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発 刊 の 辞 
 

 

下 山 憲 治 

 

 ここに「地方自治関連立法動向」第３集を発刊する。 

 2010年11月に、地方自治に関連する諸法律の制定改廃の動向を調査し、立法過程を分析することで、

その背景・経緯、趣旨・目的などを把握し、効果・影響について研究するため、地方自治総合研究所

に地方自治関連立法動向研究会が設立された。その研究の意義とねらいは、2013年発刊の「地方自治

関連立法動向」第１集の「発刊の辞」で明示されているが、便宜上、まずその要旨を記す。 

 地方自治総合研究所は、設立当時から、最重要研究課題の一つとして、日本における地方自治制度

の沿革に関する調査研究に取り組んできた。その集大成として、大日本帝国憲法下における「地方制

度」から戦後現行憲法下における地方自治制度の成立と改正を取りあげた同研究所監修『逐条研究地

方自治法Ⅰ～Ⅴ』がある。同書は、地方自治法解釈に当って必要な沿革を踏まえた制度趣旨などが正

確に記述されており、同法研究の必携書となっている。さらに、国と地方の役割分担や事務論、国と

地方の関係など地方自治制度の基幹部分について、戦後最大の改正が「地方分権推進一括法」（2000

年４月施行）によって行われた。この2000年改正法を対象に『逐条研究地方自治法別巻 新地方自治

法（上・下）』が公刊され、シリーズ全体の位置づけはさらに高まったといえよう。 

 その後も、住民を取り巻く社会・経済状況の変化とそれに伴う生活スタイルの多様化に加え、人口

減少と「超高齢化社会」化などによる地域社会ひいては地方自治体の存立や業務内容の変容、地域間

格差の拡大のほか、地域の政治・経済と全国的なそれとの衝突と牽連性などの多くの取り組むべき課

題が生じている。そして、これらに対応して、いわゆる「アベノミクス」や「地方創生」等がキー

ワードとして登場してきた。 

 このような日本社会の変動のなか、地方分権改革は、必ずしも充分とはいえないが、個別作用法に

おける義務付け・枠付けの削減、権限移譲などを中心として継続している。そこでもまた、地域社会

における地方自治のあり方が問われている。それゆえ、今日の地方自治を語るうえで、地方自治法、

数次にわたる分権改革一括法のみではなく、住民の生活に密着し、大きな影響を及ぼすと考えられる

個別法の制定改廃をも対象にし、できるだけ包括的かつ基本的特徴を明らかにしていくことが地方自

治研究にとって不可欠となっている。 

 そのような状況下で、本資料集は、前記『逐条研究』を記す際の基礎資料となること等を目的に、

地方自治法その他の地方自治を検討するうえで重要と認められる関連法令の制定改廃の動向を国会の

一定会期ごとに取りまとめて検討し、その都度発刊していくこととした。 

 第３集では、第187回国会（臨時会2014年９月29日召集、会期は衆議院解散2014年11月21日までの

54日間）から第189回国会（常会2015年１月26日召集、会期は2015年９月27日までの245日間）までの

３会期で制定改正された法律を対象とした。なお、第188回国会は衆議院選挙後の議長選挙や内閣総

理大臣の指名などを行う特別会（2014年12月24日召集で会期は2014年12月26日までの３日間）であり、

衆議院議員提出法案がいくつか閉会中審査された。また、周知のとおり、第189回国会ではいわゆる

安全保障関連法案の審議に多くの注目と議論があったこと、さらに、おおむね並行して、沖縄普天間
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 ここに「地方自治関連立法動向」第３集を発刊する。 

 2010年11月に、地方自治に関連する諸法律の制定改廃の動向を調査し、立法過程を分析することで、

その背景・経緯、趣旨・目的などを把握し、効果・影響について研究するため、地方自治総合研究所

に地方自治関連立法動向研究会が設立された。その研究の意義とねらいは、2013年発刊の「地方自治

関連立法動向」第１集の「発刊の辞」で明示されているが、便宜上、まずその要旨を記す。 

 地方自治総合研究所は、設立当時から、最重要研究課題の一つとして、日本における地方自治制度

の沿革に関する調査研究に取り組んできた。その集大成として、大日本帝国憲法下における「地方制

度」から戦後現行憲法下における地方自治制度の成立と改正を取りあげた同研究所監修『逐条研究地

方自治法Ⅰ～Ⅴ』がある。同書は、地方自治法解釈に当って必要な沿革を踏まえた制度趣旨などが正

確に記述されており、同法研究の必携書となっている。さらに、国と地方の役割分担や事務論、国と

地方の関係など地方自治制度の基幹部分について、戦後最大の改正が「地方分権推進一括法」（2000

年４月施行）によって行われた。この2000年改正法を対象に『逐条研究地方自治法別巻 新地方自治

法（上・下）』が公刊され、シリーズ全体の位置づけはさらに高まったといえよう。 

 その後も、住民を取り巻く社会・経済状況の変化とそれに伴う生活スタイルの多様化に加え、人口

減少と「超高齢化社会」化などによる地域社会ひいては地方自治体の存立や業務内容の変容、地域間

格差の拡大のほか、地域の政治・経済と全国的なそれとの衝突と牽連性などの多くの取り組むべき課

題が生じている。そして、これらに対応して、いわゆる「アベノミクス」や「地方創生」等がキー

ワードとして登場してきた。 

 このような日本社会の変動のなか、地方分権改革は、必ずしも充分とはいえないが、個別作用法に

おける義務付け・枠付けの削減、権限移譲などを中心として継続している。そこでもまた、地域社会

における地方自治のあり方が問われている。それゆえ、今日の地方自治を語るうえで、地方自治法、

数次にわたる分権改革一括法のみではなく、住民の生活に密着し、大きな影響を及ぼすと考えられる

個別法の制定改廃をも対象にし、できるだけ包括的かつ基本的特徴を明らかにしていくことが地方自

治研究にとって不可欠となっている。 

 そのような状況下で、本資料集は、前記『逐条研究』を記す際の基礎資料となること等を目的に、

地方自治法その他の地方自治を検討するうえで重要と認められる関連法令の制定改廃の動向を国会の

一定会期ごとに取りまとめて検討し、その都度発刊していくこととした。 

 第３集では、第187回国会（臨時会2014年９月29日召集、会期は衆議院解散2014年11月21日までの

54日間）から第189回国会（常会2015年１月26日召集、会期は2015年９月27日までの245日間）までの

３会期で制定改正された法律を対象とした。なお、第188回国会は衆議院選挙後の議長選挙や内閣総

理大臣の指名などを行う特別会（2014年12月24日召集で会期は2014年12月26日までの３日間）であり、

衆議院議員提出法案がいくつか閉会中審査された。また、周知のとおり、第189回国会ではいわゆる

安全保障関連法案の審議に多くの注目と議論があったこと、さらに、おおむね並行して、沖縄普天間

－ 3－



－ 1 － 

 

 

 

 

 

 

 

第 １ 部 
 

 

 

地 方 分 権 改 革 
 

 

  

－ 2 － 

基地機能の辺野古移設をめぐる沖縄県と国の問題が顕在化し、その後、法的紛争へと至ったことを併

せて記しておきたい。 

 第１部は地方分権改革として、「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～第５次一括法～」を取りあげる。このいわゆる第５次一括法は、分

権改革の新しい手法として「提案募集方式」を採用し、国から地方公共団体又は都道府県から指定都

市等への事務・権限の移譲等に関係する19法律を一括して改正するものである。 

 第２部では「地方創生」関連法として、「まち・ひと・しごと創生法」及び「地域再生法の一部を

改正する法律」並びに「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律」及び

「地域再生法の一部を改正する法律」が取りあげられる。安倍政権として「地方創生」が最重要課題

とされ、法律により目標が設定され、今後、各種政策内容を明確にするための計画策定とその内容が

重要となる。 

 第３部の税・財政関係法では、「地方税法等の一部を改正する法律」と「地方交付税法等の一部を

改正する法律」が取りあげられる。「ふるさと納税」の拡充、法人税に関する実効税率の引き下げ、

消費税・地方消費税の税率引き上げの延期などに加え、「地域間の税源の偏在是正」など地方自治に

おける税財政関係法の議論も引き続き注目される。 

 第４部の地方自治関連法として、「廃棄物処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部を

改正する法律」が取りあげられる。東日本大震災では基礎自治体自体の深刻な被災、広域かつ膨大な

災害廃棄物の発生などへの従来の対応を法制度化し、市町村・都道府県のほか、地域ブロックや国な

どさまざまなレベルでの広域連携の取り組みが重要となる。 

 なお、この資料集が、地方自治に関心を持つ読者のお役に立ち、実り豊かな地方自治の展開にわず

かなりとも寄与できるものであれば、望外の喜びである。 

 最後に、このたび、本研究会を設立し、主査として立法動向研究の基本方針とその実現に向けて尽

力された佐藤英善・地方自治総合研究所理事は、同理事と同時に本研究会の主査も辞されることと

なった。佐藤前理事は今後も同研究会に参加されるが、本研究会の主査については、当初から本研究

会ワーキンググループ・メンバーである下山がその後任となった。佐藤前理事の関心や問題意識は、

地方自治制度全般を知悉したうえで、個々の政策や立法動向に向けられてきた。その広範かつ深遠な

視点と、ワーキンググループ全体が気持ちよく調査・研究を進めることのできる心配りなどを見習い

つつ、託された分不相応な役割を少しでも果たすことができるように、尽力していきたい。 
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●－自治総研通巻444号 2015年10月号－●

 地方自治関連立法動向研究７  

 

 

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５次一括法～（平成27年６月26日法律50号） 

 

 

上 林 陽 治 

 

 

 はじめに 
 

 「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」（以下、「第５次一括法」という）は、2014年から導入した「提案募集方式」

における地方公共団体等からの提案等を踏まえて策定された「平成26年の地方からの提案

等に関する対応方針」（2015年１月30日閣議決定）に基づき、国から地方公共団体又は都

道府県から指定都市等への事務・権限の移譲等に関係する19法律を一括して改正するもの

である。その内容は、事務権限の移譲等が12法律（国から地方公共団体７法律、都道府県

から指定都市等12法律）、義務付け・枠付けの見直し等が８法律となっている。 

 第５次一括法案は、2015年３月20日に閣議決定（閣法51号）、同日衆議院に提出され、

「地域再生法一部改正法案」「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法一部改正法案」

とともに「地方創生に関する特別委員会」に付託された。同委員会では５月29日に可決、

６月２日には衆議院本会議において日本共産党を除く各会派の賛成多数により可決され、

参議院に送付された。参議院では、６月３日、「地域再生法一部改正法案」とともに、地

方・消費者問題に関する特別委員会に付託され、同委員会は６月17日に可決、参議院本会

議では６月19日に可決・成立し、６月26日に法律50号として公布された。 

 第５次一括法には、長年の懸案であった農地転用許可の権限を都道府県及び一定の市町

村に移譲するなどの内容が含まれるが、その特徴は法案形成過程における「提案募集方式」

にあるといえよう。 

 

＜月刊自治総研2015年10月号より＞
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●－自治総研通巻444号 2015年10月号－● 

 

 1. 提案募集方式の概要 

 

(１) 「提案募集方式」とは 

   地方分権推進委員会等の政府の委員会からの勧告等を踏まえて法改正を進めるとい

う従来方式を改め、地方公共団体等からの提案等を踏まえ、各府省をはじめとする関

係者間で協議し、合意が整ったものから、順次、法改正を進めるというものである。 

   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、４月５日には、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。 

   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

設置した。 

   同年12月20日の推進本部第４回会合では、地方からの「提案募集方式」の導入と、

それを受け止める政府の恒常的な推進体制の整備が必要であるとした「総括と展望」

の中間とりまとめ（2013年12月10日）についての報告があり、その後、2014年４月２

日の有識者会議（第12回）における「提案募集方式」の方法についての議論を経て、

４月30日の推進本部（第５回会合）において、「地方分権改革に関する提案募集の実

施方針」（以下「実施方針」という）を決定し、個々の地方公共団体等から地方分権

改革に関する提案を広く募集し、それらの提案の実現にむけた検討を行う方法として、

「提案募集方式」や「手挙げ方式」（全国一律の事務・権限の移譲が困難な場合に、

個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲を求めるもの）を導入することとし

た。 

  ① 提案の対象 

    提案の対象は、ア地方公共団体への事務・権限の移譲、イ義務付け・枠付けの見

直し及び必置規制の見直しとするものの、その範囲については、地方分権改革推進

委員会の勧告では対象としてこなかった事項も含むものとし、たとえば、国からの

事務・権限移譲に関しては、出先機関の事務に限定せず本府省の事務・権限も対象
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●－自治総研通巻444号 2015年10月号－●

とし、また、義務付け・枠付けの見直しに関しても、地方分権改革推進委員会では

自治事務に限定していたが、これを法定受託事務に関するものや政省令、補助要綱

等に基づくものなどについても提案を行うことができるものとした。 

  ② 提案主体 

    提案主体は、ア都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合、イ地方六団体、

地方公共団体を構成員とする任意組織（例：ブロック単位の知事会、共通課題を有

する複数の地方公共団体など）とし、提案にあたっては、庁内関係部局等からの意

見を幅広く集約するとともに、経済団体、各種関係団体、ＮＰＯ、職員グループな

どからの意見を提案に反映するよう求めるものとした。 

  ③ 募集、調整、法改正の過程 

    提案は、内閣府が受け付け、募集は毎年少なくとも１回実施することとした。 

    届けられた提案については、内閣府が中心となって調整を行い、関係府省の回答、

それに対する提案団体からの見解の提出というやり取りを重ね、その際、地方六団

体からも意見を聴取するとした。また、特に重要と考えられる提案については、有

識者会議又は専門部会で、集中的に調査・審議を行い、実現に向けた検討を進めて

対応方針を固め、年末までに、有識者会議の調査審議を経て、推進本部決定及び閣

議決定を行い、法改正が必要な事項は所要の法律案を国会に提出するとした。 

 

(２) 平成26年度の提案募集の状況と対応方針 

   内閣府は2014年５月から７月までの間、地方公共団体への事務・権限の移譲、規制

緩和等を対象とする提案を募集し、その結果、全47都道府県を含む126の団体から953

件の提案が行われた。７月31日の有識者会議（持ち回り開催）において、提案募集検

討専門部会（部会長：高橋滋・一橋大学大学院法学研究科教授、構成員：小早川光

郎・有識者会議座長代理、磯部哲・慶応義塾大学法科大学院教授、伊藤正次・首都大

学東京大学院社会科学研究科教授、勢一智子・西南学院大学法学部教授、山本隆司・

東京大学大学院法学政治学研究科教授）の設置・開催が了承され、その後、同専門部

会、提案団体、内閣府及び関係府省の間で提案の実現に向けた検討と調整が行われて

きた。 

   ７月25日、内閣府から関係府省に対して各団体からの提案についての検討の要請を

行い、８月29日に内閣府において第１次回答を取りまとめて公表した。第１次回答で

は、８割弱が「対応不可」とされた。 
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   その後、提案団体と地方六団体に対する意見照会が行われ、９月26日に関係府省に

対し再検討要請を行った。 

   これらの調整と並行して、有識者会議は８月１日に提案募集検討専門部会との合同

会議を開催し、同専門部会において、地方からの提案のうち、土地利用に関する提案

（農地については、農地・農村部会で検討）、地方創生と人口減少の克服に関連する

提案等を重点事項として取り上げることを決定した。 

   その後、８月から10月にかけて、提案募集検討専門部会において、重点事項に関す

る提案団体、地方三団体、関係府省からのヒアリング等を行った。 

   関係府省からの第２次回答を経て、10月29日の第18回有識者会議・第17回提案募集

検討専門部会合同会議において、「平成26年の地方からの提案に関する当面の方針」

（以下、「当面の方針」という）が中間とりまとめとして決定された。 

   当面の方針では、地方からの提案を以下のように分類・整理した（表１参照）。 

  ① 提案を実現することを前提に実務面の調整を行う。その際、国等の関与、財源措置

等所要の措置、移譲の方法（全国一律の移譲又は個々の地方公共団体の発意に応じ

た選択的な移譲（「手挙げ方式」）等）等を含め、具体的な調整を進める。33件 

  ② 提案の実現に向けて、実施の具体的手法や時期等について更なる検討が必要なも

のであり、引き続き調整の上、結論を得る事項。 96件 

  ③ 提案内容は現行規定により対応可能であるとされているが、地方において円滑な

対応が可能となるよう、関係府省が通知等により具体的に周知するとともに、丁寧

な情報提供に努めることを求めていく事項。 89件 

  ④ 検討の方向性は合致していないが論点の共通認識は得た事項、検討の方向性の合

致や論点の共通認識も得られていない事項で、さらに論点の整理等を行い、可能な

限り提案の実現に向け努力する事項。 602件 

  ⑤ 農地・農村部会において引き続き議論し、結論を得る事項。 61件 

   当面の方針が取りまとめられた後、2014年11月から2015年１月にかけて、内閣府に

おいて関係府省や提案団体との間で、最終的な調整が行われ、2015年１月15日の第19

回有識者会議・第18回提案募集検討専門部会合同会議で「平成26年の地方からの提案

に関する対応方針」（以下、「対応方針」という）が了承され、１月30日の推進本部

第７回会合および閣議において、対応方針が決定された。 

   対応方針では、法律改正事項については、所要の一括法案を2015年の通常国会に提

出することを基本とするとし、これを踏まえ19法律を一括して改正する第５次一括法 
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＜表１＞ 平成26年の地方からの提案に関する当面の方針に係る対応方針別の分類状況 

平成26年10月29日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 参考「提案募集検討専門部会で取り上げる重点事項の考え方」における区分を参照。 

※２ 提案された953件のうち、検討対象外である60件を除いた893件を基礎とし、１つの提案に複数

の異なる内容が含まれる場合や、関係府省により対応が異なる場合には分割して計上している。 
 

（参考） 

提案募集検討専門部会で取り上げる重点事項の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１ 上表以外に、農地・農村部会で議論する事項が79件（11項目）ある。 

注２ Ａ－②、Ｂ－②、Ｃの中でも、検討の経過によって、提案募集検討専門部会で取り上げる事

項とすることがある。 

出典）第18回有識者会議・第17回提案募集検討専門部会合同会議提出資料 
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  が策定された。また、現行規定で対応可能な提案については、その明確化が重要であ

るとの有識者会議での議論を踏まえ、地方公共団体に対する通知等を行うとともに、

「調査を行うなど引き続き検討を進めることとしたものについては、関係府省とも連

携しつつ、内閣府において適切にフォローアップを行い、検討結果について、逐次、

地方分権有識者会議に報告する」こととされた。 

   提案に関する各府省との最終的な調整結果は、重点事項では84.0％、重点事項以外

も含めた新規事項等では60.9％について実現・対応するとされている（表２参照）。 

   なお「手挙げ方式」については、都道府県内で水利調整が完結する水道事業等の許

可権限等の国から都道府県への移譲や消費者安全法に基づく事業者に対する報告徴

収・立入調査等の対象区域の拡大等において活用されることになった。 

 

＜表２＞ 地方からの提案に関する対応方針別の分類状況 

平成27年１月30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典）第20回地方分権改革有識者会議・第19回提案募集検討専門部会合同会議 資料１ 
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 2. 第５次一括法の概要 
 

 第５次一括法は、国から地方公共団体又は都道府県から指定都市等への事務・権限の移

譲等に関係する19法律を一括して改正するものである。その内容は、①事務権限の移譲等

が12法律（国から地方公共団体７法律、都道府県から指定都市等12法律）、②義務付け・

枠付けの見直し等が８法律となっている。（麻薬及び向精神薬取締法は、両方に分類され

る）。 

 

(１) 第５次一括法の概要 

  ① 地方公共団体への事務・権限の移譲等（12法律） 

   Ａ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲 

    ・麻薬及び向精神薬取締法 麻薬小売業者間の麻薬の譲渡に係る許可を都道府県

に移譲 

    ・農地法 ２～４haの農地転用に係る国との協議は廃止 

         ４ha超の農地転用に係る事務・権限は、国との協議を付した上で、都

道府県（下記の指定市町村にあっては、当該指定市町村）に移譲 

         農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施

状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村（指定市町村）に都道

府県と同様の権限を移譲 

    ・農業振興地域の整備に関する法律 国と地方が政策目標を共有し、相互に協力

して実効性のある目標管理の仕組みを構築。 

         地域における農地の実情を反映（市町村の参画）→市町村の意見聴取

手続きの創設など 

    ・中小企業新事業活動促進法 特定新規中小企業者に投資が行われたことの確認

を都道府県に移譲 

    ・中小企業経営承継円滑化法 

    ・租税特別措置法      

    ・特定特殊自動車排出ガス規制法 使用者に対する技術基準適合命令等を都道府

県に移譲 

   Ｂ 都道府県から指定都市等への事務・権限の移譲 

事業承継の支援措置に係る認定等を 
都道府県に移譲 

－ 13 －



 

－ 52 － 

●－自治総研通巻444号 2015年10月号－● 

    ・学校教育法 指定都市立特別支援学校の設置等認可を指定都市に移譲 

    ・毒物及び劇物取締法 特定毒物研究者の許可等を指定都市に移譲 

    ・医薬品医療機器法 高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可を保健所設置

市・特別区に移譲 

    ・火薬類取締法 火薬類の製造許可等を指定都市に移譲 

    ・高圧ガス保安法 高圧ガスの製造許可等を指定都市に移譲 

  ② 義務付け・枠付けの見直し等（８法律） 

   ・精神保健福祉法 精神医療審査会委員の任期を、法令上は２年とした上で、３年

を上限として条例で定められるようにする。 

   ・麻薬及び向精神薬取締法 麻薬取扱者免許の有効期間を最長２年から３年に延長

する。 

   ・認定こども園法 認定の有効期間について、都道府県が５年以内で定めるという

規定を廃止 

   ・特定農山村法 基盤整備計画に係る知事同意協議（一部）の協議への見直し 

   ・採石法 事業者の登録拒否等の要件等に暴力団員等を追加 

   ・砂利採取法 同上 

   ・建築基準法 市町村の建築主事の設置に係る知事の同意つき協議を協議に見直し、

建築審査会委員の任期の条例委任 

   ・都市計画法 区域区分に関する都市計画決定に係る農林水産大臣協議の対象範囲

の見直し 

 

(２) 農地転用許可に係る権限移譲等について 

  ① 農地転用に係る事務・権限の移譲等をめぐる経緯 

    農地転用許可に係る事務・権限の移譲や国の関与のあり方については、1998年農

地法改正前においては、許可権者は、２ha以下の農地転用が都道府県知事（機関委

任事務）、２haを超える農地転用は、国が直接実施するとしていた。 

    地方分権推進委員会の第１次勧告（1996年12月20日）において、「２haを超え４

ha以下の農地転用の許可は、都道府県に委譲する」とされたことを踏まえ、1998年

農地法改正（1998年11月１日施行）以後の許可権者に関しては、２ha以下の農地転

用は、都道府県知事（法定受託事務、2001年３月１日から自治事務化）、２haを超

え４haまでの農地転用は、都道府県知事（法定受託事務で、国に協議）、４haを超
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える農地転用は国が直接実施となった。 

    その後、2008年５月28日の地方分権改革推進委員会第１次勧告では、農地転用の

事務・権限の委譲に関し、次のように記載した。 

    「将来にわたって国民の食料を安定的に供給するため、平成20年度内に予定され

ている農業振興地域制度及び農地制度の改革において、農地及び優良農地の総量を

確保する新たな仕組みを構築したうえで、次のとおり見直すこととする。 

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

する。 

   ・都道府県の許可権限（権利移動及び２ha以下の転用）を市に移譲する。 

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

いては、同意を廃止する」 

    同様の勧告内容は、地方分権改革推進委員会第２次勧告（2008年12月８日）にも

記載され、政府が策定してきた地方分権改革推進要綱等にも盛り込まれたものの、

事務・権限移譲や関与の見直しについては行われてこなかった。 

    一方、2009年の改正農地法附則では、地方分権改革推進委員会の動向等を踏まえ、

同法施行後５年（2014年）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」と定めてい

た。 

    農地転用に関わっては、地方の側から、都市計画やまちづくり事業に関して、支

障となっているとの意見が寄せられてきていた。それは、土地利用関係や開発行為

等に関する国の関与について、表３・４に示すように、農林水産大臣の関与が他省

庁大臣のそれに比して、一段と度合いが強いものとなっていたためである。 

  ② 農地・農村部会の審議過程 

    有識者会議では、2013年10月に「農地・農村部会」を設置し、集中的な検討を進

めてきた。 

    第２回農地・農村部会（2013年11月５日）では、「権限移譲等を検討するに当

たっては、マクロ的な課題とミクロ的な課題に整理して考えるべき」と、課題解決

の方向性を明らかにし、それぞれの課題を次のように整理することとした。 

         ＜マクロ的な課題＞ 農地の総量確保の仕組み など 

         ＜ミクロ的な課題＞ 個々の農地転用、農振除外 
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    地方分権改革有識者会議農地・農村部会報告書（2013年11月28日）では、見直し

の方向性として、「国は、食料自給率の向上の観点から、農地の総量確保の仕組み

をしっかりと構築することなどに責任を持つ一方、地方はその具体の執行や管理を

担うこととし、個別の農地転用等に係る事務・権限についても、地方への権限移譲

等を進めていくことが望ましい」とし、かつ、「平成21年の農地法等の一部を改正

する法律附則第19条第４項に基づき、同法施行後５年（平成26年）を目途として、

地方分権の観点及び農地の確保の観点から、農地の確保のため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うべきで

ある」と提言した。これを受け、政府においても、2013年12月の「事務・権限の移

譲等に関する方針について」（2013年12月20日閣議決定）に、同提言を盛り込み、

所要の見直しを行うこととなった。 

 

＜表３＞ 土地利用の区域等の決定に関する国の関与の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ 都市地域／都市計画法については都市施設（道路、公園、下水道等）を除く。 

※ 国の全ての関与を記載しているものではない。 

出典）第41回地方分権改革推進委員会（平成20年４月８日）資料４ 

+
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＜表４＞ 農地転用や開発行為の許可等（個別の土地に関する制限）に関する国の関与の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊１：政令指定都市、中核市、特例市は全ての許可。特例条例で権限委譲した市町村については

§34⑩を除く。 

※ 国の全ての関与を記載しているものではない。 

出典）第41回地方分権改革推進委員会（平成20年４月８日）資料４ 

 

    2014年度においては、農地農村部会は、５月の第４回会議から、精力的に関係者

等のヒアリングや現地視察と議論を進めてきた。 

    その結果、2015年３月19日にまとめられた「地方分権改革有識者会議農地・農村

部会報告書」において、農地の総量確保（マクロ管理）の見直しに関しては、地方

６団体提言において「真に守るべき農地を確保する必要性は国・地方共通の認識」

とし、また農林水産省も「農地の総量確保を図る上で、市町村・都道府県の役割は

重要」としていることからも、両者の考えに大きな隔たりはなく、部会の共通認識

としては、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築するため、食料の安定供給

等の観点から国が必要と考える面積目標と、農地の実情を踏まえ地方が考える面積

目標を調和させ、国・都道府県・市町村が政策目標と責任を共有できるよう現行の

仕組みを充実させるべきとの認識を示した。 

    一方、農地転用許可の実施主体（ミクロ管理）については、国は農地確保のため

に許可基準等を設定する役割を引き続き担う一方、人口減少社会を迎え、各地域に

ha

+

ha
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おける総合的なまちづくりを推進する観点から、農地転用許可の具体の執行は地方

が担うべきとする意見が、部会においては多数であったとの認識を示しつつ、「た

だし、権限移譲先として、都道府県とするか、直ちに市町村とするか等については、

構成員間で様々な意見があったほか、国が権限を有していることによる転用抑止効

果について慎重に議論すべきなどとの意見があった」と付記した。 

  ③ 制度改正内容 

    これらの経過を踏まえ、政府の対応方針においては、農地転用や農地の総量確保

について、以下の内容で改正することとした。 

   ア 農用地区域内農地の総量確保の仕組みについて 

    ・農林水産大臣が農用地等の確保等に関する基本指針（農振法３条の２第１項）

を定めるに当たっては、現行の都道府県の目標面積の設定基準案に加え、国の

目標面積案について、都道府県知事の意見を聴くこととする。 

    ・都道府県知事は、農林水産大臣から示された国の目標面積案及び都道府県の目

標面積の設定基準案について、市町村長の意見を聴くこととする。 

    ・農林水産大臣は、国の目標面積及び都道府県の目標面積の設定基準を設定する

ため、都道府県知事、市長及び町村長の代表者と協議する場（協議の場）を設

けることとする。協議の場の議事等については、公表するものとする。 

    ・協議の場においては、農林水産大臣が提示した国の目標面積案及び都道府県の

目標面積の設定基準案と地方の意見との間に相違がある場合には、その要因分

析等を行い、施策効果の見込み方等について協議する。これらの過程を通じて、

国と地方が十分な議論を行った上で、農林水産大臣は、国の目標面積及び都道

府県の目標面積の設定基準を設定する。 

    ・上記と並行して、「農地制度のあり方について」（平成26年８月５日地方六団

体）において提案されている「農地の総量確保の目標管理」の仕組みに係る実

効性を検証することとし、今後の制度設計の議論に反映するものとする。 

   イ 農地転用許可（農地法４条及び５条）の権限移譲等について 

     事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置については、別紙の

農地法の項を基本とする。 

    ・２ha超４ha以下の農地転用に係る農林水産大臣との協議（農地法附則２項）に

ついては、廃止する。 

    ・４haを超える農地転用に係る事務・権限については、当分の間、農林水産大臣
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との協議を付した上で、都道府県知事（次項に定める指定市町村にあっては、

