローワークと地方公共団体との一層の連携

強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対策をこれまで以上に推進。 

   ② 農林水産省 農地転用 

    ○地方の意見も踏まえつつ、2009年の改正農地法附則に基づき、同法施行後５年（平成26年）

                                                                                           

(11) 嶋田前掲注(７)『自治総研』（425）32頁以下参照。 

(12) 国土交通省「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会 中間とり

まとめ」（2013.12.20）。 
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を目途として、地方分権の観点及び農地確保の観点から、農地確保の施策の在り方等とと

もに、農地転用事務の実施主体や国の関与等の在り方について検討を行い、その結果に基

づいて必要な措置を講ずる。 

    ○国と地方が、事務が迅速かつ円滑に執行されるよう、農地転用制度等に係る課題について、

各地方で定期的に協議する場を設置。 

   ③ 法務省 人権啓発活動地方委託事業 都道府県及び指定都市に移譲する方策の検討を進め

る。（下線は筆者による。以下同じ） 

   ④ 厚生労働省 個別労働関係紛争の迅速かつ適正な解決のため、国と都道府県等との合同相

談会や合同研修会を開催する等の労働相談・紛争解決関係機関間の連携を促進。 

   ⑤ 農林水産省 土地改良法に基づく国営土地改良事業により造成された施設のうち、基幹的

役割の比較的小さい農業水利施設に関する維持・管理・更新（財産権・水利権等を含む。）

に係る事務については、国、都道府県、施設管理者を含めた三者協議を行い、協議が整った

ものについて、必要に応じて財源措置の在り方等について検討を行った上で移譲。 

   ⑥ 農林水産省 食の安全、食育の推進等に関する事務 これまでも地域の創意工夫を活かす

等の観点から、運用の弾力化を図ってきたところであり、引き続き、政策目標の達成に向け、

地方の意見も踏まえつつ、対応する。 

   ⑦ 経済産業省 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 都道府県と連携し地

域ニーズに対応した、ものづくり支援の在り方について検討する。 

 

(２) 県費負担教職員の給与等の負担・学級編成基準・定数の決定に係る事務・権限 

   指定都市は、「平成26年度国の施策及び予算に関する提案」において、県費負担教職員の給与

等の負担、県費負担教職員の定数の決定、学級編制基準の決定に係る権限を道府県から指定都市

に移譲し、必要な財源の移譲を行うことにより、教職員定数、教職員配置等に関する包括的な人

事管理を行うことができるようになるとした上で、権限移譲に伴い必要となる財源について、

「所要額全額を、個人道府県民税をはじめとした基幹的な税目の税源移譲により、措置すべきで

ある」と主張した(13)。 

   第30次地方制度調査会第33回専門小委員会で示された試算によれば、指定都市所在道府県と指

定都市で合意された道府県民税所得割２％相当額（平成24年度課税データによる。）を移譲した

場合、指定都市合計で、平成24年度県費負担教職員分指定都市需要額(14)のうち、税により措置

される割合は約７割であり、2,295億円の不足額が見込まれる。また、各指定都市において、過

不足額は異なり、川崎市では、７億円の超過額が発生し、税による措置割合は101.8％となる一

方、熊本市では、同割合は５割に満たず、130億円の不足が見込まれる。このように、所要額全

額を税源移譲のみで措置することは現状において困難であり、当面、国は、移譲された事務・権

限が円滑に執行されるよう地方交付税等により確実な財源措置を講じていくことが求められる。 

  

                                                                                           

(13) 指定都市「平成26年度国の施策及び予算に関する提案」（平25.7）29 

(14) 県費負担教職員分政令市需要額は、「都道府県基準財政需要額（小学校費・中学校費）×指定都市教職員÷都

道府県教職員」により算出された額 
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地方自治法の一部を改正する法律 
（平成26年５月30日法律第42号） 

 

 

堀 内   匠 

 

 
 

 

 第30次地方制度調査会（30次地制調）の答申「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サー

ビス提供体制に関する答申」（平成25（2013）年６月25日）で謳われた「二重行政」の解消、

「集約とネットワーク化」等の方針を具体化したのが本法改正である。主要な改正点として

は、連携協約および事務の代替執行に基づく新たな広域連携制度の導入、中核市・特例市制度

の統合による地方中枢拠点都市の受け皿づくり、総合区制度及び指定都市都道府県調整会議の

導入等の政令指定都市制度改革が挙げられる。 

 東日本大震災への対応を諮問された30次地制調は、これを人口減少問題へと読み替えたた

め、答申で示された政策の方向性については第31次地方制度調査会の審議へと引き継がれた。

人口減少社会対策や地域活性化方策については、産業競争力会議等他省の各種会議と歩調を合

わせながら「地方創生」というくくりで政府全体として進められることになる。この司令塔と

して９月３日には全閣僚が参加し本部長を総理大臣とする「まち・ひと・しごと創生本部」

（地方創生本部）が設置された。本法改正は総務省が人口減少問題に取り組むための舞台装置

の一部として機能することになる。 
 

 

 

 

 1. 法案の趣旨 
 

 本法律案は、地方制度調査会の答申を踏まえ、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、

所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 

一、指定都市制度の見直し 

 １ 指定都市の都市内分権を進めるため、指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例

で定める（第252条の20第２項関係）。また、指定都市は、条例で、区に代えて総合区を設け、

市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て

選任する総合区長に執行させることができる（第252条の20の２関係）。 

 ２ 指定都市及び都道府県の間の二重行政を解消するため、指定都市及び当該指定都市を包括する

都道府県がその事務の処理について必要な協議を行う指定都市都道府県調整会議を設ける（第

252条の21の２関係）。また、指定都市の市長又は都道府県の知事は、指定都市都道府県調整会

議における協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、指定都市都道府県勧

告調整委員に意見を求め、必要な勧告を行うことを求めることができる（第252条の21の３関
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係）。 

二、中核市制度と特例市制度の統合 

  中核市制度については、現在人口30万以上とされている指定の要件について、人口20万以上とす

るとともに、特例市制度に関する規定を削除する。これに伴い、経過措置として、現に特例市であ

る市については、これまで特例市が処理してきた事務を引き続き処理するほか、その人口が20万未

満であっても、施行から５年間は、中核市の指定を受けることができる。（第252条の22第１項、

旧第２編第12章第３節、附則第３条等関係） 

三、新たな広域連携の制度の創設 

 １ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、普通地方公共団体及び他の普通

地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協

約を締結することができる（第252条の２関係）。また、連携協約を締結した普通地方公共団体

相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、総務大臣等に

対し、自治紛争処理委員による紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることが

できる。（第251条の３の２、第252条の２第７項関係） 

 ２ 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、他の普

通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体の長等の名において管理し及び執行

することができる。（第252条の16の２～第252条の16の４関係） 

四、その他 

 １ 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設その他所要の規定の整備を図る。（第

260条の38、第260条の39関係） 

 ２ この法律は、一部を除き、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

 

 

 2. 審議会等における検討 
 

(１) 第30次地方制度調査会 

  諮問の経緯 

   本法改正は、平成23（2011）年８月24日に発足した30次地制調の答申（2013年６月25日）を踏

まえたものである。30次地制調の諮問事項は、①住民の意向をより一層地方公共団体の運営に反

映できるようにする見地からの議会のあり方を始めとする住民自治のあり方、②我が国の社会経

済、地域社会などの変容に対応した大都市制度のあり方及び③東日本大震災を踏まえた基礎自治

体の担うべき役割や行政体制のあり方の３点であったが、このうち、①議会のあり方をはじめと

する住民自治のあり方については、平成23（2011）年12月に地方自治法改正案に関する意見が取

りまとめられ、先に第180国会にて平成24（2012）年８月29日に改正法が可決された。 

   地制調では、平成24（2012）年１月以降に、残された諮問事項である、②我が国の社会経済、

地域社会などの変容に対応した大都市制度のあり方及び③東日本大震災を踏まえた基礎自治体の

担うべき役割や行政体制のあり方という二つの諮問事項について調査審議を行い、同年12月の中

間報告を経て翌平成25（2013）年６月25日に答申を行うに至った。 
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   大都市制度のあり方が諮問された経緯については、管見の限り明示されたものはない。ただ、

30次地制調が発足する前年の平成22（2010）年４月19日には地域政党大阪維新の会が発足、翌平

成23（2011）年12月には大阪府市ダブル選挙で同党が知事・市長を輩出し、さらに同構想を実現

するために国政進出を目指すと公言する等、「大阪都構想」の実現を目指す動きが盛り上がりを

見せていた。また、それに呼応するように横浜市の「特別な市」の創設要望にはじまって指定都

市市長会から平成22（2010）年５月には特別自治市構想が提案されていた。このような一部の大

都市から大阪都構想、特別自治市構想といった提案がなされていたことが諮問に至った背景であ

ると推察される。 

 

  大都市地域における特別区の設置に関する法律 

   これら地域政党及び指定都市市長会の提案を受け、国政政党側も対応を行ってきた。地制調に

おける審議が行われる中、平成24（2012）年８月には７会派（民主党・無所属クラブ、自由民主

党・無所属の会、国民の生活が第一・きづな、公明党、みんなの党、国民新党・無所属会、改革

無所属の会）の共同提案で「大都市地域における特別区の設置に関する法律」（平成24年９月５

日法律第80号）が国会に提案され、可決・成立した(１)。これを受けて、地制調では同法におい

て総務大臣との協議事項とされている事務分担、税源配分及び財政調整を中心に、同法に基づき

特別区を設置する際に留意すべき点を整理することとなった。この際の整理は30次地制調中間報

告及び答申に反映されており、答申は、いわゆる「二重行政」の解消や都市内分権等、専門小委

員会においてヒアリングを行った大阪市の提唱する「大阪都構想」と、政令市長会の提案する特

別自治市構想が指摘する、大都市行政の問題点への対処策を含むこととなっている。 

 

  大都市制度についての専門小委員会中間報告 

   大都市制度に関しては、民主党から自民党への政権交代直後に、答申に先立ち、「大都市制度

についての専門小委員会中間報告（平成24年12月20日）」で提言が行われた。この中では、平成

22（2010）年７月の参議院議員通常選挙で自民党マニフェスト（自民党政策集 Ｊ－ファイル

2010、134項目）が触れた、政令指定都市制度が創設から50年以上経過したとする記述を冒頭に

掲げ、このことから生じた問題の解決策として「二重行政」の解消を目的として、都道府県から

指定都市への事務移譲と税財源の配分、指定都市と都道府県の間で政策を調整する協議会を設置

することが盛り込まれた。さらに、「都市内分権」による住民自治強化の見直しとしては、行政

区長への権限移譲等、区の役割を拡充することとされた。これらはいわゆる地域主権改革第４次

一括法の他、今回の自治法改正において都道府県政令市間調整会議制度、総合区制度等として盛

り込まれることとなった。 

   中間報告では含まれていなかったもののその後の議論から答申へ盛り込まれることとなったも

のとしては、区単位の議会の活動を推進するため、市議会内に区選出市議会議員を構成員とし、

                                                                                           

(１) もともと、与野党各党が法整備に協力したのは、橋下氏が率いる大阪維新の会が国政に進出する大義名分を奪

おうとする狙いがあったとする指摘について、人羅格「『大阪都構想』法成立の意味｣（http://www.nippon.com/ja/ 
  genre/politics/l00035/）。実際、橋下大阪市長は、記者団に対して大阪都構想に向け法整備が国会で進むのなら、

自身が代表を務める地域政党、大阪維新の会が国政に進出する必要は「ないと思う」と述べたとされる。Ｊ－Ｃ

ＡＳＴニュース2012年３月13日配信記事（http://www.j-cast.com/2012/03/13125186.html） 
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一又は複数の区を単位とする常任委員会を置き、区長の権限に関する事務の調査や区に係る議案、

請願等の審査を行うこととすべき点が謳われた（これについては後に法案から抜け落ちた。経緯

については後述）。 

   また、その他に答申へつながるものとしては、制度創設以降の分権改革によって権限移譲が進

んだことから、特例市固有の事務が少なくなったとの観点(２)から中核市・特例市制度の統合が

提言された。この中核市が地方中枢拠点都市（2014年末に「連携中枢都市圏」に改称）の受け皿

となる点については後述する。 

   なお、同じく大都市制度として、答申では都区制度改革や特別自治市構想については「都道府

県から指定都市への事務と税財源の移譲を可能な限り進め、実質的に特別市（仮称）に近づける

ことを目指す」と記載する等、一定の紙幅を割いているものの、具体的な提言内容とはなってい

ない。 

 

  大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申 

   中間報告を発表した後、地制調では最後の諮問事項である、東日本大震災を踏まえた基礎自治

体の担うべき役割や行政体制のあり方について審議を行い、平成25（2013）年６月25日に「大都

市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を安倍総理大臣に手交した。 

   答申は、東日本大震災および平成24（2012）年１月の国立社会保障・人口問題研究所が公表し

た「日本の将来推計人口」を踏まえ、人口減少社会への対応が主要なテーマとして設定された(３)。

この対応として、答申は「集約とネットワーク化」をキーワードとして、三大都市圏、地方圏の

二者について、それぞれ処方箋を示している。 

   まず、地方圏においては、政令市、中核市、特例市を念頭においた概念である地方中枢拠点都

市を中心とした周辺地域との連携、および人口５万程度の市を中心とした定住自立圏による連携、

さらに市町村間の連携が困難な場合には都道府県による補完という形で、圏域単位で基礎的自治

体による行政サービス提供体制を維持・整備すべきとの提言を行った。 

   一方、三大都市圏においては、面積が狭いながらも規模・能力が一定以上ある都市間での水平

的、相互補完的、双務的な役割を促進する必要があると説いている。このようにして、全ての市

町村を、いずれかの圏域に組み込み、圏域単位で行政サービス提供体制を構築していこうという

姿勢が示された。 

   これらの地方圏・三大都市圏双方において自治体間の柔軟な「新たな広域連携の制度」の必要

性が説かれた。これは、本改正法における自治体間の連携協約の仕組みや事務の代替執行へと具

体化されることとなる。 

   答申では、新たな広域連携制度と合併の推進策との関連性についても言及がある。29次地制調

が合併推進について「一段落」としたことから、30次答申では一歩踏み込んで、新たな広域連携

を合併以外の選択肢として位置づけたものである(４)。さらに、これを受けた総務省「基礎自治

                                                                                           

(２) 2014年５月15日参・総務委における門山泰明自治行政局長の答弁による。 

(３) 2014年４月24日衆議院総務委員会・西尾勝参考人による。一方で、同総務委員会で、新藤総務大臣は黄川田徹

委員の質問に答え、連携協約は大震災への対応という諮問に応えたものであると位置づける発言をしている。 

(４) もっとも、そもそも市町村合併が議論の遡上に載ったのは、当初福島第一原発事故被災自治体を合併させ国主

導の復興政策の受け皿にしようという思惑が働いたことがきっかけであった。経緯については拙稿（2013：45－

46） 
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体による行政サービス提供に関する研究会」（後述）では、27次地制調以降、市町村を「総合行

政主体」と位置づけてきた「フルセットの行政」から脱却することが謳われることとなった。 

 

(２) 総務省内研究会 

   30次地制調の答申が出された後、総務省では、これを受けて自治法改正案の具体化に入ること

となったが、その際、基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会（座長：辻琢也・一橋

大学教授）、地方議会のあり方に関する研究会（座長：長谷部恭男・東京大学教授（当時））、

定住自立圏構想の今後のあり方に関する研究会（座長：後藤春彦・早稲田大学教授）等の研究会

を設置し、検討を行ってきた。これらの研究会は、いずれも平成26（2014）年３月までに報告書

を取りまとめ、法案や平成26（2014）年度予算への反映が行われることとなったものである。 

 

  基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会 

   基礎自治体による行政サービス提供に関する研究会は、「連携協約」に基づく自治体間の新た

な広域連携のあり方を検討し、指針を提示した(５)。同研究会では、「連携協約」を国家間の条

約になぞらえて位置づけ、この中に紛争解決の手段を含み込み、事務分担だけでなく政策面での

役割分担等についても盛り込むこととした。 

   「連携協約」については、地方圏と三大都市圏についてそれぞれイメージを示し、地方圏にお

いては、圏域全体の経済成長の牽引役として、高次の都市機能の集約、圏域全体の生活関連機能

サービスの向上を担う地方中枢拠点都市を中心として県境をも越える都市間連携（シティリー

ジョン）を推進することが謳われた。なお、地方中枢拠点都市と近隣市町村の首長とは定期的に

協議すべきことが「連携協約」に記載されるべきとしている。一方で、中枢拠点都市等から離れ

たいわゆる条件不利地域においては、都道府県との連携協約の締結が選択肢として明示され、専

門性が要求される各種社会福祉関連事務、インフラ維持に関する事務、地域振興等の企画部門の

業務について協約を結ぶこととした。三大都市圏については、現在広域連携があまり進んでいな

いという認識の下、公共施設や介護保険施設のあり方について協約に基づく連携を推進すること

としている。 

 

  定住自立圏構想の今後のあり方に関する研究会 

   定住自立圏は、平成20（2008）年に「定住自立圏構想推進要綱」によって提起された、「地方

圏の人口流出を食い止めるダム機能」を確保することを目指す施策である。したがって、総務省

としては、人口減少社会に対応するための政策上の重要な位置どりとなるものである一方で、特

交措置等の誘因が弱く、必ずしも利用が進んでいない状況にあった。 

   定住自立圏構想の今後のあり方に関する研究会においては、平成25（2013）年６月のいわゆる

骨太の方針において、定住自立圏の取組みを強力に進めていくため、圏域において各地方自治体

が果たすべき役割に応じた適切な財政措置の在り方を検討すると記載されたことを受け、現行の

定住自立権構想において措置されている包括的財政措置（特別交付税）について現行中心市１市

あたり年間4,000万円程度、近隣市町村１市町村あたり年間1,000万円を上限としているものを拡

                                                                                           

(５) 総務省による解説として、松谷朗（2014） 
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充することを提言した(６)。その結果、平成26（2014）年度からは中心市１市あたり年間8,000万

円程度、近隣市町村１市町村あたり年間1,500万円を上限とすることへと措置額が拡大されるこ

ととなったものである。 

 

(３) 地方団体の緊急要望 

   30次地制調答申を受けて、地方団体からは、区の役割を拡充し、都市内分権を充実させること

が重要であるとの認識を示す一方、指定都市にはそれぞれ異なった沿革があり、各都市における

区の規模、位置づけ、組織体制などは様々であるとして、全国市議会議長会の指定都市協議会か

ら平成26（2014）年２月６日に総務省に対し、指定都市議会の区常任委員会を必置とすることに

ついては慎重に検討することを求める緊急要望が提出された。 

 

 

 3. 法案に盛り込まれなかったもの 
 

(１) 行政区単位の常任委員会 

   地制調答申では「区単位の議会の活動を推進するため、市議会内に区選出市議会議員を構成員

とし、一又は複数の区を単位とする常任委員会を置き、区長の権限に関する事務の調査や区に係

る議案、請願等の審査を行うこととすべき」と提案されていた。しかし、全国市議会議長会の指

定都市協議会から、平成26（2014）年２月６日に総務省に対し、指定都市議会の区常任委員会を

必置とすることについては慎重に検討することを求める緊急要望が提出された。さらに、そもそ

も、現行法においても、常任委員会を自主的に設置することは可能との判断(７)から法案には盛

り込まないこととされた。 

 

(２) 大阪都構想及び特別自治市構想との相違 

   上述のように、地方制度調査会で大都市制度改革が議論の俎上に載ったのは、大阪府・市およ

び政令市長会による２つの提案および問題提起を受けたものであり、本法改正は政令指定都市制

度の改正によってそれに対する回答を行ったという意味合いを一定程度含んでいるものといえる。

ただし、総合区や指定都市都道府県調整会議等の導入と、これら地方側提案とは必ずしも一致し

たものではない。いわゆる大阪都構想は大阪市を廃止して大阪府に統合した上で旧政令市域に特

別区を設置することを狙ったもので、総合区があくまで政令指定都市の行政区という位置づけに

なっていることとは根本的に異なる。大阪都構想については「大都市地域における特別区の設置

に関する法律」（平成24年９月５日法律第80号）によって措置されたことは既述の通りである。

また、特別自治市制度については、一層制の旧特別市制度の焼き直しであって、これも現行の政

令市制度とは根本的に異なる。 

  

                                                                                           

(６) 総務省による解説として、櫻井泰典（2014） 

(７) 2014年４月17日衆・総務委における新藤総務大臣発言（45） 
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 4. 国会審議の経過 
 

 法案は閣法として衆議院先議で第186国会に提出された。平成26（2014）年３月18日に衆議院で議

案受理され、４月10日に本会議で質疑を行った上で総務委員会へ付託されて、４月17日、22日、24日

の３日間にわたって審議が行われた。内、24日には参考人として西尾勝・30次地制調会長、上田清

司・埼玉県知事及び橋下徹・大阪市長が参考人として招致された。 

 法案へは、日本維新の会から総合区の区長公選制の導入、指定都市の市長による総合区長解任のた

めの住民投票請求権付与及び総合区長のチェック機能として総合区の区域を選挙区とする議員による

区常任委員会を政令市に設置する内容の修正案が提出された。衆議院では４月25日に同修正案を否決

した上で、自由民主党、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、公明党及びみんなの党の５派共同提

案による附帯決議を付して法案を可決した後、同日参議院へ送られた。 

 参議院では、５月12日に総務委員会へ付託され、５月13日、15日、20日の３日間にわたって審議が

行われた。内、20日には参考人として碓井光明・30次地制調専門小委員長、荒井正吾・奈良県知事、

北村亘・大阪大学教授が招かれ意見を陳述した。５月23日に参議院でも日本維新の会の修正案は否決

され、法案は付帯決議を付した上で原案通り可決され、同月30日に公布となった。 

 なお、法案提出時の本会議（４月10日）および４月22日の衆議院総務委員会には安倍内閣総理大臣

が法案について答弁に立ち、趣旨説明等を行っている。 

 

 

 5. 国会審議における主なやりとり 
 

 衆参両院総務委員会における主な法案審議内容は次の通りである。なお、条文解釈及び経過措置の

あり方についても以下の国会審議からの引用で代える。 

 

(１) 広域連携・連携協約 

  広域連携制度新設の意図 

  ○新藤国務大臣 ……これからの私たちの国の国家的課題は、少子高齢化に加えて人口減少社会

を迎える、その中で、いかに国の活力を維持しつつ、全国津々浦々にそれぞれの暮らしを確立

できるか、私はそこが国家的課題だと思っているわけであります。 

    それに向けて、まずは、地方自治の、合併をすることによってスリム化を図ろう、それから

効率化を図ろうということで進めてまいりました。……人口減少社会の中でまず最初に疲弊を

するのは地域であります。……したがって、合併をされた市町村同士の中で、今度はもっと町

の中の暮らしを、役割分担したり連携したりして、魅力づけができるのではないか……。 

    これは私、昨年にヨーロッパに視察に行きまして、シティーリージョンというものを非常に

興味深く、自分で調査してまいりました。……合併によらずして事務を連携できる、こういう

ようなものをつくる。 

    それから、やはり力の強い町とその周辺の町が一緒になって、全体の底上げを図る。こうい

う中で、広域連携、それから自治体協約、こういうようなものを今回の法改正の中に埋め込ま
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せていただいたわけであります。 

    いずれにしても、自分の生まれた地域で、できればそのまま一緒に過ごしていって、そして

生活、生計を立てて、家族をつくり、そしてまた次の子供たちにつないでいく、この営みの繰

り返しで日本というのは続いてきたわけでありますから、地域の生活というものを確立させて

いくことは極めて重要であって、……この一助になればという思いで、この意義を感じている

ところでございます。（2014年４月17日衆・総務委） 

 

  新設の広域連携制度と既存の事務組合等との違い 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……連携協約におきましては、通常の事務の分担というだけでは

なくて、基本的な方針とか政策面での役割分担、こういったものも定めていくというのが一点

でございます。 

    それからもう一つ、議会の議決をして締結するわけでございますが、万が一紛争が生じるこ

ともないとは言えませんので、将来紛争が生じたときの解決の手続、これもあらかじめビルト

インしているというのが二つ目でございます。 

    そして三つ目といたしましては、やはり一部事務組合等の場合には別の組織をつくるという

ことになります。これは、やや重い、あるいは固い連携になっているという面がございますの

で、別組織をつくらない簡素で効率的な仕組みということを要点といたしまして連携協約制度

を設けようというふうに考えているところでございます。（2014年５月13日参・総務委） 

 

  連携協約の具体的イメージ 

  ○門山政府参考人 地方部と大都市地域、分けてでございますが、まず地方の中枢拠点都市の地

域におきましては、集約とネットワーク化の考え方に基づきまして、例えば地域医療ですとか

障害者福祉の充実といった分野、あるいは地域包括ケアシステムといったような高齢者施策、

それから子育て支援の関係でファミリーサポートといったような取り組みなどがございますが、

こういったものにつきまして、中心となる都市と近隣市町村の間で役割分担をして、地域ごと

に課題が異なりますので、地域の課題に応じた取り組みをしていくということになるのではな

いかというふうに考えております。 

    一方、地方部の中の条件不利地域の場合でございますけれども、必ず行う事務としての介護

保険ですとかあるいは地域包括ケアシステムに関する業務ということで、いろいろ福祉分野、

業務があるわけでございますけれども、高度の専門性が要求されるというものもございます。

そういったものにつきましては、やはり市町村と都道府県との連携ということが一つの形では

ないかと考えられます。 

    さらに、三大都市圏の場合でございますが、三大都市圏につきましては、これから急速な高

齢化が進むということを踏まえますと、介護保険施設の量といったような介護保険施設のあり

方を検討することが必要となってくると思われますし、こういった検討を端緒といたしまして、

連携協約に基づいて、広域的に施設の配置なりあり方などを連携して進めていく、こういった

ことが必要となるものと考えております。 

    ……重度身障者の方々の通所型の福祉施設などのような通所型福祉サービスについて考えま

しても、やはり通所される方の利便性ということに十分配慮していくことになりますと、例え
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ば施設を集約化する場合にも、ではネットワークをどうしていくか。特に、やはり交通ネット

ワークの強化ということをどうやって工夫できるのかということが一緒に考えられることに

なってくるんだろうと思います。（2014年４月17日衆・総務委） 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……例えば介護保険ですとか地域包括システムなどといいました

各種社会福祉関連業務の中で特に専門性が要求されるような分野というのがございます。人材

の面なども含めてでございます。こういった分野ですとか、あるいは道路、橋梁、水道などの

インフラの維持、これも大きな問題になっておりますが、こういったインフラの維持に関する

業務につきましてもやはり専門性が要求される分野というのはかなりあるという認識でござい

ます。こういった分野、さらには地域振興、観光といった企画部門につきましてはなかなか小

規模な町村では担当者の数も本当に一人とか二人、限られているといったようなケースもござ

いますので、こういった地域振興などの企画部門の業務といったものも考えられるのではない

かというのが今の時点で想定している主なものでございます。 

    それから、市町村相互の連携といたしましては、地方中枢拠点都市圏におきましてやはり中

心的な都市が地方圏の経済の牽引、これをやっていただくという産業振興的な面、これがやは

り一つ大きいというふうに考えておりますが、このほかにも、例えば三大都市圏におきまして

もこれから急速な高齢化が進むといったこと、それから公共施設の老朽化というのは、これは

地方、都市、両方通じての問題でございます。（2014年５月13日参・総務委） 

  ○安倍内閣総理大臣 ……例えば、都市の圏域内に、相互に関連する製造業などの企業を集積す

るとともに、地域の大学や研究機関、金融機関など、圏域内の資源、企業、人材をフル活用し

て、これらが相互に知的な協力関係をつくっていくことによって、産業クラスターの形成や新

たなイノベーションを実現し、新規創業を促進することなどが考えられると思います。（2014

年４月22日衆・総務委） 

 

  連携協約締結のパターン 

  ○門山政府参考人 ……連携の主体といたしましては、都道府県同士ということもございますし、

市町村同士ということもございますし、市町村と都道府県ということもございます。また、近

接した自治体同士というケースもございますし、離れた自治体というケースもある。（2014年

４月22日衆・総務委） 

 

  連携協約に関する議会の役割 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……連携協約、使う目的がやはり持続可能な形で行政サービスの

提供体制を構築していこうということでございますので、安定的、継続的な関係にしなければ

ならないということでございます。そういうためには、やはりきちっと団体としての意思を確

定させるために、連携協約を締結する際には議会の議決を必ず経るということを、制度上その

ようにいたしております。逆に、連携協約を変更する場合、廃止する場合も同様に議会の議決

が必要であるというふうにしております。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  地方中枢拠点都市の定義 

  ○門山政府参考人 ……地方中枢拠点都市という文言は、今回の法案には出てまいっておりませ
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んが、構想として考えております内容は、……政令指定都市と、それから、今回の地方自治法

の改正によりまして人口二十万人以上ということに要件緩和を予定いたしております新しい中

核市、そのうち、昼夜間人口比率が一を超えているところ（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  地方中枢拠点都市の機能イメージ 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……圏域全体の経済成長の牽引ということに関しましては、例え

ば、地域の産学金官民が一体となったプラットフォームを形成していただきまして、まずその

圏域全体の成長戦略をつくっていくというようなことが考えられると思います。……やはり観

光というものも重視すべき……それから、高次都市機能の集積も大事だというようなことは研

究会でも指摘を受けております。 

    それから、高次都市機能の集積に関しましては、高度医療の提供体制、あるいは大学等の高

等教育機関の整備といったことが想定されますし、基礎的な圏域全体の生活関連サービス機能

の向上につきましては、日常的な地域医療ですとか障害者福祉の充実、子育て支援、あるいは

交通面での足の確保といったようなニーズに対応できる取組と、こういったものが想定される

と思っております。（2014年５月20日参・総務委） 

 

  都道府県による補完 

  ○塩川委員 ……現時点で、小規模な市町村などで処理が困難な事務というのは生じているんで

しょうか。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 小規模な市町村で、よく、処理が困難といいますか、処理するのに困ってい

る事務として聞きますのは、例えば、福祉の分野などにおきまして、あるいは道路などの公共

施設の維持管理などにおきまして、専門性を要する分野というのがございます。（2014年４月

22日衆・総務委） 

  ○塩川委員 ……それを現行のスキームでできないのか（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 現行のスキームにおきましても、……対処しているというケースももちろん

あるわけでございますが、今回の地方制度調査会答申では、それに加えまして、……都市との

広域連携の仕組みがなかなか使いにくいところ……については、都道府県に補完的な役割を果

たしていただく、こういうことも選択肢としてあるだろうということで、都道府県の補完の役

割というものが使えるような制度を考えるべきだという答申がされたわけでございます。

（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  広域連携を進めるにあたっての関係府省間の連携方策 

  ○塩川委員 ……関係府省の連携で新たな広域連携を進めるようなところについては、ぜひ国庫

補助事業を優先採択すべきだということが取りまとめとして書かれているわけですけれども、

こういった支援措置の具体化というのは行われているんでしょうか。（2014年４月22日衆・総

務委） 

  ○新藤国務大臣 その一面を、性格を有しているのが、私どもが設けました地域活性化プラット

ホームであります。（2014年４月22日衆・総務委） 
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  連携協約への交付税措置 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……本格的な交付税の措置等につきましては平成27年度からの全

国展開を考えているわけでございます（2014年５月13日参・総務委） 

 

  広域連携制度の新設と合併推進 

  ○藤末健三君 ……新たな連携というものをてこに更に市町村の合併を進めるつもりなのか、若

しくは市町村合併をこれ以上進めるのは限界と考えた上での新しい制度なのかということを教

えていただけませんでしょうか。（2014年５月15日参・総務委） 

  ○副大臣（関口昌一君） ……今後、地方自治体の行政サービスを持続可能な形で提供していく

ためのものであって、連携協約の締結を推進することをもって市町村合併を推進していく考え

はありません。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  代替執行に関するエージェント監視の方策 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……例えば都道府県と市町村が事務の代替執行、これは規約を定

めて行うわけでありますけれども、その規約の中で、都道府県によります事務の処理の状況を

報告するですとか、処理の方法について定期的に協議を行うなどといったことをあらかじめ規

約に定めていくといったような方法が考えられるのではないかと思います。 

    それからもう一つ、監視という面では議会が重要なわけでございますが、市町村の議会とい

たしましては、仮に都道府県が代替執行している事務でありましても、冒頭申し上げましたと

おり、その事務の処理権限は市長に残っているわけでございますから、市長が執行いたします

そのほかの事務と同じように、まずは市長に対してその事務処理の状況の説明を求めるといっ

た形での監視を進めることが基本になるわけでございます。 

    ただ、場合によりましては、代替執行をしております都道府県の関係職員に対しまして、議

会に出頭を求めて、その処理状況について説明を求めるといったことなども制度としては可能

でございますので、そういったことをあらかじめ規約に定めておくといったようなことも考え

られます。（2014年５月15日参・総務委） 

 

(２) 中核市・特例市の統合 

  中核市と特例市の統合の狙い 

  ○門山政府参考人 ……中核市と特例市の統合を図ろうとしているわけでございますが、その意

義は、地域の中心的な都市として地域を支える役割を担います、人口規模が20万人以上の市に

対しまして、現在も一定の事務、権限移譲が行われているわけでございますけれども、より一

層、事務、権限の移譲を行うということによりまして、住民の方々に身近なところで、住民

ニーズにより即した、迅速な行政サービスを提供することができるようにするということが制

度の改正の意義でございます。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……特例市につきましては特に地方分権を進めてまいりました。

特に、これまで第２次の地方分権一括法などによりまして、例えば環境規制ですとか町づくり

の分野におきましては、一般市への事務移譲というのをかなり大幅に進めてきております。そ

の結果として特例市固有の部分というのは狭くなってきたということから、もっと特例市に仕
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事をしていただくべきだという考え方で、むしろ中核市と一本化して特例市の制度を改めるこ

とが必要だということが答申されたわけでございます。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  中核市の指定を受けない場合、現行の特例市は事務を引き続き処理することとなるか 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……今回の法改正によりまして特例市制度を廃止することといた

しました場合も、今の特例市が行っております事務をまた県に戻すというのはやはりこれは適

当でないと考えますので、引き続き処理するということが適当と思っております。そういうこ

とで、現在特例市である市が仮に新しい中核市の指定を受けない場合でありましても、これま

で特例市として処理することとされていた事務を、施行時特例市ということにしておりますが、

そういう形で引き続き処理するための法制上の措置を今回の法案の附則におきまして設けてお

ります。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  人口20万を切る新中核市の扱い 

  ○若松謙維君 ……また今後人口減少で、新たな中核市ですか、ということで、現在20万でも、

今後20万切った場合には、これどういう扱いになるんですか。（2014年５月15日参・総務委） 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……こういったところは、まず、少なくとも今は特例市でなくな

るということはないわけでありますが、今度中核市になるに当たって、中核市の人口要件20万

に下げますが、今の特例市になっているところで19万、18万のところは、５年間に限りますけ

れども、中核市として手を挙げることができる、したがって指定もできると、こういう経過措

置を設けたという意味でございます。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  特例市の中核市移行にあたっての総務省のサポート 

  ○門山政府参考人 中核市と特例市を統合する場合につきまして、人材の確保の課題があるとい

うことがポイントかと存じます。 

    例えば、中核市になりますと保健所の事務で職員が必要になってまいります。そのためには、

まず、現在保健所を持っております都道府県と中核市に移行を目指す市との間での十分な調整

が必要となってくると思います。……総務省といたしましても、こういった先行事例の情報提

供など、必要な助言を行ってまいりたいと考えております。（2014年４月17日衆・総務委） 

  ○大臣政務官（伊藤忠彦君） ……財政措置につきましては、事務移譲に伴う増加経費を基準財

政需要額に算入する形で地方交付税により適切に処置をしてまいるところでございますし、ま

た、人的支援につきましても、総務省としては円滑な移行が進むよう先行事例の情報提供を始

め必要な助言をしっかりと行ってまいりたい、こう考えているところでございます。（2014年

５月20日参・総務委） 

 

(３) 総合区・政令市改革 

  指定都市制度見直しの狙い 

  ○新藤国務大臣 ……この指定都市制度の見直しの効果は大きく二つであると思っております。

……都道府県と指定都市の二重行政の問題の解消を図るという点におきまして、今回、指定都

市と都道府県が事務処理について必要な協議の場を行うという、調整会議が設けられました。
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……もう一つは、指定都市内の住民自治の拡充という意味……（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  総合区への移譲事務のイメージ 

  ○新藤国務大臣 ……総合区長は、例えば、区民会議を開催して、区民の意見を反映させた形で

の総合区のまちづくり計画をつくるですとか、計画に基づいて、地域のお祭り、イベントの開

催などの独自の事業を実施する、こういうこともできます。それから、市民利用施設の維持管

理や地縁団体の認可など、そういった身近な行政を行うことができるということになっている。

（2014年４月22日衆・総務委） 

    一方で、市長の事務に隷属するものは、その区においても、総合区でできるものとするには

条例にしなければならない。……教育委員会の権限に属する事務については総合区長に委任す

ることができますが、消防長は法の執行機関ではありませんから、この事務は総合区長に委任

することができないですとか、それぞれ事務分担は決める（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  総合区のメリット 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……メリットとしては、例えば住民に身近な事務を包括的に区長

に任せて、市長は政策決定に集中するとか、あるいは市役所本庁から相当距離がある区がある

といったような、様々なケースにおいて使っていただけるんではないかというふうに考えてお

ります。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  総合区への予算編成権移譲のイメージ 

  ○門山政府参考人 ……一般的には、区の自主的な事業、いわゆる自主事業について、区長裁量

で予算要求できるという運用を行っているところもありますけれども、結局、本庁の各部局に

関係する事業予算については、区の担当課のラインで、言ってみますと、縦割りの、直接、本

庁担当部局との間で相談しながら予算要求をするといったような形で調整しているのが多いと

いうのが現状かと存じます。 

    それに対しまして、今度、総合区を設置した場合には、予算としては、市一体、一つの経営

体でございますから一体でございますけれども、総合区長には、法律上、総合区に係ります予

算について市長に対する意見具申権が認められるということになりますことから、その総合区

が執行する予算でありますと、各部局に関係いたします事業予算についても総合区長が意見を

述べることができる、その結果、意見を反映していくことができるだろう……（2014年４月22

日衆・総務委） 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……総合区は市の内部組織でございまして、法人格を持っている

わけではございません。 

    したがいまして、総合区を設けた場合におきましても、指定都市の予算というのはやはり団

体としての指定都市一つでございますし、また予算というものはその性質上、歳入と歳出一体

でございます。そういうことから、予算編成権自体はやはり市長に専属するものであって委任

することはできないというふうに考えざるを得ないと思います。（2014年５月15日参・総務委） 
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  総合区設置の自由度 

  ○門山政府参考人 ……指定都市の一部の区域に設置することも可能でございますし、全域に設

置することも、あるいは全く設置しないということも、いずれも可能という仕組みにしようと

しているところでございます。……（2014年４月17日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……この総合区を導入するときに、幾つかの区を合わせて合区などをして区

の規模を大きくして、そこを総合区にするといったような判断をされるところも場合によって

はあろうかと思います。（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  総合区制度適用の目途 

  ○奥野（総）委員 ……総合区制度について伺いたいと思います。総合区制度について、具体的

に今、手を挙げている、導入を検討しているという指定都市はあるんでしょうか。（2014年４

月24日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……総合区の導入につきまして意向調査をしているわけではございません

（2014年４月24日衆・総務委） 

 

  指定都市都道府県調整会議設置の意義 

  ○安倍内閣総理大臣 指定都市は、第30次地方制度調査会の答申において指摘されたとおり、そ

の人口規模が大きいこと等から、都道府県との間で二重行政の問題が特に生じやすいものと考

えております。 

    この二重行政の解消に向けて、政治家である市長と知事が向き合い、直接議論することは大

変重要であります。今回の地方自治法改正案では、この両者が必ず構成員となって政策を調整

していく場として指定都市都道府県調整会議を置くことといたしました。 

    これによって、二重行政の解消、効率的、効果的な行政体制の整備が進むものと考えており

ます。（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  指定都市都道府県調整会議設置の自由度 

  ○塩川委員 ……調整会議というのは、必ず設置されるということになるんでしょうか。（2014

年４月22日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……自動的に設置されるということになるものでございまして、具体的な開

催の回数ですとか開催の頻度など、会議の運営に関して必要な事項は、これは地域の実情に応

じて調整会議自身が定める、こういうスキームでございます。 

    なお、現在も、指定都市と都道府県が協議を行うためにいろいろな会議を設置している場合

がございます。そういう場合につきましても、その会議が、この改正案によって設けられる調

整会議と同様の性質を持つということでありますれば、これを調整会議として位置づけるとい

うことも可能と考えております。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○塩川委員（共産） ……指定都市の市長と都道府県の知事、その一方から要求があれば、他方

が嫌だと言っても開くということになるわけでしょうか。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……一方から要求があったときには開かなければならない……（2014年４月

22日衆・総務委）  
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  指定都市都道府県調整会議を経た総務大臣勧告の法的拘束力 

  ○関口副大臣 ……この勧告については、法的には尊重義務があるものであります。……（2014

年４月17日衆・総務委） 

  ○塩川委員 ……252条の２第５項……の公益上必要がある場合とは、どのような場合を想定し

ているんでしょうか。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……例えば条件不利地域の市町村におきまして、近隣の市町村との広域連携

という手法によることが困難である、そうであるにもかかわらず、都道府県との連携がうまく

いかないといったようなことで連携協約が締結されていないということが起きて、それが住民

の方々にとって看過できないような不利益が生じている場合、こういったような場合が考えら

れるということでございます。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○塩川委員 ……この調整会議において総務大臣が行う勧告というのは、機関委任事務の廃止と

ともに国の権力的関与として地方自治法に導入された、地方自治法の245条１号のイ「助言又

は勧告」、この勧告に該当するということでよろしいんでしょうか。（2014年４月22日衆・総

務委） 

  ○門山政府参考人 御指摘のとおりでございまして、自治法に規定されております関与の一形態

としての勧告でございますが、ちなみに、これはいわゆる非権力的関与と分類されるものでご

ざいます。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○藤末健三君 ……自治体間の紛争にこの総務大臣が勧告をするというのは、地方自治という意

味ではちょっとやり過ぎではないか（2014年５月15日参・総務委） 

  ○国務大臣（新藤義孝君） ……あくまで自治体のこの発意に基づいて、御要請に応じて私ども

もそういった御相談に乗るという形になっているわけでありまして、大臣は、その勧告を求め

られた場合には第三者機関であるこの都道府県の勧告調整委員という者を、この調整を必要と

する事案にふさわしい者から任命をしてそれに当たらせることにすると。こういういろんな工

夫をしております。（2014年５月15日参・総務委） 

  ○東徹君 ……勧告を求めるというところまで至っているわけでありまして、尊重義務ではなか

なかこれ前に進まないんではないのかなと。本当に首長同士が意見が合ったとしても、議会ま

ではなかなか同意されない。（2014年５月15日参・総務委） 

  ○大臣政務官（伊藤忠彦君） ……勧告に従うべき義務を設けなくとも十分問題の解決に資する

こととなるものと私どもとしては考えているところでございます。（2014年５月15日参・総務

委） 

 

  総合区の区長公選制を導入しなかった理由 

  ○新藤国務大臣 ……行財政改革や、公選により市長とは別に選ばれた者が市長の補助機関であ

る区長になるとすると、市長と区長の党派が異なる可能性も出てまいります。それから、指定

都市全体の経営を一体的に行うという観点から不適当ではないか、こういう意見が交差したわ

けであります。（2014年４月17日衆・総務委） 

  ○安倍内閣総理大臣 区長公選制については、第30次地方制度調査会において、行財政改革の観

点や、一つの地方自治体の中に公選の市長の部下として複数の公選の職がいることが不適当で

はないかとの議論もあるわけでございます。（2014年４月22日衆・総務委） 
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  ※ 地制調専門小委員会で林文子横浜市長らが反対したことも影響していると考えられる。特別

自治市の区長公選制とも絡めて、林市長は両方とも公選制導入に反対した。（筆者注） 

 

  指定都市都道府県調整会議への議会代表者参加の義務づけを見送った理由 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……議会の代表者を含めましてそれ以外の構成員をどうするかと

いうことは、もうこれは地方自治体の自由度をできるだけ確保するという観点から、もうそれ

ぞれこれは地域で御判断いただこうということにしたわけでございます。これは、調整会議の

調整事項について政治的判断が必要であることから議員が構成員となるべきだと、こういう御

意見がありました一方で、調整会議はやはり事務処理の協議でございますから、議員が構成員

となることについては慎重になるべきだという御意見、さらには議員が構成員にならない方が

むしろ議会としては事後のチェックを行いやすいと、こういった御意見両方ありましたもので

すから、このような仕組みにしたわけでございます。（2014年５月15日参・総務委） 

 

(４) その他 

  集約とネットワーク化とは 

  ○塩川委員 ……集約とネットワーク化というのはいかなるものなのか（2014年４月22日衆・総

務委） 

  ○門山政府参考人 ……平成20年５月に定住自立圏構想研究会において提唱されまして、今回の

第30次地方制度調査会の答申におきましても示されている考え方でございまして、これからの

人口減少、少子高齢社会におきまして住民生活に必要なさまざまな都市機能、これを圏域の基

礎自治体が役割分担するとともに、圏域全体のために活用するということを意味しております。 

    より具体的に申し上げますと、圏域の中心となる都市、ここの都市機能の集積を有効に活用

するという観点から、中心となる都市は、近隣の地域の住民の分も含めまして、圏域全体の暮

らしに必要な都市機能を集約的に整備する。それとともに、近隣の市町村の地域に確保すべき

機能がございます、生活機能ですとか農林水産業、あるいは豊かな自然環境等、こういったも

のを近隣市町村の区域に確保し、その間で連携、交流していく。こういう考え方だと承知いた

しております。（2014年４月22日衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……三大都市圏の場合は、地方圏と違いまして、どこが中心でどこが周辺地

域というように、なかなかそういう捉え方がしにくいという面があり、現実に余り連携が進ん

でいない面があるということがございます。 

    そういうことで、水平的な連携あるいは双務的な連携というものは、これからの時代、やは

り三大都市圏エリアにおいても必要だろうという考え方におきまして、それをより安定的に続

けられるようにするということで、連携協約という仕組みを使えるようにしようということで

ございます。（2014年４月22日衆・総務委） 

 

  フルセットの行政からの脱却とは 

  ○塩川委員 ……フルセットの行政からの脱却というのはいかなるものなのか（2014年４月22日

衆・総務委） 

  ○門山政府参考人 ……その意味するところは、人口減少社会にあっても、地域を活性化して経
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済を持続可能なものとして、要するに、国民が安心して生活できるようにしていくためには、

単独の市町村で、基礎自治体に求められているあらゆる公共施設ですとかあらゆるサービスを

全部そろえていくということ、これがそこで言っているフルセットの行政ということでござい

ますけれども、そういうことというのは非常に困難になっている、ほとんど無理になってきて

いるということから、そういう考え方から離れるという意味で脱却という言葉を使っておりま

す。 

    そういう考え方から離れて、施設ですとか事務の性格、あるいは地域の現状に応じまして市

町村間で施設を共有する、あるいは共用するといったようなことも含めて連携していく、こう

いう考え方が大事だということを指摘されたものというふうに考えております。（2014年４月

22日衆・総務委） 

 

  西尾参考人発言 

  ○西尾参考人 今回の答申は、人口減少社会への対応が主要なテーマとなっております。大都市

制度に関しましては、……専門小委員会においては、それぞれの関係者からのヒアリングを行

いました。……いずれも、おおむね、指定都市と都道府県のいわゆる二重行政の解消、指定都

市内部における住民自治の拡充という二つが主要な課題となっておりました。 

    ……今回の法案では、おおむね答申に沿った内容が盛り込まれており、評価しているところ

でございます。 

    区常任委員会の設置につきましては今回の法案には盛り込まれておりませんけれども、地制

調における議論の過程では、区に議会を置くという案もありました。選挙に伴う追加的費用に

対する懸念等も考慮いたしまして、現状において実現可能な案として、市議会内に、区選出市

議会議員を構成員とし、一または複数の区を単位とする常任委員会を置く案を示したものであ

りまして、できれば法案に盛り込んでいただきたかったと私は考えております。 

    ……人口規模の大きい指定都市において、区の行政に対し住民の声を適切に反映できるよう

にする上で、議会の役割は極めて重要であると思っております。 

    この点につきましては、指定都市の議会関係者の理解が重要であります。現行法のもとでも、

条例によりまして、区単位の常任委員会の設置は可能でありますので、各団体の賢明な御判断

に期待しております。 

    大都市地域における特別区の設置に関する法律……に基づき特別区を設置する際に留意すべ

き点……は、……答申では、道府県での特別区の設置によりまして国や他の地方自治体の財政

に影響が生じないように特に留意すべきであること等を指摘しております。 

    ……特別自治市構想につきましては、……都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲に

よりまして、実質的に、極力、特別市に近づけていくことといたしました。 

    既存の定住自立圏構想は、中心市が周辺の市町村にかわって広域的なサービスを実施する上

で中心市の財政負担をどう手当てするかという課題があります。 

    今回、連携協約の制度が法制化されることで、より安定的、継続的な連携が可能となります

ことから、適切な財政措置と組み合わせることで、地方中枢拠点都市圏の形成が進むことを期

待しております。 

    連携協約制度は、……法制化されれば、市町村合併ではない新たな形を地域で選択できるよ
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うになります。（2014年４月24日衆・総務委） 

  ○西尾参考人 ……事務を完全に他者に預けてしまう、あるいは渡してしまうというのではなく

て、もしうまくいかなかったら、いつでも自分はまた取り戻して、自分自身がやれるというこ

と、そしてまた、協定、協約で必要な事項を十分議論して詰めていけば、かなり自治体として

の意向がそこに反映して、他者にやっていただくとしても、自分たちの意見が反映されるとい

うような方式があり得るのではないかということから、柔軟な連携ということで、協定、協約

方式というものを考え出したわけであります。（2014年４月24日衆・総務委） 

  ○土屋（正）委員 ……代替執行になじまない、自治体存立に関する事務があると思いますが、

簡単に御所見を。（2014年４月24日衆・総務委） 

  ○西尾参考人 おっしゃるとおりだと思います。……自分自身の地方選挙の選挙管理というよう

な事務、……課税権……戸籍……住民基本台帳……印鑑登録証明……それ以上の具体的なサー

ビスになると、地域事情によってさまざま変わると思いますが、全部について同じだというこ

とは決して言えないだろうと思いますけれども、……老人の介護の支援システム……幼稚園、

保育所といった子育ての施設から義務教育といったようなことは、基礎自治体としてはなかな

か放棄できないんじゃないか（2014年４月24日衆・総務委） 

  ○西尾参考人 ……地制調においては、都道府県から政令指定都市への権限移譲に伴う税財源の

移譲についてはいろいろ議論をいたしましたけれども、この広域連携に伴う財政負担をどうい

うふうにして調整するかというのは、それほど議論をいたしませんでした。（2014年４月24日

衆・総務委） 

  ○西尾参考人 ……この連携協約は法定義務的な事務についても任意的な事務についても起こり

得る、こう思っています。（2014年４月24日衆・総務委） 

 

  橋下参考人発言 

  ○橋下参考人 ……今回のこの自治法改正案、特に都道府県の調整会議の規定と総合区の規定は、

この法律がなくてもこんなことはできます。……ただ、一点、法律がなければできないこと、

これが区長の公選制です。（2014年４月24日衆・総務委） 

    ……都道府県の調整会議についての一番の欠点は、これは日本の法律、日本の統治機構の一

番の欠点にも共通するんですが、結局、協議、会議というものを設けてそれで終わり。決定権

をどこが持つんだというところが一番重要であるにもかかわらず、今回の自治法改正では、都

道府県と政令市の調整会議において決定権は定められておりません。（2014年４月24日衆・総

務委） 

    ……今の自治法改正案であれば、特別職といえども補助職的な位置づけですから、市長の部

下ですね。ここは乗り越えなければいけない壁がありまして、自治法改正案の総合区の区長は

特別職、これはあくまでも市長の部下ですけれども、公選にすることによって、この市長の部

下という位置づけから一つ踏み出すことができると思っております。（2014年４月24日衆・総

務委） 

 

  区長準公選制は現在でも可能か 

  ○東徹君 ……過去に東京都で実施されたことのある区長準公選制についてでありますが、現在
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もそれぞれの地域の判断で実施することができるということでいいのか、確認をさせていただ

きたいと思います。（2014年５月15日参・総務委） 

  ○政府参考人（門山泰明君） ……いわゆる諮問的住民投票と言っておりますが、それについて

はそれぞれの地方自治体の判断によって法律がなくても実施できるという解釈が取られており

まして、これは現在でも同様でございます。（2014年５月15日参・総務委） 

 

  認可地縁団体に関する改革の経緯 

  ○門山政府参考人 ……認可地縁団体が所有します不動産につきましては、過去に多数の構成員

などの名義で登記されていたり、登記名義人、その相続人の所在がわからないなど、認可地縁

団体の登記手続に支障を来している事例があるということで、昨年２月でございますが、総務

省の行政評価局から、地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進のあっせんを受けたと

ころでございます。（2014年４月22日衆・総務委） 

 

 

 6. 本法成立後の動き 
 

(１) 新制度導入の目途 

   総務省が行った調査によると、現在の特例市のうち、新中核市への移行を希望する市は12、検

討中の市が21、今の時点で考えていない市が12あるというが、具体の自治体名については示され

てはいない（2014年５月15日参・総務委）。一方で、総合区制度については少なくとも法案審議

時までにこれを適用しようとする声はあがっていない状態である。 

 

(２) 新たな広域連携モデル構築事業 

   総務省では、平成27（2015）年度からの制度本格実施に先駆け、平成26（2014）年４月７日に

新たな広域連携モデル構築事業の委託に関する提案募集を行い、６月27日にはモデル地区として

11件を指定した。それぞれ、地方中枢拠点都市を核とする圏域における取り組みとしては、盛岡

市（２市５町）、姫路市（７市８町）、倉敷市（６市３町）、広島市（広島・山口両県にまたが

る10市６町）、福山市（岡山・広島両県にまたがる５市２町）、北九州市・下関市（２市）、北

九州市（５市１町）、熊本市（３市９町１村）、宮崎市（２町～宮崎県全域）の圏域が指定をう

け、条件不利地域における都道府県による補完の取り組みとしては、鳥取県（６町１村）と大分

県（１町１村）によるものが指定された。 

 

(３) 31次地方制度調査会への継続 

   本法成立直後に元総務大臣である増田寛也を座長とした日本創成会議・人口減少問題検討分科

会（事務局：日本生産性本部内）の提言「ストップ少子化・地方元気戦略」（平成26年５月８日）

が発表され、2040年までに896自治体が消滅の恐れに直面する(８)という内容に、具体的に名指し

された市町村を中心として大きな反響を呼ぶこととなった。 

   本法は前述の通り元々東日本大震災および平成24（2012）年１月の国立社会保障・人口問題研

                                                                                           

(８) 20代、30代の女性の数が2010年と比較して半分以下に減る市町村 
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究所が公表した「日本の将来推計人口」を踏まえ、人口減少社会への対応が主要なテーマとして

設定された30次地制調答申に基づくものである。30次地制調答申が「集約とネットワーク化」等、

日本創成会議の提言と重なる要素が多く含まれていたことから、これらが呼応しあって市町村に

おける本法で導入された新制度の利用を促進することになるかもしれない。 

   平成26（2014）年５月15日には、第31次地方制度調査会が設置され、ここでも「個性を活かし

自立した地方をつくる観点から、人口減少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行

政体制のあり方、議会制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等について、調査

審議を求める」との諮問を受け、引き続き人口減少社会へ対応するための行政体制のあり方が審

議されることとなっている。 

 

【参照文献】 

市川喜崇（2011）「市町村総合行政主体論と『平成の大合併』」『新しい公共と自治の現場』コモンズ、

pp.339－373 

櫻井泰典（2014）「定住自立圏構想について」『地方財政』2014年６月号、pp.129－148 

堀内匠（2013）「第30次地方制度調査会答申の読み方 ― 都市機能の『集約とネットワーク化』をめぐって」

『自治総研』2013年８月号、pp.40－85 

松谷朗（2014）「地方中枢拠点都市圏構想について」『地方財政』2014年６月号、pp.116－128 
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子どもの貧困対策の推進に関する法律 
（平成25年６月26日法律64号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 
 

 

 日本の子どもの貧困を取り巻く状況は、ここ数年で急速に悪化した。 

 厚生労働省が2014年７月にまとめた「国民生活基礎調査」（2012年）によると、等価可処分

所得の中央値の半分の額に当たる「貧困線」（2012年は122万円）に満たない世帯の割合を示

す「相対的貧困率」は16.1％だった。そして、これらの世帯で暮らす18歳未満の子どもを対象

にした「子どもの貧困率」は16.3％となり、ともに過去最悪を更新した。こうした状況に対処

すべく、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が、議員立法として提出され、衆議院

（2013年６月４日）、参議院（同年６月19日）ともに全会一致で可決、183国会で成立した。 

 
 

 

 

 1. 法制定の背景 
 

 子どもの貧困率に関しては、1985年には10.9％であり、その後急速に悪化、2012年には前回調査の

2009年から0.6ポイント悪化し、はじめて全体の貧困率の16.1％を上回る結果となった。 

 すなわち、日本は、６人に１人の子どもが貧困線以下にいる。とりわけ「大人が一人」の世帯員で

の子どもの相対的貧困率は54.6％で、いわゆるシングルマザーやシングルファザーの家庭の子どもの

２人に１人以上が貧困線以下である(１)。 

 世界的に見ても、日本の子どもの貧困率の水準は高い。2011年５月、ユニセフの研究所が、先進諸

国における子どもの貧困について国際比較の結果を発表したが、日本の子どもの相対的貧困率は、Ｏ

ＥＣＤ35か国中９番目に高く、ＧＤＰが高い先進諸国20か国の中では、日本は上から４番目という状

況であった（日本より子どもの貧困率が高いのは、アメリカ、スペイン、イタリア）。さらに、一人

親世帯では、統計のある33か国中最悪となっている。すべての先進諸国の貧困の子どもたちの総数は

3,400万人で、そのうち日本の子どもは305万人。先進諸国の貧困の子どもの約10人に１人が日本の子

どもである(２)。 

 貧困は連鎖する。生活保護世帯の高校進学率は、2013年４月１日現在90.8％で、全国平均に比べ８

ポイント低い。また､高校中退率は5.3％で、全国平均の中退率1.5％に比べて格段に高い(３)。 

                                                                                           

(１) 「貧困線」「子どもの貧困率」等の統計は、厚生労働省「平成25年国民生活基礎調査の概況」18頁以下参照 

(２) UNICEF Innocenti Research Centre “Report Card 10 Measuring child poverty ― New league tables of child poverty 
in the world’s rich countries ― ” 2012.5 

(３) 厚生労働省社会・援護局保護課調べならびに学校基本調査（文部科学省）より。 
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 急速に拡大する子どもの貧困状況を背景として、この数年、子どもの貧困に対する社会的関心が急

速に高まってきた。 

 2008年11月、国立社会保障・人口問題研究所の阿部彩氏が、『子どもの貧困 ― 日本の不公平を考

える』（岩波新書）を著し、「『子どもの貧困』が決して、ごく一部の特殊なケースに限られた現象

ではなく、すべての人の身近にある問題」ということを指摘したことを嚆矢に、さまざまな分野で子

どもの貧困問題が取り上げられるようになった。 

 2009年12月６日に開催された「第21回遺児と母親の全国大会｣(４)では、子どもの貧困問題を解決す

るための法律の制定が要望事項として初めてあげられた。2010年３月には、市民団体として「なくそ

う！ 子どもの貧困」全国ネットワークが発足し、同年10月には、日本弁護士連合会人権擁護大会が

「貧困の連鎖を断ち切り、すべてのこどもの生きる権利、成長し発達する権利の実現を求める決議」

を採択、国及び地方自治体に対し、労働法制・社会保障の抜本的改善と教育を受ける権利の実質的保

障を図るなど、諸方策を実施することを求めた。 

 「子どもの貧困」という問題が本格的に国会審議の対象となったのは、民主党政権時代の2010年度

に、「子ども手当の支給に関する法律案」が審議された折であった。その前年（2009年）には、「子

どもの貧困率」の統計が、初めて政府から公表されていた。 

 子どもの貧困そのものを直接の対象として法制定すべきとする動きは、さらに３年を要し、2013年

に入ってから生じる。同年８月から生活保護給付基準の引き下げが予定され、保護世帯の子どもへの

影響が懸念されたためであった。 

 2013年２月13日の衆議院予算委員会で、民主党の山井和則議員が、「イギリスでは2010年に子供貧

困対策法というのができまして、数値目標をつくって子供の貧困を撲滅していくということを超党派

で決めたわけであります。日本ではその流れに逆行している｣(５)と発言した。その後、民主党は子ど

もの貧困対策のための新法を作る検討に着手し、３月12日に子どもの貧困対策法案を党内の「次の内

閣」で審査し、了承している(６)。 

 また自民党においても、民主党の動きに対応し、議員立法の準備を進め(７)、４月４日にはその骨

子を明らかにしている。当時の自民党案は、民主党が先にまとめた案と大筋で一致しているものの、

民主党案に明記された子どもの相対的貧困率を削減する数値目標は盛り込まず、また、民主党案が、

対象の子どもの年齢を20歳未満としたのに対し、自民党案は18歳未満とし、さらに調査研究に関して

は、民主党案が、政府は３年ごとに子どもの貧困率等を公表すると定めたのに対し、自民党案は、大

綱に調査研究をすると定めるのに止まるものだった。 

 こうした国会における動きに呼応し、同年３月６日には、市民団体「なくそう！ 子どもの貧困」

全国ネットワークが、策定される法案に関しては、①子どもの貧困率削減に数値目標を設定、②大

学・専門学校生らにまで支援対象を拡大、③当事者や支援者・支援団体を対策計画の策定に参加させ

るなどを盛り込むべきとする「『子どもの貧困対策法』制定に関する要望」を取りまとめた。また、 

                                                                                           

(４) 「遺児と母親の全国大会」は、あしなが学生募金事務局、あしなが育英会、遺児と母親の全国大会実行委員会

が共催して、1971年より実施。 

(５) 183国会－衆－予算委員会－５号、2013年２月13日 

(６) 民主党ＨＰ→政策→【議員立法】子どもの貧困対策法案 

(７) 下村文部科学大臣も次のように発言している。「自民党でもこれ（民主党の議員立法－引用者）に対応して議

員立法の準備をすることによって、貧困がさらに連鎖しない、それが子供の教育環境を悪化させないような対応

をするように、自民党としても努力をさせていただきたいと思います」。183国会－衆－予算委員会－12号 2013

年３月12日 
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第１表 貧困率の年次推移 
 
 昭和 

60年 

 

63 

平成

３年

 

６ 

 

９ 

 

12 

 

15 

 

18 

 

21 

 

24 

 ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

相対的貧困率 12.0 13.2 13.5 13.7 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1

子どもの貧困率 10.9 12.9 12.8 12.1 13.4 14.5 13.7 14.2 15.7 16.3

子どもがいる現役世帯 10.3 11.9 11.7 11.2 12.2 13.1 12.5 12.2 14.6 15.1

 大人が一人 54.5 51.4 50.1 53.2 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6

 大人が二人以上 9.6 11.1 10.8 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4

名目値 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円

 中 央 値（ａ） 216 227 270 289 297 274 260 254 250 244

 貧 困 線（ａ/２） 108 114 135 144 149 137 130 127 125 122

実質値（昭和60年基準)    

 中 央 値（ｂ） 216 226 246 255 259 240 233 228 224 221

 貧 困 線（ｂ/２） 108 113 123 127 130 120 116 114 112 111

注：1) 平成６年の数値は、兵庫県を除いたものである。 

  2) 貧困率は、ＯＥＣＤの作成基準に基づいて算出している。 

  3) 大人とは18歳以上の者、子どもとは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満をいう。 

  4) 等価可処分所得金額不詳の世帯員は除く。 

  5) 名目値とはその年の等価可処分所得をいい、実質値とはそれを昭和60年（1985年）を基準とした消費者物価

指数（持家の帰属家賃を除く総合指数（平成22年基準））で調整したものである。 

 

第１図 主要先進国の子ども（０～17歳）の貧困率  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources:UNICEF Innocenti Research Centre “Report Card 10 Measuring child poverty ― New league tables of 
child poverty in the world’s rich countries ― ” 2012.5,Fig. 1b  
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日本弁護士連合会も、同年４月11日、いわゆる「子どもの貧困対策法」の実効性確保のため、「子ど

もの貧困率削減の数値目標を求める会長声明」を公表した。 

 

 

 2. 法案審議状況 
 

(１) 野党案・与党案の提出 

   2013年５月23日、民主党、無所属クラブ、みんなの党、生活の党、社会民主党・市民連合の野

党６党による共同提案として、「子どもの貧困対策法案」が衆議院厚生労働委員会に提出され、

一方、自民党・公明党の与党も、同日、「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」を同委員会

に提出した。 

   野党案の特徴は、①子どもの貧困対策の当面の目標として数値目標を示し、②国及び都道府県

に対し子ども等の貧困対策に関する計画の策定を義務付ける。また数値目標ならびに削減計画を

策定することから、法案で③「子どもの貧困」、「ひとり親世帯等の貧困率」等について定義す

る。そして基本的施策として、④無料の学習支援や奨学金の充実等、遺族基礎年金の拡充等、保

護者への就労支援として、職業訓練の実施、保育所の整備その他の貧困の状況にある子どもの保

護者の就労等の具体策を列記したことである。 

   野党案がモデルとしたのは、イギリスの子ども貧困法（Child Poverty Act 2010）である。イギ

リスでは、1979年のサッチャー政権以降、失業率の増加等にも関わらず、児童手当も、他の社会

保障給付と同様に放置された。その結果、子どもの貧困は急速に増加し、1995年の子どもの貧困

率は1979年比で３倍の35％に拡大していた。 

   1999年、ブレア首相は、子どもの貧困の撲滅に取り組むことを宣言、そのための戦略として児

童税額控除や児童手当など就労者が受給できる手当（in work benefit）の拡大、最低賃金の引き上

げ、子どもに関する就労外手当（out of work benefit）の拡大、チャイルドケアへの支出拡大、子

どもに関する社会サービスの実施体制の再編などを行った。さらに2004－05年までに子どもの貧

困率を25％削減するという数値目標を掲げ、それをほぼ達成させ、子どもの貧困を減少させるこ

とに成功した。さらに2010年には、子どもの貧困法が全会一致で可決され、2020年までに子ども

の貧困を削減する新たなターゲットが設定されている(８)。 

   これに対し、与党案は、国に対して教育支援策や保護者の就労支援などを盛り込んだ「大綱」

の作成を義務付けたものの、①子どもの貧困率等の削減目標を盛り込まず、②「子ども貧困」等

に関する定義づけもなされなかった。さらに、野党案では都道府県にも計画策定義務を課してい

たが、与党案では③都道府県における計画策定は努力義務にとどめている。さらに④具体的な施

策を列記することもなかった。 

   このように与党案は、総じて基本方向を示すにとどめる基本法的性格の法案といえる。 

 

(２) 一本化された法案 

   与野党それぞれから議員提案された２つの法案は、提案（５月23日）直後から一本化にむけた

                                                                                           

(８) イギリスにおける子どもの貧困対策については、ジョナサン・ブラッドショー、所道彦「子どもの貧困対策と

現金給付 ― イギリスと日本 ― 」『季刊社会保障研究』48(１)、2012夏、62－73頁を参照。 

－ 64 －



－ 65 － 

協議が始められた。このため、国会審議では、提案説明が行われただけで、両法案に関して実質

的な審議はほとんど行われなかった。 

   与野党協議では、早くも５月29日に一本化に大筋合意している。合意内容は、与野党案で大き

な隔たりがあった数値目標の規定を見送る代わりに、①大綱において、「子どもの貧困率」、

「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」「子どもの貧困に関する指標及び当該指標

の改善に向けた施策」を定めるとの条文を置き、②上記の子どもの貧困率等の定義は、政令で定

めるとされた。さらに附帯決議として、「有識者や当事者団体などの意見を聞く会議を開いた上

で（貧困防止に向けた）大綱を作成する」との趣旨の一文を盛り込むことで合意した。しかしな

がら、③都道府県の大綱を踏まえた計画策定の義務付けはなされず、④具体的な施策を盛り込ま

ないなど、一本化された「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、与党案をベースにした

もので、その性格は基本法的なものとなった。 

   「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、５月31日、衆議院厚生労働委員会から、委員

会委員長が発議する形態が取られた。 

   委員会審議では、委員長提案に先立ち、与野党それぞれから提案された２法案とも撤回されて

いる。そして「子どもの貧困対策の推進に関する法律案」は、提案日に採決され、全会一致で可

決された。 

   なお、委員会審議では、以下の「子どもの貧困対策の推進に関する件」が決議された。 

 

    政府は、子どもの貧困対策に関する大綱を作成するに際しては、貧困の状況にある子どもの

置かれた状況を十分踏まえることが重要であることに鑑み、子どもの貧困対策に関し優れた見

識を有する者や貧困の状況にある世帯に属する者、これらの者を支援する団体等、関係者の意

見を会議で把握した上で、これを作成すること。 

    右決議する。 

 