当該指定市町村の長）に移譲する。 

    ・農地転用許可制度等を基準に従って適正に運用し、優良農地を確保する目標を

立てるなどの要件を満たしているとして、農林水産大臣が指定する市町村（指

定市町村）の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、

農地転用に係る事務・権限を移譲する。あわせて、農用地区域内における開発

許可（農振法15条の２）に係る事務・権限について、指定市町村に移譲する。 

    ・都道府県農業会議への意見聴取に係る義務付け（農地法４条３項及び５条３

項）の在り方については、農業委員会改革の議論と併せて検討を行う。 

    ・上記の権限移譲に当たっては、国と地方の意見交換等の結果も踏まえ、必要に

応じ農地転用許可に係る基準の明確化等を図るとともに、農地転用許可等に係

る事例集を作成するなど地方公共団体における農地転用許可制度等の適正な運

用の確保に資するよう必要な支援を行うものとする。 

 

 

 3. 国会での議論 
 

 第５次一括法案は、「地域再生法一部改正法案」「国家戦略特別区域法及び構造改革特

別区域法一部改正法案」とともに審議に付されたこともあってか、第５次一括法に係る国

会での質疑は、総じて、低調であった。 

 以下では、同法の質疑が行われた衆議院・地方創生に関する特別委員会、参議院・地

方・消費者問題に関する特別委員会での審議内容を項目ごとにまとめて報告する。 

 
 

問1. 今回の第５次一括法案は、地方の発意に根差した息の長い地方分権改革を、地

方からの提案一つ一つをやりましょうということで、今回の提案方式の募集に

至ったと理解。 

   2014年４月30日に地方分権改革に関する提案募集の実施方針を決定し、５月20

日から７月15日まで提案募集を受け付けた。 

   ８月29日には、政府から第一次回答として、手挙げ方式を含めて実施するが10

件しかない。これを踏まえて、提案元の自治体関係などに打ち返して再度説明を

求め、さらなる実施の必要性を各省庁に対して再検討させた。その後、第２次回
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答（10月29日）には「実施」が40件にふえた一方で、「対応不可」が依然741件

あった。同日、地方分権改革有識者会議は、「対応不可」はなしにしようという

ことで、すべて「再検討方針」という決定した。そして最終的な調整を経て、

2015年１月30日の閣議決定時には、「提案の趣旨を踏まえて対応」が392件、

「現行の規定で対応可」が103件、そして「実現できなかったもの」が371件と

なった。なぜこのように対応方針が大きく変わってきたのか。（第189衆議院・

地方創生に関する特別委員会 平27.５.26 篠原（豪）委員（維新の党）） 

 
 

満田政府参考人：第１次回答のときは各省にとっても検討時間が少なかったという事情。

それ以後、政府を挙げて検討してきた。平成26年度の特色は、提案の実現に向けて、地

方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会において合計85時間に及んで、重点項目

一つ一つについて、地方団体及び所管省庁を招き、一件ごとにヒアリングを行ってきた。

この中で、どのような対応をしていくかを詰め、このような結果につながった。 

  最終的に「提案の趣旨を踏まえて対応」となっている392件の内訳は、義務付け・枠

付けを見直したものが207件、事務や権限を移譲したというものが185件である。 

  さらに通知や周知することを明示しているものが、392件中101件。内訳は、義務付け

系統で40件、事務権限移譲系統で61件、合計101件。 

  最後に、検討の文字が入っているものは201件で、義務付け系統のところで96件、事

務権限移譲系統のところで105件。 

 
 

問2. 引き続き検討という項目に関して、これをどのように検討していくのか。（第

189衆議院・地方創生に関する特別委員会 平27.５.26 篠原（豪）委員（維新

の党）） 

 
 

満田政府参考人：2015年１月30日の閣議決定において、「引き続き検討を進めることとし

たものについては、関係府省とも連携しつつ、内閣府において適切にフォローアップを

行い、検討結果について、逐次、地方分権改革有識者会議に報告する。」と明記。 

  したがって、内閣府が、有識者会議の御議論もいただきながら、定期的に各省に連絡

をとり、調整を行って、成案を得るまで粘り強く頑張っていきたい。 

 
 

問3. 手挙げ方式で実施する内容はなにか。また手挙げ方式の提案自体が、約1,700
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基礎自治体のうち67団体のみで少ないのではないか。（第189衆議院・地方創生

に関する特別委員会 平27.５.26 篠原（豪）委員（維新の党）） 

 
 

満田政府参考人：手挙げ方式により、2014年の対応方針で移譲することになった具体的な

事務・権限は、農地転用権限あるいは市町村の水道事業の許可、監督の権限。 

  農地転用の権限では、農水大臣が指定する市町村に都道府県と同様な権限を移譲する。

市町村の水道事業の認可、監督の権限では、広域化の計画などを策定して、業務の監督

体制を十分に整えている都道府県の指定されたところに権限を移譲するというもの。 

  これらは、全国一律で行おうとした場合には困難であろうということから、手挙げ方

式により、地方公共団体において懸案となっていたことが初めて実現するに至ったもの。 

  平成26年は、制度がスタートして間がないところなので（実現は）９件だが、この方

式による分権が、実績を積み重ねて、関係者に定着していくことにより、全国の多様な

需要に今後応えていく、そのための選択肢となると考えている。 

 
 

問4. 今回の５次一括法案について高く評価される点として、農地転用許可を例に挙

げているが、具体的にこれからのあり方をどのようにお考えか。（第189衆議

院・地方創生に関する特別委員会 平27.５.29 参考人質疑 奥野総一郎（民主

党）） 
 

 

宮城県東松島市長阿部参考人：企業誘致も含め、農地転用については、時間もかかるし、

難しいと実感していた。今回、注目したいのは、４ヘクタール以上について、大臣と知

事が協議という形が残ったことで、地方としては、速やかに、スピード感を持って、動

き出していただきたい。 

 
 

問5. 権限移譲もあるが、大きいのは税財源である。これまでの分権改革は、税財源

の移譲について十分ではなかったと思っている。今後の分権改革の視点の中で、

力強く踏み込んでいただきたいが、お考えは。（参議院 地方・消費者問題に関

する特別委員会 平27.６.17 森本真治（民主党）、福島みずほ（社民党）） 
 

 

石破茂国務大臣：第５次地方分権一括法案に先立ち閣議決定した2014年の地方からの提案

等に関する対応方針において、「地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑
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に執行することができるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、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、研修や職員の派遣などの

必要な支援を実施する。」とした。 

 地方分権については多くの手が挙がっている。（財源不足という）懸念はないだろう

と思っているが、内閣府として、確実な財源措置が講じられるよう所管する関係府省に

働きかけ、検証も実施していきたい。 

 

 

 おわりに 
 

 第５次一括法による事務・権限移譲後の措置は、別紙の通りである。42事項のうち、４

事務が法定受託事務に区分された（「麻薬及び向精神薬取締法」24条11項 麻薬小売業間

での麻薬の譲渡しの許可、「農地法」４条１項 ４ヘクタール超の農地の転用の許可、

「農地法」５条１項 農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は移転の許可、

「租税特別措置法」70条の３第31項等 非上場株式等についての贈与税、相続税又は贈与

者が死亡した場合の相続税の納税猶予にかかる国税庁長官等への通知）。 

 国会審議でも見られるように、第５次一括法の最大の特徴は、分権改革の新しい手法と

して取り上げられた提案募集方式を大幅に採用したことにある。 

 提案募集方式の源流は、パイロット自治体制度や規制緩和手法として活用された構造改

革特区法の特別区域制度における提案募集制度にあると考えられるが、これらの制度は提

案団体のみの当面の規制緩和等が対象になっているのに対し、地方分権改革における提案

募集方式は、当初から提案しなかった自治体を含めて全国的な制度改正を行うことを目指

すものとして創設されたものと評されている(１)。 

 提案募集方式は、第５次一括法に結実したように、分権改革のエンジンとしての機能を

充分に備えたものとして評価されよう。だが、これに加えて重要な機能を果たしてきたの

は、部会・専門部会方式ではないだろうか。 

 有識者会議では、雇用対策部会、地域交通部会、農地・農村部会、提案募集検討専門部

会（設置日：平成26年８月１日）の４つの部会・専門部会を設置している。それぞれの部

                                                                                  

(１) 岩﨑忠「地方分権改革と提案募集方式～地方分権改革有識者会議での審議過程を中心にして

～」『自治総研』（439）2015年５月号、36頁。 
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会では、地方からの要望も強く、重要課題に設定されながら、隘路に入り込み国との間で

合意に至らなかったテーマについて、有識者で構成される部会・専門部会メンバーのもと

に、所管官庁、地方代表者等とのヒアリングを通じ、何回もの会合を重ね、関係者間の相

違を明らかにしつつ、合意点を探っていった。いわば「協議の場」である。 

 このように対象とする課題を絞り込み、部会・専門部会を設置して集中して審議を重ね

るという手法は、これまでの地方分権改革にはなく、たとえば地方分権推進委員会におい

て設定されてきた部会・専門部会は、「くらしづくり部会」「地域づくり部会」「行政関

係検討グループ」などのように省庁横断的な課題を中心としてきたものであった。 

 部会・専門部会設置の成果はすでに現われていて、一つは、地域交通部会で取り上げ、

第４次一括法で実現した「自家用有償旅客運送」であり、もう一つは、「農地・農村部会」

で取り上げ、第５次一括法で実現した「農地の総量確保」「農地転用許可」である。 

 今後、有識者会議において、どのような課題を取り上げ、部会を設置し、専門的・集中

的に審議を進めていくのかが注目される。 

 なお、農地転用に関しては、以下の課題を指摘しておきたい。 

 すなわち、分権改革論議の俎上に農地転用という課題がはじめて上った1990年代半ばの

状況と、現在の日本の農業をめぐる環境は大きく異なり、今日、農政上の課題は、住宅な

どへの転用需要が減る一方、耕作放棄地が拡大する中にあって自給力を維持するために、

どのように農地を公的に守るかが喫緊の課題となっているということである。つまり、農

地転用ではなく農地集約が課題なのである。 

 すでに2009年の農地法改正で企業が農地を借りることは自由になっている。また、改正

農業委員会法が2015年８月28日に成立したが、今次改正の最大の特徴は、農業委員の公選

制を廃止し、市町村長が議会の同意を得て農業委員を任命するという制度にしたことであ

る。さらに第５次一括法により、知事ならびに市町村長も、食料の安定供給等の観点から

農地の総量確保の仕組みを構築する責任を分有することになった。 

 このように、せっかく実現した農地転用の事務・権限の移譲なのだが、誰を農業に参画

させ、いかに農地保全し、農業を振興していくのかについて地方自治体の責任はむしろ高

まっているのである。 

（かんばやし ようじ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

キーワード：義務付け・枠付け／提案募集方式／ 

      手挙げ方式／地方分権改革有識者会議
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　　　　　有
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製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

【農林水産省】

（９）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給
事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間
における合理化の勧告（当該水道事業者又は水道用水
供給事業者に係る管轄都道府県知事が二以上である場
合を除く。）

水道事業に係る地方公共団体（都道府県が当事者であ
る場合を除く。）による買収の認可及び裁定

水道事業及び水道用水供給事業に係る改善の指示等

水道事業及び水道用水供給事業に係る報告徴収及び立
入検査

水道事業及び水道用水供給事業に係る給水停止命令

水道事業に係る供給条件の変更の認可の申請命令

農地の転用の許可（４ha超）

農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は
移転の許可（４ha超）

農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は
移転の許可（２ha超４ha以下）

（４）農地法（昭27法229）

条項 事務・権限

移譲後の措置

農地の転用の許可（２ha超４ha以下）
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●－自治総研通巻444号 2015年10月号－●

－ 62 －

（別紙）

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

24⑪ 法定受託事務

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

６① 自治事務

９① 自治事務

10①～
③、〈９①〉

自治事務

11 自治事務

〈11〉 自治事務

13① 自治事務

〈13①〉 自治事務

14⑤⑥ 自治事務

24の３② 自治事務

〈24の３
②〉

自治事務

26 自治事務

29① 自治事務

30①～
③、〈29
①〉

自治事務

35 自治事務

移譲後の措置

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可

水道事業及び水道用水供給事業に係る認可の取消し

水道用水供給事業の認可

水道用水供給事業の認可に係る附款

水道用水供給事業の変更に係る認可、附款及び届出
※30②において準用する場合を含む

水道用水供給事業に係る業務委託の届出
※31条において準用

水道用水供給事業の休止又は廃止に係る許可及び届出
※31条において準用

水道用水供給事業に係る給水開始前の届出
※31条において準用

移譲後の措置

水道事業の認可に係る附款

水道事業に係る業務委託の届出

水道事業の変更に係る認可、附款及び届出
※10②において準用する場合を含む

（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）

条項 事務・権限

水道事業に係る給水開始前の届出

水道事業に係る料金変更の届出及び供給条件の変更の
認可

水道事業の休止又は廃止に係る許可及び届出

【厚生労働省】

（７）水道法（昭32法177）

条項 事務・権限

移譲後の措置

水道事業の認可
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－ 24 －



－ 63 －－ 62 －

36①② 自治事務

37 自治事務

38 自治事務

39① 自治事務

41 自治事務

42①③ 自治事務

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

４① 自治事務

４① 法定受託事務
協議

（当分の間）

５① 自治事務

５① 法定受託事務
協議

（当分の間）

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

【農林水産省】

（９）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

二以上の水道事業者間若しくは二以上の水道用水供給
事業者間又は水道事業者と水道用水供給事業者との間
における合理化の勧告（当該水道事業者又は水道用水
供給事業者に係る管轄都道府県知事が二以上である場
合を除く。）

水道事業に係る地方公共団体（都道府県が当事者であ
る場合を除く。）による買収の認可及び裁定

水道事業及び水道用水供給事業に係る改善の指示等

水道事業及び水道用水供給事業に係る報告徴収及び立
入検査

水道事業及び水道用水供給事業に係る給水停止命令

水道事業に係る供給条件の変更の認可の申請命令

農地の転用の許可（４ha超）

農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は
移転の許可（４ha超）

農地又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は
移転の許可（２ha超４ha以下）

（４）農地法（昭27法229）

条項 事務・権限

移譲後の措置

農地の転用の許可（２ha超４ha以下）
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●－自治総研通巻444号 2015年10月号－●

－ 62 －

（別紙）

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

24⑪ 法定受託事務

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

６① 自治事務

９① 自治事務

10①～
③、〈９①〉

自治事務

11 自治事務

〈11〉 自治事務

13① 自治事務

〈13①〉 自治事務

14⑤⑥ 自治事務

24の３② 自治事務

〈24の３
②〉

自治事務

26 自治事務

29① 自治事務

30①～
③、〈29
①〉

自治事務

35 自治事務

移譲後の措置

麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可

水道事業及び水道用水供給事業に係る認可の取消し

水道用水供給事業の認可

水道用水供給事業の認可に係る附款

水道用水供給事業の変更に係る認可、附款及び届出
※30②において準用する場合を含む

水道用水供給事業に係る業務委託の届出
※31条において準用

水道用水供給事業の休止又は廃止に係る許可及び届出
※31条において準用

水道用水供給事業に係る給水開始前の届出
※31条において準用

移譲後の措置

水道事業の認可に係る附款

水道事業に係る業務委託の届出

水道事業の変更に係る認可、附款及び届出
※10②において準用する場合を含む

（６）麻薬及び向精神薬取締法（昭28法14）

条項 事務・権限

水道事業に係る給水開始前の届出

水道事業に係る料金変更の届出及び供給条件の変更の
認可

水道事業の休止又は廃止に係る許可及び届出

【厚生労働省】

（７）水道法（昭32法177）

条項 事務・権限

移譲後の措置

水道事業の認可
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－ 25 －



－ 65 －－ 64 －

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

【国土交通省】

（６）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

【環境省】

（７）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置
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－ 64 －

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

８① 自治事務

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

中小企業
における
経営の承
継の円滑
化に関す
る法律12
①

自治事務

中小企業
における
経営の承
継の円滑
化に関す
る法律15

自治事務

租税特別
措置法70
の７㉛、70
の７の２㉛
（70の７の
４⑯にお
いて準用
する場合
を含む。）

法定受託事務

租税特別
措置法70
の７㉜、70
の７の２㉜
（70の７の
４⑰にお
いて準用
する場合
を含む。）

自治事務

（13）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

非上場株式等についての贈与税、相続税又は贈与者が
死亡した場合の相続税の納税猶予に係る税務署長から
の通知の受理

【経済産業省】

非上場株式等についての贈与税、相続税又は贈与者が
死亡した場合の相続税の納税猶予に係る国税庁長官等
への通知

課税の特例及び金融支援に係る経済産業大臣の認定

中小企業の経営者等に対する指導及び助言

（17）中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平20法33）及び租税特別措置法（昭32法26）

条項 事務・権限

移譲後の措置

個人が、租税特別措置法（昭32法26）に規定する課税の
特例の適用に係る特定新規中小企業者により発行され
る株式を取得したことの確認

（10）中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平11法18）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言
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－ 26 －



－ 65 －－ 64 －

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

【国土交通省】

（６）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

【環境省】

（７）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置
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－ 64 －

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

８① 自治事務

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

18 自治事務 事後報告

28② 自治事務 事後報告

29①② 自治事務 事後報告

　　　　　有
※国民の利益を保護
する緊急の必要がある
場合に加え、国が担う
製造に係る規制に関す
る事務に必要な場合に
限る

事務の区分
個別法に規定する

国の関与
大臣の並行権限

中小企業
における
経営の承
継の円滑
化に関す
る法律12
①

自治事務

中小企業
における
経営の承
継の円滑
化に関す
る法律15

自治事務

租税特別
措置法70
の７㉛、70
の７の２㉛
（70の７の
４⑯にお
いて準用
する場合
を含む。）

法定受託事務

租税特別
措置法70
の７㉜、70
の７の２㉜
（70の７の
４⑰にお
いて準用
する場合
を含む。）

自治事務

（13）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平17法51）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する報告徴収及び立入検
査

非上場株式等についての贈与税、相続税又は贈与者が
死亡した場合の相続税の納税猶予に係る税務署長から
の通知の受理

【経済産業省】

非上場株式等についての贈与税、相続税又は贈与者が
死亡した場合の相続税の納税猶予に係る国税庁長官等
への通知

課税の特例及び金融支援に係る経済産業大臣の認定

中小企業の経営者等に対する指導及び助言

（17）中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平20法33）及び租税特別措置法（昭32法26）

条項 事務・権限

移譲後の措置

個人が、租税特別措置法（昭32法26）に規定する課税の
特例の適用に係る特定新規中小企業者により発行され
る株式を取得したことの確認

（10）中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平11法18）

条項 事務・権限

移譲後の措置

特定特殊自動車の使用者に対する技術基準適合命令

特定特殊自動車を業として使用する者に対する指導及
び助言
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●－自治総研通巻439号 2015年５月号－●

 地方自治関連立法動向研究６  

 

 

「地方創生」は政策目的か 
 ～まち・ひと・しごと創生法（平成26年11月28日法律第136号)・ 

  地域再生法の一部を改正する法律（平成26年11月28日法律第128号)～ 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 

 はじめに 
 

 まち・ひと・しごと創生法案・地域再生法の一部を改正する法律案は、2014年９月29日、

国会に提出され第187回臨時会において国会に提出され、同年10月14日に地方創生に関す

る特別委員会（以下、委員会という）に付託、11月５日に賛成多数で可決の後、衆議院本

会議において11月６日に賛成多数で可決されて、参議院に送付された。 

 参議院では、2014年11月７日に委員会付託、同年11月19日に賛成多数で可決された後、

11月21日、賛成多数で参議院本会議において可決された。首相官邸のウェブサイトによれ

ば、地域再生法の改正は６回目になる(１)。 

 本稿の課題は、まち・ひと・しごと創生法（平成26年法律第136号）と地域再生法の一

部を改正する法律（平成26年法律第128号）それぞれの概要、制定過程を整理し、地方自

治体への影響を検討することである。 

 これらは、衆議院が解散される中で「駆け込み」的に成立にこぎつけられていることか

らも、今後の政権による地方自治体へのスタンスが浮き彫りになっている可能性が高い反

面、これらの法の規定によって地方自治体の行政運営が具体的に制約を受けるようなこと

                                                                                  

(１) 「地域再生法の一部を改正する法律」（以下、法律名がこれと同じものは、「同」とする）

（平成19年法律第15号）、「同」（平成20年法律第36号）、「所得税法の一部を改正する法律」

（平成22年法律第６号）、「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年法律105号）、「同」（平成24年法律第74号）、

「同」（平成26年法律第128号）である。 

＜月刊自治総研2015年５月号より＞
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－ 48 － 

●－自治総研通巻439号 2015年５月号－● 

も想定しがたい。したがって、地方自治体が受ける具体的な影響については、これらの法

律に基づいて策定される他の計画等に多くを委ねざるを得ない。ここでは、まち・ひと・

しごと創生法の規定や地域再生法を改正する法律と同時に提出・審議されてきたことの意

味合い等について若干の言及を試みたい。 

 安倍晋三首相が2014年11月21日の衆議院解散を表明したのは、11月19日のことであった。

この日は、これらの法の成立日と同日である。参議院委員会の理事懇談会では、解散表明

の前日の11月18日に、翌19日の午後に同委員会を開催・審議することを与野党で合意して

いたが、野党側は解散表明後の審議に難色を示し、野党側の出席がないまま審議が開かれ、

そこで可決されたことになる。 

 このようにして、これらの法律の成立を急いだ背景には、安倍政権として「地方創生」

が最重要課題であると考えているからに他ならない。その一方で、内閣改造に際して同じ

く重要政策として位置づけられていた、企業に女性採用の行動計画の策定などを義務づけ

る女性活躍推進法案等のように、解散時に衆議院で審議されていた法案は、解散と同時に

廃案となっている。 

 この「地方創生」が大きくクローズアップされた背景にあるのはいわゆる「増田レポー

ト」である(２)。そこにおいて全国の「消滅可能性自治体」が列挙され、危機感が強調さ

れた。「増田レポート」の「Ⅱ ストップ少子化・地方元気戦略」には、第１の基本目標

として「『国民の希望出生率』を実現する」ことが、第２の基本目標として「地方から大

都市へ若者が流出する『人の流れ』を変え、東京一極集中に歯止めをかける」ことがそれ

ぞれ掲げられ、「Ⅲ 『長期ビジョン』と『総合戦略』の策定」においては、20年程度を

視野においた「長期ビジョン」とそれに基づく「総合戦略」の推進が「適当である」とし

ているが、これらの考え方は、まち・ひと・しごと創生法にも持ち込まれているように思

われる。 

 なお、「地域再生法の一部を改正する法律」については、地域再生法において政府が定

める地域再生基本方針について、国土形成計画法に基づく国土形成計画等との調和が保た

れることを定めているが（第４条第３項）、ここにまち・ひと・しごと創生法に基づくま

ち・ひと・しごと創生総合戦略も位置づける等の改正を行うものである。 

 

                                                                                  

(２) 増田寛也＋日本創成会議・人口減少問題検討分科会「提言 ストップ『人口急減社会』」

『中央公論』2014年６月号。 
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 1. 各法律の概要 
 

(１) まち・ひと・しごと創生法（資料１） 

   本法律は、第１章総則（第１条から第７条）、第２章まち・ひと・しごと創生総合

戦略（第８条）、第３章都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び市町村まち・

ひと・しごと創生総合戦略（第９条、第10条）、第４章まち・ひと・しごと創生本部

（第11条から第20条）で構成されている。 

   まず、重要と思われるのは、本法の目的（第１条）と基本理念（第２条）であろう。 

   資料１にあるように、本法律の目的は、「我が国における急速な少子高齢化の進展

に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集

中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日

本社会を維持していくためには、国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな

生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な

人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進するこ

と（以下「まち・ひと・しごと創生」という。）が重要となっていることに鑑み、ま

ち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、政府が講ずべきまち・ひ

と・しごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画（以下「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」という。）の作成等について定めるとともに、ま

ち・ひと・しごと創生本部を設置することにより、まち・ひと・しごと創生に関する

施策を総合的かつ計画的に実施すること」である（第１条、下線は筆者）。 

   本法律には第２条において７つの基本理念が述べられている。すなわち、①国民が

個性豊かで魅力ある地域社会で潤いのある生活を営めるよう、それぞれの地域の実情

に応じた環境を整備すること、②日常生活・社会生活の基盤となるサービスについて、

需要・供給を長期的に見通しつつ、住民負担の程度を考慮して、事業者・住民の理

解・協力を得ながら、現在・将来における提供を確保すること、③結婚・出産は個人

の決定に基づくものであることを基本としつつ、結婚・出産・育児について希望を持

てる社会が形成されるよう環境を整備すること、④仕事と生活の調和を図れるよう環

境を整備すること、⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性化により、

魅力ある就業の機会を創出すること、⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携

協力による効率的かつ効果的な行政運営の確保を図ること、⑦国・地方公共団体・事
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業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること、である。 

   ⑥、⑦の規定は、「増田レポート」にいうところの「『選択と集中』の考え方の下、

『若者に魅力ある地域拠点都市』に投資と施策を集中する」という言及につながるも

のであると思われる。①から⑤に謳う「まち・ひと・しごと創生」の施策を当該地方

自治体で完結できない場合等は周辺自治体と「連携」することになり、その際の財政

的な支援についても連携中枢都市等を中心に行われることになるものと思われる(３)。 

   また、②、⑦における「事業者」にも着目しておきたい。というのは、「地方創生」

が最重要施策となった背景には、「アベノミクス」とりわけ「第３の矢」が密接に関

連していると思われるからである。 

   「アベノミクス」について、改めての説明は不要かと思われるが、「第３の矢」す

なわち民間の投資を喚起する成長戦略では、規制緩和等により企業活動の領域を広げ、

そうして企業が得た収益が企業の投資や労働者の賃金として分配されることで景気が

上向くことが目論まれていた。これらは当初、グローバルに活動する企業が日本にお

ける事業活動を円滑に進めるための規制改革が中心であった。しかし、円安にもかか

わらず輸出の伸びが鈍いことや企業収益が名目賃金を押し上げているものの実質賃金

が伸び悩むなど国内の景気低迷が長期化する中で新たな成長戦略として打ち出された

のが「ローカル・アベノミクス」としての地方創生なのである(４)。 

   地方で事業者が活動する領域を広げようとする具体的な動きとして、「地方創生特

区」の指定について2015年１月27日の第11回国家戦略特別区域諮問会議で議題に上り、

同年３月19日の第13回の同会議において地方創生特区第一弾として秋田県仙北市、宮

城県仙台市、愛知県がそれぞれ指定されている(５)。これらの動きは、本法律に規定

されているものではなく、むしろ、衆議院解散に伴い廃案となった国家戦略特別区域

法の改正等と密接な関係を持つが、本法律の基本理念との関係では重要であると思わ

                                                                                  

(３) 例えば、総務省「連携中枢都市圏構想の推進に向けた総務省の財政措置の概要」など。 

(４) ローカル・アベノミクスについては、経済財政諮問会議「経済財政運営と改革の基本方針

2014～デフレから好循環拡大へ～」では、「成長戦略の成果が全国津々浦々まで広がり、中長

期的な地域経済の展望を見いだせるよう、しっかりとした対応（「ローカル・アベノミクス」）

を行うことが必要である」との記述がみられる。 

(５) 国家戦略特別区域諮問会議「規制改革事項の追加及び地方創生特区の指定について」（第11

回会議配布資料２）。指定地域における政策テーマはそれぞれ、仙北市「『農林・医療ツーリ

ズム』のための改革拠点」、仙台市「『女性活躍・社会起業』のための改革拠点」、愛知県

「『産業の担い手育成』のための教育・雇用・農業等の総合改革拠点」である（国家戦略特別

区域諮問会議第13回会議資料３－１参照）。 

－ 34 －



 

－ 51 － 

●－自治総研通巻439号 2015年５月号－●

れる(６)。 

   第３条から第６条では、国、地方公共団体の責務、事業者、国民の努力が規定され

ている。地方公共団体は、基本理念にのっとり、まち・ひと・しごと創生に関し、国

との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体

の区域の実情に応じた自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する（第４条）。 

   第７条では、当該施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を国が講ずることが定められている。これは、後述のまち・ひと・しごと創生総合

戦略（以下、総合戦略という）に基づく法律改正や財政措置等の根拠となるものであ

る。 

   総合戦略については、第８条に定められている。当該総合戦略は政府が策定するも

のであるが、その案を作成するのは第11条により内閣に置かれるまち・ひと・しごと

創生本部である。 

   総合戦略には、まち・ひと・しごと創生に関する目標や施策に関する基本的方向、

その他必要な措置であるが、特徴的なのは第８条第３項の定めであろう。内閣府ま

ち・ひと・しごと創生本部事務局参事官の溝口洋も「これまでの様々な政府が策定し

た計画や戦略と一線を画する規定として、第３項に注目する必要がある」としている(７)。

溝口は、第３項について、総合戦略の案が「人口の現状及び将来の見通し」を踏まえ

たものであること、検証可能な客観的な指標の設定を要することを挙げているが、筆

者には、「地方公共団体の意見を反映させるために必要な措置」が当該戦略等の策定

プロセスにおいて十分に講ぜられたかの検証が必要であるように思われる。 

   第９条、第10条は、それぞれ都道府県、市町村における総合戦略に関して規定され

ている。いずれも「定めるよう努めなければならない」という努力義務規定であり、

資料１からもわかるように、都道府県においては国の、市町村においては国・都道府

県いずれもの総合戦略を勘案して策定することを求められている。 

   また、法律上の要請ではないが、政府は、都道府県と市町村に対し、2015年度中に

総合戦略を定めることを求めている(８)。 

                                                                                  

(６) 「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」は、2015年４月３

日に閣議決定されており、今後の立法過程に注目する必要があると思われる。 

(７) 溝口洋「まち・ひと・しごと創生法の解説（中） ― その法的性格、意義、条文のポイント」

『地方財務』2015年２月号。なお、溝口による解説は、この『地方財務』（上)(中)(下）のほ

か、『地方自治』、『自治体法務研究』等で展開されている。併せて参照されたい。 

(８) 溝口、注(７)参照。 
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   第11条以降は、まち・ひと・しごと創生本部に関する規定である。 

 

(２) 地域再生法の一部を改正する法律（資料２） 

   地域再生法の一部を改正する法律の背景には、「日本再興戦略」改訂2014があり、

そこには、「地域創生の仕組み」についての言及がある（資料２）。そこで、まち・

ひと・しごと創生法との関係を重視しながら改正点をみると、まず、基本理念（第２

条）に少子高齢化の進展、人口減少、産業構造の変化といった地域の現状を書き加え

ていることがわかる。また、第３条の３が新設され、関係行政機関の連携の強化が盛

り込まれている。これらは、まち・ひと・しごと創生法における背景や基本理念と関

連があるように思われる。 

   冒頭に触れた第４条第３項も当然新設されたものである。このほか、地域再生計画

の認定を申請しようとする地方公共団体等は、内閣総理大臣に対して、地域再生の推

進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる（第４条の３）

こと等により地域再生計画の作成段階の課題に対応し、地域再生計画の認定をワンス

トップ化するために、地域再生計画と一括提出が可能となった計画（表１参照）や地

域再生計画の認定と同時に発行する計画が設けられた。 

 

    表１ 地域再生計画と一括提出が可能な計画 

 

計  画  名 法  律  名 

都市再生整備計画 都市再生特別措置法 

立地適正化計画 都市再生特別措置法 

地域住宅計画 
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等

の整備等に関する特別措置法 

活性化計画 
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流

の促進に関する法律 

広域的地域活性化基盤整備計画 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律

地域公共交通網形成計画 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 

観光圏整備計画 
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在に関

する法律 

  （出所）地域再生法別表より作成。 
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   今回の改正においてさらに追加された事項のひとつに第10条の２の規定がある。こ

れは、地域再生計画が認定された地方自治体は、内閣総理大臣に対し関係行政機関の

事務の調整を行うことができるものである。 

   また、地方自治体は、地域再生計画の作成・変更などにあたり必要があるときは、

「内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派

遣についてあっせんを求めることができる」（第34条）こととされ、内閣総理大臣等

は、あっせんの要請に対して「その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、

適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする」（第35条）との規定も新設され

ている。 

   さらに、資料２によれば「4.新たな特別の措置」に該当する点であるが、そこで例

示された農林水産業の振興のための特例措置等として、「地域農林水産業振興施設整

備計画」を作成できることを規定し、地域農林水産業振興施設整備事業者が、当該計

画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外の

ものにする場合には、農地法第４条第１項の許可があったものとみなし、農地又は採

草放牧地以外のものにするためにこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目

的とする権利を取得する場合には、農地法第５条第１項の許可があったものとみなす

ことを規定し、農用地区域の変更については、農業振興地域の整備に関する法律第13

条第２項の規定は適用しないものとしている。 

   地域農林水産業振興施設については、第５条第４項として地域再生計画の地域再生

を図る事業に関する事項（第５条第２項第２号）に記載することができる旨が今回の

改正で新設されているが、同様に、構造改革特別区域法、中心市街地の活性化に関す

る法律に基づく事業で地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境

の整備に資する事業、が新たに記載することができるようになった(９)。これに伴っ

て、第17条の５から７にそれぞれの手続きに関する特例が定められている。 

 

  

                                                                                  

(９) 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく事業

で地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものについても同様である。 
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 2. 両法律の制定過程 
 

 両法律の提出日等については冒頭述べた通りである。ここでは、両院の本会議、地方創

生に関する特別委員会（以下、委員会という）における議論等を中心に触れていく。 

 衆議院では、2014年10月９日に委員会設置が本会議で決定され、同日の委員会において

委員長及び理事の互選が行われた。議案の委員会付託が行われた同年10月14日の本会議で

は両案の趣旨説明が行われ、新藤義孝（自民党）、渡辺周（民主党）、小熊慎司（維新の

党）、稲津久（公明党）、松田学（次世代の党）、佐藤正夫（みんなの党）、塩川鉄也

（共産党）、畑浩治（生活の党）が質問を行っている。 

 新藤が、まち・ひと・しごと創生法案と併せて地域再生法の改正案を提出した意義を質

問したのに対し、安倍晋三首相は、「地域活性化の成果を速やかに上げていくためには地

方公共団体の取り組みに対する具体的な支援の充実が必要であることから、地域活性化関

連の計画認定手続のワンストップ化等、より具体的な内容を盛り込んだ地域再生法改正案

をあわせて国会に提出したところであります。」と回答している。まち・ひと・しごと創

生法に定められた基本的な事項を現実に進めていくものとして地域再生法の一部を改正す

る法律が位置づけられていることがわかる。 

 小熊は、地域再生計画とまち・ひと・しごと創生総合戦略との違いを問い、それに対し

て石破茂地方創生担当相は、「地域再生計画は、それぞれの地域において地域再生を図る

ために取り組もうとする個別の事業や、それを実施するための国の支援措置等について具

体的に定める実施計画でありますが、創生本部が年末に策定する総合戦略は、国の五カ年

計画として、各分野にまたがる政策の目標や基本的方向性等を明示し、政策全般にわたる

戦略を定めるものであります。（中略）政策の大きな枠組みを示す地方版の総合戦略と、

個別の事業の具体的な実施計画である地域再生計画とは、性格が異なるものとなるわけで

あります。」と回答しているが、先述の通りすでに地域再生計画は多くの計画が認定を受

けていることから、地域によっては、大きな枠組みである総合戦略を後づけることになる。 

 10月15日に、委員会の質疑が始まり、17日にも質疑が行われた。17日には、委員の徳島

県への派遣が決定している。10月29日には、徳島派遣における意見交換等の報告があり、

質疑が行われた。 

 10月30日の委員会には、審査のための参考人として森雅志（富山市長）、辻琢也（一橋

大学大学院法学研究科教授）、辻山幸宣（公益財団法人地方自治総合研究所所長）、五十

－ 38 －



 

－ 55 － 

●－自治総研通巻439号 2015年５月号－●

嵐忠悦（前横手市長）が出席した。 

 森からは、富山市における取組の紹介や、交付金に対する期待（内閣府による省庁横断

的なプロジェクト）と希望（基礎自治体に直接届く交付金制度）が述べられた。辻からは、

地域再生法改正案におけるワンストップ化と国の支援体制を高く評価し、両法案の成立に

対する期待が述べられた。辻山からは、適正な人口規模の議論やかつての過疎対策の評価

の必要性が指摘され、地方の一般財源充実の重要性、連携による周辺部の自己決定権の喪

失に対する危惧等が指摘された。五十嵐からは、横手市長時代の失敗からの教訓として、

人材や経営責任の重要性が挙げられ、経営のリスクに対する対応への期待等が述べられた。 

 これらに対して、とかしきなおみ（自民党）、奥野総一郎（民主党）、村岡敏英（維新

の党）、濱村進（公明党）、桜内文城（次世代の党）、佐藤正夫（みんなの党）、宮本岳

志（共産党）、小宮山泰子（生活の党）から質疑が行われた。 

 翌、10月31日の委員会では安倍晋三首相出席のもとで総括的な質疑が行われた。11月５

日には、馬淵澄夫ほかの提出した「国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関

する法律案」（以下、野党対案という）が付託され、趣旨説明、質疑が行われるとともに、

中丸啓ほかからまち・ひと・しごと創生法案と地域再生法の一部を改正する法律案の修正

案が提出された（以下、修正案という）。野党対案は、一括交付金の復活等を盛り込むも

の、修正案は、道州制の推進に関する規定が主なものであった。 

 これらに対し、宮川典子（自民党、政府案に賛成、野党対案、修正案に反対）、篠原孝

（民主党、野党対案に賛成、政府案に反対）、重徳和彦（維新の党、野党対案に賛成、政

府案に反対）、中丸啓（次世代の党、政府案及び修正案に賛成、野党対案に反対）、佐藤

正夫（みんなの党、政府案・修正案に反対、野党対案に賛成）によりそれぞれの立場から

討論が行われた。 

 採決の結果、野党対案、修正案は賛成少数により否決、政府案が原案通り賛成多数で可

決成立した。 

 11月６日には、衆議院本会議において衆議院委員会委員長の鳩山邦夫から審査の経過・

結果が報告され、篠原孝（民主党）、三宅博（次世代の党）、坂本祐之輔（維新の党）、

佐藤正夫（みんなの党）、塩川鉄也（共産党）から討論があり、採決の結果、委員会と同

様の結果となった。 

 議論の舞台は参議院へと移り、11月７日本会議において委員会の設置、まち・ひと・し

ごと創生法と地域再生法の一部を改正する法律の趣旨説明があった。これに対し、中原八

一（自民党）、藤本祐司（民主党）、横山信一（公明党）、山田太郎（みんなの党）、儀
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間光男（維新の党）、吉良よし子（共産党）から質疑があった。 

 11月10日、参議院委員会が開催され、両法案の趣旨説明が行われ、堂故茂（自民党）、

古賀友一郎（自民党）、平木大作（公明党）から質疑が行われた。翌11月12日には、安井

美沙子（民主党）、藤末健三（民主党）、山田太郎（みんなの党）、寺田典城（維新の

党）、儀間光男（維新の党）、紙智子（共産党）、江口克彦（次世代の党）が質疑に立っ

ている。その後、11月14日に質疑、17日には高崎市において公聴会が開かれている（公述

人：澤浦彰浩（農業生産法人グリンリーフ株式会社代表取締役）、永井彰一（株式会社田

園プラザ川場代表取締役）、富岡賢治（高崎市長）、岸良昌（みなかみ町長））。 

 11月19日の委員会には、民主党、みんなの党、維新の党、共産党が欠席をしている。こ

れは、18日夜に安倍晋三首相が11月21日の衆議院解散を表明したことによる。解散時点で、

衆議院は通過しており、野党が欠席しても委員会の定足数は満たすことから野党欠席のま

ま審議は続行された。その後、同日に採決され両法案とも全会一致をもって委員会可決し

ている。 

 11月21日参議院本会議において委員会委員長の関口昌一から審査の経過・結果が報告さ

れ、その後一括して採決され、賛成多数（投票総数138、賛成137、反対１）で両案は可決

された。 

 

 

 3. これらの法律により地方自治体が受ける影響 
 

 まち・ひと・しごと創生法と地域再生法の一部を改正する法律、特に前者は、「基本法

的性格」の法律であるため、これらの法律により具体的に影響を受けるということは考え

にくい(10)。 

 したがって、衆議院委員会の参考人辻山幸宜も「法案が示しているもので唯一具体的な

のは、創生総合戦略をつくる、国がまず総合戦略をつくる、これを勘案して都道府県でも

つくったらどうだい、つくる努力をしてもらいたい、市町村は国の総合戦略と都道府県の

総合戦略を勘案して市町村ごとにつくってもらいたい、努力してもらいたい」となってい

ると指摘している。 

                                                                                  

(10) 溝口洋は、他の基本法との相違について、「その下に具体の作用法が“ぶら下がる”という

ことを基本的に想定していない」と述べている（溝口洋「まち・ひと・しごと創生法の法制的

論点」『自治体法務研究』2015・春）。 
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 さらに、担当大臣である石破茂も、「これに中身がないではないかというご指摘は、私

どもは謙虚に承らなければなりません。」と述べている(11)。 

 ここで、2014年12月27日に閣議決定した「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」（以

下、長期ビジョン＝資料３）と「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（＝資料４）に若干

触れておくこととする。 

 長期ビジョンは、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の認識の

共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示するもので、「Ⅰ 人口問

題に対する基本認識」、「Ⅱ 今後の基本的視点」、「Ⅲ 目指すべき将来の方向」で構

成されている。総合戦略は、長期ビジョンを踏まえ、2015年度を初年度とする今後５か年

の政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたもので、「Ⅰ 基本的考え方」、

「Ⅱ 政策の企画・実行に当たっての基本方針」、「Ⅲ 今後の施策の方向」、「Ⅳ 国

家戦略特区・社会保障制度・税制・地方財政等」で構成されている。 

 2015年度以降の「地方版総合戦略」の策定・実施に向けた支援がこれから展開されてい

くこととなるが、2014年度の段階では、「緊急的取組」として、後にも触れるが、「地域

住民生活等緊急支援のための交付金」等の事業が用意されている。 

 これらの交付金が支給されるためには、努力義務であるとはいえ、都道府県・市町村に

おいても、総合戦略の策定が前提となるものと思われることから、何らかの計画を策定す

ることが求められるであろうが、その際、どの程度国等の総合戦略を「勘案」できるかが

最大の課題となると思われる。 

 自治体によっては、すでに総合戦略を策定している。たとえば、京都府京丹後市（人口

58,104人＝2015年３月末現在、住民基本台帳による）では、京丹後市まち・ひと・しごと

創生人口ビジョン及び総合戦略を2015年３月２日に公表している。総合計画等の従来の施

策を織り込みつつ策定されており、人口ビジョンは、「人口対策の効果が十分に発現すれ

ば、2060年、本市は『７万５千人』程度の人口が確保される」との将来像が描かれている。 

 個別の策定事例に関する評価をここで具体的に論じることはできないが、従来の施策を

国の総合戦略に当てはめて（これを「勘案」として）策定されたようなもので人口減少等

の地域課題が解決または改善するのであれば、そもそも今回のような法律等は必要であっ

たのだろうか。 

  

                                                                                  

(11) 2014年11月12日参議院委員会における相原久美子（民主党）の質疑に対する答弁。 
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 4. 「まち・ひと・しごと創生」の財政的裏づけ
(12)
 

 

 ここでは、「まち・ひと・しごと創生」に対する財政的措置について、平成26年度補正

予算、平成27年度予算、同地方財政計画から簡単に言及する。立法動向を追うべき本稿の

課題からは若干外れるが、まち・ひと・しごと創生法や地域再生法の改正によって前者の

「基本法的性格」等により地方自治体が受ける具体的な影響が多くないと見込まれる中で、

予算措置からは何らかの影響を受けざるをえない可能性が高いため、その動向は、立法の

意義等を理解するうえで有益であると考える。 

 平成26年度補正予算は、「Ⅰ 現下の経済情勢等を踏まえた生活者・事業者への支援」

（約1.2兆円）、「Ⅱ 地方が直面する構造的課題等への実効ある取組を通じた地方の活

性化」（約0.6兆円）、「災害復旧・復興加速化など災害・危機への対応」（約1.7兆円）

からなる。 

 このうち、直接的に関連するのは、Ⅱの「1.まち・ひと・しごとの創生に向けた『総合

戦略』の先行的実施」（1,982億円）である。この多くは、「地域住民政活等緊急支援の

ための交付金［地方創生先行型］」（1,700億円）であるが、補正予算における交付金に

は、Ⅰに［地域消費喚起・生活支援型］（2,500億円）が別途盛り込まれている。このた

めか、報道等によっては、交付金がすなわち地方創生に対する予算措置であるかのような

誤解も見受けられる。プレミアム付商品券や旅行券等は一般的にⅠのカテゴリーである。

しかし、［地方創生先行型］にも交付対象のメニュー例として「観光振興・対内直接投資」

が盛り込まれている。想定されている事業としては、自治体主催の観光プロモーション、

無料Ｗｉ－Ｆｉの設置等であるが、この事業を活用した旅行券の発売が企画されることも

ありえよう(13)。 

 本稿との関係で言及すべきは、［地方創生先行型］の活用に関しては、「地方版総合戦

                                                                                  

(12) 本節の執筆にあたっては、星野泉「地方創生と地方交付税」、兼村高文「地方創生と2015年

度予算」（以上は、『政活経済政策』2015年３月号所収）、平岡和久「『地方創生』と2015年

度地方財政」『自治と分権』第59号、井手英策「地方創生に見る分断の危機」、井田正夫

「『地方創生』の背景と自治体」、其田茂樹「2015年度地財計画と地方財政」（以上は、『月

刊自治研』2015年２月号所収）等を参照している。 

(13) 地方創生先行型交付金を活用した観光事業として、宝塚市は、宝塚歌劇団ＯＧとの舞踏会を

開催する計画であるという（『官庁速報』2015年３月４日）。 
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略の策定」が「必須」となっている点であろう(14)。法律では「努力義務」であるものが、

交付金の活用にあたっては、その策定が前提となっているのである。溝口によれば、「地

方分権の考え方から、純粋な義務ではなく努力義務規定としている」とのことだが、財政

面で事実上義務づけておいて、法律の規定では努力義務にとどめることにより地方分権が

担保されているという考え方には違和感が残る。さらには、このように義務づけた総合戦

略には、客観的な指標を置き、その検証を求めることが「法定」されているのである（第

８条第３項、第12条第２項）。 

 次に、平成27年度予算についてみてみよう。財務省が公表している「平成27年度予算の

ポイント」によれば、関連する予算措置として、①総合戦略等を踏まえた個別施策（社会

保障の充実にかかるものを除く）（7,225億円）、②まち・ひと・しごと創生事業費の地

方財政計画の歳出への計上（1.0兆円）、③社会保障の充実（1.36兆円＝国・地方合計）

が挙げられるが、ここでは、①について言及する。 

 政府の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」における基本目標に沿った政策パッケージ

ごとに措置された予算額は、(１)「地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする」

（1,744億円）、(２)「地方へ新しいひとの流れをつくる」（644億円）、(３)「若い世代

の結婚・出産・子育ての希望をかなえる」（1,096億円）、(４)「時代に合った地域をつ

くり、安心な暮らしを守るとともに、地域と地域を連携する」（3,741億円）である。 

 各項目について、予算規模の大きいものを中心に確認しておこう(15)。 

 まず、(１)においては、「新規就農・経営伝承総合支援事業」（農林水産省所管、

194.8億円）、「公共施設への再生可能エネルギー・先進的設備等導入推進事業」（環境

省所管、190.0億円）、「革新的ものづくり産業創出連携促進事業」（経済産業省所管、

128.7億円）等となっている。 

 (２)では、「人口減少の克服に向けた私立大学等の教育研究基盤強化」（文部科学省所

管、257.5億円）、「沖縄科学技術大学院大学（沖縄振興策）」（内閣府所管、167.3億円）

が際立って高い。 

 (３)では、「幼稚園、保育所等の利用者負担の軽減（幼児教育無償化に向けた段階的取

                                                                                  

(14) 2015年１月９日開催のまち・ひと・しごと創生本部「まち・ひと・しごと創生総合戦略及び

地域住民生活等緊急支援のための交付金に関する説明会」における配布資料により確認。 

(15) 詳細は、まち・ひと・しごと創生本部ウェブサイト（首相官邸）「平成27年度予算における

まち・ひと・しごと創生関連事業」参照。同サイトでは、補正予算の関連事業についてのリン

クもある。また、注(12)で紹介した兼村論文も参照されたい。 
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組）」（文部科学省所管、323.4億円）、「非正規雇用労働者の雇用の安定と処遇の改

善」、「総合的かつ体系的な若者雇用対策の充実」（いずれも厚生労働省所管、それぞれ

311.9億円、221.5億円）が目立つ。 

 (４)では、「沖縄振興一括交付金（沖縄振興策）」（内閣府所管、1,617.6億円）が全

体から見ても圧倒的な金額を占め、次いで、「地域再生基盤強化交付金」（内閣府所管、

430.7億円）、「循環型社会形成推進交付金」（環境省所管、354.7億円）、「スマート

ウェルネス住宅等推進事業」、「地域公共交通確保維持改善事業」（いずれも国土交通省

所管、それぞれ320.0億円、290.1億円）となっている。 

 予算規模の多寡が政策の重要度を反映したものではないことは当然であるが、新規性が

低いというか、地方創生が強調されようがされまいが予算化されたであろう事業が目立つ

ところであろう。すなわち、当然に必要な事業でさえも、新規の政策に関連づけなければ

予算額の確保が困難であるというのが、現下の財政状況であるとも評価できよう。 

 なお、「しごと」（＝(１)）、「ひと」（＝(２)）については、法律で用いられた通り

の用語法が予算措置にまで反映されているが、「まち」については、基本目標・政策パッ

ケージの表題からこぼれ落ちているようである。まち・ひと・しごと創生法にいうところ

の「まち」は、「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営め

る地域社会の形成」であったが、そのような「まち」は、(４)の表現を借りれば、時代に

合わなくなった地域を選択し、地域と地域を連携させることによって新たな地域をつくる

というプロセスが必要だということであろうか。であるならば、「地方創生」という語義

が理解できるようにも思われる。 

 地方財政計画における「まち・ひと・しごと創生事業費」についても、平成27年度予算

と同様に新規性という観点は乏しいものである。 

 「平成27年度地方財政計画の概要」（以下、「概要」という）を見ると、「まち・ひ

と・しごと創生事業費」は、「地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮して地方創生

に取り組み、地域の実情に応じたきめ細やかな施策を可能にする観点から」創設されたも

のだとされている。 

 その内容として、まず、大きく既存の歳出の振替えと新規の財源確保（各5,000億円）

に分けることができる。前者については、前年度における地域の元気創造事業費の全額

（3,500億円）と歳出特別枠の一部（1,500億円）、後者は、住民税法人税割の交付税原資

化に伴う偏在是正効果（1,000億円）、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金

の活用（3,000億円）、過去の投資抑制による公債費減に伴い生じる一般財源の活用
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（1,000億円）である。 

 前者の動きは、「危機対応モード」から「平時モード」へと転換する中で、歳出特別枠

については解消に向けた削減を行いつつ、地域活性化などの財源は確保するという動きの

一環としてみてよいであろう。歳出削減圧力のもと、必要な一般財源を確保する動きとし

て評価できるが、歳出特別枠自身がそもそも必要な経費までをも「特別枠」としてするこ

とで一般財源の水準を確保してきた可能性があることを踏まえると、これらのうち、どれ

ほどの金額が新たに「まち・ひと・しごと創生」へと振り向けられるかについては未知数

であろう(16)。 

 後者について、住民税法人税割の交付税原資化とは、道府県民税法人税割の税率を

1.8％、市町村民税法人税割の税率を2.6％それぞれ引き下げたうえで、同率分を「地方法

人税」として国税化し、その全額を地方交付税の原資とするものである。端的に言えば、

不交付団体の減収分が水準超経費を除いた一般財源の充実につながることとなる。「概要」

では、「今後、偏在是正を更に進めること等により恒久財源を確保する方針」とされてい

る。 

 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用は、地方公共団体金融機構法附

則第14条を根拠とするものであるが、これを2015年度から３年間で6,000億円以内を地方

創生に活用することとしたものである。 

 過去の投資抑制による公債費減に伴い生じる一般財源の活用は、投資を抑制してきたこ

とにより建設地方債の発行が抑えられた結果、本来であれば元利償還として必要となって

いた公債費に相当する金額が、一般財源として活用できることとなったことを指す。 

 以上のように財源が確保された「まち・ひと・しごと創生事業費」であるが、地方公共

団体への配分は、地方交付税の算定により行われる。その際の財政需要は、既往の「地域

の元気創造事業費」（4,000億円程度）及び新たに創設される「人口減少等特別対策事業

費」（6,000億円程度）によって算定される。前者は、行革努力分（3,000億円程度）と地

域経済活性化分（900億円程度＋100億円程度の特別交付税）に分類され、後者は、「人口

を基本とした上で、まち・ひと・しごと創生の『取組の必要度』及び『取組の成果』を反

                                                                                  

(16) この点、椎川忍は、「地方創生に関する特別な歳出水準（枠）を地方財政計画の中で確保す

ることが、まずは肝要である」としたうえで、「地方創生のために必要な歳出は、既存の地方

財政計画の中にもさまざまに計上されているので、今回確保すべきは特別な歳出の水準（枠）

であることに留意すべきである」と注記している（椎川忍「地方創生元年の課題 ― 自治体職

員はどう行動すべきか」『地方財務』2015年２月号）。 
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映」（「概要」）することとしている。 

 紙幅の関係もあり、これ以上詳述できないが、課題を挙げるとすれば、「地域の元気創

造事業費」における行革努力分の算定である。行革努力は、普遍的で不断の取組が必要な

ものではあるが、人口対策や地域活性化を目指す事業費の算定としてふさわしいか否かに

ついて十分な検討が必要であるといえよう。 

 

 

 5. 地方創生関連法としての意義 
 

 まち・ひと・しごと創生法と地域再生法の一部を改正する法律を合わせて地方創生関連

法として提出された意義はどこにあるのだろうか。各法の提出理由や目的等によりながら

ここで若干の検討を加えておきたい。 

 まち・ひと・しごと創生法案の提出理由には、「我が国における急速な少子高齢化の進

展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中

を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会

を維持していくためには、まち・ひと・しごと創生が重要となっていることに鑑み、ま

ち・ひと・しごと創生について、基本理念、国等の責務、まち・ひと・しごと創生総合戦

略の作成等について定めるとともに、まち・ひと・しごと創生本部を設置する必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。」とあり、地域再生法の一部を改正する法律

案の提出理由には、「地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生計

画の認定の申請をしようとする地方公共団体による政府が講ずべき新たな措置に関する提

案制度を創設するほか、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、地域

農林水産業振興施設整備計画の作成及びこれに基づく農地等の転用等の許可の特例並びに

構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例を追加する等の必要がある。これが、この

法律案を提出する理由である。」とある。 

 以上は、いずれも成長戦略の地方版である「ローカル・アベノミクス」としての対応と

して重要な施策であり、それは、特に地域再生法の一部を改正する法律にあるように、規

制緩和を通じた企業活動のしやすさを地域にもたらしつつ、そのことが、まち・ひと・し

ごと創生法にある人口減少に歯止めをかけ、東京圏への過度の流入を防止することにつな

がっていくとの認識が見て取れる。 

 さらに、総合戦略の策定を地方自治体に促進するに当たり、すでに30回、件数にして累
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計で1,718件の認定実績のある地域再生計画との調和を求めつつ同計画をワンステップ化

等することにより、地方自治体の策定に係る負担を軽減しようとしている可能性も考えら

れる。 

 次に、各法の目的についてであるが、まち・ひと・しごと創生法については、先述の通

りである。また、地域再生法については、「この法律は、近年における急速な少子高齢化

の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的

かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の

活力の再生（以下「地域再生」という。）を総合的かつ効果的に推進するため、その基本

理念、政府による地域再生基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及び

その内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別

の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会

を実現し、国民経済の健全な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、下線は筆者）とされている。 

 つまり、この２つの法律は、「急速な少子高齢化の進展」に「対応」することが共通の

目的となっており、それに対して、必要な施策（まち・ひと・しごと創生、地域再生）を

「総合的かつ計画的に実施する」（まち・ひと・しごと創生法）、「総合的かつ効果的に

推進する」（地域再生法）ことをそれぞれの目的としているのである。 

 まち・ひと・しごと創生法の目新しいところは、人口減少への歯止め、東京圏への人口

の過度の集中を是正するということを明確にしている点であるといわれている(17)。しか

し、今回の地域再生法の改正（第４条第３項）との関係で若干言及すれば、法律に規定さ

れている計画等が調和を保たれたものでなければならないとされている地域再生法や国土

形成計画法が人口減少や人口に関する視点を欠いていたわけではないことを指摘せざるを

えない。すなわち、地域再生法ではその基本理念に「地域再生の推進は、少子高齢化が進

展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続

的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境

を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図るこ

とを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造

                                                                                  