   「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の所管府省は、内閣府と位置づけられた。このため、

同法附則第３条において、内閣府設置法に関し、以下のような、一部改正が行われている。（下

線部を挿入） 

   内閣府設置法第４条 

   ２ 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、少子化及び高齢

化の進展への対処、障害者の自立と社会参加の促進、交通安全の確保、犯罪被害者等の権利

利益の保護、自殺対策の推進並びに子どもの貧困対策の推進に関する政策その他の内閣の重

要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、当該重要政策に関し行政

各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつか

さどる。 

   内閣府設置法第４条 

   ３ 四十六の三 子どもの貧困対策に関する大綱（子どもの貧困対策の推進に関する法律（平

成二十五年法律第六十四号）第八条第一項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関す

ること。 

   内閣府設置法第40条第３項の表 自殺総合対策会議の項の次に次のように加える。 
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子どもの貧困対策会議 子どもの貧困対策の推進に関する法律 
 

   この後の審議経過は、以下の通り。 

   衆議院本会議採決：2013年６月４日、参議院厚生労働委員会採決：2013年６月18日、参議院本

会議採決：2013年６月19日 

   なお同法は、子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行期日を定める政令（平成26年政令第

４号）により、2014年１月17日に施行された。 

 

第２表 野党案・与党案・修正協議案の比較 
 
 野 党 案 与 党 案 修正協議案 

法 案 名 子どもの貧困対策法案 
子どもの貧困対策の推進に関す
る法律案 

子どもの貧困対策の推進に関す
る法律案 

種 別 法律案（衆法） 法律案（衆法） 法律案（衆法） 

提出回次 183回 183回 183回 

提出番号 19 20 24 

提 出 日 2013年５月23日 2013年５月23日 平成25年５月31日 

提 出 者 

中根康浩君 外８名 薗浦健太郎君 外１名 厚生労働委員長 

民主党、無所属クラブ、みんな
の党、生活の党、社会民主党・
市民連合 

自民党、公明党 委員会発議 

衆 議 院 

委員会等

経    過 

本付託日：平成25年５月23日、
付託委員会等：厚生労働委員会 

本付託日：平成25年５月23日、
付託委員会等：厚生労働委員会

本付託日：平成25年５月31日、
付託委員会等：厚生労働委員会
議決日：平成25年５月31日 
議決・継続結果：可決 

衆 議 院 

本 会 議 

経    過 

  

議決日：平成25年６月４日 
議決：可決 
採決態様：全会一致 
採決方法：異議の有無 

参 議 院 

委員会等

経    過 

  

本付託日：平成25年６月14日 
付託委員会等：厚生労働委員会
議決日：平成25年６月18日 
議決・継続結果：可決 

参 議 院 

本 会 議 

経    過 

  

議決日：平成25年６月19日 
議決：可決 
採決態様：全会一致 
裁決方法：押しボタン 

備   考 
平成25年５月31日撤回申出、 
５月31日撤回（委員会許可） 

平成25年５月31日撤回申出、 
５月31日撤回（委員会許可） 

 

内 

 

 

 

 

容 

目 

 

 

 

 

的 

子ども等の貧困対策に関し、基
本理念を定め、国等の責務を明
らかにし、並びに子どもの貧困
率、進学率等の調査等、子ども
の貧困対策の当面の目標及び子
ども等の貧困対策に関する計画
の策定について定めるととも
に、子ども等の貧困対策の基本
となる事項を定めることによ
り、子ども等の貧困対策を総合
的かつ計画的に推進し、もって
子ども等の貧困を解消し、子ど
も等が夢と希望を持って生活す
ることができる社会を実現する
ことを目的とする。 

貧困の状況にある子どもが健や
かに育成される環境を整備する
とともに、教育の機会均等を図
るため、子どもの貧困対策に関
し、基本理念を定め、国等の責
務を明らかにし、及び子どもの
貧困対策の基本となる事項を定
めることにより、子どもの貧困
対策を総合的に推進することを
目的とする。 

貧困の状況にある子どもが健や
かに育成される環境を整備する
とともに、教育の機会均等を図
るため、子どもの貧困対策に関
し、基本理念を定め、国等の責
務を明らかにし、及び子どもの
貧困対策の基本となる事項を定
めることにより、子どもの貧困
対策を総合的に推進することを
目的とする。 
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 野 党 案 与 党 案 修正協議案 

貧

困

の

定

義 

この法律において「子ども」と

は、二十歳未満の者をいう。 

  

「子どもの貧困率」……全世帯

の世帯員の等価可処分所得額の

中央値の二分の一に満たない世

帯に属する十八歳未満の者の総

数の十八歳未満の全人口に対す

る割合。 

  

「ひとり親世帯等の貧困率」…

…18歳以上65歳未満の者が世帯

主で、世帯主以外の者の全員が

18歳未満の者である世帯であっ

て、世帯員の等価可処分所得額

が貧困基準額に満たないものに

属する者の総数の全てのひとり

親世帯等に属する者の総数に対

する割合。 

  

基 

本 

理 

念 

○全ての子ども等に、その置か

れている環境にかかわらず、

健康で文化的な生活及び教育

を受ける機会を保障するこ

と。 

○貧困の状況にある子どもが成

人になった後に再び貧困に陥

ることの防止。 

○子ども等の置かれた経済状況

に関する問題にとどまらず、

貧困が子ども等に与える精神

的影響に関する問題について

も調査・研究が行われるこ

と。 

○子ども等の貧困に関する専門

的、学際的又は総合的な調査

及び研究の成果が活用される

べきこと。 

○子ども等に対する教育の支

援、生活の支援、就労の支

援、経済的支援等の施策を、

子どもの将来がその生まれ

育った環境によって左右され

ることのない社会を実現する

ことを旨として講ずることに

より、推進されなければなら

ない。 

○国及び地方公共団体の関係機

関相互の密接な連携の下に、

関連分野における総合的な取

組として行われなければなら

ない。 

○子ども等に対する教育の支

援、生活の支援、就労の支

援、経済的支援等の施策を、

子どもの将来がその生まれ

育った環境によって左右され

ることのない社会を実現する

ことを旨として講ずることに

より、推進されなければなら

ない。 

○国及び地方公共団体の関係機

関相互の密接な連携の下に、

関連分野における総合的な取

組として行われなければなら

ない。 

 

計

画

／

大

綱 

調査・公表 

政府は、子どもの貧困の実態を

把握するため、三年ごとに、子

どもの貧困率及びひとり親世帯

等の貧困率を調査し、その結果

を公表しなければならない。 

政府は、毎年一回、子どもの貧

困の状況及び子どもの貧困対策

の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

政府は、毎年一回、子どもの貧

困の状況及び子どもの貧困対策

の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

数値目標 

○平成24年を基点とし、平成27

年において、子どもの貧困

率、一人親世帯等の貧困率を

10分の９未満とする。 

○平成27年を基点とし、平成30

年において、子どもの貧困

率、一人親世帯等の貧困率を

10分の９未満とする。 

○平成33年における子どもの貧

困率を10パーセント未満とす

る。 

○平成33年における一人親世帯

等の貧困率を35パーセント未

満とする。 
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 野 党 案 与 党 案 修正協議案 

 

計 

画 

／ 

大 

綱 

○政府は、子ども等の貧困対策
に関する計画（以下「子ども
の貧困対策計画」という。）
を定めなければならない。 

一 子ども等の貧困対策につい
ての基本的な方針 

二 子ども等の貧困対策に関し
政府が総合的かつ計画的に実
施すべき施策 

三 前二号に掲げるもののほ
か、子ども等の貧困対策を総
合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項 

○政府は、子どもの貧困対策に
関する大綱（以下「大綱」と
いう。）を定めなければなら
ない。 

一 子どもの貧困対策に関する
基本的な方針 

二 教育の支援、生活の支援、
保護者に対する就労の支援、
経済的支援その他の子どもの
貧困対策に関する事項 

三 子どもの貧困に関する調査
及び研究に関する事項 

○政府は、子どもの貧困対策に
関する大綱（以下「大綱」と
いう。）を定めなければなら
ない。 

一 子どもの貧困対策に関する
基本的な方針 

二 子どもの貧困率、生活保護
世帯に属する子どもの高等学
校等進学率等子どもの貧困に
関する指標及び当該指標の改
善に向けた施策 

三 教育の支援、生活の支援、
保護者に対する就労の支援、
経済的支援その他の子どもの
貧困対策に関する事項 

四 子どもの貧困に関する調査
及び研究に関する事項 

○内閣総理大臣は、子どもの貧
困対策計画の案につき閣議の
決定を求めなければならな
い。 

○内閣総理大臣は、大綱の案に
つき閣議の決定を求めなけれ
ばならない。 

○内閣総理大臣は、大綱の案に
つき閣議の決定を求めなけれ
ばならない。 

○都道府県は、子どもの貧困対
策計画を勘案して、当該都道
府県における子ども等の貧困
対策に関する計画（「都道府
県子どもの貧困対策計画」と
いう。）を定めなければなら
ない。 

○都道府県は、大綱を勘案し
て、当該都道府県における子
どもの貧困対策についての計
画を定めるよう努めるものと
する。 

○都道府県は、大綱を勘案し
て、当該都道府県における子
どもの貧困対策についての計
画を定めるよう努めるものと
する。 

 

基 

本 

的 

施 

策 

○（教育及び教育費に関する支
援） 無料の学習支援、奨学
金の充実等 

○（社会保障の拡充） 遺族基
礎年金の拡充等 

○（乳幼児期からの早期対応の
充実） 保健指導等に係る体
制の整備等 

○（支援体制の整備） 子ども
等の貧困に関する相談、情報
の提供及び助言を行う体制の
整備、貧困の子どもの保護者
を支援する体制の整備等 

○（保護者の就労支援） 職業
訓練の実施、保育所の整備そ
の他の貧困の状況にある子ど
もの保護者の就労等 

○（子ども等の貧困に係る実態
調査等） 実態調査研究並び
に貧困状況の子ども及び保護
者の要望に関する調査の推進 

○（教育の支援） 就学援助、
学資援助、学習支援等 

○（生活の支援） 生活相談、
社会との交流の機会の提供、
生活に関する支援等 

○（保護者に対する就労の支
援） 保護者に対する職業訓
練の実施及び就職のあっせ
ん、その他の就労の支援 

○（経済的支援） 各種の手当
等の支給、貸付金の貸付け等

○（調査研究） 子どもの貧困
に関する調査及び研究その他
の必要な施策を講ずる。 

○（教育の支援） 就学援助、
学資援助、学習支援等 

○（生活の支援） 生活相談、
社会との交流の機会の提供、
生活に関する支援等 

○（保護者に対する就労の支
援） 保護者に対する職業訓
練の実施及び就職のあっせ
ん、その他の就労の支援 

○（経済的支援） 各種の手当
等の支給、貸付金の貸付け等

○（調査研究） 子どもの貧困
に関する調査及び研究その他
の必要な施策を講ずる。 

  

  

  推 

進 

体 

制 

内閣府に、特別の機関として、
子どもの貧困対策会議（以下
「会議」という。）を置く。 

内閣府に、特別の機関として、
子どもの貧困対策会議（以下
「会議」という。）を置く。 

内閣府に、特別の機関として、
子どもの貧困対策会議（以下
「会議」という。）を置く。 

会議は、議長及び委員をもって
組織する。議長は内閣総理大
臣、委員は、議長以外の国務大
臣のうちから内閣総理大臣が指
定する者 

会議は、議長及び委員をもって
組織する。議長は内閣総理大
臣、委員は、議長以外の国務大
臣のうちから内閣総理大臣が指
定する者 

会議は、議長及び委員をもって
組織する。議長は内閣総理大
臣、委員は、議長以外の国務大
臣のうちから内閣総理大臣が指
定する者 

内閣府に、子どもの貧困対策審
議会（以下「審議会」とい
う。）を置く。 
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 3. 法案の概要 
 

 「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の概要は以下の通り。（図参照） 

 

第２図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 基本理念等 

(１) 目的（第１条関係） 

   この法律は、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、貧困

の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、

子どもの貧困対策に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、及び子どもの貧困対策の

基本となる事項を定めることにより、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的とするこ

と。 

 

(２) 基本理念（第２条関係） 

  ① 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援

等の施策を、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現

することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。 
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  ② 子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、関連分野に

おける総合的な取組として行われなければならないこと。 

 

(３) 国等の責務 

  ① 国の責務（第３条関係） 

    国は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策を総合的に策定し、及び実施する。 

  ② 地方公共団体の責務（第４条関係） 

    地方公共団体は、基本理念にのっとり、子どもの貧困対策に関し、国と協力しつつ、当該地

域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

  ③ 国民の責務（第５条関係） 

    国民は、国又は地方公共団体が実施する子どもの貧困対策に協力するよう努めなければなら

ない。 

 

(４) 法制上の措置等（第６条関係） 

   政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じ

なければならない。 

 

(５) 子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況の公表（第７条関係） 

   政府は、毎年１回、子どもの貧困の状況及び子どもの貧困対策の実施の状況を公表しなければ

ならない。 

 

Ⅱ 基本的施策 

(１) 子どもの貧困対策に関する大綱（第８条関係） 

  ① 政府は、子どもの貧困対策を総合的に推進するため、子どもの貧困対策に関する大綱（以下

「大綱」という。）を定めなければならない。 

  ② 大綱は、次に掲げる事項について定める。 

   イ 子どもの貧困対策に関する基本的な方針 

   ロ 子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関す

る指標及び当該指標の改善に向けた施策 

   ハ 教育の支援、生活の支援、保護者に対する就労の支援、経済的支援その他の子どもの貧困

対策に関する事項 

   ニ 子どもの貧困に関する調査及び研究に関する事項 

  ③ 内閣総理大臣は、大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

  ④ 内閣総理大臣は、③による閣議の決定があったときは、遅滞なく、大綱を公表しなければな

らない。 

  ⑤ ③及び④は、大綱の変更について準用する。 

  ⑥ ②ロの「子どもの貧困率」及び「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」の定義

は、政令で定める。 
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(２) 都道府県子どもの貧困対策計画（第９条関係） 

  ① 都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画

（「計画」という。）を定めるよう努める。 

  ② 都道府県は、計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

 

(３) 教育の支援（第10条関係） 

   国及び地方公共団体は、就学援助、学資援助、学習支援その他の貧困の状況にある子どもの教

育に関する支援のために必要な施策を講ずる。 

 

(４) 生活の支援（第11条関係） 

   国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子ども及びその保護者に対する生活に関する相談、

貧困の状況にある子どもに対する社会との交流の機会の提供その他の貧困の状況にある子どもの

生活に関する支援のために必要な施策を講ずる。  

 

(５) 保護者に対する就労の支援（第12条関係） 

   国及び地方公共団体は、貧困の状況にある子どもの保護者に対する職業訓練の実施及び就職の

あっせんその他の貧困の状況にある子どもの保護者の自立を図るための就労の支援に関し必要な

施策を講ずる。 

 

(６) 経済的支援（第13条関係） 

   国及び地方公共団体は、各種の手当等の支給、貸付金の貸付けその他の貧困の状況にある子ど

もに対する経済的支援のために必要な施策を講ずる。 

 

(７) 調査研究（第14条関係） 

   国及び地方公共団体は、子どもの貧困対策を適正に策定し、及び実施するため、子どもの貧困

に関する調査及び研究その他の必要な施策を講ずる。 

 

Ⅲ 子どもの貧困対策会議 

(１) 設置及び所掌事務等（第15条関係） 

  ① 内閣府に、子どもの貧困対策会議（以下「会議」という。）を置く。 

  ② 会議の所掌事務 

   イ 大綱の案を作成。 

   ロ 子どもの貧困対策に関する重要事項を審議し、子どもの貧困対策の実施の推進。 

  ③ 文部科学大臣は、会議が大綱の案を作成するにあたり、文部科学省の所掌に属するものに関

する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

  ④ 厚生労働大臣は、会議が大綱の案を作成するにあたり、厚生労働省の所掌に属するものに関

する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

  ⑤ 内閣総理大臣は、会議が大綱の案を作成するにあたり、関係行政機関の長の協力を得て、③
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及び④以外のものに関する部分の素案を作成し、会議に提出しなければならない。 

 

(２) 組織等（第16条関係） 

  ① 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

  ② 会長は内閣総理大臣、委員は会長以外の国務大臣から内閣総理大臣が指定する者。 

  ③ 会議の庶務は、内閣府において文部科学省、厚生労働省その他の関係行政機関の協力を得て

処理する。 

 

 

 4. 具体的施策の制定 
 

 内閣府は、2014年政令第５号において、子どもの貧困率及び生活保護世帯に属する子どもの高等学

校等進学率の定義を定める政令を公布した。 

・「子どもの貧困率」については、その対象をＯＥＣＤの定義と同様18歳未満の者とし、相対的に貧

困の状況にある18歳未満の者として厚生労働大臣が定めるところにより算定した数が18歳未満の者

の総数のうちに占める割合であると規定した。 

  また「相対的に貧困の状況にある18歳未満の者の数」とは、等価可処分所得が貧困線に満たない

18歳未満の者の数であることと、等価可処分所得と貧困線それぞれの技術的な計算方法は、国民生

活基礎統計を所管する厚生労働大臣の告示で示すこととした。 

  数式を示せば以下の通り。 
 

 
 子どもの貧困率 ＝ 

相対的に貧困の状況にある十八歳未満の者の数として 
厚生労働大臣が定めるところにより算定した数 

国民生活基礎統計における十八歳未満の者の総数 
 

 

・「生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率」については、生活保護法第６条第１項に規定

する被保護者であって、ある年度に中学校を卒業した者の総数のうちに、その翌年度に、「高等学

校（中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部を含む。）、高等専門学校及び専修学校の高

等課程」に進学した者の数の割合と定義した。 

  数式を示せば以下の通り。 

 

   生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率 
 

        ＝ 
被保護者で、（Ｘ＋１）年度に高等学校等に進学した者の数 

被保護者で、Ｘ年度に中学校を卒業した者の総数 

 

  「子どもの貧困対策の推進に関する法律」は基本法的性格が強いものであり、具体的な施策は政

府が閣議決定する「大綱」で示すこととなった。「大綱」は内閣総理大臣が会長を務める「子ども

の貧困対策会議」で策定されることとなっており、この点から、具体的な施策の有り様はすべて同

会議の策定方針に懸かっているといっても過言ではない。 

  ところが、この「子どもの貧困対策会議」の開催は遅れた。 
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  「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行したのは、2014年１月17日だったのも関わらず、

同会議が初めて開催されたのは、それから約３ヵ月後の、年度を超えた４月４日であった。しかも、

１回目の会議では、大綱案の作成を７月までに同会議が行うことが確認されたに過ぎない。 

  大綱の作成に向けては、４月17日、内閣府に「子どもの貧困対策に関する検討会」（座長：宮本

みち子放送大学副学長）が設置され、６月20日に、早くも「大綱案に盛り込むべき事項について

（意見の整理）」がまとめられ、「子どもの貧困対策会議」に提出された。 

  「大綱案に盛り込むべき事項について（意見の整理）」では、あらためて、「子供の貧困に関す

る指標」として、子供の相対的貧困率、ひとり親世帯の貧困率等の削減目標を設定するとともに、

社会的な剥奪等に関する指標の開発が必要としたうえで、概要、以下の具体的施策が必要であると

提言した。 
 

 

１ 教育の支援 

 (１) 就学の援助 

    就学前教育・就学援助制度の充実／高校段階の「奨学のための給付金」の拡充 

 (２) 学資の援助 

    奨学金等の経済的支援の充実／国公私立大学・専門学校の授業料の減免制度等 

 (３) 学校における確かな学力の保障 

    高校等における就学継続のための支援／社会的・職業的自立のための高校教育の体制

整備／夜間中学校の拡充 

 (４) 学校外教育も含めた学習支援の充実 

 (５) 児童生徒の心身のケア 

    スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーの配置の拡充／子供の食事・栄

養状態の確保 

 (６) 福祉施策との連携 

 (７) 生活困窮世帯等への学習支援 

    生活困窮者世帯等への学習支援／児童養護施設等入所児童への学習支援 

 

２ 生活の支援 

 (１) 保護者の生活支援 

    保護者の自立支援・健康確保／母子生活支援施設の活用 

 (２) 子供の生活支援 

    児童養護施設等の退所児童の支援／食育に関する支援／ひとり親家庭や生活困窮世帯

の子供の居場所づくりに関する支援 

 (３) 関係機関と連携した包括的な支援体制の整備 

    教育と福祉の連携／保健部門との連携／地域との連携 

 (４) 子供の就労支援 

    職業訓練機会の提供／社会的支援が得られにくい子供の就労支援等 

 (５) 支援する人員の確保等 

    児童養護施設、児童相談所等の体制の整備／チームによる支援、相談スキル及び質の
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向上 

 (６) その他の生活支援 

    妊娠・出産に関する支援／年妊娠・出産に関する支援 等 

 

３ 保護者に対する就労の支援 

  親の学び直しの支援／親の就労支援／親の雇用形態の改善 

 

４ 経済的支援 

  児童扶養手当の拡充／遺族年金及び障害年金の支給年齢の延長／医療サービスの確保等 

 
 

 これを受け、第２回「子どもの貧困対策会議」が８月29日に開催され、「子供の貧困対策に関する

大綱」が決定した。 

 ただし、子どもの貧困率の削減目標は、やはり大綱に盛り込まれることはなく、代わって、子ども

の貧困に関する指標が提示され、それぞれの項目ごとに現状の指標を改善に向け努力することがうた

われている。たとえば、以下のようなものである 

 

○生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率90.8％（平成25年） 

○生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率5.3％（平成25年） 

○スクールソーシャルワーカーの配置人数1,008人（平成25年度） 

○ひとり親家庭の親の就業率（平成23年度）（母子家庭の就業率80.6％（正規39.4％、非正規47.4％）

／父子家庭の就業率91.3％（正規67.2％、非正規8.0％）） 

○子供の貧困率16.3％（平成24年） 

○子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率54.6％（平成24年） 

 

 大綱の閣議決定を受け、各府省は大綱を踏まえた平成27年度概算要求を提出し、スクールソーシャ

ルワーカーの配置拡充（目標：約1,500人⇒ 約１万人（５年後））、高校生等奨学給付金のさらなる

拡充（116億円＜前年度比87億円増＞）、学習支援拡充などが並ぶが、財源不足を理由に検討会の提

案項目はことごとく退けられ、並んだのは従来の施策やその延長線上の事業ばかりという状況であっ

た。 

 

 

 おわりに～課題と展望～ 
 

 子どもの貧困対策の具体化が遅れる理由そのものが、子どもの貧困対策法の実効段階における課

題・問題点であるといえる。同法の課題・問題点を列挙すれば、以下のようなものである。 

・第一に、同法の策定過程を省みると、生活保護の見直しの議論の影響を受け、施策の枠組みがター

ゲット主義となり、同法の対象者を生活保護世帯等の子どもと同義とされたことである。そもそも

子どもは社会全体で育成すると捉え、ユニバーサル主義の組み立てに基づき施策がとられるべきで

あった。 
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・第二に、解消すべき対象が、「子どもの貧困」なのか、「貧困」そのものなのかについて、十分に

議論が尽くされたとは言い難いということである。 

  この点につき、松本伊智朗は、「『子どもの貧困』は貧困の一側面であり、子どもの貧困の緩

和・解決を目指す政策と実践は、広く反貧困政策・実践の一部である。子どもの負う不利の解明と

提起を通して社会的関心を高め、子どもに関する政策と実践の領域に反貧困の機能を付与し、貧困

対策それ自体を重層的にし、強化することが重要である。子どもの貧困という特別な貧困があって、

それに対応する特別な政策と実践があるわけではない。」と指摘する(９)。 

  すなわち、日本に暮らし、育つ子ども全般が抱えざるをえない問題があり、これに対するユニ

バーサル主義に基づく施策（たとえば、保護者の所得に関わりなく支給される子ども手当、給付型

奨学金、無償の教科書、義務教育、教育費の無料化、児童扶養税額控除等々）があって、それと対

になって、反貧困政策（就労支援、教育支援、経済支援、生活支援等々）が、貧困世帯を包み込む

ように策定されるべきなのである。 

・第三に、具体的施策の内容が学習支援偏重であるということである。これに加え、本来、ユニバー

サル主義で組み立てられる教育支援・学習支援が、貧困世帯の子どもに対する支援として組み立て

られている点である。 

  同法の目的からすれば、親の就労支援や経済支援がまずもって必要で、学習支援することのみで

「子どもの貧困対策」とすることは問題である。 

・第四に、「子どもの貧困対策」の実施主体となるべき府省が、厚生労働省なのか文部科学省なのか

が、縦割り行政の狭間に入り曖昧なままとなっていることである。 

  貧困対策の対象となる子どもが、生活保護被支給世帯の子どもであると位置付けられたことから、

厚生労働省としては、そもそも生活保護の給付メニューに教育扶助があり、その適用で十分である

との姿勢を崩しておらず、したがって、施策の中心は文部科学省から提示される学習支援や教育支

援等のメニューに限定されることなる。ところが、文部科学省が従前に用意していた就学援助に係

る補助金は、「三位一体改革」により2005年度に廃止され、一般財源化されており、手立てを失っ

ている。ましてや、その就学援助の対象は生活保護の水準を尺度に、世帯の所得が「その1.2倍未

満」と多くの自治体で定めていたことから、2013年８月に生活保護支給額が引き下げられたことに

連動し、就学援助を受けられる子どもが減少するという事態も生じている。 

  府省の縦割り行政の狭間に入り込む施策がワークしないという事態は、避けられなければならな

い。 

 

 今後、努力義務であるものの、都道府県でも貧困対策計画の作成が求められている。貧困の連鎖を

断ち切る支援策の自治体レベルでの策定と実効性が問われているといえよう。 
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公職選挙法の一部を改正する法律 
～都道府県議会議員の選挙区「郡市の区域による」の廃止～ 

（平成25年12月11日法律93号） 

 

 

堀 内   匠 

 

 
 

 

 従来、都道府県議会議員選挙の選挙区は「郡市の区域による」とされてきた。一方で、平成

の大合併等の進展により、市町村の区域が拡大し、一の町村のみが属する郡の数が増大したこ

とによって、この規定については弊害が指摘されるようになってきた。また、民主党政権下で

推進された「地域主権改革」以降、自治体の自己決定権拡大を求める動きが強まるなか、選挙

区についても都道府県議会が条例で自主的にこれを定められるようにすべきとの主張も見られ

るようになった。そこで、本改正は、「郡市の区域による」との規定を廃止し、地域の実情に

合わせて都道府県議会が条例でこれを定めることへと変更することにしたものである。 
 

 

 

 

 1. 法案成立までの審議過程 
 

 本改正法は、2013年６月18日に第183常会へ逢坂一郎他５名によって提出され、政治倫理の確立及

び公職選挙法改正に関する特別委員会へ付託されたものの第183、184国会では法案審査は行われず、

閉会中審査となった。その後、法案は第185臨時会にて2013年10月15日に政治倫理の確立及び公職選

挙法改正に関する特別委員会へ付託された後、同年11月15日に衆院を通過し、参議院は同年12月４日

に参議院を通過、同11日、第185国会法律第93号として公布された。 

 同法案は、全国都道府県議会議長会の要請活動によって2012年８月10日、第180国会にて一度衆議

院に提出されたものの、第181国会において衆議院解散に伴い廃案となったもので、再度提出された

ものである。 

 

 

 2. 法改正前の仕組み 

 

 公職選挙法（昭和25年４月15日法律第100号）は、第15条にて、「都道府県の議会の議員の選挙区

は、郡市の区域による」と原則を定めた上で、以下２項と３項では合区について定めている。まず、

区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもって除して得た数の半数に

達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区を設けなければならない（強制

合区）。また、区域の人口が議員一人あたりの人口の半数以上であっても議員一人あたりの人口に達
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しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区を設けることができると定める

（任意合区）。 

 一方で、選挙区を「郡市の区域による」と定めた当初から見て、市町村合併等により自治体の境界

が変更されるなかで、従前の選挙区割りを維持するための規定が必要となった。そこで、法15条４項、

５項は例外規定として、郡の区域が他の郡市の区域により二以上の区域に分断されている場合（いわ

ゆる飛び地をなしている場合）においては、当該各区域又はそれらの区域を合わせた区域を郡の区域

とみなすことができること（４項）、郡市の区域が二以上の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区に

属する区域に別れている場合においては、当該各区域を郡市の区域とみなすことができること（５項）

を定めている。 

 また、各選挙区において選挙すべき議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければなら

ないとされている（第15条第８項）が、昭和44年改正で、特別の事情があるときは、おおむね人口を

基準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができることとされた。人口の都市集中化に伴って、

都心部における昼間人口と常住人口の差を考慮した定数配分をすることができるようにしたもので

あった。 

 

 

 3. 本案以前の動き 

 

 都道府県議会議員の選挙区については、一貫して「郡市の区域による」とされてきた。これは、郡

や市が歴史的行政単位であり、当該選挙区には地域代表選出という目的を強く有しているという特徴

を持ってきたことによるとされる(１)。 

 郡および市を都道府県議会議員の選挙区とする規定については、明治11年の郡区町村編成法および

府県会規則の制定にまでさかのぼる。府県に公選議員からなる府県会が設置された際、その選挙区は

郡および区を単位とすることが府県会規則で定められたものである。 

 明治23年には府県制と共に郡制が制定され、府県と町村との間の地方自治体として郡が設置された。

このときから明治32年までの間、府県は府県議会を郡および市によって選出する複選制をとったこと

から、郡市は都道府県議会議員の選挙区として機能することとなった。明治32年には府県制が改正さ

れ、府県会の複選制は廃止されたものの、郡市の府県議会議員選挙区としての機能は存置された。一

方、郡制は、行政の煩雑化をもたらし自治団体の実績に乏しいという意見が政友会を中心としてあ

がっており、政友会原敬内閣によって大正10年には郡制廃止法が可決、大正15年には郡長及び郡役所

も廃止された。これによって、郡は、都道府県議会議員の選挙区の単位とする他は単なる地理的名称

として残ることとなっていた。 

 一方で、郡を構成する町村については、明治、昭和、そして平成と３度の大合併によって著しく姿

を変じており、これらの合併の進行によって、構成町村が一町もしくは一村となる郡が現れる等、選

挙区の基本的単位としては機能を失ってきていた。 

 こうした事態に対応するため、昭和10年には府県制改正によって任意合区制度が、また昭和33年に

                                                                                           

(１) 全国都道府県議会議長会「公職選挙法の改正を求める緊急要請」（平成21年10月27日）および総務省資料によ

る（参議院総務委員会調査室「第185回国会（臨時回）公職選挙法の一部を改正する法律案（第183回国会衆第41

号）参考資料」） 
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は公職選挙法改正によって強制合区（法第15条第２項）ならびに飛び地特例（同条第４項）が設けら

れると同時に、任意合区（同条第３項）に関する規定もより柔軟なものへと改正されてきた。その後、

昭和37年の選挙区に関する強制合区の例外規定創設、昭和41年には高度経済成長期の急激な人口移動

に対する例外規定創設を経る間も、「郡市の区域による」とする規定は維持されてきた。 

 「郡市の区域による」とする規定を改め、都道府県が自主的に選挙区を設定できるようにすること

を求める動きは今回の改正以前からあったが、具体的な改正にはつながってこなかった。例えば第

142国会参議院行財政改革・税制等に関する特別委員会では上杉光弘自治大臣が質問に答え、一郡一

町のところが全国で559郡中68郡あることを認めた上で、「地方選挙の選挙区につきましては、一定

の地域的まとまりについて恣意によらない客観的な基準により画することが重要」との見解から改正

を否定した。 

 そのような中で、第29次地方制度調査会において、議員定数の法定上限を撤廃し各地方公共団体の

自主性に委ねることにより議会制度の自由度を高めるとする答申が出されると、これを受けて全国都

道府県議会議長会から、複数の提案が出された。たとえば、さらに自由度を高めるとともに地域間格

差を是正する観点からは、都道府県議会議員の選挙区の設定も全国一律の基準とするのではなく、地

域代表と人口比例を調和させながら地域の実情に応じて自主的に選挙区を設定できることとすること

により、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の振興を図る制度とすべきであり、「郡市の区域に

よる」としている規定を改正し、全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、地域の実情を踏

まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすることを要望する旨の緊急要請が提出

された（2009年10月27日）。このほか、「地方行財政検討会議検討項目に対する本会の考え方につい

て」（2010年５月19日）、「公職選挙法改正に対する本会の考え方について」（2010年５月19日）等

において全国都道府県議会議長会から要請された。 

 これを受けて、第176回国会等において国会審議（参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特

別委員会2010年10月27日等）でこの問題が採り上げられることとなり、法律案が検討されることと

なった(２)。 

 成立に至った本案は、前述のように同様の内容で2012年８月10日に第180国会に提出されたものの、

第181国会において衆議院解散に伴い廃案となった経緯がある。この間、第180国会提出時から第183

国会提出時にかけて以下の条文が追加された。 

 

（検討） 

第四条 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地

域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。 

 

  

                                                                                           

(２) 当時の民主党政権が掲げる「地域主権」の流れに乗ることができたからなのか、政治決断に至った背景につい

ては確定的な証拠はない。 

－ 79 －



－ 80 － 

 

 4. 改正点の概要 
 

(１) 改正のポイント 

   本法改正は、都道府県議会議員の選挙区について、これまで郡市の区域によるとしていたもの

を改め、市町村の区域を基本として条例で自主的に定めることができるようにするものである。

その際、上で紹介した第142国会における上杉光弘自治大臣（当時）の答弁にあるように、選挙

区割の自主的設定に関しては、地方の自主性が尊重される一方で、恣意的な選挙区設定への懸念

をどのように取り除くかが焦点となる。そこで、恣意的な選挙区設定を防止する手段としては、

選挙区設定のルール（人口規模や合区のルール等）を法律で規定する実体的手段と、第三者委員

会の設置等の手続的手段を検討する必要がある。 

  ① 実体的手段 

    本法改正では、実体的手段としては、まず選挙区はあくまで市町村の区域を単位として設定

すべきこと（法15条１項）、行政区画、衆議院小選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮

して合理的に行わなければならないこと（法15条７項）を明示した。また、各選挙区において

選挙すべき議員の数は、人口に比例して、条例で定める必要があるとした上で、ただし特別の

事情があるときは、地域間の均衡を考慮して定めることができる例外規定は従前のまま維持さ

れた。（法15条８項） 

    さらにその選挙区の人口規模については、従前と同じく議員一人当たりの人口の半数以上で

なければならないとする強制合区規定（法15条２項）を存置した。また、任意合区のルールに

ついて、従前、郡市を単位としていたものについて、その取扱いを市の区域と町村の区域とに

分け、市については一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上で議員一人当たり

の人口に達しないときは、隣接する市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができるこ

ととした一方、町村については、一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上で

あるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができると規定した（法第15条第３

項および第４項）。 

    このように、選挙区の取扱いについては、町村を郡の単位で一括して取り扱わなければなら

なかった制限を除去した一方で、あくまで選挙区は市町村の区域を分割することなく設定され

ることを基本として明示し、いわゆるゲリマンダリングを防ごうとしている。 

    その他に、次に掲げる現行法と同様のルールについては引き続き存置されることとなった。 

    ・一の市町村の区域が二以上の衆議院議員選挙の小選挙区に分かれている場合については、

それぞれの区域を市町村の区域とみなすことができる「衆議院小選挙区特例」（法15条５

項） 

    ・昭和41年１月１日現在において設けられている選挙区については、当該区域の人口が議員

一人当たり人口の半数に達しなくなった場合においても、当分の間、当該区域をもって一

選挙区を設けることができる「特例選挙区」（法271条） 

    ・市町村合併に際して、条例で合併が行われた日から次の一般選挙により選挙される議員の

任期が終わる日までの間に限り、従前の選挙区によること（従前特例）、又は合併市町村

の区域が従前属していた選挙区の区域を合わせて一選挙区を設けること（包括特例）がで
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きる「合併特例」（合併特例法21条１項） 

    なお、本改正によって、一の郡の区域が他の郡市の区域により二以上の区域に分断されてい

る場合、又は分断されていないが地勢及び交通上これに類似する状況にある場合については、

当該各区域又はそれらの区域を合わせた区域を郡の区域とみなしてきた「飛地特例」（旧法15

条４項）については必要がなくなり、廃止されることとなった。 

  ② 手続的手段 

    本法改正は、上述のように、選挙区設定の恣意化を防ぐ手段として、選挙区設定のルールを

法文上明示する実体的手段を具備した一方で、手続的手段については、選挙区の設定は条例で

定めることとする規定を置くのみで、第三者機関の設定等は見送ることとした。 

 

(２) 施行期日等 

  １ この法律は、平成27年３月１日から施行すること。（附則第１条関係） 

  ２ 改正後の公職選挙法の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の 

議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の

一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による

こと。（附則第２条関係） 

  ３ 第一の１にかかわらず、施行日の前日における選挙区で隣接していない町村の区域を含むも

のがあるときは、当該選挙区に係る区域の変更が行われるまでは、その区域をもって一選挙区

とすることができること。（附則第３条関係） 

  ４ 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地

域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとすること。

（附則第４条関係） 

  ５ その他所要の規定を整備すること。 

 

 

 5. 審議の内容 
 

(１) 提案理由 

   都道府県の議会の議員の選挙区について、郡の存在意義が大きく変質している現状等に鑑み、

一定の要件の下で、市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようにするとともに、

指定都市の区域においては、二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位とする必要がある。これ

が、この法律案を提出する理由である。 
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(２) 国会審議の主な質疑 

    都道府県議会議長会緊急要請の受け止め 

  ○岡田広 ……昨年の10月に全国都道府県議長会から公職選挙法の改正を求める緊急要請(３)と

いうのが出されました。……合併によって地域代表の単位としての郡の存在意義が大きく変

わってきています。……私は、現行制度を廃止して、この選挙区の設定は、……市町村を基準

としてはどうだろうかと考えている一人であります……全国的に守られるべきルールを明らか

にした上で、地域の実情を踏まえて都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすべ

きだと考えているわけでありますけれども、……片山大臣のお考えをお聞かせいただきたいと

思います。 

  ○国務大臣（片山善博君） 私も、知事をやっておりまして、この間の大きな変化を見てみます

と、やはり今御指摘の論点というのはこれから検討すべきだと私も思っておりました。といい

ますのは、この間、大いに市町村合併が進みまして、郡の存在感といいますか、非常に薄く

なってしまいました。一郡一町なんというのももう鳥取県でもできまして、そうしますと、一

町で県会議員の選挙をやるということに実はなっているところがあるんであります。本当にこ

れがこれからもずっとこういう状態でいいのかどうかというのは、当時から疑問に思っており

ました。 

    ……都道府県議会議長会からも改正についての御提言もありますので、総務省としてもよく

これは検討してみたいと思います。もちろん、直近する次の統一地方選挙には当然間に合いま

せんけれども、今後の問題として検討課題にしたいと思います。（以上、第176回・参・政治

倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会（平成22年10月27日）） 

 

    現行制度に起因する一票の格差について 

  ○魚住裕一郎君 ……各選挙区の一票の格差が、今までが2.2倍から今度2.88倍に……格差が拡

大したというのを総務省としてどういうふうに評価すべきなんでしょうか。 

  ○国務大臣（片山善博君） 現在の公職選挙法で、都道府県議会の議員の選挙区とその定数とい

うのは公職選挙法に決まっておりまして、……もちろん余りにも選挙区の有権者の数が少なく

                                                                                           

(３) 全国都道府県議会議長会「公職選挙法の改正を求める緊急要請」平成21年10月27日 

   「都道府県議会議員の選挙制度は、明治11年の府県会規則以来、一貫して郡市という歴史的行政単位が選挙区

とされており、郡市の地域代表という性格を強く有しているという点に特徴がある。 

   しかしながら、大正10年の『郡制廃止に関する法律』によって郡制が廃止された結果、現在『郡』には行政単

位の実質はなく、さらに合併の進行によって地域代表の単位としての郡の存在意義は大きく変化している。 

   第29次地方制度調査会の答申では、議員定数の法定上限を撤廃し各地方公共団体の自主性に委ねることにより

議会制度の自由度を高めるとされた。さらに、自由度を高めるとともに地域間格差を是正する観点からは、都道

府県議会議員の選挙区の設定も全国一律の基準とするのではなく、地域代表と人口比例を調和させながら地域の

実情に応じて自主的に選挙区を設定できることとすることにより、住民意識を正しく議会に反映させ、地域の振

興を図る制度とすることが喫緊の課題となっている。 

   よって、都道府県議会議員の選挙区について、『郡市の区域による』としている公職選挙法の規定（第15条）

を改正し、全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に

選挙区を規定できるようにすることを強く要請する。」という内容のものであった。なお、同要請には参考とし

て各都道府県議会から現行選挙区制度の支障事例等について列記した資料が添付されている。ここに寄せられた

支障事例には、単に合併と選挙区の関係のみならず、合区制度に関して都市部と郡部との人口格差の拡大による

過疎地への配慮を求める声が数多く寄せられている。 

－ 82 －



－ 83 － 

なった場合には隣接する区域と強制合区をするとか、そこに至らないまでも任意に合区するこ

とができるとか、そういう規定はありますけれども、基本的に郡市を単位とするということで

ある以上は、ある程度の選挙区と選挙区との人口格差というのはやむを得ないものだろうと思

います。 

  ○魚住裕一郎君 ……元々地域代表の部分もありますものですから、そんなことも加味した上で

自主的に配慮していけばもっと合理的な定数削減という形でできたんではないのかなと思いま

すが、これ、議員立法と言っているけれども、しかしこれはあえて、総務省でもできるわけで

ございまして、所見をお伺いをしたいと思います。 

  ○国務大臣（片山善博君） （上記質問には答えず、またさらなる追及も無し） 

（第177回国会・参・総務委員会（平成23年06月16日）） 

 

    選挙区割りと選出議員数のあり方について 

  ○足立信也君 ……強制合区というのは、恐らく、元々、議員の数でその都道府県の人口を割っ

たその基数というものが0.5以下の場合は強制的に合区するわけですが、ということは、イ

コール一人区というものが増えてくるんではないかと、そのように私は思います。現在、都道

府県議会議員で一人区の割合というのはどれぐらいなんでしょうか。 

  ○政府参考人（安田充君） 都道府県議会議員の選挙区における一人区でございますが、平成25

年９月１日時点では460選挙区ございまして、全選挙区に占める割合は40.4％、総定数に占め

る割合は16.8％となっております。 

  ○足立信也君 ……私は、多様な民意の反映というのが必要なんだろうと、都道府県議会はです

ね、二元代表制ということを考えると、まさにそうだと思うんです。 

    となると、先ほど一人区が４割という話ですが、複数区が私は可能な限り、それはもう当然

都道府県の自主性に任せるわけですが、その複数区というものが多くなった方が、多様な民意

の反映という観点からいくと、二元代表制の下の地方議会としてはよろしいんではなかろうか

と、そういうふうに私は考えますが、その点についてはいかがでしょうか。 

  ○衆議院議員（うえの賢一郎君） 選挙制度におきましては、一人区を取ることによりまして民

意の集約を図るということもございますし、あるいは委員おっしゃるような多様な民意の反映

をより重視すると、そういう観点からは複数人区を取るということも考えられるところでござ

いまして、それぞれ一長一短があるということだろうというふうに思います。 

    今回の改正案につきましては、郡というものの存在意義が大きく変わっているという状況に

鑑みまして、一定の要件の下で市町村を単位といたしまして条例で選挙区を定めることができ

るようにするというものでございます。したがいまして、本改正後に各都道府県においてそれ

ぞれ条例を定めていただくわけでございますが、制度上は例えば配当基数0.5以上の町村を単

独で選挙区として設定することも可能となり、一人区や小規模の選挙区を増加させるというこ

とも可能になります。 

    ただ一方で、市とその周辺の複数の郡に所属するような町村を一まとめにする、大規模にす

るというようなことも当然考えられるわけでございまして、今回の改正案につきましては、選

挙区の設定の自由度が高まるという点で御理解をいただきたいというふうに思います。具体的

にどのような選挙区割りをされるかというのは、あくまで各都道府県議会において御議論をい
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ただくことでございまして、地域の実情に応じて自主的に御判断をいただくものだというふう

に考えております。 

 

    配当基数１以上の市との合区相手 

  ○衆議院議員（うえの賢一郎君） ……基本的に15条の第１項で、一つの市でなければならない、

郡市の区域ですから、そういったことになろうかと思います。ただ、その例外として、２項で

強制合区、それから３項で任意合区の規定が置かれているわけでございまして、これを配当基

数が一以上の市から見れば、２項、３項によりまして配当基数が一未満の市についても強制合

区なりあるいは任意合区の規定が適用されるという形になろうかと思います。そのことは、一

つのお答えとしては、配当基数が１以上の市であれば、配当基数が１未満の市でなければ一緒

になることはできないと。すなわち、一つの選挙区の中には配当基数が１以上のものは一つし

か存在し得ないというような解釈、運用につながるというふうに理解をしているところであり

ます。 

    なお、今回の改正法案におきましても、この現行法の改正をそのまま適用させていただいて

おりまして、先ほど委員からも御指摘のあったとおりでございますけれども、任意合区につき

ましても現行法と同じような規定ぶりとさせていただいているところでございます。 

（第185国会・参・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月27日）） 

 

    飛び地合区は可能か 

  ○玉城委員 ……今回、県が条例によって区割りができるというふうになった場合に、ここから

はいろいろな想定も含めての質問になるかと思いますが、人口が議員一人当たりに達していな

い町村が飛び地で合区することは可能でしょうか。 

  ○うえの議員 本改正案におきましては、選挙区につきましては、一の市の区域、あるいは一の

市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、それから隣接する町村の区域を合わせた区域

のいずれかによるということを基本としておりますので、今委員御指摘のような飛び地につき

まして、新たな選挙区を設定するということはできないわけでございます。 

（第185国会・衆・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月14日）） 

 

    指定都市を複数の選挙区に分けねばならない理由 

  ○行田邦子君 それでは、指定都市の区に係る選挙区について伺いたいと思います。 

    指定都市の区に係る選挙区については、現行制度ではその行政区の区域をもって選挙区とし

ているところでありますけれども、この改正案では二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位

としようとするものであります。どのような経緯でこのような規定が盛り込まれたのでしょう

か、発議者に伺います。 

  ○衆議院議員（北側一雄君） ……指定都市の区というのは行政区でございまして、議会もござ

いません。また、そこで代表される議員というのは、あくまで都道府県会議員であるわけでご

ざいまして、地方公共団体である市とは性格は大きく異なっているというふうに考えられます。
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したがって、指定都市の区を市と同様に扱わねばならないという必要性はないだろうと。です

から、その縛りを外しまして二以上というふうに決めさせていただきました。 

    なぜ二以上なのかということなんですけれども、これは政令指定都市も大きなところから小

さなところまであります。最大のところは横浜市……は369万の人口があるんですね。それに

対して最小の人口は岡山市、71万なんです。 

    そういう中で、いろいろ検討した結果、できるだけ自由度を認めていこう、ただし、今も政

令指定都市になる以上は二つ以上の区をつくってくださいねという規定が地方自治法にありま

して、それを考えると二以上でつくっていただきましょうと。特に人口最小の岡山のことを考

えますと、まあ二以上でいいんじゃないのかと。逆に最大の横浜を考えると、まさかこれを一

つの大きな選挙区にするわけにはいかないねというふうなところから二以上というふうに決め

させていただいたところでございます。 

（第185国会・参・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月27日）） 

 

  ○大口議員 政令指定都市は、行政区の区を基準にしていたわけですね。しかし、何回も言いま

すが、行政区の区というのは、議会もないわけでありまして、独立した地公体ではないという

ことで、むしろ、行政区というものを基準にすること自体、よしにしよう、なしにしようとい

うことで、では、政令市を丸ごと一つの選挙区ということも考えられるわけでありますけれど

も、そこは都道府県議会の条例でもって、都道府県議会の議員さんたちに自主的に、政令市に

おいて二つ以上の選挙区であれば結構ですよということでございます。 

    配当基数云々の問題ではなくて、政令市をどういう形に分けるかというときに、行政区とい

うものを基準にしない、二つ以上の選挙区に分けていただければ結構ですよ、そういう意味で

ございます。 

（第185国会・参・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月27日）） 

 

    多数派による区割りの恣意性の危惧 

  ○行田邦子君 ……この方向性というのは非常に良いと思いますけれども、ただ一方、これに

よって地域の実情に応じた柔軟な選挙区設定が可能になる一方で、議会の多数派による恣意的

な区割りが行われるという可能性も出てくる懸念があります。 

  ○衆議院議員（北側一雄君） ……選挙区割りを都道府県会で検討していただく際に三つぐらい

の配慮していただくべき要素があるのかなと思っております。 

    それは、一つは、既に公選法で規定ございますけれども、公選法の15条８項で、選挙区割り

を考えるときは人口に比例してというふうにしています。これはもう大前提ですね。それから

二番目に、同条の７項で、行政区画とか、衆議院選出の選挙区だとか、地勢だとか、それから

交通等の事情等を総合的に勘案して、そういう要素も大事です。そして三点目に、先ほど来少

し議論ありました。これは国会、衆議院、参議院の選挙制度でもそうだと思うんですけれども、

民意の集約とそれから民意の反映、このバランスをどう取っていくのかということが常にやは

り課題で、都道府県会議員選挙においても同様であると思います。 
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    そういう意味で、余りにも定数一の都道府県会議員の選挙区が多くなり過ぎるというのも良

くないしと私は考えておりまして、そうした過度に民意の集約というものがなされるような、

そうした選挙区割りであってはならないというふうにも考えております。 

（第185国会・参・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月27日）） 

 

    与野党協議によって追加された附則４条 

  ○行田邦子君 ……本改正案で附則の第四条を見ますと、新たに加わっているものがあります。

「都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地

域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとする。」こと

と。これは第180国会に提出された法案にはなかったものなんですが、なぜ付け加えられたん

でしょうか。 

  ○衆議院議員（北側一雄君） これは、前国会、通常国会で与野党協議を、この法案改正につい

て事前の協議をさせていただきました。 

    その中で、各政党からも様々な御意見が出ました。更に自由度を高めるべきじゃないか。例

えば、今回、郡市の縛り、郡の縛りを外しているのに市の縛りは外していないんですね。例え

ば、大きな政令指定都市にはなっていないけれども、人口が50万ぐらいの一般市は幾つかある

わけですね。そういうところでは余りにもその選挙区が広過ぎるのではないか、市全体で選挙

をやっていますから。そういうところの自由度も増すべきではないかという議論もありました

し、まあ様々な御意見がありました。 

    そういう中で、今回のこの附則４条、都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、

この法律の施行後の状況を勘案して、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から、更

に必要な検討をやっていこうということで、このような附則を入れさせていただいた次第でご

ざいます。 

（第185国会・参・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月27日）） 

 

    都道府県議会議員は地域代表なのか 

  ○吉良よし子君 本案は、都道府県議会議員の選挙区についての法案ですが、この都道府県議会

議員は、その県民全体の代表であると同時に、地元地域の住民の声を代弁するという側面もあ

ると考えますが、いかがでしょうか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 今、地域代表の側面があるのではないかということでございます

が、そのとおりでございます。 

    ただ、今回、郡の制約を撤廃した趣旨というのは、地域の代表の単位としての郡の存在意義

が大きく変質しているということに鑑み、郡の制約を撤廃することにしたわけでございます。

地域の実情に応じて、各町村の地域的なまとまりを踏まえた選挙区の設定を行うことが可能で

ございます。 

    公選法上も、15条のこれは７項で、選挙区を設ける場合においては、行政区画それから衆議

院の小選挙区選出の議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し、合理的に行わな
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きゃいけないということで、地域の事情ということをしっかり反映しなきゃいけないというこ

ともございますし、また、最高裁の平成７年の３月24日、これは平成５年の東京都議会議員選

挙に関する定数訴訟なんですが、これも特例選挙区、これは公選法271条の２項でございます

が、これにつきましても、地域代表を確保することが必要とされる場合があるということで、

最高裁でもそういう形で例示しているということでございます。 

（第185国会・参・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月27日）） 

 

    議員立法とされた理由 

  ○篠原委員 ……私は、定数の削減とかそういったポリティカルなマターは、我々政治家が議論

して決めればいいことで、内閣が提出するようなものではないと思いますけれども、技術的な

こと、当然のこと、そういったものは、総務省がちゃんと責任を持って考えて、内閣提出で

もってやってこなければいけないことじゃないかと思っております。これも、それに当たるん

じゃないかと思います。……僕は怠慢だと思いますけれども、総務省はこの点についてどう考

えておるんでしょうか。 

  ○安田政府参考人 ……かつて、政府部内におきましては、各都道府県が自由に選挙区を定める

という方法をとることも議論されたことがございましたけれども、紛糾も予想されるといった

消極的意見もございまして、従来の制度が維持され、現在に至っているものでございます。…

…地方議会議員の選挙制度につきましては、地方議会のあり方とも関連する事項でございまし

て、総務省内でも議論を行っていきたいというふうに考えてございますけれども、一方で、地

方政治のあり方にも影響を与える事柄でもございますので、各党各会派で御議論をいただく必

要のある事項でもある、このように考えているところでございます。 

（第185国会・衆・政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 

（平成25年11月14日）） 

 

 

 6. 自治体選挙への影響 
 

 全国都道府県議会議長会「公職選挙法の改正を求める緊急要請」（注(１)参照）にあるように、

「都道府県議会議員の選挙制度は、……郡市の地域代表という性格を強く有している」という認識が

とりわけ地方議員には深く根付いていると考えられる。都道府県議会議員選挙が選挙区制を敷いてい

ることによって、議員がその選挙区の地域代表になるのか（どの程度の命令委任関係が認められるの

か）については憲法論上議論の残るところであろうが、選挙区が、既に廃止されたとはいえ、郡とい

う、当時の都道府県にとっての下位の行政体、ひいては政治代表をいただく自治体の単位に設けられ

ていたことの意味は無視しえない。 

 今回の改正は、かつての郡が行政運営の上でも、また政治的まとまりとしても変質しており、現在

の形にそぐわない場合も多いことから、選挙区を実態に合わせるべく地方団体側から提起されたもの

である。各都道府県は、本法が施行された後に条例によって選挙区を定めることになるが、その際、

都道府県議会議長会のいう「地域代表性」を勘案し、域内の政治・行政・社会的まとまりをどの程度
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生活保護法の一部を改正する法律（平成25年12月13日法律第104号） 

生活困窮者自立支援法（平成25年12月13日法律105号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 
 

 

 社会保障・税一体改革の一環として、第二のセーフティネットたる生活困窮者の自立に向け

た生活支援の体系化（生活困窮者自立支援法の制定）と、受給者急増及び不正受給への対応に

むけ、最後のセーフティネットたる生活保護制度の見直し（生活保護法の改正）が行われた。

生活困窮者自立支援法では、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、必須事

業として生活困窮者に対する自立相談支援事業の実施と住居確保給付金の支給が、任意事業と

して就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業の実施等が定められた。ま

た、生活保護法改正では、必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持し

つつ、国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進策、不正受給対策の強化などが盛

り込まれた。 
 

 

 

 

 1. 制度改正及び創設の背景事情と経過 
 

(１) 生活保護法改正及び生活困窮者自立支援法制定の背景 

   生活保護受給者が 2011年７月に過去最高を更新する一方、低所得者や非正規労働者の割合が

上昇するなど、生活保護に至る可能性のある生活困窮状態の者も増加している。また、生活保護

費における医療費の割合も拡大している。そのため、政府は、社会保障・税一体改革大綱（2012

年２月17日閣議決定）において、生活困窮者の自立に向けた生活支援体系の構築に向け必要な法

整備も含め検討するとともに、生活保護制度の見直しについて地方自治体と具体的な検討に取り

組むこととした。2012年４月、社会保障審議会に「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別

部会」（以下、「特別部会」）が設置され、また、同年８月に成立した社会保障制度改革推進法

附則２条において「生活困窮者対策と生活保護制度の見直しに総合的に取り組む」旨が規定され

た。 

   なお、2000年以降生活困窮者に対する施策では、2004年社会保障審議会福祉部会「生活保護制

度のあり方に関する専門委員会報告書」の提言を受け、翌年から自治体で被保護者に対する自立

支援プログラムが導入され、2011年には求職者支援法の施行により、雇用保険支給終了後、職業

訓練と給付金支給を受けることが可能となっていた。また2013年社会保障審議会生活保護基準部

会報告書を受け、生活保護基準が2013年から段階的に引き下げることとされた。 
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意識した選挙区割になるのか、それとも国会議員選挙の選挙区割との整合性を優先するのかは各議会

の判断に委ねられることになる。少なくとも法的に「地域代表」であることの根拠を担保してきた

「郡市の区域」に係る規定は、郡の実態消滅を地方団体側自ら提起することにより削除されるに至っ

たのであるが、一方で、選挙区はやはり地方自治体を単位とすることとされた。郡には現代的意味が

ないから、より自治の実態がある町村を地域代表選出の単位としたことになろう。都道府県議会議員

の法的性質について位置づけ直す議論が今後必要になる。 

 なお蛇足ながら、本法成立後、同一採択地区内で使用する教科書が統一できない、いわゆる八重山

教科書問題に起因する教科書無償法の改正が行われたが、ここでこれまで採択地区の設定単位につい

て「市郡」としていたものから「市町村」へと改めることとなった。そのため、本法改正とあわせ、

郡を単位として規定する条文が消えることとなった(４)。合併の進展と合わせて、「旧単位」が失わ

れることの意味はどのように立ち現れていくのだろうか。 

                                                                                           

(４) 当然ながら住所表示等に伴う規定はいまだ残るが、法効果を及ぼす区域の単位としての使用例は限り無くなっ

たと考える 
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生活保護法の一部を改正する法律（平成25年12月13日法律第104号） 

生活困窮者自立支援法（平成25年12月13日法律105号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 
 

 

 社会保障・税一体改革の一環として、第二のセーフティネットたる生活困窮者の自立に向け

た生活支援の体系化（生活困窮者自立支援法の制定）と、受給者急増及び不正受給への対応に

むけ、最後のセーフティネットたる生活保護制度の見直し（生活保護法の改正）が行われた。

生活困窮者自立支援法では、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、必須事

業として生活困窮者に対する自立相談支援事業の実施と住居確保給付金の支給が、任意事業と

して就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業の実施等が定められた。ま

た、生活保護法改正では、必要な人には確実に保護を実施するという基本的な考え方を維持し

つつ、国民の信頼に応えられるよう、就労による自立の促進策、不正受給対策の強化などが盛

り込まれた。 
 

 

 

 

 1. 制度改正及び創設の背景事情と経過 
 

(１) 生活保護法改正及び生活困窮者自立支援法制定の背景 

   生活保護受給者が 2011年７月に過去最高を更新する一方、低所得者や非正規労働者の割合が

上昇するなど、生活保護に至る可能性のある生活困窮状態の者も増加している。また、生活保護

費における医療費の割合も拡大している。そのため、政府は、社会保障・税一体改革大綱（2012

年２月17日閣議決定）において、生活困窮者の自立に向けた生活支援体系の構築に向け必要な法

整備も含め検討するとともに、生活保護制度の見直しについて地方自治体と具体的な検討に取り

組むこととした。2012年４月、社会保障審議会に「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別

部会」（以下、「特別部会」）が設置され、また、同年８月に成立した社会保障制度改革推進法

附則２条において「生活困窮者対策と生活保護制度の見直しに総合的に取り組む」旨が規定され

た。 

   なお、2000年以降生活困窮者に対する施策では、2004年社会保障審議会福祉部会「生活保護制

度のあり方に関する専門委員会報告書」の提言を受け、翌年から自治体で被保護者に対する自立

支援プログラムが導入され、2011年には求職者支援法の施行により、雇用保険支給終了後、職業

訓練と給付金支給を受けることが可能となっていた。また2013年社会保障審議会生活保護基準部

会報告書を受け、生活保護基準が2013年から段階的に引き下げることとされた。 
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に向け最大限努力するよう、全国知事会として強く要請するものである」とした。また、同月の

全国市長会「決議及び重点提言事項（厚生労働・環境・文教等関係）」では、「生活困窮者自立

支援制度を円滑に運営するためには、相当の財源とマンパワーを要することや、関係機関の機能

と役割の整理が必要であること等から、本格施行に向けた詳細の検討に当たっては、都市自治体

をはじめ、現場を担う社会福祉協議会や社会福祉法人、ＮＰＯ等の関係者と丁寧に協議を行い、

その意見を十分反映すること。また、制度を円滑に施行し、生活困窮者が必要な支援を受けるこ

とができるよう、国民や都市自治体等の関係者に対し、十分な周知を図ること」、指定都市市長

会「生活保護制度の見直し等に関する指定都市市長会要請」では、「生活保護制度の見直しと生

活困窮者への社会的経済的な自立に向けた支援は、地方自治体、とりわけ大都市にとっては喫緊

の課題であり、これら２法案が廃案になったことは誠に遺憾である。ついては、国においては、

２法案を早期に成立させる」ことが要請された。 

   そして、第185国会において、前記第183国会衆議院で修正された内容の「生活保護法の一部を

改正する法律案」及び「生活困窮者自立支援法案」が提出され、11月13日に参議院において、12

月６日に衆議院で可決成立し、12月13日に公布された。 

 

 

 2. 生活保護法改正及び生活困窮者自立支援法の概要 
 

(１) 生活保護法改正 

   生活保護法改正について、国会における提案理由はつぎのとおりである（第185国会衆議院厚

生労働委員会議録第２号（平成25年11月５日））。 

 

     「生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき生活に困窮する全ての国民

の最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図るものとして重要な役割を担っ

てきた。しかしながら、法の制定から60年以上の間、抜本的な見直しが行われておらず、近

年の生活保護受給者の急増や、不正事案が発生する状況の中で、幅広い観点からの見直しを

行う必要がある」。「こうした課題に対応し、最後のセーフティーネットとして必要な人に

は確実に保護を実施するという生活保護制度の基本的な考え方を維持しつつ、今後とも制度

が国民の信頼にこたえられるよう、生活保護受給者それぞれの状態や段階に応じた自立の促

進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うための所要の措置を講ずるため、生活

保護法の一部を改正する法律案を第183回国会に提出した。同法案は、審議未了、廃案とな

り、成立を見るに至りませんでしたが、一刻も早くその実現を図るために、所要の修正を加

えた」ものである。 

 

   このような法案提案理由により、以下の主な内容で修正なく可決・成立している。 

  ① 保護の開始の申請、開始の決定等に当たって、保護開始の際の扶養義務者への通知（24条８

項）や要保護者、扶養義務者等に対して報告要求（28条１・２項）のほか、保護の実施機関及

び福祉事務所長が必要と認めるときは、要保護者・扶養義務者等の資産及び収入の状況並びに

健康状態等につき、官公署等に必要な資料の提供又は銀行、信託会社、要保護者等の雇主等に
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(２) 生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会報告書の内容 

   特別部会は2013年１月25日に報告書を提出した。その主な内容は、４つの基本的視点（「自立

と尊厳」、「つながりの再構築」、「子ども、若者の未来」及び「信頼による支え合い」）と３

つの支援のかたち（「包括的・個別的な支援」、「早期的・継続的な支援」及び「分権的・創造

的な支援」）が示された。この「分権的・創造的な支援」とは、「個々人の事情と段階に応じ、

想いに寄り添った支援は、社会福祉協議会、社会福祉法人、ＮＰＯや社会貢献の観点から事業を

実施する民間企業などのいわゆる社会的企業、民生委員・児童委員その他様々なインフォーマル

な支援組織など、民間の柔軟で多様な取組が活かされ、国や自治体がこれをしっかり支えること」

ことを意味し、地方自治体が実施主体となり、民間団体と協働して取り組むことが提起された。 

   具体的には、①生活困窮者の自立までを包括的・継続的に支える新たな相談支援体制の構築、

②就労に向けた生活訓練・社会訓練・技術習得訓練を有期で行う事業（「就労準備支援事業」）

の実施、③一般就労が直ちに難しい者に支援付きで軽易な作業等の機会を提供する「中間的就労

の場」の育成支援、④ハローワークと自治体が一体となった就労支援体制の全国的な整備、⑤家

計収支等に関するきめ細かな相談支援の強化、⑥離職により住居を喪失した生活困窮者に対する

家賃補助のための給付金（有期）の制度化及び⑦子ども・若者の貧困の防止が提案された。また、

生活保護制度の見直しについて、①切れ目のない就労・自立支援とインセンティブの強化、②健

康・生活面等に着目した支援、③不正・不適正受給対策の強化等、④医療扶助の適正化、そして、

⑤地方自治体が適切な支援を行えるようにするための体制整備等が提案された。 

 

(３) 法案の提出と審議 

   前記特別部会「報告書」を受け、同年５月に「生活困窮者自立支援法」と「生活保護法の一部

を改正する法律案」が第183国会に提出された。あわせて2013年度当初予算に「生活困窮者自立

促進支援モデル事業」を盛り込み、具体的な取り組みが全国各地の自治体で始められることに

なった。生活保護法改正案については、衆議院厚生労働委員会で、自民・民主・公明・みんなの

各会派共同による修正案（①保護の開始の申請に当たって、申請書を作成することができない特

別の事情があるときは、申請書の提出を要しないこと、②申請書に、要保護者の保護の要否、種

類、程度及び方法を決定するために必要な書類を添付することができない特別の事情があるとき

は、当該書類の添付を要しないこと）が提出され、修正の上可決され、生活困窮者自立支援法案

は原案どおり可決された（2013年５月31日。本会議は同年６月４日に賛成多数で可決）。しかし、

参議院では厚生労働委員会で参考人招致まで行ったが、審議未了のため、廃案となった。 

 

(４) 地方関係団体からの要望 

   全国知事会は、2013年７月、「平成26年度国の施策並びに予算に関する提案・要望（厚生労働

省関係）」として、「生活困窮者対策については、制度の具体化に当たり、地方の意見を十分に

反映し、生活保護に至る前の段階の全国一律のセーフティネットとして、真に実効ある制度とす

ること」とともに、「『生活保護法の一部を改正する法律案』及び『生活困窮者自立支援法案』

の早期成立を求める意見」において、「生活困窮者の自立の促進や、不正受給対策、医療扶助の

適正化への対応などはこれ以上先送りできない重要課題であり、十分な準備期間も必要なことを

鑑みれば、両法案は早急に実現されるべきものである。国は、これらの法案の一日でも早い成立
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に向け最大限努力するよう、全国知事会として強く要請するものである」とした。また、同月の

全国市長会「決議及び重点提言事項（厚生労働・環境・文教等関係）」では、「生活困窮者自立

支援制度を円滑に運営するためには、相当の財源とマンパワーを要することや、関係機関の機能

と役割の整理が必要であること等から、本格施行に向けた詳細の検討に当たっては、都市自治体

をはじめ、現場を担う社会福祉協議会や社会福祉法人、ＮＰＯ等の関係者と丁寧に協議を行い、

その意見を十分反映すること。また、制度を円滑に施行し、生活困窮者が必要な支援を受けるこ

とができるよう、国民や都市自治体等の関係者に対し、十分な周知を図ること」、指定都市市長

会「生活保護制度の見直し等に関する指定都市市長会要請」では、「生活保護制度の見直しと生

活困窮者への社会的経済的な自立に向けた支援は、地方自治体、とりわけ大都市にとっては喫緊

の課題であり、これら２法案が廃案になったことは誠に遺憾である。ついては、国においては、

２法案を早期に成立させる」ことが要請された。 

   そして、第185国会において、前記第183国会衆議院で修正された内容の「生活保護法の一部を

改正する法律案」及び「生活困窮者自立支援法案」が提出され、11月13日に参議院において、12

月６日に衆議院で可決成立し、12月13日に公布された。 

 

 

 2. 生活保護法改正及び生活困窮者自立支援法の概要 
 

(１) 生活保護法改正 

   生活保護法改正について、国会における提案理由はつぎのとおりである（第185国会衆議院厚

生労働委員会議録第２号（平成25年11月５日））。 

 

     「生活保護制度は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき生活に困窮する全ての国民

の最低限度の生活を保障するとともに、その自立の助長を図るものとして重要な役割を担っ

てきた。しかしながら、法の制定から60年以上の間、抜本的な見直しが行われておらず、近

年の生活保護受給者の急増や、不正事案が発生する状況の中で、幅広い観点からの見直しを

行う必要がある」。「こうした課題に対応し、最後のセーフティーネットとして必要な人に

は確実に保護を実施するという生活保護制度の基本的な考え方を維持しつつ、今後とも制度

が国民の信頼にこたえられるよう、生活保護受給者それぞれの状態や段階に応じた自立の促

進、不正受給対策の強化、医療扶助の適正化等を行うための所要の措置を講ずるため、生活

保護法の一部を改正する法律案を第183回国会に提出した。同法案は、審議未了、廃案とな

り、成立を見るに至りませんでしたが、一刻も早くその実現を図るために、所要の修正を加

えた」ものである。 

 

   このような法案提案理由により、以下の主な内容で修正なく可決・成立している。 

  ① 保護の開始の申請、開始の決定等に当たって、保護開始の際の扶養義務者への通知（24条８

項）や要保護者、扶養義務者等に対して報告要求（28条１・２項）のほか、保護の実施機関及

び福祉事務所長が必要と認めるときは、要保護者・扶養義務者等の資産及び収入の状況並びに

健康状態等につき、官公署等に必要な資料の提供又は銀行、信託会社、要保護者等の雇主等に
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  ③ 都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定 