(17) 溝口はこの点、「『人口減少の歯止め』と『東京一極集中の是正』を法律上明記したのは我

が国初めてのことであり、創生法は、今後数十年にわたる我が国の将来に対し大きな方向性を

与えるものであるということができる」としている（『地方自治』2015年４月（通巻809）

号）。 
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力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出する

とともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合

的かつ効果的に行うことを旨として、行わなければならない」（第２条、下線は筆者）と、

人口の減少を問題意識に含め、「まち・ひと・しごと創生法」でいう「まち」「ひと」

「しごと」に対応するような理念が打ち出されていることが確認できる。国土形成計画法

においても、国土形成計画に関する事項として「都市及び農山漁村の規模及び配置の調整

並びに整備に関する事項」（第２条、下線は筆者）が掲げられているし、国土形成計画の

基本理念には、減少に対する言及はないものの「国土形成計画は、我が国及び世界におけ

る人口、産業、その他の社会経済構造の変化に的確に対応し、（中略）適切に定めるもの

とする」（第３条、下線は筆者）と定められていることが確認できる。 

 すなわち、溝口のいうように人口減少や東京一極集中が、まち・ひと・しごと創生法の

立法事実であるとすれば、むしろ、地域再生法や国土形成計画法をこうした問題意識に

沿って改正することで対応可能であったと思われ、それでも、新たな立法措置を伴う必要

があるとすれば、この問題意識をより具体的に追及する作用法の制定、あるいは、より具

体的な作用法の改正も併せて行うべきではなかったかと思われるのである(18)。 

 それでは、先述のように、担当大臣が中身の乏しいことを事実上認めるような立法措置

がなされたのには、どのような意図や背景等があったのだろうか。この点、やや繰り返し

になるが、筆者は、まち・ひと・しごと創生法に謳われた「事業者」の存在が重要であっ

たのではないかと考える。 

 事業者にとってみれば、まち・ひと・しごと創生の一翼を担う主体として基本理念に法

定される以外に、具体的な責務等を負うことはその活動の制約になるため、望ましくない。

まち・ひと・しごと創生法には国・地方公共団体には「責務」が定められているが（第３

条、第４条）、事業者には「基本理念に配慮して事業活動を行う」、「施策に協力するよ

うに努める」という「努力」が定められているのみである（第５条）。 

 「事業者」とともにこの立法措置を理解するうえで重要なのは「特区」であろう。国家

戦略特別区域法により国主導での特区指定も可能となっており、一部の大臣と民間人で組

織された国家特別区域諮問会議で決定すれば、「政高党低」のもと、その決定は「粛々と」

実行への過程をたどることになる。このとき、まち・ひと・しごと創生法において具体的

な規定が存在した場合、その過程を妨げることになりかねないため、同法には、具体的な

                                                                                  

(18) 注(10)に記載の溝口論文等を参照。 
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規定は少ないことが望ましく、さらには、「ワンストップ化」のもとで、その決定が他の

法律にも効力を及ぼすことになるのである。 

 財政面でいえば、国の従来型の地域振興事業に地方創生の衣をまとわせ、その主体とし

ての事業者の活動をサポートするために特区制度を活用しつつ、その規制緩和を全国化す

ることにより地域における企業活動の領域も拡大していくことになるのである。 

 地方自治体には、実質的な効果はともかく、行革と地域経済活性化の両立を成果として

求めることとなるため、地方の一般財源の使途もこうした事業者の活動をサポートする施

策への選好を強める可能性が高い。 

 以上を要するに、地域レベルの企業活動に対する障害に「岩盤規制」のレッテルを貼り、

特区を足がかりとして規制緩和を全国化しつつ、その過程においては国と地方の財政も動

員することで自由な企業活動を保障する装置の一環として、今回の立法措置を理解するこ

とが可能なのではないか。ここでいう企業活動には地域における金融機関の活動も含まれ

る。まち・ひと・しごと創生本部が金融機関に対して実施したアンケート(19)によれば、

地方版総合戦略の策定に向けて、約７割の金融機関が地方公共団体と接触を持ち、約５割

が個別事業への関与について打診・要望を受けている。金融機関側の態勢整備の面では、

約６割で専門チームの立ち上げなどが行われている。 

 また、意図されたものであったか不明であるが、前内閣においては総務大臣が兼務して

いた国家戦略特別区域担当大臣を地方創生担当大臣が兼務することとした点についても、

このような観点から整理可能なように思われる。 

 すなわち、地方創生は、目的ではなく自由な企業活動を地域レベルで保障するために必

要な規制緩和の手段であると思われる。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

 

キーワード：地方創生／まち・ひと・しごと創生法／地域再生法／ 

      国家戦略特別区域／規制緩和 

 

 

                                                                                  

(19) まち・ひと・しごと創生本部事務局「『地方版総合戦略の策定等に向けた取組状況』に関す

るアンケート結果」参照。 
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＜資料２＞

地域再⽣法の⼀部を改正する法律案の概要

地域再⽣計画の各段
階での課題 ・現在の制度では対応できない隙間を

埋めてほしい
・総合コンサル支援の継続

・各省の計画をワンストップで
運用してほしい

・事業実施に当たって、どこかで
総合的に調整してほしい

・予算など、もっと幅広い
支援をしてほしい

・地方公共団体の要請に応じ国の職員を派遣（第34・35条）

・地域活性化に関する施策をインターネットで一元的に情報公開
（第36条）

・地域産業資源の活用や医療・介護に関する施策との連携を明示（第３条の２）

・独立行政法人中小企業基盤整備機構、㈱地域経済活性化支援機構
との連携を明示 （第３条の３）

5.その他の改正

改

正

の

概

要

○国に対する新たな支援
措置等の提案制度を創設

（第４条の３）

○国に対し、支援措置の
内容、法令解釈につい
て確認

（第５条第11項～第14項）

1.計画の作成フェーズ

○内閣総理大臣による事務
の調整・勧告

（第10条の２）

3.計画の実施フェーズ

予算・税制措置

法改正とは別途
地域再生を推進するための
予算・税制について
要求・要望

(平成27年度概算要求)
(平成27年度税制改正要望)

○農林水産業の振興のため
に６次産業化に係る施設
等を整備する場合の農地
転用許可の特例等
（第17条の２～第17条の４）

（例）
農畜産物の加工・販売施
設等を整備し、農山漁村
における雇用創出・所得
確保

4.新たな特別の措置2.計画の申請・認定フェーズ

○各省庁が持つ各種の地域活性化関連施策を統合的に運用し、やる気のある地域に対して集中的に政策資源を投入し、政策効果を最大化

○地域活性化関連の計画等との連携をワンストップで行い、地域にとってより使い勝手のよい新たな支援策を含め、各地域活性化関連施策を
ワンパッケージで実現する地域創生の仕組みを構築

背景 「日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（平成26年６月24日閣議決定）

Ⅰ.地域再⽣計画の作成 Ⅱ.地域再⽣計画の認定 Ⅲ.認定地⽅公共団体への⽀援 Ⅳ.認定地⽅公共団体への⽀援

これまで1,690件の認定
（現在475件実施中）

○認定手続・提出手続の
ワンストップ化

・地域再生計画の認定で他の計
画も同時に発効

（第17条の５～第17条の７）

中心市街地活性化基本計画
（中心市街地活性化法）

構造改革特別区域計画
（構造改革特区法）

産業集積形成等基本計画
（企業立地促進法）

・地域再生計画と一括提出を可能に
（第６条の２）

 都市再生整備計画
 地域公共交通網形成計画 等

中心市街地の賑わいを
後押し

構造改革特区の規制緩和を同
時に実現

企業誘致とインフラ整備を一
体で推進

コンパクトシティや地域の公
共交通等の地域再生施策を一
緒に企画・立案

＜本件に関する連絡先＞
内閣官房地域活性化統合事務局
（問い合わせ担当窓口）
TEL: 03-5510-2475
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まち・ひと・しごと創生法の概要�
� �
� 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域
で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を
総合的かつ計画的に実施する。�

� ※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。�
� � �まち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成�
� � �ひと…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保�
� � �しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出�
� �

基本理念（第２条）��

①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いのある豊かな生活を営めるよ
う、それぞれの地域の実情に応じた環境を整備�

②日常生活・社会生活の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期
的に見通しつつ、住民負担の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協
力を得ながら、現在・将来における提供を確保�

③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結
婚・出産・育児について希望を持てる社会が形成されるよう環境を整備 

④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備�
⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性

化により、魅力ある就業の機会を創出�
⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力に

よる効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る�
⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りなが

ら協力するよう努める 

内容：まち・ひと・しごと
創生に関する目標や施策
に関する基本的方向等�

※人口の現状・将来見通
しを踏まえるとともに、
客観的指標を設定�

�
�

本部長：�
� 内閣総理大臣�
副本部長（予定）：�
� 内閣官房長官�
� 地方創生担当大臣�
本部員：�
� 上記以外の全閣僚�
�

まち・ひと・しごと�
創生本部�

（第��条～第��条）��

�まち・ひと・しごと創生�
総合戦略（閣議決定）�

（第８条）��
案の作成�
実施の推進�

実施状況の�
総合的な検証�

内容：まち・ひと・しごと創生に関する
目標や施策に関する基本的方向等�

�

都道府県まち・ひと・しごと創生�
総合戦略（努力義務）（第９条）��

勘案�

勘案�

施行期日：公布日（平成��年��月��日）。ただし、創生本部・総合戦略に関する規定は、平成��年��月２日。��

勘案�

目的（第１条）��

内容：まち・ひと・しごと創生に関する
目標や施策に関する基本的方向等�

�

市町村まち・ひと・しごと創生�
総合戦略（努力義務）（第��条）���
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＜資料２＞

地域再⽣法の⼀部を改正する法律案の概要

地域再⽣計画の各段
階での課題 ・現在の制度では対応できない隙間を

埋めてほしい
・総合コンサル支援の継続

・各省の計画をワンストップで
運用してほしい

・事業実施に当たって、どこかで
総合的に調整してほしい

・予算など、もっと幅広い
支援をしてほしい

・地方公共団体の要請に応じ国の職員を派遣（第34・35条）

・地域活性化に関する施策をインターネットで一元的に情報公開
（第36条）

・地域産業資源の活用や医療・介護に関する施策との連携を明示（第３条の２）

・独立行政法人中小企業基盤整備機構、㈱地域経済活性化支援機構
との連携を明示 （第３条の３）

5.その他の改正

改

正

の

概

要

○国に対する新たな支援
措置等の提案制度を創設

（第４条の３）

○国に対し、支援措置の
内容、法令解釈につい
て確認

（第５条第11項～第14項）

1.計画の作成フェーズ

○内閣総理大臣による事務
の調整・勧告

（第10条の２）

3.計画の実施フェーズ

予算・税制措置

法改正とは別途
地域再生を推進するための
予算・税制について
要求・要望

(平成27年度概算要求)
(平成27年度税制改正要望)

○農林水産業の振興のため
に６次産業化に係る施設
等を整備する場合の農地
転用許可の特例等
（第17条の２～第17条の４）

（例）
農畜産物の加工・販売施
設等を整備し、農山漁村
における雇用創出・所得
確保

4.新たな特別の措置2.計画の申請・認定フェーズ

○各省庁が持つ各種の地域活性化関連施策を統合的に運用し、やる気のある地域に対して集中的に政策資源を投入し、政策効果を最大化

○地域活性化関連の計画等との連携をワンストップで行い、地域にとってより使い勝手のよい新たな支援策を含め、各地域活性化関連施策を
ワンパッケージで実現する地域創生の仕組みを構築

背景 「日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（平成26年６月24日閣議決定）

Ⅰ.地域再⽣計画の作成 Ⅱ.地域再⽣計画の認定 Ⅲ.認定地⽅公共団体への⽀援 Ⅳ.認定地⽅公共団体への⽀援

これまで1,690件の認定
（現在475件実施中）

○認定手続・提出手続の
ワンストップ化

・地域再生計画の認定で他の計
画も同時に発効

（第17条の５～第17条の７）

中心市街地活性化基本計画
（中心市街地活性化法）

構造改革特別区域計画
（構造改革特区法）

産業集積形成等基本計画
（企業立地促進法）

・地域再生計画と一括提出を可能に
（第６条の２）

 都市再生整備計画
 地域公共交通網形成計画 等

中心市街地の賑わいを
後押し

構造改革特区の規制緩和を同
時に実現

企業誘致とインフラ整備を一
体で推進

コンパクトシティや地域の公
共交通等の地域再生施策を一
緒に企画・立案

＜本件に関する連絡先＞
内閣官房地域活性化統合事務局
（問い合わせ担当窓口）
TEL: 03-5510-2475
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まち・ひと・しごと創生法の概要�
� �
� 少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域
で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくために、まち・ひと・しごと創生（※）に関する施策を
総合的かつ計画的に実施する。�

� ※まち・ひと・しごと創生：以下を一体的に推進すること。�
� � �まち…国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのある豊かな生活を安心して営める地域社会の形成�
� � �ひと…地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保�
� � �しごと…地域における魅力ある多様な就業の機会の創出�
� �

基本理念（第２条）��

①国民が個性豊かで魅力ある地域社会で潤いのある豊かな生活を営めるよ
う、それぞれの地域の実情に応じた環境を整備�

②日常生活・社会生活の基盤となるサービスについて、需要・供給を長期
的に見通しつつ、住民負担の程度を考慮して、事業者・住民の理解・協
力を得ながら、現在・将来における提供を確保�

③結婚・出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、結
婚・出産・育児について希望を持てる社会が形成されるよう環境を整備 

④仕事と生活の調和を図れるよう環境を整備�
⑤地域の特性を生かした創業の促進・事業活動の活性

化により、魅力ある就業の機会を創出�
⑥地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力に

よる効率的かつ効果的な行政運営の確保を図る�
⑦国・地方公共団体・事業者が相互に連携を図りなが

ら協力するよう努める 

内容：まち・ひと・しごと
創生に関する目標や施策
に関する基本的方向等�

※人口の現状・将来見通
しを踏まえるとともに、
客観的指標を設定�

�
�

本部長：�
� 内閣総理大臣�
副本部長（予定）：�
� 内閣官房長官�
� 地方創生担当大臣�
本部員：�
� 上記以外の全閣僚�
�

まち・ひと・しごと�
創生本部�

（第��条～第��条）��

�まち・ひと・しごと創生�
総合戦略（閣議決定）�

（第８条）��
案の作成�
実施の推進�

実施状況の�
総合的な検証�

内容：まち・ひと・しごと創生に関する
目標や施策に関する基本的方向等�

�

都道府県まち・ひと・しごと創生�
総合戦略（努力義務）（第９条）��

勘案�

勘案�

施行期日：公布日（平成��年��月��日）。ただし、創生本部・総合戦略に関する規定は、平成��年��月２日。��

勘案�

目的（第１条）��

内容：まち・ひと・しごと創生に関する
目標や施策に関する基本的方向等�

�

市町村まち・ひと・しごと創生�
総合戦略（努力義務）（第��条）���
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Ⅱ．今後の基本的視点 

１．人口減少問題に取り組む意義 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．今後の基本的視点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．目指すべき将来の方向 

１．「活力ある日本社会」の維持のために 

◎今後目指すべき将来の方向は、将来にわたって「活力ある日本社会」を維持 

することである 

 

 

 

 

 

 

 

○人口減少に対する国民の危機感は高まっている。 

世論調査結果（2014年８月）では、９割以上の国民が「人口減少は望ましくない」

と回答。 

○的確な政策を展開し、官民挙げて取り組めば、未来は開ける。 

先進国の中でも、いったん出生率が低下しながら、回復している国々が存在（フラン

ス：1993年 1.66→2010年 2.0、スウェーデン：1999年 1.50→2010年：1.98）。 

○人口減少への対応は、「待ったなし」の課題である。 

出生率の向上が早いほど、効果は大きい。出生率の向上が５年遅れるごとに、将来の

定常人口は概ね 300万人ずつ減少。 

○３つの基本的視点から取り組む。 

人口減少に歯止めをかける「積極戦略」と、人口減少に対応するための「調整戦略」

を同時に推進。 

① 「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

○国民の希望の実現に全力を注ぐ。 

第一に、地方への移住の希望に応え、地方への新しいひとの流れをつくる。東京都在

住者の４割は「移住する予定」又は「今後検討したい」という調査結果。 

第二に、若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。18～34 歳の未婚男女の

９割程度は結婚の意思、また、夫婦が予定する平均子ども数は 2010年で 2.07人。 

○若い世代の結婚・子育ての希望に応える。 

結婚の希望の実現のためには、「質」を重視した雇用を確保し、安定的な経済的基盤

の確保をすることが必要。「子育て支援」は喫緊の課題。また、男女ともに子育てと

就労を両立させる「働き方」の実現が重要。 

 

○人口減少に歯止めをかける。 

出生率が人口置換水準（2.07）に回復することが人口が安定する必須の条件。OECD

レポート（2005 年）では、日本は育児費用軽減や育児休業の取得促進、保育サービ

ス拡充等の対策が講じられれば、出生率は 2.0まで回復する可能性があると推計。 

○若い世代の希望が実現すると、出生率は 1.8 程度に向上する。 

国民希望出生率 1.8 は、OECD 諸国の半数近くが実現。我が国においてまず目指すべ

きは、若い世代の結婚・子育て希望の実現に取り組み、出生率の向上を図ること。 

2 
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＜資料３＞

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン -概要- 
－国民の「認識の共有」と「未来への選択」を目指して－ 

 
※ 「長期ビジョン」は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の

認識の共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示するもの。 
 

Ⅰ．人口問題に対する基本認識 -国民の認識の共有が最も重要である 

１．「人口減少時代」の到来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「人口減少」が経済社会に与える影響 

 

 

 

 
 

３．東京圏への人口の集中 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○2008年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。 

2020年代初めは毎年 60 万人程度の減少だが、2040年代頃には年 100万人程度の減少

にまで加速する。 

○人口減少の状況は、地域によって大きく異なる。 

人口減少は、①第一段階（若年減少、老年増加）、②第二段階（若年減少、老年維持・

微減）、③第三段階（若年減少、老年減少）を経て進行。東京都区部や中核市は「第

一段階」だが、地方は既に「第二・三段階」に突入。2010～2040 年の間に、東京都

区部は▲６％に対して、人口５万人以下の地方都市は▲28％、過疎地域市町村は▲

40％で、人口急減という事態。 

○人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていく。 

地方は、若い世代が東京圏へ流出する「社会減」と、出生率が低下する「自然減」の

両者により、都市部に比べ数十年も早く人口減少。地方の人口が減少し、地方から大

都市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退。 

○人口減少は、経済社会に対して大きな重荷となる。 

人口減少に伴う高齢化の結果、経済規模が縮小し、一人あたりの国民所得が低下する

おそれ（人口オーナス）。 
○地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。 

このまま推移すると、2050年には、現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下に

減少、２割の地域では無居住化すると推計されている。 

○東京圏には過度に人口が集中している。 

東京圏への集中度合いは国際的にも高い水準。東京圏は、長時間通勤、住宅価格の高

さ、待機児童問題等様々な課題を抱えている。 

○今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高い。 

人口流入は東京圏だけ（年間転入超過数：約 10万人）であり、今後、東京オリンピ

ックの開催や高齢化の進展は人口流入を増幅させる可能性。 
○東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少に結び付いている。 

このまま推移すると、「過密の東京圏」と「人口が極端に減った地方」が併存しなが

ら人口減少が進行。地方に比べ低い出生率の東京圏に若い世代が集中することによっ

て、日本全体としての人口減少に結び付いている。 
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Ⅱ．今後の基本的視点 

１．人口減少問題に取り組む意義 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２．今後の基本的視点 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ．目指すべき将来の方向 

１．「活力ある日本社会」の維持のために 

◎今後目指すべき将来の方向は、将来にわたって「活力ある日本社会」を維持 

することである 

 

 

 

 

 

 

 

○人口減少に対する国民の危機感は高まっている。 

世論調査結果（2014 年８月）では、９割以上の国民が「人口減少は望ましくない」

と回答。 

○的確な政策を展開し、官民挙げて取り組めば、未来は開ける。 

先進国の中でも、いったん出生率が低下しながら、回復している国々が存在（フラン

ス：1993 年 1.66→2010 年 2.0、スウェーデン：1999 年 1.50→2010 年：1.98）。 

○人口減少への対応は、「待ったなし」の課題である。 

出生率の向上が早いほど、効果は大きい。出生率の向上が５年遅れるごとに、将来の

定常人口は概ね 300 万人ずつ減少。 

○３つの基本的視点から取り組む。 

人口減少に歯止めをかける「積極戦略」と、人口減少に対応するための「調整戦略」

を同時に推進。 

① 「東京一極集中」の是正 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

○国民の希望の実現に全力を注ぐ。 

第一に、地方への移住の希望に応え、地方への新しいひとの流れをつくる。東京都在

住者の４割は「移住する予定」又は「今後検討したい」という調査結果。 

第二に、若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する。18～34 歳の未婚男女の

９割程度は結婚の意思、また、夫婦が予定する平均子ども数は 2010年で 2.07人。 

○若い世代の結婚・子育ての希望に応える。 

結婚の希望の実現のためには、「質」を重視した雇用を確保し、安定的な経済的基盤

の確保をすることが必要。「子育て支援」は喫緊の課題。また、男女ともに子育てと

就労を両立させる「働き方」の実現が重要。 

 

○人口減少に歯止めをかける。 

出生率が人口置換水準（2.07）に回復することが人口が安定する必須の条件。OECD

レポート（2005 年）では、日本は育児費用軽減や育児休業の取得促進、保育サービ

ス拡充等の対策が講じられれば、出生率は 2.0まで回復する可能性があると推計。 

○若い世代の希望が実現すると、出生率は 1.8 程度に向上する。 

国民希望出生率 1.8 は、OECD 諸国の半数近くが実現。我が国においてまず目指すべ

きは、若い世代の結婚・子育て希望の実現に取り組み、出生率の向上を図ること。 
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＜資料３＞

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン -概要- 
－国民の「認識の共有」と「未来への選択」を目指して－ 

 
※ 「長期ビジョン」は、日本の人口の現状と将来の姿を示し、人口問題に関する国民の

認識の共有を目指すとともに、今後、取り組むべき将来の方向を提示するもの。 
 

Ⅰ．人口問題に対する基本認識 -国民の認識の共有が最も重要である 

１．「人口減少時代」の到来 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．「人口減少」が経済社会に与える影響 

 

 

 

 
 

３．東京圏への人口の集中 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○2008 年に始まった人口減少は、今後加速度的に進む。 

2020年代初めは毎年 60万人程度の減少だが、2040 年代頃には年 100 万人程度の減少

にまで加速する。 

○人口減少の状況は、地域によって大きく異なる。 

人口減少は、①第一段階（若年減少、老年増加）、②第二段階（若年減少、老年維持・

微減）、③第三段階（若年減少、老年減少）を経て進行。東京都区部や中核市は「第

一段階」だが、地方は既に「第二・三段階」に突入。2010～2040 年の間に、東京都

区部は▲６％に対して、人口５万人以下の地方都市は▲28％、過疎地域市町村は▲

40％で、人口急減という事態。 

○人口減少は地方から始まり、都市部へ広がっていく。 

地方は、若い世代が東京圏へ流出する「社会減」と、出生率が低下する「自然減」の

両者により、都市部に比べ数十年も早く人口減少。地方の人口が減少し、地方から大

都市への人材供給が枯渇すると、いずれ大都市も衰退。 

○人口減少は、経済社会に対して大きな重荷となる。 

人口減少に伴う高齢化の結果、経済規模が縮小し、一人あたりの国民所得が低下する

おそれ（人口オーナス）。 
○地方では、地域経済社会の維持が重大な局面を迎える。 

このまま推移すると、2050 年には、現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下に

減少、２割の地域では無居住化すると推計されている。 

○東京圏には過度に人口が集中している。 

東京圏への集中度合いは国際的にも高い水準。東京圏は、長時間通勤、住宅価格の高

さ、待機児童問題等様々な課題を抱えている。 

○今後も東京圏への人口流入が続く可能性が高い。 

人口流入は東京圏だけ（年間転入超過数：約 10万人）であり、今後、東京オリンピ

ックの開催や高齢化の進展は人口流入を増幅させる可能性。 
○東京圏への人口の集中が、日本全体の人口減少に結び付いている。 

このまま推移すると、「過密の東京圏」と「人口が極端に減った地方」が併存しなが

ら人口減少が進行。地方に比べ低い出生率の東京圏に若い世代が集中することによっ

て、日本全体としての人口減少に結び付いている。 
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まち・ひと・しごと創生総合戦略 -概要- 
  

※ 「総合戦略」は、「長期ビジョン」を踏まえ、2015年度を初年度とする今後５か年の

政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたもの。 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

○地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が 

人口減少を加速させる」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。 

○人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的視点から取り組むことが重要。 

①「東京一極集中」の是正、 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立  

◎「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立すると

ともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。 

   ①しごとの創生 

    ・若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用形態、やりがいのある 

しごと」という「雇用の質」を重視した取組が重要。 

②ひとの創生  

・地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での就労を促すとともに、地

方への移住・定着を促進する。 

・安心して結婚・出産・子育てができるよう、切れ目ない支援を実現する。 

③まちの創生  

・地方で安心して暮らせるよう、中山間地域等、地方都市、大都市圏等の各地域 

の特性に即して課題を解決する。 

 

 

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

１．従来の政策の検証 

 ○これまでの政策は、一定の成果を上げたが、大局的には地方の人口流出や少子化に 

歯止めがかかっていない。その要因は次の５点。 

①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造 

②地域特性を考慮しない「全国一律」の手法 

③効果検証を伴わない「バラマキ」 

④地域に浸透しない「表面的」な施策 

⑤「短期的」な成果を求める施策 
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２．地方創生がもたらす日本社会の姿 

 

 

○人口減少に歯止めがかかると、2060年に１億人程度の人口が確保される。 

2030～2040 年頃に出生率が 2.07まで回復した場合、2060年には総人口１億人程度を

確保し、2090 年頃には人口が定常状態になると見込まれる。 

○さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。 

人口減少に歯止めがかかると、高齢化率は 2050年に 35.3％でピークに達した後は低

下し始め、2090 年頃には現在とほぼ同水準の 27%程度にまで低下する。若返りにより、

「働き手」の増加が経済成長を牽引するなど経済的に好環境となる（人口ボーナス）。

さらに高齢者が「健康寿命」を延ばすと、事態は更に改善。 

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050 年代に実質 GDP 成

長率は、1.5～２％程度が維持される。 

 
 

○自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。 

地方創生が目指すのは、地域に住む人々が、自らの地域の未来に希望を持ち、個性豊

かで潤いのある生活を送ることができる地域社会を形成すること。人口拡大期の全国

一律のキャッチアップ型の取組ではなく、地方自らが地域資源を掘り起こし、それら

を活用する取組が必要。また、地方分権の確立が基盤となる。 

○外部との積極的なつながりにより、新たな視点から活性化を図る。 

都市部から地方への新しいひとの流れを強くし、外部の人材を取り込んでいくことが

重要。また、地域内や国内にとどまらず、海外の市場とつながっていくことは、農林

水産業や観光などで大きな飛躍のチャンスとなる。 

○地方創生が実現すれば、地方が先行して若返る。 

地方創生が実現し、人口減少に歯止めがかかれば、地方の方が先行して若返る。地方

において、豊かな地域資源や ICTを活用して、新たなイノベーションを巻き起こし、

活力ある地域社会を創生することが期待される。 

○東京圏は、世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。 

地方創生は、地方と東京圏を対立構造と考えるものではない。東京圏の人口集中・過

密化の是正により、東京圏が抱える課題の解決につながる。東京圏は、日本の成長の

エンジンとしての重要性は変わらず、今後は世界をリードする「国際都市」として発

展していくことを期待。 

○地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏がそれぞれの強みを活かし、日本全

体を引っ張っていく。 
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まち・ひと・しごと創生総合戦略 -概要- 
  

※ 「総合戦略」は、「長期ビジョン」を踏まえ、2015年度を初年度とする今後５か年の

政策目標や施策の基本的方向、具体的な施策をまとめたもの。 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

○地方は、人口減少を契機に、「人口減少が地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が 

人口減少を加速させる」という負のスパイラルに陥るリスクが高い。 

○人口減少克服・地方創生のためには、３つの基本的視点から取り組むことが重要。 

①「東京一極集中」の是正、 

②若い世代の就労・結婚・子育ての希望の実現、 

③地域の特性に即した地域課題の解決 

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立  

◎「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立すると

ともに、その好循環を支える「まち」に活力を取り戻す。 

   ①しごとの創生 

    ・若い世代が安心して働ける「相応の賃金、安定した雇用形態、やりがいのある 

しごと」という「雇用の質」を重視した取組が重要。 

②ひとの創生  

・地方への新しい人の流れをつくるため、若者の地方での就労を促すとともに、地

方への移住・定着を促進する。 

・安心して結婚・出産・子育てができるよう、切れ目ない支援を実現する。 

③まちの創生  

・地方で安心して暮らせるよう、中山間地域等、地方都市、大都市圏等の各地域 

の特性に即して課題を解決する。 

 

 

Ⅱ．政策の企画・実行に当たっての基本方針 

１．従来の政策の検証 

 ○これまでの政策は、一定の成果を上げたが、大局的には地方の人口流出や少子化に 

歯止めがかかっていない。その要因は次の５点。 

①府省庁・制度ごとの「縦割り」構造 

②地域特性を考慮しない「全国一律」の手法 

③効果検証を伴わない「バラマキ」 

④地域に浸透しない「表面的」な施策 

⑤「短期的」な成果を求める施策 
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２．地方創生がもたらす日本社会の姿 

 

 

○人口減少に歯止めがかかると、2060 年に１億人程度の人口が確保される。 

2030～2040 年頃に出生率が 2.07まで回復した場合、2060 年には総人口１億人程度を

確保し、2090 年頃には人口が定常状態になると見込まれる。 

○さらに、人口構造が「若返る時期」を迎える。 

人口減少に歯止めがかかると、高齢化率は 2050年に 35.3％でピークに達した後は低

下し始め、2090年頃には現在とほぼ同水準の 27%程度にまで低下する。若返りにより、

「働き手」の増加が経済成長を牽引するなど経済的に好環境となる（人口ボーナス）。

さらに高齢者が「健康寿命」を延ばすと、事態は更に改善。 

○「人口の安定化」とともに「生産性の向上」が図られると、2050 年代に実質 GDP 成

長率は、1.5～２％程度が維持される。 

 
 

○自らの地域資源を活用した、多様な地域社会の形成を目指す。 

地方創生が目指すのは、地域に住む人々が、自らの地域の未来に希望を持ち、個性豊

かで潤いのある生活を送ることができる地域社会を形成すること。人口拡大期の全国

一律のキャッチアップ型の取組ではなく、地方自らが地域資源を掘り起こし、それら

を活用する取組が必要。また、地方分権の確立が基盤となる。 

○外部との積極的なつながりにより、新たな視点から活性化を図る。 

都市部から地方への新しいひとの流れを強くし、外部の人材を取り込んでいくことが

重要。また、地域内や国内にとどまらず、海外の市場とつながっていくことは、農林

水産業や観光などで大きな飛躍のチャンスとなる。 

○地方創生が実現すれば、地方が先行して若返る。 

地方創生が実現し、人口減少に歯止めがかかれば、地方の方が先行して若返る。地方

において、豊かな地域資源や ICTを活用して、新たなイノベーションを巻き起こし、

活力ある地域社会を創生することが期待される。 

○東京圏は、世界に開かれた「国際都市」への発展を目指す。 

地方創生は、地方と東京圏を対立構造と考えるものではない。東京圏の人口集中・過

密化の是正により、東京圏が抱える課題の解決につながる。東京圏は、日本の成長の

エンジンとしての重要性は変わらず、今後は世界をリードする「国際都市」として発

展していくことを期待。 

○地方創生は、日本の創生であり、地方と東京圏がそれぞれの強みを活かし、日本全

体を引っ張っていく。 
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２．政策パッケージ  

 

◎「しごとの創生」と「ひとの創生」の政策パッケージ 

 ＜「しごと」と「ひと」の好循環づくり 

（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

（ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備 

 ◎地域特性や課題を抽出する「地域経済分析システム」の開発 

  ◎地域の産官学金労が連携した総合戦略推進組織の整備 

  ◎地域を支えるサービス事業主体の在り方の検討・制度整備 

（イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 

 対日直接投資残高を倍増（18 兆円→35兆円） 

 2020年までの 5年間の累計で若い世代の安定した雇用を約 11万人創出  等 

  ◎包括的創業支援 

  ◎地域を担う中核企業支援 

  ◎新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進 

  ◎外国企業の地方への対内直接投資の促進 

  ◎産業・金融一体となった総合支援体制の整備 

  ◎事業承継の円滑化、事業再生、経営改善支援等 

（ウ）地域産業の競争力強化（分野別取組） 

 サービス産業の労働生産性の伸び率を３倍に拡大（0.8％→2.0％） 

 2020年までの５年間の累計で若い世代の安定した雇用を約 19万人創出  等 

  ◎サービス産業の活性化・付加価値向上 

  ◎農林水産業の成長産業化 

  ◎観光地域づくり、ローカル版クールジャパンの推進 

  ◎地域の歴史・町並み・文化・芸術・スポーツ等による地域活性化 

  ◎分散型エネルギーの推進 

（エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策 

 2020年までの５年間の累計で東京圏から地方へ約 10万人の人材を還流  等 

  ◎若者人材等の還流及び育成・定着支援 

  ◎「プロフェッショナル人材」の地方還流 

  ◎地域における女性の活躍推進 

  ◎新規就農・就業者への総合的支援 

  ◎大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対応した人材育成支援 

  ◎若者、高齢者、障害者が活躍できる社会の実現 

（オ）ICT 等の利活用による地域の活性化 

 雇用型在宅型テレワーカーを全労働者数の 10％以上に増加       等 

  ◎ICTの利活用による地域の活性化 

  ◎異常気象や気象変動に関するデータの利活用の促進 
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２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 
○人口減少克服・地方創生を実現するため、５つの政策原則に基づき施策を展開する。 

①自立性 

   ・構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につながる。 

②将来性 

    ・地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③地域性 

    ・各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④直接性 

    ・最大眼の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視 

   ・PDCA メカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する。 

３．国と地方の取組体制と PDCA の整備 
○国と地方の役割分担の下、地方を主体とした枠組みの構築に取組む。 

①５か年戦略の策定 

   ・国と地方公共団体ともに、５か年の戦略を策定・実行する体制を整え、アウトカ 

ム指標を原則とした重要業績評価指標で検証・改善する仕組みを確立 

②データに基づく、地域ごとの特性と地域課題の抽出 

    ・国はデータに基づく地域経済分析システムを整備し、各地方公共団体は必要なデ

ータ分析を行い、地域課題等を踏まえた「地方版総合戦略」を策定 

③国のワンストップ型の支援体制等と施策のメニュー化 

    ・国は関係府省庁で統一のワンストップ型執行体制の整備に努め、各地域が必要な

施策を選択できるよう支援施策をメニュー化し、人的支援も実施 

④地域間の連携推進 

    ・国は新たな「連携中枢都市圏」や定住自立圏の形成を進め、各地方公共団体は、 

地域間の広域連携を積極的に推進。 

 

Ⅲ．今後の施策の方向 
１．政策の基本目標（４つの基本目標） 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

 2020 年までの５年間の累計で地方に 30万人分の若者向け雇用を創出 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる 

 2020 年に東京圏から地方への転出を４万人増、地方から東京圏への転入を   

６万人減少させ、東京圏から地方の転出入を均衡 

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 2020 年に結婚希望実績指標を 80％、夫婦子ども数予定実績指標を 95％に向上 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域

と地域を連携する 

 「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。目標数値は、地方版総合戦

略の状況を踏まえ設定。 
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２．政策パッケージ  

 

◎「しごとの創生」と「ひとの創生」の政策パッケージ 

 ＜「しごと」と「ひと」の好循環づくり 

（１）地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

（ア）地域経済雇用戦略の企画・実施体制の整備 

 ◎地域特性や課題を抽出する「地域経済分析システム」の開発 

  ◎地域の産官学金労が連携した総合戦略推進組織の整備 

  ◎地域を支えるサービス事業主体の在り方の検討・制度整備 

（イ）地域産業の競争力強化（業種横断的取組） 

 対日直接投資残高を倍増（18兆円→35 兆円） 

 2020 年までの 5 年間の累計で若い世代の安定した雇用を約 11万人創出  等 

  ◎包括的創業支援 

  ◎地域を担う中核企業支援 

  ◎新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進 

  ◎外国企業の地方への対内直接投資の促進 

  ◎産業・金融一体となった総合支援体制の整備 

  ◎事業承継の円滑化、事業再生、経営改善支援等 

（ウ）地域産業の競争力強化（分野別取組） 

 サービス産業の労働生産性の伸び率を３倍に拡大（0.8％→2.0％） 

 2020 年までの５年間の累計で若い世代の安定した雇用を約 19万人創出  等 

  ◎サービス産業の活性化・付加価値向上 

  ◎農林水産業の成長産業化 

  ◎観光地域づくり、ローカル版クールジャパンの推進 

  ◎地域の歴史・町並み・文化・芸術・スポーツ等による地域活性化 

  ◎分散型エネルギーの推進 

（エ）地方への人材還流、地方での人材育成、地方の雇用対策 

 2020 年までの５年間の累計で東京圏から地方へ約 10万人の人材を還流  等 

  ◎若者人材等の還流及び育成・定着支援 

  ◎「プロフェッショナル人材」の地方還流 

  ◎地域における女性の活躍推進 

  ◎新規就農・就業者への総合的支援 

  ◎大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対応した人材育成支援 

  ◎若者、高齢者、障害者が活躍できる社会の実現 

（オ）ICT 等の利活用による地域の活性化 

 雇用型在宅型テレワーカーを全労働者数の 10％以上に増加       等 

  ◎ICT の利活用による地域の活性化 

  ◎異常気象や気象変動に関するデータの利活用の促進 
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２．まち・ひと・しごとの創生に向けた政策５原則 
○人口減少克服・地方創生を実現するため、５つの政策原則に基づき施策を展開する。 

①自立性 

   ・構造的な問題に対処し、地方公共団体、民間事業者、個人等の自立につながる。 

②将来性 

    ・地方が自主的かつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援する。 

③地域性 

    ・各地域の実態に合った施策を支援。国は支援の受け手側の視点に立って支援。 

④直接性 

    ・最大眼の成果をあげるため、直接的に支援する施策を集中的に実施する。 

⑤結果重視 

   ・PDCA メカニズムの下、具体的な数値目標を設定し、効果検証と改善を実施する。 

３．国と地方の取組体制と PDCA の整備 
○国と地方の役割分担の下、地方を主体とした枠組みの構築に取組む。 

①５か年戦略の策定 

   ・国と地方公共団体ともに、５か年の戦略を策定・実行する体制を整え、アウトカ 

ム指標を原則とした重要業績評価指標で検証・改善する仕組みを確立 

②データに基づく、地域ごとの特性と地域課題の抽出 

    ・国はデータに基づく地域経済分析システムを整備し、各地方公共団体は必要なデ

ータ分析を行い、地域課題等を踏まえた「地方版総合戦略」を策定 

③国のワンストップ型の支援体制等と施策のメニュー化 

    ・国は関係府省庁で統一のワンストップ型執行体制の整備に努め、各地域が必要な

施策を選択できるよう支援施策をメニュー化し、人的支援も実施 

④地域間の連携推進 

    ・国は新たな「連携中枢都市圏」や定住自立圏の形成を進め、各地方公共団体は、 

地域間の広域連携を積極的に推進。 

 

Ⅲ．今後の施策の方向 
１．政策の基本目標（４つの基本目標） 

＜基本目標①＞ 地方における安定した雇用を創出する 

 2020年までの５年間の累計で地方に 30万人分の若者向け雇用を創出 

＜基本目標②＞ 地方への新しいひとの流れをつくる 

 2020年に東京圏から地方への転出を４万人増、地方から東京圏への転入を   

６万人減少させ、東京圏から地方の転出入を均衡 

＜基本目標③＞ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 2020年に結婚希望実績指標を 80％、夫婦子ども数予定実績指標を 95％に向上 

＜基本目標④＞ 時代に合った地域をつくり、安心な暮らしを守るとともに、地域

と地域を連携する 

 「小さな拠点」の整備や「地域連携」を推進する。目標数値は、地方版総合戦

略の状況を踏まえ設定。 
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◎「まちの創生」の政策パッケージ 

 ＜「しごと」と「ひと」の好循環を支える、「まち」の活性化＞ 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携 

する 

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成 

 「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成数（具体的数値は「地方版総合

戦略」を踏まえ設定） 

  ◎「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成 

  ◎公立小・中学校の適正規模化、小規模校の活性化、休校した学校の再開支援 

（イ）地方都市における経済・生活圏の形成 

 立地適正化計画を作成する市町村数 150 

 地域公共交通網形成計画策定総数 100件                等 

  ◎都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワーク形成 

  ◎地方都市の拠点となる中心市街地等の活性化を強力に後押しする包括的政策パ

ッケージの策定 

（ウ）大都市圏における安心な暮らしの確保 

 UR 団地の福祉拠点化（大都市圏の概ね 1,000 戸以上の UR 団地約 200 団地のう

ち、100団地程度で拠点を形成） 

 高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設等を併設している 100 戸以上の規模

の公的賃貸住宅団地の割合 25％                   等 

  ◎大都市圏における医療・介護問題への対応 

  ◎大都市近郊の公的賃貸住宅団地の再生、福祉拠点化 

（エ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 

 民間提案を活かした PPPの事業規模を 2022年までに２兆円 

 住宅の中古市場の流通・リフォーム市場の規模 20兆円 

  ◎公共施設・公的不動産の利活用についての民間活力の活用、空き家対策の推進 

  ◎インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進 

（オ）地域連携による経済・生活圏の形成 

 定住自立圏の協定締結等圏域数 140 

  ◎「連携中枢都市圏」の形成 

  ◎定住自立圏の形成の促進 

（カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 

 消防団の団員数の維持 

 全都道府県の Lアラートの導入 

  ◎消防団等の充実強化・ICT 利活用による、住民主体の地域防災の充実 

（キ）ふるさとづくりの推進 

 ふるさとづくり推進組織の数１万団体 

  ◎「ふるさと」に対する誇りを高める施策の推進 
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（２）地方への新しいひとの流れをつくる 
（ア）地方移住の推進 

 年間移住あっせん件数 11,000 件 

 「お試し居住」に取り組む市町村の数を倍増              等 

  ◎地方移住希望者への支援体制 

  ◎地方居住の本格推進 

  ◎「日本版 CCRC」の検討 

  ◎「地域おこし協力隊」と「田舎で働き隊」の統合拡充 

（イ）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大 

 企業の地方拠点強化の件数を 2020年までの５年間で 7,500 件増加 

 地方拠点における雇用者数を４万人増加 

  ◎企業の地方拠点強化等 

  ◎政府関係機関の地方移転 

  ◎遠隔勤務（サテライトオフィス、テレワークの促進） 

（ウ）地方大学等の活性化 

 地方における自県大学進学者割合を平均 36％ 

 新規学卒者の県内就職割合を平均 80％                            等 

  ◎知の拠点としての地方大学強化プラン 

  ◎地元学生定着促進プラン 

  ◎地域人材育成プラン 

 
（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
（ア）若い世代の経済的安定 

 若者（20～34 歳）の就業率を 78％に向上 

 若い世代の正規雇用労働者等の割合について、全ての世代と同水準    等 

 ◎若者雇用対策の推進、「正社員実現加速プロジェクト」の推進 

  ◎「少子化社会対策大綱」と連携した結婚・妊娠・出産・子育ての各段階に対応

した総合的な少子化対策の推進 

（イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

 支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の割合 100％ 

  ◎「子育て世代包括支援センター」の整備、周産期医療の確保等 

（ウ）子ども・子育て支援の充実 

 2017 年度末までに待機児童解消               

 「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」について、全ての小学校区（約２

万か所）で一体的に又は連携して実施（うち１万か所以上を一体型） 

  ◎子ども・子育て支援の充実 

（エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） 

 第１子出産前後の女性の継続就業率を 55％に向上 

 男性の育児休業取得率を 13％に向上                 等 

  ◎長時間労働の見直し、転勤の実態調査等 
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◎「まちの創生」の政策パッケージ 

 ＜「しごと」と「ひと」の好循環を支える、「まち」の活性化＞ 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携 

する 

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成 

 「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成数（具体的数値は「地方版総合

戦略」を踏まえ設定） 

  ◎「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成 

  ◎公立小・中学校の適正規模化、小規模校の活性化、休校した学校の再開支援 

（イ）地方都市における経済・生活圏の形成 

 立地適正化計画を作成する市町村数 150 

 地域公共交通網形成計画策定総数 100件                等 

  ◎都市のコンパクト化と周辺等の交通ネットワーク形成 

  ◎地方都市の拠点となる中心市街地等の活性化を強力に後押しする包括的政策パ

ッケージの策定 

（ウ）大都市圏における安心な暮らしの確保 

 UR 団地の福祉拠点化（大都市圏の概ね 1,000 戸以上の UR 団地約 200 団地のう

ち、100 団地程度で拠点を形成） 

 高齢者施設、障害者施設、子育て支援施設等を併設している 100 戸以上の規模

の公的賃貸住宅団地の割合 25％                   等 

  ◎大都市圏における医療・介護問題への対応 

  ◎大都市近郊の公的賃貸住宅団地の再生、福祉拠点化 

（エ）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 

 民間提案を活かした PPP の事業規模を 2022年までに２兆円 

 住宅の中古市場の流通・リフォーム市場の規模 20兆円 

  ◎公共施設・公的不動産の利活用についての民間活力の活用、空き家対策の推進 

  ◎インフラの戦略的な維持管理・更新等の推進 

（オ）地域連携による経済・生活圏の形成 

 定住自立圏の協定締結等圏域数 140 

  ◎「連携中枢都市圏」の形成 

  ◎定住自立圏の形成の促進 

（カ）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 

 消防団の団員数の維持 

 全都道府県の L アラートの導入 

  ◎消防団等の充実強化・ICT利活用による、住民主体の地域防災の充実 

（キ）ふるさとづくりの推進 

 ふるさとづくり推進組織の数１万団体 

  ◎「ふるさと」に対する誇りを高める施策の推進 
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（２）地方への新しいひとの流れをつくる 
（ア）地方移住の推進 

 年間移住あっせん件数 11,000 件 

 「お試し居住」に取り組む市町村の数を倍増              等 

  ◎地方移住希望者への支援体制 

  ◎地方居住の本格推進 

  ◎「日本版 CCRC」の検討 

  ◎「地域おこし協力隊」と「田舎で働き隊」の統合拡充 

（イ）企業の地方拠点強化、企業等における地方採用・就労の拡大 

 企業の地方拠点強化の件数を 2020年までの５年間で 7,500 件増加 

 地方拠点における雇用者数を４万人増加 

  ◎企業の地方拠点強化等 

  ◎政府関係機関の地方移転 

  ◎遠隔勤務（サテライトオフィス、テレワークの促進） 

（ウ）地方大学等の活性化 

 地方における自県大学進学者割合を平均 36％ 

 新規学卒者の県内就職割合を平均 80％                            等 

  ◎知の拠点としての地方大学強化プラン 

  ◎地元学生定着促進プラン 

  ◎地域人材育成プラン 

 
（３）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 
（ア）若い世代の経済的安定 

 若者（20～34 歳）の就業率を 78％に向上 

 若い世代の正規雇用労働者等の割合について、全ての世代と同水準    等 

 ◎若者雇用対策の推進、「正社員実現加速プロジェクト」の推進 

  ◎「少子化社会対策大綱」と連携した結婚・妊娠・出産・子育ての各段階に対応

した総合的な少子化対策の推進 

（イ）妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

 支援ニーズの高い妊産婦への支援実施の割合 100％ 

  ◎「子育て世代包括支援センター」の整備、周産期医療の確保等 

（ウ）子ども・子育て支援の充実 

 2017年度末までに待機児童解消               

 「放課後児童クラブ」と「放課後子供教室」について、全ての小学校区（約２

万か所）で一体的に又は連携して実施（うち１万か所以上を一体型） 

  ◎子ども・子育て支援の充実 

（エ）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） 

 第１子出産前後の女性の継続就業率を 55％に向上 

 男性の育児休業取得率を 13％に向上                 等 

  ◎長時間労働の見直し、転勤の実態調査等 
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Ⅳ．国家戦略特区・社会保障制度・税制・地方財政等 

（ア）国家戦略特区制度との連携 

   ◎国家戦略特区法改正法案の提出 

   ◎「地方創生特区」の指定 

（イ）社会保障制度 

   ◎子ども・子育て支援新制度の円滑な施行 

   ◎医療保険制度改革 

   ◎地域医療構想の策定 

◎地域包括ケアシステムの構築 

（ウ）税制 

◎地域間の税源の偏在是正等の地方法人課税改革の推進、ふるさと納税の拡充 

◎地方創生に資する国家戦略特区における特例 

◎地方における企業拠点の強化の促進 

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充 

◎子、孫の結婚・妊娠・出産・子育てを支援 

（エ）地方財政 

   ◎地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮できるようにするための地方財政

措置 

（オ）その他の財政的支援の仕組み（新型交付金） 

   ◎地方公共団体が適切な効果検証の仕組みを伴いつつ自主性・主体性を最大限に

発揮できるようにするための財政的支援 

（カ）地方分権 

   ◎創意工夫により魅力あふれる地域をつくる地方分権改革の推進 

（キ）規制改革 

   ◎「空きキャパシティ」の再生・利用 

   ◎地域における道路空間の有効活用の促進 

   ◎地方版規制改革会議の設置 

6 
 

※　資料出所：まち・ひと・しごと創生本部（資料１～４）

　　　　　　　京丹後市（資料５）
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Ⅳ．国家戦略特区・社会保障制度・税制・地方財政等 

（ア）国家戦略特区制度との連携 

   ◎国家戦略特区法改正法案の提出 

   ◎「地方創生特区」の指定 

（イ）社会保障制度 

   ◎子ども・子育て支援新制度の円滑な施行 

   ◎医療保険制度改革 

   ◎地域医療構想の策定 

◎地域包括ケアシステムの構築 

（ウ）税制 

◎地域間の税源の偏在是正等の地方法人課税改革の推進、ふるさと納税の拡充 

◎地方創生に資する国家戦略特区における特例 

◎地方における企業拠点の強化の促進 

◎外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充 

◎子、孫の結婚・妊娠・出産・子育てを支援 

（エ）地方財政 

   ◎地方公共団体が自主性・主体性を最大限発揮できるようにするための地方財政

措置 

（オ）その他の財政的支援の仕組み（新型交付金） 

   ◎地方公共団体が適切な効果検証の仕組みを伴いつつ自主性・主体性を最大限に

発揮できるようにするための財政的支援 

（カ）地方分権 

   ◎創意工夫により魅力あふれる地域をつくる地方分権改革の推進 

（キ）規制改革 

   ◎「空きキャパシティ」の再生・利用 

   ◎地域における道路空間の有効活用の促進 

   ◎地方版規制改革会議の設置 

6 
 

※　資料出所：まち・ひと・しごと創生本部（資料１～４）

　　　　　　　京丹後市（資料５）
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 地方自治関連立法動向研究10  

 

 

「地方創生関連」の法体系整備 
（地域再生法の一部を改正する法律、国家戦略特別区域法及び 

構造改革特別区域法の一部を改正する法律） 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 

 はじめに 
 

 地域再生法の一部を改正する法律（本稿で「改正地域再生法」ということがある）案は

2015年３月24日に、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律

（本稿で「改正特区法」ということがある）案は同年４月３日にいずれも衆議院に提出さ

れたものである。 

 改正地域再生法は、４月24日衆議院地方創生に関する特別委員会に付託され、６月２日

には衆議院を賛成多数で可決（賛成会派：自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党、

次世代の党、反対会派：維新の党、日本共産党、生活の党と山本太郎となかまたち、社会

民主党・市民連合）し、翌日の６月３日参議院地方・消費者問題に関する特別委員会に付

託され、６月19日に参議院において可決（賛成会派：自由民主党、民主党・新緑風会、公

明党、次世代の党、新党改革・無所属の会、反対会派：維新の党、日本共産党、社会民主

党・護憲連合）、６月26日に交付されたものである（法律番号49)(１)。 

 改正特区法は、衆議院における委員会付託から可決までのプロセスは前者と同様であっ

た（賛成会派：自由民主党、維新の党、公明党、次世代の党、反対会派：民主党・無所属

クラブ、日本共産党、生活の党と山本太郎となかまたち、社会民主党・市民連合）が参議

院においては、６月29日に内閣委員会に付託され、７月８日に参議院において可決（賛成

                                                                                 

(１) 参議院において同一会派で賛否が分かれたのは、日本を元気にする会・無所属会（賛成２、

反対５）、無所属クラブ（賛成３、反対１）、生活の党と山本太郎となかまたち（賛成１、反

対２）であった。 

＜月刊自治総研2016年１月号より＞
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会派：自由民主党、公明党、維新の党、日本を元気にする会・無所属会、次世代の党、無

所属クラブ、新党改革・無所属の会、反対会派：民主党新緑風会、日本共産党、社会民主

党・護憲連合、生活の党と山本太郎となかまたち）、７月15日に交付されたものである

（法律番号56）。 

 本稿の課題は、これらの法律改正の概要、制定過程、地方自治体への影響等を整理する

ことであるが、いわゆる第５次一括法と同様にこれらの法律体系が衆議院地方創生等に関

する特別委員会に付託されたこともあって、「地方創生」関連として整理されていること

について、若干の論点提示を試みたい(２)。 

 

 

 1. 各改正法の概要 

 

(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

  ① 法案の趣旨等 

    改正地域再生法について、石破茂地方創生担当大臣の提出時における説明によれ

ば、「地域再生法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上

げます。 

    我が国は、2008年をピークとして人口減少局面に入っております。また、東京一

極集中と地方からの人口流出が急速に進行する中で、地方においては、人口減少が

地域経済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速させるという負のスパイ

ラルに陥るリスクが高くなっております。このため、人口減少を克服し、地方創生

をなし遂げることが喫緊の課題となっております。 

    こうした課題を解決し、地方において、仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好

循環を確立するとともに、町の活力を取り戻し、人口減少と経済縮小の悪循環を断

ち切るための政策パッケージとして、政府は、昨年末に、まち・ひと・しごと創生

総合戦略を閣議決定したところであります。 

    この法律案は、同戦略を踏まえ、各種生活サービス機能の提供を維持するコンパ

クトビレッジ、いわゆる小さな拠点を形成することにより、中山間地域等における

                                                                                 

(２) 第５次一括法に関しては上林陽治「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～第５次一括法～（平成27年６月26日法律50号）」『自

治総研』2015年10月号参照のこと。 
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持続可能な地域づくりを推進するとともに、地方への本社機能の移転を含む企業の

地方拠点の強化を行うことにより、地方での安定した良質な雇用を確保するために

提出するものであります。 

    次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 

    認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次の措置を追加する

ことといたしております。 

    第一に、地方活力向上地域特定業務施設整備計画の作成並びにこれに基づく独立

行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証及び認定事業者に対する課税の特例

等を追加することといたしております。 

    第二に、地域再生土地利用計画の作成並びにこれに基づく農地等の転用等の許可

及び開発許可の特例等を追加することといたしております。 

    第三に、自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例を追加することとしてお

ります。 

    第四に、農村地域工業等導入促進法に基づき整備された工場用地等のうち遊休工

場用地等において、同法に規定する工業等以外の産業を導入可能とする特例を追加

することとしております。 

    また、地域再生の担い手となる地域再生推進法人として指定できる法人の範囲を

拡大することとしております。 

    このほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。」となっている。 

    端的に言えば、上の引用のうち下線を引いた部分にその目的が示されており、国

のまち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、単に創生総合戦略と言う）を踏まえて、

「小さな拠点」の形成と企業の地方移転の強化のために改正されたものである（概

要は、資料１参照）。 

    ここで、創生総合戦略において、「小さな拠点」や企業の地方移転についてどの

ように描かれているかを確認しておこう。 

    まず、「小さな拠点」についてであるが、創生総合戦略の４つの政策パッケージ

のうち「(４)時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地

域を連携する」の「(ア)中山間地域等における『小さな拠点』（多世代交流・多機

能型）の形成」と位置づけられているものである。創生総合戦略においては、「中

山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要な生活サービス機能（医療・

介護、福祉、教育、買物、公共交通、物流、燃料供給等）の提供の支障が生じてき
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ているが、サービス提供体制については、例えば福祉の分野では（中略）サービス