    都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を

行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する

場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業であることを認定することができる（10

条）。 

  ④ 費用負担（９条） 

    上記のうち、国庫負担割合は、自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給では３/４、ま

た国庫補助として、就労準備支援事業と一時生活支援事業は２/３、家計相談支援事業、学習

支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業では１/２となっている。 

  ⑤ 国との連携 

    国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、密接な連携の下に円滑

かつ効果的に実施されるように相互に連絡・協力することとされ、公共職業安定所による都道

府県等への情報提供などについて規定されている（11条）。 

  ⑥ 大都市等の特例（18条） 

    この法律中都道府県が処理することとされている事務につき政令で定めるものは、指定都市

及び中核市が処理するものとされている。そして、地方自治法252条の19第８号の２で「生活

困窮者の自立支援に関する事務」が新設された。 

  ⑦ 附則：施行期日等 

    本法の施行は、施行準備等を除き、2015年４月１日からである。また、施行後３年を目途と

して、総合的検討を加え、必要がある場合には所要の措置を検討することとされている。 

 

 

 3. 国会での法案審議 
 

(１) 審議の経過 
 

衆議院予備審査議案受理年月日 平成25年10月17日 

衆議院議案受理年月日 平成25年11月13日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成25年11月27日／厚生労働 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成25年12月４日／可決 

衆議院審議終了年月日／衆議院本会議審議結果 平成25年12月６日／可決 

参議院議案受理年月日 平成25年10月17日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成25年11月５日／厚生労働 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成25年11月12日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院本会議審議結果
平成25年11月13日／可決 

（共産・社民党を除く賛成多数） 

公布年月日／法律番号 平成25年12月13日／104・105 
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報告を求めることができる（29条１・２項）。 

  ② 都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長（支給機関）は、就労による自立支援

の促進にむけ、安定した職業に就くことにより保護からの脱却を促すための就労自立給付金を

支給する（55条の４）とともに、保護の実施機関は、相談と必要な情報の提供及び助言を行う

事業（被保護者就労支援事業）を直接実施（55条の６第１項）または実施を委託することがで

きる（55条の６）。これら事業の国庫負担は４分の３で、後者の事業は自治事務とされている。 

  ③ 不正・不適正受給対策の強化等を目的に、罰則強化（85条・86条）と返還金の上乗せ（100

分の40）（78条１項～３項）、本人の事前申出を前提に返還金の保護費との相殺を可能とする

こと、そして、必要と認められる場合には、扶養義務者に対し報告を求めることができる。 

  ④ 医療扶助の適正化として、指定医療機関制度について指定とその取消要件の明確化、ジェネ

リック医薬品の使用を促進すること（34条３項）である。 

  ⑤ 施行は、生活保護受給者の責務規定（就労促進等生活の維持及び向上）、ジェネリックの使

用促進規定について2014年１月１日（その他経過措置も）から、その他は2015年７月１日から

である。 

 

(２) 生活困窮者自立支援法 

   生活困窮者自立支援法案の提案理由は、「近年、生活困窮者が増加する中で、早期にその支援

を行い、自立の促進を図ることが重要な課題となっています。そのため、生活困窮者に対する就

労の支援を含む自立の支援に関する相談等を実施するとともに、住宅の確保に関する給付金の支

給等を通じ、その自立を支援すること」にある（第185国会衆議院厚生労働委員会議録第２号

（平成25年11月５日））。そして、生活困窮者とは、「現に経済的に困窮し、最低限度の生活を

維持することができなくなるおそれのある者」（２条１項）をいい、生活保護受給者と異なるこ

とを示している。主要な内容は、以下のとおりである。 

  ① 自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給（必須事業） 

    市及び福祉事務所を設置する町村並びに都道府県は、「生活困窮者自立相談支援事業」（就

労その他の自立に関する相談支援、事業利用のためのプラン作成等）を実施する（４条）。自

治体が直接事業を実施するほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、ＮＰＯ等への委託も可能で

ある（以下の他の事業も同様である）。また、生活困窮者のうち離職等により経済的に困窮し、

居住する住宅の所有権等を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難と

なったものであって、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対

し家賃相当の「生活困窮者住居確保給付金」（有期）を支給する（５条１項）。 

  ② 生活困窮者就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施（任意事業） 

    市及び福祉事務所を設置する町村並びに都道府県は、「生活困窮者就労準備支援事業」（就

労に必要な訓練を日常生活自立、社会生活自立段階から有期で実施する）（６条）、「生活困

窮者一時生活支援事業」（住居のない生活困窮者に対して一定期間宿泊場所や衣食の有期の提

供等）、「生活困窮者家計相談支援事業」（家計に関する相談、家計管理に関する指導、貸付

のあっせん等）、生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進

に必要な事業を自ら実施または他者に委託することができる。 

  

－ 92 －



－ 93 － 

  ③ 都道府県知事等による就労訓練事業（いわゆる「中間的就労」）の認定 

    都道府県知事、政令市長、中核市長は、事業者が、生活困窮者に対し、就労の機会の提供を

行うとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う事業を実施する

場合、その申請に基づき一定の基準に該当する事業であることを認定することができる（10

条）。 

  ④ 費用負担（９条） 

    上記のうち、国庫負担割合は、自立相談支援事業及び住居確保給付金の支給では３/４、ま

た国庫補助として、就労準備支援事業と一時生活支援事業は２/３、家計相談支援事業、学習

支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業では１/２となっている。 

  ⑤ 国との連携 

    国及び地方公共団体は、生活困窮者の雇用の機会の確保を図るため、密接な連携の下に円滑

かつ効果的に実施されるように相互に連絡・協力することとされ、公共職業安定所による都道

府県等への情報提供などについて規定されている（11条）。 

  ⑥ 大都市等の特例（18条） 

    この法律中都道府県が処理することとされている事務につき政令で定めるものは、指定都市

及び中核市が処理するものとされている。そして、地方自治法252条の19第８号の２で「生活

困窮者の自立支援に関する事務」が新設された。 

  ⑦ 附則：施行期日等 

    本法の施行は、施行準備等を除き、2015年４月１日からである。また、施行後３年を目途と

して、総合的検討を加え、必要がある場合には所要の措置を検討することとされている。 
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費との調整の規定につき

ましては、法改正後に

行った不正受給に係る未

納付の返還金であっても

適 用 される こ とにな

る」。（第185国会参議

院厚生労働委員会議録第

４号） 

 

 

 

  ・生活保護と生活困窮者自立支援制度の相互関係 

  ○西村まさみ君 「制度的には、保護の前の段階での支援に該当する困窮者支援関連施策と求職

者支援法との関係というのは、……困窮者支援法関連施策がより広範で、その上の部分に求職

者支援法が上乗せされているイメージ……ですが、どのような整理をされているのか」。 

  ○政府参考人（岡田太造君） 「今回の生活困窮者に係ります新しい法律に基づく事業と求職者

支援制度はいずれも第二のセーフティーネットという形で考えていますが、雇用を通じた支援

であります第一のセーフティーネットと、それから生活保護という第三の最後のセーフティー

ネットの間に位置して機能するということで、両者はどちらかといえば並立している」。「求

職者支援制度は、就労への意欲と基礎的能力のある者に対しまして職業能力の開発、向上のた

めの職業訓練の実施や給付金の支給などにより、より実践的な就職支援を実施するというよう

なもの」である。「一方、新たな生活困窮者支援制度は、求職者支援制度の対象には達してい

ない層、例えば求職活動を行うために必要な生活習慣が十分できていない、それから社会参加

能力の形成から就労意欲が十分でない、そういうような、むしろ生活習慣をきちっとし、社会

参加能力を高めてもらう、それから就労意欲を高めてもらうというような方々に対して、より

個別的な日常生活や社会生活に対する支援を含めて就労支援を実施するということで考えてい

る」。（第185国会参議院厚生労働委員会議録第３号） 

  ・地方分権と生活困難者自立支援制度 

  ○津田弥太郎君 「福祉事務所設置自治体の事業を必須事業と任意事業というふうに二つに分か

れているわけであります。一つは、なぜこのような区分けが行われたか。二つ目は、自分の住

んでいる自治体ではその制度が実施されていない場合に、他の自治体で受けることは可能……

か」。 

  ○副大臣（佐藤茂樹君） 「新たな生活困窮者支援制度については、地方分権の考え方の中で地

域の実情に応じた事業実施を可能とするために、かなり協議を重ねて地方自治体と調整を行っ

た結果、……自立相談支援事業と住居確保給付金については必須事業として、その他の事業に

ついては任意事業とした……」。「特に、自立相談支援事業は、各事業を行う前のこの各事業

の総合調整を行う中核的な事業であるという点、また、住居確保給付金は、住居が就職に不可

欠であることや個人への現金給付であることから必須事業としたものでございまして、その他

の事業については、地方分権の考え方の中で地域の実情に応じた事業実施をやっていただきた

出典:厚生労働省作成資料より。 
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(２) 国会審議における主な質疑応答 

  ・いわゆる「水際」作戦問題、生活扶助基準の見直しに伴う保護廃止の実態 

  ○小池晃 従来口頭による申請でも認められていたにもかかわらず、生活保護法改正法案では、

24条を改正し、申請に当たって申請書の提出が必要とされているが、「明らかに保護申請の

ハードルを高めることになるんじゃないですか」。 

  ○政府参考人（岡田太造君） 「今般の第24条の改正で、申請時に必要な書類を添付して書面を

提出する旨を法律上規定いたしましたが、これは法制的な観点から規定したものであり、申請

事項や申請時の様式も含め、現行の取扱いを変えるものではございません」。本条は「さきの

通常国会におきまして衆議院で修正いただきましたところでありまして、政府としては、この

修正を真摯に受け止めた上で反映をさせた上で再提出をさせていただいているところでござい

ます」。「24条につきましても、従来から、保護の相談に当たりましては申請権を侵害するこ

とがないなど適切な窓口対応に努めるように通知しておりますし、……今回の改正におきまし

ても、法律的にきちっとした省令でそういう位置付けを行った上で、全体を整理した上で関係

自治体に周知の徹底を図っていきたいというふうに考えている」。（第185国会参議院厚生労

働委員会議録３号） 

   ＊ 参考：○岡田政府参考人 「今回の改正案におきまして、申請時に必要な書類を添付して

書類を提出する規定を法律上設けることとさせていただいています。これは、法律に基づい

て調査を実施するのであれば、申請事項についても法律に位置づける必要があるという法整

備上の観点から規定したものでございます」。「現在でも、申請は書面を提出して行うこと

が基本とされており、申請事項や申請時の様式も含め、現行の運用の取り扱いを変えるもの

ではございません」。「また、現在、事情がある方について認められている口頭申請につき

ましても、その運用を変えることはなく、申請方法がこれまでより厳格化されるということ

はないということでございます」。「なお、今般の法案は、さきの通常国会で、現行の運用

の取り扱いを変えるものではない旨、条文上明確となるよう修正いただいたものを反映した

ものであり、御指摘は当たらないものと考えている」。（第185国会衆議院厚生労働委員会

会議録12号（高橋（千）委員の質問に対する答弁）） 

  ・生活保護不正受給の返還 

  ○薬師寺みちよ君 「過去の不正受給者及び現在は生活保護を受給していないけれども返還義務

者である者について、今回の法改正を受けましてどのように返還をしていくことになるので

しょうか」。 

  ○政府参考人（岡田太造君） 「現行におきましては、まず不正受給が明らかになったことにつ

いて文書で御本人にその旨を送付する、通知するとともに、返還を求める金額や納入期限、納

入場所、返還を求める理由などを記載した納入の通知を送付いたしまして、その返還を求めて

いる」。「今回の法改正におきましては、まず第一点としまして、不正受給に係る返還金の加

算を可能にしております。また、２番目といたしまして、この徴収金につきまして保護費と調

整することができるようにさせていただいている……」。「また、法改正前の不正受給につき

まして改正後の規定が適用するかどうかということにつきましては、返還金の加算の規定につ

きましては、この法律の施行前に支給した保護費に係る不正受給についてはこの法律によりま

す改正後の規定は適用されません。施行前の不正については適用されません」。「なお、保護
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費との調整の規定につき

ましては、法改正後に

行った不正受給に係る未

納付の返還金であっても

適 用 される こ とにな

る」。（第185国会参議

院厚生労働委員会議録第

４号） 

 

 

 

  ・生活保護と生活困窮者自立支援制度の相互関係 

  ○西村まさみ君 「制度的には、保護の前の段階での支援に該当する困窮者支援関連施策と求職

者支援法との関係というのは、……困窮者支援法関連施策がより広範で、その上の部分に求職

者支援法が上乗せされているイメージ……ですが、どのような整理をされているのか」。 

  ○政府参考人（岡田太造君） 「今回の生活困窮者に係ります新しい法律に基づく事業と求職者

支援制度はいずれも第二のセーフティーネットという形で考えていますが、雇用を通じた支援

であります第一のセーフティーネットと、それから生活保護という第三の最後のセーフティー

ネットの間に位置して機能するということで、両者はどちらかといえば並立している」。「求

職者支援制度は、就労への意欲と基礎的能力のある者に対しまして職業能力の開発、向上のた

めの職業訓練の実施や給付金の支給などにより、より実践的な就職支援を実施するというよう

なもの」である。「一方、新たな生活困窮者支援制度は、求職者支援制度の対象には達してい

ない層、例えば求職活動を行うために必要な生活習慣が十分できていない、それから社会参加

能力の形成から就労意欲が十分でない、そういうような、むしろ生活習慣をきちっとし、社会

参加能力を高めてもらう、それから就労意欲を高めてもらうというような方々に対して、より

個別的な日常生活や社会生活に対する支援を含めて就労支援を実施するということで考えてい

る」。（第185国会参議院厚生労働委員会議録第３号） 

  ・地方分権と生活困難者自立支援制度 

  ○津田弥太郎君 「福祉事務所設置自治体の事業を必須事業と任意事業というふうに二つに分か

れているわけであります。一つは、なぜこのような区分けが行われたか。二つ目は、自分の住

んでいる自治体ではその制度が実施されていない場合に、他の自治体で受けることは可能……

か」。 

  ○副大臣（佐藤茂樹君） 「新たな生活困窮者支援制度については、地方分権の考え方の中で地

域の実情に応じた事業実施を可能とするために、かなり協議を重ねて地方自治体と調整を行っ

た結果、……自立相談支援事業と住居確保給付金については必須事業として、その他の事業に

ついては任意事業とした……」。「特に、自立相談支援事業は、各事業を行う前のこの各事業

の総合調整を行う中核的な事業であるという点、また、住居確保給付金は、住居が就職に不可

欠であることや個人への現金給付であることから必須事業としたものでございまして、その他

の事業については、地方分権の考え方の中で地域の実情に応じた事業実施をやっていただきた

出典:厚生労働省作成資料より。 
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のは直接もちろん自治体がやることもできますけれども、委託することもできるということで

ございまして、民間に委託、そういう意味ではＮＰＯという話もございましたけれども、なか

なか地方によってはＮＰＯがしっかり育っていないところもありますというお話でございまし

た。社協がそれを担われるというのは、それは我々も期待をいたしておるところでありますし、

他にも社会福祉法人というようなところが担っていただくということもあろうと思います。ま

た、生協というようなところが担っていただくこともあろうと思います」。（第185国会参議

院厚生労働委員会議録第４号） 

 

(３) 付帯決議 

   次の衆参両議院における付帯決議は、賛成多数により決定されている。なお、衆議院では、生

活保護法の一部改正に関する法律に対する附帯決議は決定されていない。 
 
 

   参議院厚生労働委員会付帯決議 

   （第185国会参議院厚生労働委員会議録第４号平成25年11月12日） 

生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

   一、生活保護制度は、憲法25条が規定した「健康で文化的な最低限度の生活」を全ての国民に

保障するための最後の砦であり、本法に基づいて保護が必要な国民に確実に保護を実施する

必要があることから、本法の施行を機に、制度の意義や必要性、相談窓口の所在や申請の方

法等について改めて国民への周知を図り、国民全体の理解を得るよう努めること。 

   二、申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり、障害等で文

字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、

要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱

いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわ

ゆる「水際作戦」はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること。 

   三、生活保護制度の説明資料、申請書等について、保護の相談窓口に常時配備するなど、相談

窓口における適切な対応について指導を徹底すること。また、相談窓口の対応等について実

態調査を行うとともに、申請権侵害が疑われる事案が生じた場合に、不服のある相談者等が

相談できる機関を設置するなど、制度のより適正な運営に向けた相談体制の在り方について

検討すること。 

   四、扶養義務者に対する調査、通知等に当たっては、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要

件とはならないことを明確にするとともに、事前に要保護者との家族関係、家族の状況等を

十分に把握し、要保護者が申請を躊躇したり、その家族関係の悪化を来したりすることのな

いよう、十分配慮すること。 

   五、生活保護受給者に対して就労による自立を促す際には、十分な相談・聞き取りを行い、被

保護者の納得と理解を確認するなど、適切な指導を行うこと。また、就労自立給付金の支給

に当たっては、就労による自立のインセンティブ付与と、被保護者の自立後の生活の安定に

資するという二つの観点から、対象範囲を適正に設定し、必要な給付が行われるよう制度設

計を行うこと。 
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い」。「その上で、各事業にはそれぞれ自治体の負担部分があることから、ある自治体が任意

事業を実施しない場合、その自治体の居住者が別の自治体の事業を利用することは現実的には

難しいと考えております。ただ、都道府県が広域的に事業を実施することはあり得るわけでご

ざいますが、一義的には基礎自治体において事業実施について検討をしていくべきでありまし

て、そのために、今後できる限り多くの自治体で取り組んでいただけるように、まず総務省と

調整をして地方交付税措置についてもしっかりと確保するということとともに、今行っており

ますモデル事業を踏まえて事業の実施方法等を作成し、好事例を自治体に紹介することなどに

よりまして自治体にこの重要性を御理解いただきたい」。 

  ○津田弥太郎君 「住居確保給付金について、法案第２条第３項で……定義があるが、『経済的

な困窮に加え、就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められる』については、

誰がどのような判断を行うか」。そして、「どうしてもこういう判断基準というのは、予算と

かいろんな要素が入ってきて恣意的なものになる可能性があるんではないかというおそれがあ

る」ので、「国として明確な判断基準を示すべきではないか」。 

  ○副大臣（佐藤茂樹君） 「必要があると認められるかどうかというのは福祉事務所設置自治体

が判断することになる」が、住居確保給付金は、「離職等により住宅を失った又はそのおそれ

のある者に対して本給付金を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向

けた支援を行うもので」、「現在、同様の目的で基金事業として実施している住宅支援給付を

制度化するもので……、現行の住宅支援給付においても、年齢や離職期間のほか、資産や収入

が一定水準以下であることなどを支給要件として設けている」。現行も具体的な基準を定めて

いるものではないから、「今回の法改正でもそこについては特に新たな基準を設けるという、

そういう観点は余りございません」。「厚生労働省としても、就職活動に際して、その基盤と

なる居住の場を確保することは極めて重要であると認識しておりまして、この法の趣旨に則し

た住宅確保給付金が支給されるように、適切な要件を省令等において規定するということを

しっかりとやってまいりたいし、実施機関に対しまして周知、指導を徹底してまいりたい」。

（第185国会参議院厚生労働委員会議録第３号） 

  ・自治体財源と生活困窮者自立支援 

  ○長沢広明君 「生活困窮者自立支援制度について、地方への財源措置に関しまして、……任意

事業である家計相談支援事業、学習支援事業については二分の一補助にとどまっております」。

「地方自治体の負担が大きいこの任意事業については、全ての自治体で、この負担によって全

てで実施していけるのかどうか、やや不明なところがある」。 

  ○国務大臣（田村憲久君） 「地方の負担部分、ここも確保できないと、幾ら国の負担部分が

あったとしても、これは付いてこれないわけでございます。これは地財計画の中に位置付けて

いただくということにいたしておりまして、そういう状況の下で、地方交付税措置というもの、

これは関係省庁、主に総務省でありますけれども、総務省としっかりと話合いをさせていただ

きながら、実際この事業を行うのに支障を来さないような形にしていかなければならないと

思っております」。（第185国会参議院厚生労働委員会議録第３号） 

  ・生活困窮者自立支援事業の委託先 

  ○相原久美子君 支援事業の委託先として考えられるものは何か。 

  ○国務大臣（田村憲久君） 「自立相談支援事業でありますとか就労準備支援事業、こういうも
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のは直接もちろん自治体がやることもできますけれども、委託することもできるということで

ございまして、民間に委託、そういう意味ではＮＰＯという話もございましたけれども、なか

なか地方によってはＮＰＯがしっかり育っていないところもありますというお話でございまし

た。社協がそれを担われるというのは、それは我々も期待をいたしておるところでありますし、

他にも社会福祉法人というようなところが担っていただくということもあろうと思います。ま

た、生協というようなところが担っていただくこともあろうと思います」。（第185国会参議

院厚生労働委員会議録第４号） 

 

(３) 付帯決議 

   次の衆参両議院における付帯決議は、賛成多数により決定されている。なお、衆議院では、生

活保護法の一部改正に関する法律に対する附帯決議は決定されていない。 
 
 

   参議院厚生労働委員会付帯決議 

   （第185国会参議院厚生労働委員会議録第４号平成25年11月12日） 

生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

   一、生活保護制度は、憲法25条が規定した「健康で文化的な最低限度の生活」を全ての国民に

保障するための最後の砦であり、本法に基づいて保護が必要な国民に確実に保護を実施する

必要があることから、本法の施行を機に、制度の意義や必要性、相談窓口の所在や申請の方

法等について改めて国民への周知を図り、国民全体の理解を得るよう努めること。 

   二、申請権侵害の事案が発生することのないよう、申請行為は非要式行為であり、障害等で文

字を書くことが困難な者等が口頭で申請することも認められるというこれまでの取扱いや、

要否判定に必要な資料の提出は可能な範囲で保護決定までの間に行うというこれまでの取扱

いに今後とも変更がないことについて、省令、通達等に明記の上、周知するとともに、いわ

ゆる「水際作戦」はあってはならないことを、地方自治体に周知徹底すること。 

   三、生活保護制度の説明資料、申請書等について、保護の相談窓口に常時配備するなど、相談

窓口における適切な対応について指導を徹底すること。また、相談窓口の対応等について実

態調査を行うとともに、申請権侵害が疑われる事案が生じた場合に、不服のある相談者等が

相談できる機関を設置するなど、制度のより適正な運営に向けた相談体制の在り方について

検討すること。 

   四、扶養義務者に対する調査、通知等に当たっては、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要

件とはならないことを明確にするとともに、事前に要保護者との家族関係、家族の状況等を

十分に把握し、要保護者が申請を躊躇したり、その家族関係の悪化を来したりすることのな

いよう、十分配慮すること。 

   五、生活保護受給者に対して就労による自立を促す際には、十分な相談・聞き取りを行い、被

保護者の納得と理解を確認するなど、適切な指導を行うこと。また、就労自立給付金の支給

に当たっては、就労による自立のインセンティブ付与と、被保護者の自立後の生活の安定に

資するという二つの観点から、対象範囲を適正に設定し、必要な給付が行われるよう制度設

計を行うこと。 
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と。 

    右決議する。 

 

   衆議院厚生労働委員会付帯決議 

   （第185国会衆議院厚生労働委員会議録第12号平成25年12月４日） 

生活困窮者自立支援法案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

   一 自立相談支援事業の相談窓口においては、相談者の困窮の状況に応じて生活保護制度の下

で生活再建を図ることも含め、最善の対応を行うよう指導を徹底すること。また、自立相談

支援事業の相談員が策定する自立支援計画については、生活困窮者本人の意向を十分に考慮

することとし、その実施、評価、改善・修正が適切に行われるようにするとともに、実施の

途上で自立支援計画の実行が困難になった場合や、最低限度の生活が維持できないと判断さ

れた場合には、生活保護への移行を促すことも含めた適切な対応を講ずるよう指導すること。 

   二 自立相談支援事業の相談員については、その責務の一環として訪問支援にも積極的に取り

組むこととし、ケースワーカーや民生委員等、関係者間の連携と協力の下、生活困窮者に対

し漏れのない支援を行うこと。また、そのために社会福祉士等の支援業務に精通する人員を

十分に配置することを検討し、適切な措置を講ずること。 

   三 生活困窮者は心身の不調、家族の問題等多様な問題を抱えている場合が多く、また、問題

解決のためには時間を要することから、個々の生活困窮者の事情、状況等に合わせ、包括

的・継続的に支えていく伴走型の個別的な支援のための体制を整備すること。 

   四 就労準備支援事業の実施に当たっては、対象者が生活困窮者であることに鑑み、求職者支

援制度を始めとする他の関連施策との整合性と連続性とを図る観点から、その生活の安定の

ための方策について更に検討を行うこと。 

   五 いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適

切に認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、

個々の生活困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措

置を講ずること。 

   六 本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上

の措置を適切に講ずるよう努めること。また、地方自治体における取組を通じて得られた好

事例を広く周知することにより、本法に規定された各種施策が着実かつ効果的に実施される

ようにすること。 

   七 生活困窮者の自立支援に当たっては、常に住民の立場に立って相談・支援を行ってきた民

生委員・児童委員が最大限その役割を発揮できるように、必要な情報の提供や、研修の実施、

関係機関との効率的な連携等、民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備を更に進めるこ

と。 
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   六、生活保護制度の実施体制については、受給者数が急増していることや、個々人の異なる状

況に時間をかけて密接に対応していく必要があることから、地方自治体に対する地方交付税

措置を改善し、地方自治体におけるケースワーカー、就労支援員などの増員を図る等により、

適正な配置を確保すること。 

   七、５年後の見直しに際しては、生活保護受給者数、人口比受給率、生活保護の捕捉率、餓

死・孤立死などの問題事例等の動向を踏まえ、生活保護受給者、これを支援する団体、貧困

問題に関し優れた見識を有する者等、関係者の意見を十分に聴取した上で、必要な改正を行

うこと。 

    右決議する。 

 

生活困窮者自立支援法案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

   一、自立相談支援事業の相談窓口においては、相談者の困窮の状況に応じて生活保護制度の下

で生活再建を図ることも含め、最善の対応を行うよう指導を徹底すること。また、自立相談

支援事業の相談員が策定する自立支援計画については、生活困窮者本人の意向を十分に考慮

することとし、その実施、評価、改善・修正が適切に行われるようにするとともに、実施の

途上で自立支援計画の実行が困難になった場合や、最低限度の生活が維持できないと判断さ

れた場合には、生活保護への移行を促すことも含めた適切な対応を講ずるよう指導すること。 

   二、自立相談支援事業の相談員については、その責務の一環として訪問支援にも積極的に取り

組むこととし、ケースワーカーや民生委員等、関係者間の連携と協力の下、生活困窮者に対

し漏れのない支援を行うこと。また、そのために支援業務に精通する人員を十分に配置する

ことを検討し、適切な措置を講ずること。 

   三、生活困窮者は心身の不調、家族の問題等多様な問題を抱えている場合が多く、また、問題

解決のためには時間を要することから、個々の生活困窮者の事情、状況等に合わせ、包括

的・継続的に支えていく伴走型の個別的な支援のための体制を整備すること。 

   四、就労準備支援事業の実施に当たっては、対象者が生活困窮者であることに鑑み、求職者支

援制度を始めとする他の関連施策との整合性と連続性とを図る観点から、その生活の安定の

ための方策について更に検討を行うこと。 

   五、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適

切に認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、

個々の生活困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措

置を講ずること。 

   六、本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上

の措置を適切に講ずるよう努めること。また、地方自治体における取組を通じて得られた好

事例を広く周知することにより、本法に規定された各種施策が着実かつ効果的に実施される

ようにすること。 

   七、生活困窮者の自立支援に当たっては、常に住民の立場に立って相談・支援を行ってきた民

生委員・児童委員が最大限その役割を発揮できるように、必要な情報の提供や、研修の実施、

関係機関との効率的な連携等、民生委員・児童委員が活動しやすい環境整備を更に進めるこ
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と。 

    右決議する。 

 

   衆議院厚生労働委員会付帯決議 

   （第185国会衆議院厚生労働委員会議録第12号平成25年12月４日） 
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 5. 地方自治法への影響 
 

 生活困窮者自立支援法では、生活保護法第19条第４項に定めるような事務の委任規定がないが、地

方自治法第153条２項により、委任ができる。また、生活困窮者自立支援に関し、福祉事務所未設置

の町村も、地域における行政の主体として、生活困窮者の把握と相談に応じて自立相談支援事業への

窓口的役割が必要となる。他方、地方自治法252条の17の２の規定に基づき都道府県が条例を定める

ことにより都道府県から前記町村に自立相談支援事業等を委託されることも考えられる。 

 また、前述のとおり、生活困窮者自立支援法の制定に伴い、地方自治法第252条の19第８号の２で

「生活困窮者の自立支援に関する事務」が大都市の特例措置の対象とされている。 

 なお、生活困窮者自立相談支援事業と生活困窮者住居確保給付金の支給は、自治事務であって必須

事業とされている。これら事業が第二のセーフティネットで、全国的視点から生活困窮者の自立に向

けた支援が確実・適切に実施されるようにするために、生活困窮者自立支援法が制定された。他方ま

た、前掲特別部会では、「分権的・創造的支援」が強調され、「生活支援体系がどのように具体化さ

れていくかは、従来の行政の取組、自治体の規模、地域の人口構成や経済のあり方など、地域ごとの

多様な条件に応じて異なっていく。生活支援体系の構築は、自治体と民間団体が創造的に取り組むこ

とができる分権的な改革でなければならない」こととされた。地方分権の文脈の中で、このような必

須事業の創設とその運用に関しても注目していく必要があろう。 
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 4. 解説とコメント 
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（第一のセーフティネット）を加え、生活保護制度（第三のセーフティネット）のセーフティネット

としての生活困窮者自立支援制度（第二のセーフティネット）という位置づけ（「セーフティネット

のセーフティネット」）ではなく、国民・住民にとっての第二、第三のセーフティネットと位置づけ

られなければならない。つまり、国民の健康で文化的な生活を営む権利を保障するためにこれら制度

があり、有機的に関連づけて運用され、自立に向けた個別的・持続的取り組みが必要である。扶養義

務者に関する書類提出や調査権の拡大などから、「扶養の復古的強化」や「ワークファースト（まず

就労ありき）的指導強化」等との厳しい批判もある（吉永純「生活保護法改正法案の検討」『賃金と

社会保障』1591・92号（2013年）４頁以下参照）。生活保護法一部改正法及び生活困窮者自立支援法

の両制度が相まって、「水際作戦」といわれた運用を正当化するものではない点には注意が必要であ

る。 

 生活保護法改正による調査権の拡大についても、その趣旨は、生活保護受給者の自立に向けた就労

指導や実態把握・保護費支給の適正化にあること、扶養義務者を含め、生活保護の受給期間中は継続

して調査対象となるから、プライバシー保護の観点などから慎重な運用が求められている（黒田有志

弥「生活困窮者に対する支援の現状と課題」『論究ジュリスト』2014年秋号（№11）65頁）。 

 自治体では、生活困窮

者自立支援法の施行に向

け、任意事業のうちどの

事業を実施するか、事業

の実施形態（直営・委

託）をどうするのか、直

営の場合の運営体制や人

材の確保・養成の問題、

委託の場合の内容や委託

先（社協やＮＰＯ）、既

存の類似事業との調整、

近隣自治体と共同で広域

的に事業実施する場合の

具体的実施など、実践的

な多くの課題がある。 

 

  

 

 出典：厚生労働省作成資料より。 
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国家戦略特別区域法 
（平成25年12月13日法律第107号） 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 
 

 

 区域内における規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定

める国家戦略特別区域法案は、平成25年11月５日に第185臨時会において国会に提出され、同

年11月８日に衆議院内閣委員会に付託、５回にわたり委員会が開催された後、20日に修正可

決、翌21日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院では、11月22日に内閣委

員会に付託、12月６日に可決された後、７日に本会議において可決している。 

 公布日は、平成25年12月13日、一部を除いて同日施行された。 
 

 

 

 

 はじめに 
 

 本稿の課題は、国家戦略特別区域法（以下、本法律という）の概要、制定過程を整理する中で、地

方公共団体に対する影響の内容や程度を検討することである。 

 日本においては、これまでもいくつかの「特区」と略される特別区域や、それに類するものがつく

られてきている（図表１参照）。そもそもこの特区制度の共通する特徴は、「地域を限定して総理大

臣等の認定を受けて、法令による全国一律の規制を外すことを基本として、各法律の（中略）目的を

達成する」という点である(１)。近年のものでは、構造改革特区や総合特区、復興特区などがあり、

「特区」とは称していないものの、第三次行政改革推進審議会・第三次答申を受け、1992年に閣議決

定された地方分権特例制度や2002年に制定・施行された都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整

備地域、都市再生特別地区、特定都市再生緊急整備地域があり、さらには、1998年の沖縄振興開発特

別措置法改正によって指定された自由貿易地域等がある(２)。 

 特定の地域を指定するなどしてその地域に補助金等を措置するという手法は、全国総合開発計画等

においても用いられており、これ自体は決して新しいものではない。では、本法律に定める国家戦略

特区の特徴はどのような点であろうか。 

 恒川隆生は、従前の特区と国家戦略特区の差として、「事業者や地方公共団体の『手挙げ』方式に

とどめず、国と地方と民間が一体となり、産業の国際競争力強化、国際的な経済活動の拠点形成を図 

                                                                                           

(１) 大田（2012）参照。なお、ここで各法律とは、構造改革特別区域法、総合特別区域法および東日本大震災復興

特別区域法を指す。 

(２) 大田前掲論文。郭（2014）参照。ただし、大田によれば、地方分権特例制度は、「『法律の制定又は改正を要

しない範囲で』の手続・事務の簡素化・迅速化、補助金の交付等、運用レベルに止まった」とされており、「法

令による全国一律の規制を外すこと」という大田自身の定義の基本よりは、若干広くとらえている。 
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るという地方分権への逆行、政策提案が政策決定にどう反映したかが不透明である上に、提案募集と

は無関係に既存の政策手段が持ち込まれた恐れがあるという提案制度の形骸化、という３つの懸念を

指摘している(５)。 

 これらの先行研究にあるような批判や懸念の対象となる国家戦略特区は、いうまでもなく、「アベ

ノミクス」の第３の矢である成長戦略と密接な関係を持つ。すなわち、「経済最優先」で政権運営に

あたる安倍政権にとって農業や医療、雇用等の「岩盤規制」に風穴を開けることが重要視され、その

いわば「ドリル」の先端たる役割を国家戦略特区に求めているのである。 

 そのことは、この国家戦略特区が産業競争力会議において立地競争力の強化を検討する中で、民間

議員から、「経済成長のための大胆な制度改革を実現するため、総理主導の特区を創設し、特区機能

の活性化を図るべき」との意見を受けて検討が本格化し、国家戦略特区ワーキンググループの設置へ

とつながっていく過程からも明らかである(６)。 

 国家戦略特区ワーキンググループにおいては、基本的な考え方として、「世界で一番ビジネスのし

やすい環境をつくる」ことを目指し、我が国経済に特に大きな効果があると認められる、地域の先導

的な取組に対し、国が主体的にコミットをして、総理主導の下、大胆な規制改革等を実現するための

突破口となること、国家戦略特区の推進には、(１)国・地方・民間が目的を共有し、トップ自らの参

画の下、それぞれが対峙するのではなく、「三者一体」となって取り組む、(２)国家戦略特区におけ

る取組みの効果を、当該地域にとどめず、我が国全体の経済活性化につなげる、(３)スピード感を

持って取り組むを原則とすること、国家戦略特区は、大都市のみならず、広く、地域の個性を活かし

た農業等に係る地域振興策などについても、着実に検討を進めることが掲げられた(７)。 

 この基本的な考え方が示されるに先立って、新藤総務相（特区担当相）は、要旨次のような発言を

している(８)。 

 すなわち、「大胆な金融緩和」、「機動的な財政出動」とあわせて「民間投資を喚起する成長戦略」

が、日本経済再生に向けての３本目の矢。実際に、実体経済を持ち上げるための、そして、この国を

成長させるための戦略をどう持つべきか、そのための先端的・先導的プロジェクトとして何か国家を

挙げて取り組んでみようではないか、ということが「国家戦略特区」の原点である。 

 特に大事なのは、これまでに日本政府としては、「国家戦略総合特区」や「地域活性化総合特区」、

「構造改革特区」というのも既に何年もやっているし、中心市街地活性化の取組み、「環境モデル都

市」という事業もある。地域活性化の仕事はいくつもやっている。それらはそれらできちっと動かし

ていく。この「国家戦略特区」に全て特化するのではなくて、今までのものは今までのものとしてき

ちっとこれからも取り組んでいく、その上で特出しの特区とつくるということである。 

                                                                                           

(５) 服部（2013）参照。 

(６) 引用部分は、2013年４月17日開催の第６回産業競争力会議議事要旨（甘利明経済財政担当相の発言）より、下

線は筆者。これを受けて、同会議に受けて新藤義孝総務相は、「特区については、アベノミクス特区ということ

で、これまでとは次元の違う取組とする。そのミッションは、『世界で一番ビジネスのしやすい国にする』であ

る。」「ビジョンとしては、『大胆な規制改革と税制措置』、『新しい技術やシステムによるイノベーション』

を取り入れたい。アプローチとしては、新しい特区は仮称ではあるが、『国家戦略特区』と名付けた。『国家戦

略特区諮問会議』は、総理を長として民間有識者が参加し、さらに特区ごとに『統合推進本部』を作る。また特

区を実質的に動かしていくための『国家戦略特区ワーキンググループ』を作っていく。ワーキンググループの人

選と運営は産業競争力会議の皆さんと協働したい」と発言している（出所は同要旨）。 

(７) 第２回国家戦略特区ワーキンググループ（2013年５月24日）配付資料参照（下線は筆者）。 

(８) 2013年５月10日、第１回国家戦略特区ワーキンググループ議事概要参照。 
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図表１ 国家戦略特区と既存特区との比較 
 

 国家戦略特区 総合特区 構造改革特区 

目的・趣旨 

経済社会の構造改革を重点的

に推進することにより、産業

の国際競争力の強化、国際的

な経済活動の拠点の形成を促

進。 

規制改革を総合的・集中的に

推進。 

地域の先駆的な取組に対し、

規制の特例措置に加え、税

制・財政・金融上の支援措置

により総合的に支援。 

現場ニーズに基づく構造改革

の推進及び地域の活性化。 

国・地方・民間

の関係 

国が区域や区域方針を決定。

特区ごとの国家戦略特区会議

に国・地方公共団体・民間事

業者が対等の立場で参画し、

国家戦略特区計画を密接な連

携の下に作成・合意。国が認

定。 

地方公共団体からの申請に基

づき、国が特区を指定、総合

特区計画を認定。 

規制の特例措置を活用する地

方公共団体からの申請に基づ

き、国が構造改革特区計画を

認定。 

対象区域 

政策テーマ・プロジェクトに

応じ、国が決定した区域に限

定して、適用。 

指定地方公共団体が計画認定

を受けた区域に限定して、適

用。 

特区計画の認定について、す

べての地方公共団体が申請可

能。 

指定区域数認定

計画数 
－ 48区域（国際７、地域41） 

362特区（これまでに1,207件

の特区計画を認定） 

支援措置 

規制の特例、金融上の措置

（税制については、本年末に

決定予定） 

規制の特例、税制・財政・金

融上の措置 
規制の特例措置 

規制改革の実現

手法 

関係省庁との協議の上、規制

の特例措置。その後、計画認

定を通じ規制改革を実現。 

特区の指定後、関係省庁と協

議を行い、協議の整ったもの

を措置。 

関係省庁との協議の上、規制

の特例措置。その後、計画認

定を通じ規制改革を実現。 

(出所) 内閣官房地域活性化統合事務局資料、平成25年11月７日。 

(注) 表中「本年末に決定予定」とある国家戦略特区の税制上の措置は、設備投資減税、研究開発税制の特例､ 

  固定資産税の特例等である（後掲、図表２参照）｡ 

 

ることを法目的としている点」を挙げている(３)。 

 また、山口真美は、国家戦略特区・構造改革特区・総合特区について、「共通するのは、『特区』

が、大企業の利潤追求のために、雇用・医療・教育・農業等の分野において（中略）社会的規制を

（中略）骨抜きあるいは撤廃する『突破口』として新自由主義構造改革路線から推進されてきたもの

であり、地方自治体にとっては公務の市場化を促進するツールと位置づけられている点」とした上で、

国家戦略特区は、「従来の特区制度による規制緩和を不十分とする大企業の意向を受け、政府主導と

民間の参入と称して大企業の利益を優先する規制緩和を上から強力に押し付ける、これまで以上に危

険な内容」であると指摘する(４)。 

 服部敦は、国家戦略特区の政策そのものへの異議はないとしながらも、政治任用された「国家戦略

特区ワーキンググループ」の判断に対する検証が困難であるという政策過程の不透明性、構造改革特

区と異なり、国が設定した特区に対してその実施のための計画を国、地方公共団体、民間事業者から

なる合議体である特区会議が作成するという仕組みにおいて、地方公共団体の主体性が封じ込められ

                                                                                           

(３) 恒川（2014）参照。 

(４) 山口（2014）参照。 
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るという地方分権への逆行、政策提案が政策決定にどう反映したかが不透明である上に、提案募集と

は無関係に既存の政策手段が持ち込まれた恐れがあるという提案制度の形骸化、という３つの懸念を

指摘している(５)。 

 これらの先行研究にあるような批判や懸念の対象となる国家戦略特区は、いうまでもなく、「アベ

ノミクス」の第３の矢である成長戦略と密接な関係を持つ。すなわち、「経済最優先」で政権運営に

あたる安倍政権にとって農業や医療、雇用等の「岩盤規制」に風穴を開けることが重要視され、その

いわば「ドリル」の先端たる役割を国家戦略特区に求めているのである。 

 そのことは、この国家戦略特区が産業競争力会議において立地競争力の強化を検討する中で、民間

議員から、「経済成長のための大胆な制度改革を実現するため、総理主導の特区を創設し、特区機能

の活性化を図るべき」との意見を受けて検討が本格化し、国家戦略特区ワーキンググループの設置へ

とつながっていく過程からも明らかである(６)。 

 国家戦略特区ワーキンググループにおいては、基本的な考え方として、「世界で一番ビジネスのし

やすい環境をつくる」ことを目指し、我が国経済に特に大きな効果があると認められる、地域の先導

的な取組に対し、国が主体的にコミットをして、総理主導の下、大胆な規制改革等を実現するための

突破口となること、国家戦略特区の推進には、(１)国・地方・民間が目的を共有し、トップ自らの参

画の下、それぞれが対峙するのではなく、「三者一体」となって取り組む、(２)国家戦略特区におけ

る取組みの効果を、当該地域にとどめず、我が国全体の経済活性化につなげる、(３)スピード感を

持って取り組むを原則とすること、国家戦略特区は、大都市のみならず、広く、地域の個性を活かし

た農業等に係る地域振興策などについても、着実に検討を進めることが掲げられた(７)。 

 この基本的な考え方が示されるに先立って、新藤総務相（特区担当相）は、要旨次のような発言を

している(８)。 

 すなわち、「大胆な金融緩和」、「機動的な財政出動」とあわせて「民間投資を喚起する成長戦略」

が、日本経済再生に向けての３本目の矢。実際に、実体経済を持ち上げるための、そして、この国を

成長させるための戦略をどう持つべきか、そのための先端的・先導的プロジェクトとして何か国家を

挙げて取り組んでみようではないか、ということが「国家戦略特区」の原点である。 

 特に大事なのは、これまでに日本政府としては、「国家戦略総合特区」や「地域活性化総合特区」、

「構造改革特区」というのも既に何年もやっているし、中心市街地活性化の取組み、「環境モデル都

市」という事業もある。地域活性化の仕事はいくつもやっている。それらはそれらできちっと動かし

ていく。この「国家戦略特区」に全て特化するのではなくて、今までのものは今までのものとしてき

ちっとこれからも取り組んでいく、その上で特出しの特区とつくるということである。 

                                                                                           

(５) 服部（2013）参照。 

(６) 引用部分は、2013年４月17日開催の第６回産業競争力会議議事要旨（甘利明経済財政担当相の発言）より、下

線は筆者。これを受けて、同会議に受けて新藤義孝総務相は、「特区については、アベノミクス特区ということ

で、これまでとは次元の違う取組とする。そのミッションは、『世界で一番ビジネスのしやすい国にする』であ

る。」「ビジョンとしては、『大胆な規制改革と税制措置』、『新しい技術やシステムによるイノベーション』

を取り入れたい。アプローチとしては、新しい特区は仮称ではあるが、『国家戦略特区』と名付けた。『国家戦

略特区諮問会議』は、総理を長として民間有識者が参加し、さらに特区ごとに『統合推進本部』を作る。また特

区を実質的に動かしていくための『国家戦略特区ワーキンググループ』を作っていく。ワーキンググループの人

選と運営は産業競争力会議の皆さんと協働したい」と発言している（出所は同要旨）。 

(７) 第２回国家戦略特区ワーキンググループ（2013年５月24日）配付資料参照（下線は筆者）。 

(８) 2013年５月10日、第１回国家戦略特区ワーキンググループ議事概要参照。 
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 本法律は、第１章総則（第１条から第４条）、第２章国家戦略特別区域基本方針（第５条）、第３

章区域計画の認定等（第６条から第12条）、第４章認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措

置等（第13条から第28条）、第５章国家戦略特別区域諮問会議（第29条から第36条）、第６章雑則

（第37条から第41条）で構成されている。 

 以下、後に検討する地方自治体との関係等において重要と思われる部分を中心にまとめていく。 

 本法律の目的は、「この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変

化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略

特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化す

るとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に

関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経

済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。」（第１条、下線：筆者）とされている。 

 本法律の基本理念は、「国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動

の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家

戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革

を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体及び民間事業者その他の関係

者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上

及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。」（第３条、下線：筆者） 

 第４条（関連する施策との連携）では、「国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業

の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革

特別区域（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第一項に規定する構造改革特

別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。）における経済社会の構造改革の

推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。」（下線：筆者）

と定められている。 

 以上、これらの規定で特徴的なのは、やはり国が前面に出ているということであろう。このことは、

第４条で連携を図るべきとされている構造改革特別区域法の目的が、「この法律は、地方公共団体の

自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適

用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研

究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化

を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」（第１条、下

線：筆者）となっているのと比較するとよくわかる。 

 以上は、第１章「総則」に関してであったが、第２章では、国家戦略特別区域基本方針を定めるこ

とを規定し、そこには、以下の事項が盛り込まれる（第５条第２項）。 

 1. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進

の意義及び目標に関する事項 

 2. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進

のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針 

 3. 国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項 

 4. 第８条第１項に規定する区域計画の同条第７項の認定に関する基本的な事項 

 5. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進
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 1. 本法律の概要（図表２参照） 

 
図表２ 国家戦略特別区域法の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣官房地域活性化統合事務局資料 

(注) 法案段階では、図中「税制による支援」欄は、「税制については、本年末に決定」、施行期日欄は、

「公布日から施行。ただし、次の規定は、公布日から４月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行。」とされていた。  
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 本法律は、第１章総則（第１条から第４条）、第２章国家戦略特別区域基本方針（第５条）、第３

章区域計画の認定等（第６条から第12条）、第４章認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措

置等（第13条から第28条）、第５章国家戦略特別区域諮問会議（第29条から第36条）、第６章雑則

（第37条から第41条）で構成されている。 

 以下、後に検討する地方自治体との関係等において重要と思われる部分を中心にまとめていく。 

 本法律の目的は、「この法律は、我が国を取り巻く国際経済環境の変化その他の経済社会情勢の変

化に対応して、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国が定めた国家戦略

特別区域において、経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化す

るとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することが重要であることに鑑み、国家戦略特別区域に

関し、規制改革その他の施策を総合的かつ集中的に推進するために必要な事項を定め、もって国民経

済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。」（第１条、下線：筆者）とされている。 

 本法律の基本理念は、「国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動

の拠点の形成は、国が、これらの実現のために必要な政策課題の迅速な解決を図るため、適切に国家

戦略特別区域を定めるとともに、規制の特例措置の整備その他必要な施策を、関連する諸制度の改革

を推進しつつ総合的かつ集中的に講ずることを基本とし、地方公共団体及び民間事業者その他の関係

者が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用して、我が国の経済社会の活力の向上

及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。」（第３条、下線：筆者） 

 第４条（関連する施策との連携）では、「国及び地方公共団体は、国家戦略特別区域における産業

の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の推進に当たっては、構造改革

特別区域（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第二条第一項に規定する構造改革特

別区域をいう。第十条第三項及び第三十八条第二項において同じ。）における経済社会の構造改革の

推進に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めなければならない。」（下線：筆者）

と定められている。 

 以上、これらの規定で特徴的なのは、やはり国が前面に出ているということであろう。このことは、

第４条で連携を図るべきとされている構造改革特別区域法の目的が、「この法律は、地方公共団体の

自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設定し、当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適

用を受けて地方公共団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより、教育、物流、研

究開発、農業、社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化

を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。」（第１条、下

線：筆者）となっているのと比較するとよくわかる。 

 以上は、第１章「総則」に関してであったが、第２章では、国家戦略特別区域基本方針を定めるこ

とを規定し、そこには、以下の事項が盛り込まれる（第５条第２項）。 

 1. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進

の意義及び目標に関する事項 

 2. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進

のために政府が実施すべき規制改革その他の施策に関する基本的な方針 

 3. 国家戦略特別区域を指定する政令の立案に関する基準その他基本的な事項 

 4. 第８条第１項に規定する区域計画の同条第７項の認定に関する基本的な事項 

 5. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進
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③その他、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、④経済社会の構造改革の推進による産業

の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内

閣総理大臣が任命する者、で構成される（第33条）。 

 議員の構成（議長及び議員10人以内＝第31条）について、前段落の④の数を「議員の総数の10分の

５未満であってはならない」（第33条第３項）と定められていることからも、産業の国際競争力の強

化等、いわゆる「成長戦略」が主眼に置かれていることがわかる。その一方で、特区認定に至る関係

地方公共団体との協議は定められているものの、この会議の議員として地方公共団体の関係者が就く

ことは定められていない。 

 

 

 2. 本法律の制定過程 
 

 提出から可決にかけての主要日程は冒頭記したとおりである。 

 2013年11月５日に提出者である国家戦略特別区域担当大臣新藤義孝は、次のようにその提案理由を

説明している。 

 「我が国が直面する最重点の課題は、我が国経済を中長期的な成長軌道に乗せていくことにありま

す。そのためには、成長戦略を着実に実施していくことが不可欠であり、我が国を取り巻く国際経済

環境の変化に対応して、各政策分野における施策を迅速かつ確実に実施することが重要ですが、とり

わけ、国、地方公共団体、民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象に、大胆な規制改革

等を集中的に推進する新たな手法が必要とされています。 

 この法律案は、このような観点から、国が、国家戦略特別区域を定めて、規制の特例措置の整備そ

の他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるとともに、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者

が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用することにより、産業の国際競争力の強

化及び国際的な経済活動の拠点の形成の実現を図り、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続

的発展を図ろうとするものであります。」 

 11月８日、衆議院本会議において、平将明（自由民主党）から本法案を制定する意義、狙い、規制

改革の成果について、今後の改革メニューの追加、とりわけ税制面での特例措置の追加について、提

案の取り扱いについての質問があった。 

 近藤洋介（民主党）からは、薬事法改正を巡って三木谷浩史氏が産業競争力会議の民間議員を辞職

したことに対する政府の受け止め、新法の必要性、規制緩和の具体策が、あまりに小粒、あまりに貧

弱との批判からさらに深堀りする意思があるか、税制措置のメニュー、雇用ガイドラインについての

質問があった。 

 阪口直人（日本維新の会）からは、首相の国会軽視について、雇用規制の緩和についての質問、金

融制度や非営利団体への優遇などを特区で実現する旨の提案等があった。 

 高木美智代（公明党）からは、国家戦略特区諮問会議の公平性、中立性、特区計画の作成に当たっ

て関係地方公共団体の意見を反映させるための措置についての質問等があった。 

 大熊利昭（みんなの党）からは、国家戦略特区支援利子補給金の支給、国際競争力強化の具体的な

数値目標、外国人医師の診療、雇用条件の明確化、公立学校の運営の民間開放、建設基準法の特例措

置、農業への信用保証制度の適用について質問があった。 
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に関し政府が講ずべき措置についての計画 

 6. 国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進

に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案の募集に関する基本的な事項 

 7. 前各号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な

経済活動の拠点の形成の推進に関し必要な事項 

 第３章「区域計画の認定等」においては、内閣総理大臣は、国家戦略特別区域ごとに「区域方針」

（国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する方

針）、「区域計画」（国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠

点の形成を図るための計画）を定めること、「区域計画」の作成には、国家戦略特別区域担当大臣と

関係地方公共団体の長からなる国家戦略特別区域会議を組織すること等が定められている。 

 また、第10条では、国家戦略特別区域会議は、構造改革特別区域法に基づく特定事業について、国

家戦略特別区域内で必要と認めるときには、その内容等を区域計画に定めることができる旨規定され

ている。これにより、構造改革特別区域の事業が、地方公共団体から国家戦略特別区域会議、または、

それに係る地方公共団体へと移ることとなる。 

 第４章「認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等」では、規制の特例措置として、旅

館業法、医療法、建築基準法、道路法、農地法、土地区画整理法、都市計画法、都市再開発法、都市

再生特別措置法の各法における特例が定められている(９)。 

 なお、ここには記載されていないが、附則第２条第１項に、「政府は、産業の国際競争力の強化及

び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図る観点から、一定の期間内に終了すると見込まれる事業

の業務（高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。）に就く労働者であって、使

用者との間で期間の定めのある労働契約を締結するもの（その年収が常時雇用される一般の労働者と

比較して高い水準となることが見込まれる者に限る。）その他これに準ずる者についての、期間の定

めのある労働契約の期間の定めのない労働契約への転換に係る労働契約法（平成19年法律第128号）

第18条第１項に規定する通算契約期間の在り方及び期間の定めのある労働契約の締結時、当該労働契

約の期間の満了時等において労働に関する法令の規定に違反する行為が生じないようにするために必

要な措置その他必要な事項であって全国において実施することが適切であるものについて検討を加え、

その結果に基づいて必要な措置（第３項において「特定措置」という。）を講ずるものとする。」と

し、この「特定措置」については、同条第３項において「政府は、特定措置を講ずるために必要な法

律案を平成26年に開会される国会の常会に提出することを目指すものとする。」とされている。 

 また、同条第４項では、「政府は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の

推進を図る観点から、地域の特性に応じた多様な教育を実施するに当たり、公立学校（学校教育法

（昭和22年法律第26号）第二条第二項に規定する公立学校をいう。以下この項において同じ。）の教

育水準の維持向上及び公共性の確保を図りながら、公立学校の管理を民間に委託することを可能とす

るため、関係地方公共団体との協議の状況を踏まえつつ、この法律の施行後一年以内を目途としてそ

の具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と、公

立学校の民間委託に関して規定している。 

 第５章「国家戦略特別区域諮問会議」では、同会議の設置、所管事務等が定められている。同会議

は、議長を内閣総理大臣が務め（第32条）、議員として①内閣官房長官、②国家戦略特区担当大臣、

                                                                                           

(９) 詳細は、国家戦略特区ワーキンググループ第７回資料２を参照されたい。 
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③その他、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、④経済社会の構造改革の推進による産業

の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内

閣総理大臣が任命する者、で構成される（第33条）。 

 議員の構成（議長及び議員10人以内＝第31条）について、前段落の④の数を「議員の総数の10分の

５未満であってはならない」（第33条第３項）と定められていることからも、産業の国際競争力の強

化等、いわゆる「成長戦略」が主眼に置かれていることがわかる。その一方で、特区認定に至る関係

地方公共団体との協議は定められているものの、この会議の議員として地方公共団体の関係者が就く

ことは定められていない。 

 

 

 2. 本法律の制定過程 
 

 提出から可決にかけての主要日程は冒頭記したとおりである。 

 2013年11月５日に提出者である国家戦略特別区域担当大臣新藤義孝は、次のようにその提案理由を

説明している。 

 「我が国が直面する最重点の課題は、我が国経済を中長期的な成長軌道に乗せていくことにありま

す。そのためには、成長戦略を着実に実施していくことが不可欠であり、我が国を取り巻く国際経済

環境の変化に対応して、各政策分野における施策を迅速かつ確実に実施することが重要ですが、とり

わけ、国、地方公共団体、民間が三者一体となって取り組むプロジェクトを対象に、大胆な規制改革

等を集中的に推進する新たな手法が必要とされています。 

 この法律案は、このような観点から、国が、国家戦略特別区域を定めて、規制の特例措置の整備そ

の他必要な施策を総合的かつ集中的に講ずるとともに、地方公共団体及び民間事業者その他の関係者

が、国と相互に密接な連携を図りつつ、これらの施策を活用することにより、産業の国際競争力の強

化及び国際的な経済活動の拠点の形成の実現を図り、もって我が国の経済社会の活力の向上及び持続

的発展を図ろうとするものであります。」 

 11月８日、衆議院本会議において、平将明（自由民主党）から本法案を制定する意義、狙い、規制

改革の成果について、今後の改革メニューの追加、とりわけ税制面での特例措置の追加について、提

案の取り扱いについての質問があった。 

 近藤洋介（民主党）からは、薬事法改正を巡って三木谷浩史氏が産業競争力会議の民間議員を辞職

したことに対する政府の受け止め、新法の必要性、規制緩和の具体策が、あまりに小粒、あまりに貧

弱との批判からさらに深堀りする意思があるか、税制措置のメニュー、雇用ガイドラインについての

質問があった。 

 阪口直人（日本維新の会）からは、首相の国会軽視について、雇用規制の緩和についての質問、金

融制度や非営利団体への優遇などを特区で実現する旨の提案等があった。 

 高木美智代（公明党）からは、国家戦略特区諮問会議の公平性、中立性、特区計画の作成に当たっ

て関係地方公共団体の意見を反映させるための措置についての質問等があった。 

 大熊利昭（みんなの党）からは、国家戦略特区支援利子補給金の支給、国際競争力強化の具体的な

数値目標、外国人医師の診療、雇用条件の明確化、公立学校の運営の民間開放、建設基準法の特例措

置、農業への信用保証制度の適用について質問があった。 
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の地域でしっかりと検証」する仕組みが必要である旨主張した。 

 11月15日の内閣委員会では、若井康彦（民主党）、中丸啓（日本維新の会）、山田宏（日本維新の

会）、伊東信久（日本維新の会）、足立康史（日本維新の会）、津村啓介（民主党）、大熊利昭（み

んなの党）、佐々木憲昭（日本共産党）、畑浩治（生活の党）から質疑が行われた。 

 中丸から特区会議について、関係地方公共団体の長以外のその周りの地域の意見を吸い上げたり、

反映させたりすることを考えているか否かが質問され、川本正一郎政府参考委員（内閣官房地域活性

化統合事務局長）からは、会議参加者は地方公共団体の長ということになるが、首長は住民や議会の

意見等を特区会議に持ち込むことによって円滑な運営が期待できる旨の回答をしている。 

 11月20日の内閣委員会では、後藤斎（民主党）、玉木雄一郎（民主党）、大西健介（民主党）、中

根康治（民主党）、中丸啓（日本維新の会）、山之内毅（日本維新の会）、杉田水脈（日本維新の

会）、松田学（日本維新の会）、大熊利昭（みんなの党）、佐々木憲昭（日本共産党）、村上史好

（生活の党）、近藤洋介（民主党）から質疑が行われた。 

 ここでは、玉木からは、手挙げ方式ではなくトップダウン型の特区制度となっている旨の認識が確

認されたほか、佐々木から、参考人であった山口の議論を引きながら、この点は、ワーキンググルー

プでほとんど取り上げられていないことを指摘し、見解が質された。この点、新藤からは、本法律は、

憲法95条の対象となるものではないとする回答がなされた。 

 質疑の後、自民・民主・公明・みんなによる修正案が提出された。修正案は、第一に、国家戦略特

別区域会議は、国家戦略特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置

の内容等を記載することができるものとし、内閣総理大臣から認定を受けた当該計画については、当

該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するも

のとすること、第二に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、個別

労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関し国家戦略特別区域会議から申し

出があった意見について意見を述べるものとし、国家戦略特別区域会議は、内閣総理大臣及び関係行

政機関の長が述べた意見を尊重するものとすること、第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子

補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状

況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるも

のとすること、である。 

 討論ののち、採決、修正可決された。さらに、附帯決議の動議があり賛成多数で決した。 

 11月21日衆議院本会議で可決され、11月22日参議院本会議において提案者の趣旨説明の後、有田芳

生（民主党）、山下芳生（日本共産党）から質疑があった。 

 有田からは、トップダウン式の特区によって地域の自主性をゆがめるのではないかとする質疑があ

り、新藤は、地域の自主的な取組を十二分に取り込んだものと考える旨の答弁を行った。 

 11月26日参議院内閣委員会では、松下新平（自由民主党）、上月良祐（自由民主党）、芝博一（民

主党）、神本美恵子（民主党）、秋野公造（公明党）、江口克彦（みんなの党）、山下芳生（日本共

産党）、浜田和幸（新党改革）、山本太郎（無所属）から質疑があった。 

 上月から、地域の側からの指定について質疑があり、新藤から事業主体の大半は民間と地方自治体

であり「地域を国が抱きかかえるわけでもないし、地方が独自にやって、国は何でもいいからお金だ

け出してくれればいい」というわけでもない旨の回答があった。 

 芝からは、具体的に地方公共団体の長とは誰を指すかについて見解が質されたが、新藤からは具体
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 佐々木憲昭（日本共産党）からは、国家戦略特区諮問会議における関係閣僚の役割、企業からの提

案が多く、その内容の一部が非公開となっていること、規制緩和による影響を受ける可能性のある住

民の意見についての質問があった。 

 畑浩治（生活の党）からは、これまでの特区制度の検証と新制度の必要性、地域底上げ型の施策の

必要性、規制緩和の全国展開、利益誘導を避ける民間有識者等の選定について質問があった。 

 これらの質問のうち、地方公共団体に関する質問等に対して、具体的な回答は見受けられない。た

とえば、高木に対する新藤の回答は、「本法案においては、区域計画は、国家戦略特区担当大臣、関

係地方公共団体の長、民間事業者の三者が相互に密接な連携のもとに協議した上で、合意して作成す

ることとしているため、関係地方公共団体の意見は十分反映される」というものであった。佐々木に

対する安倍の回答は、「国家戦略特区会議には、必ず関係地方公共団体の長が構成員となり、具体的

事業を記載した区域計画の作成に当たっては、関係地方公共団体の長の同意を必要」であるため、

「関係地方公共団体の長が、住民の声を十分に勘案して判断」というものであった。 

 11月13日の衆議院内閣委員会では、大岡敏孝（自由民主党）、浜地雅一（公明党）、近藤洋介（民

主党）、後藤祐一（民主党）、大西健介（民主党）、松田学（日本維新の会）、杉田水脈（日本維新

の会）、山之内毅（日本維新の会）、大熊利昭（みんなの党）、佐々木憲昭（日本共産党）、村上史

好（生活の党）がそれぞれ登壇したが、国家戦略特別区域と地方公共団体との関係について真正面か

らの議論はほとんど見受けられなかった。 

 若干、それらしい議論としては、浜地から「特区ごとに設置される国家戦略特別区域会議において、

関係地方公共団体の長が入るということは非常に大きい」とする発言があり、これに呼応する形で新

藤が会議から地方公共団体を外すことは考えていない旨の発言があった。 

 村上から「国家主導、あるいは一方は地方提案型という意味においては、やはりベクトルが違うと

いうことで、（中略）、その辺が本当に機能していけるのか」旨の質問があり、新藤が「地方の意見

を総括する、もしくはまとめるような、そういう場においては、これは総合特区においても国家戦略

特区においても、ある地域に重なった場合には同じ議題になる可能性もございますから、そういった

ものは工夫をしていく必要があるのではないか」と発言している。 

 11月14日の内閣委員会では、参考人として、八田達夫、山口二郎、原英史、八代尚宏の各氏が招致

された。山口は、参考人のうち唯一規制緩和路線に対して疑問を呈する主張を展開している。まず、

憲法第95条との関係である。すなわち、「特区法ができた後、具体的に地域指定をして、雇用とか医

療とか建築等々といった分野についてほかの地域とは違う基準を当てはめる」、「いわば行政の意思

決定によって特定地方公共団体の住民が本来持つべき権利を侵害するという危険がある」ことを指摘

して、憲法95条に基づく住民投票が必要となる可能性に言及している。さらに、「特区の運用の中で

住民や地方議会の発言権をどのように組み込むか。知事あるいは市町村長が会議に入るだけではやは

り不十分でありまして、特区の具体的な中身、効果、予想される危険性等について地方の声をしっか

りと取り入れるという工夫をしていただきたいと思うわけであります」と発言している。 

 参考人に対して、関芳弘（自由民主党）、輿水恵一（公明党）、近藤洋介（民主党）、中丸啓（日

本維新の会）、大熊利昭（みんなの党）、佐々木憲昭（日本共産党）、村上史好（生活の党）から質

問が出された。 

 輿水から山口に対して、統合推進本部に首長も入っていることで解決できるのではないかとの質問

がなされた。山口は、それは最低限のことで、「特区がもたらす具体的な効果については、それぞれ
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の地域でしっかりと検証」する仕組みが必要である旨主張した。 

 11月15日の内閣委員会では、若井康彦（民主党）、中丸啓（日本維新の会）、山田宏（日本維新の

会）、伊東信久（日本維新の会）、足立康史（日本維新の会）、津村啓介（民主党）、大熊利昭（み

んなの党）、佐々木憲昭（日本共産党）、畑浩治（生活の党）から質疑が行われた。 

 中丸から特区会議について、関係地方公共団体の長以外のその周りの地域の意見を吸い上げたり、

反映させたりすることを考えているか否かが質問され、川本正一郎政府参考委員（内閣官房地域活性

化統合事務局長）からは、会議参加者は地方公共団体の長ということになるが、首長は住民や議会の

意見等を特区会議に持ち込むことによって円滑な運営が期待できる旨の回答をしている。 

 11月20日の内閣委員会では、後藤斎（民主党）、玉木雄一郎（民主党）、大西健介（民主党）、中

根康治（民主党）、中丸啓（日本維新の会）、山之内毅（日本維新の会）、杉田水脈（日本維新の

会）、松田学（日本維新の会）、大熊利昭（みんなの党）、佐々木憲昭（日本共産党）、村上史好

（生活の党）、近藤洋介（民主党）から質疑が行われた。 

 ここでは、玉木からは、手挙げ方式ではなくトップダウン型の特区制度となっている旨の認識が確

認されたほか、佐々木から、参考人であった山口の議論を引きながら、この点は、ワーキンググルー

プでほとんど取り上げられていないことを指摘し、見解が質された。この点、新藤からは、本法律は、

憲法95条の対象となるものではないとする回答がなされた。 

 質疑の後、自民・民主・公明・みんなによる修正案が提出された。修正案は、第一に、国家戦略特

別区域会議は、国家戦略特別区域計画に、構造改革特別区域法に規定する特定事業、規制の特例措置

の内容等を記載することができるものとし、内閣総理大臣から認定を受けた当該計画については、当

該認定を構造改革特別区域法に規定する認定とみなして同法に規定する規制の特例措置を適用するも

のとすること、第二に、内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、国家戦略特別区域会議に対し、個別

労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助の実施に関し国家戦略特別区域会議から申し

出があった意見について意見を述べるものとし、国家戦略特別区域会議は、内閣総理大臣及び関係行

政機関の長が述べた意見を尊重するものとすること、第三に、政府は、毎年、国家戦略特区支援利子

補給金の活用及び認定区域計画に定められている国家戦略特区支援利子補給金に係る事業の実施の状

況について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後三年以内に、必要な措置を講ずるも

のとすること、である。 

 討論ののち、採決、修正可決された。さらに、附帯決議の動議があり賛成多数で決した。 

 11月21日衆議院本会議で可決され、11月22日参議院本会議において提案者の趣旨説明の後、有田芳

生（民主党）、山下芳生（日本共産党）から質疑があった。 

 有田からは、トップダウン式の特区によって地域の自主性をゆがめるのではないかとする質疑があ

り、新藤は、地域の自主的な取組を十二分に取り込んだものと考える旨の答弁を行った。 

 11月26日参議院内閣委員会では、松下新平（自由民主党）、上月良祐（自由民主党）、芝博一（民

主党）、神本美恵子（民主党）、秋野公造（公明党）、江口克彦（みんなの党）、山下芳生（日本共

産党）、浜田和幸（新党改革）、山本太郎（無所属）から質疑があった。 

 上月から、地域の側からの指定について質疑があり、新藤から事業主体の大半は民間と地方自治体

であり「地域を国が抱きかかえるわけでもないし、地方が独自にやって、国は何でもいいからお金だ

け出してくれればいい」というわけでもない旨の回答があった。 

 芝からは、具体的に地方公共団体の長とは誰を指すかについて見解が質されたが、新藤からは具体
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いわゆる地方創生関連法とも密接に関係しているものである。 
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的な回答はなかった。 

 江口からは、国家戦略特区は地方分権が進んでいない証拠ではないかとの指摘があり、新藤からは、

上意下達ではなく、民間事業者も公共団体も国も同じ立場で事業者としてやってみようというのが趣

旨である旨の回答がなされた。さらに、江口から、その場合必ず国が地方を押さえ付けていく流れに

なっていくのが、過去の例である旨の指摘があった。 

 山本からは、憲法第95条との関係について再度見解を問う質問が出されたが、従来の方針を確認し

たにとどまった。 

 12月５日参議院本会議では、水岡俊一内閣委員長（民主党）に対し、自民・公明両党から解任決議

案が提出された。討論、投票の結果解任決議案は可決された。 

 後任の内閣委員長山東昭子のもと、12月６日参議院内閣委員会が開催された（民主党委員は欠席）。

質疑者は、江口克彦、山下芳生、浜田和幸、山本太郎であった。討論ののち、採決され可決された。 

 12月７日参議院本会議において、討論ののち採決され、可決された。 

 以上が、本法律についての、地方公共団体との関係を中心にしながら概観した制定過程である。 

 冒頭に引用したような疑問や懸念に対する質疑は必ずしも多くなく、しかも、表面的な議論に終始

している。逆にいえば、本法律は、そういう過程を経て成立しているため冒頭のような疑問や懸念を

惹起しているとも言えよう。 

 

 

 3. 本法律により地方公共団体が受ける影響 
 

 国家戦略特別区域法が成立したからといって、直ちに具体的な影響が地方公共団体の行政に現れる

わけではない。しかし、本法のように従来の「地方主導の特区」から「国も地方も民間も」といった

場合には、概ね国と民間とは強い結びつきを持っているものと想定でき、地方は不利な立場となる可

能性が高い。さらに、服部が指摘するのは、限定的な国家戦略特区であっても、｢国が地方公共団体

の権能をオーバーライド（上書き）できる仕組みがいったん規定されてしまえば、より広範な範囲を

対象とする制度に同様の仕組みを組み込むことをさまたげる壁は著しく低くなる｣ということである(10)｡ 

 本法律の制定過程において、山口が指摘した憲法第95条との関係が成り立たないとすれば、服部の

いう「壁」はさらに低いように思われる。たとえば、第18条（農地法の特例）で「オーバーライド」

を繰り返していけば、現在は、農業特区内における農業委員会の一部の権能が首長に移るにすぎない

が、やがて、その権能が農業委員会の他の部分にも広がり、さらに、特区内にとどまらず他の地方公

共団体にも波及していくことで、農業委員会という行政委員会そのものの存廃に関わる課題となる。 

 また、構造改革特区は、地域の特性からの「手挙げ」方式であったが、その多くについて、国家戦

略特区として適用可能となった（10条）ことから、まったく特性の異なる地域に構造改革特区の規定

が持ち込まれる可能性も高まっているのである。 

 なお、2014年12月14日に投開票された第46回衆議院議員総選挙における自由民主党の「政権公約

2014」には、「地方創生を規制改革により実現し、新たな発展プランを構築しようとする『やる気の

ある、志の高い地方自治体』を、国家戦略特区における『地方創生特区』として早期に指定すること

により、地域の新規産業・雇用を創出します」と謳われている。本法律は、総選挙直前に成立させた

                                                                                           

(10) 服部（2013）参照。 
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いわゆる地方創生関連法とも密接に関係しているものである。 
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●－自治総研通巻434号 2014年12月号－●

 地方自治関連立法動向研究１  

 

 

税源の偏在と地域間格差 
〜地方法人税法（平成26年３月31日法律第11号）〜 

 

 

森   稔 樹 

 

 

 1. はじめに 

 

 平成５年６月に衆参両院において「地方分権の推進に関する決議」がなされ、翌年２月

15日に政府の行政改革大綱において「地方分権の推進を図るため、国・地方の関係等の改

革に関する大綱方針を平成６年度内を目途に策定するものとする」と謳われてから、今年

（平成26年）で20年が経過する。折しも、今年は４月に消費税・地方消費税の税率引き上

げ(１)が実施されるとともに、12月には、来年（平成27年）の10月に予定される再度の消

費税・地方消費税の税率引き上げ(２)について内閣による判断が行われることとなってい

た(３)。しかし、11月18日、安倍晋三内閣総理大臣は、衆議院の解散とともに、消費税・

地方消費税の税率引き上げを平成29年４月まで１年半延期することを正式に表明した(４)。

これにより、税率引き上げとともに行われることとなっていた地方税制の抜本的改革の機

会も先送りされることとなる。 

                                                                                  

(１) 消費税の税率（消費税法第29条）は４％から6.3％となり、地方消費税の税率（地方税法第

72条の83、同第72条の77第２号・第３号）は実質で１％から1.7％となった。これに伴い、税

率における消費税と地方消費税との割合は、税率引き上げ前の４：１＝80：20から今年４月に

6.3：1.7≒78.75：21.25となる。 

(２) 引き上げが行われるならば、平成27年10月より、消費税の税率は7.8％に、地方消費税の税

率は実質で2.2％となるはずであった（従って、税率における消費税と地方消費税との割合は

78：22となる）。 

(３) 朝日新聞平成26年10月21日付朝刊２面14版「（時時刻刻）ダブル辞任 収拾優先 松島氏の

辞任 首相が促す」による。 

(４) 朝日新聞平成26年11月19日付朝刊１面14版「21日解散 首相表明 消費増税先送り『信を問

う』 アベノミクスも争点」、同４面14版「首相会見の要旨」による。 
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 地方自治関連立法動向研究１  
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〜地方法人税法（平成26年３月31日法律第11号）〜 
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 1. はじめに 

 

 平成５年６月に衆参両院において「地方分権の推進に関する決議」がなされ、翌年２月

15日に政府の行政改革大綱において「地方分権の推進を図るため、国・地方の関係等の改

革に関する大綱方針を平成６年度内を目途に策定するものとする」と謳われてから、今年

（平成26年）で20年が経過する。折しも、今年は４月に消費税・地方消費税の税率引き上

げ(１)が実施されるとともに、12月には、来年（平成27年）の10月に予定される再度の消

費税・地方消費税の税率引き上げ(２)について内閣による判断が行われることとなってい

た(３)。しかし、11月18日、安倍晋三内閣総理大臣は、衆議院の解散とともに、消費税・

地方消費税の税率引き上げを平成29年４月まで１年半延期することを正式に表明した(４)。

これにより、税率引き上げとともに行われることとなっていた地方税制の抜本的改革の機

会も先送りされることとなる。 

                                                                                  

(１) 消費税の税率（消費税法第29条）は４％から6.3％となり、地方消費税の税率（地方税法第

72条の83、同第72条の77第２号・第３号）は実質で１％から1.7％となった。これに伴い、税

率における消費税と地方消費税との割合は、税率引き上げ前の４：１＝80：20から今年４月に

6.3：1.7≒78.75：21.25となる。 

(２) 引き上げが行われるならば、平成27年10月より、消費税の税率は7.8％に、地方消費税の税

率は実質で2.2％となるはずであった（従って、税率における消費税と地方消費税との割合は

78：22となる）。 

(３) 朝日新聞平成26年10月21日付朝刊２面14版「（時時刻刻）ダブル辞任 収拾優先 松島氏の

辞任 首相が促す」による。 

(４) 朝日新聞平成26年11月19日付朝刊１面14版「21日解散 首相表明 消費増税先送り『信を問

う』 アベノミクスも争点」、同４面14版「首相会見の要旨」による。 

＜月刊自治総研2014年12月号より＞
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税制における法人課税は弱められ、国税化されるという方向性を示すものとも考えられる。

これは地方分権に逆行すると言えないのであろうか。 

 本稿は、このように法人課税における国と地方との税源配分に大きな影響を与えうる地

方法人税法について立法段階から検討し、内容を概観するとともに、地方自治・地方分権

の観点から課題を浮かび上がらせ、考察をなすことを目的とする。 

 

 

 2. 法律案が提出されるまでの動向 
   〜税源の偏在と地域間格差の現状も踏まえて〜 
 

 既に、平成８年12月20日、地方分権推進委員会が「第一次勧告」と同時に出した「国庫

補助負担金・税財源に関する中間とりまとめ」は「できるだけ税源の偏在性が少なく、税

収の安定性を備えた地方税体系の構築に配慮すべきである」と指摘していた。しかし、平

成13年６月14日の「地方分権推進委員会最終報告」に現れているように、この頃は地方消

費税の充実、法人事業税について外形標準課税の導入の必要性を唱えることが中心であり、

地方公共団体間の税収格差や税源の偏在性の問題はあまり深く取り上げられていなかった。 

 しかし、前述のように、いわゆる三位一体改革を経て、「地方税財源の充実確保」はも

とより、税源の偏在性などが意識されるようになる。例えば、地方六団体による「地方分

権の推進に関する意見 『豊かな自治と新しい国のかたちを求めて』地方財政自主のため

の７つの提言」（平成18年６月７日）は、「地方税の充実強化」として「偏在性の少ない

居住地課税である地方消費税と個人住民税の充実強化を図」ること、「『地方交付税』を

『地方共有税』に」改めることを主張した。翌年９月には、全国知事会が「平成20年度税

制改正に関する要望」を公表し、「国税と地方税の税体系の見直し」などとともに「地方

法人課税における分割基準のあり方」の検討を求めた。 

 また、平成19年５月30日の地方分権改革推進委員会「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〜」は、国から地方への税源移譲に際して「地方税

財源の充実確保、地域間の税収偏在の是正などの観点から、税源移譲、国庫補助負担金、

地方交付税等の税財政上の措置のあり方について一体的に検討」する必要性を掲げた。 

 同年11月16日の同委員会「中間的な取りまとめ」も、地域の活性化のために地域間の財

政力格差を是正する必要があり、そのために「地方交付税の制度改革を含め財政調整のあ

り方についても検討する」必要性、応益性を有し、かつ地域的な偏在性が少ない地方税源 
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 地方分権を進めるためには、国はもとより、地方公共団体の担うべき役割が重要である。

これを果たすためには、地方公共団体の税財源の確保ないし充実が不可欠である。その一

方で、税源の偏在などに起因する地域間格差という問題も存在し、可能な限りこれを縮小

する方向に是正することも求められる。とくに、都道府県の税収構造において法人課税へ

の依存度が高いことは財政学や租税法学などにおいて度々指摘されており(５)、それだけ

に地方法人二税（法人道府県民税、法人市町村民税および法人事業税のこと。以下同じ）

の税収格差が大きい状態のまま放置することには問題がある。 

 この問題への対応策の一つが、平成20年度税制改正の一環として制定・施行された「地

方法人特別税等に関する暫定措置法」（平成20年４月30日法律第25号。以下、地方法人特

別税法）であるが、名称にも端的に示されているように抜本的な見直しを先送りにしたも

のであり、地方税の拡充がなされなかったこともあって地方公共団体側の不満は大きいも

のであった(６)。 

 後述のように、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律」（平成24年８月22日法律第68号。以下、税制抜本改

革法）および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方

税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」（平成24年８月22日法律第69号）により、

消費税および地方消費税の税率引き上げを期に、地方法人二税および地方法人特別税の改

革が再び浮上することになる。その後、１年ほどに及ぶ政府内での検討を踏まえ、平成26

年度税制改正の一環として地方法人税法の導入が盛り込まれ、第186回国会会期中の平成

26年３月20日、参議院の可決により、地方法人税法が成立した。この法律は同月31日に法

律第11号として公布され、附則第１項により、同年10月１日に施行された。 

 地方消費税の税率という問題とも絡むこともあって、地方法人税の創設は地方税法体系

の抜本的改革を何ら意味するものでない。むしろ既存の地方法人特別税を縮小し、法人住

民税および法人事業税と併せて暫定的に再編し、本格的な改革を平成27年10月に予定され

ていた地方消費税の税率引き上げの時点まで先送りする内容となっている。 

 また、地方法人特別税に続いて地方法人税も国税と位置づけられたことは、今後、地方

                                                                                  

(５) その例として、佐藤主光『地方財政論入門』（2009年、新世社）180頁、片桐正俊編著『財

政学〜転換期の日本財政〜』〔第３版〕（2014年、東洋経済新報社）240頁［片桐正俊担当］、

306頁［沼尾波子担当］、金子宏『租税法』〔第十九版〕（2014年、弘文堂）554頁。 

(６) その例として、石井隆一「平成26年度地方税制改正について」地方税65巻１号（2014年）３

頁。安藤範行「歳出特別枠・別枠加算の見直しと地方法人税の交付税原資化〜平成26年度地方

財政対策〜」立法と調査349号（2014年）46頁も参照。 
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税制における法人課税は弱められ、国税化されるという方向性を示すものとも考えられる。

これは地方分権に逆行すると言えないのであろうか。 

 本稿は、このように法人課税における国と地方との税源配分に大きな影響を与えうる地

方法人税法について立法段階から検討し、内容を概観するとともに、地方自治・地方分権

の観点から課題を浮かび上がらせ、考察をなすことを目的とする。 

 

 

 2. 法律案が提出されるまでの動向 
   〜税源の偏在と地域間格差の現状も踏まえて〜 
 

 既に、平成８年12月20日、地方分権推進委員会が「第一次勧告」と同時に出した「国庫

補助負担金・税財源に関する中間とりまとめ」は「できるだけ税源の偏在性が少なく、税

収の安定性を備えた地方税体系の構築に配慮すべきである」と指摘していた。しかし、平

成13年６月14日の「地方分権推進委員会最終報告」に現れているように、この頃は地方消

費税の充実、法人事業税について外形標準課税の導入の必要性を唱えることが中心であり、

地方公共団体間の税収格差や税源の偏在性の問題はあまり深く取り上げられていなかった。 

 しかし、前述のように、いわゆる三位一体改革を経て、「地方税財源の充実確保」はも

とより、税源の偏在性などが意識されるようになる。例えば、地方六団体による「地方分

権の推進に関する意見 『豊かな自治と新しい国のかたちを求めて』地方財政自主のため

の７つの提言」（平成18年６月７日）は、「地方税の充実強化」として「偏在性の少ない

居住地課税である地方消費税と個人住民税の充実強化を図」ること、「『地方交付税』を

『地方共有税』に」改めることを主張した。翌年９月には、全国知事会が「平成20年度税

制改正に関する要望」を公表し、「国税と地方税の税体系の見直し」などとともに「地方

法人課税における分割基準のあり方」の検討を求めた。 

 また、平成19年５月30日の地方分権改革推進委員会「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〜」は、国から地方への税源移譲に際して「地方税

財源の充実確保、地域間の税収偏在の是正などの観点から、税源移譲、国庫補助負担金、

地方交付税等の税財政上の措置のあり方について一体的に検討」する必要性を掲げた。 

 同年11月16日の同委員会「中間的な取りまとめ」も、地域の活性化のために地域間の財

政力格差を是正する必要があり、そのために「地方交付税の制度改革を含め財政調整のあ

り方についても検討する」必要性、応益性を有し、かつ地域的な偏在性が少ない地方税源 
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超える水準のままであった(８)。 

 以上のような税収格差を是正するために、平成20年度税制改正の一環として地方法人特

別税法が制定され、施行された。しかし、「地方法人課税のあり方等に関する検討会報告

書」（平成25年11月６日。以下「検討会報告書」）がまとめているように、この法律は或

る種の妥協の産物である。すなわち、経済財政諮問会議において、総務大臣側は地方消費

税の充実などによって「税収が安定的で偏在度の少ない地方税体系を構築する」、そのた

めに「偏在度の小さい地方消費税と、偏在度の大きい地方法人二税を税源交換する」旨の

提案を行った(９)。これに対し、財務大臣側からは地方公共団体間の財政力格差が指摘され

た上で「地域間の財政力の格差是正」については、地方団体間の水平的調整、換言すれば

地方法人二税の配分基準の見直しによって対応すべきであるという見解が示された(10)。

結局、平成20年度税制改正において、地方法人特別税法第１条の表現を借りるならば「税

制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置と

して」地方法人特別税が設けられた。 

 地方特別法人税は、「その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に

対して譲与するため」に法人事業税の一部を国税化したものであり（同第１条）、「法人

の基準法人所得割額及び基準法人収入割額に」課するものである（同第６条。同第３条第

５号・第６号も参照）。その内容を概略的に示すと、次の通りである。 

 ● 法人事業税（所得割・収入割）のうち、地方消費税１％に相当する２兆6,000億円分

を分離し、地方法人特別税（国税）とする。これに伴い、例えば「付加価値割額、資

本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人」（地方法人特別

税法第９条第１号）については、従前の法人事業税率7.2％から、地方法人特別税の

税率4.3％、法人事業税の税率2.9％に改められる。なお、地方法人特別税の税率は、

地方法人特別税法第９条第１項により、基準法人所得割額（同第３条第５号。同第２

条も参照）に148％を乗ずることによって得られるものである。 

 ● 地方法人特別税の課税標準は法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率による）

                                                                                  

(８) 高木健二「地方法人２税の再配分と地方交付税」自治総研351号（2008年）37頁、滝陽介

「地方法人課税のあり方等に関する検討会のとりまとめについて」地方税65巻２号（2014年）

58頁も参照。 

(９) 平成19年11月８日に開催された平成19年第26回経済財政諮問会議の議事録 

  （http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/minutes_s.pdf）12頁による。佐藤・前掲

注(５)186頁、高木・前掲注(８)32頁も参照。 

(10) 前注と同じ議事録の13頁による。佐藤・前掲注(５)186頁、高木・前掲注(８)32頁も参照。 
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＜図１＞ 人口一人当たり税収額の偏在度の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(※) 「最大(東京)/最小の倍率」は、各都道府県ごとの人口１人当たり税収額の最大値（東京）

を最小値で割った数値である。 

(注)1. 税収額については各年度の決算額（各年度とも超過課税及び法定外税等を除く）であり、

人口は、平成25年３月31日現在の住民基本台帳人口による。 

  2. 地方税収計は、地方法人特別譲与税を含む。 

  3. 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税の合計額である。 

  4. 地方消費税は平成９年度導入。平年度化した平成10年度から計上しており、税収額は清算

後の額である。 

出典：総務省のサイト中の「人口一人当たり税収額の偏在度の推移」 

  （http://www.soumu.go.jp/main_content/000309900.pdf）（平成26年10月25日閲覧）。 

 

の充実の必要性を指摘した(７)。その背景には、平成15年度に底を打った地方法人二税の

税収が回復の傾向を見せ、地域間の税収格差が増大したことがある。「人口一人当たり税

収額の偏在度の推移」（図１）にも示されているように、地方税収全体での地域間の格差

は一貫して縮小傾向にあるものの、地方法人二税の偏在度（最大：最小の格差）について

は平成11年度に4.6倍と底を打った後、平成13年度に6.5倍にまで上昇し、平成15年度には

5.2倍にまで下がったが、平成16年度には再び6.4倍にまで上昇し、平成21年度まで６倍を

                                                                                  

(７) 地方分権改革推進委員会「第４次勧告〜自治財政権の強化による『地方政府』の実現へ〜」

（平成21年11月９日）も同旨。 
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超える水準のままであった(８)。 

 以上のような税収格差を是正するために、平成20年度税制改正の一環として地方法人特

別税法が制定され、施行された。しかし、「地方法人課税のあり方等に関する検討会報告

書」（平成25年11月６日。以下「検討会報告書」）がまとめているように、この法律は或

る種の妥協の産物である。すなわち、経済財政諮問会議において、総務大臣側は地方消費

税の充実などによって「税収が安定的で偏在度の少ない地方税体系を構築する」、そのた

めに「偏在度の小さい地方消費税と、偏在度の大きい地方法人二税を税源交換する」旨の

提案を行った(９)。これに対し、財務大臣側からは地方公共団体間の財政力格差が指摘され

た上で「地域間の財政力の格差是正」については、地方団体間の水平的調整、換言すれば

地方法人二税の配分基準の見直しによって対応すべきであるという見解が示された(10)。

結局、平成20年度税制改正において、地方法人特別税法第１条の表現を借りるならば「税

制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置と

して」地方法人特別税が設けられた。 

 地方特別法人税は、「その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として都道府県に

対して譲与するため」に法人事業税の一部を国税化したものであり（同第１条）、「法人

の基準法人所得割額及び基準法人収入割額に」課するものである（同第６条。同第３条第

５号・第６号も参照）。その内容を概略的に示すと、次の通りである。 

 ● 法人事業税（所得割・収入割）のうち、地方消費税１％に相当する２兆6,000億円分

を分離し、地方法人特別税（国税）とする。これに伴い、例えば「付加価値割額、資

本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人」（地方法人特別

税法第９条第１号）については、従前の法人事業税率7.2％から、地方法人特別税の

税率4.3％、法人事業税の税率2.9％に改められる。なお、地方法人特別税の税率は、

地方法人特別税法第９条第１項により、基準法人所得割額（同第３条第５号。同第２

条も参照）に148％を乗ずることによって得られるものである。 

 ● 地方法人特別税の課税標準は法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率による）

                                                                                  

(８) 高木健二「地方法人２税の再配分と地方交付税」自治総研351号（2008年）37頁、滝陽介

「地方法人課税のあり方等に関する検討会のとりまとめについて」地方税65巻２号（2014年）

58頁も参照。 

(９) 平成19年11月８日に開催された平成19年第26回経済財政諮問会議の議事録 

  （http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/minutes/2007/1108/minutes_s.pdf）12頁による。佐藤・前掲

注(５)186頁、高木・前掲注(８)32頁も参照。 

(10) 前注と同じ議事録の13頁による。佐藤・前掲注(５)186頁、高木・前掲注(８)32頁も参照。 
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とする（同第８条）。 

 ● 地方法人特別税の賦課徴収は、都道府県が法人事業税の賦課徴収と併せて行う（同第

10条）。 

 ● 地方法人特別税の収入額に相当する額を地方法人特別譲与税とし（同第32条）、地方

法人特別譲与税基本額（同第33条第１項）の２分の１に相当する額を各都道府県の人

口で按分し、残る２分の１を各都道府県の従業者数で按分し、譲与する。 

 ● 地方法人特別税については国税通則法および国税犯則取締法が適用されず、国税徴収

法の適用については同第２条第２項にいう地方税と見なされる（地方法人特別税法第

７条）。 

 このように、地方法人特別税は、既存の法人事業税の一部を国税化し、その収入額を譲

与税として都道府県に交付するものであることから、地方分権改革における長らくの課題

であった地方税の抜本的改革は先送りされたことを意味する。また、この税目の導入は、 

地方公共団体の収入の確保という面には資するものの、地方公共団体の税財源の確保ない

し充実という要請とは矛盾するものである。さらに、地方法人特別譲与税は地方交付税不

交付団体にも譲与されることとなるため、税源の偏在の是正という目的を実現するにも不

十分であると評価することも可能であろう。 

 もっとも、地方法人特別税・地方法人特別譲与税により、平成20年度以降、税源の偏在、

財政力の格差については緩和の傾向がみられた(11)。たしかに、図１から明らかなように、

地方法人二税の偏在度は、平成20年度に6.6倍、平成21年度に6.1倍であったが、平成22年

度には5.4倍となっており、地方法人特別税を加えると平成21年度に４倍台、平成22年度

および23年度には３倍台にまで低下している(12)。しかし、他の税目と比較すると依然高

く、また、地方法人二税の格差の縮小はリーマン・ショックを基因とする景気の悪化によ

る減収の影響も含まれている。 

 ここで、直近の例として、総務省がまとめた、平成24年度決算額に基づく「人口一人当

たりの税収額の指数」（図２）を参照する。全国平均を100とした場合、地方税収総計で

は東京都が最大の164.6に対して沖縄県が最小の64.7、格差は約2.5倍となり、都道府県間 

                                                                                  

(11) 地方法人課税のあり方等に関する検討会「地方法人課税のあり方等に関する検討会報告書」

（平成25年11月。以下、「検討会報告書」）10頁は「平成20年度以降の税源偏在・財政力格差

の状況は、人口一人当たり税収、財源超過額、財源超過額＋留保財源のいずれをみても、それ

以前より緩和されている状況にある」としている。 

(12) 「検討会報告書」の「参考資料」図表３による。 
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＜図２＞ 人口一人当たりの税収額の指数（平成24年度決算額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(※) 「最大/最小」は、各都道府県ごとの人口一人当たり税収額の最大値を最小値で割った数値である。 
(注)1. 地方税収計の税収額は、地方法人特別譲与税の額を含まず、超過課税及び法定外税等を除いたものである。 
  2. 個人住民税の税収額は、個人道府県民税（均等割及び所得割）及び個人市町村民税（均等割及び所得割）の合計額であり、超過課税分を除く。 
  3. 地方法人二税の税収額は、法人道府県民税、法人市町村民税及び法人事業税（地方法人特別譲与税を含まない。）の合計額であり、超過課税分を除く。 
  4. 固定資産税の税収額は、道府県分を含み、超過課税分を除く。 
  5. 人口は、平成25年３月31日現在の住民基本台帳人口による。 

出典：総務省のサイト中の「人口一人当たりの税収額の指数（平成24年度決算額）」 
  （http://www.soumu.go.jp/main_content/000309899.pdf）（平成26年10月21日閲覧）。 
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意思を踏まえれば、少なくとも今回の地方消費税の税率引上げに併せて、単に地方法人特

別税・譲与税を廃止し、法人事業税に復元する状況にはないと考えられる」と述べる(15)。

また、地方消費税の税率引き上げによって「地方消費税収と社会保障・税一体改革に伴う

社会保障関係費の支出増との間に不均衡が生じることが見込まれ、特に、交付団体では当

該社会保障関係費の支出増を上回る地方消費税の増収分は臨時財政対策債等の減少と相殺

される一方で、不交付団体ではそのまま財源超過額の増となる。すなわち基準財政需要額

に対する財源超過額等の割合等で示される財政力格差は、不交付団体と交付団体との間で

むしろ拡大する」と指摘される(16)。 

 このような問題に対処するためには、「偏在性が小さく、税収が安定した地方税体系」

に向けた改革が必要となるが、日本の場合は社会保障などの行政活動の多くが地方公共団

体によって行われていることから、「検討会」は、限界を認めつつも「地方交付税制度に

よる財源保障と財源調整が必要であ」り、「地方法人特別税・譲与税制度は異例の措置で

あ」ると述べる(17)。しかし、「検討会」は、原則として地方法人特別税を廃止して法人

事業税に復元すべきである旨を述べつつも、即時の廃止を求めている訳ではない。従って、

地方法人二税のうち、一部を地方交付税の原資に改めることができるものは法人住民税法

人税割である。「検討会報告書」も、法人住民税（法人税割）のほうが法人事業税より偏

在性が大きいこと、法人住民税法人税割の課税ベースが法人税と基本的に同じであること

を理由として、一部を地方交付税の原資に改めるべきであると提言する(18)。これでは法

人住民税法人税割の一部が国税となり、地方分権の趣旨に反するのではないかとも考えら

れるが(19)、｢検討会報告書」は「地方固有の財源である地方交付税の原資に国税化された

額の全額を繰り入れることにより、地方団体の貴重な税財源であるという性格が失われる

                                                                                  

(15) 「検討会報告書」11頁。同18頁には、地方法人特別税を廃止して法人事業税に復元すべきで

あるとする東京都税制調査会の見解、および、「地方法人特別税の復元と地方交付税も含めた

税財政制度改革を通じた偏在是正方策は同時に行うべきである」とする全国知事会地方財政制

度研究会の見解も紹介されている。また、安藤・前掲注(６)49頁は、平成25年11月15日の「地

方法人課税の見直しに関する緊急共同要請」（東京都、神奈川県、愛知県および大阪府）、同

月21日の「平成26年税制改正に関する指定都市市長会緊急要請」を「地方法人税収の多い地方

団体からの反発」として紹介する。 

(16) 「検討会報告書」11頁。下線は引用者による（以下についても同じ）。なお、このことは全

国知事会地方財政制度研究会も指摘している（「検討会報告書」19頁）。 

(17) 「検討会報告書」13頁、14頁。 

(18) 「検討会報告書」15頁、21頁、23頁。 

(19) 安藤・前掲注(６)49頁も参照。 
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において顕著な地域間格差が存在していることがわかる。さらに、都道府県間の税収の格

差を、個人住民税、地方法人二税(13)、地方消費税（清算後）および固定資産税について

概観すると、最も格差が少ないのが地方消費税（清算後）であり、最大の138.6（東京都）

と最小の75.4（沖縄県）との格差は約1.8倍である。逆に最も格差が大きいのは地方法人

二税であり、最大の247.2（東京都）と最小の43.5（奈良県）との格差は約5.7倍である。

東京都の突出が目立つが、他に地方法人二税の指数が100を超えているのは宮城県

（107.2）、山梨県（104.1）、愛知県（118.0）、大阪府（121.5）および香川県（103.2）

のみである。以上について地方法人特別税・地方法人特別譲与税による是正分は含まれて

いないが、それだけに地方法人二税の税収格差が大きい状態のまま続いていることが明ら

かである。 

 地方法人特別法の見直しの転機となったのが税制抜本改革法である。この法律の第７条

第５号においては、「地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な

改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏

まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを行う」こと（同イ）、および「税制

の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことに

より税源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を

通じて幅広く検討する」こと（同ロ）が課題とされている。これを踏まえ、平成24年９月、

地方財政審議会に「地方法人課税のあり方等に関する検討会」（以下「検討会」）が設置

され、約１年の間に16回の会議が行われ、議論がなされた。その結果が「検討会報告書」

としてまとめられる。 

 「検討会報告書」は、税制抜本改革法による地方消費税の税率引き上げを「社会保障財

源の確保と地方財政の健全化を目的として行われた改革」であって「地方税の税源偏在・

財政力格差の是正の観点からみれば、偏在性の小さい地方消費税が充実することにより、

人口一人当たり税収等で示される税源偏在が緩和されることは評価すべきことである」と

する(14)｡その上で、「今回の地方消費税の税率引上げに併せて、地方法人特別税・譲与税

を廃止し、法人事業税に復元する場合、現状より財源超過額等で示される税源偏在・財政

力格差は拡大し、平成17年度当時の水準に戻ることとなる」と指摘し、「平成20年度税制

改正において、当時の直近の決算である平成17年度決算における税源偏在・財政力格差の

状況を踏まえて、その是正が必要として地方法人特別税・譲与税制度を成立させた国会の

                                                                                  

(13) これらの税の超過課税分は除外される。また、地方法人特別譲与税は含まれない。 

(14) 「検討会報告書」10頁。 
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意思を踏まえれば、少なくとも今回の地方消費税の税率引上げに併せて、単に地方法人特

別税・譲与税を廃止し、法人事業税に復元する状況にはないと考えられる」と述べる(15)。

また、地方消費税の税率引き上げによって「地方消費税収と社会保障・税一体改革に伴う

社会保障関係費の支出増との間に不均衡が生じることが見込まれ、特に、交付団体では当

該社会保障関係費の支出増を上回る地方消費税の増収分は臨時財政対策債等の減少と相殺

される一方で、不交付団体ではそのまま財源超過額の増となる。すなわち基準財政需要額

に対する財源超過額等の割合等で示される財政力格差は、不交付団体と交付団体との間で

むしろ拡大する」と指摘される(16)。 

 このような問題に対処するためには、「偏在性が小さく、税収が安定した地方税体系」

に向けた改革が必要となるが、日本の場合は社会保障などの行政活動の多くが地方公共団

体によって行われていることから、「検討会」は、限界を認めつつも「地方交付税制度に

よる財源保障と財源調整が必要であ」り、「地方法人特別税・譲与税制度は異例の措置で

あ」ると述べる(17)。しかし、「検討会」は、原則として地方法人特別税を廃止して法人

事業税に復元すべきである旨を述べつつも、即時の廃止を求めている訳ではない。従って、

地方法人二税のうち、一部を地方交付税の原資に改めることができるものは法人住民税法

人税割である。「検討会報告書」も、法人住民税（法人税割）のほうが法人事業税より偏

在性が大きいこと、法人住民税法人税割の課税ベースが法人税と基本的に同じであること

を理由として、一部を地方交付税の原資に改めるべきであると提言する(18)。これでは法

人住民税法人税割の一部が国税となり、地方分権の趣旨に反するのではないかとも考えら

れるが(19)、｢検討会報告書」は「地方固有の財源である地方交付税の原資に国税化された

額の全額を繰り入れることにより、地方団体の貴重な税財源であるという性格が失われる

                                                                                  

(15) 「検討会報告書」11頁。同18頁には、地方法人特別税を廃止して法人事業税に復元すべきで

あるとする東京都税制調査会の見解、および、「地方法人特別税の復元と地方交付税も含めた

税財政制度改革を通じた偏在是正方策は同時に行うべきである」とする全国知事会地方財政制

度研究会の見解も紹介されている。また、安藤・前掲注(６)49頁は、平成25年11月15日の「地

方法人課税の見直しに関する緊急共同要請」（東京都、神奈川県、愛知県および大阪府）、同

月21日の「平成26年税制改正に関する指定都市市長会緊急要請」を「地方法人税収の多い地方

団体からの反発」として紹介する。 

(16) 「検討会報告書」11頁。下線は引用者による（以下についても同じ）。なお、このことは全

国知事会地方財政制度研究会も指摘している（「検討会報告書」19頁）。 

(17) 「検討会報告書」13頁、14頁。 

(18) 「検討会報告書」15頁、21頁、23頁。 

(19) 安藤・前掲注(６)49頁も参照。 
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  参議院付託年月日              平成26年３月７日（財務金融委員会） 

  参議院審査終了年月日          平成26年３月20日（可決） 

  参議院審議終了年月日          平成26年３月20日（可決） 

  公布年月日          平成26年３月31日 

  法律番号           第11号 

  施行年月日          平成26年10月１日（附則第１項） 

 地方法人税法案の提案理由は、「平成二十六年度の税制改正の一環として、法人の道府

県民税及び市町村民税の法人税割の税率の引下げにあわせて地方団体の税源の偏在性を是

正しその財源の均衡化を図ることを目的として地方交付税の財源を確保するための地方法

人税を創設するため、その課税標準、税率等の計算方法を定めるとともに、地方法人税の

申告及び納付の手続その他納税義務の適正な履行を確保するための必要な事項を定める必

要がある」と述べられる。これを受けて財務金融委員会（衆議院）・財政金融委員会（参

議院）の審査が行われたのであるが、「所得税等の一部を改正する法律案」（以下、所得

税法等改正法案）と一括審議されており、関心も所得税法等改正法案のほうが高かったこ

とは否定できない。 

 審査は、平成26年２月25日の衆議院財務金融委員会（第３号）から開始された。 

 大熊利昭委員（みんなの党。以下同じ）は、地方法人税による法人住民税法人税割の引

き下げ分（4.4％）について「基本的な理解としては、いわゆる都市部と地方の格差が広

がっているんだ、こういうところに背景があるというふうに考えて差し支えないものなの」

かと質問している。これに対し、上川陽子総務副大臣（当時）は「地方消費税率引き上げ

によりまして、地方税そのものは充実する」と述べた上で、「交付税におきましては、こ

の増収分が基準財政収入額に算入されることとなるということでありますので、交付団体

においては、これが地方交付税の減となって相殺される。また一方、不交付団体では、そ

のまま超過財源の増というふうになるわけで、委員御指摘のとおり、交付団体と不交付団

体との間の財政力の格差の拡大というところにつながる」ので「今回の改正におきまして

は、地方団体間の財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の一部を交付税原資化する」

と答弁している。関連して、政府参考人の平嶋彰英総務省大臣官房審議官は、リーマン・

ショック以前に「都市部と地方部の格差」が拡大しており、「ここ数年、法人関係税が少

し回復してきており」、再び格差が拡大傾向にある旨を述べている。 

 また、鈴木克昌委員（生活の党）が、都道府県間で地方法人税導入について見解が分か

れることを指摘したのに対し、伊藤忠彦総務大臣政務官は、「偏在性の大きい法人住民税
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ことはないことに留意する必要がある」と述べ、地方分権の趣旨に反しないと理解するよ

うである。 

 「検討会報告書」によって打ち出された法人住民税法人税割の一部国税化は、平成25年

12月12日の平成26年度税制改革大綱（自由民主党・公明党）に地方法人税として盛り込ま

れる。大綱は「税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築すること」などを

地方税制に関する「中長期的な課題」としてあげた上で、次のように提案した。 

 ① 消費税・地方消費税の税率が８％の段階において、法人住民税法人税割の税率を引

き下げ、その引き下げ分に相当する課税標準を法人税額とする地方法人税を創設する。

その税収の全額は交付税及び譲与税配付金特別会計に直接繰り入れ、地方交付税原資

とする。 

 ② 地方法人特別税・譲与税の規模を縮小し、法人事業税に復元する。 

 ③ 消費税・地方消費税の税率が10％となった段階において、法人住民税法人税割の地

方交付税原資化をさらに進め、地方法人特別税・譲与税を廃止する。 

 

 

 3. 法律案の審議状況 
 

 このようにして立案された地方法人税法案は、第186回国会会期中の平成26年２月４日

に内閣提出法案第８号として衆議院に提出、受理された(20)。その後の経過について概略

を示すと、次の通りである。 

  衆議院議案受理年月日          平成26年２月４日 

  衆議院付託年月日              平成26年２月24日（財務金融委員会） 

  衆議院審査終了年月日          平成26年２月28日（可決） 

  衆議院審議終了年月日          平成26年２月28日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日 平成26年２月４日 

  参議院議案受理年月日          平成26年２月28日 

                                                                                  

(20) 地方法人税法案に関連する「地方税法等の一部を改正する法律案」（閣法10号）および「地

方交付税法等の一部を改正する法律案」（閣法11号）は、いずれも同月７日に衆議院に提出、

受理され、同月18日に衆議院総務委員会に付託された。いずれの法案も平成26年２月28日に衆

議院本会議で可決され、３月20日に参議院本会議で可決され、成立した。同月31日に「地方税

法等の一部を改正する法律」は法律第４号として、「地方交付税法等の一部を改正する法律案」

は法律第５号として公布された。 
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  参議院付託年月日              平成26年３月７日（財務金融委員会） 

  参議院審査終了年月日          平成26年３月20日（可決） 

  参議院審議終了年月日          平成26年３月20日（可決） 

  公布年月日          平成26年３月31日 

  法律番号           第11号 

  施行年月日          平成26年10月１日（附則第１項） 

 地方法人税法案の提案理由は、「平成二十六年度の税制改正の一環として、法人の道府

県民税及び市町村民税の法人税割の税率の引下げにあわせて地方団体の税源の偏在性を是

正しその財源の均衡化を図ることを目的として地方交付税の財源を確保するための地方法

人税を創設するため、その課税標準、税率等の計算方法を定めるとともに、地方法人税の

申告及び納付の手続その他納税義務の適正な履行を確保するための必要な事項を定める必

要がある」と述べられる。これを受けて財務金融委員会（衆議院）・財政金融委員会（参

議院）の審査が行われたのであるが、「所得税等の一部を改正する法律案」（以下、所得

税法等改正法案）と一括審議されており、関心も所得税法等改正法案のほうが高かったこ

とは否定できない。 

 審査は、平成26年２月25日の衆議院財務金融委員会（第３号）から開始された。 

 大熊利昭委員（みんなの党。以下同じ）は、地方法人税による法人住民税法人税割の引

き下げ分（4.4％）について「基本的な理解としては、いわゆる都市部と地方の格差が広

がっているんだ、こういうところに背景があるというふうに考えて差し支えないものなの」

かと質問している。これに対し、上川陽子総務副大臣（当時）は「地方消費税率引き上げ

によりまして、地方税そのものは充実する」と述べた上で、「交付税におきましては、こ

の増収分が基準財政収入額に算入されることとなるということでありますので、交付団体

においては、これが地方交付税の減となって相殺される。また一方、不交付団体では、そ

のまま超過財源の増というふうになるわけで、委員御指摘のとおり、交付団体と不交付団

体との間の財政力の格差の拡大というところにつながる」ので「今回の改正におきまして

は、地方団体間の財政力格差の縮小を図るため、法人住民税の一部を交付税原資化する」

と答弁している。関連して、政府参考人の平嶋彰英総務省大臣官房審議官は、リーマン・

ショック以前に「都市部と地方部の格差」が拡大しており、「ここ数年、法人関係税が少

し回復してきており」、再び格差が拡大傾向にある旨を述べている。 

 また、鈴木克昌委員（生活の党）が、都道府県間で地方法人税導入について見解が分か

れることを指摘したのに対し、伊藤忠彦総務大臣政務官は、「偏在性の大きい法人住民税
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 同日に行われた本会議（第７号）においては、古本伸一郎議員（民主党・無所属クラブ）

および佐々木議員の反対討論が行われたが、同法案は起立多数により、可決された。 

 参議院財政金融委員会による審査は、３月13日に開始された（第３号）が、この時は麻

生財務大臣による法律案の説明のみがなされ、18日（第５号）に質疑が行われているが、

地方法人税法案に関して明確な質疑を行ったのは平野達男委員（民主党）のみである。同

委員は、地方消費税についても地方交付税不交付団体に税源が集中する傾向があると指摘

した上で、地方法人特別税の縮減と地方法人税の導入（法人住民税法人税割の国税化）の

関係に関する総務省の説明に苦言を呈していた(21)。同月20日の参議院財政金融委員会

（第６号）においては、礒崎哲史委員（民主党・新緑風会）および大門実紀史委員（日本

共産党）の反対討論がなされたが、礒崎委員は地方法人税法案に対する具体的な反対理由

を述べておらず、大門委員は衆議院における佐々木委員と同旨を述べたに留まる。 

 同日に行われた本会議（第９号）においては、安井美沙子議員（民主党・新緑風会）の

反対討論が行われたが、同法案は賛成投票多数により、可決した。これにより、地方法人

税法が成立した。 

 

 

 4. 法律の内容 
 

 地方法人税法は全37箇条および附則から構成される。第１条に示されるように、法律の

内容は「納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納

税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるもの」であるが、本稿は租税法の

論文や解説ではないので、地方自治・地方分権の観点から必要最小限の事項を取り上げ、

概観した上で若干の検討を行う。 

 地方法人税の趣旨は、第１条に「地方交付税の財源を確保するため」と明定されている。

これを受ける形で、地方交付税法第６条第１項は「地方法人税の収入額」を地方交付税の

構成部分とし、第２項は「地方法人税の収入見込額に相当する額」を交付すべき総額に合

算する旨を定める。使途を特定の経費に充てることが予定されているとまでは言えないの

                                                                                  

(21) なお、５月13日の参議院総務委員会（第18号）において、片山虎之助委員（日本維新の会）

は、法人事業税の所得割・収入割についてはその一部を地方法人特別税として国税化した上で

譲与税とし、法人住民税の法人税割については地方法人税として国税とした上で地方交付税の

一部とすることにつき、「こんなややこしいことを何でするのか」などと批判する。 
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法人税割の一部を地方法人税として国税化」し、「その税収全額を地方交付税の原資に繰

り入れること」が「地方分権に逆行するという声も」あることを認めつつ、「国税化され

る税収の全額は、地方の固有の財源である地方交付税の原資となる」ので「地方全体とし

て、地方税の充実を図りつつ、地域間の税源の偏在性を是正いたしまして財政力格差の縮

小を図る今回の改正の内容につきましては、地方分権のさらなる推進に資することである、

大変重要な改革であるというふうに認識をいたしております」と答弁した。 

 次に、翌日の衆議院財務金融委員会（第４号）である。まず、桜内文城委員（日本維新

の会）は、地方法人税が「地方の住民税を四・四％分減税するかわりに、これを国税とし

て徴収して、それを交付税特会を経由して地方に偏在なくお配りするという仕組みであ」

ると指摘した上で、法人事業税の一部を国税化した地方法人特別税、法人住民税の一部を

国税化する地方法人税のいずれも損金不算入であると質したのに対し、古川禎久財務副大

臣は「地方法人特別税・譲与税を、金額を圧縮していって今後それをなくしていくという

こと、あるいは、今回の地方法人税にしましても、税調の方針としては経過的な位置づけ

だというふうに受けとめ」るが「将来的にはもっと整理される形で議論がなされるべきも

のだ」とする旨を述べている。 

 鈴木委員は、「我が国の法人実効税率については、国際的には、国税よりも地方税の方

が高いというふうに指摘されており」、「今後の法人実効税率引き下げ論議では、地方法

人二税の軽減も議論の対象になるのではないか」と、「地方法人課税の見直しを含めた法

人実効税率の引き下げ議論の方向性」を質した。今後の税制改革の方向性に関わる重要な

論点を示したものと評価しうるが、それだけに回答は難しいであろう。麻生財務大臣も、

今後、政府税制調査会において検討するなどと応答したにすぎない。 

 結局、平成26年２月28日の衆議院財務金融委員会（第５号）の冒頭に動議が提出されて

質疑は終局した。田沼隆志委員（日本維新の会）は、地方法人税法案が「地方税を国税に

するもので、地方分権の原則に逆行しており」、「この税は直接地方交付税特会に入ると

言いますけれども、依然として、交付税制度の存続、中央集権的制度を前提とし」、「地

方の自立、そのための消費税地方税化と地方共有税創設とは全く相入れ」ないとして反対

討論を行った。また、佐々木憲昭委員（日本共産党）は、地方法人税法案が「消費税増税

に伴う地方消費税の増収によって拡大する地方自治体間の税収格差を法人住民税等の見直

しで是正するために、地方法人税を新たに創設するもので」、「消費税増税と一体のもの

であり、消費税を地方財政の主要財源として整備、定着させるものであ」るなどとして反

対討論を行った。しかし同法案は起立多数により可決された。 
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 同日に行われた本会議（第７号）においては、古本伸一郎議員（民主党・無所属クラブ）

および佐々木議員の反対討論が行われたが、同法案は起立多数により、可決された。 

 参議院財政金融委員会による審査は、３月13日に開始された（第３号）が、この時は麻

生財務大臣による法律案の説明のみがなされ、18日（第５号）に質疑が行われているが、

地方法人税法案に関して明確な質疑を行ったのは平野達男委員（民主党）のみである。同

委員は、地方消費税についても地方交付税不交付団体に税源が集中する傾向があると指摘

した上で、地方法人特別税の縮減と地方法人税の導入（法人住民税法人税割の国税化）の

関係に関する総務省の説明に苦言を呈していた(21)。同月20日の参議院財政金融委員会

（第６号）においては、礒崎哲史委員（民主党・新緑風会）および大門実紀史委員（日本

共産党）の反対討論がなされたが、礒崎委員は地方法人税法案に対する具体的な反対理由

を述べておらず、大門委員は衆議院における佐々木委員と同旨を述べたに留まる。 

 同日に行われた本会議（第９号）においては、安井美沙子議員（民主党・新緑風会）の

反対討論が行われたが、同法案は賛成投票多数により、可決した。これにより、地方法人

税法が成立した。 

 

 

 4. 法律の内容 
 

 地方法人税法は全37箇条および附則から構成される。第１条に示されるように、法律の

内容は「納税義務者、課税の対象、税額の計算の方法、申告及び納付の手続並びにその納

税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるもの」であるが、本稿は租税法の

論文や解説ではないので、地方自治・地方分権の観点から必要最小限の事項を取り上げ、

概観した上で若干の検討を行う。 

 地方法人税の趣旨は、第１条に「地方交付税の財源を確保するため」と明定されている。

これを受ける形で、地方交付税法第６条第１項は「地方法人税の収入額」を地方交付税の

構成部分とし、第２項は「地方法人税の収入見込額に相当する額」を交付すべき総額に合

算する旨を定める。使途を特定の経費に充てることが予定されているとまでは言えないの

                                                                                  

(21) なお、５月13日の参議院総務委員会（第18号）において、片山虎之助委員（日本維新の会）

は、法人事業税の所得割・収入割についてはその一部を地方法人特別税として国税化した上で

譲与税とし、法人住民税の法人税割については地方法人税として国税とした上で地方交付税の

一部とすることにつき、「こんなややこしいことを何でするのか」などと批判する。 
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＜表１＞ 法人住民税法人税割の税率の改正（平成26年10月１日以後に開始する事業年度より） 

 

税   目 
改 正 前 改 正 後 

標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 

道府県民税法人税割  5.0％  6.0％ 3.2％  4.2％ 

市町村民税法人税割 12.3％ 14.7％ 9.7％ 12.1％ 

出典：平成26年度税制改正大綱（自由民主党、公明党。平成25年12月12日）79頁。 

 

＜表２＞ 地方特別法人税法の税率の改正（平成26年10月１日以後に開始する事業年度より） 

 
区     分 改正前 改正後 

付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額（外形標準課税） 

によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 
148％ 67.4％ 

所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率  81％ 43.2％ 

収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率  81％ 43.2％ 

出典：平成26年度税制改正大綱（自由民主党、公明党。平成25年12月12日）80頁。 

 

＜表３＞ 法人事業税の所得割・収入割の税率の改正（平成26年10月１日以後に開始する
事業年度より） 

 

区 分 法人の種類 所得等の区分 
標準税率 

改正前 改正後

外 形 標 準 

課 税 法 人 

資本金等の額が 

１ 億 円 超 の 

普 通 法 人 

所得割

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下 1.5％ 2.2％

年400万円超   

年800万円以下 
2.2％ 3.2％

年800万円超  2.9％ 4.3％

軽減税率不適用法人 2.9％ 4.3％

付加価値割 改正なし 

資 本 割 改正なし 

所得課税法人 
普 通 法 人 ・ 

公 益 法 人 等 
所得割

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下 2.7％ 3.4％

年400万円超   

年800万円以下 
4.0％ 5.1％

年800万円超  5.3％ 6.7％

軽減税率不適用法人 5.3％ 6.7％

所得課税法人 

特 別 法 人 

(農協､信用金庫､ 

医 療 法 人 等 ) 

所得割

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下 2.7％ 3.4％

年400万円超   3.6％ 4.6％

軽減税率不適用法人 3.6％ 4.6％

収 入 金 額 

課 税 法 人 

電気・ガス供給 

業・保険業法人 
収 入 割 0.7％ 0.9％

出典：平成26年度税制改正大綱（自由民主党、公明党。平成25年12月12日）81頁より、筆者が作成。 
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で、普通税として位置づけられており、この点は地方法人特別税と同様である(22)。 

 地方法人税の納税義務者は「法人税を納める義務がある法人」であり（地方法人税法第

４条）、法人税と同一である。また、課税物件は「法人の各課税事業年度の基準法人税額」

であり（同第５条）、課税標準は「各課税事業年度の課税標準法人税額」＝「各課税事業

年度の基準法人税額」である（同第９条）。ここで、基準法人税額は地方法人税法第６条

各号に定義されるものであり、第１号を例にとるならば「法人税法第二条第三十一号に規

定する確定申告書を提出すべき内国法人」については「当該内国法人の法人税の課税標準

である各事業年度の所得の金額につき、同法その他の法人税の税額の計算に関する法令の

規定（同法第六十八条から第七十条の二までの規定を除く。）により計算した法人税の額

（附帯税の額を除く。）」である(23)。従って、地方法人税の課税要件に関する規定は、

表現に若干の相違はあるものの、法人住民税法人税割に関する地方税法の規定と同じ趣旨

である（地方税法第23条第１項第３号・第４号、同第292条第１項第３号・第４号を参

照）。 

 立法の趣旨からすれば、最も関心を呼ぶものは税率であろう。地方法人税法第10条第１

項は、「地方法人税の額は、各課税事業年度の課税標準法人税額に百分の四・四の税率を 

乗じて計算した金額とする」と定める（同第２項も参照)(24)。これに伴い、平成26年10月

１日以後に開始する事業年度より、道府県民税法人税割の標準税率（地方税法第51条第１

項本文）は5.0％から3.2％に、制限税率（同ただし書き）は6.0％から4.2％に改められる

（地方税法等の一部を改正する法律第１条）。また、市町村民税法人税割の標準税率（地

方税法第314条の４第１項）は12.3％から9.7％に、制限税率（同ただし書き）は14.7％か

ら12.1％に改められる（地方税法等の一部を改正する法律第１条。以上につき、表１も参

照）。これにより、法人税＋住民税法人税割の納税負担は改正の前後で変わらないことと

なる(25)。 

                                                                                  

(22) 金子・前掲注(５)15頁、石村耕治編『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』〔第７版〕

（2014年、清文社）22頁［浅羽隆史担当］。 

(23) 従って、所得税額控除、外国税額控除、および仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴

う法人税額の控除は行われない。但し、地方法人税の外国税額控除、および仮装経理に基づく

過大申告の場合の更正に伴う地方法人税額の控除は行われる（地方法人税法第12条、第13条）。 

(24) また、法人税法に定められる特定同族会社等の特別税率の適用がある法人については、地方

法人税法第11条により、法人税法「第六十七条第一項又は第八十一条の十三第一項に規定する

合計額に百分の四・四を乗じて計算した金額を加算した金額」とされる。 

(25) この点については、村木慎吾「法人課税（Ｑ＆Ａでわかる ― 大綱の項目別解説）」税務弘

報62巻３号（2014年）64頁の図表がわかりやすい。 
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＜表１＞ 法人住民税法人税割の税率の改正（平成26年10月１日以後に開始する事業年度より） 

 

税   目 
改 正 前 改 正 後 

標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 

道府県民税法人税割  5.0％  6.0％ 3.2％  4.2％ 

市町村民税法人税割 12.3％ 14.7％ 9.7％ 12.1％ 

出典：平成26年度税制改正大綱（自由民主党、公明党。平成25年12月12日）79頁。 

 

＜表２＞ 地方特別法人税法の税率の改正（平成26年10月１日以後に開始する事業年度より） 

 
区     分 改正前 改正後 

付加価値割額、資本割額および所得割額の合算額（外形標準課税） 

によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率 
148％ 67.4％ 

所得割額によって法人事業税を課税される法人の所得割額に対する税率  81％ 43.2％ 

収入割額によって法人事業税を課税される法人の収入割額に対する税率  81％ 43.2％ 

出典：平成26年度税制改正大綱（自由民主党、公明党。平成25年12月12日）80頁。 

 

＜表３＞ 法人事業税の所得割・収入割の税率の改正（平成26年10月１日以後に開始する
事業年度より） 

 

区 分 法人の種類 所得等の区分 
標準税率 

改正前 改正後

外 形 標 準 

課 税 法 人 

資本金等の額が 

１ 億 円 超 の 

普 通 法 人 

所得割

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下 1.5％ 2.2％

年400万円超   

年800万円以下 
2.2％ 3.2％

年800万円超  2.9％ 4.3％

軽減税率不適用法人 2.9％ 4.3％

付加価値割 改正なし 

資 本 割 改正なし 

所得課税法人 
普 通 法 人 ・ 

公 益 法 人 等 
所得割

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下 2.7％ 3.4％

年400万円超   

年800万円以下 
4.0％ 5.1％

年800万円超  5.3％ 6.7％

軽減税率不適用法人 5.3％ 6.7％

所得課税法人 

特 別 法 人 

(農協､信用金庫､ 

医 療 法 人 等 ) 

所得割

軽減税率 

適用法人 

年400万円以下 2.7％ 3.4％

年400万円超   3.6％ 4.6％

軽減税率不適用法人 3.6％ 4.6％

収 入 金 額 

課 税 法 人 

電気・ガス供給 

業・保険業法人 
収 入 割 0.7％ 0.9％

出典：平成26年度税制改正大綱（自由民主党、公明党。平成25年12月12日）81頁より、筆者が作成。 
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に関する質疑応答がなされていたことに、注意を向けるべきである。現在の第二次安倍内

閣は法人課税の実効税率引き下げを重要政策として掲げており、国会での質疑応答におい

ても内閣が法人税率の引き下げを目指すことが明言されている。平成26年度与党税制改革

大綱も「わが国経済の競争力の向上のために様々な対応を行う中で、法人実効税率を引き

下げる環境を作り上げることも重要な課題である」と述べている。法人実効税率の引き下

げが実現されるならば、法人課税への依存度が高い都道府県財政に対する負の影響は否定

できない。 

 第一に、地方交付税法第６条に定められる地方交付税の総額の算定に影響を及ぼす。同

条に定められる（地方法人税を除く）５税の収入（見込）額の構成比率を見直す、などの

措置がとられたものの（地方交付税法第６条を参照）、「抜本的な改革」が行われる際に

は再検討が求められるであろう。少なくとも、法人税の収入（見込）額に関しては修正を

必要とすることとなる。 

 第二に、法人税法第158条が「地方公共団体は、法人税の附加税を課することができな

い」と定めるにも関わらず、法人住民税の法人税割、および法人事業税の所得割が実質的

に法人税の付加税としての位置づけを与えられることから、法人課税そのものの再検討を

行わざるをえない。とくに、法人住民税の法人税割は「法人税額又は個別帰属法人税額を

課税標準として課する」ものであり（地方税法第23条第１項第３号、同第292条第１項第

３号）、法人税率と法人税割の税額は連動する。また、法人事業税の所得割の課税標準は

各事業年度の所得額であり（同第72条の12第１号ハ）、その算定は「当該各事業年度の法

人税の課税標準である所得の計算の例によ」る（同第72条の23第１項）から、やはり法人

税率の引き下げが法人事業税にも影響を及ぼすこととなる。 

 今後、「抜本的な改革」がどの程度まで行われうるのか、不明瞭な部分もあるが、地方

法人特別税、地方法人税と進んできた過程に鑑みるならば、地方税制についても「法人所

得課税から消費課税へ」という傾向が強められる可能性は高いものと思われる。また、

「検討会報告書」においても指摘されているように、今後、法人住民税均等割、法人事業

税付加価値割などの充実も検討されるものと思われる。いずれにせよ、地方税制における

所得課税が縮小の方向性をたどる可能性があることは、否定できないであろう。 

（もり としき 大東文化大学法学部教授） 

 

キーワード：地方法人税法／地方法人特別税法／税源の偏在度／ 

      税収格差／地方消費税／地方法人二税 
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 また、地方法人税法の成立・施行に伴い、法人事業税および地方法人特別税の税率は地

方税法等の一部を改正する法律第４条により変更される。その概略を表２および表３に示

したが、先に例とした「付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって法人の事

業税を課される法人」（地方法人特別税法第９条第１号）によって示すならば、地方法人

特別税の税率は4.3％から2.9％(26)に、法人事業税の税率は2.9％から4.3％に改められる。

すなわち、法人事業税の税率は引き上げられ、地方法人特別税の税率は引き下げられ、そ

の結果として、法人事業税＋地方法人特別税の納税負担は改正の前後でほとんど変わらな

いこととなる(27)。 

 納税義務者の納税負担に変化が生じないように工夫された訳であるが、少なくとも消費

税・地方消費税の税率が10％に引き上げられるまでは、地方法人特別税と地方法人税とが

併存することとなる。 

 また、地方法人特別税の賦課徴収が「都道府県が、当該都道府県の法人の事業税の賦課

徴収の例により、当該都道府県の法人の事業税の賦課徴収と併せて行うものとする」（地

方法人特別税法第10条）とされているのに対し、地方法人税の場合は納税義務者たる法人

が所轄税務署長に申告し、納付することとされている（地方法人税法第16条、第19条ない

し第21条）。このことから、今後、地方税制における法人課税は弱められ、国税化される

という方向性を示すものとも考えられる(28)。 

 

 

 5. おわりに 
 

 前述のように、地方法人税法案は、第186回国会において所得税法等改正法案と併せて

審議されたが、後者と比較しても十分に審議されたものとは言い難い。しかし、両法案の

審議 ― とは言え、ほとんどが所得税法等改正法案に関する内容であったが ― において

度々法人税の税率引き下げ、さらに法人住民税・法人事業税を併せた実効税率の引き下げ

                                                                                  

(26) 地方法人特別税法第９条第１項により、基準法人所得割額（同第３条第５号。同第２条も参

照）に新しい税率の67.4％を乗ずることによって得られる。 

(27) やはり、村木・前掲注(25)頁の図表がわかりやすい。厳密には、改正の前後で法人事業税＋

地方法人特別税の納税負担が全く変わらない訳ではなく、「付加価値割額、資本割額及び所得

割額の合算額によって法人の事業税を課される法人」については、7.192％から7.198％に、僅

かながら引き上げられることになる。 

(28) 多田雄司「地方公共団体の自主財源と歳入格差の是正」税経通信69巻７号（2014年）３頁も

参照。 

－ 130 －



 

－ 131 － 

●－自治総研通巻434号 2014年12月号－●

に関する質疑応答がなされていたことに、注意を向けるべきである。現在の第二次安倍内

閣は法人課税の実効税率引き下げを重要政策として掲げており、国会での質疑応答におい

ても内閣が法人税率の引き下げを目指すことが明言されている。平成26年度与党税制改革

大綱も「わが国経済の競争力の向上のために様々な対応を行う中で、法人実効税率を引き

下げる環境を作り上げることも重要な課題である」と述べている。法人実効税率の引き下

げが実現されるならば、法人課税への依存度が高い都道府県財政に対する負の影響は否定

できない。 

 第一に、地方交付税法第６条に定められる地方交付税の総額の算定に影響を及ぼす。同

条に定められる（地方法人税を除く）５税の収入（見込）額の構成比率を見直す、などの

措置がとられたものの（地方交付税法第６条を参照）、「抜本的な改革」が行われる際に

は再検討が求められるであろう。少なくとも、法人税の収入（見込）額に関しては修正を

必要とすることとなる。 

 第二に、法人税法第158条が「地方公共団体は、法人税の附加税を課することができな

い」と定めるにも関わらず、法人住民税の法人税割、および法人事業税の所得割が実質的

に法人税の付加税としての位置づけを与えられることから、法人課税そのものの再検討を

行わざるをえない。とくに、法人住民税の法人税割は「法人税額又は個別帰属法人税額を

課税標準として課する」ものであり（地方税法第23条第１項第３号、同第292条第１項第

３号）、法人税率と法人税割の税額は連動する。また、法人事業税の所得割の課税標準は

各事業年度の所得額であり（同第72条の12第１号ハ）、その算定は「当該各事業年度の法

人税の課税標準である所得の計算の例によ」る（同第72条の23第１項）から、やはり法人

税率の引き下げが法人事業税にも影響を及ぼすこととなる。 

 今後、「抜本的な改革」がどの程度まで行われうるのか、不明瞭な部分もあるが、地方

法人特別税、地方法人税と進んできた過程に鑑みるならば、地方税制についても「法人所

得課税から消費課税へ」という傾向が強められる可能性は高いものと思われる。また、

「検討会報告書」においても指摘されているように、今後、法人住民税均等割、法人事業

税付加価値割などの充実も検討されるものと思われる。いずれにせよ、地方税制における

所得課税が縮小の方向性をたどる可能性があることは、否定できないであろう。 

（もり としき 大東文化大学法学部教授） 

 

キーワード：地方法人税法／地方法人特別税法／税源の偏在度／ 
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 地方自治関連立法動向研究２  

 

 

教科書採択制度と無償給与制度 
 

〜義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の 

 一部を改正する法律（平成26年４月16日法律第20号）〜 

 

 

権   奇 法 

 

 

 1. はじめに 
 

 平成23年、沖縄県八重山教科書採択地区の中学校公民教科書採択において、採択地区を

構成する石垣市と与那国町が育鵬社版を、竹富町が東京書籍版をそれぞれ採択したことで、

八重山教科書採択問題が勃発した。教科書の採択権限は市町村教育委員会にあると定めて

いる「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年６月30日法律第162号、以下

「地教行法」という。）」上の規定と、同一の採択地区においては種目ごとに同一の教科

書を採択しなければならないと定めている「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関

する法律（昭和38年12月21日法律第182号、以下、「教科書無償措置法」という。）」の

規定の解釈・適用をめぐって、同採択地区を構成する三市町だけでなく、県と国をも巻き

込む大きな問題と展開した。 

 たび重なる行政指導と、是正要求の指示、直接是正要求など、異常としか言えないほど

白熱した展開を見せた八重山教科書採択問題の詳細な経緯については後述するが、いくつ

かの特記すべき事項があることについて触れておきたい。まずは、教科書無償制度が実施

されて以来はじめての、同一採択地区内における異なる教科書の採択が行われたことであ

る。そして、国・地方関係において、国の是正要求の指示に対する県の義務不履行と国に

よる市町村への直接の是正要求も地方自治法上はじめてのことである。 

 八重山教科書採択問題は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律改正

案」が成立（平成26年５月30日法律第42号）したことを受けて、竹富町が八重山採択地区

から分離し単独の採択地区となることで、一応決着が付いたとすることができる。しかし、
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教科書採択制度と無償給与制度 
 

〜義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の 

 一部を改正する法律（平成26年４月16日法律第20号）〜 

 

 

権   奇 法 

 

 

 1. はじめに 
 

 平成23年、沖縄県八重山教科書採択地区の中学校公民教科書採択において、採択地区を

構成する石垣市と与那国町が育鵬社版を、竹富町が東京書籍版をそれぞれ採択したことで、

八重山教科書採択問題が勃発した。教科書の採択権限は市町村教育委員会にあると定めて

いる「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年６月30日法律第162号、以下

「地教行法」という。）」上の規定と、同一の採択地区においては種目ごとに同一の教科

書を採択しなければならないと定めている「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関

する法律（昭和38年12月21日法律第182号、以下、「教科書無償措置法」という。）」の

規定の解釈・適用をめぐって、同採択地区を構成する三市町だけでなく、県と国をも巻き

込む大きな問題と展開した。 

 たび重なる行政指導と、是正要求の指示、直接是正要求など、異常としか言えないほど

白熱した展開を見せた八重山教科書採択問題の詳細な経緯については後述するが、いくつ

かの特記すべき事項があることについて触れておきたい。まずは、教科書無償制度が実施

されて以来はじめての、同一採択地区内における異なる教科書の採択が行われたことであ

る。そして、国・地方関係において、国の是正要求の指示に対する県の義務不履行と国に

よる市町村への直接の是正要求も地方自治法上はじめてのことである。 

 八重山教科書採択問題は、「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律改正

案」が成立（平成26年５月30日法律第42号）したことを受けて、竹富町が八重山採択地区

から分離し単独の採択地区となることで、一応決着が付いたとすることができる。しかし、

＜月刊自治総研2015年１月号より＞
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【図表１】教科書採択制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：中央教育審議会初等中等教育分科会「教科書採択の改善について（意見のまとめ） 参考資

料２」（平成25年12月26日） 

＊ 八重山採択地区においては、選定委員会は設置されていない。 

 

  いては当該学校の校長に（教科書の発行に関する臨時措置法７条１項）、公立学校に

おいては当該学校の設置者である都道府県又は市町村の教育委員会にあるとされてい

る（地教行法23条６号）。その中で、市町村立小中学校の教科書採択は、都道府県教

育委員会が市町村の意見をきいて市若しくは郡の区域又はこれらの区域を合わせた地

域に採択地区(５)を設定した上で(６)、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地

域であるときは、当該採択地区内の市町村教育委員会は協議して種目ごとに同一の教

科書を採択しなければならないこと（共同採択制度）となっている(７)。 

   こうした共同採択制度を採用した理由としては、①転校等の学童側の利便のため、

②教科書共同研究のため、③衆知を集めて採択するという行政上の要請から自主的に

                                                                                  

(５) 採択地区は、「その地域の教育水準、自然的、経済的、文化的諸条件等を考慮して設定する

ものとし、当該地域内の市町村立の小・中学校においては同一の教科用図書を使用するのが適

当と認められる地域」とされている（昭和39年２月14日、文部事務次官通達）。 

(６) 改正前の教科書無償措置法12条１項、２項。 

(７) 改正前の教科書無償措置法13条４項。 
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この問題は、教科書採択制度と教科書無償給与制度の在り方、地方教育行政における国・

地方関係など、今後の課題において示唆する点が多く含まれていると思われる。 

 以下、本稿では、教科書採択制度を概観した後、八重山教科書採択問題の経緯と文部科

学省の対応の是非、そして、教科書無償措置法改正の経緯と内容を検討することとする。 

 

 

 2. 教科書採択と無償給与制度の仕組み 
 

(１) 教科書無償給与制度 

   教科書無償給与制度は、憲法第26条に規定する義務教育の無償を広く実現するもの

として、全国の国公私立の義務教育諸学校で児童・生徒が使用するすべての教科書を

対象に、国が教科書発行者から直接購入し、児童・生徒に無償で給与する制度である(１)。

無償給与制度に関しては、主に財政上の問題から、教科書有償化又は貸与制度への転

換などの見直しも主張されていたが(２)、文部科学省としては、あくまでも現在の無

償給与制度を堅持すべきという立場をとっている(３)。 

 

(２) 教科書採択制度の概要 

   教科書の採択権限は、文部科学省の行政解釈(４)によれば、国立及び私立学校にお 

                                                                                  