が縦割りで提供されており、効果的・効率的なサービス提供体制を構築する必要が

あるほか、地域交流・地域支え合いの拠点としての機能を強化する必要がある。そ

のため、基幹となる集落に、機能・サービスを集約化し、周辺集落とのネットワー

クを持つ『小さな拠点』（多世代交流・多機能型）において、各種の生活支援サー

ビスを維持することなどにより、心豊かな地域コミュニティの形成を計る必要があ

る」と述べられている。 

    「地方創生」関連事業において重視されるというＫＰＩ（重要業績評価指標）に

ついては、創生総合戦略の段階では「『小さな拠点』（多世代交流・多機能型）の

形成数とするが、具体的な数値は、各地方公共団体が策定する『地方版総合戦略』

を踏まえ設定する」とされ、具体的には示されていない(３)。主な施策として、市

町村においての「構想」の策定、その構想に基づく「小さな拠点」の形成と同時に、

事業主体が活動しやすいよう補助制度や規制の見直し、窓口の一元化、金融機関の

支援等を実施することとなっている(４)。 

    次に、企業の地方移転の強化に関してであるが、これは、政策パッケージでは

「(２)地方への新しいひとの流れをつくる」の「(イ)企業の地方拠点強化、企業等

における地方採用・就労の拡大」に該当する施策である。創生総合戦略においては、

「地方の企業による優秀な人材の確保や定着を促進するため、特に、東京23区から

の本社機能の一部移転等による地方拠点強化や企業の地方採用枠拡大に向け、官民

挙げての取組を推進する必要がある。また、地方においては若い女性の雇用のミス

マッチが生じていること、それが、地域からの若い女性の転出につながっていると

いう指摘も踏まえ、地方における女性の採用を進める企業を支援する必要がある。

加えて、農村地域への農業関連産業等の導入促進により、地方における就業機会を

拡大する必要がある。（以下略）」 

    ここにおいて設定されたＫＰＩは、「本社機能の一部移転等による企業の地方拠

点強化の件数を2020年までの５年間で7,500件増加」、「地方拠点における雇用者

                                                                                 

(３) その後、「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015改訂版）」（2015年12月24日閣議決定）

において、「小さな拠点（地域住民の活動・交流や生活サービス機能の集約の場）の形成数

1,000か所、住民の活動組織（地域経営組織）形成数3,000団体」がＫＰＩとして設定されてい

る。 

(４) 創生総合戦略によれば、「構想」は、「土地利用計画の要素とサービスを維持するための内

容を持つ」ものである。 
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数を４万人増加」である。主な施策として地域再生法改正が示され、支援措置（税

制措置等）を講じることとなっている(５)。 

    創生総合戦略（及びその改訂版）に照らすと、「小さな拠点」に関してはあまり

具体的なイメージを持たずに展開されているように思われる。というのは、「小さ

な拠点」について、資料１では（コンパクトビレッジ）、創生総合戦略では（多世

代交流・多機能型）、さらにその改訂版では（地域住民の活動・交流や生活サービ

ス機能の集約の場）と異なる言葉で「小さな拠点」が説明されている(６)。 

  ② 改正内容 

    次に、法律案の要旨と重複する部分もあるが、具体的な改正内容を概観しておき

たい。 

    「小さな拠点」に関するものとしては以下のとおりである。 

 
 

① 第５条第４項第五号、六号の新設 

  「地域再生拠点」（生活サービス施設（診療所、保育所、公民館、商店、ガソリ

ンスタンド等）、就業機会を創出する施設（地場産品の加工・販売所、観光案内

所）等を集約する場所）や農用地の保全等の事業であって、就業の機会の創出、経

済基盤の強化又は生活基盤の整備に資するものに関する事項を地域再生計画に記載

できることを規定（第五号）。 

  自家用有償旅客運送者が行うコミュニティバス事業等についても地域再生計画に

記載できる（第六号） 

② 第17条の７の新設 

  地域再生土地利用計画（地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の

効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画）の作成等に関する規

定。 

③ 第17条の８の新設 

  誘導施設（区域内に誘導すべき地域福利等施設）を有する建築物の新築等、土地

                                                                                 

(５) 2015改定版においても、ＫＰＩは同様である。ただし、改定前は、企業の地方拠点の強化の

後に挙げられていた「政府関係機関の地方移転」は、改定を経て順序が入れ替わっている。創

生総合戦略の改訂に関する分析は、他日を期したい。 

(６) 「小さな拠点」と同じく、具体的な内容が不明確なまま議論されているものにＣＣＲＣがあ

る。「日本版ＣＣＲＣ」と呼ばれていたそれは、具体像が正確に示されないままに検討されて

いた構想名まで「生涯活躍のまち（日本版ＣＣＲＣ）」と呼称が変更されている。 
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の区画形質の変更等に関する規定。 

④ 第17条の９の新設 

  農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等に関する規定。 

⑤ 第17条の10の新設 

  農地の転用等の許可の特例に関する規定 

⑥ 第17条の11の新設 

  農用地区域の変更の特例に関する規定 

⑦ 第17条の12の新設 

  開発許可等の特例に関する規定 

⑧ 第17条の13の新設 

  自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例に関する規定 

⑨ 第38条の新設：罰則 

 
 

    続いて、地方拠点強化に関するものは、以下のとおりである。 

 
 

① 第５条第４項第四号の新設 

  「集中地域」以外の地域、かつ、活力の向上が特に必要な地域において、地方活

力向上地域において、本店又は主たる事務所、研究所、研修施設等を整備する事業

に関する事項を記載できる。 

  「集中地域」：「三大都市圏」を想定 

② 第17条の２の新設 

  都道府県が地方活力向上地域特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画の

認定を受けたときに、個人事業者又は法人が、当該事業の実施に関する計画を作成

し、その計画が適当である旨の認定を申請することができる。 

  「集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域」：東京23区 

  23区から三大都市圏以外に移転して行う事業（＝移転型） 

  地方活力向上地域において特定業務施設を整備する事業（＝拡充型） など 

③ 第17条の３の新設 

  認定事業者の円滑な実施のため、中小企業基盤整備機構が行う業務について規定 

④ 第17条の４の新設 

  特定業務施設の新設等に伴い、新たに取得等した建物等についての租税特別措置
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の規定 

  拡充型：取得価額に対し、15％相当額の特別償却又は４％相当額の税額控除 

  （計画承認が平成29年度の場合は２％） 

  移転型：取得価額に対し、25％相当額の特別償却又は７％相当額の税額控除 

  （計画承認が平成29年度の場合は４％） 

⑤ 第17条の５の新設 

  雇用促進税制に関する課税の特例の規定 

  現行の雇用促進税制：１人当たり40万円の税額控除 

  →拡充型は、50万円（法人全体の雇用増加率10％未満でも20万円） 

   移転型は、①拡充型にさらに30万円の税額控除が可能（最大80万円） 

   ②この80万円のうち30万円分は、雇用が継続していれば最長３年間継続 

   ③②は法人全体の雇用増がなくても東京から地方への移転者に適用 

⑥ 第17条の６の新設 

  地方公共団体が特定業務施設を新設等した認定事業者に対して事業税、不動産取

得税、固定資産税等の不均一課税を実施した場合、その減収分が地方交付税で補て

んされることを規定。 

 
 

    このほか、遊休工業用地の有効活用（第５条第４項第七号、第６項の新設、第17

条の14の新設）、地域再生推進法人の指定（第19条関係）、附則（附則第６条）が

新設・改正されている。 

 

(２) 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律 

  ① 法案の趣旨等 

    改正特区法についても、提案時の石破大臣による説明から全体像を確認しておき

たい。そこでは、「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する

法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 

    我が国が取り組むべき重要な課題は、成長戦略の着実な実行を図り、その効果を

全国に波及させていくことにあります。そのためには、2015年度までを集中取り組

み期間としておる国家戦略特区を活用し、国、地方公共団体、民間が一体となり、

スピード感を持って規制改革を実行していくことが必要です。 

    これまで、国家戦略特別区域諮問会議等において、特区ごとに設置する区域会議
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や全国の地方公共団体、民間からの提案も踏まえ、国家戦略特別区域に係る新たな

規制の特例措置等について検討を行うとともに、構造改革特別区域推進本部におい

て、全国からの提案募集を行い、構造改革特別区域に係る新たな規制の特例措置に

ついて検討を行ってまいりました。 

    今般、これらの検討結果に基づき、経済社会の構造改革をさらに推進するため、

この法律案を提出する次第であります。 

    次に、この法律案の要旨を御説明申し上げます。 

    国家戦略特別区域法の改正については、第一に、学校教育法等の特例として、グ

ローバル人材その他の産業の国際競争力の強化等に寄与する人材の育成のため、公

立学校の管理を民間に行わせることができることとしております。 

    第二に、児童福祉法の特例として、保育の需要に応ずるため、都道府県知事が行

う試験の合格者に、一定の期間は区域を限定する保育士の資格を付与することとい

たしております。 

    第三に、出入国管理及び難民認定法の特例として、家事支援サービスを提供する

企業に雇用される外国人の入国、在留を可能とし、あわせて創業人材について、一

定の要件のもとで入国を促進することとしております。 

    第四に、都市公園法の特例として、保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、

保育所等の社会福祉施設のための都市公園の占用について、一定の基準を満たす場

合に許可することとしております。 

    第五に、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例として、医薬品

の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を原料とした研究用具の業と

しての製造を認めることとしております。 

    このほか、公証人法の特例、医療法の特例、水産業協同組合法の特例、国有林野

の管理経営に関する法律の特例、国家公務員退職手当法の特例、高年齢者等の雇用

の安定等に関する法律の特例、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条

等の特例等に関する法律の特例、特定非営利活動促進法の特例及び設備投資減税等

に関する課税の特例に係る規定を追加するとともに、国及び関係地方公共団体は、

外国人等の起業を促進する等のため、外国人等に対し、法人の設立の手続に関する

援助を一体的に行うことその他の措置を講ずることといたしております。 

    構造改革特別区域法の改正については、道路整備特別措置法等の特例として、通

行者の利便の増進を図るため、地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定す
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る場合に、民間事業者による当該道路の運営を可能とすることとしておるほか、通

訳案内士法の特例に係る規定を追加することといたしております。」と述べられて

いる。 

    引用文中に下線を引いた「経済社会の構造改革」がこの法案提出の目的と言うこ

とになるが、成長戦略推進のために規制緩和が必要または可能と思われる領域につ

いて特別区域を設定し規制改革を実行していこうというものである。 

    この法案は、第187回国会（臨時会）に提出されたが、衆議院の解散に伴い廃案

となった法案に、追加の規制改革事項を盛り込んだものとして提案されたものであ

り、総選挙における自由民主党の公約であった「地方創生特区」を具体化するため

に必要となる法改正も盛り込まれているものである。なお、創生総合戦略にも「Ⅳ．

国家戦略特区・社会保障制度・税制・地方財政等」の「(ア)国家戦略特区制度との

連携」において、本改正案の提出、「地方創生特区」の指定に言及されている(７)

（概要は、資料２参照）。 

  ② 改正内容 

    次に、法改正の内容を具体的に示しておきたい。まず、国家戦略特別区域法につ

いては、以下のとおりである。 

 
 

① 第12条の２ 

  公証人法の特例 

  公証役場以外で公証人が定款の認証に関する業務ができる 

② 第12条の３ 

  学校教育法等の特例 

  公立学校の運営を民間に開放 

③ 第12条の４ 

  児童福祉法等の特例 

  国家戦略特区内のみで有効な「限定保育士」を設けることにより保育士試験を年

２回実施 

④ 第14条の２ 

                                                                                 

(７) 創生総合戦略2015改訂版では、「国家戦略特区の速やかな指定」、「次期通常国会への国家

戦略特区法改正法案の提出」、「規制改革の一層の推進・実現」が掲げられており、さらに広

い分野での規制緩和を特区制度により実現していこうとする姿勢が見受けられる。 
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  医療法の特例 

  国家戦略特区内においては、医師又は歯科医師でない理事から理事長を選出でき

る（医療法人の経営管理について専門的な知識経験を有する） 

⑤ 第14条の３ 

  水産業協同組合法の特例 

  特区内における漁業生産組合の設立要件を緩和 

⑥ 第16条の２ 

  国有林野の経営管理に関する法律の特例 

  特区内における国有林野の林地の貸付を受け、使用できる対象者（所在する市町

村の住民→認定を受けた者）・面積（５ha→10ha） 

⑦ 第16条の３、４ 

  出入国管理及び難民認定法の特例 

  外国人家事支援人材の在留要件の緩和、外国人の創業人材等の受入れ促進のため

の特例（地方自治体等による事業計画の審査等の要件あり）。 

⑧ 第19条の２ 

  国家公務員退職手当法の特例 

  国家公務員が退職して特区内で創業に関わり、再び職員となった者が退職金で不

利にならないようにする。 

⑨ 第20条の２ 

  都市公園法の特例 

  特区内都市公園における保育所等の設置を認める。 

⑩ 第20条の３ 

  安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例 

  特区内におけるｉＰＳ細胞から製造する試験用細胞等の原料として血液を使用す

ることを可能にする。 

⑪ 第24条の２ 

  高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の特例 

  特区内においてシルバー人材センターの高年齢退職者に関する労働者派遣事業に

関する規制を緩和し、週20時間までの「軽易な業務にかかる就業」に加え、週40時

間まで認められるそれ以外の就業も可能とする。 

⑫ 第24条の３ 
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  外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律の特例 

  臨床修練制度を活用し、一定の要件の下、日本の医師免許を持たない外国人医師

の診療所等における診療行為が行えるようにする。 

⑬ 第24条の４ 

  特定非営利活動促進法の特例 

  ＩＣＴ技術の活用を前提としてＮＰＯ法人設立手続きの迅速化の観点から縦覧期

間を特区内においては２カ月から２週間に短縮する。 

⑭ 第27条の２～４ 

  課税の特例 

  国家戦略特区内の課税の特例（設備投資、譲渡、株式取得等）を法律に明記す

る。 

⑮ 第36条の２ 

  新たに法人を設立しようとする者に対する援助 

  特区内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対

し、手続等に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行う（ワンス

トップセンター） 

⑯ 第36条の３ 

  創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者に対する援助 

  創業者又は就職を希望する公務員等の採用又は就職を援助する。 

⑰ 第37条の２ 

  我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の

開拓に関する活動の促進 

  クールジャパンに関する外国人等の活動を促進するための施策等を行う。 

⑱ 別表関係 規制の特例措置を受ける事業（太字は本法案で追加されるもの） 

 
項 事  業 関係条項 

１ 公証人役場外定款認証事業 第12条の２ 

１の２ 公立国際教育学校等管理事業 第12条の３ 

１の３ 国家戦略特別区域限定保育士事業 第12条の４ 

１の４ 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 第13条 

２ 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 第14条 

２の２ 国家戦略特別区域医療法人運営柔軟化事業 第14条の２ 

２の３ 漁業生産協業化促進事業 第14条の３ 

３ 国家戦略建築物整備事業 第15条 
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４ 国家戦略住宅整備事業 第16条 

４の２ 国有林野活用促進事業 第16条の２ 

４の３ 国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業 第16条の３ 

４の４ 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業 第16条の４ 

５ 国家戦略道路占用事業 第17条 

６ 農業法人経営多角化等促進事業 第18条 

７ 農地等効率的利用促進事業 第19条 

７の２ 国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業 第19条の２ 

８ 国家戦略土地区画整理事業 第20条 

８の２ 都市公園占用保育所等施設設置事業 第20条の２ 

８の３ 国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業 第20条の３ 

９ 国家戦略都市計画建築物等整備事業 第21条 

10 国家戦略開発事業 第22条 

11 国家戦略都市計画施設整備事業 第23条 

12 国家戦略市街地再開発事業 第24条 

12の２ 国家戦略特別区域高年齢退職者就業促進事業 第24条の２ 

12の３ 国家戦略特別区域臨床修練診療所確保事業 第24条の３ 

12の４ 特定非営利活動法人設立促進事業 第24条の４ 

13 国家戦略民間都市再生事業 第25条 

14 
政令等規制事業で第26条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で

定めるもの 
第26条 

15 
地方公共団体事務政令等規制事業で第27条の規定による政令又は内閣

府令・主務省令で定めるもの 
第27条 

 
 

    構造改革特別区域法については、以下のとおりである。 

 
 

① 第19条の２ 

  通訳案内士法の特例 

  構造改革特区内において、報酬を得て、通訳案内を行うことを業とする「地域限

定特例通訳案内士」を創設する（地方公共団体による研修の修了等の要件）。 

② 第28条の３ 

  道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関

する法律の特例 

  構造改革特区内において、地方道路公社がＰＦＩ法の規定により公社管理道路運

営権を設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることとし、民間事業者に

よる公社管理有料道路の運営を可能とするもの。 

③ 別表関係 規制の特例措置を受ける事業（太字は本法案で追加されるもの） 
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項 事  業 関係条項 

１ 削除 第11条 

２ 学校設置会社による学校設置事業 第12条 

３ 学校設置非営利法人による学校設置事業 第13条 

４ 削除 第14条 

５ 条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第15条 

６ 削除 第16条 

７ 削除 第17条 

９ 市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第19条 

９の２ 地域限定特例通訳案内士育成等事業 第19条の２ 

10 公私協力学校設置事業 第20条 

11 削除 第21条 

12 削除 第22条 

13 市町村による狂犬病予防員任命事業 第23条 

14 地方公務員に係る臨時的任用事業 第24条 

15 削除 第25条 

16 削除 第26条 

17 削除 第27条 

18 特定農業者による特定酒類の製造事業 第28条 

18の２ 特定酒類の製造事業 第28条の２ 

18の３ 民間事業者による公社管理道路運営事業 第28条の３ 

19 
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実

施事業 
第29条 

20 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第30条 

21 削除 第31条 

22 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第32条 

23 再生資源を利用したアルコール製造事業 第33条 

24 
政令等規制事業で第34条の規定による政令又は内閣府令・主務省令で

定めるもの 
第34条 

25 
地方公共団体事務政令等規制事業で第35条の規定による政令又は内閣

府令・主務省令で定めるもの 
第35条 

 
 

 

 

 2. 国会における議論 

 

 国会審議の経過は冒頭にも述べた。すなわち、改正地域再生法、改正特区法とも衆議院

では地方創生に関する特別委員会で審議されており、その際には、第５次一括法とも同時

に審議されている。その後、参議院では、改正地域再生法と第５次一括法が地方・消費者

問題に関する特別委員会で、改正特区法が内閣委員会で審議されることとなっている。 

 法案ごとにその内容に直接関わると思われる代表的な質疑及び答弁等を概観しておこう。 
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(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

   衆議院における議論は、いわゆる「大阪都構想」についての住民投票と日程的に重

なる部分があり、法案の内容そのものと言うよりも大都市制度や「地方創生」の内容

に関する質疑が目立った。 

   まず、小さな拠点に関するものからであるが、小さな拠点づくりにおける交通ネッ

トワークのあり方について田村貴昭氏（日本共産党）からあった(８)。交通ネット

ワークという点では、改正地域再生法においては自家用有償旅客運送者が行うコミュ

ニティバス事業等についても地域再生計画に記載できることとされているが、答弁に

おいては、過疎地における生活交通の確保には不十分であるとの現状が示されたに過

ぎなかった。 

   また、やはり小さな拠点というものの概念がはっきりしていないと思われる質疑が

散見された。例えば、稲津久氏（公明党）からは、小さな拠点の一つの視点として道

の駅を考えるべきであるという指摘があり、篠原豪氏（維新の党）からは、小さな拠

点そのものの必要性と特徴について問いただす質疑があった(９)。 

   このほか、田村氏からは、小さな拠点をめぐる住民参加のあり方として公聴会を開

けば議会の同意等が不要な点を問題視する指摘も行われた。 

   次に地方拠点強化に関してであるが、これもビジョンの不明確さを指摘する質疑が

行われている。例えば、木内孝胤氏（民主党）からは、東京からそれ以外の地域に事

務所を移転させると言うときに、地方の中核都市にある程度集約をしながら国土全体

を発展させるのか、それとも、政令指定都市も飛ばして違うところに事務所を持ち込

もうとしているのかのビジョンが明確でないという指摘がなされている(10)。 

   奥野総一郎氏（民主党）からは、支援の対象外となる集中地域の線引きについて質

疑があった(11)。また、本稿で取り上げる両法に関連することであるが、地方拠点強

化税制の支援対象区域と特区との関係について篠原氏から質疑があった。 

   維新の党から改正地域再生法に対して修正案が提出され、その要旨は、東京一極集

中是正のため、企業の地方拠点強化を促進するための支援制度の対象となる地方活力

                                                                                 

(８) 衆議院地方創生に関する特別委員会第６号（2015年５月19日）における質疑。 

(９) 稲津氏は衆議院地方創生に関する特別委員会第６号、篠原氏は同第７号（2015年５月20日）

における質疑。 

(10) 衆議院地方創生に関する特別委員会第５号（2015年５月15日）における質疑。 

(11) 衆議院地方創生に関する特別委員会第７号における質疑。 
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向上地域の範囲を拡大し、東京23区以外の地域とするものであった。この修正案は否

決され、原案通りに可決されている。 

   参議院においては、第５次一括法と同時に審議されたが、農地転用の問題など両法

で取り扱う問題も見受けられ、やや論点が見えにくくなっていた。 

   横山信一氏（公明党）からは、衆議院の場合と同じく小さな拠点における交通網に

関する懸念や、専門性を持ったコーディネーターの育成に関する質疑があった。また、

平野達男氏（無所属）からは、小さな拠点の形成という発想は、かつての農村総合整

備モデル事業等と全く同じものであるとの指摘があった(12)。 

   参議院においては、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、次世代の

党、無所属クラブ及び新党改革・無所属の会の各派共同提案による附帯決議案が提出

されており、それは、「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

を講ずべきである。 

  一、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げることが急務であることに鑑み、必要な

予算の確保を始め、一層の支援措置の拡大等に努めること。 

  二、本法施行後三年の見直しに合わせ、特に地方活力向上地域特定業務施設整備事業

については、その効果についてまち・ひと・しごと創生法の目的にある「東京圏へ

の人口の過度の集中を是正」する観点を踏まえ検証を行い、その結果に基づいて、

必要に応じて地方活力向上地域の範囲も含めた規定の見直しを行うこと。 

  三、医療、福祉、教育等のサービス産業による地域活性化政策を中軸に据えた国の長

期計画を、地域住民の視点に立って検討すること。 

  四、地方経済の再生、雇用の創出を強力に推進するため、各省庁において実施してい

る施策を地方の視点から調整し、地方創生の実現に向け政府一体となって取り組む

こと。 

  五、中山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要なサービス機能の提供に

支障が生じてきていることを踏まえ、医療、介護、教育、ガソリン、電力、金融、

通信、交通、郵便などに係るユニバーサルサービスの提供に関し、その維持・確保

のための手段及び責任の所在等について、各省庁の施策を一体的に捉えた上で、そ

れらの基本的在り方を検討すること。 

                                                                                 

(12) いずれも、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会第５号（2015年６月10日）における

質疑。 
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  六、地域医療構想の策定や地域包括ケアシステムの構築に当たっては、子育て世代や

働く世代など各世代の医療・介護に対するニーズを把握し、地方への人口移動を促

進するような地域医療・介護提供体制が整えられるよう各省庁が連携して取り組む

こと。」という内容のものであった。この附帯決議案は、賛成多数を持って委員会

決議とされている。 

 

(２) 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律 

   改正特区法においては、そもそも、特区に関する制度間の差異を確認する質疑が複

数行われた(13)。これに関する答弁は、「御指摘の三つの特区の特徴を簡潔に申し上

げさせていただきます。構造改革特区でございますが、これは自治体等からの提案に

基づきまして実現した規制改革事項を可能な限り全国展開するという一種汎用性の高

い制度と考えております。また、総合特区でございますが、地域の先駆的な取組、こ

れを規制改革のみならず、総合でございますので、財政支援も含めまして総合的に支

援する制度と考えております。そこで、これらと国家戦略特区がどう違うのかという

お尋ねかと存じますが、国家戦略特区は二つの仕組みを備えていると考えております。

一つは、区域会議でございます。区域会議は、区域会議におきまして国が受け身とな

らずに国家戦略特区担当大臣自らが地域の提案、要望を直接吸い上げるシステム、そ

れが第一点でございます。第二点でございますが、特区諮問会議というオープンな場

での議論を通じまして、総理のリーダーシップにより規制改革を実現する制度という

ように考えているところでございます。」というものであった(14)。 

   改正特区法案は、改正項目が多岐にわたるため質疑を網羅的に取り上げるのは難し

いが、重要な論点を提示していると思われるものに絞って検討したい。ここで取り上

げるのは、臨時国会提出法案に盛り込まれていたものではあるが、公立学校運営の民

間開放に関する議論である。 

   郡和子氏（民主党）は、「国際理解教育及び外国語教育を重点的に行うものその他

の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寄与する人材の育成

の必要性に対応するための教育を行うものとして政令で定める基準に適合するものの

                                                                                 

(13) 例えば、山田賢司氏（自由民主党）が衆議院地方創生に関する特別委員会第10号（2015年５

月27日）に、上月良祐氏（自由民主党）が参議院内閣委員会第15号（2015年６月10日）にそれ

ぞれ質疑を行っている。 

(14) 参議院内閣委員会第15号における内田要政府委員（内閣府地方創生推進室長）によるもの。 
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管理、これを民間に委ねるというふうなことになっている」が、この政令で定める基

準とはどのようなものであるかを質疑した上で、なぜ、民間に委ねなければグローバ

ル人材の育成が困難なのかを質している(15)。 

   那谷屋正義氏（民主党）は、民間人である公設民営学校の教職員に対する給与費を、

他の公立学校と同様に、その３分の１を国が負担するということの整合性を質疑して

いる(16)。答弁を受けても「公設民営学校というのは公立である、そこで働く人は民

間人であるという非常に分かりにくい構造」となっているとこの改正について批判し

ている。 

   衆議院において、改正特区法の修正案が民主党から提出された。その内容は、第１

に、公立国際教育学校等管理事業について、学校教育法等の特例を設ける規定を削除

すること、第２に、国家戦略特別区域家事支援外国人受け入れ事業について、出入国

管理及び難民認定法の特例を設ける規定を削除すること、第３に、国家戦略特別区域

臨床修練診療所確保事業について、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七

条等の特例等に関する法律の特例を設ける規定を削除すること、第４に、国家戦略特

別区域会議は、国家戦略特別区域計画に、総合特別区域法に規定する一定の特定国際

戦略事業または特定地域活性化事業、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、当該認定を総合特

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５に、所要の規定の整備を行うこと、である。この修正案は否決され、

原案通り可決されている。 

 

 

 3. 「地方創生」との関連と残された課題 

 

 改正地域再生法と改正特区法とは、第５次一括法とともに「地方創生関連法」として位

置づけられている。「地方創生」の根拠となるのはまち・ひと・しごと創生法であるが、

まち・ひと・しごと創生について同法では、「国民一人一人が夢や希望を持ち、潤いのあ

る豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多

                                                                                 

(15) 衆議院地方創生に関する特別委員会第６号における質疑。 

(16) 参議院内閣委員会第16号（2015年７月２日）における質疑。 
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様な人材の確保及び地域における魅力ある多様な就業の機会の創出を一体的に推進するこ

と」であると定められている（第１条）。 

 また、まち・ひと・しごと創生法では、基本理念として、以下が掲げられている。すな

わち、1. 国民が個性豊かで魅力ある地域社会において潤いのある豊かな生活を営むこと

ができるよう、それぞれの地域の実情に応じて環境の整備を図ること、2. 日常生活及び

社会生活を営む基盤となるサービスについて、その需要及び供給を長期的に見通しつつ、

かつ、地域における住民の負担の程度を考慮して、事業者及び地域住民の理解と協力を得

ながら、現在及び将来におけるその提供の確保を図ること、3. 結婚や出産は個人の決定

に基づくものであることを基本としつつ、結婚、出産又は育児についての希望を持つこと

ができる社会が形成されるよう環境の整備を図ること、4. 仕事と生活の調和を図ること

ができるよう環境の整備を図ること、5. 地域の特性を生かした創業の促進や事業活動の

活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること、6. 前各号に掲げる事項が行われ

るに当たっては、地域の実情に応じ、地方公共団体相互の連携協力による効率的かつ効果

的な行政運営の確保を図ること、7. 前各号に掲げる事項が行われるに当たっては、国、

地方公共団体及び事業者が相互に連携を図りながら協力するよう努めること、である（第

２条）。 

 まち・ひと・しごと創生法と前回の地域再生法の改正が同時に行われていることからも

両法の関連が密接であることがうかがえる。資料１を改めて見てもまち・ひと・しごと創

生総合戦略に位置づけられた施策について地域再生法に具体的に位置づけるという改正と

なっていることがわかる。 

 改正特区法においても「規制改革による地方創生」として、医療法人の理事長要件の見

直し、農業等に従事する高齢者の就業時間の柔軟化、地域限定保育士の創設、ＮＰＯ法人

の設立手続きの迅速化、国有林野の民間貸付・使用の拡大が挙げられている（資料２）。 

 これは、上に挙げた基本理念に照らすと、5. 地域の特性を生かした創業の促進や事業

活動の活性化により、魅力ある就業の機会の創出を図ること、と関連しているものと思わ

れる。 

 しかし、改正特区法には、外国人の活躍環境の整備などいわゆる「地方創生」の文脈と

は異なる特区を用いた規制緩和なども盛り込まれており、これらの法律を一連のものとし

て理解できるかどうか疑問が残る。 

 むしろ、まち・ひと・しごと創生法や第５次一括法も含めて規制緩和を促進するための

手段とされていると理解する方がわかりやすいと思われる。前者に関しては、本誌2015年
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５月号所収の拙稿で述べたが、第５次一括法も農地転用についての権限移譲が盛り込まれ