(１) 文部科学省「教科書制度の概要」文部科学省ホームページ。 

(２) 「無償給与に係る予算総額を縮減するとともに、引き続き、貸与制の導入も含め、有償化の

実現に向けて検討を進めるべき」（財政制度等審議会、平成17年度予算の編成等に関する建

議）。義務教育教科書の有償化又は貸与制の憲法論上の問題点に関しては、大須賀明「教科書

無償の理論と教育内容」（法学セミナー増刊『教科書と教育』、日本評論社、1981年）138頁

以下、大隈義和「教科書無償制度と地方自治」（法政研究66(２)九州大学、1999年）413頁以

下を参照。 

(３) 「教科書については、一部の教科を貸与とすることについて議論の余地があるが、予習・復

習など家庭学習においても使用し、教師の指導上、様々な創意工夫を可能とすることから貸与

ではなく自分自身の教科書を所有することが求められ、保護者に新たな負担を課すことなく、

家庭の経済力に係わらず無償給与される必要がある｡｣（平成17年10月26日中央教育審議会答申） 

(４) 昭和35年５月11日委初第109号「教科書採択の責任について」（行政実例）、諸沢正道『逐

条解説義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律』（第一法規、1964年）56頁。こ

のような文部科学省の解釈に対しては、教科書採択権限は教育の自主性・中立性の観点から校

長又は教師にあるとする見解が有力に唱えられているが、本稿では深く踏み入ることはせず行

政解釈どおりに市町村教育委員会に採択権限があることを前提に八重山教科書問題を検討する

こととする。 
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【図表１】教科書採択制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：中央教育審議会初等中等教育分科会「教科書採択の改善について（意見のまとめ） 参考資

料２」（平成25年12月26日） 

＊ 八重山採択地区においては、選定委員会は設置されていない。 

 

  いては当該学校の校長に（教科書の発行に関する臨時措置法７条１項）、公立学校に

おいては当該学校の設置者である都道府県又は市町村の教育委員会にあるとされてい

る（地教行法23条６号）。その中で、市町村立小中学校の教科書採択は、都道府県教

育委員会が市町村の意見をきいて市若しくは郡の区域又はこれらの区域を合わせた地

域に採択地区(５)を設定した上で(６)、採択地区が二以上の市町村の区域をあわせた地

域であるときは、当該採択地区内の市町村教育委員会は協議して種目ごとに同一の教

科書を採択しなければならないこと（共同採択制度）となっている(７)。 

   こうした共同採択制度を採用した理由としては、①転校等の学童側の利便のため、

②教科書共同研究のため、③衆知を集めて採択するという行政上の要請から自主的に

                                                                                  

(５) 採択地区は、「その地域の教育水準、自然的、経済的、文化的諸条件等を考慮して設定する

ものとし、当該地域内の市町村立の小・中学校においては同一の教科用図書を使用するのが適

当と認められる地域」とされている（昭和39年２月14日、文部事務次官通達）。 

(６) 改正前の教科書無償措置法12条１項、２項。 

(７) 改正前の教科書無償措置法13条４項。 
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日）。また、文部科学省からは、「８月23日に出された八重山採択地区協議会の答申

及び８月31日の再協議の結果が無償措置法の規定による協議の結果であり、それに基

づいて採択を行った教育委員会（石垣市、与那国町）に対しては、教科書を無償給与」

し、「協議の結果に基づいた採択を行っていない教育委員会（竹富町）については、

国の無償給与の対象にはならない」としながらも、「地方公共団体自ら教科書を購入

し、生徒に無償で供与することまで、法令上禁止されるものではない」という見解が

示された(11)（同年10月26日）。 

   これを受け、竹富町教育委員会は、臨時教育委員会会議を開催し、国に対して引続

き東京書籍版の公民教科書の無償給付を求めることと、篤志家から支援を受けて公民

教科書を調達し、新年度の授業に間に合うように、竹富町として教科書を配布するこ

とを決定した（平成24年２月22日）。そして、同年４月９日には、実際に東京書籍版

の教科書が配布された。 

   沖縄県教育委員会による平成25年度使用の中学校教科書採択状況の報告においても、

竹富町が東京書籍版の使用を継続したことを受け、文部科学省から沖縄県に対する二

度目の文書指導が行われた（同年９月６日）。 

   以上が民主党政権時代における文部科学省の対応であるが、その基本的なスタンス

は、①竹富町の東京書籍版の公民教科書の採択は教科書無償措置法13条４項に反する

ものとして、竹富町に対して教科書の無償給与を行うことができない、②この違反状

態の是正に関しては、指導等を行うことにとどまり、それ以上の権力的な措置は取ら

ない、③竹富町が自ら東京書籍版の教科書を購入し、生徒に無償で配布することを禁

止することはできない、ということであった。 

 

(２) 第２次安倍内閣発足後の経緯 

   第２次安倍内閣発足後、文部科学省の対応は大きく舵を切ることとなる。まず、義

家弘介政務官が竹富町教育委員会及び沖縄県教育委員会を訪問し、教科書無償措置法

に基づく協議の結果に従い、同一の教科書を採択するよう求めるとともに、年度内に

検討の結果について報告するよう指導し（平成25年３月１日）、さらに、竹富町教育

委員会及び沖縄県教育委員会に対する文書指導が行われた（同年４月３日）。これに

                                                                                  

(11) 当時の中川正春文部科学大臣の衆議院文部科学委員会における発言（第179回国会衆議院文

部科学委員会会議録２号２頁）。 
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行われてきたものを、無償措置の実施に当たって、④教科書の需要数の確実な把握、

⑤供給の迅速確実、さらには、⑥採択部数の集約化による定価の合理化の要請に応え

るものとして、無償措置の円滑な実施を図るためであったとされている(８)。 

   そして、都道府県の教育委員会は、教科書の採択の適正な実施を図るため、あらか

じめ教科用図書選定審議会の意見をきいて、市町村の教育委員会の採択事務に対して、

指導、助言又は援助を行うこととなっている(９)。 

 

 

 3. 八重山教科書採択問題 
 

(１) 問題発生の経緯 

   八重山教科書採択問題は、平成23年８月、平成24年度から使用する中学校公民教科

書の採択の際、同じ採択地区内で異なる教科書が採択される事態が発生したことで表

面化された(10)。八重山採択地区（石垣市、八重山郡（竹富町、与那国町））の採択

地区協議会が育鵬社版を選定するとした答申を出したところ（同年８月23日）、石垣

市と与那国町は答申どおりに採択したが、竹富町が答申と異なる東京書籍版の教科書

を採択したのである。 

   このような事態を受けて、八重山採択地区協議会規約に定められた協議会役員会に

おいて再協議が行われたが協議が調わず、石垣市・与那国町の両教育長により、竹富

町に協議会の結果どおりの採択を行うように要請された（同年８月31日）。 

   さらに、沖縄県教育委員会の求めに応じる形で、三市町教育委員全員による協議が

行われ、この協議の場を教科書採択の場として確認し、東京書籍版を選定することを

多数決で可決したが、石垣市・与那国町の両教育長は、上記三市町教育委員全員によ

る協議が無効である旨文部科学省に文書提出した（同年９月８日）。これに対して、

文部科学省は、沖縄県教育委員会に対し採択地区協議会の規約に従ってまとめられた

結果に基づき、同一の教科書を採択するよう求める文書指導を行った（同年９月15

                                                                                  

(８) 鈴木薫「教科書無償制度の誕生」時の法令488号（法令普及会、1964年）14～15頁。 

(９) 教科書無償措置法10条、11条１項。 

(10) 改正法案提出までの八重山教科書採択問題の経緯については、平井佑太「教科書無償措置法

の改正 ― 問われる共同採択制度 ― 」（立法と調査351号、2014年４月）において、よくま

とめられている。 
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日）。また、文部科学省からは、「８月23日に出された八重山採択地区協議会の答申

及び８月31日の再協議の結果が無償措置法の規定による協議の結果であり、それに基

づいて採択を行った教育委員会（石垣市、与那国町）に対しては、教科書を無償給与」

し、「協議の結果に基づいた採択を行っていない教育委員会（竹富町）については、

国の無償給与の対象にはならない」としながらも、「地方公共団体自ら教科書を購入

し、生徒に無償で供与することまで、法令上禁止されるものではない」という見解が

示された(11)（同年10月26日）。 

   これを受け、竹富町教育委員会は、臨時教育委員会会議を開催し、国に対して引続

き東京書籍版の公民教科書の無償給付を求めることと、篤志家から支援を受けて公民

教科書を調達し、新年度の授業に間に合うように、竹富町として教科書を配布するこ

とを決定した（平成24年２月22日）。そして、同年４月９日には、実際に東京書籍版

の教科書が配布された。 

   沖縄県教育委員会による平成25年度使用の中学校教科書採択状況の報告においても、

竹富町が東京書籍版の使用を継続したことを受け、文部科学省から沖縄県に対する二

度目の文書指導が行われた（同年９月６日）。 

   以上が民主党政権時代における文部科学省の対応であるが、その基本的なスタンス

は、①竹富町の東京書籍版の公民教科書の採択は教科書無償措置法13条４項に反する

ものとして、竹富町に対して教科書の無償給与を行うことができない、②この違反状

態の是正に関しては、指導等を行うことにとどまり、それ以上の権力的な措置は取ら

ない、③竹富町が自ら東京書籍版の教科書を購入し、生徒に無償で配布することを禁

止することはできない、ということであった。 

 

(２) 第２次安倍内閣発足後の経緯 

   第２次安倍内閣発足後、文部科学省の対応は大きく舵を切ることとなる。まず、義

家弘介政務官が竹富町教育委員会及び沖縄県教育委員会を訪問し、教科書無償措置法

に基づく協議の結果に従い、同一の教科書を採択するよう求めるとともに、年度内に

検討の結果について報告するよう指導し（平成25年３月１日）、さらに、竹富町教育

委員会及び沖縄県教育委員会に対する文書指導が行われた（同年４月３日）。これに

                                                                                  

(11) 当時の中川正春文部科学大臣の衆議院文部科学委員会における発言（第179回国会衆議院文

部科学委員会会議録２号２頁）。 
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【図表２】八重山地区教科書採択問題の経緯 

 

平
成
23
年 

６月27日 

八重山採択地区協議会定期総会において、協議会規約の全面改正 

・規約改正案の中で、三教育委員会の採択決定が答申と異なった場合を想定した

「再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とする」という文言に竹富町教

育長が反発し「役員会で再協議できる」と修正 

・調査員の任命に関する「会長が委嘱し、任命する」という文言に対しても竹富

町教育長が反発し「役員会で選任し、会長がこれを委嘱又は任命する」に修正

６月28日 
会長を務める石垣市教育長は、規約に定められた役員会を開催せず、石垣市教育

委員会だけで調査員の委嘱状交付式を実施 

６月末～ 

７月末 

・推薦の「順位付け」を廃止し、代わりに「複数推薦方式」を導入 

・協議会の非公開、協議会委員の氏名の非公開、無記名投票の導入が決定 

８月１日 調査員報告書の提出：育鵬社版の教科書は推薦枠に含まれていなかった。 

８月23日 八重山採択地区協議会答申：中学公民教科書は育鵬社版 

８月26日 石垣市教育委員会と与那国町教育委員会が教科書採択（育鵬社版） 

８月27日 竹富町教育委員会が教科書採択（東京書籍版） 

８月31日 

八重山採択地区協議会役員会における再協議 

・竹富町教育長の反対を押切る形で、竹富町に協議会の結果どおりの採択を行う

よう要請 

・協議は調っていないとの会長発言 

９月８日 

３市町の教育委員全員による協議 

・この協議の場を教科書採択の場として確認し、東京書籍版を選定することを多

数決で可決 

石垣市教育長、与那国町教育長から上記協議が無効である旨文部科学省に文書提

出 

９月13日 中川正春文部科学大臣が、記者会見で「協議は調っていない」との見解を表明 

９月15日 

石垣、竹富、与那国の教育委員長が、上記石垣市教育長、与那国町教育長による

文書が無効であること、全員協議の有効性を求める要請書を連名で文部科学省に

送付 

９月15日 文書指導（文部科学省→沖縄県教育委員会） 

10月26日 
衆議院文部科学委員会において、文部科学大臣より現時点における教科書無償給

与についての考え方を示す。 

平
成
24
年 

２月22日 

竹富町教育委員会が臨時教育委員会会議を開催し、以下の事項を決定 

・国に対して引続き東京書籍版の公民教科書の無償給付を求める。 

・篤志家からの支援を受けて、公民教科書を調達し、新年度の授業に間に合うよ

うに、竹富町として教科書を配布する。 

４月９日 竹富町が町内の中学校に東京書籍版の教科書を配布 

９月３日 

沖縄県教育委員会より、八重山採択地区における平成25年度使用の中学校社会公

民分野の教科書採択状況の報告（石垣市・与那国町：育鵬社、竹富町：東京書

籍） 

９月６日 文書指導（文部科学省→沖縄県教育委員会） 
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対して、竹富町教育委員会は、同委員会としては地教行法23条６号に基づいて教科書

採択権限を正当に行使していると回答した（同年４月11日）。この回答に対して、文

部科学省は、従来の見解を示しながら、沖縄県教育委員会及び竹富町教育委員会に対

し改めて文書指導を行った（同年５月８日）。 

   ９月の沖縄県からの平成26年度の教科書需要数報告においても竹富町は東京書籍版

の教科書を採択していたことから、ついに文部科学大臣は、地方自治法245条の５第

２項に基づき、沖縄県教育委員会に対し、竹富町教育委員会に対して是正の要求をす

るように指示した(12)（同年10月18日）。この是正要求の指示を受けて、沖縄県教育

委員会は、最終結論を留保しつつも、教科書の採択権限については地教行法と教科書

無償措置法の間に齟齬があること、文部科学省の是正要求の指示が国会の付帯議決を

反映していないこと（後述）、実際教育現場に混乱が生じているわけではなく、是正

要求をすることでむしろ混乱・停滞が生じるおそれがあること等を理由に是正要求を

行わないことを確認した（同年11月20日）。 

   さらに、文部科学大臣は、４月からの新学期を前に、地方自治法245条の５第４項

に基づき、竹富町教育委員会に対し直接是正要求を行った（平成26年３月14日）。し

かし、竹富町教育委員会は是正要求に応じず、東京書籍版を配布した（同年４月７

日）。また、竹富町教育委員会の慶田盛教育長が文部科学省を訪れ是正要求に従わな

い旨を伝えたところ、文部科学省側からは地方自治法251条の７に基づく違法確認訴

訟を検討する方針が示された（同年４月17日）。 

   その間、教科書無償措置法の改正により、竹富町単独で採択地区を構成することが

可能となったことを受け、竹富町は八重山教科書採択地区から分離し単独の採択地区

になることを決定し、県教育委員会もこれを了承した（同年５月21日）。竹富町が八

重山採択地区から分離されると違法確認訴訟の訴えの利益がなくなることから、文部

科学省は、訴訟を断念することとなった（同年５月23日）。 

   以上の経緯を経て、ようやく八重山教科書採択問題は収束を迎えることとなった。

第２次安倍内閣における対応は、民主党政権時代に比べ、教科書無償措置法への違反

状態を是正するために積極的に介入する姿勢を前面に出していることが分かる。 

 

                                                                                  

(12) 「沖縄県教育委員会の義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の規定に基づく

事務の執行について（指示）」（平成25年10月18日文科初第768号）。 
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【図表２】八重山地区教科書採択問題の経緯 

 

平
成
23
年 

６月27日 

八重山採択地区協議会定期総会において、協議会規約の全面改正 

・規約改正案の中で、三教育委員会の採択決定が答申と異なった場合を想定した

「再協議した結果を八重山採択地区の最終決定とする」という文言に竹富町教

育長が反発し「役員会で再協議できる」と修正 

・調査員の任命に関する「会長が委嘱し、任命する」という文言に対しても竹富

町教育長が反発し「役員会で選任し、会長がこれを委嘱又は任命する」に修正

６月28日 
会長を務める石垣市教育長は、規約に定められた役員会を開催せず、石垣市教育

委員会だけで調査員の委嘱状交付式を実施 

６月末～ 

７月末 

・推薦の「順位付け」を廃止し、代わりに「複数推薦方式」を導入 

・協議会の非公開、協議会委員の氏名の非公開、無記名投票の導入が決定 

８月１日 調査員報告書の提出：育鵬社版の教科書は推薦枠に含まれていなかった。 

８月23日 八重山採択地区協議会答申：中学公民教科書は育鵬社版 

８月26日 石垣市教育委員会と与那国町教育委員会が教科書採択（育鵬社版） 

８月27日 竹富町教育委員会が教科書採択（東京書籍版） 

８月31日 

八重山採択地区協議会役員会における再協議 

・竹富町教育長の反対を押切る形で、竹富町に協議会の結果どおりの採択を行う

よう要請 

・協議は調っていないとの会長発言 

９月８日 

３市町の教育委員全員による協議 

・この協議の場を教科書採択の場として確認し、東京書籍版を選定することを多

数決で可決 

石垣市教育長、与那国町教育長から上記協議が無効である旨文部科学省に文書提

出 

９月13日 中川正春文部科学大臣が、記者会見で「協議は調っていない」との見解を表明 

９月15日 

石垣、竹富、与那国の教育委員長が、上記石垣市教育長、与那国町教育長による

文書が無効であること、全員協議の有効性を求める要請書を連名で文部科学省に

送付 

９月15日 文書指導（文部科学省→沖縄県教育委員会） 

10月26日 
衆議院文部科学委員会において、文部科学大臣より現時点における教科書無償給

与についての考え方を示す。 

平
成
24
年 

２月22日 

竹富町教育委員会が臨時教育委員会会議を開催し、以下の事項を決定 

・国に対して引続き東京書籍版の公民教科書の無償給付を求める。 

・篤志家からの支援を受けて、公民教科書を調達し、新年度の授業に間に合うよ

うに、竹富町として教科書を配布する。 

４月９日 竹富町が町内の中学校に東京書籍版の教科書を配布 

９月３日 

沖縄県教育委員会より、八重山採択地区における平成25年度使用の中学校社会公

民分野の教科書採択状況の報告（石垣市・与那国町：育鵬社、竹富町：東京書

籍） 

９月６日 文書指導（文部科学省→沖縄県教育委員会） 
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 4. 幾つかの検討事項 
 

 八重山教科書問題が、以上のような白熱した展開を見せたが、その理由としては教科書

の採択をめぐる政治的・政策的立場の違いが大きく影響したことは否定できないであろう。

しかし、一方で、八重山教科書問題はすぐれて法律の解釈・適用の問題として顕在化して

いることもあり、以下では、法律の解釈・適用問題を中心に、「地教行法と教科書無償措

置法の関係」、「採択地区協議会における協議の問題」、「国による是正要求の指示、直

接是正要求の適法性」について検討することとする。 

 

(１) 地教行法と教科書無償措置法の関係 

   八重山教科書問題において、竹富町教育委員会は、「地教行法23条６号に基づいて

正当に採択権限を行使している」と主張し、また、文部科学省は、「教科書無償措置

法13条４項が採択地区内の市町村教育委員会は同一の教科書を採択しなければならな

いと定めていることから、他の市町村と異なる教科書を採択した竹富町は違法だ」と

いう主張を互いに繰り返すだけで、話が噛み合っていない。それはおそらく地教行法

と教科書無償措置法の関係に関する理解の違いに起因するのであろう。 

   文部科学省は、地教行法の規定と教科書無償措置法上の規定の関係を一体的に捉え、

いわゆる「一般法と特別法の関係」にあるとした上で、特別法である教科書無償措置

法が優先するからこれに違反した竹富町の採択が違法であるとする(13)。 

   地教行法上の規定は教科書の採択権限について、教科書無償措置法は教科書の無償

給付について必要な手続を定めたものであり、そもそも両法律はその趣旨・目的を異 

  

                                                                                  

(13) 「両法全体がこのような一般法・特別法の関係にあるものとはいえないが、……採択地区が

二以上の市町村の区域をあわせた区域であるときは、無償措置法は、……採択権限の行使につ

いて特別の定めをしているところである。」照屋寛徳議員再質問書に対する答弁書（平成23年

７月７日、内閣衆質178第53号）金井利之氏（「教育集権抑制への『大人の知恵』」ガバナン

ス152号84頁、2013年12月）と百地章氏（「教科書採択をめぐる誤謬を正す」、ｍｓｎ産経

ニュース「正論」2011年９月27日）も同じ見解である。 
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平
成
25
年 

３月１日 

竹富町教育委員会及び沖縄県教育委員会に義家弘介政務官が訪問し、直接指導 

・教科書無償措置法に基づく協議の結果に従い、同一の教科書を採択するよう求

めるとともに、年度内に検討の結果について報告するよう求める。 

４月３日 文書指導（文部科学省→竹富町教育委員会及び沖縄県教育委員会） 

４月11日 

竹富町教育委員会から回答 

・竹富町教育委員会としては地教行法23条第６号に基づいて教科書採択権限を正

当に行使している。 

５月８日 文書指導（文部科学省→竹富町教育委員会及び沖縄県教育委員会） 

10月18日 
文部科学大臣から沖縄県教育委員会に対し、竹富町教育委員会に対して是正の要

求を行うよう指示 

11月20日 沖縄県教育委員会が定例会議において、是正要求の指示に従わない意向を確認 

11月28日 
沖縄県教育委員会の諸見里教育長を文部科学省に呼び、早急に是正の要求を行う

よう上野通子政務官より指導 

平
成
26
年 

１月15日 

沖縄県教育委員会より文部科学省に対する質問文書 

・是正要求をした場合、現場での混乱が想定されることから、是正要求は不必要

ではないか。 

・昨年発表した「教科書改革実行プラン」の中に、採択地区の設定単位を市町村

単位に柔軟化が盛り込まれていることから、この構想を先取りして採択地区の

分割を検討したい。 

１月21日 

文部科学省より上記質問文書に対する文書回答 

・採択地区の分割で十分に調査研究が可能かについて疑問を呈し、地区分割に否

定的見解を示す。 

３月14日 文部科学大臣から竹富町教育委員会に対し、直接是正要求 

４月７日 竹富町教育委員会が是正要求に応じず、東京書籍版を配布 

４月９日 改正教科書無償措置法が成立 

４月11日 
竹富町教育委員会が単独での教科書採択を県教育委員会に要望することを決定す

るとともに、国からの是正要求に対する不服申立てをしないことを発表 

４月17日 

竹富町教育長が文部科学省を訪れ、是正要求に従わないことを伝える。 

これに対して、文部科学省は地方自治法251条の７に基づいた違法確認訴訟をも

検討する方針を示す。 

４月22日 

沖縄県教育長が文部科学省を訪ね、竹富町が八重山採択地区協議会から分離し、

単独で教科書を採択することを認める方針を伝え、違法確認訴訟を行わないよう

要望 

文部科学省の前川喜平局長は、八重山地区は共同採択が望ましいと指導 

５月21日 沖縄県教育委員会が竹富町教育委員会を採択地区から分離することを決定 

５月23日 
文部科学大臣が、違法確認訴訟を断念することを表明し、その旨を沖縄県教育委

員会に伝える。 

出所：文部科学省資料、平井佑太「教科書無償措置法の改正 ― 問われる共同採択制度 ― 」（立

法と調査351号、2014年４月）、新聞記事等を参考に作成。 
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 4. 幾つかの検討事項 
 

 八重山教科書問題が、以上のような白熱した展開を見せたが、その理由としては教科書

の採択をめぐる政治的・政策的立場の違いが大きく影響したことは否定できないであろう。

しかし、一方で、八重山教科書問題はすぐれて法律の解釈・適用の問題として顕在化して

いることもあり、以下では、法律の解釈・適用問題を中心に、「地教行法と教科書無償措

置法の関係」、「採択地区協議会における協議の問題」、「国による是正要求の指示、直

接是正要求の適法性」について検討することとする。 

 

(１) 地教行法と教科書無償措置法の関係 

   八重山教科書問題において、竹富町教育委員会は、「地教行法23条６号に基づいて

正当に採択権限を行使している」と主張し、また、文部科学省は、「教科書無償措置

法13条４項が採択地区内の市町村教育委員会は同一の教科書を採択しなければならな

いと定めていることから、他の市町村と異なる教科書を採択した竹富町は違法だ」と

いう主張を互いに繰り返すだけで、話が噛み合っていない。それはおそらく地教行法

と教科書無償措置法の関係に関する理解の違いに起因するのであろう。 

   文部科学省は、地教行法の規定と教科書無償措置法上の規定の関係を一体的に捉え、

いわゆる「一般法と特別法の関係」にあるとした上で、特別法である教科書無償措置

法が優先するからこれに違反した竹富町の採択が違法であるとする(13)。 

   地教行法上の規定は教科書の採択権限について、教科書無償措置法は教科書の無償

給付について必要な手続を定めたものであり、そもそも両法律はその趣旨・目的を異 

  

                                                                                  

(13) 「両法全体がこのような一般法・特別法の関係にあるものとはいえないが、……採択地区が

二以上の市町村の区域をあわせた区域であるときは、無償措置法は、……採択権限の行使につ

いて特別の定めをしているところである。」照屋寛徳議員再質問書に対する答弁書（平成23年

７月７日、内閣衆質178第53号）金井利之氏（「教育集権抑制への『大人の知恵』」ガバナン

ス152号84頁、2013年12月）と百地章氏（「教科書採択をめぐる誤謬を正す」、ｍｓｎ産経

ニュース「正論」2011年９月27日）も同じ見解である。 
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めには、以下の三つの要件が充足していなければならない。すなわち、ア）８月23日

の協議会答申が有効に成立していること、イ）上記協議会答申が竹富町教育委員会の

意思決定を拘束する法的効力を備えていること、ウ）共同採択地区内で同一の教科書

を採択しなくても違法とならない場合があること、である。 

   まず、果たして有効な協議が成立したのか、そして、もし有効な協議が成立したの

であればその内容はいかなるものなのかの問題である。文部科学省の考え方は必ずし

も一貫しているわけではなかったが、最終的には、「八重山採択地区協機会の規約に

従ってまとめられた結果」が協議の結果であって、それは「８月23日に出された八重

山採択地区協議会の答申及び８月31日の共同採択地区協議会の再協議の結果」である

ことに帰結された(15)。 

   教科書無償措置法13条４項は、「協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなけれ

ばならない」としているだけで、協議における統一的意思形成の方法は、各市町村教

育委員会の自主的判断に委ねられている(16)。また教科書の採択に関する事務は自治

事務となっていることからみても、協議のルールの作成と解釈・運用は、同採択地区

の構成員たる市町村が決めるべき事柄である(17)。協議が難航し、解釈・運用をめ

ぐって問題が発生した場合においては、第一次的には構成市町村が自主的に解決のた

めの努力をし、次に、県が指導・助言、仲裁などを通じて解決を手助けする役割を担

うことになる(18)。そして、国の介入は、県が役割を果たしていない場合や、県と当

該採択地区との間で不信感が存在し県が問題解決に当たることが適当ではない場合な

どの例外的な場合に限定して許されるというべきである。 

   その経緯からみて、協議の成立の有無とその内容に関しては、三市町の間、県と国

の間にも見解が分かれるところであり、その内容について、国が早い段階から協議会

規約の解釈・運用について積極的に判断し介入したことに問題がなかったとは言えな

い。 

   次に、仮に協議会答申が有効に成立した場合、それが各教育委員会の意思決定を拘

束する法的効力を備えているかの問題である。文部科学省は、「八重山採択地区協議

                                                                                  

(15) 第179回国会衆議院文部科学委員会議事録第２号（平成23年10月26日）２頁。 

(16) 諸沢正道、前掲書168頁。 

(17) 渡名喜庸安「教科書採択行政改革と分権・自治 ― 八重山教科書問題を素材に」三橋・村

上・榊原編『自治体行政システムの転換と法』（日本評論社、2014年）182頁。 

(18) 八重山採択地区協議会規約９条５項「県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議す

ることができる」。 
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  にするものである(14)。両法律を一般法と特別法の関係にあると理解すると、共同採

択地区における地教行法上の教育委員会の教科書採択権限が教科書無償措置法の規定

によって消滅してしまうことになる（「特別法は一般法を破る」）。しかし、文部科

学省もそこまでは言っていない。むしろ繰り返して採択権限は市町村教育委員会にあ

ることを言明しており、だからこそ「竹富町が自ら独自の教科書を購入し、生徒に無

償で供与することを禁止することはできない」と判断したはずである。そもそも一般

法と特別法の関係にあるという立論に問題があったから、違法状態ではあるが独自の

教科書の購入・配布は禁止されていない、という窮屈な論理展開になってしまったの

である。両法律は一般法と特別法の関係にあると理解することはできず、一体的に捉

えるべきではない。 

   以上のように考える場合、竹富町の教科書採択を法的にどのように評価すべきか。

まず、竹富町教育委員会は、地教行法上の教科書の採択権限を正当に行使しているこ

とになる。一方、地教行法上の採択権限を正当に行使したことが、直ちに教科書無償

措置の要件を充足したことにはならない。竹富町教育委員会が共同採択地区において

は協議して同一の教科書を採択しなければならないという教科書無償措置法の要件を

満たしていないことは否定できないのであって ― 竹富町だけ違法状態なのか、それ

とも石垣市と与那国町も違法状態なのかの問題はさて置き ― 、竹富町教育委員会が

教科書の無償措置を主張することは許されない。結局、文部科学省側は竹富町教育委

員会が教科書採択に関する権限を正当に行使していることを認め、また竹富町教育委

員会側は教科書無償措置法に違反していることを認めなければならない。すると残っ

た問題は、竹富町教育委員会の教科書無償措置法上の違反状態をどのように解決して

いくべきかの問題である。 

 

(２) 採択地区協議会における協議の問題 

   一連の対応を見ると、文部科学省は、違法状態にあるのは竹富町だけであって、石

垣市や与那国町は違法状態ではないという認識である。このような認識が成立するた

                                                                                  

(14) 地教行法の目的は、「教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地

方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めること（１条）」であり、教科書無

償措置法の目的は「教科書の無償給付その他義務教育諸学校の教科書用図書を無償とする措置

について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校

の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もって義務教育の充実を図ること（１条）」で

ある。 
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めには、以下の三つの要件が充足していなければならない。すなわち、ア）８月23日

の協議会答申が有効に成立していること、イ）上記協議会答申が竹富町教育委員会の

意思決定を拘束する法的効力を備えていること、ウ）共同採択地区内で同一の教科書

を採択しなくても違法とならない場合があること、である。 

   まず、果たして有効な協議が成立したのか、そして、もし有効な協議が成立したの

であればその内容はいかなるものなのかの問題である。文部科学省の考え方は必ずし

も一貫しているわけではなかったが、最終的には、「八重山採択地区協機会の規約に

従ってまとめられた結果」が協議の結果であって、それは「８月23日に出された八重

山採択地区協議会の答申及び８月31日の共同採択地区協議会の再協議の結果」である

ことに帰結された(15)。 

   教科書無償措置法13条４項は、「協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなけれ

ばならない」としているだけで、協議における統一的意思形成の方法は、各市町村教

育委員会の自主的判断に委ねられている(16)。また教科書の採択に関する事務は自治

事務となっていることからみても、協議のルールの作成と解釈・運用は、同採択地区

の構成員たる市町村が決めるべき事柄である(17)。協議が難航し、解釈・運用をめ

ぐって問題が発生した場合においては、第一次的には構成市町村が自主的に解決のた

めの努力をし、次に、県が指導・助言、仲裁などを通じて解決を手助けする役割を担

うことになる(18)。そして、国の介入は、県が役割を果たしていない場合や、県と当

該採択地区との間で不信感が存在し県が問題解決に当たることが適当ではない場合な

どの例外的な場合に限定して許されるというべきである。 

   その経緯からみて、協議の成立の有無とその内容に関しては、三市町の間、県と国

の間にも見解が分かれるところであり、その内容について、国が早い段階から協議会

規約の解釈・運用について積極的に判断し介入したことに問題がなかったとは言えな

い。 

   次に、仮に協議会答申が有効に成立した場合、それが各教育委員会の意思決定を拘

束する法的効力を備えているかの問題である。文部科学省は、「八重山採択地区協議

                                                                                  

(15) 第179回国会衆議院文部科学委員会議事録第２号（平成23年10月26日）２頁。 

(16) 諸沢正道、前掲書168頁。 

(17) 渡名喜庸安「教科書採択行政改革と分権・自治 ― 八重山教科書問題を素材に」三橋・村

上・榊原編『自治体行政システムの転換と法』（日本評論社、2014年）182頁。 

(18) 八重山採択地区協議会規約９条５項「県教育委員会の指導・助言を受け、役員会で再協議す

ることができる」。 
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(３) 国による是正要求の指示、直接是正要求 

   金井氏は、「違法状態を生み出しているのは、石垣市教育委員会、与那国町教育委

員会、竹富町教育委員会、文部科学省の四者である。違法行為をしている文部科学大

臣が違法行為をしていない沖縄県教育委員会に対して、是正の指示を出すのは、誠に

奇妙な光景である。法治主義の倒錯である｣(20)と辛辣なコメントをしている。しかし、

それで終わりではなかった。文部科学大臣が是正要求の指示、直接是正要求を行うこ

とによって、違法行為がさらに拡散することになった。すなわち、是正要求の指示に

従って竹富町教育委員会に対して是正要求をする法的義務を負う沖縄県教育委員会が

これを履行しなかったことも違法行為を構成するものである。これは直接是正要求に

従わなかった竹富町教育委員会にも当てはまる。結局、関係者全員が違法行為をした

ことになってしまったのである。 

   是正要求の指示は過去二回例があり、いずれも住民基本台帳ネットワークへの接続

への拒否にかかる総務大臣から都及び県に対する是正要求の指示であった(21)。いず

れも指示に従って是正要求をしたのであり、国の是正要求の指示に従わなかったのは

今回の沖縄県が初めての事例となる。国による市町村への直接是正要求は史上初めて

のことであった。 

   是正要求の指示は、市町村の事務の処理が「法令の規定に違反していると認めると

き」、又は「著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」に

することができる（地方自治法245条の５第２項）。直接是正要求には、さらに「緊

急を要するときその他特に必要があると認めるとき」の要件が加重される。形式的に

見ると、結果的に、共同採択地区内において種目ごとに同一の教科書の採択がなされ

ていないことは事実であり、法令違反の状態にあるといえるであろう(22)。しかしな

がら、文部科学大臣による是正要求の指示や直接是正要求が適法・妥当であったと評

価できるかについては、疑問を呈せざるを得ない。 

   その理由としては、まず、同一採択地区において、「同一」の教科書を採択してい

                                                                                  

(20) 金井、前掲85頁。 

(21) 平成21年２月16日（総務大臣→東京都知事→国立市）、同年８月12日（総務大臣→福島県知

事→矢際町）。 

(22) 渡名喜氏は、「教科書無償措置法13条４項は……国の財政措置の要件を定めた法律であるに

すぎず……複数の市町村が共同して採択すべき教科書を選定しなければならない場合に、市町

村教育委員会がその調整の任に当たることを定めたものに過ぎない」としており、このような

理解にも首肯することができる。前掲181～183頁。 
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会の規約に従ってまとめられた結果」が協議の結果であり、この協議の結果に従わな

い竹富町のみが違法であるとする。つまり、協議の結果（＝答申）が竹富町の意思決

定を拘束するという理解である。 

   教科書無償措置法13条４項は、「協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなけれ

ばならない」と規定しただけで、協議の方法や成立した協議会答申の法的効力に関し

ては何の規定も置いていない。そして、前述のように、教科書無償措置法の趣旨・目

的は、国による教科書措置を円滑に行うための手続を定めるものであって、教科書の

採択権限そのものについて定めているわけではない。協議会の答申に従わず、独自の

教科書を購入・配布することは禁止されていないとする文部科学省の考え方、そして、

後述するように管理執行型採択協議会の設置を義務付けることによって協議会答申に

法的拘束力を付与することが今回の法改正の主要内容であることから考えても、改正

前の法律において協議会答申に法的拘束力を認めることには無理があると言わざるを

得ない(19)。 

   採択協議会答申の法的効果は、各市町村は答申どおりに教科書を採択する「道義的

義務」を負うだけであって、協議の過程に問題があり協議の成立それ自体又は答申の

内容に納得いかない場合には、当該答申に従わないことも法的に不可能ではない。 

   最後に、共同採択地区内で同一の教科書を採択しない「違法状態」とは何かの問題

である。形式論からすると、「違法状態」とは協議会答申に従わない行為ではなく、

同一の教科書を採択しない行為のはずである。八重山共同採択地区において、「同一」

の教科書を採択しておらず違法状態にあるのは石垣市と与那国町も同じである。文部

科学省は、「石垣、与那国はまさにルールに従って行ったわけであり、これは違法状

態ではない」としているが、これは、採択協議会答申に拘束力があることを前提とし

た話であり、また協議会答申の成立の有無、その内容を国が判断すべき事柄ではない

ことは上述したとおりである。石垣市と与那国町に対して教科書無償給付を行ったこ

とが違法であるとまでは言えないとしても、国が紛争当事者のどちらかに肩を入れて

いたことは否定できないのではなかろうか。 

 

  

                                                                                  

(19) 金井氏は、採択協議会答申の法的効力を「斡旋案・調停案」のようなものであるとしている

（前掲85頁）。渡名喜氏（前掲181～182頁）も同じ見解である。 
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(３) 国による是正要求の指示、直接是正要求 

   金井氏は、「違法状態を生み出しているのは、石垣市教育委員会、与那国町教育委

員会、竹富町教育委員会、文部科学省の四者である。違法行為をしている文部科学大

臣が違法行為をしていない沖縄県教育委員会に対して、是正の指示を出すのは、誠に

奇妙な光景である。法治主義の倒錯である｣(20)と辛辣なコメントをしている。しかし、

それで終わりではなかった。文部科学大臣が是正要求の指示、直接是正要求を行うこ

とによって、違法行為がさらに拡散することになった。すなわち、是正要求の指示に

従って竹富町教育委員会に対して是正要求をする法的義務を負う沖縄県教育委員会が

これを履行しなかったことも違法行為を構成するものである。これは直接是正要求に

従わなかった竹富町教育委員会にも当てはまる。結局、関係者全員が違法行為をした

ことになってしまったのである。 

   是正要求の指示は過去二回例があり、いずれも住民基本台帳ネットワークへの接続

への拒否にかかる総務大臣から都及び県に対する是正要求の指示であった(21)。いず

れも指示に従って是正要求をしたのであり、国の是正要求の指示に従わなかったのは

今回の沖縄県が初めての事例となる。国による市町村への直接是正要求は史上初めて

のことであった。 

   是正要求の指示は、市町村の事務の処理が「法令の規定に違反していると認めると

き」、又は「著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき」に

することができる（地方自治法245条の５第２項）。直接是正要求には、さらに「緊

急を要するときその他特に必要があると認めるとき」の要件が加重される。形式的に

見ると、結果的に、共同採択地区内において種目ごとに同一の教科書の採択がなされ

ていないことは事実であり、法令違反の状態にあるといえるであろう(22)。しかしな

がら、文部科学大臣による是正要求の指示や直接是正要求が適法・妥当であったと評

価できるかについては、疑問を呈せざるを得ない。 

   その理由としては、まず、同一採択地区において、「同一」の教科書を採択してい

                                                                                  

(20) 金井、前掲85頁。 

(21) 平成21年２月16日（総務大臣→東京都知事→国立市）、同年８月12日（総務大臣→福島県知

事→矢際町）。 

(22) 渡名喜氏は、「教科書無償措置法13条４項は……国の財政措置の要件を定めた法律であるに

すぎず……複数の市町村が共同して採択すべき教科書を選定しなければならない場合に、市町

村教育委員会がその調整の任に当たることを定めたものに過ぎない」としており、このような

理解にも首肯することができる。前掲181～183頁。 
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や直接是正要求は根本的な問題を内包している。教育の中立・自主性を担保するため

に行政委員会制度を採用していることの意義は重いものであり、教育委員会に対する

是正要求の指示、直接是正要求はより一層慎重でなければならない。それは、地方自

治法の規定とは別に、地教行法に是正要求に関する規定をおいていることからも確認

できる。地教行法49条は、地方自治法245条の５の是正要求について、「児童、生徒

等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されて

いることが明らかである」ことを要求しており、また是正要求の方式として「当該教

育委員会が講ずべき措置の内容を示して」行うことを定めている。地方自治法より厳

格な要件と方式を定めたものである。 

   ところが、文部科学省の沖縄県教育委員会に対する是正要求の指示、竹富町教育委

員会に対する直接是正要求は、もっぱら地方自治法に根拠したものであり、児童、生

徒の教育を受ける機会や権利が妨げられ侵害されたとの記述はなく、また講ずべき措

置の内容も示されていない。実際に、学校現場において混乱が生じているとは言えず、

児童生徒の教育の機会や権利が侵害されたということはできない。さらに是正要求に

当たっての講ずべき措置の内容（特定の教科書を採択せよ）を示すことも困難である。

もし地教行法49条の要件と方式が厳格であることから、その適用を避けたいと判断し

たことがその理由であれば、これは大いに問題があると言わざるを得ない。 

   要件を充足させることが難しいから地教行法ではなく地方自治法の規定のみによる

ことが許されるわけではない。地方自治法と地教行法の関係こそが「一般法と特別法

の関係」であり、地方教育行政においては地教行法が地方自治法に優先的に適用され

る。結局、文部科学省の是正要求の指示、直接是正要求は、地教行法49条に基づいた

ものでない上に、同条の法意に反するものとして違法なものであったと評価せざるを

得ない。 

   以上のように、文部科学省による是正要求の指示、直接是正要求は、地方自治の尊

重とりわけ教育自治の観点から見ても大いに問題があり、地方自治法・地教行法との

関係においても違法なものと評価せざるを得ない(28)。法律改正を目前にして、しか

                                                                                  

(28) 竹内氏は、「法律上地方の教育委員会が権限を持つ教科書の採択について行われた国の強力

な関与は、それ自体、教育（行政）の地方自治の原則に抵触する問題を含み、しかも、どの教

科書を学校で使用するかは学校における教育活動と密接不可分であることからすれば、教育内

容への国の介入として、教育における『不当な支配』（教育基本法16条１項）にもあたるもの

といいうる問題である」としている。竹内俊子「教育行政領域における『分権改革』の現状と

課題」三橋・村上・榊原編『自治体行政システムの転換と法』（日本評論社、2014年）131頁。 
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ないすべての市町村教育委員会ではなく、竹富町教育委員会だけに是正要求の指示や

直接是正要求を行ったのは問題である。共同採択地区内において、同一の教科書を採

択していないのは、石垣市と与那国町も同じであり、是正要求の指示を出すのであれ

ば三市町教育委員会すべてを対象とすべきではなかったか(23)。これは、採択地区協

議会における協議の成立の有無やその内容について文部科学省が積極的な判断をし、

さらに協議会答申に拘束力が認められることを前提とした上での対応であるが、その

前提に問題があることは既に述べたとおりである。 

   次に、法令違反状態にあるからといって、直ちに是正要求の指示や直接是正要求を

発動してよい又は発動しなければならないわけではない。発動要件を満たしたとして

も、実際にその指示や要求を行うか否かに関しては裁量が認められると解されており(24)、

そして、その裁量権の行使は自治尊重の観点からすれば、慎重でなければならない。

地方分権一括法案の国会審議において、従来の法定受託事務に係わる関与を自治事務

にも認めていることは、地方分権の趣旨に反するものとして国会審議において大きな

論点となったものであり、以下の内容の付帯議決が付されている。 

   すなわち、「自治事務に対する是正の要求の発動に当たっては、地方公共団体の自

主性及び自立性に極力配慮すること｣(25)、「自治事務に対する是正の要求については、

地方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮し、当該事務の処理が明らかに公益を侵

害しており、かつ、地方公共団体が自らこれを是正せず、その結果、当該地方公共団

体の運営が混乱・停滞し、著しい支障が生じている場合など、限定的・抑制的にこれ

を発動すること。なお、是正改善のための具体的な措置の内容は地方公共団体の裁量

に委ねられているものであり、国はこの地方公共団体の判断を尊重すること｣(26)であ

る。文部科学省の対応が、これら付帯決議の趣旨を十分に考慮したとは、到底思えな

い(27)。 

   さらに、他の行政領域と区別される教育行政の特質から見た場合、是正要求の指示

                                                                                  

(23) 金井、前掲84頁。 

(24) 地方自治総合研究所監修・佐藤英善編著『逐条研究地方自治法（別巻（下））』（敬文堂、

2010年）762頁。村上・白藤・人見編『新基本法コンメンタール地方自治法』（日本評論社、

2011年）382頁（白藤博行執筆）。 

(25) 145－衆－行政改革に関する特別委員会－14号 平成11年06月10日。 

(26) 145－参－行財政改革・税制等に関する特別委員会－11号 平成11年07月08日。 

(27) 沖縄県教育委員会「是正の要求の指示に関する対応について（経過報告）」（平成25年11月

20日）。 
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や直接是正要求は根本的な問題を内包している。教育の中立・自主性を担保するため

に行政委員会制度を採用していることの意義は重いものであり、教育委員会に対する

是正要求の指示、直接是正要求はより一層慎重でなければならない。それは、地方自

治法の規定とは別に、地教行法に是正要求に関する規定をおいていることからも確認

できる。地教行法49条は、地方自治法245条の５の是正要求について、「児童、生徒

等の教育を受ける機会が妨げられていることその他の教育を受ける権利が侵害されて

いることが明らかである」ことを要求しており、また是正要求の方式として「当該教

育委員会が講ずべき措置の内容を示して」行うことを定めている。地方自治法より厳

格な要件と方式を定めたものである。 

   ところが、文部科学省の沖縄県教育委員会に対する是正要求の指示、竹富町教育委

員会に対する直接是正要求は、もっぱら地方自治法に根拠したものであり、児童、生

徒の教育を受ける機会や権利が妨げられ侵害されたとの記述はなく、また講ずべき措

置の内容も示されていない。実際に、学校現場において混乱が生じているとは言えず、

児童生徒の教育の機会や権利が侵害されたということはできない。さらに是正要求に

当たっての講ずべき措置の内容（特定の教科書を採択せよ）を示すことも困難である。

もし地教行法49条の要件と方式が厳格であることから、その適用を避けたいと判断し

たことがその理由であれば、これは大いに問題があると言わざるを得ない。 

   要件を充足させることが難しいから地教行法ではなく地方自治法の規定のみによる

ことが許されるわけではない。地方自治法と地教行法の関係こそが「一般法と特別法

の関係」であり、地方教育行政においては地教行法が地方自治法に優先的に適用され

る。結局、文部科学省の是正要求の指示、直接是正要求は、地教行法49条に基づいた

ものでない上に、同条の法意に反するものとして違法なものであったと評価せざるを

得ない。 

   以上のように、文部科学省による是正要求の指示、直接是正要求は、地方自治の尊

重とりわけ教育自治の観点から見ても大いに問題があり、地方自治法・地教行法との

関係においても違法なものと評価せざるを得ない(28)。法律改正を目前にして、しか

                                                                                  

(28) 竹内氏は、「法律上地方の教育委員会が権限を持つ教科書の採択について行われた国の強力

な関与は、それ自体、教育（行政）の地方自治の原則に抵触する問題を含み、しかも、どの教

科書を学校で使用するかは学校における教育活動と密接不可分であることからすれば、教育内

容への国の介入として、教育における『不当な支配』（教育基本法16条１項）にもあたるもの

といいうる問題である」としている。竹内俊子「教育行政領域における『分権改革』の現状と

課題」三橋・村上・榊原編『自治体行政システムの転換と法』（日本評論社、2014年）131頁。 
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対し、検証を加える｣(32)などとして、従来の学校教育の自主性、多様性の確保や学校

単位の教科書採択に関する議論とはかけ離れたものとなっている。 

   このような動きはそのまま、文部科学省の「教科書改革実行プラン」（平成25年11

月15日）につながり、中央教育審議会初等中等教育分科会の答申(33)の内容もこれを

推認するようなものとなっている。「教科書改革実行プラン」の内容は、ア．共同採

択について、構成市町村による協議ルールの明確化、イ．「市郡」単位となっている

採択地区の設定単位を「市町村」に柔軟化、ウ．採択の結果・理由など、教科書採択

に関する情報の公表をその内容とするものであった。そして、この「教科書改革実行

プラン」及び中央教育審議会初等中等教育分科会の答申に基づいて改正法案が作成さ

れ、186回国会において閣法として提出されるに至った。 

 

(２) 改正内容 

  ① 共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関する規定の整備 

    八重山教科書問題の発生を受けて実施した文部科学省の調査によれば、図表３の

とおり、６割の採択地区協議会が、協議が難航する場合の再協議の方法などを定め

ていないことが判明した。地方自治法上の管理執行型協議会（協議会が行う事務の

管理執行が、関係地方公共団体の執行機関が管理・執行したものとしての効力を有

する協議会)(34)を参考にした採択地区協議会(35)の設置を義務付け、また、この協議

会における協議の結果に法的拘束力を付与することによって、確実な協議の成立と

採択教科書の一本化を図るためのことである。 

    なお、採択地区協議会の組織及び運営については政令で定めることとし、これを

受けて改正された政令(36)においては、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要

な事項について、採択地区協議会に会長を置き、会長が会務を総理するものとした

こと以外については、採択協議会規約の定めるものとしている。そして、採択協議 

                                                                                  

(32) 自由民主党教育再生実行本部・教科書検定の在り方特別部会「議論の中間まとめ」（平成25

年６月25日）。 

(33) 中央教育審議会初等中等教育分科会答申「教科書採択の改善について（意見のまとめ）」

（平成25年12月26日）。 

(34) 地方自治法252条の２、252条の５。 
(35) 前掲注(33)中央教育審議会初等中等教育分科会答申。 

(36) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成26

年政令第293号）平成26年９月３日公布、平成27年４月１日施行。 
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も権力的な介入をもっとも警戒すべき教育行政領域において、その効果が期待できな

い是正要求を発動して先例を残すことに何の意味があったのだろうか。 

 

 

 5. 教科書無償措置法の改正 
 

(１) 経 緯 

   今回の教科書無償措置法の改正の直接のきっかけとなったのは八重山教科書問題で

あるが、そもそも教科書採択制度の改革をめぐっては、従来から議論がなされてきた

ところである。まず、八重山教科書問題発生前の教科書採択制度の改革をめぐる主要

な閣議決定・提言等を見ると、「将来的には学校単位の採択に向けて法的整備を含め

て検討していくという必要があるとの観点に立ち、採択地区の小規模化や採択方法の

工夫改善について、フォローアップを図りながら都道府県の取り組みを引き続き促

す｣(29)、又は、「公立小・中学校の教科書は、市若しくは郡の区域又はこれらの区域

を合わせた地域を採択地区として設定することとされているが、適正かつ公正な採択

を確保しつつ、学校教育の自主性、多様性を確保することの重要性も踏まえ、将来的

には学校単位での教科書採択の可能性も視野に入れて、教科書採択地区の小規模化を

検討する。よって、町村のニーズ等を踏まえ、町村単位での採択地区の設定を含め、

採択地区の小規模化について検討し、結論を得て、所要の措置を講じる｣(30)などとし

ており、学校教育の自主性、多様性を確保することの重要性を踏まえた教科書採択地

区の小規模化を目指すべきとしていたことが分かる。 

   ところが、今回の改正内容に直接的に影響した八重山教科書問題発生後の動きは、

「『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』及び『義務教育諸学校の教科用図書

の無償措置に関する法律』の法的な整合性を図る｣(31)、「教育委員会の調査研究をは

じめとした採択手続について、その実態を検証し、教育委員会制度の見直しの方向性

を踏まえ、教科書採択の権限と責任が十分に果たされるよう徹底を図る」、また「地

域によっては長年にわたり特定の教科書発行者の教科書が採択され続けている現状に

                                                                                  

(29) 閣議決定「規制緩和推進３か年計画」（平成12年３月31日再改定）。 

(30) 閣議決定「規制改革推進のための３か年計画」（平成21年３月31日再改定）。 

(31) 自由民主党教育再生実行本部「中間取りまとめ」（平成24年11月21日）。 
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対し、検証を加える｣(32)などとして、従来の学校教育の自主性、多様性の確保や学校

単位の教科書採択に関する議論とはかけ離れたものとなっている。 

   このような動きはそのまま、文部科学省の「教科書改革実行プラン」（平成25年11

月15日）につながり、中央教育審議会初等中等教育分科会の答申(33)の内容もこれを

推認するようなものとなっている。「教科書改革実行プラン」の内容は、ア．共同採

択について、構成市町村による協議ルールの明確化、イ．「市郡」単位となっている

採択地区の設定単位を「市町村」に柔軟化、ウ．採択の結果・理由など、教科書採択

に関する情報の公表をその内容とするものであった。そして、この「教科書改革実行

プラン」及び中央教育審議会初等中等教育分科会の答申に基づいて改正法案が作成さ

れ、186回国会において閣法として提出されるに至った。 

 

(２) 改正内容 

  ① 共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関する規定の整備 

    八重山教科書問題の発生を受けて実施した文部科学省の調査によれば、図表３の

とおり、６割の採択地区協議会が、協議が難航する場合の再協議の方法などを定め

ていないことが判明した。地方自治法上の管理執行型協議会（協議会が行う事務の

管理執行が、関係地方公共団体の執行機関が管理・執行したものとしての効力を有

する協議会)(34)を参考にした採択地区協議会(35)の設置を義務付け、また、この協議

会における協議の結果に法的拘束力を付与することによって、確実な協議の成立と

採択教科書の一本化を図るためのことである。 

    なお、採択地区協議会の組織及び運営については政令で定めることとし、これを

受けて改正された政令(36)においては、採択地区協議会の組織及び運営に関し必要

な事項について、採択地区協議会に会長を置き、会長が会務を総理するものとした

こと以外については、採択協議会規約の定めるものとしている。そして、採択協議 

                                                                                  

(32) 自由民主党教育再生実行本部・教科書検定の在り方特別部会「議論の中間まとめ」（平成25

年６月25日）。 

(33) 中央教育審議会初等中等教育分科会答申「教科書採択の改善について（意見のまとめ）」

（平成25年12月26日）。 

(34) 地方自治法252条の２、252条の５。 
(35) 前掲注(33)中央教育審議会初等中等教育分科会答申。 

(36) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成26

年政令第293号）平成26年９月３日公布、平成27年４月１日施行。 
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に提供していくことが必要であるとされていた(38)。しかしながら、採択結果と採

択理由の公表に関しては、図表４で分かるように、採択結果の公表が約６割、採択

理由の公表が約３割にとどまっている状況であった(39)。 

    改正法では、教科書を採択したとき、教科書の採択権者は、採択教科書の種類及

び採択理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めることとした。こ

れを受けて改正された文部科学省令(40)においては、改正前の教育委員会の会議の

議事録の公表に代わって、「採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあって

は、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録」を公表すべき

事項とした(41)。教科書の研究のために資料を作成したときは、その資料も公表の

対象となることは変わっていない。なお、議事録の公表にあたって、個々の委員の

賛否を明らかにするかどうかについては、「静ひつな採択環境を確保する観点も踏

まえ、地域の実情に応じ、適切に判断すべき｣(42)として、各協議会の判断に委ねら

れている。 

 

【図表４】各採択地区における教科書採択の結果・理由等の公表状況（義務教育） 

 

 公 表 
請求に応じて

公表 
非公開 

当該組織・資料

なし 

採択地区協議会委員氏名 34（10.7％） 242（76.1％） 42（13.2％） 264 

選定委員会氏名 79（22.4％） 217（61.6％） 56（15.9％） 223 

調査員氏名 74（13.1％） 274（48.3％） 219（38.6％）  15 

採択理由 171（31.5％） 347（64.0％） 24 （4.4％）  40 

採択結果 339（59.2％） 230（40.1％） 4 （0.7％）   9 

調査研究資料 101（18.1％） 424（76.0％） 33 （5.9％）  24 

＊平成23年度採択時点、文部科学省調べ 

出所：中央教育審議会初等中等教育分科会（第86回）配布資料（平成25年11月28日） 

                                                                                  

(38) 前掲注(33)、中央教育審議会初等中等教育分科会答申。 

(39) 第86回中央教育審議会初等中等教育分科会配布資料（平成25年11月28日）。 

(40) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成

26年文部科学省令第27号）平成26年９月３日公布、平成27年４月１日施行。 

(41) 省令改正による教育委員会の会議の議事録に係る規定の削除は、地教行法改正法の施行に伴

う条文の整理であり、採択地区協議会を設置しない市町村に対しては、改正後の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第14条第９項に基づき、教育委員会の

会議の議事録の作成・公表の努力義務が課せられることによって、採択結果及び採択理由の公

表に努めることとなっている。 

(42) 文部科学省初等中等教育局長通知26文科初第597号（平成26年９月３日）。 
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【図表３】協議が調わない場合の再協議の方法の決め方について 

 
 該当地区数 割  合
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＊平成23年度採択時点、文部科学省調べ 

出所：中央教育審議会初等中等教育分科会（第86回）配布資料（平成25年11月28日） 

 

   会規約の必須事項として、ア．採択地区協議会の名称、イ．採択地区協議会を設け
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改めた。現在「郡」は、行政単位としての実質がなく、また、市町村合併の進行に

よる一つの郡を構成する町村の数と人口の減少とともに町村が飛び地になっている

郡が現れるなど、郡の存在意義が大きく薄れていることから、郡の区域にかかわら

ない柔軟な採択地区の設定を可能にしたものである(37)。 

    しかし、都道府県教育委員会が採択地区の設定・変更の際には市町村教育委員会

の意見をきかなければならないとされているものの（教科書無償措置法12条２項）、

共同採択地区の設定権限は都道府県教育委員会にあり（同法12条１項、３項）、必

ずしも市町村の意見が反映される仕組みにはなっていない。八重山地区の場合は、

県教育委員会が地区の分割を容認する立場であったことから、新たな問題が発生す

ることはなかったが、たとえば市町村の意向に反して採択地区の分割を認めない場

合も十分に考えられる。 

  ③ 採択結果及び理由等の公表 

    近時、教科書に関する国民の関心が高まっており、また、教科書が学校教育にお

いて果たす重要な役割を踏まえ、教育委員会にあっては主に地域住民に対して、私

立学校にあっては主に保護者に対して、その関心に応じて採択に関する情報を適切

                                                                                  

(37) 平成25年12月４日の公職選挙法の改正においても、都道府県議会の議員選挙において、町村

に係る選挙区については、郡の区域にかかわらず、条例で任意に定めることができるようにし

たのも、同様の趣旨である。 
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に提供していくことが必要であるとされていた(38)。しかしながら、採択結果と採

択理由の公表に関しては、図表４で分かるように、採択結果の公表が約６割、採択

理由の公表が約３割にとどまっている状況であった(39)。 
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び採択理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めることとした。こ

れを受けて改正された文部科学省令(40)においては、改正前の教育委員会の会議の

議事録の公表に代わって、「採択地区協議会を設ける市町村の教育委員会にあって

は、採択地区協議会の会議の議事録を作成したときは、その議事録」を公表すべき

事項とした(41)。教科書の研究のために資料を作成したときは、その資料も公表の

対象となることは変わっていない。なお、議事録の公表にあたって、個々の委員の

賛否を明らかにするかどうかについては、「静ひつな採択環境を確保する観点も踏

まえ、地域の実情に応じ、適切に判断すべき｣(42)として、各協議会の判断に委ねら

れている。 
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選定委員会氏名 79（22.4％） 217（61.6％） 56（15.9％） 223 

調査員氏名 74（13.1％） 274（48.3％） 219（38.6％）  15 

採択理由 171（31.5％） 347（64.0％） 24 （4.4％）  40 

採択結果 339（59.2％） 230（40.1％） 4 （0.7％）   9 

調査研究資料 101（18.1％） 424（76.0％） 33 （5.9％）  24 

＊平成23年度採択時点、文部科学省調べ 

出所：中央教育審議会初等中等教育分科会（第86回）配布資料（平成25年11月28日） 

                                                                                  

(38) 前掲注(33)、中央教育審議会初等中等教育分科会答申。 

(39) 第86回中央教育審議会初等中等教育分科会配布資料（平成25年11月28日）。 

(40) 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成

26年文部科学省令第27号）平成26年９月３日公布、平成27年４月１日施行。 

(41) 省令改正による教育委員会の会議の議事録に係る規定の削除は、地教行法改正法の施行に伴

う条文の整理であり、採択地区協議会を設置しない市町村に対しては、改正後の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第14条第９項に基づき、教育委員会の

会議の議事録の作成・公表の努力義務が課せられることによって、採択結果及び採択理由の公

表に努めることとなっている。 

(42) 文部科学省初等中等教育局長通知26文科初第597号（平成26年９月３日）。 
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「国は基本的に教科書無償措置法に基づいて教科書の無償給付を行う責任を有して

いることから、国が判断をすることができるというのも当然である。今までの協議

会の経緯の中で、これは適切な判断を法律にのっとってしている」（下村博文大臣）

としている。また、教科書を統一できていないのは石垣市、与那国町も同じなのに

竹富町教育委員会だけに是正要求をしたことは問題ではないかという指摘〈菊田真

紀子（衆議院議員、以下、衆）、柴田巧（参）〉に対しては、「石垣市及び与那国

町の各教育委員会は、協議の結果に基づいて採択しているわけで、教科書無償措置

法第十三条第四項の規定による採択を行っていることから、教科書無償措置法によ

り、国がその採択に係る教科用図書を無償で供給することができる、つまり、石垣、

与那国はまさにルールに従って行ったわけで、違法状態ではない」（下村大臣）と

している。そして、竹富町教育委員会に対する是正要求は、地方分権推進法制定の

際の附帯決議の意義を考慮していないものとして違法または不当ではないかという

問題指摘〈青木愛（衆）、宮本岳志（衆）、吉川元（衆）、石橋通宏（参）、那谷

屋正義（参）〉に対しては、「文科省としては、関係教育委員会の自主性や自立性

に極力配慮した丁寧な対応を行ってきたものと考えており、それでも違法状態が是

正されず、法令上の要件を満たすためには、国として、適正な教科書採択事務の執

行を確保するため、是正の要求を初めとする措置をとることも必要であると考えて

いる」（下村大臣）と答弁している。 

    教科書採択制度のあり方に関しては、まず、共同採択制度そのものが問題であり、

教育委員会又は学校単位の採択を目指すべきではないかという指摘〈中川正春

（衆）、井出庸生（衆）、青木愛（衆）、柴田巧（参）、那谷屋正義（参）〉に対

しては、「教科書内容についての綿密な調査研究が可能となるなど教科書採択の適

正を確保する上で意義を有していること、また、教育委員会や採択地区協議会の採

択方針に基づき教科書の調査研究が行われることにより初めて全体として責任ある

教科書採択が実現するものであって、教科書の調査研究と採択とが一体となって行

われることが重要であること、また、全国町村教育長会は共同採択制度を存続して

ほしいという意向を示していることの観点から共同採択制度を行うもので、その見

直しについては考えていない」（下村大臣）としている。次に、採択の結果及び理

由の公表について努力義務ではなくて義務規定にすべきではないかとの指摘〈稲津

久（衆）、菊田真紀子（衆）、田沼隆志（衆）〉に対しては、「特別支援学校、私

立学校など、学校種や学校の設置主体の特性等によって採択に関する情報の公表の
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(３) 国会における審議 

  ① 法案の提案理由(43) 

 
 

 義務教育諸学校の採択の制度の改善を図るため、近年、共同採択に当たって

協議が難航する事例が生じていることを踏まえ、共同採択地区における市町村

教育委員会の協議の方法に関する規定の整備を行うほか、柔軟に採択地区を設

定できるようにするための採択地区の設定単位の変更、教科書の採択に関する

信頼を確保するための採択結果及び理由等の公表について定めること 

 
 

  ② 経 過 

 

項  目 内  容 

議案種類 閣法 

議案提出回次 186 

議案番号 41 

議案提出者 内閣 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成26年３月18日／文部科学 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成26年３月26日／可決 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成26年３月27日／可決 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成26年４月２日／文教科学 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成26年４月８日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成26年４月９日／可決 

公布年月日／法律番号 平成26年４月16日／20 

 

  ③ 審議内容 

    衆議院文部科学委員会と参議院文教科学委員会における審議は、主に八重山教科

書問題に対する文部科学省の対応の是非と、教科書採択制度のあり方に関する内容

に分けることができる。主な審議内容は以下のとおりである(44)。 

    八重山教科書問題に関して、協議会規約の解釈は、これは決めた当事者である三

教委にあるのではないかという質問〈石橋通宏（参議院議員、以下、参）〉があり、

                                                                                  

(43) 186－衆－文部科学委員会－６号 平成26年03月19日。 

(44) 以下の審議内容については、国会議事録186－衆－文部科学委員会－７号 平成26年03月26

日、186－参－文教科学委員会－９号 平成26年04月08日を参照。 
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「国は基本的に教科書無償措置法に基づいて教科書の無償給付を行う責任を有して

いることから、国が判断をすることができるというのも当然である。今までの協議

会の経緯の中で、これは適切な判断を法律にのっとってしている」（下村博文大臣）

としている。また、教科書を統一できていないのは石垣市、与那国町も同じなのに

竹富町教育委員会だけに是正要求をしたことは問題ではないかという指摘〈菊田真

紀子（衆議院議員、以下、衆）、柴田巧（参）〉に対しては、「石垣市及び与那国

町の各教育委員会は、協議の結果に基づいて採択しているわけで、教科書無償措置

法第十三条第四項の規定による採択を行っていることから、教科書無償措置法によ

り、国がその採択に係る教科用図書を無償で供給することができる、つまり、石垣、

与那国はまさにルールに従って行ったわけで、違法状態ではない」（下村大臣）と

している。そして、竹富町教育委員会に対する是正要求は、地方分権推進法制定の

際の附帯決議の意義を考慮していないものとして違法または不当ではないかという

問題指摘〈青木愛（衆）、宮本岳志（衆）、吉川元（衆）、石橋通宏（参）、那谷

屋正義（参）〉に対しては、「文科省としては、関係教育委員会の自主性や自立性

に極力配慮した丁寧な対応を行ってきたものと考えており、それでも違法状態が是

正されず、法令上の要件を満たすためには、国として、適正な教科書採択事務の執

行を確保するため、是正の要求を初めとする措置をとることも必要であると考えて

いる」（下村大臣）と答弁している。 

    教科書採択制度のあり方に関しては、まず、共同採択制度そのものが問題であり、

教育委員会又は学校単位の採択を目指すべきではないかという指摘〈中川正春

（衆）、井出庸生（衆）、青木愛（衆）、柴田巧（参）、那谷屋正義（参）〉に対

しては、「教科書内容についての綿密な調査研究が可能となるなど教科書採択の適

正を確保する上で意義を有していること、また、教育委員会や採択地区協議会の採

択方針に基づき教科書の調査研究が行われることにより初めて全体として責任ある

教科書採択が実現するものであって、教科書の調査研究と採択とが一体となって行

われることが重要であること、また、全国町村教育長会は共同採択制度を存続して

ほしいという意向を示していることの観点から共同採択制度を行うもので、その見

直しについては考えていない」（下村大臣）としている。次に、採択の結果及び理

由の公表について努力義務ではなくて義務規定にすべきではないかとの指摘〈稲津

久（衆）、菊田真紀子（衆）、田沼隆志（衆）〉に対しては、「特別支援学校、私

立学校など、学校種や学校の設置主体の特性等によって採択に関する情報の公表の
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く周知に努めること。また、教育委員会等に対し、これらの事項の公表を積

極的に促すよう十分な施策を講ずること。 

四、教科書採択における調査研究の重要性を踏まえ、調査研究の体制充実に努

めること。また、共同採択地区において共同して行われる調査研究の成果

が、採択地区協議会による協議において十分に活用されるよう配慮するこ

と。 

五、政府は、障害者の権利に関する条約に掲げるインクルーシブ教育システム

の構築に向けて、障害のある児童生徒が十分な教育を受けられるよう教科

書・教材の充実等必要な諸条件の整備に努めるとともに、教育委員会等に対

し、教科書のバリアフリー化への配慮を促すこと。また、デジタル教科書・

教材の活用などＩＣＴ教育の充実が図られるよう、実践的な調査研究を推進

すること。 

 
 

    以上の経過を経て、衆・参いずれにおいても賛成多数で原案どおり可決された。

施行日に関しては、「共同採択地区における市町村教育委員会の協議の方法に関す

る規定」については、採択地区協議会の規約の整備等について時間を要することか

ら平成27年４月１日施行とし、「採択地区の設定単位の変更」と「採択結果及び理

由等の公表」については公布日をもって施行日とした。 

 

 

 6. 結びにかえて 
 

 本稿では、八重山教科書採択問題を地方教育行政に対する国の関与を中心に検討し、ま

た、教科書無償措置法改正について立法過程を中心に検討した。八重山教科書採択問題に

おいて、文部科学省は、他の行政領域でも類を見ないほど積極的関与を試みていたが、そ

れは、政治的・政策的裁量権行使の範囲を超えた違法なものと評価せざるを得ないことは

前述のとおりである。結局、法改正によって八重山教科書採択問題は決着が付いたという

ことができるが、今回の改正は、教科書採択制度のあり方に関する本質的な議論を踏まえ

たものではなく、共同採択地区において協議が難航する事例に対処するための、現行の制
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あり方は異なってくることから、一律に義務とせず、一般的な努力義務規定と課し

た上で、個々の状況に応じ取り組みを促していくこととすることが適切である」

（下村大臣）と答弁している。 

  ④ 附帯決議 

    本法案については、衆議院文部科学委員会と参議院文教科学委員会においてそれ
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   【参議院文教科学委員会附帯決議】 
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係のあり方に関する再検討を進めていく必要がある。その際には、他の行政領域と区別さ

れる教育行政の特質を十分に考慮し、教育の中立性・自主性、教育自治の保障の観点に立

ち返って、議論を進めることが肝要であると思われる。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部准教授） 

 

 

キーワード：八重山教科書問題／教科書採択／採択協議会／ 

      教科書無償給与／地方教育行政 

 

 

 

－ 156 － 

●－自治総研通巻435号 2015年１月号－● 

度を前提とする小幅な改正であり(45)、また、これまでの議論の流れに逆行する内容も含

まれている。その分、今後の実際の運用と新しい制度設計に向けた課題を提示していると

いうこともできる。以下、今後の課題について述べることで、結びにかえたい。 

 まず、八重山教科書採択問題では、地方の教育行政に関する国の関与のあり方が大きく

問題となっていたが、平成26年６月13日、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（1956年６月30日法律第162号）の一部を改正する法律案」が成立したことによる首長の

教育委員会に対する影響力の強化は、教育行政に対する政治介入の危険性を内包するもの

であり、これは教科書採択においても同じく考えられることである(46)。実際に、地教行

法改正の審議過程においても、地方公共団体の首長による政治的関与の可能性が問題と

なっていた。これに対しては、教科書の採択に関する最終的な決定権限は教育委員会にあ

り、総合教育会議において協議の議題として取り上げたり教育行政の大綱に記載すべき事

項ではないとしながらも、「教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない

事項について記載することも可能｣(47)、また「（教科書採択）に関する方針について協議

することまで妨げられるものではない｣(48)と答弁しており、教科書採択に関する政治的関

与の可能性を示唆している。教育の中立・自主性、教育自治の保障の観点に立脚した運用

が切実に要求されるところである。 

 次に、法改正によって同様な問題の発生を完全に防ぐことができるとは考えられない。

協議会の協議の結果に従わず別の教科書を採択した場合、同じく「教科書無償措置法に違

反しているが、地教行法上の採択権限を正当に行使している」という状態が発生し得る。

また、共同採択地区からの離脱をしようとしても県教育委員会が許可をしないこともあり

得るし、逆に県教育委員会が勝手に共同採択地区から分離させ独立の採択地区にすること

も法律上不可能ではない。採択地区の設定・変更にあたっては、あらかじめ市町村教育委

員会の意見をきかなければならないとされているが、市町村教育委員会の意見を最大限尊

重する形で運用していく必要がある。 

 最後に、今後、教科書採択制度や無償給与制度のあり方、教育行政における国・地方関

                                                                                  

(45) 平井、前掲20頁。 

(46) 村上氏も教科書採択で首長や教育長の影響力が強まる可能性を指摘している。村上祐介「教

育委員会改革からみた地方自治制度の課題」自治総研2014年８月号（公益財団法人地方自治総

合研究所）84～85頁。 

(47) 衆議院本会議における安倍総理大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(48) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－文部科学委員会－12号 平成26年04月16

日） 
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係のあり方に関する再検討を進めていく必要がある。その際には、他の行政領域と区別さ

れる教育行政の特質を十分に考慮し、教育の中立性・自主性、教育自治の保障の観点に立

ち返って、議論を進めることが肝要であると思われる。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部准教授） 
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地方教育行政の組織及び運営に関する 
法律の一部を改正する法律      

（平成26年６月20日法律第76号） 

 

 

権   奇 法 

 

 
 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年６月30日法律第162号。以下、「地教

行法」）は、教育委員会の設置及び運営、教育委員会と地方公共団体の長の職務権限、教職員

の身分、地方教育行政における国地方関係などを定める法律である。 

 2011年に大津市で発生した中学２年生のいじめ自殺問題において、同市教育委員会の対応に

対する批判が相次ぎ、教育委員会の体質や責任体制が大きく問題となったことを直接のきっか

けとして、平成26年６月13日、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する

法律案」が成立し、６月20日に公布された。安倍政権にとっては、第一次安倍政権の時の改正

以来の２回目の改正であり、昭和23年に成立した教育委員会制度をおおよそ60年ぶりに大幅に

見直すものである。具体的には、「教育委員長」と「教育長」を一本化した「新教育長」の設

置、地方公共団体の長による大綱の策定、総合教育会議の設置、国による関与の見直しであ

る。 

 今回の改正は、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方

公共団体の長と教育委員会との連携の強化を図るものとして、地方教育行政における首長の権

限の強化が主な内容となっている。 
 

 

 

 

 1. 教育委員会制度の意義と沿革 
 

 教育委員会制度は、戦前の中央集権的・国家主義教育の反省から、教育の地方分権と民主化の理念の

下(１)、教育が政治から影響を受けないようにするため首長から独立した行政委員会として、1948年

に制定された教育委員会法によって創設された制度である。 

 教育委員会制度を導入した意義に関しては、「教育が『不当な支配』に服さず自主的に行われるた

めには、教育行政は一般行政から独立したものでなければならない」とし、旧教育基本法10条が「教

育」と「教育行政」の区別を前提に、教育における「不当な支配」を禁止したことは、「教育機関た

                                                                                           

(１) 戦後の教育委員会制度創設の意義に関しては、竹内俊子「教育行政領域における『分権改革』の現状と課題」

三橋・村上・榊原編『自治体行政システムの転換と法』（日本評論社、2014年）134～135頁、村上祐介「教育委

員会改革からみた地方自治制度の課題」『自治総研』2014年８月号、76頁以下など参照。 
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 2. 改正の経緯 
 

 今回の法改正に直接的に関連する主な答申・報告書の内容は以下のようになっている。 

 

(１) 自民党・教育再生実行本部「教育再生実行本部 中間取りまとめ」（平成21年11月21日） 
 
 

・形骸化している教育委員会の抜本的な見直し 

 いじめ問題でも露呈した現行の無責任な教育行政システムを是正するため、首長が議会の同意

を得て任命する『常勤』の『教育長』を、教育委員会の責任者とするなど、教育委員会制度を

抜本改革する。 

・国が公教育の最終的な責任を果たす（教育委員会制度改革分科会） 

 いじめの隠ぺいなど、地方教育行政において、法令に違反している、あるいは児童生徒の『教

育を受ける権利』を著しく侵害するおそれのある場合、公教育の最終責任者たる国が責任を果

たせるよう改革する。 
 

 

 

(２) 教育再生実行会議「教育委員会制度等のあり方について（第二次提言）」（平成25年４月15日） 
 
 

1. 地方教育行政の権限と責任を明確にし、全国どこでも責任ある体制を築く。 

  地方公共団体における教育行政の責任体制を明確にするため、首長が任免を行う教育長が、

地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直す。首長による教

育長の任命・罷免に際しては、議会の同意を得ることとし、議会が教育長の資質・能力を

チェックする。 

2. 責任ある教育が行われるよう、国、都道府県、市町村の役割を明確にし、権限の見直しを行

う。 

  責任ある教育行政が確実に行われるよう、具体の教育行政については、原則として地方公共

団体自らが判断し、責任を負うべきとの前提に立った上で、地方公共団体の教育行政が法令の

規定に違反したり、子どもの生命・身体や教育を受ける権利が侵害されたりする場合には、最

終的には、国が、是正・改善の指示等を行えるようにすることにより、その責任をしっかりと

果たせるようにする。 
 

 

 

(３) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（審議経過報告）」 

  （平成25年10月11日） 
 
 

 教育長を首長の補助機関とし教育委員会を首長の附属機関とするＡ案と、教育長を教育委員会

の補助機関とし教育委員会の性格を改めた執行機関とするＢ案が提示された。教育委員会の現状

に対する国民の課題意識を踏まえると、最も抜本的な改革案として、Ａ案が考えられるとしなが
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る学校・教師の教育内容・方法に関する裁量を確保し、教育行政などを通じた公権力による教育機関

への過度の介入を抑制するという考え方」であり、このような考え方は2006年の新教育基本法（16条

１項）においても引き継がれているという(２)。 

 教育委員は、当初は公選制で住民による直接選挙で選ばれたが、1956年の地教行法の成立によって

公選制は廃止され首長が議会の同意を得て教育委員を任命する任命制教育委員会に変わった。この公

選制廃止の主な理由は、政権党による日教組の影響力の排除への思惑とともに、公選制教育委員と首

長・一般行政部局との間の政治的なせめぎ合い状況から生起する両部局間の確執にあったという(３)。 

 教育委員会制度のあり方に関しては、従来から、教育委員会の形骸化や教育委員の名誉職化が指摘

されており、教育委員会自体の廃止論を含む改革の必要性に関する主張が強かったこともあり(４)、

地教行法の成立以後も幾度かの法改正が行われた。その主な改正内容は以下のようになっている。 

 まず、1999年の「地方分権一括法」の成立によって、教育における団体自治の強化が図られ、教育

長の任命承認制度が廃止され、市町村立学校に関する都道府県の基準設定権が廃止された。次に、

2001年の法改正においては、教育における住民自治の強化が図られ、委員の年齢、性別、職業等に著

しい偏りが生じないよう配慮することや保護者が含まれるよう努めるのを規定するなど、教育委員構

成の多様化が図られ、また、教育行政における説明責任を果たすために教育委員会会議の原則公開が

規定された。 

 2004年の法改正においては、地域住民、保護者等が学校運営に参画できるようにする学校運営協議

会を設置することが可能となり、学校運営協議会は、学校運営の基本方針の承認、学校運営について

教育委員会または校長に意見を述べること、教職員の任用について教育委員会に意見を述べることが

できるようになった。 

 そして、第１次安倍内閣における2007年の法改正においては、国、教育委員会の責任の明確化を図

るために、教育長に委任することができない事務の明確化（第26条第２項）、教育委員の数の弾力化

（第３条）と同一政党所属委員の制限（第４条第３項及び第７条第２項から第４項）、教育委員への

保護者の選任の義務化（第４条第４項）するとともに、地方教育行政に関する国の関与としての是正

の要求の方式（法第49条）と文部科学大臣の指示（法第50条）に関する改正が行われた。 

 

  

                                                                                           

(２) 中川律「改めて憲法を考える⑭ 教育委員会制度と教育を受ける権利 ― 改正地方教育行政法を考える」『時

の法令』1960号（2014年８月） 

(３) 西尾勝・小川正人編著『分権改革と教育行政 ― 教育委員会・学校・地域』（ぎょうせい、2000年）25～28頁

（小川執筆）。 

(４) 村上、前掲76～78頁。廃止論の例としては、穂坂邦夫『教育委員会廃止論』（弘文堂、2005年）、新藤宗幸

『教育委員会』（岩波書店、2013年）、東田親司「地方教育行政にかかる権限と責任を市町村長に」季刊行政管

理研究№145（2014年３月）など。また、改正法が成立した186回国会に民主党・維新の会共同提出の「地方教育

行政の組織及び改革による地方教育行政の適正な運営に関する法律案」も、教育委員会の廃止を盛り込んでいた。 
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 2. 改正の経緯 
 

 今回の法改正に直接的に関連する主な答申・報告書の内容は以下のようになっている。 

 

(１) 自民党・教育再生実行本部「教育再生実行本部 中間取りまとめ」（平成21年11月21日） 
 

 

・形骸化している教育委員会の抜本的な見直し 

 いじめ問題でも露呈した現行の無責任な教育行政システムを是正するため、首長が議会の同意

を得て任命する『常勤』の『教育長』を、教育委員会の責任者とするなど、教育委員会制度を

抜本改革する。 

・国が公教育の最終的な責任を果たす（教育委員会制度改革分科会） 

 いじめの隠ぺいなど、地方教育行政において、法令に違反している、あるいは児童生徒の『教

育を受ける権利』を著しく侵害するおそれのある場合、公教育の最終責任者たる国が責任を果

たせるよう改革する。 
 

 

 

(２) 教育再生実行会議「教育委員会制度等のあり方について（第二次提言）」（平成25年４月15日） 
 

 

1. 地方教育行政の権限と責任を明確にし、全国どこでも責任ある体制を築く。 

  地方公共団体における教育行政の責任体制を明確にするため、首長が任免を行う教育長が、

地方公共団体の教育行政の責任者として教育事務を行うよう現行制度を見直す。首長による教

育長の任命・罷免に際しては、議会の同意を得ることとし、議会が教育長の資質・能力を

チェックする。 

2. 責任ある教育が行われるよう、国、都道府県、市町村の役割を明確にし、権限の見直しを行

う。 

  責任ある教育行政が確実に行われるよう、具体の教育行政については、原則として地方公共

団体自らが判断し、責任を負うべきとの前提に立った上で、地方公共団体の教育行政が法令の

規定に違反したり、子どもの生命・身体や教育を受ける権利が侵害されたりする場合には、最

終的には、国が、是正・改善の指示等を行えるようにすることにより、その責任をしっかりと

果たせるようにする。 
 

 

 

(３) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（審議経過報告）」 

  （平成25年10月11日） 
 

 

 教育長を首長の補助機関とし教育委員会を首長の附属機関とするＡ案と、教育長を教育委員会

の補助機関とし教育委員会の性格を改めた執行機関とするＢ案が提示された。教育委員会の現状

に対する国民の課題意識を踏まえると、最も抜本的な改革案として、Ａ案が考えられるとしなが
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○ Ｂ案：教育長＝教育委員会の補助機関、教育委員会＝性格を改めた執行機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（答申）」（平成25年

12月13日） 
 
 

(４) 新しい制度の方向性 

   地方公共団体を統轄する首長、常勤の専門家である教育長、非常勤の合議体である教育委

員会のそれぞれの権限と責任を明確化し、それぞれに期待される本来の役割を十分に発揮し

ていくため、以下の改革案を提言する。 

   なお、本案の検討の過程では、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に課題がある

との意見もあったことを踏まえ、新しい制度の具体化にあたっては、こうした懸念が払拭さ

れるような制度設計がなされることを期待する。 

● 地方公共団体に、公立学校の管理等の教育に関する事務執行の責任者として、教育長を置

く。教育長は、首長が定める大綱的な方針に基づいて、その権限に属する事務を執行する。首

長が大綱的な方針を定める際には、その附属機関として設置する教育委員会の議を経るものと

する。 

● 教育長の権限に属する事務の執行について、首長の関与は、原則として、大綱的な方針を示

すことにとどめ、日常的に指示は行わないものとする。 

● 教育委員会は、地域の教育の在るべき姿や基本方針について審議をするとともに、教育長に

よる事務執行を住民目線による第三者的立場からチェックすることを目的とする。 
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らも、Ａ案については、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に関して課題があるとの意

見もあり、Ｂ案についても検討が行われたとしている。 

 

 Ａ案  

・教育長を責任者とするため、首長は、教育長の事務執行について日常的な指示を行わないこと

とする。 

・教育委員会は、首長又は教育長からの諮問を受けて答申を行うとともに、自ら首長又は教育長

に対し、建議、勧告等を行う機関とする。 

・教育長の事務執行に問題があるなど特別な場合には、首長が、教育長に対して必要な指示を行

うこととなる。 

 

 Ｂ案  

・教育長と教育委員会の責任体制の明確化を図るため、教育委員会は、教育長の事務執行につい

て日常的な指示を行わないこととする。 

・教育委員会は、基本方針等の限られた事項について審議決定を行うとともに、教育長の事務執

行をチェックする機関とする。 

・教育長の事務執行に問題があるなど特別な場合には、教育委員会が、教育長に対して必要な指

示を行うこととなる。また、首長も、教育長に対して調査又は勧告といった一定の関与ができ

るようにすることも考えられる。 
 

 

 

○ Ａ案：教育長＝首長の補助機関、教育委員会＝首長の附属機関 
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○ Ｂ案：教育長＝教育委員会の補助機関、教育委員会＝性格を改めた執行機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について（答申）」（平成25年

12月13日） 
 
 

(４) 新しい制度の方向性 

   地方公共団体を統轄する首長、常勤の専門家である教育長、非常勤の合議体である教育委

員会のそれぞれの権限と責任を明確化し、それぞれに期待される本来の役割を十分に発揮し

ていくため、以下の改革案を提言する。 

   なお、本案の検討の過程では、教育の政治的中立性、継続性・安定性の確保に課題がある

との意見もあったことを踏まえ、新しい制度の具体化にあたっては、こうした懸念が払拭さ

れるような制度設計がなされることを期待する。 

● 地方公共団体に、公立学校の管理等の教育に関する事務執行の責任者として、教育長を置

く。教育長は、首長が定める大綱的な方針に基づいて、その権限に属する事務を執行する。首

長が大綱的な方針を定める際には、その附属機関として設置する教育委員会の議を経るものと

する。 

● 教育長の権限に属する事務の執行について、首長の関与は、原則として、大綱的な方針を示

すことにとどめ、日常的に指示は行わないものとする。 

● 教育委員会は、地域の教育の在るべき姿や基本方針について審議をするとともに、教育長に

よる事務執行を住民目線による第三者的立場からチェックすることを目的とする。 
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(５) 与党内の検討「教育委員会制度改革に関する与党合意」（平成26年３月13日） 
 
 

① 教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者（新「教育長」）を置くこととし、首長が議

会の同意を得て任命・罷免する。 

② 教育委員会は執行機関とする。 

③ 地方公共団体に総合教育会議を設置する。会議は、首長が主宰し、首長、教育委員会により

構成される。教育委員会と首長の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会議におい

て、首長が教育委員会と協議・調整し、大綱を策定するものとする。会議においては、予算の

調製、執行や条例提案など首長の権限に係る事項等を協議の対象とする。会議は、原則、公開

することとし、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

④ 地教行法第26条第２項に規定する教育長に委任できない事務は、変更しない。新「教育長」

の事務執行に対して、合議体の教育委員会によるチェック機能を強化するため、委員は、新

「教育長」に対して会議の招集を求めることができ、新「教育長」は、教育委員会規則に定め

るところにより教育委員会から委任された事務の執行状況を報告しなければならないこととす

る。また、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

 ※ 協議・調整の対象 

  (１) 教育行政の大綱（教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、各地域

の実情に応じて定める教育の振興に関する施策の大綱）の策定 

  (２) 教育の条件整備など重要な教育施策の方向性 

  (３) 児童、生徒等の生命又は身体の保護など緊急事態への対処 

     首長及び教育委員会は、会議で策定した方針の下に、それぞれの所管する事務を執行

する。 

     教科書の採択、学校の教育課程の編成、個別の教職員人事（採用、異動、昇任等）な

ど、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項については、教育委

員会の専権事項とする。 

⑤ 児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、いじめによる自殺等の防止だけでなく、再発防

止の措置を講じさせる必要がある場合にも対応できるよう、地教行法第50条（是正の指示）を

見直す。 
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  【制度改革案のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【別案のイメージ】 
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(５) 与党内の検討「教育委員会制度改革に関する与党合意」（平成26年３月13日） 
 
 

① 教育長と教育委員長を一本化した新たな責任者（新「教育長」）を置くこととし、首長が議

会の同意を得て任命・罷免する。 

② 教育委員会は執行機関とする。 

③ 地方公共団体に総合教育会議を設置する。会議は、首長が主宰し、首長、教育委員会により

構成される。教育委員会と首長の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会議におい

て、首長が教育委員会と協議・調整し、大綱を策定するものとする。会議においては、予算の

調製、執行や条例提案など首長の権限に係る事項等を協議の対象とする。会議は、原則、公開

することとし、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

④ 地教行法第26条第２項に規定する教育長に委任できない事務は、変更しない。新「教育長」

の事務執行に対して、合議体の教育委員会によるチェック機能を強化するため、委員は、新

「教育長」に対して会議の招集を求めることができ、新「教育長」は、教育委員会規則に定め

るところにより教育委員会から委任された事務の執行状況を報告しなければならないこととす

る。また、会議の議事録の作成及びその公表を努力義務とする。 

 ※ 協議・調整の対象 

  (１) 教育行政の大綱（教育基本法第17条第１項に規定する基本的な方針を参酌し、各地域

の実情に応じて定める教育の振興に関する施策の大綱）の策定 

  (２) 教育の条件整備など重要な教育施策の方向性 

  (３) 児童、生徒等の生命又は身体の保護など緊急事態への対処 

     首長及び教育委員会は、会議で策定した方針の下に、それぞれの所管する事務を執行

する。 

     教科書の採択、学校の教育課程の編成、個別の教職員人事（採用、異動、昇任等）な

ど、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項については、教育委

員会の専権事項とする。 

⑤ 児童、生徒等の生命又は身体の保護のため、いじめによる自殺等の防止だけでなく、再発防

止の措置を講じさせる必要がある場合にも対応できるよう、地教行法第50条（是正の指示）を

見直す。 
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を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興などの一般行政との密接な連携

が必要となっている。これらを踏まえ、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、

地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施

策の総合的な推進を図ることとしている。  

   改正法においては、地方公共団体の長に、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第１項

に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとした（１条の３第１項）。そ

して、地方公共団体の長が、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総

合教育会議において協議するものとすることとした（１条の３第２項）。大綱を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした（１条の３第３項）。 

 

(３) 総合教育会議 

   教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教

育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を

反映した教育行政の推進を図るために、総合教育会議を設置することとした。 

   地方公共団体の長は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成される「総合教育会議」を

設置する（１条の４第１項、２項）。総合教育会議は、地方公共団体の長が招集するが、教育委

員会は、協議の必要があると思料するときは、招集を求めることができるとした（１条の４第３

項、４項）。 

   総合教育会議においては、ア．大綱の策定に関する協議、イ．教育を行うための諸条件の整備

その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策につい

ての協議、ウ．児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議、並びにこれらに関する

構成員の事務の調整を行うこととしている（１条の４第１項）。 

   そして、総合教育会議において調整が行われた事項については、その調整結果の尊重義務が生

じる（１条の４第８項）。総合教育会議は、原則的に公開とし（１条の４第６項）、地方公共団

体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録

を作成し、これを公表するよう努めなければならないこととした（１条の４第７項）。 

 

(４) 国による関与の見直し 

   大津市いじめ自殺問題の教訓と、「地方教育行政の第一義的な責任は地方公共団体にあるが、

児童、生徒の生命・身体や教育を受ける権利を守るために、国がしっかりと公教育の最終責任を

果たせるようにすることが必要であり、その権限を明確にするための方策を検討する必要がある」

とする中教審の答申（中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について」

（平成25年12月13日））を踏まえた内容である。 

   教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行に怠りがある場合において、児童、生徒等の生命

又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大

又は発生を防止するため、緊急の必要があり、他の措置によってはその是正を図ることが困難な

ときは、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示することができることとした（第50条）。そし
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 3. 改正の内容  
 

(１) 新教育長 

   改正前の法律においては、委員の選挙で選出され教育委員会の代表する「教育委員長」と、教

育委員会によって任命され教育委員会の指揮監督の下で事務局の事務を総括し所属の職員を指揮

監督する「教育長」の二つの役職を置いていた（旧法12条、16条、17条）。新法においては、従

来の「教育委員長」と「教育長」の役割を一本化した教育長（以下、「新教育長」という）を置

くことにし（３条）、「新教育長」が教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することと

した（13条）。「新教育長」は、地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する（４条）。そし

て、「新教育長」の任期は３年とし、委員の任期は４年としている（５条）。会議の招集権限は

「新教育長」にあるが、委員は、委員定数の１/３以上で教育長に対し会議の招集を請求するこ

とができ、この場合、教育長は、遅滞なく会議を招集しなければならない（14条）。また、教育

長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告しなければならないこととなった（25条３

項）。 

 

(２) 大綱の策定 

   地方公共団体の長は民意を代表する立場であるとともに、教育行政においては、大学及び私立

学校を直接所管し、教育委員会の所管事項に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限
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を有している。また、近年の教育行政においては福祉や地域振興などの一般行政との密接な連携

が必要となっている。これらを踏まえ、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けることにより、

地域住民の意向のより一層の反映と地方公共団体における教育、学術及び文化の振興に関する施

策の総合的な推進を図ることとしている。  

   改正法においては、地方公共団体の長に、教育基本法（平成18年法律第120号）第17条第１項

に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び

文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとすることとした（１条の３第１項）。そ

して、地方公共団体の長が、大綱を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総

合教育会議において協議するものとすることとした（１条の３第２項）。大綱を定め、又はこれ

を変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないこととした（１条の３第３項）。 

 

(３) 総合教育会議 

   教育に関する予算の編成・執行や条例提案など重要な権限を有している地方公共団体の長と教

育委員会が十分な意思疎通を図り、地域の教育の課題やあるべき姿を共有して、より一層民意を

反映した教育行政の推進を図るために、総合教育会議を設置することとした。 

   地方公共団体の長は、地方公共団体の長及び教育委員会により構成される「総合教育会議」を

設置する（１条の４第１項、２項）。総合教育会議は、地方公共団体の長が招集するが、教育委

員会は、協議の必要があると思料するときは、招集を求めることができるとした（１条の４第３

項、４項）。 

   総合教育会議においては、ア．大綱の策定に関する協議、イ．教育を行うための諸条件の整備

その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策につい

ての協議、ウ．児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれ

があると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議、並びにこれらに関する

構成員の事務の調整を行うこととしている（１条の４第１項）。 

   そして、総合教育会議において調整が行われた事項については、その調整結果の尊重義務が生

じる（１条の４第８項）。総合教育会議は、原則的に公開とし（１条の４第６項）、地方公共団

体の長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録

を作成し、これを公表するよう努めなければならないこととした（１条の４第７項）。 

 

(４) 国による関与の見直し 

   大津市いじめ自殺問題の教訓と、「地方教育行政の第一義的な責任は地方公共団体にあるが、

児童、生徒の生命・身体や教育を受ける権利を守るために、国がしっかりと公教育の最終責任を

果たせるようにすることが必要であり、その権限を明確にするための方策を検討する必要がある」

とする中教審の答申（中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方について」

（平成25年12月13日））を踏まえた内容である。 

   教育委員会の法令違反や事務の管理及び執行に怠りがある場合において、児童、生徒等の生命

又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大

又は発生を防止するため、緊急の必要があり、他の措置によってはその是正を図ることが困難な

ときは、文部科学大臣は、教育委員会に対し指示することができることとした（第50条）。そし
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た、職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行がある場合に限定されている。そ

の理由に関しては、「委員会の委員の罷免については、首長から独立して委員会を設置した趣

旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されており、教育委員会の構成員となった新教

育長の罷免についても、同様の要件とするもの｣(８)としている。 

 

(２) 大綱の策定 

   大綱は、地方公共団体の教育の進行に関する総合的な施策について、地域の実情に応じて、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものとして、教育基本法に基づき策定された国の教育振

興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであるとされている。大綱に関しては、最終

的決定権者と尊重義務、大綱の記載事項、国の教育振興基本計画、地方教育振興計画との関係が

争点となった。 

  ① 大綱の決定権者と尊重義務 

    大綱は、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が協議・調整をして、最終

的には、地方公共団体の長が策定する。その際、教育行政に混乱を生じることがないようにす

るため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽く

すことが肝要であるとされている(９)。 

    そして、地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に記

載した場合には、法第１条の４第８項により、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重

義務が発生する。地方公共団体の長が協議・調整がついていない事項を大綱に書き込むことが、

法的に禁止されているわけではないが、その場合には、教育委員会に尊重義務はない。なお、

法第21条に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教育委員会が有しているもの

であることから、調整のついていない事項の執行については、教育委員会が判断するものとな

る。 

  ② 大綱の記載事項 

    大綱の主たる記載事項として主に想定されているのは、学校の耐震化、学校の統廃合、少人

数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育

の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本と

なる方針とされている(10)。 

    都道府県教育委員会は、市町村立学校に設置される県費負担教職員の人事や研修を行う権限

を有し、市町村に対し、必要な指導、助言、援助を行うことができるものであることから、そ

のような権限の範囲内で、都道府県の大綱において、市町村立学校等に係る施策について記載

することは可能である。国会の審議において、特に問題となった、全国学力・学習状況調査の

結果の公表については、市町村教育委員会が当該市町村の大綱に記載してもよいと判断した場

合には、大綱に記載することもあり得ると考えられる一方、都道府県の大綱に記載する事項と

しては馴染まない、とされている(11)。一方、教育委員会が適切と判断した場合においては、

                                                                                           

(８) 衆議院本会議における安倍総理の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(９) 前掲通知 

(10) 前掲通知 

(11) 前掲通知 
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て、この改正は、「現行法における指示の要件を拡大して国の関与を強化しようとするものでは

なく、いじめ自殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するために指示ができる

ことを明確にする趣旨」であるとされている(５)。 

 

 

 4. 解 説 
 

(１) 新教育長と教育委員会 

  ① 新教育長 

    従来、教育委員会については、ア．非常勤の合議体である教育委員会や教育委員長、教育長

の間で責任の所在が不明確、イ．地域住民の民意が十分に反映されない、ウ．教育委員会の審

議が形骸化、エ．迅速さ、機動性に欠ける、などの問題点が指摘されてきた。このような問題

に対処するために、従来の教育委員長と教育長の権限を合わせ持つ「新教育長」を設置するこ

ととなった。 

    現行の教育長が教育委員会の委員の一人であるのに対し、新「教育長」は教育委員会の構成

員であるが、委員ではない。「新教育長」は、「教育行政に識見を有するもの」のうちから任

命することとされているが、これは教育委員会事務局職員や教職員経験者に限らず、教育行政

を行うにあたり必要な資質を備えていれば、幅広く該当するものであるとされる。 

    「新教育長」任期を３年とした理由に関しては、地方公共団体の長の任期（４年）よりも１

年短くすることで、地方公共団体の長の任期中少なくとも１回は自らが教育長を任命できるこ

と、教育長の権限が大きくなることを踏まえ、委員よりも任期を短くすることで、委員による

チェック機能と議会同意によるチェック機能を強化できること、計画性を持って一定の仕事を

行うためには３年は必要と考えられることから、であるとされる(６)。 

    「新教育長」は、教育委員会の代表者として、会議を主宰し、教育委員会の権限に属するす

べての事務をつかさどり、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 

  ② 教育長のチェック 

    教育委員会は現在と同じく執行機関であることから、教育長は教育委員会の意思決定に基づ

き事務をつかさどる立場にあることに変わりはなく、教育委員会の意思決定に反する事務執行

を行うことはできないとされるが、教育委員会の「新教育長」対する指揮監督権限は、法律上

認められていない。教育長に対するチェックの手段としては、まず、教育委員より任期を短く

することで議会によるチェック機能を強化するとともに、教育委員３分の１以上で会議の請求

ができ、その場合、教育長は遅滞なく会議を招集しなければならないようにすることで、教育

委員によるチェック機能を図っている。ここでいう「遅滞なく」とは、一般的に「定例会議の

開催日より早い時期が想定される｣(７)としている。 

  ③ 新教育長の罷免事由 

    新教育長の罷免に関しては教育委員の罷免の要件と同様であり、心身の故障のある場合、ま

                                                                                           

(５) 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律について（通知）」（26文科初第490号 平

成26年７月17日） 

(６) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(７) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 
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た、職務上の義務違反その他委員たるにふさわしくない非行がある場合に限定されている。そ

の理由に関しては、「委員会の委員の罷免については、首長から独立して委員会を設置した趣

旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されており、教育委員会の構成員となった新教

育長の罷免についても、同様の要件とするもの｣(８)としている。 

 

(２) 大綱の策定 

   大綱は、地方公共団体の教育の進行に関する総合的な施策について、地域の実情に応じて、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものとして、教育基本法に基づき策定された国の教育振

興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであるとされている。大綱に関しては、最終

的決定権者と尊重義務、大綱の記載事項、国の教育振興基本計画、地方教育振興計画との関係が

争点となった。 

  ① 大綱の決定権者と尊重義務 

    大綱は、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が協議・調整をして、最終

的には、地方公共団体の長が策定する。その際、教育行政に混乱を生じることがないようにす

るため、総合教育会議において、地方公共団体の長と教育委員会が、十分に協議・調整を尽く

すことが肝要であるとされている(９)。 

    そして、地方公共団体の長が、教育委員会と協議・調整の上、調整がついた事項を大綱に記

載した場合には、法第１条の４第８項により、地方公共団体の長及び教育委員会の双方に尊重

義務が発生する。地方公共団体の長が協議・調整がついていない事項を大綱に書き込むことが、

法的に禁止されているわけではないが、その場合には、教育委員会に尊重義務はない。なお、

法第21条に定められた教育に関する事務の執行権限は、引き続き教育委員会が有しているもの

であることから、調整のついていない事項の執行については、教育委員会が判断するものとな

る。 

  ② 大綱の記載事項 

    大綱の主たる記載事項として主に想定されているのは、学校の耐震化、学校の統廃合、少人

数教育の推進、総合的な放課後対策、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教育・保育

の充実等、予算や条例等の地方公共団体の長の有する権限に係る事項についての目標や根本と

なる方針とされている(10)。 

    都道府県教育委員会は、市町村立学校に設置される県費負担教職員の人事や研修を行う権限

を有し、市町村に対し、必要な指導、助言、援助を行うことができるものであることから、そ

のような権限の範囲内で、都道府県の大綱において、市町村立学校等に係る施策について記載

することは可能である。国会の審議において、特に問題となった、全国学力・学習状況調査の

結果の公表については、市町村教育委員会が当該市町村の大綱に記載してもよいと判断した場

合には、大綱に記載することもあり得ると考えられる一方、都道府県の大綱に記載する事項と

しては馴染まない、とされている(11)。一方、教育委員会が適切と判断した場合においては、

                                                                                           

(８) 衆議院本会議における安倍総理の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(９) 前掲通知 

(10) 前掲通知 

(11) 前掲通知 
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等の生命又は身体の保護に類するような緊急事態であり、災害の発生により、生命又は身体の

被害は発生していないが、校舎の倒壊などの被害が生じており防災担当部局と連携する場合、

災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必

要があり、福祉担当部局と連携する場合、犯罪の多発により、公立図書館等の社会教育施設で

も、職員や一般利用者の生命又は身体に被害が生ずる恐れがある場合、いじめによる児童、生

徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第28条の重

大事態の場合が想定されている(16)。 

    総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員

人事等、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項は教育委員会の専権事

項であり、協議題とするべきではないとされている。一方、「最終的な決定権限を教育委員会

に留保したうえで、これらの方針について協議することまで妨げられるものではない(17)」と

いう見解が示されている。 

  ② 協議の方法と協議結果の尊重義務 

    総合教育会議は、基本的に、地方公共団体の長及び教育長そして教育委員会委員の出席によ

り開催されるが、緊急の場合には、地方公共団体の長と教育長のみで総合教育会議を開くこと

も可能であるとされる。緊急の場合に、教育長のみが出席する場合には、事前に対応の方向性

について教育委員会の意思決定がなされている場合や教育長に対応を一任している場合には、

その範囲内で、教育長は調整や決定を行うことが可能であると考えられるが、そうではない場

合には、総合教育会議においては一旦態度を保留し、教育委員会において再度検討した上で、

改めて地方公共団体の長と協議・調整を行うことが必要であるとされている。 

    大綱の策定権と違って、総合教育会議においては、首長と教育委員会のどちらが決定権者に

なるわけではなく、執行機関同士が協議・調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政

を推進することを目的とするものである。 

    総合教育会議において地方公共団体の長及び教育委員会の双方が合意をした事項については、

互いにその結果を尊重しなければならない。なお、調整のついていない事項の執行については、

それぞれの権限に基づき、教育委員会及び地方公共団体の長が判断することとなる。 

  ③ 会議の議事録の公開 

    総合教育会議の会議は原則として公開するが、いじめ等の個別事案における関係者の個人情

報等を保護する必要がある場合や、次年度の新規予算事業に関する具体的な補助金の額や対象

の選定等、意思決定の前に情報を公開することで公益を害する場合などにおいては、例外的に

非公開とすることもできる。 

    総合教育会議の議事録の作成及び公表については努力義務と規定している。これに対しては、

義務化すべきであるとの主張も多かったが、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事

務負担等を考慮した結果、努力義務としたとされる。 

  ④ その他 

    総合教育会議の事務局は、地方公共団体の長が総合教育会議を招集し主宰することから、地

                                                                                           

(16) 前掲通知 

(17) 衆議院文部科学委員会における下村大臣、前川局長の答弁（186－衆－文部科学委員会－12号 平成26年04月16

日) 
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教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない事項について記載することも可能

であるとしている(12)。 

  ③ 教育振興基本計画、地方教育振興計画との関係 

    法第17条１項においては、政府は、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講

ずべき施策等について基本的な計画を定めることとされ、同条第２項において、地方公共団体

は、国の計画を参酌し、地方の計画を定める努力義務が規定されている。一方、改正法では、

国の計画の基本的な方針を参酌して大綱を策定することが義務付けられている。 

    地方公共団体において、法第17条第２項に規定する教育振興基本計画その他の計画を定めて

いる場合には、その中の目標や施策の根本となる方針の部分が大綱に該当すると位置付けるこ

とができると考えられることから、地方公共団体の長が、総合教育会議において教育委員会と

協議・調整し、当該計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途、大綱を策定す

る必要はない(13)。 

 

(３) 総合教育会議 

   総合教育会議は、首長と教育委員会という執行機関同士の協議及び調整の場という位置づけで、

地方自治法上の附属機関ではなく、首長及び教育委員会は、総合教育会議で協議・調整し、合意

した方針の下に、それぞれが所管する事務を執行することとなる。首長及び教育委員会の意思疎

通・連携を図るとともに、より一層民意を反映した教育行政を推進するために導入された制度(14)

とされている。この総合教育会議に関しては、協議・調整事項の範囲、協議の問題、会議の議事

録の公開問題などが主な争点となっている。 

  ① 総合教育会議における協議、調整事項 

    基本的に、「調整とは、教育委員会の権限に属する事務について、予算の調製・執行、条例

提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用いられ、協議は、それ以外の場合で、

自由な意見交換として行われるもの｣(15)とされている。 

    協議・調整事項の具体的な例としては、法１条の４第１項第１号の「教育を行うための諸条

件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき

施策」に該当する事項として想定されるものは、学校等の施設の整備、教職員の定数等の教育

条件整備に関する施策など、予算の編成・執行権限や条例の提案権を有する地方公共団体の長

と教育委員会が調整することが必要な事項や、幼稚園・保育所・認定こども園を通じた幼児教

育・保育の在り方やその連携、青少年健全育成と生徒指導の連携、居所不明の児童生徒への対

応、福祉部局と連携した総合的な放課後対策、子育て支援のように、地方公共団体の長と教育

委員会の事務との連携が必要な事項が想定されている。 

    １条の４第１項第２号における「児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさ

に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合」に該当する例としては、いじめ問題により児

童、生徒等の自殺が発生した場合、通学路で交通事故死が発生した後の再発防止を行う必要が

ある場合が想定され、法１条の４第１項第２号における「等の緊急の場合」とは、児童、生徒

                                                                                           

(12) 参議院本会議における安倍総理の答弁（186－参－本会議－24号 平成26年05月23日） 

(13) 衆議院文部科学委員会における前川局長の答弁（186－衆－文部科学委員会－17号 平成26年05月14日） 

(14) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

(15) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

－ 170 －



－ 171 － 

等の生命又は身体の保護に類するような緊急事態であり、災害の発生により、生命又は身体の

被害は発生していないが、校舎の倒壊などの被害が生じており防災担当部局と連携する場合、

災害発生時の避難先での児童、生徒等の授業を受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必

要があり、福祉担当部局と連携する場合、犯罪の多発により、公立図書館等の社会教育施設で

も、職員や一般利用者の生命又は身体に被害が生ずる恐れがある場合、いじめによる児童、生

徒等の自殺が発生した場合のほか、いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）第28条の重

大事態の場合が想定されている(16)。 

    総合教育会議においては、教育委員会制度を設けた趣旨に鑑み、教科書採択、個別の教職員

人事等、特に政治的中立性、継続性・安定性を担保する必要がある事項は教育委員会の専権事

項であり、協議題とするべきではないとされている。一方、「最終的な決定権限を教育委員会

に留保したうえで、これらの方針について協議することまで妨げられるものではない(17)」と

いう見解が示されている。 

  ② 協議の方法と協議結果の尊重義務 

    総合教育会議は、基本的に、地方公共団体の長及び教育長そして教育委員会委員の出席によ

り開催されるが、緊急の場合には、地方公共団体の長と教育長のみで総合教育会議を開くこと

も可能であるとされる。緊急の場合に、教育長のみが出席する場合には、事前に対応の方向性

について教育委員会の意思決定がなされている場合や教育長に対応を一任している場合には、

その範囲内で、教育長は調整や決定を行うことが可能であると考えられるが、そうではない場

合には、総合教育会議においては一旦態度を保留し、教育委員会において再度検討した上で、

改めて地方公共団体の長と協議・調整を行うことが必要であるとされている。 

    大綱の策定権と違って、総合教育会議においては、首長と教育委員会のどちらが決定権者に

なるわけではなく、執行機関同士が協議・調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政

を推進することを目的とするものである。 

    総合教育会議において地方公共団体の長及び教育委員会の双方が合意をした事項については、

互いにその結果を尊重しなければならない。なお、調整のついていない事項の執行については、

それぞれの権限に基づき、教育委員会及び地方公共団体の長が判断することとなる。 

  ③ 会議の議事録の公開 

    総合教育会議の会議は原則として公開するが、いじめ等の個別事案における関係者の個人情

報等を保護する必要がある場合や、次年度の新規予算事業に関する具体的な補助金の額や対象

の選定等、意思決定の前に情報を公開することで公益を害する場合などにおいては、例外的に

非公開とすることもできる。 

    総合教育会議の議事録の作成及び公表については努力義務と規定している。これに対しては、

義務化すべきであるとの主張も多かったが、職員数が少ない小規模な地方公共団体における事

務負担等を考慮した結果、努力義務としたとされる。 

  ④ その他 

    総合教育会議の事務局は、地方公共団体の長が総合教育会議を招集し主宰することから、地

                                                                                           

(16) 前掲通知 

(17) 衆議院文部科学委員会における下村大臣、前川局長の答弁（186－衆－文部科学委員会－12号 平成26年04月16

日) 
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(２) 主な審議内容（○：衆議院、●：参議院） 

  【新教育長の任期を３年間とした理由】 

   ○中野委員●菊田真紀子 

   ○下村国務大臣 首長の４年の任期より１年短くすることで、首長の任期中に少なくとも１回

はみずからが教育長を任命できること、任期が４年の教育委員よりも短い任期とすることで、

教育委員及び議会によるチェック機能を強化できること、計画性を持って一定の仕事をやり

遂げるためには３年は必要と考えられることから、新教育長の任期を３年とした。 

 

  【大綱の内容】 

   ○●下村国務大臣 大綱は、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、

地域の実情に応じて、その目標や施策の根本となる方針を定めるもの。この大綱は、教育基

本法に基づき策定された国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであ

り、詳細な施策まで定めることは想定していない。大綱が対象とする期間については、首長

の任期が４年であることや国の教育振興基本計画の対象期間が５年であることに鑑み、４、

５年程度のものとして定めることを想定している。 

   ●安倍内閣総理大臣 大綱は、地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものですが、教育委員会が適切と判断した場合にお

いては、教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない事項について記載する

ことも可能。 

 

  【総合教育会議の性格と位置づけ】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議は、首長と教育委員会という執行機関同士の協議及び調整の

場という位置づけ。現行制度においても、首長は、予算の編成、執行権限や条例の提出権を

通じて教育行政に大きな役割を担っている一方、首長と教育委員会の意思疎通が十分でない

ため、それぞれの役割を十分に果たすことができていないという指摘がある。このため、総

合教育会議の設置により、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映

した教育行政の推進が期待をされる。 

 

  【総合教育会議における協議内容】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議においては、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の

調製、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項について調整を行うとともに、その他の

事項についても協議を行うことができる。 

 

  【是正の指示に係る規定の見直し】 

   ○●下村国務大臣 現行規定では、いじめにより児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止

のためには発動できないのではないかという疑義があることから、事件発生後においても、

同種の事件の再発防止のために指示ができることを明確にするための法改正。 
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方公共団体の長の部局で行うことが原則であるが、各地方公共団体の実情に応じて、総合教育

会議に係る事務を教育委員会事務局に委任又は補助執行させることが可能であるとしている。

地方公共団体の長による招集手続、協議題の提示及び決定方法、総合教育会議の事務局を担当

する部署、議事録の作成及び公表に係る実施方法、非公開とする議題についての指針などの会

議の具体的運営に関し必要な事項は、総合教育会議の構成員である地方公共団体の長と教育委

員会とが協議して決定することとなっている。 

 

(４) 国による関与の見直し 

   改正前の法律においては、文部科学大臣は、「児童、生徒等の生命又は身体の保護のため」緊

急の必要があるときに、都道府県教育委員会又は市町村教育委員会に対する是正の指示をするこ

とができるとされている。今回の改正においては、これに加えて、「現に被害が生じ、又はまさ

に被害が生ずるおそれがあると見込まれ、その被害の拡大又は発生を防止するため」、緊急の必

要がある場合も指示することができるようにした。自治事務に対する過度な関与が危惧されるこ

とについては、現行法における指示の要件を拡大して国の関与を強化しようとするものではなく、

いじめ自殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するために指示ができることを

明確にすることで、最終的に国が責任を果たすことを趣旨とするものであると説明している(18)。 

 

 

 5. 国会における審議 
 

(１) 経 過 
 

項目 内容 

議案種類 閣法 

議案提出回次 186 

議案番号 76 

議案提出者 内閣 

衆議院議案受理年月日 平成26年４月４日 

衆議院付託年月日／衆議院付託委員会 平成26年４月15日／文部科学 

衆議院審査終了年月日／衆議院審査結果 平成26年５月16日／可決 

衆議院審議終了年月日／衆議院審議結果 平成26年５月20日／可決 

参議院予備審査議案受理年月日 平成26年４月４日 

参議院議案受理年月日 平成26年５月20日 

参議院付託年月日／参議院付託委員会 平成26年５月23日／文教科学 

参議院審査終了年月日／参議院審査結果 平成26年６月12日／可決 

参議院審議終了年月日／参議院審議結果 平成26年６月13日／可決 

公布年月日／法律番号 平成26年６月20日／76 
 

 

  

                                                                                           

(18) 衆議院本会議における下村大臣の答弁（186－衆－本会議－18号 平成26年04月15日） 

－ 172 －



－ 173 － 

(２) 主な審議内容（○：衆議院、●：参議院） 

  【新教育長の任期を３年間とした理由】 

   ○中野委員●菊田真紀子 

   ○下村国務大臣 首長の４年の任期より１年短くすることで、首長の任期中に少なくとも１回

はみずからが教育長を任命できること、任期が４年の教育委員よりも短い任期とすることで、

教育委員及び議会によるチェック機能を強化できること、計画性を持って一定の仕事をやり

遂げるためには３年は必要と考えられることから、新教育長の任期を３年とした。 

 

  【大綱の内容】 

   ○●下村国務大臣 大綱は、当該地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、

地域の実情に応じて、その目標や施策の根本となる方針を定めるもの。この大綱は、教育基

本法に基づき策定された国の教育振興基本計画の基本的な方針を参酌して策定するものであ

り、詳細な施策まで定めることは想定していない。大綱が対象とする期間については、首長

の任期が４年であることや国の教育振興基本計画の対象期間が５年であることに鑑み、４、

５年程度のものとして定めることを想定している。 

   ●安倍内閣総理大臣 大綱は、地方公共団体の教育の振興に関する総合的な施策について、そ

の目標や施策の根本となる方針を定めるものですが、教育委員会が適切と判断した場合にお

いては、教科書の取扱いに関することなど、首長の権限に関わらない事項について記載する

ことも可能。 

 

  【総合教育会議の性格と位置づけ】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議は、首長と教育委員会という執行機関同士の協議及び調整の

場という位置づけ。現行制度においても、首長は、予算の編成、執行権限や条例の提出権を

通じて教育行政に大きな役割を担っている一方、首長と教育委員会の意思疎通が十分でない

ため、それぞれの役割を十分に果たすことができていないという指摘がある。このため、総

合教育会議の設置により、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一層民意を反映

した教育行政の推進が期待をされる。 

 

  【総合教育会議における協議内容】 

   ○●下村国務大臣 総合教育会議においては、教育委員会の権限に属する事務のうち、予算の

調製、執行や条例提案などの首長の権限に係る事項について調整を行うとともに、その他の

事項についても協議を行うことができる。 

 

  【是正の指示に係る規定の見直し】 

   ○●下村国務大臣 現行規定では、いじめにより児童生徒等が自殺してしまった後の再発防止

のためには発動できないのではないかという疑義があることから、事件発生後においても、

同種の事件の再発防止のために指示ができることを明確にするための法改正。 
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  【教育長の資格】 

   ●石橋通宏 教育委員は、教育、学術及び文化に関する識見を有するものとされているが、教

育長については、新たに、教育行政に関する識見を有するものとあえて教育委員とは異なる

要件を規定している意味はなにか。 

   ○国務大臣（下村博文） 教育行政に関し識見を有するものとは、教育委員会事務局や教職員

の出身者だけではなく、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば、それは幅広く

該当するものでもある。 

 

  【教育長の罷免事由】 

   ●安倍内閣総理大臣 地方公共団体に置かれているさまざまな委員会の委員の罷免については、

首長から独立して委員会を設置した趣旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されて

おり、教育委員会の構成員となった新教育長の罷免についても、同様の要件とするものであ

る。 

 

   ○義家委員 調整がついた事項に対して、執行できなかった、あるいはされなかった、あるい

は明らかに異なる執行が行われた理由が、例えば教育委員会あるいは教育長の明らかなサボ

タージュや暴走によるものである場合は、職務上の義務違反、すなわち罷免要件に該当する

と考えるか。 

   ○下村国務大臣 大綱は、教育委員会と十分に協議し調整を尽くした上で首長が策定するもの

である。一般的に言って、このようにして作成された大綱を尊重せず、全く無視するような

ことがあれば、職務上の義務違反となることもありえる。 

 

  【教育委員会制度におけるレーマンコントロールの担保】 

   ○義家委員●稲津久 

   ○前川政府参考人 専門家の判断のみならず、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現

するため、教育の専門家や行政官ではない住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮

監督する仕組みである。 

   ●安倍内閣総理大臣 教育の専門家ではない一般の住民の意向を教育行政に反映していくとい

う、いわゆるレーマンコントロールの考え方は重要。委員の職業等に偏りが生じないよう配

慮するとの現行法の規定は維持することとしており、今後とも、地域住民や保護者等が幅広

く教育委員として選任されるよう促していく。 

 

  【教育委員会による教育長のチェック機能】 

   ○●下村国務大臣 教育長は、委員の定数の３分の１以上から請求された場合には、遅滞なく、

会議を招集しなければならないこととしているが、この場合、一般には、定例の会議の開催

日よりも早い時期が想定される。また、教育委員会会議の議事録について、その作成及び公

表を努力義務としているが、住民への説明責任を果たすため、可能な限り作成し、公表する

よう、各教育委員会に対し指導していく。 
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  【教育委員会制度の存続の意義】 

   ○●下村国務大臣 多数の者に対して強い影響力を持ち得る教育に、一党一派に偏した政治的

主義主張が持ち込まれてはならず、教育の政治的中立性を確保する必要がある。 

     このため、今回の法案においては、教育委員会を引き続き執行機関とした上で、責任の明

確化や首長との連携強化等を図ろうとするものである。また、機能不全との指摘については、

教育長が教育委員会の代表者となることにより、教育委員会への適切な情報提供や会議の招

集が可能となると考え、引き続き、教育委員会の活性化を図っていく。 

 

  【総合教育会議の最終決定者】 

   ○細野委員 総合教育会議というのは、物事を決定する会議ではなく、協議をする会議にとど

まる。ということは、ここで協議はして、最終的に判断をする場合のその責任の所在という

のは、これは誰になるのか。 

   ○下村国務大臣 最終責任者は教育長。 

 

   ○宮本委員 大臣の答弁は、教育長は人事についての最終決定者であるという旨の答弁をした

が？ 

   ○下村国務大臣 首長か教育委員会という観点から述べれば、人事や教科書採択については教

育委員会に執行権限がある。そして、その第一義的な代表者としての教育長である趣旨の答

弁である。 

   ○宮本委員 教育長が最終決定者であるという答弁をしたから、撤回すべきではないか。 

   ○下村国務大臣 教育委員会が最終責任者であり、最終決定機関である。 

 

  【会議の議事録の公開】 

   ○椎木委員●菊田真紀子 

   ○下村国務大臣 総合教育会議は原則公開としているが、全ての自治体に対し議事録の作成、

公表を義務づけることは、特に事務局の人員が少ない市町村において過大な事務負担となる

と考えられるため、努力義務にとどめたところである。 

 

  【総合教育会議の最終決定権者及び大綱の記載内容】 

   ●田沼隆志 

   ●安倍内閣総理大臣 総合教育会議は、どちらかが決定権者というものではなく、首長と教育

委員会という執行機関同士が、協議し、調整を図りつつ、より一層民意を反映した教育行政

を推進していくことを目的としている。これにより、民意を代表する首長が教育行政に連帯

して責任を果たせる体制を構築することができると考えている。 

     一方、大綱については、首長が策定権者とされている。その際には、教育行政に混乱が生

じないようにするためにも、教育委員会との間で、十分に協議し、調整を尽くした上で策定

することが重要である。 
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  【教育長の資格】 

   ●石橋通宏 教育委員は、教育、学術及び文化に関する識見を有するものとされているが、教

育長については、新たに、教育行政に関する識見を有するものとあえて教育委員とは異なる

要件を規定している意味はなにか。 

   ○国務大臣（下村博文） 教育行政に関し識見を有するものとは、教育委員会事務局や教職員

の出身者だけではなく、教育行政を行うに当たり必要な資質を備えていれば、それは幅広く

該当するものでもある。 

 

  【教育長の罷免事由】 

   ●安倍内閣総理大臣 地方公共団体に置かれているさまざまな委員会の委員の罷免については、

首長から独立して委員会を設置した趣旨に鑑み、身分保障という観点から要件が限定されて

おり、教育委員会の構成員となった新教育長の罷免についても、同様の要件とするものであ

る。 

 

   ○義家委員 調整がついた事項に対して、執行できなかった、あるいはされなかった、あるい

は明らかに異なる執行が行われた理由が、例えば教育委員会あるいは教育長の明らかなサボ

タージュや暴走によるものである場合は、職務上の義務違反、すなわち罷免要件に該当する

と考えるか。 

   ○下村国務大臣 大綱は、教育委員会と十分に協議し調整を尽くした上で首長が策定するもの

である。一般的に言って、このようにして作成された大綱を尊重せず、全く無視するような

ことがあれば、職務上の義務違反となることもありえる。 

 

  【教育委員会制度におけるレーマンコントロールの担保】 

   ○義家委員●稲津久 

   ○前川政府参考人 専門家の判断のみならず、広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現

するため、教育の専門家や行政官ではない住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮

監督する仕組みである。 

   ●安倍内閣総理大臣 教育の専門家ではない一般の住民の意向を教育行政に反映していくとい

う、いわゆるレーマンコントロールの考え方は重要。委員の職業等に偏りが生じないよう配

慮するとの現行法の規定は維持することとしており、今後とも、地域住民や保護者等が幅広

く教育委員として選任されるよう促していく。 

 

  【教育委員会による教育長のチェック機能】 

   ○●下村国務大臣 教育長は、委員の定数の３分の１以上から請求された場合には、遅滞なく、

会議を招集しなければならないこととしているが、この場合、一般には、定例の会議の開催

日よりも早い時期が想定される。また、教育委員会会議の議事録について、その作成及び公

表を努力義務としているが、住民への説明責任を果たすため、可能な限り作成し、公表する

よう、各教育委員会に対し指導していく。 
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が、校舎の倒壊などの被害が生じている場合、災害発生時の避難先での児童生徒等の授業を

受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必要がある場合、犯罪の多発により図書館等の

社会教育施設において職員や一般利用者の生命または身体に被害が生ずるおそれがある場合

等を想定。 

 

  【大綱と教育振興基本計画の関係】 

   ○下村国務大臣 教育基本法第17条第１項においては、政府は、教育の振興に関する施策につ

いての基本的な方針及び講ずべき施策等について基本的な計画を定めることとされ、同条第

２項において、地方公共団体は、国の計画を参酌し、地方の計画を定める努力義務が規定さ

れている。 

     改正案における大綱は、国の計画の基本的な方針を参酌して策定することが義務とされて

いるものでありますが、詳細な施策の策定は、そこまで求めるものではないということから、

両者は矛盾しないものと考えております。 

 

  【教育の政治的中立性】 

   ●宮本岳志○柏倉委員○吉川（元）委員○義家委員 

   ●安倍内閣総理大臣 今回の改正案では、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一

層民意を反映した教育行政を一体的に推進していくため、総合教育会議を設置するなどの改

革を行うと同時に、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を執

行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととしている。したがって、教育

の政治的中立性に関する御懸念は当たらないものと考える。 

   ○●下村国務大臣 教育委員による教育長のチェック機能を強化する観点から、教育委員の３

分の１以上の委員から会議の招集を請求された場合には、教育長が遅滞なく会議を招集しな

ければならないこと、さらに、教育長が教育委員会から委任された事務の管理、執行状況に

ついて報告をしなければならないことを規定している。さらに、教育委員会会議の透明性の

向上を図り、住民によるチェック機能を強化する観点から、教育委員会会議の議事録を作成

し、公表するよう努めなければならないことを規定している。 

   ○前川政府参考人 教育長はあくまでも首長から独立した執行機関であり、行政委員会である

教育委員会の一員でありまして、また、教育委員会を主宰し、代表する立場にある。 

     首長から任命されるが、首長から指揮監督を受けるという立場ではなく、教育委員会の執

行機関としての独立性があることから、教育の政治的中立性、継続性、安定性については担

保される。 

 

  【首長による政治介入】 

   ○●下村国務大臣 予算等の権限を有する首長は、日ごろから教育政策について教育委員会と

しっかり協議し、調整を行い、方向性を定めていくことが重要。今回の法案では、教育委員

会を執行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会

議という公開の場において、地域の民意を代表する首長が教育委員会と協議し、調整が行わ

れることとなる。その場合においても、最終的な決定権限は教育委員会に留保されており、
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   ●石橋通宏 改正法の下では、教育長に対する指揮監督権限というのはどこにあるのか。 

   ●副大臣（西川京子） 現行の地教行法では教育委員会は教育長に対して指揮監督権を有して

いるが、改正案においては、新教育長は執行機関である教育委員会の代表者であることから、

教育委員会による指揮監督権は規定されていない。 

 

  【総合教育会議における協議、調整】 

   ○●下村国務大臣 調整とは、教育委員会の権限に属する事務について、予算の調製、執行や、

条例提案などの首長の権限と調和を図ることが必要な場合に用いており、協議は、それ以外

の場合で、自由な意見交換として行われるものとして整理している。なお、教科書の採択や

個別の教職員の人事などの特に政治的中立性の要請が高い事項については、教育委員会制度

を設けた趣旨に鑑み、協議の議題として取り上げるべきではないと考えている。 

 

   ○義家委員 総合教育会議で示された方針に対して、教育委員会がその方針と異なる執行をし

た場合、あるいは、首長がその方針と異なる予算執行をした場合というのはどう解決するの

かということを想定しているか。 

   ○下村国務大臣 尊重義務は、調整の結果を尊重して教育行政を行うことを求めるものではあ

るが、結果として、そのとおりに事務が執行されなければ違法ということにもならない。 

 

   ○中野委員○笠委員○宮本委員 首長と教育委員の意見が対立をした場合、どのようにして物

事を決定するのか。 

   ○下村国務大臣 どちらかが決定権者というものではなく、あくまで調整を尽くすことを目指

すものであり、教育における具体的な事務の執行は最終的に教育長が責任を持つ。 

 

   ○宮本委員 総合教育会議で調整が尽くされなかった事項であっても、大綱自体は首長が定め

られる。では、調整が尽くされず１条４の８に定める尊重義務がかからない大綱にも、この

11条及び12条によって教育長や教育委員は意を用いることが求められるのか。 

   ○前川政府参考人 尊重義務というのは、お互いの調整がついたものにつきまして尊重すると

いうこと。大綱についても、教育委員会の了解のもとでつくられるものについては、尊重の

義務及びこの「意を用いなければならない。」という条文に係るものになるが、教育委員会

の了解のない部分がもし仮にあるとすれば、この部分について、意を用いなければならない

ということにはならないと考える。 

 

  【改正法案第１条の４第１項第２号の「緊急の場合」】 

   ○中野委員 

   ○下村国務大臣 児童生徒等の生命または身体に現に被害が生じ、もしくはまさに被害が生ず

るおそれがあると見込まれる場合とは、例えば、いじめ問題により児童生徒の自殺事象が発

生した場合、通学路で交通事故死が発生した後の再発防止を行う必要がある場合などを想定。 

     また、「等の緊急の場合」とは、児童生徒等の生命または身体の保護に類するような緊急

事態を想定しており、例えば、災害の発生により、生命または身体の被害は発生していない
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が、校舎の倒壊などの被害が生じている場合、災害発生時の避難先での児童生徒等の授業を

受ける体制や生活支援体制を緊急に構築する必要がある場合、犯罪の多発により図書館等の

社会教育施設において職員や一般利用者の生命または身体に被害が生ずるおそれがある場合

等を想定。 

 

  【大綱と教育振興基本計画の関係】 

   ○下村国務大臣 教育基本法第17条第１項においては、政府は、教育の振興に関する施策につ

いての基本的な方針及び講ずべき施策等について基本的な計画を定めることとされ、同条第

２項において、地方公共団体は、国の計画を参酌し、地方の計画を定める努力義務が規定さ

れている。 

     改正案における大綱は、国の計画の基本的な方針を参酌して策定することが義務とされて

いるものでありますが、詳細な施策の策定は、そこまで求めるものではないということから、

両者は矛盾しないものと考えております。 

 

  【教育の政治的中立性】 

   ●宮本岳志○柏倉委員○吉川（元）委員○義家委員 

   ●安倍内閣総理大臣 今回の改正案では、首長と教育委員会が相互の連携を図りつつ、より一

層民意を反映した教育行政を一体的に推進していくため、総合教育会議を設置するなどの改

革を行うと同時に、教育の政治的中立性、継続性、安定性を確保するため、教育委員会を執

行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととしている。したがって、教育

の政治的中立性に関する御懸念は当たらないものと考える。 

   ○●下村国務大臣 教育委員による教育長のチェック機能を強化する観点から、教育委員の３

分の１以上の委員から会議の招集を請求された場合には、教育長が遅滞なく会議を招集しな

ければならないこと、さらに、教育長が教育委員会から委任された事務の管理、執行状況に

ついて報告をしなければならないことを規定している。さらに、教育委員会会議の透明性の

向上を図り、住民によるチェック機能を強化する観点から、教育委員会会議の議事録を作成

し、公表するよう努めなければならないことを規定している。 

   ○前川政府参考人 教育長はあくまでも首長から独立した執行機関であり、行政委員会である

教育委員会の一員でありまして、また、教育委員会を主宰し、代表する立場にある。 

     首長から任命されるが、首長から指揮監督を受けるという立場ではなく、教育委員会の執

行機関としての独立性があることから、教育の政治的中立性、継続性、安定性については担

保される。 

 

  【首長による政治介入】 

   ○●下村国務大臣 予算等の権限を有する首長は、日ごろから教育政策について教育委員会と

しっかり協議し、調整を行い、方向性を定めていくことが重要。今回の法案では、教育委員

会を執行機関として残し、教育委員会の職務権限は変更しないこととした上で、総合教育会

議という公開の場において、地域の民意を代表する首長が教育委員会と協議し、調整が行わ

れることとなる。その場合においても、最終的な決定権限は教育委員会に留保されており、
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委員会や新設される総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこ

と。 

 五 地方公共団体の長は、総合教育会議における協議に当たっては、主宰者として主体的な役

割を果たすこと。また、教育委員会とともに、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する

事案に適切かつ迅速に対処し、住民に対して教育行政における責任を果たすこと。 

 六 教育委員会は、権限が強化される新教育長による事務執行を、住民目線による第三者的立

場からチェックするとともに、過去の基本的な施策が住民の期待に応える成果となっている

のか、取組の方法が効果的なのか、といった観点から点検・評価を行うこと。 

 七 新法第50条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定

的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運

用すること。 
 

 

 

   参議院文教委員会 
 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

 一、本法施行後、教育の政治的中立性、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について必要に応

じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

 二、新教育長の権限及び責任が従来に比して重くなることから、これを直接任命する首長の責

任はもちろん、任命同意に際し、新教育長の資質・能力をチェックする議会の責任も重くな

ることを踏まえ、議会においては、所信聴取等、丁寧な対応を行うこと。 

 三、教育委員会は、レイマンコントロールの趣旨を踏まえ、権限が強化される新教育長による

事務執行を地域住民の視点に立って、厳格にチェックすること。 

 四、新教育長については、その権限が強化されることに鑑み、大学等における研修を充実させ

るなど、資質・能力の向上を図ること。 

 五、教育委員会が期待される機能を果たすことができるよう、教育委員に多様な人材を登用し

たり、人数を増やす等、教育委員会の活性化を促進する取組を推進すること。また、教育委

員会事務局の職員についても、研修制度の充実や行政部局との人事交流等により、その能力

向上を図ること。また、今回の改正によって教育委員会事務局の業務量が増える可能性があ

ることから、小規模な地方公共団体については、指導主事の拡充等を通じた体制整備を図る

こと。 

 六、学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善

や学校支援の充実を図ることができるよう、学校運営協議会の設置の促進に努めること。ま

た、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の

設置及び運営に係る支援策を講ずること。 

 七、首長が総合教育会議を運営するに当たっては、学校運営協議会や学校支援地域本部等の関
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御指摘の、首長の政治介入が助長されるという御懸念は、当たらない。 

 

  【地方公共団体の自治事務への国の関与】 

   ●青木愛 

   ●下村国務大臣 自治事務に関する国の指示は、抑制的に発動すべきものであり、地方公共団

体の自主性を前提としつつ、子供の生命身体を保護するために必要がある場合には、最終的

に国が責任を果たすことが重要であると考えている。 

 

  【首長に権限と責任を一元化】 

   ○椎木委員 首長に権限と責任を一元化していくべきではないか。 

   ○下村国務大臣 政治の中立性とか継続性とか安定性を教育の中で担保するという意味では、

やはり、教育委員会制度を執行機関として残すということをしておかないと、これは法的に、

もし暴走することがあったとしてもそれを阻止するようなことはできないということの担保

というのは求められる。 

 

  【教育委員会制度の選択制】 

   ○柏倉委員 教育委員会制度の選択制を導入すべきではないか。 

   ○下村国務大臣 どの地域においても、責任ある地方教育行政を構築する観点からは、統一的

な教育行政の仕組みであることが必要であり、今回の改正案においては、選択制とせず、全

ての地方公共団体において同様の仕組みとした。 

 

(３) 付帯決議 

   衆議院文部科学委員会 
 
 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

 一 本法施行後、教育の政治的中立性等を確保した上での地方教育行政における責任体制の明

確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況

について、必要に応じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするこ

と。 

 二 都道府県における広域人事交流の調整などにより、一定水準の人材が確保されるような仕

組みを考慮しつつ、県費負担教職員の人事権については、義務教育費国庫負担制度を堅持し

つつ、市町村に属するものとするよう検討を加えること。 

 三 学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善

や学校支援の充実を図ることができるよう学校運営協議会の設置の促進に努めること。ま

た、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の

設置及び運営に係る支援策を講ずること。 

 四 地域住民の教育に対する信頼と期待に応え、開かれた教育行政を推進する観点から、教育
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委員会や新設される総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこ

と。 

 五 地方公共団体の長は、総合教育会議における協議に当たっては、主宰者として主体的な役

割を果たすこと。また、教育委員会とともに、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する

事案に適切かつ迅速に対処し、住民に対して教育行政における責任を果たすこと。 

 六 教育委員会は、権限が強化される新教育長による事務執行を、住民目線による第三者的立

場からチェックするとともに、過去の基本的な施策が住民の期待に応える成果となっている

のか、取組の方法が効果的なのか、といった観点から点検・評価を行うこと。 

 七 新法第50条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定

的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運

用すること。 
 

 

 

   参議院文教委員会 
 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

 一、本法施行後、教育の政治的中立性、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機

管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化等の状況について必要に応

じて検証を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。 

 二、新教育長の権限及び責任が従来に比して重くなることから、これを直接任命する首長の責

任はもちろん、任命同意に際し、新教育長の資質・能力をチェックする議会の責任も重くな

ることを踏まえ、議会においては、所信聴取等、丁寧な対応を行うこと。 

 三、教育委員会は、レイマンコントロールの趣旨を踏まえ、権限が強化される新教育長による

事務執行を地域住民の視点に立って、厳格にチェックすること。 

 四、新教育長については、その権限が強化されることに鑑み、大学等における研修を充実させ

るなど、資質・能力の向上を図ること。 

 五、教育委員会が期待される機能を果たすことができるよう、教育委員に多様な人材を登用し

たり、人数を増やす等、教育委員会の活性化を促進する取組を推進すること。また、教育委

員会事務局の職員についても、研修制度の充実や行政部局との人事交流等により、その能力

向上を図ること。また、今回の改正によって教育委員会事務局の業務量が増える可能性があ

ることから、小規模な地方公共団体については、指導主事の拡充等を通じた体制整備を図る

こと。 

 六、学校現場に民意を反映していくため、保護者や地域住民の参画を得ながら学校運営の改善

や学校支援の充実を図ることができるよう、学校運営協議会の設置の促進に努めること。ま

た、地方公共団体の財政状況による格差が生じないよう、財政措置も含め学校運営協議会の

設置及び運営に係る支援策を講ずること。 

 七、首長が総合教育会議を運営するに当たっては、学校運営協議会や学校支援地域本部等の関
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改正にあたっての大きな課題として残されている(20)。 

 