ており、この農地に関する事実上の規制緩和は、農地や農業をめぐる規制を「岩盤規制」

として緩和のターゲットとしてきたものである。さらに、改正地域再生法においても、農

地利用をめぐる改正が行われている。 

 法律の審議過程を見ても、引用した公設民営学校の教職員の処遇など具体的な制度設計

に関して多くの課題を残していると思われるものも少なくない。また、本稿で取り上げた

小さな拠点や具体的には取り上げられなかったがＣＣＲＣなどは、その概念が不明確なま

ま議論が先行している。 

 以上のように、本稿の検討によって「地方創生」を謳いながらまち・ひと・しごと創生

法と同様にそれが政策目的ではなく規制緩和の手段化していることが明らかになったと思

われる。 

 しかし、なぜ、衆議院で「地方創生関連」として一括に審議された３法が、参議院では

５次一括法と改正地域再生法（地方・消費者問題に関する特別委員会）と改正特区法（内

閣委員会）に分けて審議されることになったのかについて十分な検討をすることができな

かった。この点を検討することによって、地方創生と規制緩和の関係をより具体的に示す

ことができると思われる。そのためには、提出を所管した組織間の関係等についても分析

する必要があるが、それらについては今後の課題としたい(17)。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

 

キーワード：特区／地方創生／規制緩和／ 

      小さな拠点／企業の地方拠点の強化

 
 
 

                                                                                 

(17) 内閣法制局ウェブサイトによると、改正地域再生法は内閣官房、改正特区法は内閣府となっ

ている。 
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地域再生法の一部を改正する法律案の概要：「小さな拠点（コンパクトビレッジ）」形成

○市町村が地域再生土地利用計画に、集約する施設を設定
・生活サービス施設（診療所、保育所、公民館、商店、ガソリンスタンド等）

・就業機会を創出する施設（地場産品の加工・販売所、観光案内所 等）

 届出・勧告・あっせんにより、施設の立地誘導
 農地転用許可・開発許可の特例

○NPO法人、一般財団法人、株式会社等のほか、新たに社会福祉法人等
の多様な主体が地域再生推進法人となることを可能に

 既存の補助金等の支援制度の“すき間”を埋めて効果を高める財政支援

Ⅰ 複数の集落を含む生活圏（集落生活圏）の中に「地域再生拠点」
を形成し、生活サービスを提供する施設を集約

Ⅳ 生活サービスを提供する担い手を確保

小さな拠点形成のための財政的支援

地域再生計画（地方公共団体作成、内閣総理大臣認定）において、地域住民
と協議して、小さな拠点づくりの将来ビジョンを作成

〇各省予算事業を連携させて、総合的に財政支援

〇 中山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要な生活サービス機能（医療・介護、福祉、教育、買物、公共交通、物流、燃料供給等）の提供に支障

地域再生戦略交付金の直接の支援対象に

【第５条第４項第５号、第６号】

【第17条の７】

【第17条の10、第17条の12】

【第17条の８】

【第19条】

【第17条の13】

集落

集落

集落

集落

集落

集落

高校分校

小学校

Copyright(C) NTT空間情報 All Rights Reserved
Copyright(C) 2015 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved

【本件に関する連絡先】
内閣府 地方創生推進室
（問い合わせ担当窓口）

TEL:  03-5510-2475

「小さな拠点」のイメージ

農業振興総合センター
・商工会
・観光協会案内所

道の駅
周遊バス停

保健福祉センター

100m

地場農産物
加工施設

高齢者ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ診療所

郵便局 ・農産物販売所
・ＡＴＭ

地域再生拠点区域

Copyright(C) NTT空間情報 All Rights Reserved
Copyright(C) 2015 NTT Resonant Inc. All Rights Reserved

Ⅱ 優良農地の保全・利用を図り、基幹産業である農林水産業を振興 法律

Ⅲ 集落と地域再生拠点を結ぶネットワークを確保

○市町村が、知事、農業関係者等と協議し、地域再生土地利用計画に、
農用地等保全利用区域を設定

 地域ブランド作物の栽培に係る助言等、必要な援助を実施

【第17条の７】

○集落生活圏内外のネットワークとの連携（バスの乗継拠点の整備 等）

○市町村が、地域再生計画に、自家用有償旅客運送者が集落生活圏に
おいて行う事業を位置付け

自家用車を用いて地域住民を運送する際に少量の貨物も運送可能に

【第５条第４項第６号】

法律

法律

法律

拠点を通るコミュニティ
バスは少量の貨物
運送も可能

コミュニティバス
の運行

 計画に即した農地利用を行わないおそれがある場合には勧告

集落生活圏
の区域

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成26年12月27日閣議決定）

生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠点」を形成

 地方版総合戦略に関する施策の実施を明確な政策目標の下で支援
（地方創生先行型交付金【26年度補正予算1700億円】）

（地域再生戦略交付金【26年度補正予算50億円、27年度予算70億円】）

【第17条の９】

【第17条の７】
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地域再生法の一部を改正する法律案の概要：企業の地方拠点強化の促進

〇 人口の東京への過度な集中を是正するためには、地方での安定した良質な雇用確保が必要

内閣総理大臣

認定

申請

知事の
認定知事に

申請

事業スキーム

都道府県/都道府県及び市町村

（地方活力向上地域特定
業務施設整備事業を記載）

事業者

「地方活力向上地域
特定業務施設整備計画」

○ 独立行政法人中小企業基盤整備機構による債務保証業務
認定事業者が行う特定業務施設の整備に必要な資金の借入れ又は社債発行

に係る債務を保証

○ 認定事業者に対する地方税の不均一課税に伴う措置
特定業務施設を新設又は増設した認定事業者について地方公共団体が当該

施設に課すべき事業税（移転を伴う場合のみ）、不動産取得税又は固定資産税
を減額した場合の減収額に対する地方交付税による補塡

特例措置の概要

○ 特定業務施設の新設又は増設に関する課税の特例
認定事業者が特定業務施設の新設又は増設に際して取得等した建物、附属

設備及び構築物に係る特別償却又は税額控除（選択的適用）

○ 特定業務施設において従業員を雇用している場合の課税の特例〈雇用促進税制〉

企業の地方拠点強化の促進（地方活力向上地域特定業務施設整備事業）

「地域再生計画」

税制特例の概要（租税特別措置法で規定）

拡充型（含対内直投）

地方にある企業の本社
機能の強化を支援

地方の企業
の拠点拡充

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
税
制

オフィスに係る建物等の取得価額に対し、
特別償却１５％又は税額控除４％（※）《新設》

※計画承認が平成29年度の場合は２％
（措置対象：建物、建物附属設備、構築物）
（取得価額要件：大企業2,000万円、

中小企業1,000万円）

①増加雇用者１人当たり５０万円を税額控除
《従来の40万円に、地方拠点分は10万円上乗せ》
②法人全体の雇用増加率１０％未満の場合でも、

1人当たり２０万円を税額控除 《新設》

大都
市等

東京２３区

東京一極集中の是正
地方移転の促進

移転型

東京２３区からの移
転の場合、拡充型
よりも支援措置を
深堀り

オ
フ
ィ
ス
減
税

雇
用
促
進
税
制

オフィスに係る建物等の取得価額に対し
特別償却２５％又は税額控除７％（※）《新設》

※計画承認が平成29年度の場合は４％
（措置対象：建物、建物附属設備、構築物）
（取得価額要件：大企業2,000万円

中小企業1,000万円）

①増加雇用者１人当たり最大８０万円を税額控除

《拡充型50万円に、地方拠点分は更に30万円
上乗せ》
②①のうち30万円分は、雇用を維持していれば、

最大３年間継続 《新設》
③②は法人全体の雇用増がなくても、東京から

地方への移転者にも適用 《新設》

【第５条第４項第４号】

【第17条の２】

【第17条の３】

【第17条の４】

【第17条の５】

【第17条の６】

 地域再生計画に企業等の地方拠点強化に係る事業を位置づけるとともに、本社機能の移転・新増設を行う事業者に対して支援措置

遊休工場用地を有効活用

内閣総理大臣

事業スキーム

都道府県又は市町村

（遊休工場用地（農工法に

基づき整備されたものの、一定
期間以上利用されていない工

場用地）に導入する産業
を記載）

「地域再生計画」

認定
申請※

遊休工場用地

【活用イメージ】

【第５条第４項第７号】

※ 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、
こん包業、卸売業

イメージ

※ 市町村が作成する場合には、
都道府県知事の同意が必要

〈オフィス減税〉

認定事業者が特定業務施設において新たに雇い入れた従業員等に係る税額控除

木製品加工工場

精密機械工場

食品工場

トラックターミナル

バイオマス
発電施設

繊維工場

周辺施設に
電力供給

燃料となる木材を供給

共同倉庫

木製品加工工場

製材所

特例措置の概要

〇 地域再生計画に記載された業種は、農工法の対象業種
（※）以外であっても遊休工場用地に導入可能とする。
遊休化していた工場用地の活用が可能に。 【第17条の14】

白色地域は地域再生計画を作成す
ることを前提に、「地方活力向上
地域」として広く支援対象となる。

※ 東京23区（赤）からの移転は
税制措置深堀り。黄色の大都市等
は対象外。 赤 ○東京23区

黄 ○東京都（武蔵野市、三
鷹市、八王子市等）

○神奈川県（横浜市、川
崎市等）

○埼玉県（川口市、川越
市等）

○千葉県（千葉市等）
○茨城県（龍ヶ崎市等）

黄 ○愛知県（名古屋市の
特定の区域）

黄 ○大阪府（大阪市の全域、守口市・
東大阪市・堺市の特定の区域）

○京都府（京都市の特定の区域）

○兵庫県（神戸市・尼崎市・西宮
市・芦屋市の特定の区域）

＜近畿圏整備法＞

＜首都圏整備法＞

＜首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備
地帯等の整備のための国の財政上の
特別措置に関する法律＞

まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成26年12月27日閣議決定）

 農村地域への農業関連産業等の導入促進

近隣で林業や木製品製造業等の
盛んな地域の遊休工場用地に、
木質バイオマス発電施設を導入

(出所：内閣官房ウェブサイトより引用)
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国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の概要

構造改革特別区域法の一部改正

地方道路公社が公社管理道路運営権を設定する場合に

は、民間事業者に料金を収受させることとし、民間事業

者による公社管理有料道路の運営を可能化。

【第２８条の３】

（１）公社管理有料道路運営の民間開放

地方公共団体が行う研修を修了した者は、地域限定特

例通訳案内士として、報酬を得て通訳案内業務を行うこ

とを可能化。 【第１９条の２】

（２）外国語による観光案内人材の育成

経済社会の構造改革を更に推進し、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図り、並びに地域の活性化を図るため、国家戦略特別区域法及び

構造改革特別区域法において、新たな規制の特例を設ける等の措置を講ずる。

公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、

役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可

能であることを明確化。 【第１２条の２】

法人設立手続の簡素化・迅速化

外国人の活躍環境の整備

外国人を含む開業促進など

外国人を含めた起業・開業促進のため、登記、税務、

年金、定款認証等の創業時に必要な各種申請のため

の窓口を集約。相談を含めた総合的な支援を実施。

【第３６条の２】

③ワンストップセンターの設置☆

④公証人の公証役場外における定款認証☆

女性の活躍推進等のため、地方自治体等による一定の

管理体制の下、家事支援サービスを提供する企業に雇

用される外国人の入国・在留を可能化。 【第１６条の３】

・創業人材について、地方自治体による事業計画の審

査等を要件に、「経営・管理」の在留資格の基準（当初

から「２人以上の常勤職員の雇用」又は「最低限（５００

万円）の投資額」等）を緩和。 【第１６条の４】

・クールジャパンに関わる外国人の活動を促進する施策

の推進、情報提供等。 【第３７条の２】

①創業人材等の多様な外国人の受入れ促進など☆

②外国人家事支援人材の活用☆

規制改革による地方創生

医療法人のガバナンス強化の観点から、都道府県知事が、医師

以外の者を医療法人の理事長として選出する際の基準について、

法令上明記した上で見直し、当該基準を満たす場合は迅速に認

可。 【第１４条の２】

⑤医療法人の理事長要件の見直し

労働力確保が課題となる地域等において、高年齢退職者が活躍

できるよう、民業圧迫の恐れがなければ、シルバー人材センター

が、週２０時間ではなく、４０時間の就業についても、派遣事業を行

うことを可能化。 【第２４条の２】

⑥農業等に従事する高齢者の就業時間の柔軟化

国有林野の活用を促進するため、貸付等の面積（現行5ha）を拡大。

【第１６条の２】

⑨国有林野の民間貸付・使用の拡大

国家戦略特別区域法の一部改正

グローバル人材の育成や個性に応じた教育等のため、教

育委員会の一定の関与を前提に、公立学校の運営を民間

に開放。 【第１２条の３】

⑩公立学校運営の民間開放☆

スタートアップ企業における優秀な人材確保のため、国・

自治体等に勤務する者をスタートアップ企業で働きやすく

する枠組み（一定期間内に再び国・自治体の職員になった

場合の退職手当の算定への配慮）を構築。

【第１９条の２、第３６条の３】

⑪官民の垣根を越えた人材移動の柔軟化

民間ノウハウの活用など

今国会提出法案で新たに盛り込むもの

保育等の福祉サービスの需要の増加に対応するため、保育所等の社会福祉施設について、
一定の基準を満たす場合には、都市公園の管理者は占用を許可。 【第２０条の２】

２．都市公園内における保育所等設置の解禁

採取した血液を原料として製造できる物は血液製剤等に限定されているが、再生医療技術を
活用し、医薬品の研究開発等に係る国際競争力を強化するため、血液を使用して、業として、
ｉＰＳ細胞から試験用細胞等を製造することを可能化。 【第２０条の３】

１．ｉＰＳ細胞から製造する試験用細胞等への血液使用の解禁 臨床修練制度を活用し、医療分野における国際交流の進展に資する観点から、外国医師の受
入れを、現在の「指定病院との間で緊密な連携体制が確保された診療所」から、指導医による指
導監督体制を確保し、国際交流の推進に主体的に取り組むものであれば、「単独の診療所」に
も拡充。 【第２４条の３】

３．臨床修練制度を活用した国際交流の推進

漁業者の法人化・協業化により競争力の向上や６次産業化の促進を図り、浜の活性化に資する
ため、漁業生産組合の設立要件（現行７人以上）を緩和。 【第１４条の３】

４．漁業生産組合の設立要件等の見直し

ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法
人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類
の縦覧期間（現行２か月）を大幅に短縮。 【第２４条の４】

⑧ＮＰＯ法人の設立手続きの迅速化

※「☆」は「改訂日本再興戦略2014」に記載の規制改革事項等

保育士不足解消等に向け、都道府県が保育士試験を年間２回行

うことを促すため、２回目の保育士試験の合格者に、３年間は当

該区域内のみで保育士として通用する資格を付与。

【第１２条の４】

⑦地域限定保育士の創設☆

地域限定保育士試験を政令指定都市市長が実施することを可能とする。 【第１２条の４に追加】
そのほか、設備投資減税等に関する課税の特例に係る規定を追加。 【第２７条の２～４】

５．その他（地域限定保育士試験の政令市での実施など）

内 閣 府 地 方 創 生 推 進 室
内閣官房副長官補付（地域活性化担当）

臨時国会提出法案に盛り込まれていたもの

(出所：内閣府ウェブサイトより引用)
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地方税法等の一部を改正する法律 
（平成27年３月31日法律第２号） 

 

 

森   稔 樹 

 

 

 1. はじめに 

 

 本稿は、第189回国会会期中の平成27年２月17日に内閣提出法律案第５号として衆議院

に提出され、３月31日に参議院本会議にて原案通りに可決・成立し、同日に内閣により公

布された「地方税法等の一部を改正する法律」（以下、地方税法等一部改正法）について、

主に立法過程を中心に概観および検討を試みるものである(１)。 

 地方税法等一部改正法は平成27年度税制改正の一環であり、「所得税法等の一部を改正

する法律」（平成27年３月31日法律第９号。以下、所得税法等一部改正法）と密接な関連

を有するとともに、法律において示される改正点は多く、その内容も多岐にわたる。そこ

で、本稿においては、地方法人課税、消費税・地方消費税の税率引き上げ時期の変更、

「ふるさと納税」制度の拡充など、重要と考えられる論点に対象を絞り、検討などを行う

こととする。 

 なお、本稿は、自治総研440号（2015年６月号）76頁以下および自治総研446号（2015年

12月号）48頁以下に掲載されたものに加筆修正を施したものである。 

  

                                                                                 

(１) 地方税法等一部改正法に関する解説として、総務省自治税務局企画課ほか「平成27年度税制

改正を巡る議論について」地方税2015年２月号10頁、村上浩世ほか「平成27年度地方税法改正

法案解説」地方税2015年３月号10頁、「特集 改正大綱から読むＱ＆Ａ 平成27年度税制改正

の要点」税2015年３月号９頁、今道雄介「地方税制改正の方向」税2015年４月号10頁、伊藤正

志ほか「都道府県税関係改正案解説」同43頁、山本倫彦ほか「市町村税関係改正案解説」同

108頁、東高士ほか「固定資産税等関係改正案解説」同206頁がある。また、金子宏『租税法』

〔第二十版〕（2015年、弘文堂）71頁も参照。 
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 2. 法律案が提出されるまでの動向 

 
(１) 立法過程の概略 

   平成27年度税制改正の眼目は、法人課税に置かれている。 

   これは、言うまでもなく、第二次・第三次安倍晋三内閣が推進する経済政策（「ア

ベノミクス」）の一環であり、「デフレ脱却」および「経済再生」のための一策とし

て位置づけられている。平成26年12月30日の「平成27年度税制改正大綱」（自由民主

党および公明党。以下、与党税制改正大綱）は、「第一 平成27年度税制改正の基本

的考え方」において、「今後、デフレ脱却・経済再生をより確実なものにしていく必

要があ」り、「企業収益の拡大が速やかに賃金上昇や雇用拡大につながり、消費の拡

大や投資の増加を通じてさらなる企業収益に結び付くという、経済の好循環を着実に

実現していくことが重要である。税制においても、企業が収益力を高め、賃上げによ

り積極的に取り組んでいくよう促していく必要がある」と述べた上で、法人課税につ

いては、単に法人税法等の改正に留まるのではなく「平成27年度から法人税改革に着

手し、一部の黒字企業に税負担が偏っている状況を是正して、広く負担を分かち合う

構造へと改革する」と宣言した(２)。「法人税改革」という言葉は平成27年１月14日

の「平成27年度税制改正の大綱」（閣議決定。以下、政府税制改正大綱）においても

用いられる。その意味は、単に国税としての法人税における税率引き下げに留まるも

のではなく、法人事業税における外形標準課税の強化という形で、やや誇張気味に表

現するならば所得課税からの脱却を目指すという方向をとる。その意味において、地

方税制における応益性・応益課税の強化、または応能性・応能課税の弱体化という昨

今の税制改正の傾向に連なるものと理解することが許されるであろう。 

   地方税法等一部改正法の成立に至るまでの過程の始点を何処に求めるかは一つの問

題たりうるが、「法人税改革」に着目するならば、平成26年６月５日の「法人税改革

に当たっての基本認識と論点」（自由民主党税制協議会、公明党税制調査会）とする

ことが認められよう。そこにおいては、「急速な少子化・高齢化」および「経済のグ

ローバル化」に日本の産業構造も対応することが必要であり、これとともに法人課税

の「構造的な改革」の必要性が述べられている。 

                                                                                 

(２) 与党税制改正大綱１頁。総務省自治税務局企画課ほか・前掲注(１)10頁も参照。 
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   他方、同日には与党税制協議会「消費税の軽減税率に関する検討について」もまと

められたが、軽減税率については、消費税・地方消費税の税率を10％とする際に「関

係事業者を含む国民の理解を得た上で」導入することを平成26年度与党税制改正大綱

に示した旨を指摘しつつ、「与党税制協議会としては、予め案を絞り込むのではなく、

広く国民の意見を聞きながら、検討していくこととし」、「国民の議論の材料とする

ため、考え得るパターンをいわば機械的に示す」に留まった。 

   「法人税改革」への意向は、同年６月24日に閣議決定された「経済財政運営と改革

の基本方針2014～デフレから好循環拡大へ～」（以下、「骨太の方針2014」）および

「『日本再興戦略』改訂2014～未来への挑戦～」（以下、「日本再興戦略2014」）に

も続く。この点については両者とも同じ内容であるので、本稿においては「骨太の方

針2014」の内容に触れておくと、安倍内閣が「停滞の20年」から脱却するために、

「長引くデフレからの早期脱却と日本経済の再生」を目標として「アベノミクス」と

して「三本の矢」を放つという経済政策を推進し、その成果が現れつつあるとして、

「この経済の好循環の動きを更に進め、デフレ脱却と経済再生への道筋を確かなもの

とし成長への期待を根付かせていくために、需要の安定的な拡大に取り組む」と宣言

する(３)。その上で、「経済再生なくして財政健全化はない。また、財政健全化なく

して経済再生はな」く、「経済再生と財政健全化の好循環構築が不可欠である」とし

つつも、「歳入面でも、成長志向型の税体系を目指していくという観点から取り組ん

でいく」として、「日本の立地競争力を強化するとともに、我が国企業の競争力を高

めることとし、その一環として、法人実効税率を国際的に遜色ない水準に引き下げる

ことを目指し、成長志向に重点を置いた法人税改革に着手する」と宣言する(４)。

もっとも、「改革」の内容は「数年で法人実効税率を20％台まで引き下げることを目

指す。この引下げは、来年度から開始する」と記されるのみであり、財源についても

「2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を確保するよう、課税ベースの拡

大等による恒久財源の確保をすることとし、年末に向けて議論を進め、具体案を得る」

とされるにすぎない(５)。 

   他方、平成26年６月27日の政府税制調査会（第10回）においてとりまとめられた

「法人税の改革について」は、「法人税改革の趣旨」を日本の「立地競争力を高める

                                                                                 

(３) 「骨太の方針2014」１頁。 

(４) 「骨太の方針2014」23頁。「日本再興戦略2014」19頁、67頁も同旨。 

(５) 「骨太の方針2014」23頁、「日本再興戦略2014」20頁、68頁。 
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とともに、わが国企業の競争力を強化するために税率を引き下げること」および「法

人税の負担構造を改革すること」とした(６)。すなわち、「法人税の改革について」

は、「骨太の方針2014」および「日本再興戦略2014」において漠然としていた内容を

具体化し、課税ベースの拡大と税率の引き下げにより「法人課税を“広く薄く”負担

を求める構造に」変化させるという方向性を示した。これが「利益を上げている企業

の再投資余力を増大させるとともに、収益力改善に向けた企業の取組みを後押しする

という成長志向の構造」である(７)。また、「法人税の改革について」は、明確に「地

方法人課税の見直しは、法人税改革の重要な柱である」と指摘し、平成15年度より導

入されている法人事業税の外形標準課税の「見直し」が「事業活動規模に対し課す税

として企業間でより広く薄く負担を担う構造にするために」、また「企業の選択を歪

めないという中立の観点」に立ち、必要であるとも述べる(８)。 

   このような「法人税改革」の方向性については、当然、批判がある。一つは租税特

別措置、とくに研究開発税制を筆頭とする、「産業支援など特定の政策目的のために

税負担の軽減を図る政策税制」である。政府税制調査会自身も整理縮減の必要性を述

べているが、山家悠紀夫氏は、「日本には、研究開発投資減税その他の減税措置があ

り、これを利用できる日本の大企業の税負担率は、実効税率約三五％よりはるかに低

くなっているということもあ」ると述べる(９)。また、外形標準課税の拡大など、中

小企業税制を改め、課税を強化する方向性も「法人税の改革について」には打ち出さ

れており、山家氏は法人税実効税率引き下げの「代償」と表現する(10)。 

   平成27年度税制改正に向けての動きは、平成26年11月に入る頃には減速する。同月

18日、安倍晋三内閣総理大臣は、正式に衆議院の解散、ならびに消費税・地方消費税

の税率引き上げを平成27年10月１日から平成29年４月１日に延期することを表明した。

これにより、衆議院が平成26年11月21日に解散され、衆議院議員総選挙が12月14日に

行われた。結局、与党税制改正大綱がとりまとめられたのは平成26年12月30日、政府

税制改正大綱が閣議決定されたのは翌年１月14日であった。 

   平成27年１月26日に開会した第189回国会は、前述の事情により平成27年度税制改

                                                                                 

(６) 政府税制調査会「法人税の改革について（平成26年６月27日）」１頁。 

(７) 政府税制調査会・前掲注(６)１頁。 

(８) 政府税制調査会・前掲注(６)２頁。 

(９) 山家悠紀夫『アベノミクスと暮らしのゆくえ』（2014年、岩波書店）53頁。 

(10) 山家・前掲注(９)55頁。 

－ 92 －



 

－ 5 － 

●－自治総研通巻434号 2014年12月号－● 

正関連法律案などの提出が遅れた上に、第三次安倍内閣の様々な問題のために法律案

等の審議が進まず、２月末日の時点で成立し、公布された法律は「地方交付税法の一

部を改正する法律」（平成27年２月12日法律第１号。内閣提出法律案第１号）一本に

留まっていた。３月30日にようやく一本の、翌31日には駆け込みで十本の法律が成立

し、同日に公布され、４月１日より施行された。地方税法等一部改正法および所得税

法等一部改正法もその中に含まれており、辛くも平成27年度初日からの施行に間に

合った。 

   平成27年度税制改正の目的は、端的に「デフレ脱却」、「経済再生」、そして「成

長志向」にまとめられる。現状認識として主眼は「デフレ脱却」および「経済再生」

に置かれるのであり、「成長志向」はこれら二点を実現するための精神という位置づ

けなのであろう。 

   そして、この三点は、既にみたように与党税制改正大綱においてとくに強調されて

いた(11)。政府税制改正大綱は、与党税制改正大綱に比してやや控えめな表現を用いる

が、やはり「現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却・経済再生をより確実なものに

していくため、成長志向に重点を置いた法人税改革、高齢者層から若年層への資産の

早期移転を通じた住宅市場の活性化等のための税制上の措置を講ずる」としており(12)、

「経済再生」に重きを置いていることは明らかである。勿論、「デフレ脱却」および

「経済再生」は、地方税法等一部改正法の提案理由にも「現下の経済情勢等を踏まえ、

デフレ脱却と経済再生の観点から、法人税改革の一環として法人事業税の所得割の税

率の引下げと外形標準課税の拡大等を行う」として示されている。 

 

(２) 平成26年11月の動き ゴルフ場利用税廃止論議 

   地方税法等一部改正法の内容を概観する前に、第187回国会の会期中にみられ、結

局は平成27年度税制改正に入れられなかった事項について触れておきたい。 

   平成26年11月４日に開かれた参議院予算委員会において、松沢成文委員（みんなの

党。以下、職名、所属政党は全て当時のもの）がゴルフ場利用税を廃止すべきである

とする趣旨の質疑を行った。これに対して、下村博文文部科学大臣は、スポーツの中

でゴルフだけが「施設の利用に伴い課税をされており、なおかつ消費税との二重の課

税が」あるので「文部科学省としては、ゴルフ場利用税の廃止を総務省に要望する」

                                                                                 

(11) 与党税制改正大綱１頁。総務省自治税務局企画課ほか・前掲注(１)10頁も参照。 

(12) 政府税制改正大綱１頁。 
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と答弁した。また、麻生太郎財務大臣は、消費税・地方消費税の税率引き上げの際に

「地方税もそのとき収入が増え」るので廃止のタイミングとしてはよい旨を述べた(13)｡ 

 

(３) 平成26年11月の動き 狩猟税廃止要望 

   環境省は、11月５日に狩猟税（地方税法第700条の51）の廃止を要望することを明

らかにした。その理由として、野生鳥獣による農作物被害の増大とハンターの減少が

あげられている。同日に自由民主党環境部会において了承されたが(14)、これも結局

は平成27年度税制改正において実現しなかった。 

 

 

 3. 地方税法等一部改正法（案）の概要 

 
 ここで、地方税法等一部改正法の内容を概観しておきたい。 

 平成27年３月５日の衆議院総務委員会（第３回）において、高市早苗総務大臣は、提出

理由を「現下の経済情勢等を踏まえ、デフレ脱却と経済再生、地方創生への取り組み、経

済再生と財政健全化の両立などの観点から、地方税に関し、所要の施策を講ずるため」と

述べた上で、概要を次のように示した(15)。 

① 地方法人課税の改正 法人事業税につき、所得割の税率引き下げと外形標準課税の拡

大等。 

② 地方消費税の税率引き上げ時期の変更（「地方交付税の率の変更等」も含む）。 

③ 個人住民税の改正 「ふるさと納税」制度（「地方団体に対する寄附金に係る寄附金

税額控除」）の拡充。 

④ 車体課税の改正  

 ・自動車取得税の税率軽減等の特別措置（「エコカー減税」）を、一部見直した上で平

成29年３月31日まで延長する。 

                                                                                 