●本改正による地方自治法への影響 

  直接的な改正内容は、教育長は教育委員ではないため、改正前の「教育委員会委員」を「教育長

又は教育委員会委員」などに改め、また、改正前の「教育委員会委員長」を「教育長」に改めるな

どの改正が行われた。 

  地方自治法上、自治事務の執行に関する是正の指示は存在せず、個別法において例外的に自治事

務に対する指示が規定されている場合がある。第一次安倍政権の下で導入された地教行法50条の

「是正の指示」もその一つである。本改正は国の関与を強化しようとするものではなく、いじめ自

殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するための指示ができることを明確にする

ための改正であるとされている。 

  そして、法改正の過程において、中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方

について（答申）」（平成25年12月13日））のＡ案のように、教育委員会を首長の付属機関とし教

育長を首長の補助機関とすべきとの議論もあったが、教育委員会を執行機関として残したことに

よって、地方自治法108条の８の改正は不要となった。 

                                                                                           

(20) 「国は、県費負担教職員の人事権について、小規模市町村を含む一定規模の区域や都道府県において人事交流

の調整を行うようにする仕組みを構築することを前提とした上で、小規模市町村等の理解を得て、市町村に委譲

することを検討する。」（教育再生実行会議 教育委員会制度等の改革について（第二次提言）、平成25年４月） 
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係者の参加を積極的に求めること。特に、教育に関する総合的な施策の大綱がその地域の実

情に応じて定められるべきものであることに鑑み、地域住民の意向が大綱に適切に反映され

るよう努めること。 

 八、総合教育会議において、首長及び教育委員会は、相互の役割・権限を尊重しつつ、十分に

協議を行い、調整を図ること。また、いじめ事案など重大かつ緊急な対応を要する事案につ

いては、適切かつ迅速に対処し、地域住民に対して教育行政における責任を果たすこと。 

 九、地域住民の教育に対する信頼と期待に応え、開かれた教育行政を推進する観点から、教育

委員会や総合教育会議の議事録の作成・公表が確実になされるよう万全を期すこと。 

 十、新法第50条の文部科学大臣の指示の明確化については、自治事務に対する国の関与は限定

的であるべきという地方自治の原則を踏まえ、国の関与は最小限とすべきことに留意して運

用すること。 
 

 

 

 

 6. コメント 
 

 今回の改正は、教育委員会制度のあり方や首長と教育委員会との関係など地方教育行政に関する大

きな改正である。総合教育会議の設置、新教育長の任命と権限拡大、大綱の策定権限などは教育行政

に関する首長の権限の強化に繋がることは間違いない。しかし、法案の作成過程や国会における審議

の内容を見ても分かるように、その具体的な中身については、はっきりしないところが多い。今後の

運用に当たって、大きな争点となる可能性を内包している。 

 国会における議論の過程においても大きく問題となっていたが、教育行政ないし教育の政治的中立

性の確保が大きな課題となることは明らかである。「首長が、その『大綱』作成権限や新教育長の任

免権の行使、『総合教育会議』での『協議』や『調整』を通じて、あたかも新教育長を首長の補助機

関かのように位置づけ、教育委員会を単なる諮問機関かのように扱い、一般行政に教育行政を従属さ

せるような実態を作り出すことは厳に慎まなければならない。｣(19)と指摘されているように、法改正

によって地方教育行政に対する首長の影響力が強化されることは否定できず、運用によっては政治的

中立性が大きく害われる可能性がある。これは同時に首長が交代するたびに、当該自治体の教育行政

の方針等が転換される可能性があり、教育の継続性・安定性まで害われ得ることを意味する。今後、

実際の現場での運用状況を注視する必要がある。 

 地方公共団体の教育委員会や首長は、総合教育会議の設置や事務部局の構成など、改正法に対応し

なければならない。その際、特に規模の小さい自治体とっては、大きな事務負担となってくることが

予想される。また、教育委員会の委員による教育長に対するチェック機能の確保や議事録の作成・公

表など会議の透明化、教育委員と教育長の資質・能力の強化など、教育委員会の設置・運営において

も大きな課題が山積していると言える。 

 そして、今回の改正には含まれなかったが、県費負担教職員の人事権移譲に関する問題が今後の法

                                                                                           

(19) 中川、前掲68頁。 
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改正にあたっての大きな課題として残されている(20)。 

 

●本改正による地方自治法への影響 

  直接的な改正内容は、教育長は教育委員ではないため、改正前の「教育委員会委員」を「教育長

又は教育委員会委員」などに改め、また、改正前の「教育委員会委員長」を「教育長」に改めるな

どの改正が行われた。 

  地方自治法上、自治事務の執行に関する是正の指示は存在せず、個別法において例外的に自治事

務に対する指示が規定されている場合がある。第一次安倍政権の下で導入された地教行法50条の

「是正の指示」もその一つである。本改正は国の関与を強化しようとするものではなく、いじめ自

殺等の事件発生後においても、同種の事件の再発を防止するための指示ができることを明確にする

ための改正であるとされている。 

  そして、法改正の過程において、中央教育審議会教育制度分科会「今後の地方教育行政のあり方

について（答申）」（平成25年12月13日））のＡ案のように、教育委員会を首長の付属機関とし教

育長を首長の補助機関とすべきとの議論もあったが、教育委員会を執行機関として残したことに

よって、地方自治法108条の８の改正は不要となった。 

                                                                                           

(20) 「国は、県費負担教職員の人事権について、小規模市町村を含む一定規模の区域や都道府県において人事交流

の調整を行うようにする仕組みを構築することを前提とした上で、小規模市町村等の理解を得て、市町村に委譲

することを検討する。」（教育再生実行会議 教育委員会制度等の改革について（第二次提言）、平成25年４月） 
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地域における医療及び介護の総合的な確保を  
推進するための関係法律の整備等に関する法律 

（平成26年６月25日法律第83号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 
 

 

 介護保険と地域医療体制を同時に見直す「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進

するための関係法律の整備等に関する法律案」（以下、「医療介護総合確保推進法案」）は、

2014年２月12日に186国会に提出され、同年４月１日に衆院厚生労働委員会に付託、５月14日

に同委員会で可決、翌15日衆議院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院では、６月

２日に厚生労働委員会に付託され、６月17日の参院厚生労働委員会で、自民、公明両党の賛成

多数で可決、翌18日の参院本会議で可決・成立した。 

 交付日は６月25日で同日施行したが、医療法関係は2014年10月以降、介護保険法関係は2015

年４月以降など、順次施行される。 
 

 

 

 

 はじめに 
 

 2011年以降、社会保障と税の一体改革の議論が本格化し、2012年の通常国会において、税制面では

消費税法改正法案が、社会保障面では年金改革関連法及び子ども・子育て関連法が社会保障と税の一

体改革関連法として成立していた。一方、医療及び介護に関する制度改正の検討は、社会保障制度改

革推進法（2012年法律第64号）に基づいて設置された社会保障制度国民会議（以下、「国民会議」と

いう。）に委ねられことになった。 

 国民会議は、2013年８月６日に「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」と題する報告書

を取りまとめ、同年12月５日には、その内容を踏襲しつつ、今後の改革の進め方を規定した「持続可

能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」（以下「社会保障制度改革プログラ

ム法」という。）が成立した。同法では、少子化対策、医療制度、介護保険制度、公的年金制度にお

ける改革の進め方を規定するとともに、関係閣僚から成る社会保障制度改革推進本部及び有識者から

成る社会保障制度改革推進会議の設置を定め、あわせて2014年通常国会に、医療制度及び介護保険制

度の見直しのために必要な法律案の提出を目指すこととし、そして、2014年２月12日に医療介護総合

確保推進法案が国会に上程されたのであった。 

 医療介護総合確保推進法案は、医療、介護に絡む19の改正法案を１本にまとめたものである。同改

正法は、在宅医療の充実に取り組む医療機関を支援するため、消費税増税分から904億円を投入して、

都道府県に2014年度に基金を設置することを定める。都道府県は域内の病床の必要量などを示す「地
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地域における医療及び介護の総合的な確保を  
推進するための関係法律の整備等に関する法律 

（平成26年６月25日法律第83号） 

 

 

上 林 陽 治 
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２日に厚生労働委員会に付託され、６月17日の参院厚生労働委員会で、自民、公明両党の賛成

多数で可決、翌18日の参院本会議で可決・成立した。 
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 2011年以降、社会保障と税の一体改革の議論が本格化し、2012年の通常国会において、税制面では

消費税法改正法案が、社会保障面では年金改革関連法及び子ども・子育て関連法が社会保障と税の一

体改革関連法として成立していた。一方、医療及び介護に関する制度改正の検討は、社会保障制度改

革推進法（2012年法律第64号）に基づいて設置された社会保障制度国民会議（以下、「国民会議」と

いう。）に委ねられことになった。 

 国民会議は、2013年８月６日に「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」と題する報告書

を取りまとめ、同年12月５日には、その内容を踏襲しつつ、今後の改革の進め方を規定した「持続可

能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」（以下「社会保障制度改革プログラ

ム法」という。）が成立した。同法では、少子化対策、医療制度、介護保険制度、公的年金制度にお

ける改革の進め方を規定するとともに、関係閣僚から成る社会保障制度改革推進本部及び有識者から

成る社会保障制度改革推進会議の設置を定め、あわせて2014年通常国会に、医療制度及び介護保険制

度の見直しのために必要な法律案の提出を目指すこととし、そして、2014年２月12日に医療介護総合

確保推進法案が国会に上程されたのであった。 

 医療介護総合確保推進法案は、医療、介護に絡む19の改正法案を１本にまとめたものである。同改

正法は、在宅医療の充実に取り組む医療機関を支援するため、消費税増税分から904億円を投入して、

都道府県に2014年度に基金を設置することを定める。都道府県は域内の病床の必要量などを示す「地
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療・介護サービスの提供体制改革のため新たな財政支援制度を創設するとし、各都道府県に、消

費税増税分の一部を財源として基金を創設し、医療・介護サービスの提供体制を改革するため各

都道府県が作成した計画に基づき事業を推進することにより、必要な医療施設や介護サービスの

計画的な確保を目指すとした。 

   各都道府県に設置される基金は、必要とされる費用のうち、国は３分の２、地方は３分の１を

負担することとされ、それぞれ消費税増分による財源が充当される。基金の規模は、2014年度予

算では公費で904億円とされ、うち544億円が消費税増収分、残る360億円のうち280億円は地域医

療センター運営事業や看護師等養成所運営事業等の既存事業分などからなる。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定 

   社会保障制度改革プログラム法では、病院等の管理者が、当該施設の病床機能に関する情報を

所在地の都道府県知事に報告する制度の創設が規定されていた。この病床機能報告制度により得

られる情報等を活用した都道府県による地域の医療提供体制の構想（地域医療構想）の策定及び

必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化等必要な方策についても措置することと

していた。 

   これを受け医療介護総合確保推進法案は、病院及び有床診療所が有する病床の担っている医療

機能の現状と今後の方向性等について、医療機関側から都道府県に報告する制度を設け、医療機

関の自主的取り組みを進めることとした。なお、報告における医療機能の区分に関しては、①高

度急性期、②急性期、③回復期、④慢性期とするとしている（図表１参照）。 

   地域医療構想実現のため、都道府県は、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う

「協議の場」を設置する義務を負い、同構想の達成に必要とされる事項について協議を行うが、

「協議の場」だけでは地域医療構想が進展しない場合には、都道府県知事は以下の措置を講ずる

ことが規定されている。 

  ① 病院の新規開設・増床において、都道府県知事は、開設許可の際不足している医療機能を担

うことを条件付けできる。 

  ② 既存医療機関の医療機能の転換において、医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場

合には、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができる。転換にやむをえない

事情がないと認めるときは、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関機

関等には命令）することができる。また、協議が整わず、自主的な取り組みでは機能分化・連

携が進まない場合には、医療審議会の意見を聴いて、不足医療機能に係る医療を提供すること

を要請（公的医療機関等には指示）することができる。 

  ③ 稼働していない病床への対応において、医療計画に達成のため特に必要がある場合は、公的

医療機関等以外の医療機関に対して、医療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減

を要請できる。医療機関が要請に従わない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、勧告

を行う。 

 

(３) 医療計画の見直しなど 

   在宅医療の充実及び医療と介護の連携の推進のための医療計画の見直しが規定されている。 

   具体的には、医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が地域における医療及び介護を
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域医療構想」を策定し、病院関係者も交えた協議会で各病院の役割を決める。重症者向けの病床が多

い現状を改めるとともに、在宅医療・介護サービスを手厚くすることとしている。また、医療事故を

第三者機関に届け出て調査する制度の新設なども含まれる。 

 介護分野では、2015年８月から、年金収入280万円以上の人の介護保険の自己負担を現行の１割か

ら２割に引き上げる。特別養護老人ホームについても、新規入所は原則要介護３以上の中・重度者に

限るなど見直すとしている。さらに、介護保険で最も軽度な「要支援１・２」の人（約150万人）を

対象とした、ヘルパーによる家事援助、デイサービスセンターでの食事や入浴といった訪問・通所介

護サービスを、2015年度から３年で市町村事業に移すとしている。国はボランティアの活用なども想

定しており、全国一律だった事業が市町村に移ることで、サービス内容に地域間格差が生じるのでは

ないか、との懸念もある。 

 

 

 1. 法案の背景 
 

 日本の国民医療費は、急速な高齢化や医療の高度化等により著しく増加し、2013年度は41.8兆円で、

近年は対前年度比で約３％増、約１兆円ずつ増え、2025年には、54.0兆円に達すると推計されている。

また、介護費に関しては、介護保険総費用が、2000年度の介護保険制度創設当時は3.6兆円であった

が、2013年度の総費用は9.4兆円となり、約３倍近くに及んでいる。 

 増大する医療費・介護費を抑制することが喫緊の課題であるなかにあって、医療や介護の提供体制

の見直しが急務となった。 

 日本の医療提供体制は、①平均在院日数が長い、②病床数が多い、③病床あたり医師数・看護師数

が少ない、④人口当たり医師数も少ないという特徴があり、これら要素の解消が課題となっていた。

また介護の提供体制に関しては、介護保険の要介護または要支援認定者数が2000年４月の218万人か

ら2013年４月には564万人へと約2.6倍に増加しているにもかかわらず、介護従事職員や養護施設の不

足状況は明らかであった。 

 医療介護総合確保推進法は、このような背景のもと、「効率的かつ質の高い医療提供体制」と「地

域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

め、医療法、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行う」ことを目的として、医療と介護

を一体的に改革しようとする点に特徴があり、改革の中心は、医療・介護サービスの提供体制改革に

置かれている。 

 

 

 2. 法案の主な概要 
 

医療分野 

(１) 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 

   医療分野では、2025年を展望し、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医師・看護

師等の医療従事者の確保・勤務環境の改善、地域包括ケアシステムの構築など、地域における医
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療・介護サービスの提供体制改革のため新たな財政支援制度を創設するとし、各都道府県に、消
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療センター運営事業や看護師等養成所運営事業等の既存事業分などからなる。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定 

   社会保障制度改革プログラム法では、病院等の管理者が、当該施設の病床機能に関する情報を

所在地の都道府県知事に報告する制度の創設が規定されていた。この病床機能報告制度により得

られる情報等を活用した都道府県による地域の医療提供体制の構想（地域医療構想）の策定及び

必要な病床の適切な区分の設定、都道府県の役割の強化等必要な方策についても措置することと

していた。 

   これを受け医療介護総合確保推進法案は、病院及び有床診療所が有する病床の担っている医療

機能の現状と今後の方向性等について、医療機関側から都道府県に報告する制度を設け、医療機

関の自主的取り組みを進めることとした。なお、報告における医療機能の区分に関しては、①高

度急性期、②急性期、③回復期、④慢性期とするとしている（図表１参照）。 

   地域医療構想実現のため、都道府県は、医療関係者、医療保険者等の関係者との協議を行う

「協議の場」を設置する義務を負い、同構想の達成に必要とされる事項について協議を行うが、

「協議の場」だけでは地域医療構想が進展しない場合には、都道府県知事は以下の措置を講ずる

ことが規定されている。 

  ① 病院の新規開設・増床において、都道府県知事は、開設許可の際不足している医療機能を担

うことを条件付けできる。 

  ② 既存医療機関の医療機能の転換において、医療機関が過剰な医療機能に転換しようとする場

合には、医療機関に対して医療審議会での説明等を求めることができる。転換にやむをえない

事情がないと認めるときは、医療審議会の意見を聴いて、転換の中止を要請（公的医療機関機

関等には命令）することができる。また、協議が整わず、自主的な取り組みでは機能分化・連

携が進まない場合には、医療審議会の意見を聴いて、不足医療機能に係る医療を提供すること

を要請（公的医療機関等には指示）することができる。 

  ③ 稼働していない病床への対応において、医療計画に達成のため特に必要がある場合は、公的

医療機関等以外の医療機関に対して、医療審議会の意見を聴いて、稼働していない病床の削減

を要請できる。医療機関が要請に従わない場合は、都道府県医療審議会の意見を聴いて、勧告

を行う。 

 

(３) 医療計画の見直しなど 

   在宅医療の充実及び医療と介護の連携の推進のための医療計画の見直しが規定されている。 

   具体的には、医療と介護の連携を強化するため、厚生労働大臣が地域における医療及び介護を
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護予防給付はそれぞれ、訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、訪

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護（ショートス

テイ）等の居宅サービス、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）等の地域密着型サービスによって構成される。介護給付には、このほかに特別養護老

人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）等の施設サービスと、地域密着型サービスのう

ち定期巡回・随時対応型訪問介護看護等が加わる。 

    また、市町村事業部分は主に地域支援事業から成り、この中で介護予防事業、包括的支援事

業、任意事業が行われている。 
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総合的に確保するための本格的な指針（総合確保方針）を定め、都道府県が医療計画を作成する

に当たっては、都道府県介護保険事業計画との整合性を確保しなければならないとしている。 

   医療提供体制においては、病院・病床の機能や役割分担の不明確さ、急性期治療経過後の患者

受け入れ先の不足、在宅医療充実の必要性などが課題とされてきた。今回の改正法はこうした課

題に対応するとともに、医療従事者の人材確保等にもあわせて取り組むものであり、1948年の医

療法制定以後、最も大きく、多岐にわたる改正内容とされる。また、医療と介護の連携のため、

医療提供体制の改革が介護保険制度改正と同時一体的になされる点が重要とされる。 

   超高齢社会の到来を前に医療提供体制を整備するための病床機能報告制度の導入と地域医療構

想の策定は、今次改正法の柱であるが、たとえば都道府県が設置する協議の場が調わなかった場

合の措置など、都道府県知事の対応について適正な執行の担保が必要であり、この点、各病床区

分の必要量が一定の幅を持った目安にとどまり、強制的な規制措置を発動するのは困難だとする

指摘も見られる。 

   また、国民会議報告書では、医療機関間の適切な役割分担を図るため、大病院の外来は紹介患

者を中心とし、一般的な外来受診は「かかりつけ医」に相談することを基本とするシステムの普

及、定着が必須とされた。地域において開業し在宅ケアを担う主治医の存在は、地域包括ケアの

要とされる。 

 

＜図表１＞ 
 

医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供す

る機能 

急 性 期 機 能 ○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回 復 期 機 能 

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機

能。 

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上

や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリ

テーション機能）。 

慢 性 期 機 能 

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロ

フィー患者又は難病患者等を入院させる機能 

（出所）厚生労働省資料 
 

 

 

介護分野 

(４) 介護予防給付の市町村事業への移行 

  ○現状 

    介護保険制度は、全国一律の基準に沿って行われる保険給付と、市町村による事業部分に大

別される（図表２参照）。 

    このうち保険給付部分は主に、要介護１～５の認定を受けた要介護者を対象とする介護給付

と、要支援１、２の認定を受けた要支援者を対象とする介護予防給付から成る。介護給付と介
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護予防給付はそれぞれ、訪問介護（ホームヘルプサービス）、通所介護（デイサービス）、訪

問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、短期入所生活介護（ショートス

テイ）等の居宅サービス、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護（グループ

ホーム）等の地域密着型サービスによって構成される。介護給付には、このほかに特別養護老

人ホーム（特養）、介護老人保健施設（老健）等の施設サービスと、地域密着型サービスのう

ち定期巡回・随時対応型訪問介護看護等が加わる。 

    また、市町村事業部分は主に地域支援事業から成り、この中で介護予防事業、包括的支援事

業、任意事業が行われている。 
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いる。一定以上の所得の線引きについては政令で定められ、合計所得金額160万円（単身で年金

収入のみの場合は年金収入280万円）以上である。 

   また、利用者負担に上限を設定する高額介護サービス費に関して、現行の一般区分（37,200円）

のうち、医療保険の現役並み所得に相当する者については44,400円に引き上げられる。厚生労働

省は、改正の理由について、保険料の上昇を可能な限り抑えつつ、制度の持続可能性を高めるた

めとしている。施行は、前年度所得の捕捉の関係で、平成27年８月となる予定である。 

 

(６) 特別養護老人ホーム入所者の重度者への限定 

   従前は、特別養護老人ホームには、要介護１から５までの者が入所することができるとされて

きたが、実際には、2011年時点で、特別養護老人ホームの入所者のうち要介護３以上の者が

88.2％であり、要介護１または２に該当する者は全体の11.8％である。 

   ただし、特別養護老人ホームの入所待機者は、2009年からの４年間で10万人増え、52万1,688

人となり、そのうち要介護１または２の者は17万7,526人（34％）に上っているという状況であ

る。 

   改正法では、特別養護老人ホームへの入所者について、厚生労働省令で定める者とし、新規入

所者を原則として要介護３以上の者に限定することとしている。ただし、既に入所している者に

ついてはこの限りではなく、要介護１または２であっても、やむを得ない事情により特別養護老

人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例とし

て新規入所を認めることとする。 

   特例のケースとしては、①知的障害・精神障害等を伴って、地域での安定した生活を続けるこ

とが困難な場合、②家族等による虐待が深刻で、心身の安全・安心の確保が不可欠な場合、③認

知症高齢者で、常時適切な見守り・介護が必要な場合であると、厚生労働者は説明している。 

 

(７) 介護保険施設入所者に対する補足給付に当たっての資産勘案 

   介護保険制度創設当初は、特別養護老人ホームや老人保健施設等の介護保険施設に入所する者

の食費及び居住費は保険給付の対象であったが、在宅で暮らす人が食費や居住費を自己負担して

いることに比べて不公平であるとの観点から、2006年度から、施設入所者の食費及び居住費が保

険給付から外れ、原則として自己負担とすることとされた。ただし、見直しによって負担が急増

しないよう、住民税非課税世帯の者に対しては、所得に応じて特定入所者介護サービス費または

特定入所者介護予防サービス費を保険給付する形で軽減措置が採られている（補足給付）。 補

足給付に当たっては、フローとしての所得のみによって判断され、ストックとしての資産は勘案

されない。このため、多額の預貯金を保有していても、例えば年金収入が低いといった場合には、

補足給付が行われてきた。 

   これに対し改正法は、一定額超の預貯金等がある場合には、補足給付を行わないとし、その線

引きは厚生労働省令で定められるが、単身では1,000万円超、夫婦世帯では2,000万円超程度の預

貯金がある場合を想定している。 

 

(８) 都道府県から市町村への権限移譲 ＜資料１参照＞ 

   医療介護総合確保推進法の介護保険法改正部分において、「指定居宅介護支援事業者」の指定
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    保険給付部分、市町村事業部分のいずれにも介護保険料と公費（国、都道府県、市町村）が

投入されている。保険給付部分及び地域支援事業のうち介護予防事業については公費と第１号

（65歳以上の加入者）・第２号保険料（40～64歳加入者）によって、地域支援事業のうち包括

的支援事業及び任意事業については公費と第１号保険料によって、それぞれ運営されている。 

    要支援者向けの予防給付は、運動機能の向上や認知症予防など介護の知識や技術が必要な

サービスと、ホームヘルパーの定期訪問による掃除や洗濯、買い物などの家事援助によって構

成されている。予防給付に係る費用は約4,500億円で、介護サービス全体の費用の5.7％に過ぎ

ない（2011年度）ものの、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護保険の総費用額は現

在の水準から21兆円程度へ２倍以上に膨らむとみられ、将来の介護費用と保険料の上昇を抑え、

より重度者の介護サービスに財源を回すために、軽度者向けのサービスの見直しが必要といわ

れてきた。 

    国民会議によりまとめられた報告書では、介護保険給付と地域支援事業の在り方を見直すべ

きであるとされ、介護の必要度が低い要支援者向けのサービスを市町村の独自事業に移すこと

が盛り込まれた。これを受けて、厚生労働省は、要支援者に対する予防給付を廃止し、市町村

が実施する新しい地域支援事業に移行する案を、2013年９月に介護保険部会に提示したが、そ

の内容は、全国一律の基準によるのではなく、サービスの内容や価格などを市町村が柔軟に決

定できるようにし、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人等の地域資源を効果的に

活用するなど、地域の実情に応じた取組みを可能にしようとするものであった。 

  ○法の概要 

    医療介護総合確保推進法では、地域支援事業の介護予防サービスのうち介護予防訪問介護と

介護予防通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組みができる地域支援事業（介護

予防・日常生活支援総合事業）に移行し、2017年度までにすべての市町村で実施するものとし

ている（図表２参照）。 

    現状において、訪問介護及び通所介護の費用は、介護予防サービス費用額全体の約６割を占

めているが、厚生労働省では、市町村移行後においても、現在の介護予防給付の予算規模の財

源確保に努めていく必要があるとし、財源構成も現状と同じ（国25％、都道府県12.5％、市町

村12.5％、保険料50％）とする意向を示している。 

    すでに2011年の介護保険法改正により、市町村事業として「介護予防・日常生活支援総合事

業」が創設され、市町村は、要支援者に対するサービスの提供を行うことができるようなって

いたものの、自治体間の格差が目立ち、2012年時点で、全国の市町村のうち総合事業を実施し

ているのは44市町村にとどまっていた。 

    今回の法改正により、訪問介護・通所介護を介護保険事業から外し、上記総合事業に移行さ

せるとしているが、担い手については、ボランティア等が想定されており、また、市町村格差

が拡大し、必要なサービスが保障されないのではないかといわれている。 

 

(５) 介護保険の利用者負担の引上げ 

   介護保険の利用者負担割合は、所得水準にかかわらず１割である。医療保険制度では自己負担

割合は段階的に引き上げられてきたが、介護保険では制度創設以来据え置かれてきた。 

   改正法では、一定以上の所得がある者については、利用者負担を２割に引き上げることとして
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いる。一定以上の所得の線引きについては政令で定められ、合計所得金額160万円（単身で年金

収入のみの場合は年金収入280万円）以上である。 

   また、利用者負担に上限を設定する高額介護サービス費に関して、現行の一般区分（37,200円）
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   従前は、特別養護老人ホームには、要介護１から５までの者が入所することができるとされて

きたが、実際には、2011年時点で、特別養護老人ホームの入所者のうち要介護３以上の者が

88.2％であり、要介護１または２に該当する者は全体の11.8％である。 

   ただし、特別養護老人ホームの入所待機者は、2009年からの４年間で10万人増え、52万1,688

人となり、そのうち要介護１または２の者は17万7,526人（34％）に上っているという状況であ

る。 

   改正法では、特別養護老人ホームへの入所者について、厚生労働省令で定める者とし、新規入

所者を原則として要介護３以上の者に限定することとしている。ただし、既に入所している者に

ついてはこの限りではなく、要介護１または２であっても、やむを得ない事情により特別養護老

人ホーム以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特例とし

て新規入所を認めることとする。 

   特例のケースとしては、①知的障害・精神障害等を伴って、地域での安定した生活を続けるこ

とが困難な場合、②家族等による虐待が深刻で、心身の安全・安心の確保が不可欠な場合、③認

知症高齢者で、常時適切な見守り・介護が必要な場合であると、厚生労働者は説明している。 

 

(７) 介護保険施設入所者に対する補足給付に当たっての資産勘案 

   介護保険制度創設当初は、特別養護老人ホームや老人保健施設等の介護保険施設に入所する者

の食費及び居住費は保険給付の対象であったが、在宅で暮らす人が食費や居住費を自己負担して

いることに比べて不公平であるとの観点から、2006年度から、施設入所者の食費及び居住費が保

険給付から外れ、原則として自己負担とすることとされた。ただし、見直しによって負担が急増

しないよう、住民税非課税世帯の者に対しては、所得に応じて特定入所者介護サービス費または

特定入所者介護予防サービス費を保険給付する形で軽減措置が採られている（補足給付）。 補

足給付に当たっては、フローとしての所得のみによって判断され、ストックとしての資産は勘案

されない。このため、多額の預貯金を保有していても、例えば年金収入が低いといった場合には、

補足給付が行われてきた。 

   これに対し改正法は、一定額超の預貯金等がある場合には、補足給付を行わないとし、その線

引きは厚生労働省令で定められるが、単身では1,000万円超、夫婦世帯では2,000万円超程度の預

貯金がある場合を想定している。 

 

(８) 都道府県から市町村への権限移譲 ＜資料１参照＞ 

   医療介護総合確保推進法の介護保険法改正部分において、「指定居宅介護支援事業者」の指定
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(１) 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 

   衆院厚生労働委員会 15回 2014年４月25日 

   森本真治君） 新たな財政支援制度、新たな基金の話です。医療、介護の一体的なサービスの

提供という部分においてまとめて議論をする話としては理解できる。逆に、今回の計画、少

し一体感がないのではないかと思うところもある。 

     本来、医療、介護一体で様々なこれから改革を行っていく、そういう基金なんですけれど

も、今年度は医療だけをまず先行して進めていこうということになっている。まさに医療と

介護の計画を分けて進めていくこと、これは本当に効率的なシステムが構築できていくのか

ということについて少し不安にならざるを得ない点がありますが、なぜ今回この医療だけを

先行して行うんでしょうか。 

   政府参考人（原勝則君） 今回の法案により都道府県に基金を設置して行う新たな財政支援制

度ですが、地域の実情に応じた基盤整備や課題解決に対応するものであり、これにより、医

療・介護サービスの充実を一体的に図っていきたいということはそのとおりです。 

     医療につきましては、平成26年度より診療報酬改定とあと基金による財政支援とを組み合

わせることによりまして、病床機能の分化、連携や在宅医療の推進等を効果的に進めること

ができるのではないかということで、診療報酬改定に合わせまして26年度から実施をしてい

るということです。 

     一方、介護でございますけれども、３年ごとに市町村が介護保険事業支援計画、あるいは

都道府県が介護保険事業支援計画を策定しながら３年ごとにやっていくという仕組みでござ

います。第６期、時期は平成27年度からで、また、この第６期は、今回の法案にも入れてお

りますけれども、向こう３年だけではなくて、2025年に向けた中長期的な視点も含めて策定

をしていただきたいというようなことで計画をしております。したがいまして、介護につき

ましては、次期介護保険事業計画が始まる平成27年度に合わせまして、そこと一体として取

り組んだ方がいいのではないかということで、私ども、計画に合わせて介護施設等の整備や

介護従事者の確保等を推進していきたいと考えたところでございます。 

   森本真治君） まず医療のシステムが先に走っていて、医療、介護の一体という部分といった

ときには、そこに介護の部分が後から連結をされてというような理解になる。そうすると、

例えば今回の基金なんかでも、基本的にはもうほとんどというか、医療の部分で使われて介

護の部分が、例えば来年度以降にしっかりとその介護の部分の基金というか、財源の確保な

んかというところが、やっぱり不安にならざるを得ない。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定と都道府県の役割強化 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   高橋千鶴子委員） 都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、

二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要量を推計して、地域医療ビジョンを策定するとし

ています。 

     地域医療ビジョンを計画倒れにせず実現する仕組みについて、この表現ぶりは医政局長が

全国の会議で表現した言葉であります。要するにペナルティーのことだと思う。まず、協議

の場を設けるということ、その間に都道府県知事が講ずることができる措置ということで、
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について、都道府県知事から市町村長への権限移譲が行われている。またこれに伴い条例制定は、

市町村で行うこととなった。 

   「指定居宅介護支援事業者」については、2011年11月29日に閣議決定した「義務付け・枠付け

の更なる見直しについて」で、指定居宅介護支援事業者が有する従業者の員数に関する基準（81

条１項）、支援の事業の運営に関する基準（81条２項）に関して、都道府県、指定都市及び中核

市の制定する条例に委任するという「義務付け・枠付けの緩和」が行われていた。ただし、条例

制定の基準については、介護支援専門員等の従業者の資格に関する基準に係る規定、配置する従

業者の員数に関する基準に係る規定並びに利用者及びその家族に対する人権侵害の防止等に係る

規定は「従うべき基準」とし、その他の運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準に係る規定は「参酌すべき基準」としていた(１)。 

   なお、上記の改正内容は、「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＜第３次一括法＞」（平成25年６月14日公布）で実施されている。 

   今般の「地域医療・介護一括法案」における「指定居宅介護支援事業者」の指定等の市町村へ

の移譲は、都道府県知事から市町村長への権限移譲という一連の潮流に基づき実施されるもので、

条例制定権者を都道府県から市町村へと移行させるものである。 

   ただし、条例の規定内容の根幹部分は厚生労働省令を「従うべき基準」とするという構造は従

前のまま、緩和されていない。 

 

 

 3. 国会での審議 
 

 医療介護総合確保推進法は、2014年４月１日に衆議院厚生労働委員会に付託され、５月14日には、

日本維新の会から提出された修正案を否決したのち、自民党と公明党の与党の賛成多数により可決、

翌15日に衆院本会議で可決され、参議院に送付された。参議院での審議は６月２日に厚生労働委員会

ではじまり、17日に自民党・公明党の賛成多数で可決、翌18日の参院本会議で可決・成立した。 

 医療介護総合確保推進法は、国民の社会保障の権利にかかわる重要法案でありながら、広範な対象

の19本の法律改正案を一括したもので、審議時間（衆議院厚生労働委員会での審議時間は28時間で

あった）も限られるなかで可決されたものである。 

 このため国会審議では一括法という手法に対する数多くの疑問が呈された。 

 以下、主な質疑について概観する。 

  

                                                                                           

(１) 同閣議決定では、指定介護予防支援事業者が有する従業者の員数に関する基準（115条の24第１項）並びに介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（115条の24第２項）に関して、市町村に条例に委任するとしてい

た。ただし、条例制定の基準については、「指定居宅介護支援事業者」に係る事項と同様に、介護支援専門員等

の従業者の資格に関する基準に係る規定、配置する従業者の員数に関する基準に係る規定並びに利用者及びその

家族に対する人権侵害の防止等に係る規定は「従うべき基準」とし、その他の運営に関する基準及び介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準に係る規定は「参酌すべき基準」としていた。また、地域包括支援セン

ターの包括的支援事業を実施するために必要なものに関する基準（115条の45第４項）も、市町村の制定する条例

に委任するなど「義務付け・枠付けの緩和」をしたものの、条例制定の基準については、保健師等の職員の資格

に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定は「従うべき基準」、その他の基準に係

る規定は「参酌すべき基準」としていた。 
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(１) 新たな基金の創設と医療・介護の連携強化 

   衆院厚生労働委員会 15回 2014年４月25日 

   森本真治君） 新たな財政支援制度、新たな基金の話です。医療、介護の一体的なサービスの

提供という部分においてまとめて議論をする話としては理解できる。逆に、今回の計画、少

し一体感がないのではないかと思うところもある。 

     本来、医療、介護一体で様々なこれから改革を行っていく、そういう基金なんですけれど

も、今年度は医療だけをまず先行して進めていこうということになっている。まさに医療と

介護の計画を分けて進めていくこと、これは本当に効率的なシステムが構築できていくのか

ということについて少し不安にならざるを得ない点がありますが、なぜ今回この医療だけを

先行して行うんでしょうか。 

   政府参考人（原勝則君） 今回の法案により都道府県に基金を設置して行う新たな財政支援制

度ですが、地域の実情に応じた基盤整備や課題解決に対応するものであり、これにより、医

療・介護サービスの充実を一体的に図っていきたいということはそのとおりです。 

     医療につきましては、平成26年度より診療報酬改定とあと基金による財政支援とを組み合

わせることによりまして、病床機能の分化、連携や在宅医療の推進等を効果的に進めること

ができるのではないかということで、診療報酬改定に合わせまして26年度から実施をしてい

るということです。 

     一方、介護でございますけれども、３年ごとに市町村が介護保険事業支援計画、あるいは

都道府県が介護保険事業支援計画を策定しながら３年ごとにやっていくという仕組みでござ

います。第６期、時期は平成27年度からで、また、この第６期は、今回の法案にも入れてお

りますけれども、向こう３年だけではなくて、2025年に向けた中長期的な視点も含めて策定

をしていただきたいというようなことで計画をしております。したがいまして、介護につき

ましては、次期介護保険事業計画が始まる平成27年度に合わせまして、そこと一体として取

り組んだ方がいいのではないかということで、私ども、計画に合わせて介護施設等の整備や

介護従事者の確保等を推進していきたいと考えたところでございます。 

   森本真治君） まず医療のシステムが先に走っていて、医療、介護の一体という部分といった

ときには、そこに介護の部分が後から連結をされてというような理解になる。そうすると、

例えば今回の基金なんかでも、基本的にはもうほとんどというか、医療の部分で使われて介

護の部分が、例えば来年度以降にしっかりとその介護の部分の基金というか、財源の確保な

んかというところが、やっぱり不安にならざるを得ない。 

 

(２) 地域医療構想（ビジョン）の策定と都道府県の役割強化 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   高橋千鶴子委員） 都道府県は、地域の医療需要の将来推計や報告された情報等を活用して、

二次医療圏ごとの各医療機能の将来の必要量を推計して、地域医療ビジョンを策定するとし

ています。 

     地域医療ビジョンを計画倒れにせず実現する仕組みについて、この表現ぶりは医政局長が

全国の会議で表現した言葉であります。要するにペナルティーのことだと思う。まず、協議

の場を設けるということ、その間に都道府県知事が講ずることができる措置ということで、
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よって全然違ってくると思いますよ、首長さんの考え方で。ですから、非常に楽観的過ぎる

んではないか。中央社会保障推進協議会というところが全国の自治体にアンケートをとりま

したところ、可能だと答える保険者が113保険者。できない、不可能だと答えた方が206保険

者いる。私もいろいろ自治体にお伺いしましたけれども、そんな受け皿はないから、それは

できませんよというふうにおっしゃる自治体もある。 

 

(４) 市町村事業の担い手 ボランティアか専門職か 人材確保 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   山井委員） 今まではプロの介護職員のデイサービス、ホームヘルプが権利として受けられて

いたのが、今度は、ＮＰＯやボランティア、そういうものになる可能性もある。ボランティ

アさんに変わったり、自己負担が上がったり、そして回数が減ったり、田村大臣、その可能

性はあるということですね。 

   田村厚生労働大臣） まず、自己負担、これは現行の給付並みということで各自治体にお願い

をさせていただく。要支援者の方々が本当はほかのサービスを受けたいと思っても他にない、

そういう声もある。要支援という方々は、確かにサービスは受けておられます。ただ、要介

護ではないわけでありまして、要支援の方々というのは、言うなれば、ＡＤＬは、日常の行

動に関しましては、ある程度自立されておられるわけですね、身の回りのことは。しかし、

生活行為等々において、これは一定程度障害があられるという状況のもとでありますから、

そういう方々はやはり多様なニーズがあられるわけであります。それはやはり、自治体もし

くは周りのコミュニティーが一番把握をしておるわけであります。そんな中において、多様

なニーズにお応えできる、そういうサービスを提供していただくということが一定の効果を

上げておる、そういう証左のもとにおいて、今般このような提案をさせていただいておる。 

   山井委員） 今回、介護保険にあった要支援サービスを市町村に任せた方がうまくいくという

検証結果は出ていないんですよ。人数は把握していませんと。要支援の人で何人よくなった

か、そんな調査はしていない。予防モデル事業で、普通の介護保険サービスを利用している

人とそうでない人と、どんな差が出ているんですか、要介護度が改善したのか改善していな

いのか、検証結果を教えてくださいと（質問すると）、「現在、作業中です。」（と回答さ

れた） 

     要介護度なり改善したという結果があったから、法改正をするのではないのですか。 

   田村大臣） 必ずしも、多様なサービスが全てプロで、全員でやらなきゃいけないというもの

ではないと思います。多様なサービスをプロが全部やっていたら、これはもう専門職の方が

全国じゅうで足らなくなる。だから、そういうものを今、各地域でいい事例も含めて提案を

させていただく。 

 

   参院厚生労働委員会 17回 2014年６月３日 

   相原久美子委員） 日本全国いろいろな地域があります。そんな中で、それが本当にできるん

だろうか、そしてなおかつ、サービスを必要としていらっしゃる方たちが本当にそのサービ

スの保障が担保されるんだろうか、そしてなおかつ、介護保険というよりは、要支援１、２

を甘く見ているんじゃないか、私はそう思います。要支援１、２、まさに今、認知症でも在
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新規開設を許可する際に条件つきで認めるですとか、これに従わない場合の措置として、医

療機関名の公表、各種補助金や融資対象からの除外、地域医療支援病院などの不承認といっ

た措置を決めている。 

   原（徳）政府参考人） 最終的には名前の公表もしますよというようなところを、ある意味で

は、一応、懐に武器を忍ばせている、そういうようなことで、それを実際に使うということ

を想定しているわけではないということで、これは例えでございます。 

   高橋（千）委員） 懐に武器を忍ばせているということで、実はかなり厳しい措置を準備して

いる。今回、公的病院に対しては当然指導することができるわけですけれども、民間病院に

対しても、そういう要請をして、かつペナルティーがついているということで、そうすると、

これはどうやって選ぶんですかというときに、協議の場のあり方ですとか、さまざまな課題

が出てくるんだろう。本当に公正公平に将来必要なものということで見ていけるのかなとい

う疑問はあります。 

   高橋（千）委員） 次に、都道府県に強い権限の話なんですけれども、「開設許可の際に、不

足している医療機能を担うという条件を付けることができることとする。」つまり、これは

逆に言いますと、今こういう分野が必要なんだ、それを担うという条件がなければ開設を許

可しないよという意味です。そうすると、これも都道府県の権限が大変強いんです。ただ、

地方分権一括法で、指定都市への権限移譲が審議中で、この指定都市との関係はどうなるん

でしょうか。 

   田村国務大臣 これは、地方分権一括法の中で、指定都市の要請を受けて、このような形で指

定都市が開設許可というような形で権限を移譲するというような話になっておる。指定都市

が開設許可を行うに際して、事前に都道府県と十分に協議をいただくということで、そのよ

うな規定を設ける予定です。 

 

(３) 介護予防給付の市町村事業への移行と執行体制 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   長妻昭委員） 私の理解では、今、要支援に対する予防給付というのは、いわゆるナショナル

ミニマムのような形で、最低限の全国一律でそういうサービスが、国の基準で行われている、

保険者は自治体ですけれども。それにアドオンして、それに上乗せして自治体が、今でもボ

ランティアの方を使ったいろいろなサービスを提供している自治体もある。ナショナルミニ

マムの要支援の部分を給付から外すとなると、これは完全に事業になりますから、ある意味

では自治体にお任せをする、こういう形になって、では、介護におけるいわゆるナショナル

ミニマムというのはどういう考え方なのか。それがどこかに行ってしまうのか。 

   田村厚生労働大臣） より先進的にいろいろなことをやろうとされる自治体は、いろいろな

サービスとともに今のサービスも一定程度は残すんだと思います。一方で、余り乗り気でな

いといいますか、前向きじゃない、そういう自治体に関しては、今までのサービスをそのま

まどおり提供されるということを当分続けられるんだろうと思います。我々は、それは望ん

でおりません。それぞれの自治体でいろいろな多様なサービスをおつくりいただきたいと。 

   長妻委員） これは重要なんですよね。私は、いわゆるナショナルミニマム、この最低限の要

支援に対する給付措置が今なされているというふうに認識しておりますけれども、地方に
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よって全然違ってくると思いますよ、首長さんの考え方で。ですから、非常に楽観的過ぎる

んではないか。中央社会保障推進協議会というところが全国の自治体にアンケートをとりま

したところ、可能だと答える保険者が113保険者。できない、不可能だと答えた方が206保険

者いる。私もいろいろ自治体にお伺いしましたけれども、そんな受け皿はないから、それは

できませんよというふうにおっしゃる自治体もある。 

 

(４) 市町村事業の担い手 ボランティアか専門職か 人材確保 

   衆院厚生労働委員会 2014年４月23日 第14回 

   山井委員） 今まではプロの介護職員のデイサービス、ホームヘルプが権利として受けられて

いたのが、今度は、ＮＰＯやボランティア、そういうものになる可能性もある。ボランティ

アさんに変わったり、自己負担が上がったり、そして回数が減ったり、田村大臣、その可能

性はあるということですね。 

   田村厚生労働大臣） まず、自己負担、これは現行の給付並みということで各自治体にお願い

をさせていただく。要支援者の方々が本当はほかのサービスを受けたいと思っても他にない、

そういう声もある。要支援という方々は、確かにサービスは受けておられます。ただ、要介

護ではないわけでありまして、要支援の方々というのは、言うなれば、ＡＤＬは、日常の行

動に関しましては、ある程度自立されておられるわけですね、身の回りのことは。しかし、

生活行為等々において、これは一定程度障害があられるという状況のもとでありますから、

そういう方々はやはり多様なニーズがあられるわけであります。それはやはり、自治体もし

くは周りのコミュニティーが一番把握をしておるわけであります。そんな中において、多様

なニーズにお応えできる、そういうサービスを提供していただくということが一定の効果を

上げておる、そういう証左のもとにおいて、今般このような提案をさせていただいておる。 

   山井委員） 今回、介護保険にあった要支援サービスを市町村に任せた方がうまくいくという

検証結果は出ていないんですよ。人数は把握していませんと。要支援の人で何人よくなった

か、そんな調査はしていない。予防モデル事業で、普通の介護保険サービスを利用している

人とそうでない人と、どんな差が出ているんですか、要介護度が改善したのか改善していな

いのか、検証結果を教えてくださいと（質問すると）、「現在、作業中です。」（と回答さ

れた） 

     要介護度なり改善したという結果があったから、法改正をするのではないのですか。 

   田村大臣） 必ずしも、多様なサービスが全てプロで、全員でやらなきゃいけないというもの

ではないと思います。多様なサービスをプロが全部やっていたら、これはもう専門職の方が

全国じゅうで足らなくなる。だから、そういうものを今、各地域でいい事例も含めて提案を

させていただく。 

 

   参院厚生労働委員会 17回 2014年６月３日 

   相原久美子委員） 日本全国いろいろな地域があります。そんな中で、それが本当にできるん

だろうか、そしてなおかつ、サービスを必要としていらっしゃる方たちが本当にそのサービ

スの保障が担保されるんだろうか、そしてなおかつ、介護保険というよりは、要支援１、２

を甘く見ているんじゃないか、私はそう思います。要支援１、２、まさに今、認知症でも在
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柔軟に組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護などの在宅サービスの充実に重点的に

取り組んでいきたいと考えております。 

     さらに、心身の状況等に応じて、できる限り住みなれた地域で居住ができるよう、サービ

スつき高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、要介護状態になっても住み続けることが可能

な住まいの確保を支援するとともに、低所得、処遇困難な高齢者が入所する軽費老人ホーム

や養護老人ホームの活用等を図るなど、高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保に努め

ていきたいと思っております。 

 

 

 4. 今後の課題 
 

 医療介護総合確保推進法のベースになった国民会議報告書では、医療と介護の制度改革を一体的に

推進する必要があるとして、次のように述べる。 

  「医療から介護へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」という流れを本気で進めようとすれば、

医療の見直しと介護の見直しは、文字どおり一体となって行わなければならない。高度急性期から

在宅介護までの一連の流れにおいて、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患

者の受入れ体制の整備という川下の政策と同時に行われるべきものであり、また、川下に位置する

在宅ケアの普及という政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的な入院病床の確保という川上

の政策と同時に行われるべきものである。 

  今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくこ

とをも踏まえれば、地域で暮らしていくために必要な様々な生活支援サービスや住まいが、家族介

護者を支援しつつ、本人の意向と生活実態に合わせて切れ目なく継続的に提供されることも必要で

あり、地域ごとの医療・介護・予防・生活支援・住まいの継続的で包括的なネットワーク、すなわ

ち地域包括ケアシステムづくりを推進していくことも求められている(２)。 

 

 すなわち医療介護総合確保推進法が求める医療制度ならびに介護制度の一体改革とは、医療を川上、

介護を川下と位置づけ、川上の医療制度においては病床機能を４区分に見直し、患者の早期退院を促

進することで、退院患者の受け皿として、在宅ケアとしての在宅医療・在宅介護を位置づけ、在宅介

護では、その担い手の裾野を広くするため、ボランティアや家族介護を活用としようとするもので

あった。 

 見方を変えると、最大の狙いは、医療費ならびに介護費の抑制にあり、そのために、病床削減と平

均在院日数の短縮をすすめ、病床削減等により増大する退院患者の受け皿として介護保険サービスを

中心とする「地域包括ケアシステム」を位置づけるともに、介護保険サービスそのものも給付抑制を

進め、そこからこぼれ落ちる人のために、家族やボランティアなどによる「互助」や「自助」を活用

するというものといえる。 

 上記の目的を実効性あるものとするため、たとえば病床再編に関しては、都道府県主導で病床の再

編、削減を推進するとし、さらに都道府県の病床計画に病院が従わない場合、医療機関名の公表、各

種補助金や融資対象からの除外などの制裁措置をとるという、都道府県の権限を強化する仕組みも整

                                                                                           

(２) 社会保障制度改革国民会議『社会保障制度改革国民会議報告書』平成25年８月６日、28頁 

－ 194 － 

宅にいらっしゃって、要支援の１、２、そのぐらいの方もいらっしゃいます。 

     私は、やっぱり介護の社会化というのはそれが基本だと思う。ここにいらっしゃる方たち、

高齢者の問題だ、そんなこと言っていられないんですよ。私、団塊の世代ですから、75歳に

なったときに本当にサービスを受けないで元気でボランティアができるぐらい頑張りたいな

と思っても、それは個人で制御できる問題ではない。専門的な形でしっかりとケアしてくれ

る方がいるという安心感、これは当人だけの問題ではなくて家族の安心感でもあるわけです。

その意味では、私は専門性というのは非常に大事だと思っております。この専門性をいかに

高めていって、これから予想されるサービスの需要にどのように介護労働者を確保していく

つもりか。 

   国務大臣（田村憲久） 2025年に向かって250万人介護の担い手の皆様方が必要である。100万

人近く介護の世界で御活躍をいただく方を増やさなきゃいけない。 

     やっぱり福祉職というものは全般的に低い。そのような意味では、キャリアパス等々を

しっかり確立する中で、やはりキャリア形成すれば給料上がっていくんだというような、そ

ういうような形もつくっていかなきゃならぬのだというふうに思います。あわせて、勤務環

境、こういう環境も改善していかなきゃならぬのだと思います。処遇改善ということでござ

いますから、介護報酬改定、来年に向かって我々もしっかりと財源確保、これ努力してまい

りたいというふうに思います。 

 

(５) 特別養護老人ホーム入所者の重度者への限定 

   衆院厚生労働委員会 15回 2014年４月25日 

   柚木委員） 特別養護老人ホームで、今回、要介護３以上の方々を優先して受け入れる体制へ

と見直しが図られるということですが、そもそも、３以上にしても余り意味がないじゃない

かというような見方もある。逆に言うと、２以下でも重篤な方が認知症も含めておられて、

入れない、そういう方がさらにふえてくる。つまりは、特養待機高齢者が52万人で、しかも

５年間で10万人もふえている。そういった中で、今回の重点化によって、入りたくても入れ

ない、しかもばらつきもある、そして、場合によっては、介護の利用料負担が１割から２割

になるということであれば、これまでは特養以外のそういった施設やサービスを利用されて

いた方が特養に入りたいという方も出てきて、いわゆる待機高齢者、介護難民がさらに増大

をしていくということが懸念をされる。 

     今後、重点化によって、本当に入りたい、あるいは入らなければ大変だという方々が入れ

なくなってきたときへの対策。今後、施設やサービスの整備をどのようにして進めていくお

考えがあるのか。 

   赤石大臣政務官） 御指摘の特別養護老人ホームにつきましては、限られた資源の中で、より

入所の必要性の高い人が入所しやすくなるよう、重点化を図ることとしております。他方で、

要介護１や２の要介護者であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外で

の生活が著しく困難であると認められる場合には、特例的に特別養護老人ホームへの入所を

認めることが適当であると考えております。 

     また、要介護状態になってもできる限り自宅で生活を継続できるよう、日中、夜間を通じ

て訪問介護と訪問看護を提供する定期巡回・随時対応型サービスや、通い、訪問、泊まりを
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柔軟に組み合わせて提供する小規模多機能型居宅介護などの在宅サービスの充実に重点的に

取り組んでいきたいと考えております。 

     さらに、心身の状況等に応じて、できる限り住みなれた地域で居住ができるよう、サービ

スつき高齢者向け住宅や有料老人ホームなど、要介護状態になっても住み続けることが可能

な住まいの確保を支援するとともに、低所得、処遇困難な高齢者が入所する軽費老人ホーム

や養護老人ホームの活用等を図るなど、高齢者のニーズに応じた多様な住まいの確保に努め

ていきたいと思っております。 

 

 

 4. 今後の課題 
 

 医療介護総合確保推進法のベースになった国民会議報告書では、医療と介護の制度改革を一体的に

推進する必要があるとして、次のように述べる。 

  「医療から介護へ」、「病院・施設から地域・在宅へ」という流れを本気で進めようとすれば、

医療の見直しと介護の見直しは、文字どおり一体となって行わなければならない。高度急性期から

在宅介護までの一連の流れにおいて、川上に位置する病床の機能分化という政策の展開は、退院患

者の受入れ体制の整備という川下の政策と同時に行われるべきものであり、また、川下に位置する

在宅ケアの普及という政策の展開は、急性増悪時に必須となる短期的な入院病床の確保という川上

の政策と同時に行われるべきものである。 

  今後、認知症高齢者の数が増大するとともに、高齢の単身世帯や夫婦のみ世帯が増加していくこ

とをも踏まえれば、地域で暮らしていくために必要な様々な生活支援サービスや住まいが、家族介

護者を支援しつつ、本人の意向と生活実態に合わせて切れ目なく継続的に提供されることも必要で

あり、地域ごとの医療・介護・予防・生活支援・住まいの継続的で包括的なネットワーク、すなわ

ち地域包括ケアシステムづくりを推進していくことも求められている(２)。 

 

 すなわち医療介護総合確保推進法が求める医療制度ならびに介護制度の一体改革とは、医療を川上、

介護を川下と位置づけ、川上の医療制度においては病床機能を４区分に見直し、患者の早期退院を促

進することで、退院患者の受け皿として、在宅ケアとしての在宅医療・在宅介護を位置づけ、在宅介

護では、その担い手の裾野を広くするため、ボランティアや家族介護を活用としようとするもので

あった。 

 見方を変えると、最大の狙いは、医療費ならびに介護費の抑制にあり、そのために、病床削減と平

均在院日数の短縮をすすめ、病床削減等により増大する退院患者の受け皿として介護保険サービスを

中心とする「地域包括ケアシステム」を位置づけるともに、介護保険サービスそのものも給付抑制を

進め、そこからこぼれ落ちる人のために、家族やボランティアなどによる「互助」や「自助」を活用

するというものといえる。 

 上記の目的を実効性あるものとするため、たとえば病床再編に関しては、都道府県主導で病床の再

編、削減を推進するとし、さらに都道府県の病床計画に病院が従わない場合、医療機関名の公表、各

種補助金や融資対象からの除外などの制裁措置をとるという、都道府県の権限を強化する仕組みも整

                                                                                           

(２) 社会保障制度改革国民会議『社会保障制度改革国民会議報告書』平成25年８月６日、28頁 
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備している。その一方で、介護分野については、指定居宅介護支援事業者の指定や指定取消権限を市

町村に移譲することや、予防サービスの一部を市町村の事業にするなど、市町村の役割を拡大するも

のとなっている。 

 すなわち医療介護総合確保推進法は、医療は都道府県、介護は市町村という役割分担を、集権的に

再編したものといえる。 

 たとえば介護分野に関しては、従前の市町村の地域支援事業は介護保険法の適用除外で、市町村の

独自事業と位置づけられていたため、その事業内容等について国からの関与・干渉は受けてこなかっ

たが、予防訪問介護と予防通所介護を新たな地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）に移

行し、費用の４分の１の国費が入ることから、当該事業の実施にあたって、厚生労働省からの関与を

受けることになった。つまり、市町村は、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、

「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うものとする（第115条の45第１項）とし、介護予防事業

だけでなく従前の市町村の独自事業までも、厚生労働省令の基準に従って、「厚生労働大臣は、市町

村が行う介護予防・日常生活支援総合事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針」

（第115条の45の２）に基づき実施しなければならなくなったものである。新たな枠付けといえよう。 

 このほかとりわけ介護分野に関しては、以下のような課題がある。 

 第１に、予防給付を地域支援事業へ移管することについて、地域に新たな支援事業の担い手がいる

のかという問題である。市町村が中心となって、ＮＰＯ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会

福祉法人等の生活支援サービスを担う地域の資源を充実・強化し、組織化を図ることが必要となるが、

すでに介護の実施にかかるノウハウを喪失した市町村がこのような事業を短期に実施できるのかとい

う点で、その実現性が危ぶまれている。 

 第２に、全国一律の保険サービスから市町村事業に移すことで、市町村間でサービス内容に大きな

格差が出るおそれがある。市町村の財政が厳しく、ボランティアやＮＰＯ などの受け皿が地域に十

分にない場合、サービス水準が低下しかねない。利用者側からは、生活援助がなくなれば要介護状態

に早期に移る人が増加し、結局は財源負担にはねかえるとの疑問も出ている。 

 第３に、サービス利用手続きについては、改正法では、予防給付を希望する場合は要支援認定を受

け、予防給付と地域支援事業の訪問型・通所型サービス等を組み合わせる。一方、訪問型・通所型

サービスのみを希望する場合は、要支援認定は不要で、基本チェックリストで状態を確認し、サービ

スを受ける。いわば、現行よりも利用のハードルが低くなるため、家政婦代行的に訪問型サービスを

利用するモラルハザードが深刻化するとの指摘もある。 
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資料１ 介護保険法に規定される各種介護サービス事業者の種類と条例への委任規定等 
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指定介護老
人福祉施設 

介護老人保
健施設 

指定介護予
防サービス
事業者 

指定地域密
着型介護予
防サービス
事業者 

指定介護予
防支援事業
者 

地域包括支
援センター

地域支援事
業の指定事
業者 
 
 
 
 
 
 

88条 97条 
115条の４ 

第３項 

115条の14 

第３項 

115条の24 

第３項 
115条の46

115条の45 

の５ 

都道府県 都道府県 都道府県 市町村 市町村 市町村 
 

条例委任な

し 

 

厚生労働省

令の基準に

従い、市町

村長が指定 

 介護支援専

門員・介護

その他の業

務の従業者

並び員数 

従業者に係

る基準及び

当該従業者

の員数 

   

居室の床面

積 

 居室、療養

室、病室の

床面積 

居室の床面

積 

  

るものとして厚生労働省令で定めるもの  

   介護予防小

規模多機能

型 居 宅 介

護・介護予

防認知症対

応型通所介

護事業の利

用定員（３

号） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   指定地域密

着型介護予

防サービス

の事業（３

を除く。）

に係る利用

定員 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 
市町村長 市町村長 

 

 

 

市町村長 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 
市町村長 市町村長 

 

 

 

市町村長 
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項 目 

指 定 居 宅
サービス以
外 の 居 宅
サービス又
はこれに相
当するサー
ビスを実施
する事業者 

指定居宅介
護支援以外
の居宅介護
支援又はこ
れに相当す
るサービス
を実施する
事業者 

指定介護予
防サービス
以外の介護
予防サービ
ス又はこれ
に相当する
サービスを
実施する事
業者 

指定介護予
防支援以外
の介護予防
支援又はこ
れに相当す
るサービス
を実施する
事業者 

指 定 居 宅
サービス事
業者 

指定地域密
着型サービ
ス事業者 

指定居宅介
護支援事業

 
条 文 

 
42条２項 47条２項 54条２項 59条２項 70条２項 78条の２ 79条 

 
条 例 制 定 

 
都道府県 都道府県 都道府県 市町村 都道府県 市町村 

都道府県→

市町村 

従うべき基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
（備考） 

従業者に係る基準及び当該従業者の員数 

 

 

 

 

居室の床面積  居室、療養

室、病室の

床面積 

居室の床面

積 

 

要介護者のサービスの適切な利用、処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模多機

能型居宅介

護及び認知

症対応型通

所介護の事

業に係る利

用定員利用

定 員 （ ３

号） 

 

 

 

 

 

 

 

省令範囲内

で、従業者

基準及び設

備・運営基

準 を 設 定

可。 

 

標 準 

利用定員 

 

 

 

 

 

 

 

指定地域密

着型サービ

ス の 事 業

（３号に規

定する事業

を除く。）

に係る利用

定員 

 

参 酌 基 準 その他の事項 

勧 告 命 令 

 

 

 

   
都道府県 

知  事 
市町村長 

都道府県 

知  事 

→市町村長

指 定 取 消 

 

 

 

   
都道府県 

知  事 
市町村長 

都道府県 

知  事 

→市町村長

届出､助言勧告 
 

 

    都道府県 

知  事 
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着型介護予
防サービス
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指定介護予
防支援事業
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地域包括支
援センター

地域支援事
業の指定事
業者 
 
 
 
 
 
 

88条 97条 
115条の４ 

第３項 

115条の14 

第３項 

115条の24 

第３項 
115条の46

115条の45 

の５ 

都道府県 都道府県 都道府県 市町村 市町村 市町村 
 

条例委任な

し 

 

厚生労働省

令の基準に

従い、市町

村長が指定 

 介護支援専

門員・介護

その他の業

務の従業者

並び員数 

従業者に係

る基準及び

当該従業者

の員数 

   

居室の床面

積 

 居室、療養

室、病室の

床面積 

居室の床面

積 

  

るものとして厚生労働省令で定めるもの  

   介護予防小

規模多機能

型 居 宅 介

護・介護予

防認知症対

応型通所介

護事業の利

用定員（３

号） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

   指定地域密

着型介護予

防サービス

の事業（３

を除く。）

に係る利用

定員 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 
市町村長 市町村長 

 

 

 

市町村長 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 

都道府県 

知  事 
市町村長 市町村長 

 

 

 

市町村長 
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●－自治総研通巻436号 2015年２月号－●

 地方自治関連立法動向研究３  

 

 

行政不服審査法及びその関係法律整備法と 
行政手続法の改正について        

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 はじめに 
 

 行政不服審査法（以下「行審法」）は、処分に関する事後的な争訟手段として、「行政

庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政

庁に対する不服申立てのみちを開くことによって、簡易迅速な手続による国民の権利利益

の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保すること」を目的に、行政事件訴訟法

（以下「行訴法」）と共に、1962年に制定された。その後、国民の裁判を受ける権利の保

障や権利救済の充実化に向け、2004年に行訴法改正を見たものの、行審法の大きな改正は

行われなかった。また、個別法による適用除外や特例、不服申立前置の例も多く、制度自

体が複雑であることなどは、国民の迅速な権利救済を阻害する要因ともなっていた。他方、

処分等に関する事前手続きとして行政手続法（以下「行手法」）が1993年に制定され、事

後手続きとしての行政不服審査制度との比較でいえば、不利益処分に関する聴聞手続きは、

審査における中立・公正性、権利・自由の手続的保障の観点で充実化されている。このよ

うに、行審法を除き、時代の経過と共に、その程度や妥当性には議論がありうるが、人

権・権利の手続保障に向けた制度設計が指向されてきたといえよう。 

 行政不服審査制度の運用面を見ると、総務省による2011年度「行政不服審査法等の施行

状況に関する調査結果」では、行審法に基づく不服申立ての件数は、国は30,022件（認容

率10.6％）、地方公共団体は18,290件（認容率2.8％）で、件数も少なく、救済率が低い

と従来から指摘されてきた。また、地方公共団体（特に都道府県）では、処理期間「１年

超」が59.2％、年間の処理件数28,965件である一方、次年度への繰越件数は195,841件に

のぼり、行審法の目的の一つである「迅速」な救済手段とは言いがたい状況にある。 
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（以下「行訴法」）と共に、1962年に制定された。その後、国民の裁判を受ける権利の保

障や権利救済の充実化に向け、2004年に行訴法改正を見たものの、行審法の大きな改正は

行われなかった。また、個別法による適用除外や特例、不服申立前置の例も多く、制度自

体が複雑であることなどは、国民の迅速な権利救済を阻害する要因ともなっていた。他方、

処分等に関する事前手続きとして行政手続法（以下「行手法」）が1993年に制定され、事

後手続きとしての行政不服審査制度との比較でいえば、不利益処分に関する聴聞手続きは、

審査における中立・公正性、権利・自由の手続的保障の観点で充実化されている。このよ

うに、行審法を除き、時代の経過と共に、その程度や妥当性には議論がありうるが、人

権・権利の手続保障に向けた制度設計が指向されてきたといえよう。 

 行政不服審査制度の運用面を見ると、総務省による2011年度「行政不服審査法等の施行

状況に関する調査結果」では、行審法に基づく不服申立ての件数は、国は30,022件（認容

率10.6％）、地方公共団体は18,290件（認容率2.8％）で、件数も少なく、救済率が低い

と従来から指摘されてきた。また、地方公共団体（特に都道府県）では、処理期間「１年

超」が59.2％、年間の処理件数28,965件である一方、次年度への繰越件数は195,841件に

のぼり、行審法の目的の一つである「迅速」な救済手段とは言いがたい状況にある。 
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「行政不服審査制度検討会最終報告」（2007年７月）を公表した(２)。これをもとに、法

案作成が進められ「行政不服審査法案」等が2008年に閣法として国会に提出されたが、審

議未了のまま廃案となった(３)。 

 その後、2009年12月28日に総務省行政管理局で開催された「行政不服審査法案に関する

勉強会」では、特に廃案となった2008年法案で国と同様の仕組みによる設置が義務化され

ていた「地方公共団体に置く第三者機関」に関して、地方に国と同様の仕組みを強いる必

要性が不明確で、地方分権の流れに逆行しかねない、地方自治の観点から調整が必要であ

るとか、小規模団体では不服申立て件数が少なく、専門家の確保も困難であるから第三者

機関の設置を義務づけなくてもよいなどの意見が出された。 

 2010年８月、総務大臣と行政刷新担当大臣を共同座長とする「行政救済制度検討チーム」

が設置され、「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理（第２版）」（2011年８月）

では、「行審法は地方公共団体にも一律に適用されているが、本取りまとめが新たに掲げ

る事項の実施に当たっては、地方自治の観点を踏まえ、地方公共団体の規模、不服申立て

の実績といった地方公共団体の多様な実情に応じ、柔軟で実効性のある権利利益の救済を

図る必要がある」として裁定的関与に関する経過措置について2008年法案の内容では国民

の権利救済に係る制度が二元化してしまい、不服申立てに対応する国及び地方公共団体の

行政の現場が混乱するおそれがあることから採用しないことなどが取りまとめられた。し

かし、法案が提出されることはなかった。2011年12月には、「行政救済制度検討チーム 

取りまとめ」が出され、基本方針として、「1. 行政不服申立制度について、審理官制度

の創設等により、公正さにも配慮した簡易迅速な手続の下で柔軟かつ実効性のある権利利

益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することとし、また、不服申立前置を

全面的に見直すことにより、国民が救済手続を一層自由に選択できるようにするものとす

る」、「2. その際、行審法について、行政の内外に存する『行政の無謬性』意識から訣

別し、主権者である国民の柔軟かつ実効性のある救済を可能とすることを期すべきである」

そして「3. なお、行審法に基づく手続には、個別法による審査庁等の特例が数多くある。

真に実効的な改革のためには、個別法も行審法の改革に沿ったものとなるよう適切に改正

されることが不可欠であり、行審法の改正に伴い個別法を整備するに当たっては、個別法

                                                                                  

(２) 2006年報告書においては、「不利益処分の義務づけ」や「行政指導に起因する不利益を避け

るための不服申立て」について言及されていたが、2007年最終報告では行政手続法改正により

対応することとされた。 

(３) 詳細は、佐伯道子「行政不服審査制度改革の動向」立法と調査324号（2012年）14頁以下参

照。 

 

－ 202 － 

●－自治総研通巻436号 2015年２月号－● 

 このような課題の解決に向けて、今回の行審法改正及び同法関係整備法の制定に向けた

取り組みが進められた。以下では、改正後の行審法の目的である手続の簡易迅速性と公正

性というある種背反する要請に対し、いかなる調和点を見いだそうとしたのか、また、地

方自治体との関連で重要となるものについて、改正の経緯を踏まえ、法改正の概要を確認

し、国会での主要論点に関する議論をまとめ、指摘していきたい(１)。 

 一方、行政不服審査制度の見直しの一環として行手法の一部改正も行われた。それは、

「行政指導の中止等の求め」（行手法36条の２）と「処分等の求め」（同法36条の３）で

ある。これらは、行審法改正の検討過程で議論されたもののうち、行政指導は処分でない

こと、また、非申請型義務づけ訴訟（行訴法３条６項１号）に類似する「処分等の求め」

は「事後」というよりも、「事前」に行われるものであるため、行手法改正の対象とされ

た。 

 

 

 1. 行政不服審査法等改正の経緯 
 

 行審法の見直しに向けた作業としては、まず、1996年総務庁委託研究として行われた

「事後救済制度調査研究委員会」による「事後救済制度に関する調査研究報告書」（1998

年３月）があり、そこでは、審理手続きにおける対審構造や主宰者制度が示された。その

後、「行政救済における審理主宰者に関する調査研究報告書」（1999年３月）による米英

独の不服審査手続きにおける審理主宰者に関する報告が行われた。 

 次に、2005年10月に設置された総務省委託に基づく財団法人行政管理研究センターの

「行政不服審査制度研究会」による「行政不服審査制度研究報告書」（2006年３月）が取

りまとめられた。これを受け、総務省の「行政不服審査制度検討会」（2006年設置）が

                                                                                  

(１) 以下では、紙幅の都合上、細かな脚注を付さないが、前田雅子「行政不服審査法改正の論点」

法時86巻（2014年）５号82頁、稲葉一将「行政不服審査法改正と救済態様」法時86巻５号86頁、

大橋真由美「行政不服審査法改正と行政不服審査における審理体制のあり方：審理員・行政不

服審査会」法時86巻５号94頁、洞澤秀雄「地方自治体における行政不服審査」法時86巻５号

100頁、宇賀克也「行政不服審査法の全部改正と地方公共団体の課題」地方自治802号（2014年）

２頁以下、大野卓「行政不服審査法関連三法について」自治研究90巻（2014年）12号３頁以下、

橋本博之「行政不服審査法の改正について」慶應法学30号（2014年）103頁などのほか、宇賀

克也『Ｑ＆Ａ 新しい行政不服審査法の解説』（新日本法規、2014年）と橋本博之・青木丈・

植山克郎『新しい行政不服審査制度』（弘文堂、2014年）を参照した。 
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が設置され、「行政不服申立制度の改革方針に関する論点整理（第２版）」（2011年８月）

では、「行審法は地方公共団体にも一律に適用されているが、本取りまとめが新たに掲げ

る事項の実施に当たっては、地方自治の観点を踏まえ、地方公共団体の規模、不服申立て

の実績といった地方公共団体の多様な実情に応じ、柔軟で実効性のある権利利益の救済を

図る必要がある」として裁定的関与に関する経過措置について2008年法案の内容では国民

の権利救済に係る制度が二元化してしまい、不服申立てに対応する国及び地方公共団体の

行政の現場が混乱するおそれがあることから採用しないことなどが取りまとめられた。し

かし、法案が提出されることはなかった。2011年12月には、「行政救済制度検討チーム 

取りまとめ」が出され、基本方針として、「1. 行政不服申立制度について、審理官制度

の創設等により、公正さにも配慮した簡易迅速な手続の下で柔軟かつ実効性のある権利利

益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することとし、また、不服申立前置を

全面的に見直すことにより、国民が救済手続を一層自由に選択できるようにするものとす

る」、「2. その際、行審法について、行政の内外に存する『行政の無謬性』意識から訣

別し、主権者である国民の柔軟かつ実効性のある救済を可能とすることを期すべきである」

そして「3. なお、行審法に基づく手続には、個別法による審査庁等の特例が数多くある。

真に実効的な改革のためには、個別法も行審法の改革に沿ったものとなるよう適切に改正

されることが不可欠であり、行審法の改正に伴い個別法を整備するに当たっては、個別法

                                                                                  

(２) 2006年報告書においては、「不利益処分の義務づけ」や「行政指導に起因する不利益を避け

るための不服申立て」について言及されていたが、2007年最終報告では行政手続法改正により

対応することとされた。 

(３) 詳細は、佐伯道子「行政不服審査制度改革の動向」立法と調査324号（2012年）14頁以下参

照。 
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 2. 法律の概要 
 

(１) 法改正の趣旨と主たる内容 

   行審法の目的として、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる

行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを

することができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとと

もに、行政の適正な運営を確保すること」が挙げられる。この目的達成に向けて、次

のような新たな制度が導入されることになる。 

   第一に審理手続における審査請求人等の手続保障として、審理の公正性の向上を図

るため、原処分に関与した者等以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求

の審理を行うとともに、裁決に当たっては、原処分または裁決のいずれかの段階で他

の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律または行

政に関してすぐれた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問すること、

また、審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど

がある。 

   第二に国民の利便性の向上と審理の迅速化を図るため、審査請求及び異議申立てを

審査請求に一元化すること、審査請求期間を三カ月に延長すること、個別法における

特別の定めがある場合に再調査の請求及び再審査請求（救済手法として意義が認めら

れる場合）の手続を設けること、さらに、審査庁は、標準審理期間を定めるよう努め

なければならないこと、審理を計画的に進める必要がある場合に事前に争点等を整理

するための手続を設けることなどが制度化された。 

   また、行審法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律については、改正法の施

行に伴い、361の関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化す

ること等に伴う規定の整備等をするものである。そのうち、取消訴訟の訴訟要件の一

つである不服申立前置制度について、不服申立て件数が大量にあるもの、第三者機関

の関与があるもの、第一審代替性のあるもの「等」を除いて廃止すると共に、二段階

の不服申立てを経なければ訴訟を提起することができない仕組みは全て廃止するなど、

所要の規定の整備等が行われている。 

   行手法の改正としては、行審法改正に併せて国民の権利利益の救済手続を充実化す

るため、不服申立ての対象とならない処分前に行われる手続（法令違反を是正するた
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の趣旨も踏まえつつ、行審法と同等以上の手続保障の水準が確保されるよう、手続規定の

整備等必要な措置を講ずる必要がある」ことが確認され、法案化が進められたが、衆議院

解散と政権交代により法案が提出されることはなかった。 

 2013年、８府省・団体（日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、日本行政書士会連

合会、日本税理士会連合会、全国社会保険労務士会連合会及び全国知事会）からのヒアリ

ング等を経て、「行政不服審査制度の見直しについて（案）」が公表され、意見募集が行

われた結果を踏まえ、「行政不服審査制度の見直しについての方針」が取りまとめられた。

その内容は、概ね、法案どおりである(４)。 

 ただ、同方針では、地方自治との関係で、次のような指摘があったことをとどめておき

たい。すなわち、第三者機関の在り方について、客観性・公正性の向上という観点から重

要であるが、「地方公共団体の規模は多様であり、不服申立ての状況も、年間100件以上

の不服申立てがある市がある一方で、町村では年間１件もない団体が９割以上を占める

（平成21年度）など、様々である」が、「多くの団体に設置されている情報公開審査会等

の活用は考えられるとしても、行政組織のスリム化や地方公共団体の自立性の確保の観点

等にも配慮し、不服申立人等に対する手続保障を確保しつつ、第三者機関の組織の在り方

について、地方公共団体の自由度をより一層高めることが必要と考えられる」ため、「地

方自治法との関係を整理しつつ、地方公共団体の判断で、共同設置、他の団体への委託、

審査請求があった場合に臨時に委員を任命する方式等を採用するなど、第三者機関を置く

際の選択肢を拡大する措置を講じることが適当と考えられる」とされた。また、裁定的関

与については、「地方分権改革の観点から議論もあるが、その見直しは、国と地方の関係

の見直しの一環として行われるべきものであり、今回の行政不服審査制度の見直しとは趣

旨・目的を異にするものと考えられる」ので、抜本的な改正対象とされてはいないが、裁

定的関与に係る法律については、「現在の不服申立先を維持することを基本として、新法

を適用するための規定の整備を行う」とされた。 

 

  

                                                                                  

(４) 齋藤博道「簡易迅速かつ公正な行政不服審査制度の実現に向けて ― 行政不服審査法関連３

法の成立 ― 」立法と調査356号（2014年）３頁以下。 
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 2. 法律の概要 
 

(１) 法改正の趣旨と主たる内容 

   行審法の目的として、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる

行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを

することができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとと

もに、行政の適正な運営を確保すること」が挙げられる。この目的達成に向けて、次

のような新たな制度が導入されることになる。 

   第一に審理手続における審査請求人等の手続保障として、審理の公正性の向上を図

るため、原処分に関与した者等以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求

の審理を行うとともに、裁決に当たっては、原処分または裁決のいずれかの段階で他

の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、法律または行

政に関してすぐれた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問すること、

また、審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど

がある。 

   第二に国民の利便性の向上と審理の迅速化を図るため、審査請求及び異議申立てを

審査請求に一元化すること、審査請求期間を三カ月に延長すること、個別法における

特別の定めがある場合に再調査の請求及び再審査請求（救済手法として意義が認めら

れる場合）の手続を設けること、さらに、審査庁は、標準審理期間を定めるよう努め

なければならないこと、審理を計画的に進める必要がある場合に事前に争点等を整理

するための手続を設けることなどが制度化された。 

   また、行審法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律については、改正法の施

行に伴い、361の関係法律について、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化す

ること等に伴う規定の整備等をするものである。そのうち、取消訴訟の訴訟要件の一

つである不服申立前置制度について、不服申立て件数が大量にあるもの、第三者機関

の関与があるもの、第一審代替性のあるもの「等」を除いて廃止すると共に、二段階

の不服申立てを経なければ訴訟を提起することができない仕組みは全て廃止するなど、

所要の規定の整備等が行われている。 

   行手法の改正としては、行審法改正に併せて国民の権利利益の救済手続を充実化す

るため、不服申立ての対象とならない処分前に行われる手続（法令違反を是正するた
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機関の附属機関として、行審法の規定によりその権限に属させられた事項を処理す

るための機関が置かれる。ただし、地方公共団体は、当該地方公共団体における不

服申立ての状況等に鑑み、この第三者機関を置くことが不適当又は困難であるとき

は、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として置くこと

ができる。その他、当該機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く

地方公共団体の条例（自治法252条の７第１項の規定により共同設置する機関に

あっては、同項の規約）で定めることとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省作成資料より） 

 

  ④ 行政手続法改正の内容 

    行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権

限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方

に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならない（行手法35条２項）。

これを前提に、行政指導の中止等の求めとして、法令に違反する行為の是正を求め

る行政指導（その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。）の相手方は、

当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政

指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な

措置をとることを求めることができることとし、申出を受けた行政機関は、必要な

調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、

当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない（同法36条の２）。 

    また、処分等の求めに関わって、何人も、法令に違反する事実がある場合におい

て、その是正のためにされるべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律に

置かれているものに限る。）がされていないと思料するときは、当該処分又は行政
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めの処分・行政指導の求め）と行政指導に関する手続（行政指導の根拠明示、法令違

反の場合に中止等の求め）の整備が行われている。 

 

(２) 具体的内容 

   以下では主要と思われる改正点についてのみ言及する。 

  ① 審理員制度の新設 

    審査庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う審理員を指名すると

ともに、その旨を審査請求人及び処分庁等に通知しなければならない。審理員の除

斥事由として、「審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求につい

ての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関

与することとなる者」、審査請求人の配偶者や第４親等内の親族等が定められた。

審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとと

もに、これを作成したときは、公にしておかなければならない。 

    審理員は、審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める

者に参考人としてその知っている事実の陳述若しくは鑑定を求め、必要な場所につ

き検証をし、又は審査請求に係る事件に関し審理関係人に質問することができる。 

    審理手続の終結について所要の規定を設けるとともに、審理員は、審理手続を終

結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成しなければな

らず、作成したときは、速やかに、事件記録とともに、審査庁に提出しなければな

らない。 

    但し、このような審理員による審理手続きは、自治法138条の４第１項の執行機

関としての委員会と同条３項の審議会等が審査庁である場合や条例に特別の定めが

ある場合には、公正かつ慎重な審理が期待されるなどの理由から適用されない。ま

た、個別法で特別の定めがある場合もあるので、注意が必要である。 

  ② 審査請求期間の延長 

    処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを

知った日の翌日から起算して三月（当該処分について再調査の請求をしたときは、

当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月）

を経過したときは、することができないのが原則とされた。 

  ③ 行政不服審査会等第三者機関の設置 

    国には、総務省に行政不服審査会が設置される。他方、地方公共団体には、執行
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機関の附属機関として、行審法の規定によりその権限に属させられた事項を処理す

るための機関が置かれる。ただし、地方公共団体は、当該地方公共団体における不

服申立ての状況等に鑑み、この第三者機関を置くことが不適当又は困難であるとき

は、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の附属機関として置くこと

ができる。その他、当該機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該機関を置く

地方公共団体の条例（自治法252条の７第１項の規定により共同設置する機関に

あっては、同項の規約）で定めることとされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省作成資料より） 

 

  ④ 行政手続法改正の内容 

    行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権

限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方

に対して、当該権限を行使し得る根拠を示さなければならない（行手法35条２項）。

これを前提に、行政指導の中止等の求めとして、法令に違反する行為の是正を求め

る行政指導（その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。）の相手方は、

当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政

指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な

措置をとることを求めることができることとし、申出を受けた行政機関は、必要な

調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、

当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない（同法36条の２）。 

    また、処分等の求めに関わって、何人も、法令に違反する事実がある場合におい

て、その是正のためにされるべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律に

置かれているものに限る。）がされていないと思料するときは、当該処分又は行政
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   参議院議案受理年月日     平成26年５月22日 

   参議院付託年月日       平成26年５月30日（総務委員会） 

   参議院審査終了年月日     平成26年６月５日（可決） 

   参議院審議終了年月日     平成26年６月６日（可決） 

   公布年月日          平成26年６月13日 

    ・行政不服審査法（平成26年法律第68号）及び行政不服審査法の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律（平成26年法律第69号）の施行日は、公布の日から

起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日である。ただし、行審

法69条１項に定める審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行

の日前においても同項の規定の例によりすることができる。 

    ・行政手続法の一部を改正する法律（平成26年法律第70号）は、平成27年４月１

日施行される。 

 

(２) 今回の改正の意義、目的 

   今回の法改正の意義等について、新藤義孝総務大臣は、「行政不服審査法そのもの

は、裁判手続によらずに、行政の自己反省機能を生かし、簡易迅速に国民の権利利益

の救済を図るための法律、それは、国民から信頼される公正な行政基盤を構築する、

こういう仕組み」であり、制定以来「五十年間、行政不服審査法の抜本的見直しは行

われておりませんが、その間に、行政手続法という、処分を行う前段階での手続の公

平性や透明性を高めるもの、そういった手続も入れました。また、行政事件訴訟法の

抜本改正という中で、国民の権利利益の救済の拡大、そういったことも取り組まれて

きた」ため、「今この時代に、公正性の確保や国民の使いやすさというものをさらに

促進させるために、今回の改善をしようということでございまして、処分に関与して

いない者が不服申し立ての審理を行うことを法律上明らかにする、それから、第三者

機関によりまして、これは行政不服審査会等でありますが、第三者機関による点検を

行うとともに、選択制の再調査の請求を導入する、こういった手続に関して国民の選

択の幅を広げる取り組み、また、不服申し立て期間を延長する、こういうことにより

まして、公正性を確保して、国民が使いやすい制度の実現を図りたい」としている(５)。 

   また、新藤総務大臣は、行手法一部改正について「行政不服審査法の改正に合わせ、

                                                                                  

(５) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）２頁。 
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指導をする権限を有する行政庁又は行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分

又は行政指導をすることを求めることができることとし、申出を受けた行政庁又は

行政機関は、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当

該処分又は行政指導をしなければならない（同法36条の３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（総務省作成資料より一部変更） 
 

 

 

 3. 国会における審議 
 

(１) 審議経過と施行日 

   前述のようなプロセスを経て立案された行審法、関係整備法及び行手法の各改正法

案は、第186回国会会期中の平成26年３月14日にそれぞれ内閣提出法案第70号、71号

及び72号として衆議院に提出・受理された。その後の経過の概要は次のとおりである。

なお、衆議院総務委員会において、５年経過後に施行状況を検討し、必要な措置を講

ずる旨を行審法案附則６条として追加修正された上で、可決成立された。 

 

   衆議院議案受理年月日     平成26年３月14日 

   衆議院付託年月日       平成26年４月21日（総務委員会） 

   衆議院審査終了年月日     平成26年５月20日（行審法案附則６条を追加修正 

                           の上、それぞれ可決） 

   衆議院審議終了年月日     平成26年５月22日（上記修正を含め、すべて可決） 

   参議院予備審査議案受理年月日 平成26年３月14日 
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   参議院議案受理年月日     平成26年５月22日 

   参議院付託年月日       平成26年５月30日（総務委員会） 

   参議院審査終了年月日     平成26年６月５日（可決） 

   参議院審議終了年月日     平成26年６月６日（可決） 

   公布年月日          平成26年６月13日 

    ・行政不服審査法（平成26年法律第68号）及び行政不服審査法の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法律（平成26年法律第69号）の施行日は、公布の日から

起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日である。ただし、行審

法69条１項に定める審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行

の日前においても同項の規定の例によりすることができる。 

    ・行政手続法の一部を改正する法律（平成26年法律第70号）は、平成27年４月１

日施行される。 

 

(２) 今回の改正の意義、目的 

   今回の法改正の意義等について、新藤義孝総務大臣は、「行政不服審査法そのもの

は、裁判手続によらずに、行政の自己反省機能を生かし、簡易迅速に国民の権利利益

の救済を図るための法律、それは、国民から信頼される公正な行政基盤を構築する、

こういう仕組み」であり、制定以来「五十年間、行政不服審査法の抜本的見直しは行

われておりませんが、その間に、行政手続法という、処分を行う前段階での手続の公

平性や透明性を高めるもの、そういった手続も入れました。また、行政事件訴訟法の

抜本改正という中で、国民の権利利益の救済の拡大、そういったことも取り組まれて

きた」ため、「今この時代に、公正性の確保や国民の使いやすさというものをさらに

促進させるために、今回の改善をしようということでございまして、処分に関与して

いない者が不服申し立ての審理を行うことを法律上明らかにする、それから、第三者

機関によりまして、これは行政不服審査会等でありますが、第三者機関による点検を

行うとともに、選択制の再調査の請求を導入する、こういった手続に関して国民の選

択の幅を広げる取り組み、また、不服申し立て期間を延長する、こういうことにより

まして、公正性を確保して、国民が使いやすい制度の実現を図りたい」としている(５)。 

   また、新藤総務大臣は、行手法一部改正について「行政不服審査法の改正に合わせ、

                                                                                  

(５) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）２頁。 
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が、これは独立した第三者の立場として、審理員及び審査庁が行った手続の適正性

をチェックし、判断の妥当性を検証する」ことになる。そして、この両者が「相ま

つことによって、国民の権利利益の救済を図る際の簡易迅速かつ公正な手続が担保

される」と期待する旨答弁している。また、上村局長は、「審理員といいますもの

は、審理手続を主宰して、審査庁がすべき裁決に関する意見書を提出する、非常に

重要な職務を果たすことに鑑みますれば、相応の責任を持てる者であるということ

が求められる」ため、「典型的には、処分に関与しない、つまり、原局ではない官

房系統あるいは総務部門の管理職クラスといった職員が指名されるということを一

つの想定としては考えている」との答弁があった(９)。さらに同局長は、「行政不

服審査法の第９条２項におきまして、審理員は処分に関与した者以外の者でなけれ

ばならない……が、この処分に関与した者といいますのは、原処分をするかどうか

についての審査、判断に関する事務を実質的に行った者、あるいはその事務を直接

的または間接的に指揮監督した者などが該当すると考えております」。「これをも

う少し具体的に申しますと、個々の事案に即して、個々の職員ごとにその実態等は

変わってくるとは思いますが、例えば、……原処分の決定書を起案した者、それに

加えまして、こうした決裁書に押印した者、こうした者は基本的には処分に関与し

た者に該当すると考えております」。「その一方で、原処分の担当課の職員であり

ましても、全ての者が関与した者となるわけではございませんで、例えば、原処分

に係る事務に携わっておらず、ほかの事務をされている方、それから根拠法令の一

般的な解釈を示しただけの方、こういった方々は具体的な個別案件に関与したとい

うことにはなりませんので、処分に関与した者という定義には該当せずに、審理員

に指名されることができるというふうに考えております」と述べている(10)。 

    審理員の独立性については、新藤総務大臣は、「審理員は、行政不服審査法によ

り固有の権限が与えられており、個別事案の権限行使について、大臣等の指示を受

けることなく、自らの名において独立して審理手続を行う」ものの、「審理員が一

義的に内部基準を踏まえて判断することは見直しの方針のとおりでありますが、実

際の事案によっては、その根拠法令の趣旨に立ち返り、基準と異なる法令解釈によ

り裁決を行うよう意見を述べることも可能であると、このように考えているわけで

                                                                                  

(９) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）８頁。 

(10) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）14頁。 

 

－ 210 － 

●－自治総研通巻436号 2015年２月号－● 

国民の救済手段を充実拡大させる観点から、不服申し立ての対象とならない処分前の

手続や行政指導に関する手続について所要の規定の整備を行うものであり、法令に違

反する事実の是正のための処分または行政指導を求めることができる、処分等の求め

の手続や、法令に違反する行為の是正を求める行政指導の相手方がその中止等を求め

ることができる、行政指導の中止等の求めの手続を新設する」とした(６)。 

 

(３) 審理員と審理手続き 

  ① 導入の趣旨 

    審理員制度の導入の趣旨について、上川陽子総務副大臣は「処分に関与していな

い者が審理員として指名をされる、この者が責任を持って不服申し立ての手続を行

うことを法律上明らかにすることによりまして、手続の公正性、また透明性を高め

ること」と述べている(７)。 

  ② 公正確保と簡易迅速な救済 

    行審法の目的である公正確保と簡易迅速な救済といういわばアンビバレントな要

請の調和について、上村進総務省行政管理局長（政府参考人）は、「例えば16条に

おきまして、標準審理期間を定めまして、公にするよう努めなければならない、ま

た、28条におきまして、審理関係人と審理員が相互に協力して手続の計画的な進行

を図らなければならない、こうした責務規定を設けたほか、第37条でございますが、

審理を計画的に進めるために、審理員が、関係者、審理関係人の意見を聞いた上で、

現場検証ですとか参考人陳述等の必要性を判断いたしまして、口頭意見陳述等の期

日や、それから審理手続の終結の予定時期、こういうことを決定することができる

ようにしております。こういうふうに、審理員の主宰のもとで審理を計画的に進行

させ、迅速化を図ること」としていると述べている(８)。 

  ③ 審理員の独立性・公正性 

    新藤総務大臣は、不服申立ての手続きにおいて、「処分に関与していない者が審

理員として指名をされる、この者が責任を持って不服申し立ての手続を行うことを

法律上明らかにすることによって、この公正性、透明性を高めることにした」のと

あわせて、「客観性と公正性を高めるために、有識者で構成される行政不服審査会

                                                                                  

(６) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第18号（平成26年４月24日）26頁。 

(７) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）２頁。 

(８) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）３頁。 
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が、これは独立した第三者の立場として、審理員及び審査庁が行った手続の適正性

をチェックし、判断の妥当性を検証する」ことになる。そして、この両者が「相ま

つことによって、国民の権利利益の救済を図る際の簡易迅速かつ公正な手続が担保

される」と期待する旨答弁している。また、上村局長は、「審理員といいますもの

は、審理手続を主宰して、審査庁がすべき裁決に関する意見書を提出する、非常に

重要な職務を果たすことに鑑みますれば、相応の責任を持てる者であるということ

が求められる」ため、「典型的には、処分に関与しない、つまり、原局ではない官

房系統あるいは総務部門の管理職クラスといった職員が指名されるということを一

つの想定としては考えている」との答弁があった(９)。さらに同局長は、「行政不

服審査法の第９条２項におきまして、審理員は処分に関与した者以外の者でなけれ

ばならない……が、この処分に関与した者といいますのは、原処分をするかどうか

についての審査、判断に関する事務を実質的に行った者、あるいはその事務を直接

的または間接的に指揮監督した者などが該当すると考えております」。「これをも

う少し具体的に申しますと、個々の事案に即して、個々の職員ごとにその実態等は

変わってくるとは思いますが、例えば、……原処分の決定書を起案した者、それに

加えまして、こうした決裁書に押印した者、こうした者は基本的には処分に関与し

た者に該当すると考えております」。「その一方で、原処分の担当課の職員であり

ましても、全ての者が関与した者となるわけではございませんで、例えば、原処分

に係る事務に携わっておらず、ほかの事務をされている方、それから根拠法令の一

般的な解釈を示しただけの方、こういった方々は具体的な個別案件に関与したとい

うことにはなりませんので、処分に関与した者という定義には該当せずに、審理員

に指名されることができるというふうに考えております」と述べている(10)。 

    審理員の独立性については、新藤総務大臣は、「審理員は、行政不服審査法によ

り固有の権限が与えられており、個別事案の権限行使について、大臣等の指示を受

けることなく、自らの名において独立して審理手続を行う」ものの、「審理員が一

義的に内部基準を踏まえて判断することは見直しの方針のとおりでありますが、実

際の事案によっては、その根拠法令の趣旨に立ち返り、基準と異なる法令解釈によ

り裁決を行うよう意見を述べることも可能であると、このように考えているわけで

                                                                                  

(９) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）８頁。 

(10) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）14頁。 
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理員に指名することも可能でございます」。「他方、迅速な審理のためには審理員

が当該処分に関係する行政分野に通じていることが望ましいということでございま

して、そうした場合につきまして、審理員を複数指名し、そして外部人材と内部人

材を充てるようなこともあり得るというふうに考えております｣(14)。また、上村局

長は、「非常に規模の小さな町村では、処分の件数自体も実はかなり少のうござい

ます。町村では年零件、一件とか、そういうところも多うございまして、処分の内

容にもよりますけれども、全ての町村の役所の課に不服申し立ての案件がかかると

いうことは余り想定しておりませんので、必ず処分に関与していない者というのは

あると思ってございます」。「特に、……例えば、総務部門の職員とかで決裁に関

与されない職員の方等はいらっしゃると思いますので、一つにはそういう方を御指

名される。あるいは、先ほど副大臣からもお答え申し上げましたように、外部の方

を、非常勤職員ないし任期つき職員、これは例えばＯＢの方でもよろしいわけでご

ざいます、そういう方を指名されるという方法もございます」とした(15)。 

 

(４) 不服申立前置制度の原則廃止 

   上川副大臣は、「使いやすさの向上の観点から、裁判所の負担等も考慮しながら、

不服申し立て前置の見直しを徹底的に行いまして、既に、前置について定めておりま

す96の法律のうち68の法律につきましては、特例規定を全て廃止ないしは縮小すると

いうことでございます。特に、二重前置につきましては全て解消するということでご

ざいます」。「その結果、例えば、不服申し立て前置が全部廃止される47の法律につ

きまして、処分の段階で、直ちに出訴するか、または不服申し立てをするかが選択で

きることになります。また、二重前置を一重化するということについての16の法律案

件につきましては、一段階の不服申し立てで、その次に訴訟ができるということで、

この面で申しますと、この争訟の手続につきまして、国民の選択の幅が大きく広がる

ものというふうに考えております」。「また、不服申し立て前置について定める法律

につきましても、審査請求があった日から三カ月を経過しても裁決がないときにつき

ましては裁判所に出訴することができるということで、行訴法の第８条第２項第１号

に規定されているところでございますが、今回、不服申し立て前置が廃止されること

                                                                                  

(14) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）14頁。 

(15) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）14頁。 
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あります。その意味においても、審理員が独立して審理手続を行うことは、国民の

権利利益の救済を図る上で重要な意義を有する」とした(11)。 

  ④ 審理員の職能分離と意見書の取扱い等 

    新藤総務大臣は、審理員について「現行の制度よりもさらに公正性を高めるとい

う意味においては、まず、不服申し立ての手続を実際に進める者について、……処

分に関与していない審理員が責任を持って不服申し立ての手続を行うということを

法律上明らかにしたわけでありますから、……手続の公正性や透明性が高まるとい

うことが期待をされる」こと、また、「地方公共団体においては、状況にもよりま

すが、外部から任用した任期つき職員や非常勤職員、専門性の高い方、そういった

方を審理員に指名することを可能」としている。手続進行に関わる権限について、

「審理員は大臣や首長から独立した権限を有する者であるということを法律上明確

にし」、「それが果たして確かに公正であるかどうかを第三者機関がチェックする、

こういう仕組みになっている」。また、「審理員の出した意見書と異なる裁決をす

る場合」には、「なぜだめなのかという理由は裁決書に記載をすること」になる(12)。

さらに、審理員と審査庁の関係については、上村局長は、「普通の行政庁内部にお

きますような、大臣が指示をし、それに沿って職員が行政行為を行う、こういうふ

うな構成ではございません。あくまでもこの法律に基づく権限を行使するというこ

とでございますので、……この行政不服審査の審理プロセスは、審理員の名前のも

とに、ある種独立して主宰をする手続」であり、また、「審理員意見書というのは、

この審理員の名前でやる、ある種そういう独任的な立場でやる手続でございます。

この個別の審理プロセスに関して大臣が、個別内容に関して指示をする、あるいは

それに応えて審理員が、大臣、大臣に限らず審査庁でございますが、これに報告、

復命をする、こういったようなことにつきましては想定をしていない」と答弁して

いた(13)。 

    財政規模の小さな地方自治体について上川副大臣は次のように答弁をしている。

「弁護士など外部の人材の任用、そして審理員に指名することにつきましては、審

理の専門性、公正性を確保するために有効な方法の一つというふうに考えられます。

……改正法案におきましては、外部から任用した任期つき職員、非常勤職員等を審

                                                                                  

(11) 第186回国会参議院総務委員会会議録第26号（平成26年５月30日）11頁。 

(12) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）13頁。 

(13) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）９頁。 
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理員に指名することも可能でございます」。「他方、迅速な審理のためには審理員

が当該処分に関係する行政分野に通じていることが望ましいということでございま

して、そうした場合につきまして、審理員を複数指名し、そして外部人材と内部人

材を充てるようなこともあり得るというふうに考えております｣(14)。また、上村局

長は、「非常に規模の小さな町村では、処分の件数自体も実はかなり少のうござい

ます。町村では年零件、一件とか、そういうところも多うございまして、処分の内

容にもよりますけれども、全ての町村の役所の課に不服申し立ての案件がかかると

いうことは余り想定しておりませんので、必ず処分に関与していない者というのは

あると思ってございます」。「特に、……例えば、総務部門の職員とかで決裁に関

与されない職員の方等はいらっしゃると思いますので、一つにはそういう方を御指

名される。あるいは、先ほど副大臣からもお答え申し上げましたように、外部の方

を、非常勤職員ないし任期つき職員、これは例えばＯＢの方でもよろしいわけでご

ざいます、そういう方を指名されるという方法もございます」とした(15)。 

 

(４) 不服申立前置制度の原則廃止 

   上川副大臣は、「使いやすさの向上の観点から、裁判所の負担等も考慮しながら、

不服申し立て前置の見直しを徹底的に行いまして、既に、前置について定めておりま

す96の法律のうち68の法律につきましては、特例規定を全て廃止ないしは縮小すると

いうことでございます。特に、二重前置につきましては全て解消するということでご

ざいます」。「その結果、例えば、不服申し立て前置が全部廃止される47の法律につ

きまして、処分の段階で、直ちに出訴するか、または不服申し立てをするかが選択で

きることになります。また、二重前置を一重化するということについての16の法律案

件につきましては、一段階の不服申し立てで、その次に訴訟ができるということで、

この面で申しますと、この争訟の手続につきまして、国民の選択の幅が大きく広がる

ものというふうに考えております」。「また、不服申し立て前置について定める法律

につきましても、審査請求があった日から三カ月を経過しても裁決がないときにつき

ましては裁判所に出訴することができるということで、行訴法の第８条第２項第１号

に規定されているところでございますが、今回、不服申し立て前置が廃止されること

                                                                                  

(14) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）14頁。 

(15) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）14頁。 
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   上川副大臣は、設置形態について「一般に、例えば都道府県あるいは政令指定都市

のような規模のところでいきますと、不服申立ての件数ということを勘案いたします

と、第三者機関を単独で設置をすることになるというふうに考えられますし、また、

それ以外の地方公共団体につきましては、共同設置あるいは他の団体への委託などの

方法を選択する場合も多いというふうに想定しているところでございます。また、不

服申立て件数が年に一件もないような町村もございますので、こうしたところにつき

ましては事件ごとに臨時に設置するということも想定される」と答弁した(20)。 

 

(６) 裁定的関与 

   新藤総務大臣は、裁定的関与について、「地方分権の観点から見直しを行うべきで

はないかと、こういう意見があることは承知をしております。この裁定的関与、いわ

ゆる地方公共団体が行った処分について国等に審査請求や再審査請求をすることがで

きる仕組みということでありますが、例えばこれは法定受託事務など、各地方公共団

体間でその処理や判断がばらばらにならないようにするために、全国的な判断の統一

性確保の観点から設けられているということでございます」。「今回の法案につきま

しては、喫緊の課題であります審理の公正性の確保など、時代に即した制度の見直し

を行うということでこの見直しを行ったわけでありますが、この裁定的関与の制度の

見直しにつきましてはそこまでには至っていない」と答弁した(21)。 

 

(７) 処分等の求めに関する手続 

   個別ケースであるが、刑事訴訟法239条２項に定める公務員告発義務に関して、上

村局長は「公務員の告発を受けて捜査機関等が捜査手続等を行うといういわゆる刑事

事件」について「刑事訴訟法等の別個の手続が整備されておりますので、行政手続法

の適用除外とされ」ると述べ、さらに「この法律で申します処分等の求めというのは、

行政庁等が法令違反の是正のための処分または行政指導を行うことを求めるものでご

ざいますけれども、……公務員が行う告発という行為でございまして、これは捜査機

関に対して申告をするという行為でございますので、この法律で言う処分……には該

当しない。また、行政指導、これは自主的な協力を要請するものでございますので、

                                                                                  

(20) 第186回国会参議院総務委員会会議録第25号（平成26年６月５日）８頁。 

(21) 第186回国会参議院総務委員会会議録第25号（平成26年６月５日）８頁。 
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によりまして、この三カ月を待つことなく、直ちに裁判所に出訴することができるよ

うになるということでございますので、出訴に至るまでの期間が大幅に短縮をすると

いうことになります」と述べている(16)。 

 

(５) 第三者機関の設置 

   上川総務副大臣は、「客観性、公正性を高めるために、法律または行政の有識者で

構成される行政不服審査会が、第三者の立場で、不服申し立てについて審理員及び審

査庁が行った手続の適正性をチェックし、また、判断の妥当性を検証することとして

いる」と答弁した(17)。松本文明総務大臣政務官は、「不服申し立てに関する国民の

手続的な権利は、全国一律に保障されるべきであります。地方公共団体ごとに手続が

異なることは望ましいことでは」ないため、「原則として、全ての都道府県、市町村

に、審査請求に係る事件を調査審議するための第三者機関を置くこととしている」。

「他方で、地方公共団体の規模は多種多様であり、また、例えば、町村の九割以上は

一年間に全く不服申し立てがないなど、地方公共団体の中には、行政コスト等の観点

から、常設の審査会を設置することが適当ではない場合や、恒常的に委員を確保する

ことが困難な場合もあり得る」。「このため、今般の改正では、地方公共団体におけ

る第三者機関の組織及び運営は、当該団体の状況等に応じて、条例または規約におい

て柔軟に定めることができる」とした(18)。 

   上川副大臣は、地方公共団体に置かれる第三者機関の委員の人選について、「不服

申し立ての件数、そして諮問が多く見込まれる分野などに応じまして、任命権者にお

きまして判断されることになる」。「不服申し立ての中でも、地方税法関係の案件と

いうので約四割を占めるということで想定をしておりますけれども、地方公共団体の

任命権者の判断によりまして、税理士の皆さんのような税の専門家をこの第三者機関

の委員に選任することは十分に想定される」。「また、第三者機関の委員につきまし

ては、条例等に基づきまして、諮問が見込まれる案件等に応じまして各任命権者が柔

軟に選任することが適当である旨の趣旨、こうしたことについては、施行通知等によ

りまして各団体にしっかりと周知してまいりたい」旨答弁した(19)。 

                                                                                  

(16) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）５頁。 

(17) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）２頁。 

(18) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）６頁。 

(19) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）11頁。 
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   上川副大臣は、設置形態について「一般に、例えば都道府県あるいは政令指定都市

のような規模のところでいきますと、不服申立ての件数ということを勘案いたします

と、第三者機関を単独で設置をすることになるというふうに考えられますし、また、

それ以外の地方公共団体につきましては、共同設置あるいは他の団体への委託などの

方法を選択する場合も多いというふうに想定しているところでございます。また、不

服申立て件数が年に一件もないような町村もございますので、こうしたところにつき

ましては事件ごとに臨時に設置するということも想定される」と答弁した(20)。 

 

(６) 裁定的関与 

   新藤総務大臣は、裁定的関与について、「地方分権の観点から見直しを行うべきで

はないかと、こういう意見があることは承知をしております。この裁定的関与、いわ

ゆる地方公共団体が行った処分について国等に審査請求や再審査請求をすることがで

きる仕組みということでありますが、例えばこれは法定受託事務など、各地方公共団

体間でその処理や判断がばらばらにならないようにするために、全国的な判断の統一

性確保の観点から設けられているということでございます」。「今回の法案につきま

しては、喫緊の課題であります審理の公正性の確保など、時代に即した制度の見直し

を行うということでこの見直しを行ったわけでありますが、この裁定的関与の制度の

見直しにつきましてはそこまでには至っていない」と答弁した(21)。 

 

(７) 処分等の求めに関する手続 

   個別ケースであるが、刑事訴訟法239条２項に定める公務員告発義務に関して、上

村局長は「公務員の告発を受けて捜査機関等が捜査手続等を行うといういわゆる刑事

事件」について「刑事訴訟法等の別個の手続が整備されておりますので、行政手続法

の適用除外とされ」ると述べ、さらに「この法律で申します処分等の求めというのは、

行政庁等が法令違反の是正のための処分または行政指導を行うことを求めるものでご

ざいますけれども、……公務員が行う告発という行為でございまして、これは捜査機

関に対して申告をするという行為でございますので、この法律で言う処分……には該

当しない。また、行政指導、これは自主的な協力を要請するものでございますので、

                                                                                  

(20) 第186回国会参議院総務委員会会議録第25号（平成26年６月５日）８頁。 

(21) 第186回国会参議院総務委員会会議録第25号（平成26年６月５日）８頁。 
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然のことながら望ましいことでございますので、できる限り、この処分の申出等に関

しては可能な限り通知をするようにということは我々何らかの形で運用指針等で示し

てまいりたい」とも述べている。続いて、「権限濫用型行政指導の中止等の求め」に

ついて、行政不服審査制度検討会最終報告が権限濫用型の行政指導の是正を求める手

続の必要性を指摘していることを認めつつ、既に第34条が存在していること、とは言

え「行政指導を受ける側が、果たしてその行政機関は本当にそうした権限を持ってい

るかどうかというのは外形的にはなかなか分からないと。分からないということにな

りますと、この34条で禁止されている行政指導なのかどうかというのも分からないこ

と」から、第35条に新第２項を追加したと述べている（但し、「事前的な、予防的な

規定」である)(23)。 

 

   なお、衆参両院の総務委員会は、次のような附帯決議を行っている。 

 

  衆議院総務委員会 

      行政不服審査法案に対する附帯決議 

    政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

   一 今回導入される第三者機関及び審理員制度の運用に当たっては、権利救済の実

効性を担保できるようにするため、適切な人材の選任に配意すること。特に、地

方公共団体においては、各団体の実情を踏まえ、申立ての分野に応じた高い専門

性を有する人材の選任に配意すること。 

   二 今回の制度改正の周知の過程において、地方公共団体が行った処分について審

査請求すべき行政庁を住民に十分説明すること。 

   三 今回の改正によって新たに設けられた「再調査の請求」が、処分庁が簡易に処

分を見直す事後救済手続であることを国民に十分説明すること。 

   四 審理手続における審理関係人又は参考人の陳述の内容が記載された文書の閲

覧・謄写について、審理の簡易迅速性の要請も踏まえつつ検討を行うこと。 

 

  参議院総務委員会 

      行政不服審査法案に対する附帯決議 

                                                                                  
(23) 第186回国会参議院総務委員会会議録第25号（平成26年６月５日）10頁以下。 
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これにも該当しないと考えております」と答弁した。そして、「今回の法律は、そう

いう求めを受けた行政庁側に必要な調査をする義務を課す、それから、その調査の結

果、必要があると認めた場合は必要な措置を講ずる、こういう義務を課す、こういう

ところに意義がございます」と述べている(22)。 

 

(８) 行政指導の中止手続 

   上村局長は、「行政指導の中止の求め及び処分等の求め」が「いずれもこの申出を

受けた行政庁の側におきましては必要な調査を行いまして必要と認める場合には相応

の措置をとる、そうした法律上の義務を負うもので」あるが、「その応答につきまし

ては法律上これを規定することとは」しておらず、この応答を「不服申立てとか訴訟

の対象となる処分という位置付けとはしていない」と答弁している。その理由として、

行政指導に関しては「申出への応答性にこれに仮に処分性を持たせるということにな

りますと、申立人がこれに対する、すなわちその応答に対する不服申立てや訴訟がで

きるということになってしまいまして、そこは法制上の整合性をやや欠くことになる

のではないか、そういう意味で適切ではないのではないかという判断に」至ったと述

べており、「処分等の求め」についても「通常の処分のような一対一関係、つまり国

民、被処分者と行政庁、処分庁の関係とは違うというところが」あり、他方で行政庁

には「適正な行政運営を確保する、こういう観点から処分を行うか否かを判断する、

すなわち必要な調査等を行うと、そういう面で裁量が入るわけでございまして、裁量

に基づき是正のための処分等を行うということ」であると述べた。 

   また、応答義務に関して法律上規定していないのは、「法制上の整合性」、「独禁

法の対象、これがある程度一定の範囲内に限られて、その中で一種の整合性が保たれ

ているのに対しまして、こちらの方は、どういう申立てが来るか、どういう処分の対

象になるか、あるいはどういう事実行為たる行政指導がこの申出の対象となってくる

かというのが全く事前に予測が付かない、ある意味ではもう何でもあるというような

ことでございますので、そういうものを前提として、今一律に処分性なり通知義務と

いうのを課してしまうというのはやや我々としてもちょっと無理があるのではないか

という判断に至った」と答弁している。その上で「できる限りそうした、どういう措

置をとったかということを通知をしていく、申出の方に通知をしていくというのは当

                                                                                  

(22) 第186回国会衆議院総務委員会会議録第19号（平成26年５月８日）６頁。 
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然のことながら望ましいことでございますので、できる限り、この処分の申出等に関

しては可能な限り通知をするようにということは我々何らかの形で運用指針等で示し

てまいりたい」とも述べている。続いて、「権限濫用型行政指導の中止等の求め」に

ついて、行政不服審査制度検討会最終報告が権限濫用型の行政指導の是正を求める手

続の必要性を指摘していることを認めつつ、既に第34条が存在していること、とは言

え「行政指導を受ける側が、果たしてその行政機関は本当にそうした権限を持ってい

るかどうかというのは外形的にはなかなか分からないと。分からないということにな

りますと、この34条で禁止されている行政指導なのかどうかというのも分からないこ

と」から、第35条に新第２項を追加したと述べている（但し、「事前的な、予防的な

規定」である)(23)。 

 

   なお、衆参両院の総務委員会は、次のような附帯決議を行っている。 

 

  衆議院総務委員会 

      行政不服審査法案に対する附帯決議 

    政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

   一 今回導入される第三者機関及び審理員制度の運用に当たっては、権利救済の実

効性を担保できるようにするため、適切な人材の選任に配意すること。特に、地

方公共団体においては、各団体の実情を踏まえ、申立ての分野に応じた高い専門

性を有する人材の選任に配意すること。 

   二 今回の制度改正の周知の過程において、地方公共団体が行った処分について審

査請求すべき行政庁を住民に十分説明すること。 

   三 今回の改正によって新たに設けられた「再調査の請求」が、処分庁が簡易に処

分を見直す事後救済手続であることを国民に十分説明すること。 

   四 審理手続における審理関係人又は参考人の陳述の内容が記載された文書の閲

覧・謄写について、審理の簡易迅速性の要請も踏まえつつ検討を行うこと。 

 

  参議院総務委員会 

      行政不服審査法案に対する附帯決議 

                                                                                  
(23) 第186回国会参議院総務委員会会議録第25号（平成26年６月５日）10頁以下。 
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   また、2004年改正行訴法において導入された申請型義務付け訴訟を参考に、今回の

改正で不作為に対する審査請求に関し、不作為が違法又は不当でかつ当該申請に対し

て許可処分すべきと認めるときは、審査庁は不作為庁に対して許可処分をすべき旨を

命じ、また不作為庁である審査庁は許可処分をすることとされた。また、出訴期間が

６月に延長されたことに対応して、期間の長さには議論があったものの、審査請求期

間が３月に延長された。 

   改正行審法の目的規定では、「国民が簡易迅速かつ公正な手続」との文言が明定さ

れている。この公正確保の視点から、審理員制度、裁決に当たって第三者の視点から

審査庁の判断の妥当性をチェックする第三者機関の設置、審査請求手続における証拠

書類等の閲覧に加え、謄写を認める（謄写料については手数料条例などによる対応が

必要）と共に、口頭意見陳述に当たって処分庁への質問を認めるなど対審化が見られ

る。また、簡易迅速性、国民の利便性の観点からは、不服申立手続の審査請求への原

則的一元化、審査請求期間の延長、標準審理期間の設定（努力義務）、争点・証拠の

事前整理手続の導入ほか、審査請求人が希望しない場合に第三者機関への諮問を不要

とした点がある。そのほか、整備法においては不服申立前置制度の大幅な見直しが行

われた。この整備法のうち、自治法関係は、別途記述する。 

 

(２) 審理員と第三者機関の設置 

   審理手続の公正性確保・向上の観点から、審理員の指名及び第三者機関の設置が原

則となっている。 

   審理員は、「審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての

決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与する

こととなる者」が除斥事由となっている。国会審議でも取りあげられたように、審理

員を確保する観点から、事前に一般的な法解釈に関する相談・照会に関わった職員が

除斥事由から除かれるようであるが、その具体的線引きは明確ではなく、審査員制度

の実効性、公正性と簡易迅速性のバランスとをどのように考えるのか、具体的に問わ

れるところである(24)。直接に当該処分に関わった者のほか、行手法または行手条例 

                                                                                  

(24) 中村健人「行政不服審査法改正に伴う自治体の検討課題とその対応（２・完）」自セ53巻

（2014年）10号30頁参照。なお、国税については、従来、運用上、実質的な審理を担う担当審

判官等には、審査請求に係る処分に関与した者や審査請求人の親族となっている者以外のもの

が国税不服審判所長から指定されていた。 
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     政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

   一、行政不服審査制度については、公正で利用しやすい簡易迅速な手続により、国

民の権利利益の救済を図り、あわせて行政の適正な運営を確保し、国民の行政へ

の信頼を維持するための制度であることに鑑み、客観的かつ公正な審理手続を一

層充実することなどにより、制度本来の目的が最大限発揮できるよう、制度改正

後の実施状況を踏まえつつ、今後とも不断の見直しを行うこと。 

   二、今般の制度改革に伴い、国及び地方公共団体が行った処分については、審査請

求すべき行政庁等、新たな行政不服審査制度を利用するに当たって必要となる情

報を、懇切・丁寧な広報活動により国民・住民に周知徹底すること。なお、再調

査の請求については、処分庁が簡易な手続で事実関係の再調査をすることにより、

処分手続の見直しを行う事後救済手続であることを、十分説明すること。 

   三、有識者から成る第三者機関及び審理員制度の運用に当たっては、権利利益の救

済について実効性を担保できるよう、適切な人材を選任すること。特に、地方公

共団体において、各団体の実情を踏まえつつ、申立ての分野に応じた高い専門性

を有する人材が確保できるよう格段の配慮を行うこと。 

   四、証拠書類の閲覧・謄写については、審理手続における審査請求人の権利の拡充

や透明性の向上を踏まえ、適切な主張・立証ができるよう、審理関係人又は参考

人の陳述内容が記載された文書の閲覧、謄写等について、今後とも検討すること。 

 

 

 4. 本改正と留意点 
 

(１) 行政手続法・行政事件訴訟法と行政不服審査法の改正 

   改正行審法では、行手法の聴聞主宰者の制度を参考にした審理員制度、行手法の標

準処理期間の制度を範とした標準審理期間制度、行手法における申請に必要な情報の

提供の努力義務を参考にした不服申立てに必要な情報の提供の努力義務の設定、行手

法の文書等閲覧請求権に相当する文書等の閲覧請求権の拡充のほか、行手法には定め

られていない写しの交付請求権も認めている。特に、標準審理期間の設定に当たって

は、実績の乏しい団体にあっては、設定に困難を来すものと思われる（参考までに現

在の国税庁の実績評価の測定指標として異議申立が３ヶ月、審査請求が１年とされて

いる）。一定幅を持って定めることや領域に応じて異なる場合も想定されている。 
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   また、2004年改正行訴法において導入された申請型義務付け訴訟を参考に、今回の

改正で不作為に対する審査請求に関し、不作為が違法又は不当でかつ当該申請に対し

て許可処分すべきと認めるときは、審査庁は不作為庁に対して許可処分をすべき旨を

命じ、また不作為庁である審査庁は許可処分をすることとされた。また、出訴期間が

６月に延長されたことに対応して、期間の長さには議論があったものの、審査請求期

間が３月に延長された。 

   改正行審法の目的規定では、「国民が簡易迅速かつ公正な手続」との文言が明定さ

れている。この公正確保の視点から、審理員制度、裁決に当たって第三者の視点から

審査庁の判断の妥当性をチェックする第三者機関の設置、審査請求手続における証拠

書類等の閲覧に加え、謄写を認める（謄写料については手数料条例などによる対応が

必要）と共に、口頭意見陳述に当たって処分庁への質問を認めるなど対審化が見られ

る。また、簡易迅速性、国民の利便性の観点からは、不服申立手続の審査請求への原

則的一元化、審査請求期間の延長、標準審理期間の設定（努力義務）、争点・証拠の

事前整理手続の導入ほか、審査請求人が希望しない場合に第三者機関への諮問を不要

とした点がある。そのほか、整備法においては不服申立前置制度の大幅な見直しが行

われた。この整備法のうち、自治法関係は、別途記述する。 

 

(２) 審理員と第三者機関の設置 

   審理手続の公正性確保・向上の観点から、審理員の指名及び第三者機関の設置が原

則となっている。 

   審理員は、「審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての

決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与する

こととなる者」が除斥事由となっている。国会審議でも取りあげられたように、審理

員を確保する観点から、事前に一般的な法解釈に関する相談・照会に関わった職員が

除斥事由から除かれるようであるが、その具体的線引きは明確ではなく、審査員制度

の実効性、公正性と簡易迅速性のバランスとをどのように考えるのか、具体的に問わ

れるところである(24)。直接に当該処分に関わった者のほか、行手法または行手条例 

                                                                                  

(24) 中村健人「行政不服審査法改正に伴う自治体の検討課題とその対応（２・完）」自セ53巻

（2014年）10号30頁参照。なお、国税については、従来、運用上、実質的な審理を担う担当審

判官等には、審査請求に係る処分に関与した者や審査請求人の親族となっている者以外のもの

が国税不服審判所長から指定されていた。 
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知見を有する外部人材の確保が各自治体（間）で課題となろう。なお、地方自治の尊

重というよりも、設置の困難性や必要性の観点から、第三者機関の共同設置（自治法

252条の７）、事務委託（252条の14）、一部事務組合（286条）や広域連合（291条の

２）により設置すること、あるいは、原則としてこの第三者機関は常設であるが、条

例により、アドホックな設置形態も認められる（改正行審法81条２項）。 

   最後に、審査庁の事務局以外の、審理員の支援体制及び第三者機関の事務局体制も

検討すべき課題となろう。それぞれ公正確保・向上の観点からすれば、処分への関与

がないこと、あるいは、少なくとも関与が希薄であることが必要あるいは望ましい。

行審法改正時は、小規模自治体への配慮が見受けられたが、中規模自治体で事務局体

制の整理への配慮が十分であったかは疑わしい。しかし、本法改正の趣旨を受けた努

力と工夫が必要であろう。 

 

(３) 裁定的関与 

   地方公共団体の機関が行う処分のうち、特に法定受託事務に関わるものについては、

次項でも見るとおり、「裁定的関与」の制度が温存されたままである。その結果、仮

に第三者機関が改正行審法に基づき審査しても、国または都道府県の機関が再審査庁

等として関与する途も残されている。改正行審法で求められている審理員制度や第三

者機関の設立の意義ないし存在理由が問われかねないし、改正行審法の趣旨・目的に

悖る可能性もある。今回は、行審法改正が主眼であって、地方分権改革とは一線をお

くこととされたが、問題が積み残されたままであってはならないように思われる。ま

た、次項で見るとおり、かえって、行審法改正の一支柱である使いやすさという観点

に反し、不服申立制度が複雑化している部分があるとの評価もできよう。 

 

(４) 行政手続法改正と行政手続条例 

   法令違反型の行政指導の是正等または一定の処分等を求める申出については、行政

機関には調査を行う義務が課せられている。その結果、行政指導が違法であると認め

るときは、行政機関はその中止等必要な措置をとらなければならない。他方で、処分

等を求める場合は、「必要があると認めるとき」に申出に係る処分等をしなければな

らない。これら手続きでは、「申請」ではなく、「申出」との文言が採用され、行政

機関の応答が義務付けられてはいない。その点で行政指導の相手方の手続的権利保障

としては検討が求められる。これら規定は、地方公共団体の機関がする行政指導には
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表１ 都道府県、調査対象市における聴聞主宰者の指名方針の内訳 

（平成14年３月31日現在) 

指 名 方 針 の 内 訳 都道府県 調査対象市 

① 当該不利益処分を所管する担当部課の職員を主宰者

として指名 
20 9

② 当該不利益処分を所管する部局の担当部課が所属す

る部局の筆頭課等の職員を主宰者として指名 
5 8

③ 行政手続法担当課等の職員を全庁一律に主宰者とし

て指名 
1 2

④ 統一的な方針を特に定めず、聴聞を必要とする事由

が生じた段階でその都度適任者を指名 
19 27

⑤ その他 3 4

計 48 50

(注)１ 各部局により指名方針が異なるため重複回答を行った団体が含まれている。 

  ２ 実際に聴聞を必要とする事由が生じた際にこれらの内容と異なる形で指名が行われる場合

があり得る。 
 

 

  による不利益処分に関する聴聞主宰者も除斥事由に該当しよう。自治体によっては、

担当部課が所属する筆頭課等の職員(25)を聴聞主宰者に指名する場合などもあり、留

意が必要である（表１ 総務省による平成13年度「行政手続法の施行状況に関する調

査結果 ― 地方公共団体 ― 」参照）。なお、地方自治尊重のため、条例に基づく処

分については、特別に定めをおくことによって、審理員制度の適用除外が認められる

が、それは、公正確保・向上の観点から、他の代替的制度、たとえば、情報公開審査

会や個人情報保護審査会のような審査会が実質的審査を行っている場合が該当しよう。 

   執行機関の付属機関としての第三者機関の設置については、次の点が重要となろう。

都道府県・市町村の相違はあるが、情報公開、道交法関係（公安委員会が審査庁であ

るため改正行審法43条１項１号及び９条１項３号により審査員・第三者機関制度の対

象外）、地方税法関係と社会保障（介護保険や生活保護）の分野における不服申立件

数が多い（2011年調査）。それゆえ、情報公開審査会等が存置される場合には、主に、

地方税法と生活保護法による不服申立てがその対象になると予想されている。専門的

                                                                                  

(25) 中村健人「行政不服審査法改正に伴う自治体の検討課題とその対応(１)」自セ53巻（2014年）

９号34頁では、相応のキャリアが必要であるため、課長、課長補佐、係長クラスの職員を指名

するのが妥当とされている。この点は、行手法の聴聞手続きでも同様であろう。 
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知見を有する外部人材の確保が各自治体（間）で課題となろう。なお、地方自治の尊

重というよりも、設置の困難性や必要性の観点から、第三者機関の共同設置（自治法

252条の７）、事務委託（252条の14）、一部事務組合（286条）や広域連合（291条の

２）により設置すること、あるいは、原則としてこの第三者機関は常設であるが、条

例により、アドホックな設置形態も認められる（改正行審法81条２項）。 

   最後に、審査庁の事務局以外の、審理員の支援体制及び第三者機関の事務局体制も

検討すべき課題となろう。それぞれ公正確保・向上の観点からすれば、処分への関与

がないこと、あるいは、少なくとも関与が希薄であることが必要あるいは望ましい。

行審法改正時は、小規模自治体への配慮が見受けられたが、中規模自治体で事務局体

制の整理への配慮が十分であったかは疑わしい。しかし、本法改正の趣旨を受けた努

力と工夫が必要であろう。 

 

(３) 裁定的関与 

   地方公共団体の機関が行う処分のうち、特に法定受託事務に関わるものについては、

次項でも見るとおり、「裁定的関与」の制度が温存されたままである。その結果、仮

に第三者機関が改正行審法に基づき審査しても、国または都道府県の機関が再審査庁

等として関与する途も残されている。改正行審法で求められている審理員制度や第三

者機関の設立の意義ないし存在理由が問われかねないし、改正行審法の趣旨・目的に

悖る可能性もある。今回は、行審法改正が主眼であって、地方分権改革とは一線をお

くこととされたが、問題が積み残されたままであってはならないように思われる。ま

た、次項で見るとおり、かえって、行審法改正の一支柱である使いやすさという観点

に反し、不服申立制度が複雑化している部分があるとの評価もできよう。 

 

(４) 行政手続法改正と行政手続条例 

   法令違反型の行政指導の是正等または一定の処分等を求める申出については、行政

機関には調査を行う義務が課せられている。その結果、行政指導が違法であると認め

るときは、行政機関はその中止等必要な措置をとらなければならない。他方で、処分

等を求める場合は、「必要があると認めるとき」に申出に係る処分等をしなければな

らない。これら手続きでは、「申請」ではなく、「申出」との文言が採用され、行政

機関の応答が義務付けられてはいない。その点で行政指導の相手方の手続的権利保障

としては検討が求められる。これら規定は、地方公共団体の機関がする行政指導には
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(１) 審査請求への一元化 

   ①給与その他の給付に関する処分（自治法206条１項・６項等）については、地方

公共団体の長に対する審査請求に一本化（総務大臣等への審査請求等の廃止）された

が、その理由は、第三者性と準司法的機能による公正妥当な審理を期すことによる(27)。

同様の理由で、②行政財産を使用する権利に関する処分（238条の７第１・６項）、

③職員に対する賠償命令（243条の２第10項）、④公の施設利用権に関する処分（244

条の４第１項、６項）及び⑤過料処分（255条の３第２項）も同じ取扱いとされた。

その結果、自治法上、本改正後は、252条の17の４第４項及び255条の２第２項を除き、

異議申立→審査請求または審査請求→再審査請求という二段階の不服申立制度は廃止

されたことになる。 

 

(２) 裁定的関与 

  ① 法定受託事務に関する処分・不作為について、大臣等への審査請求（255条の２

第１項）は存置された。それは、今回の行審法改正では、裁定的関与について地方

分権改革の観点からの見直しはしないこととされたためである(28)。 

  ② 法定受託事務に関する処分について長等から職員への委任がある場合には、大臣

等に対する再審査請求を維持するために規定が新設された（255条の２第２項）。

その理由として、大臣に対し直接審査請求を認めた場合には、原権限庁である長が

一度も判断をしないまま大臣に不服申立てがなされることになり、原権限庁自身に

よる見直しの機会が奪われることになるためとされた。なお、市町村の場合の再々

審査請求規定も新設（255条の17の４第５～７項）されたが、それも概ね同様に、

市町村長の見直す機会を奪うことになる点が根拠としてあげられ、再々審査請求を

要するので、252条の17の４第５項後段でその手当てをし、同条７項で行審法規定

の適用除外が定められた。 

  ③ 法定受託事務に関する不作為について、大臣等に対する審査請求に代えて、知事

等に審査請求することも認める（255条の２第１項後段）。それは、法定受託事務

に関する不作為は、大臣・知事等は不作為庁の上級行政庁ではないため、仮に審査

請求に理由があっても違法・不当を宣言するのみで、一定の処分をすべき旨を命じ

                                                                                  

(27) 髙山・前注(26)22頁以下。 

(28) 髙山・前注(26)24頁以下。 
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適用がない（行手法３条３項）ため、行手法46条から同様の制度を各地方公共団体の

行政手続条例等で導入することになろう。ただ、その場合であっても、行手法は、行

政手続条例において申出に対する行政機関の結果通知義務を定めることを禁止しては

いないので、行政手続条例を改正する際に結果通知義務を盛り込むことは可能であろ

う。 

 

 

 5. 地方自治法との関係 
 

 改正行審法における異議申立ての廃止や最上級行政庁という文言への変更等に伴う整備

のほか、自治法改正に関わる主要なものをここで取り上げておきたい。 

 まず、行審法改正に伴う総務省内での検討過程で、次のような項目により、審査請求先

について、アのみの場合には、改正行審法に合わせることを基本とすることとされたよう

である(26)。ただ、たとえば項目イのように、抽象的で包括的な判断基準が設定されてい

る場合、その用い方次第ではほとんどすべての事務が該当してしまうおそれもある。項目

設定に当たっては、適切な理由付けと限定化が必要であろう。 

 
 

ア 公正な審理手続による審査請求人の手続保障 

イ 判断の統一性、事務の適正処理の確保 

ウ 個別法上の権限関係の反映 

エ 専門的な第三者機関による関与 

オ 特別の事情により、行審法の審査庁と別の機関に審査請求することが適当と

考えられるもの 

 ・強度に私権を制限する処分 

 ・審査庁の構成員の身分等に係る処分 
 

 

 

  

                                                                                  

(26) 髙山慎「行政不服審査法の改正に伴う地方自治法の一部改正について」地方自治803号11頁

（特に20頁以下）。 
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(１) 審査請求への一元化 

   ①給与その他の給付に関する処分（自治法206条１項・６項等）については、地方

公共団体の長に対する審査請求に一本化（総務大臣等への審査請求等の廃止）された

が、その理由は、第三者性と準司法的機能による公正妥当な審理を期すことによる(27)。

同様の理由で、②行政財産を使用する権利に関する処分（238条の７第１・６項）、

③職員に対する賠償命令（243条の２第10項）、④公の施設利用権に関する処分（244

条の４第１項、６項）及び⑤過料処分（255条の３第２項）も同じ取扱いとされた。

その結果、自治法上、本改正後は、252条の17の４第４項及び255条の２第２項を除き、

異議申立→審査請求または審査請求→再審査請求という二段階の不服申立制度は廃止

されたことになる。 

 

(２) 裁定的関与 

  ① 法定受託事務に関する処分・不作為について、大臣等への審査請求（255条の２

第１項）は存置された。それは、今回の行審法改正では、裁定的関与について地方

分権改革の観点からの見直しはしないこととされたためである(28)。 

  ② 法定受託事務に関する処分について長等から職員への委任がある場合には、大臣

等に対する再審査請求を維持するために規定が新設された（255条の２第２項）。

その理由として、大臣に対し直接審査請求を認めた場合には、原権限庁である長が

一度も判断をしないまま大臣に不服申立てがなされることになり、原権限庁自身に

よる見直しの機会が奪われることになるためとされた。なお、市町村の場合の再々

審査請求規定も新設（255条の17の４第５～７項）されたが、それも概ね同様に、

市町村長の見直す機会を奪うことになる点が根拠としてあげられ、再々審査請求を

要するので、252条の17の４第５項後段でその手当てをし、同条７項で行審法規定

の適用除外が定められた。 

  ③ 法定受託事務に関する不作為について、大臣等に対する審査請求に代えて、知事

等に審査請求することも認める（255条の２第１項後段）。それは、法定受託事務

に関する不作為は、大臣・知事等は不作為庁の上級行政庁ではないため、仮に審査

請求に理由があっても違法・不当を宣言するのみで、一定の処分をすべき旨を命じ

                                                                                  

(27) 髙山・前注(26)22頁以下。 

(28) 髙山・前注(26)24頁以下。 
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審査請求前置が存置されている。 

   自治法では、③直接請求者の署名に関する不服申立てや④住民監査請求なども本来

は問題となるが、次の理由から存置されている。つまり、③直接請求者の署名に関す

る不服申立て（74条の２第８項等）は訴訟における第一審代替機能を果たすため、ま

た、議会における選挙の投票の効力に関する異議の決定に対する不服申立て（188条

５項）、議会の違法再議・再選挙に対する不服申立て（176条７項）等は、まず行政

部内で審査を行うことが早期かつ合理的な帰結の促進に資するためである。また、④

住民監査請求（242条の２第１項）は、専門技術的知見を有する監査委員による監査

を経ることで、適切かつ迅速な解決が図られるためである(31)。 

 

(５) その他 

   長の失職に関する選管の決定等（自治法143条、180条の５及び184条）については、

長の身分に関わる問題で「事柄の性質上、当該決定をした選挙管理委員会を審査庁と

することは適当ではないため、本来は上級行政庁でない総務大臣・知事を審査庁とす

る」こととされた(32)。それゆえ、この点は存置された。また、総務大臣・都道府県

知事に審査請求があった場合、または自治法の規定による審査の申立等があった場合

には、審理員に代えて自治紛争処理委員の審理を経ること（255条の５）とされてい

る。 

（しもやま けんじ 名古屋大学大学院法学研究科教授） 

 

 

キーワード：行政不服審査／行政手続／審理員制度／裁定的関与／ 

      行政指導の中止の求め／処分等の求め 
 

                                                                                  

(31) 髙山・前注(26)18頁以下。 

(32) 髙山・前注(26)22頁以下。 
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ることができないためとされた。「そうすると、法定受託事務に係る『不作為』に

ついては、同一団体内において、最上級行政庁（または不作為庁）に対する審査請

求に一元化するという新行審法の一般的な見直しの方針とは前提を異にするものと

いうべきである。法定受託事務の場合においては、不作為に不服のある者の立場か

らすれば、不作為庁にも直接不服を申し立て、当該不作為庁自ら当該処分をするこ

とを求めることには、一定の利益があると考えられる｣(29)。その結果、自由選択主

義が存置された。 

 

(３) 不服申立期間 

   改正行審法の趣旨に則り、①分担金等の徴収に関する処分・督促等について、30日

以内の不服申立期間が、改正行審法と同じく３月とされた（改正前自治法229条３項

削除）。一方で、②分担金等の歳入に関し、地方税の滞納処分の例により処分するこ

とができるが、督促・差押え・公売・配当という滞納処分手続では違法性の承継が問

題となるから、「不服申立期間を３ヶ月に延長することに伴い、督促等の欠陥を理由

とする滞納処分についての不服申立てが一定程度増加することが想定される一方、地

方自治法による滞納処分についても、……地方税法19条の４の趣旨は当てはまると考

えられることから、同条を準用」することとされた(30)(自治法231条の３第６項）。

また、③長の失職に関する選管決定の審査請求期間は21日間であるが、それは、身分

関係の早期確定の趣旨から変更なしとされた（143条４項）。 

 

(４) 不服申立前置 

   ①審査請求前置主義が残されたものには、議会に再考の機会を付与するため議会へ

の諮問を経由し、早期かつ合理的解決の促進に寄与するという特殊性があることを理

由とするもの（分担金等の徴収に関する処分に関する審査請求 ― 自治法229条４項 

― と督促、滞納処分等に関する審査請求 ― 231条の３第９項）がある。また、②

議員が被選挙権を有しない等の事情により失職する場合（127条４項による118条５項

準用）がある。それは、議会の自律権に基づく判断の尊重と政治的性格を持つことか

ら、行政内部において審理し、早期かつ合理的な解決の促進に資するという点から、

                                                                                  

(29) 髙山・前注(26)33頁以下。 

(30) 髙山・前注(26)35頁以下。 
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審査請求前置が存置されている。 

   自治法では、③直接請求者の署名に関する不服申立てや④住民監査請求なども本来

は問題となるが、次の理由から存置されている。つまり、③直接請求者の署名に関す

る不服申立て（74条の２第８項等）は訴訟における第一審代替機能を果たすため、ま

た、議会における選挙の投票の効力に関する異議の決定に対する不服申立て（188条

５項）、議会の違法再議・再選挙に対する不服申立て（176条７項）等は、まず行政

部内で審査を行うことが早期かつ合理的な帰結の促進に資するためである。また、④

住民監査請求（242条の２第１項）は、専門技術的知見を有する監査委員による監査

を経ることで、適切かつ迅速な解決が図られるためである(31)。 

 

(５) その他 

   長の失職に関する選管の決定等（自治法143条、180条の５及び184条）については、

長の身分に関わる問題で「事柄の性質上、当該決定をした選挙管理委員会を審査庁と

することは適当ではないため、本来は上級行政庁でない総務大臣・知事を審査庁とす

る」こととされた(32)。それゆえ、この点は存置された。また、総務大臣・都道府県

知事に審査請求があった場合、または自治法の規定による審査の申立等があった場合

には、審理員に代えて自治紛争処理委員の審理を経ること（255条の５）とされてい

る。 

（しもやま けんじ 名古屋大学大学院法学研究科教授） 

 

 

キーワード：行政不服審査／行政手続／審理員制度／裁定的関与／ 

      行政指導の中止の求め／処分等の求め 
 

                                                                                  

(31) 髙山・前注(26)18頁以下。 

(32) 髙山・前注(26)22頁以下。 
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