(13) 以上、「第187回国会参議院予算委員会会議録第３号（平成26年11月４日）」31頁による。

朝日新聞2014年11月５日付朝刊５面14版「ゴルフ場利用税 文科相・財務相が廃止論 『金持

ちのスポーツではない』『五輪種目に税金、いかがか』」、日本経済新聞2014年11月５日付朝

刊４面14版「ゴルフ場利用税 首相が廃止検討」も参照。 

(14) 朝日新聞社「狩猟税廃止を要望 環境省方針 ハンター増やす狙い」（2014年11月５日21時

59分付。http://www.asahi.com/articles/ASGC55HZ4GC5ULBJ00N.html）による。 

(15) 第189回国会衆議院総務委員会議録第３号（平成27年３月５日）32頁による。 

－ 94 －



 

－ 7 － 

●－自治総研通巻434号 2014年12月号－● 

 ・軽自動車税に「グリーン化特例」を導入し、「環境への負荷の少ない軽自動車を対象

とした軽自動車税の税率を軽減する特例措置の創設、二輪の軽自動車等に係る軽自動

車税の税率の引き上げ時期の一年延期等を行う」。 

⑤ 固定資産税および都市計画税 平成27年度に実施される評価替えにあたって「現行の

土地に係る負担調整措置等を継続する」。 

⑥ 狩猟税の改正 「有害鳥獣捕獲従事者の確保を目的として、一定の狩猟者登録に係る

軽減措置を平成三十年度まで実施する」。 

⑦ その他 「猶予制度及び個人住民税等における還付加算金の起算日の見直し等の納税

環境の整備、税負担軽減措置等の整理合理化等を行う」。 

 ここで、それぞれの内容についてもう少し概観しておくこととする。 

 

〔１〕地方法人課税の改正 

(１) 法人事業税のうち、所得割の税率引き下げ 

   与党税制改正大綱は、「まず、平成27年度税制改正では、課税ベースの拡大等によ

り財源を確保しつつ、経済の好循環の実現を力強く後押しするために税率引下げを先

行させる」として、「国・地方を通じた法人実効税率（現行34.62％）を、平成27年

度に32.11％（▲2.51％）」と設定し、さらに段階的に引き下げて平成28年度以降の

税制改正（具体的な目標年度は示されていない）において20％台にまで引き下げる旨

を宣言した(16)。より具体的には＜表１＞に示す通りとなる。 

   また、平成27年２月12日の施政方針演説において、安倍晋三内閣総理大臣は「法人

実効税率を2.5％引き下げます。35％近い現行税率を数年で20％台まで引き下げ、国 

 

＜表１＞ 法人税率および法人実効税率の変化 

 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

法 人 税 率 25.5 ％  23.9 ％  23.9 ％ 

法人事業税所得割（標準税率）  7.2 ％   6.0 ％   4.8 ％ 

(参考）国・地方の法人実効税率 34.62％ 
 32.11％ 

（▲2.51％） 

 31.33％ 

（▲3.29％） 

〔出典：与党税制改正大綱１頁、60頁および65頁より、筆者が作成。法人事業税所得割（標準税率）

は、年800万円超の所得に関するもの。〕 

                                                                                 

(16) 与党税制改正大綱１頁。 
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  際的に遜色のない水準へと法人税改革を進めてまいります」と明言した(17)。 

   他方、政府税制改正大綱には上記のようなスケジュールが示されていないが、税率

については、法人税法第66条第１項が適用される普通法人、一般社団法人等または人

格のない社団については25.5％から23.9％に引き下げ、平成27年４月１日以後に開始

する事業年度に適用することとされた(18)。これは所得税法等一部改正法第２条に盛

り込まれ、実現している。これに合わせて、地方税法等一部改正法第１条は、資本金

の額または出資金の額が１億円を超える普通法人について、平成27年４月１日より平

成28年３月31日までの間に始まる事業年度における標準税率（地方税法第72条の24の

７第１項第１号ハ）を、＜表２＞に示すように引き下げる旨を定める。 

 

＜表２＞ 資本金の額または出資金の額が１億円を超える普通法人についての 

    法人事業税所得割の標準税率 

 
 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

年400万円以下の所得 

（地方法人特別税相当分を含む税率） 
3.8％ 3.1％ 2.5％ 

年400万円以下の所得 

（地方法人特別税相当分を除いた税率） 
2.2％ 1.6％ 0.9％ 

年400万円を超え800万円以下の所得 

（地方法人特別税相当分を含む税率） 
5.5％ 4.6％ 3.7％ 

年400万円を超え800万円以下の所得 

（地方法人特別税相当分を除いた税率） 
3.2％ 2.3％ 1.4％ 

年800万円を超える所得 

（地方法人特別税相当分を含む税率） 
7.2％ 6.0％ 4.8％ 

年800万円を超える所得 

（地方法人特別税相当分を除いた税率） 
4.3％ 3.1％ 1.9％ 

〔出典：政府税制改正大綱54頁より、一部を修正した上で作成。表中の「地方法人特別税相当分を

含む税率」とは「地方法人特別税等に関する暫定措置法」を適用した場合の税率をいい、

「地方法人特別税相当分を除いた税率」とは同法を適用しない場合の税率をいう。なお、

地方税法附則第９条の２に規定される「各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額」

に対する税率は省略したことを、お断りしておく。〕 

                                                                                 

(17) 朝日新聞2015年２月13日付朝刊５面12版「安倍首相の施政方針演説（全文）」による。 

  また、首相官邸のサイトにも「第百八十九回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説」

（http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/statement2/20150212siseihousin.html）が掲載されている。 

(18) 他方、法人税法第66条第２項に規定される軽減税率は維持され、中小法人、公益法人等およ

び協同組合等の軽減税率の特例（いずれも、所得金額のうち年800万円以下の部分に対して

15％とする）は２年間延長されるが、軽減税率のあり方については今後も検討が行われること

とされる（与党税制改正大綱60頁）。 
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(２) 法人事業税のうち、付加価値割および資本割の税率 

   他方、付加価値割（地方税法第72条の24の７第１項第１号イ）および資本割の標準

税率（同ロ）は、＜表３＞に示すように改められる。 

   付加価値割は「各事業年度における付加価値額｣(19)を課税標準とするものであり

（地方税法第72条の12第１号イ）、資本割は「各事業年度の資本金等の額」（同ロ）

であるから、いずれも外形標準課税である。また、収入割（同第２号）も外形標準課

税である。 

   法人事業税における外形標準課税導入および強化は、シャウプ勧告以来、地方税財

政における一つの懸案であったとみてよい。第一次地方分権改革以降に限ってみても、

例えば地方分権推進委員会最終報告（平成13年６月４日）は「法人事業税については、

税負担の公平性、税の性格の明確化、基幹税の安定化、経済の活性化等の観点から、

外形標準課税の導入が必要であり、昨年11月自治省から提示された具体案は、課税標

準として法人の生み出す付加価値を的確に捉え、現在の所得課税に比べ、薄く、広く、

公平な課税を図ろうとするものであって、現行の所得課税よりも優れている」から

「これまでの議論を参考にしつつ、外形標準課税の早期導入を図るべきである」と述

べていた。現行の付加価値割および資本割は平成15年度税制改正の結果として導入さ

れたものであるが、さらなる強化が行政実務や学界などから主張されてきた。枚挙に

暇がないので詳細は控えるが、一つだけ例をあげるならば、全国知事会「法人実効税

率の見直しに関する提案」（平成26年５月19日）は「法人実効税率の引下げの検討等

を行う場合には、地方交付税原資の減収分も含め必要な地方税財源を確保することを

併せて検討する」ことを求めた。それと同時に、「外形標準課税は、法人の事業活動 

 

＜表３＞ 資本金の額または出資金の額が１億円を超える普通法人についての 

    法人事業税付加価値割および資本割の標準税率 

 

 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

付加価値割 0.48％ 0.72％ 0.96％ 

資 本 割 0.2 ％ 0.3 ％ 0.4 ％ 

〔出典：政府税制改正大綱54頁より。〕 

                                                                                 

(19) 付加価値額とは、各事業年度の報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額と各事業

年度の単年度損益との合計額である（地方税法第72条の14。それぞれの意味および計算方法に

ついては第72条の15以下を参照）。 
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  の規模、すなわち事業活動価値等に応じた薄く広い課税により公平性を確保するとと

もに、応益課税としての税の性格を明確化し、税収を安定化させる機能を持つ」など

の理由から「資本金１億円超の法人に対する付加価値割の比重を高めることを優先し

て検討すべきである」と述べていた。 

   与党税制改正大綱は、今次の税制改革における「法人税改革」について「より広く

負担を分かち合い、『稼ぐ力』のある企業や企業所得の計上に前向きな企業の税負担

を軽減することで、企業の収益力の改善に向けた投資や新たな技術開発への挑戦がよ

り積極的になり、それが成長につながっていく」ことが目的であると述べる(20)。こ

れについて、財務省主税局長の佐藤慎一氏は「赤字法人には一定の負荷をかける一方、

黒字法人には軽減する」ことによって「より競争的な努力をするところに、より軽減

が行く、頑張るところ・稼ぐ力を持つところに軽減が行くという全体的なダイナミズ

ムを企業活動の中に生み出すような構造改革をする」と説明する(21)。法人事業税の

外形標準課税の強化は、まさにこの趣旨で考えられているものであるが、赤字企業に

は一種の懲罰を科すような内容であるとも言いうるため、妥当性については見解が分

かれるところであろう。 

   なお、法人事業税の税率改正に伴う負担の上昇を緩和する措置として、地方税法等

一部改正法附則第８条第２項などにより、平成27年４月１日から平成28年３月31日ま

での間に始まる事業年度における付加価値額が40億円以下である法人について特例が

設けられる。すなわち、当該事業年度に係る事業税額が、平成27年３月31日現在の付

加価値割、資本割および所得割の税率を当該事業年度のそれぞれの課税標準に乗じて

計算した額を超える場合には、付加価値額が30億円以下である法人であればその超過

金額の２分の１の金額を事業税額から控除し、30億円を超えて40億円以下である法人

であればその超過金額に２分の１から０までの間の割合（付加価値額に応じて変わる）

を乗じた額を事業税額から控除するものとされている。 

 

(３) 地方特別法人税の税率 

   平成27年度税制改正においては、地方特別法人税(22)の税率の改正も盛り込まれた。

                                                                                 

(20) 与党税制改正大綱３頁。 

(21) 佐藤慎一「平成27年度税制改正について」租税研究2015年４月号６頁。 

(22) 拙稿「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）～」自治総

研434号（2014年12月号）77頁、87頁、88頁も参照。 
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資本金１億円超の普通法人につき、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間

に開始する事業年度、および平成28年４月１日以後に開始する事業年度の税率は、

＜表４＞に示すように改められる。 

 

＜表４＞ 付加価値割額、資本割額および所得割額の合算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（地方法人特別税等に関する暫定措置法第９条

第１号） 

 

平成26年度 平成27年度 平成28年度～ 

67.4％ 93.5％ 152.6％ 

〔出典：政府税制改正大綱55頁。一部を筆者が修正。〕 

 

(４) 法人事業税のうち、資本割の課税標準の見直し 

   地方税法第72条の21は「資本割の課税標準の算定の方法」を定める。原則は第１項

に定められる通りであり、この点は改正されていないが、新たに第２項が追加され

（旧第２項以下は繰り下げられた）、第１項に基づいて計算された「資本金等の額」

が「各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金

の額に満たない場合には」第72条の12第１号ロにいう「各事業年度の資本金等の額」

は「各事業年度終了の日における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金

の額とする」こととなった。 

 

(５) 付加価値割の課税標準の算定についての特例 

   地方税法附則第９条に第13項以下を追加し、平成27年４月１日から平成28年３月31

日までの間に始まる事業年度において国内雇用者に対し給与等を支払った法人につい

て、「雇用者給与等支給額」（租税特別措置法第42条の12の４第２項第３号）から

「基準雇用者給与等支給額」（同第４項）を控除した金額（＝「雇用者給与等支払増

加額」）の「基準雇用者給与等支給額」に対する割合が一定の比率を超えた場合に、

「雇用者給与等支払増加額」などの金額を付加価値割から控除することとした。これ

は、所得拡大促進税制の導入として位置づけられるものである。 

 

〔２〕消費税・地方消費税の税率引き上げ時期の変更(｢地方交付税の率の変更等｣も含む) 

   前述のように、平成27年度税制改正の最大の眼目は法人課税であるが、論理的必然
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性の有無はともあれ、直間比率の是正という題目の下、所得課税（個人所得課税、法

人所得課税のいずれをも含む）の軽減と消費課税の強化は、地方分権改革の下でも一

貫して求められた方向である、と言いうる。また、周知のように、平成24年、当時の

野田佳彦内閣の下において進められた「社会保障・税一体改革」においては「社会保

障の安定財源確保と財政健全化の同時達成」が謳われ、消費税が「高い財源調達力を

有し、税収が経済の動向や人口構成の変化に左右されにくく安定して」おり、「勤労

世代など特定の者へ負担が集中せず、経済活動に与える歪みが小さいという特徴を持」

つが故に「高齢化社会における社会保障の安定財源としてふさわしい」とされた(23)。

その際に、平成26年４月に消費税・地方消費税の税率を８％、平成27年10月に10％に

引き上げた上で、「国分の消費税収について法律上全額社会保障目的税化するなど、

消費税収（国・地方、現行分の地方消費税を除く。）については、その使途を明確に

し、官の肥大化には使わず全て国民に還元し、社会保障財源化する」ものとされた(24)｡ 

   以上の事柄を受けて「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、

税制抜本改革消費税法）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。以下、税制抜本改革地方税法）が制定された。しかし、前述のよう

に、平成26年11月18日、安倍内閣総理大臣は消費税・地方消費税の税率引き上げ

（８％から10％）期日を平成27年10月１日から平成29年４月１日に延期することを表

明した。この点について、与党税制改正大綱は「就業者数や名目総雇用者所得の増加

など雇用・所得環境は改善傾向が続くとともに、企業部門も高水準の経常利益を実現

するなど、景気は緩やかな回復基調が続いている」ものの「足下では個人消費等に弱

さが見られ、平成26年７－９月期の実質ＧＤＰ成長率が２四半期連続でマイナス成長

とな」り、「景気の回復状況にはばらつきがみられ、特に地方や中小企業ではアベノ

ミクスの成果を十分に実感できていない」と指摘している(25)。しかし、この延期は

日本の財政健全化への姿勢を疑わせるものであり、社会保障など諸政策を推進するた

めの財源にも影響を及ぼしかねない。そこで、消費税・地方消費税の税率の引き上げ

時期を平成29年４月にし、再延長を行わないこととした。 

                                                                                 

(23) 「社会保障・税一体改革大綱について」（平成24年２月17日閣議決定）２頁、27頁。 

(24) 「社会保障・税一体改革大綱について」28頁。 

(25) 与党税制改正大綱１頁。 
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   以下、地方税法等一部改正法（および所得税法等一部改正法）による改正について

概観することとする。 

 

(１) 消費税・地方消費税の税率引き上げ時期の変更など 

  ① 引き上げ時期を平成27年10月１日から平成29年４月１日に変更する 

    地方税法等一部改正法第３条は、税制抜本改革地方税法の改正に係る規定である。

このうち、税率引き上げの時期の変更は、税制抜本改革地方税法の附則第１条第２

号を改正し（平成27年４月１日→平成29年４月１日）、本則第２条(26)の施行日を

定める同附則第１条第３号および第４号を削除することによりなされる。これによ

り、新第２号が平成29年４月１日を施行日とするのは本則第２条および第４条、附

則第８条ないし第13条、第16条、第21条および第22条の規定である。なお、附則第

８条などにある「二十七年新地方税法」は「二十九年新地方税法」に、「二十七年

経過措置対象課税資産の譲渡等」は「二十九年経過措置対象課税資産の譲渡等」に

改められることとなる。 

    同趣旨の改正は、税制抜本改革消費税法の改正に係る規定である所得税法等一部

改正法第18条により、消費税についてなされている。 

  ② いかなる理由であれ、消費税・地方消費税の税率引き上げの再延期を行わない 

    既に述べたように、平成27年10月１日に予定されていた税率引き上げの延長は、

税制抜本改革消費税法附則第18条第３項および税制抜本改革地方税法附則第19条第

３項を法的根拠としていた。これらの規定が残れば、再延期も可能である。そこで、

平成29年４月１日に引き上げを行いうるように、これらの規定を削除した。なお、

改正により、税制抜本改革地方税法附則第19条は第18条に改められるが(27)、「税

制の抜本的な改革の実施等により、財政による機動的対応が可能となる中で、我が

国経済の需要と供給の状況、地方消費税率の引上げによる経済への影響等を踏まえ、

成長戦略並びに事前防災及び減災等に資する分野に資金を重点的に配分することな

ど、我が国経済の成長等に向けた施策を検討する」と定める第２項は改正されない

ため(28)、消費税・地方消費税の税収が「社会保障・税一体改革」の趣旨と異なる

                                                                                 

(26) この規定は、地方消費税の税率を（課税標準である消費税額の）63分の17から78分の22に改

める趣旨を明示する。 

(27) 税制抜本改革消費税法附則第18条は、第３項が削除されるのみである。 

(28) 税制抜本改革消費税法附則第18条第２項も同旨の規定であり、存続する。 
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使途に用いられる可能性は残された。 

 

(２) 地方消費税の社会保障財源化分に係る経過措置 

   地方税法第72条の116は、地方公共団体が地方消費税の税収額相当分を「社会保障

施策」に要する経費に充てる旨を定める。また、地方税法第72条の115は、都道府県

が市町村に税収の一定割合を交付することを定める。しかし、税率引き上げ直後から

都道府県に税収効果が現れる訳ではない（地方税法施行令第35条の19を参照）。その

ため、経過措置が必要とされるところである。 

   現行の地方税法第72条の114ないし第72条の116、および附則第９条の15によると、

都道府県で地方消費税の清算を行う際に17分の７（社会保障財源化分）と17分の10

（社会保障財源化分以外の部分）という割合が用いられる。これについて、税制抜本

改革地方税法附則第13条第２項は、平成26年４月１日から平成27年３月31日まで上記

の割合を21分の10（社会保障財源化分）と21分の11（社会保障財源化分以外の部分）

とすることを定めていた。地方税法等一部改正法は、税率引き上げが平成27年４月１

日から施行することに改めたことから、平成29年４月１日から平成30年３月31日まで

上記の割合を19分の９（社会保障財源化分）と19分の10（社会保障財源化分以外の部

分）とすることに改めた。 

 

(３) 地方消費税の清算 

   地方消費税は都道府県税であるが（地方税法第734条第１項、同第４条第２項、同

第１条第２項）、原材料の生産、製造、卸売および小売が別々の都道府県において行

われうる以上、課税地と最終消費地との不一致という根本的な問題が存在する(29)。

これを解決するために都道府県間の清算が必要となる。 

   地方税法は、第72条の114に地方消費税の清算に関する規定を置く。すなわち、

「道府県は、当該道府県に納付された譲渡割額に相当する額及び第七十二条の百三第

三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の十七分の十に相当する額か

                                                                                 

(29) そのため、地方消費税が仕向地主義に立つのか源泉地主義に立つのかという問題もある。持

田信樹『地方分権の財政学』（2004年、東京大学出版会）106頁、棚瀬誠「地方団体による多

段階型の付加価値税の税率決定について ― 地方消費税勉強会報告書 ― 」税2007年９月号61

頁、堀場勇夫「地方税としての消費税」税2008年８月号６頁を参照。鈴木将覚「地方税改革の

方向性」奈良県税制調査会『望ましい地方税のありかた ― 奈良県税制調査会からの発信 ― 』

（2014年、奈良県）168頁も参照。 
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ら前条第一項の規定により国に支払つた金額に相当する額を減額した額を、政令で定

めるところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した

額のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものと」し（第１

項）、「道府県は、前項に規定する合算額の十七分の七に相当する額を、政令で定め

るところにより、各道府県ごとの消費に相当する額に応じて按分し、当該按分した額

のうち他の道府県に係る額を他の道府県に対し、それぞれ支払うものとする」（第２

項）。ここで「第一項及び第二項の各道府県ごとの消費に相当する額」は「各道府県

ごとに、当該道府県の小売年間販売額（統計法（平成十九年法律第五十三号）第二条

第四項に規定する基幹統計である商業統計の最近に公表された結果に基づき総務省令

で定める額をいう。）と当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費

に相当する額（消費に関連する指標で政令で定めるものを基準として政令で定めると

ころにより算定した額をいう。）とを合計して得た額」である（第４項）。具体的に

は、地方税法施行令第35条の19以下および同施行規則第７条の２の９以下を参照され

たいが、地方消費税の清算基準は、平成９年の同税導入以降、基本的に変更されてお

らず、概ね次のように構成されていた(30)。 

   「小売年間販売額」（商業統計本調査による）＋「サービス業対個人事業収入額

（サービス業基本調査）の合算額」（地方税法施行令第35条の19第２項第１号）：

75％ 

   「人口（国勢調査に基づく）」：12.5％ 

   「従業員数（経済センサス基礎調査）」：12.5％ 

   これに対し、全国知事会は「社会保障財源を確保するため地方消費税を引き上げる

経緯にも鑑み、清算基準である『消費に相当する額』について、小売年間販売額や

サービス業対個人事業収入額、新たに導入された経済センサスでは正確に都道府県別

の最終消費を把握できない場合に、消費代替指標として『人口』を用いること等によ

り、算定における『人口』の比率を高める方向で見直すことを検討すべきである」と

提案した(31)。地方財政審議会も、平成24年に「経済センサス活動調査」が実施され、

その結果が平成26年２月に公表されたことなどから「サービス業に係る統計について

は、平成24年経済センサス活動調査に基づく数値に置き換え」、「平成24年経済セン

サス活動調査を用いることによりサービス業に係る統計カバー率が上昇すること、

                                                                                 

(30) 総務省自治税務局企画課ほか・前掲注(１)93頁掲載の「資料60」を参考とした。 

(31) 全国知事会「平成27年度税財政等に関する提案」（平成26年10月７日）３頁。 
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『従業者数』は主にサービス供給地で消費されるサービスの代替指標と考えられてき

たこと等を踏まえ、『人口』の比率を引き上げ、『従業者数』の比率を引き下げる方

向で見直しを行うべきである」と述べる(32)。 

   結局、これらの提案を受け入れる形で、新しい清算基準は概ね次のように構成され

ることとなった(33)。 

   「小売年間販売額」（商業統計本調査による）＋「サービス業対個人事業収入額

（経済センサス活動調査）の合算額」：75％ 

   「人口（国勢調査に基づく）」：15％ 

   「従業員数（経済センサス基礎調査）」：10％ 

   なお、地方消費税の清算については、与党税制改正大綱、政府税制改正大綱のいず

れにおいても詳細に示されておらず、地方税法等一部改正法にも明示されていない。

地方税法施行令および同施行規則の改正が行われるものと思われる(34)。 

 

〔３〕個人住民税の改正 「ふるさと納税」制度（「地方団体に対する寄附金に係る寄附

金税額控除」）の拡充 

   与党税制改正大綱は、平成27年度税制改正における「基本的な考え方」の一つとし

て「地方創生・国家戦略特区」をあげ、「『まち・ひと・しごと創生法』にも掲げら

れているとおり、『東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよ

い環境を確保』するとともに、『急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減

少に歯止めをかける』ことが重要である」と指摘するとともに、これに係る税制とし

て「地方拠点強化税制」、「ふるさと納税」、「外国人旅行者向け消費税免税制度の

拡充」などをあげる(35)。このうち、「地方拠点強化税制」は国税（法人税）の投資

減税が主な内容であり、雇用促進のための税額控除制度をも創設するというものであ

る。 

   「地方拠点強化税制」が主に法人に係るものであるならば、「ふるさと納税」は個

                                                                                 

(32) 地方財政審議会「平成27年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」（平成26年12月

19日）21頁。 

(33) 総務省自治税務局企画課ほか・前掲注(１)93頁掲載の「資料60」を参考とした。 

(34) なお、地方消費税について、上村敏之「地方自治体の社会保障財源としての地方消費税の清

算基準のあり方」奈良県・前掲注(29)１頁、竹本亨「地方消費税の清算が生む地域間格差の問

題点」同書23頁も参照。 

(35) 与党税制改正大綱６頁。 
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人に係るものである。与党税制改正大綱は、「ふるさと納税」を「地方創生」の推進

に結びつけ(36)、拡充を提案する。もっとも、「ふるさと」は余りに漠然とした言葉

であり、「地方創生」との関連性が不明確であるが、平成28年度分以降の個人住民税

につき、都道府県または市町村への寄附金に係る税額控除の限度額を、現行の１割か

ら２割に引き上げ、平成27年度以降について給与所得者など確定申告が不要とされる

者が簡素な手続で行えるためのものとして「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を

設ける、と述べる。他方、過熱気味の返礼品について、与党税制改正大綱は「地方公

共団体に対し、返礼品等の送付について、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識ある対応

を要請する｣(37)、「当該寄附金が経済的利益の無償の供与であること、当該寄附金に

通常の寄附金控除に加えて特例控除が適用される制度であることを踏まえ、豊かな地

域社会の形成及び住民の福祉の増進に寄与するため、都道府県又は市区町村がふるさ

と納税に係る周知、募集等の事務を適切に行うよう、都道府県及び市区町村に対して

要請する｣(38)と述べるのみである。 

   以上の提言のうち、都道府県または市区町村への寄附金に係る税額控除の限度額の

引き上げは、地方税法等一部改正法第１条による地方税法第37条の２第２項および第

314条の７第２項の改正として実現した。 

   また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、地方税法附則第７条（削除され

ていた）の改正により、「個人の道府県民税及び市町村民税の寄附金税額控除に係る

申告の特例等」として設けられることとなった。これは、当分の間、確定申告が不要

とされる給与所得者（所得税法第120条および第121条を参照）などが住民税の「寄附

金税額控除」を受けようとする場合に、地方税法第45条の３第１項に定められる申告

書の提出（同第45条の２第３項も参照）に代えて、寄附先となる地方公共団体の長に

対し、当該地方公共団体の長から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に対し

て「申告特例通知書」を送付することを求めることができる、というものである（地

方税法附則第７条第１項および第８項。同第２項および第９項も参照）。寄附先とな

る地方公共団体の長は、申告特例の請求を受け、その特例の対象となる年の翌年の１

                                                                                 

(36) 与党税制改正大綱６頁。なお、「ふるさと納税」制度の前身である「ふるさと寄附金控除」

制度（所得控除制度）を含め、拙稿「個人住民税の寄附金控除制度 ― 『ふるさと寄附金控除』

制度と『ふるさと納税』制度についての若干の検討」税務弘報2008年３月号106頁、109頁を参

照。 

(37) 与党税制改正大綱６頁。 

(38) 与党税制改正大綱39頁。政府税制改正大綱28頁も同じ文言である。 
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月31日までに、「ふるさと納税」を行った者の住所所在地の市町村長に対して「申告

特例通知書」を送付しなければならない（同第５項、第12項）。なお、同第６項また

は第13項の各号のいずれかに該当する場合には、申告特例の請求および「申告特例通

知書の送付」はなかったものとみなされる。 

   また、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用者には、「ふるさと納税」を

行う者の住民税所得割について附則第７条の２に定められる申告特例控除額が適用さ

れる。 

   「ふるさと納税」についての私見は、別稿においても述べたところであるが(39)、

地方自治法第10条第２項に明示される負担分任原則を崩壊させ、地方税制における応

益負担原則の強調と矛盾するとともに、住民自治の理念にも反することを強調しなけ

ればならない。そればかりでなく、地方税の在り方という観点からすれば「返礼品」

の競争的過熱状態は大いに懸念すべき状態である。実際に、総務省自治行政局（企画

課など）は、「平成27年度の地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事

項等」（各都道府県税制担当課等宛事務連絡。平成27年１月23日付)(40)において自粛

を求めており、総務省は、平成27年４月１日にも同旨の通知を出しているが、多くの

地方公共団体にとっては馬耳東風という状態である。たとえば、或る調査（調査主体

は記事に示されていない）について日本経済新聞社が報じたところによると、返礼品

についての見直しを不要と判断した地方公共団体が27％であり、要請とは逆に「返礼

品を充実させた」、またはその予定である旨を答えた地方公共団体が10.5％に上って

おり、「一定の見直しを実施した」、または予定である旨を答えた地方公共団体は

28.6％に留まっている(41)。地方交付税の減額など、「ふるさと納税」による税収減

の地方公共団体への税収再配分が求められるところであろう。 

   また、「ふるさと納税」は国民・住民に対して強制的に寄附を行わせるものではな

いが、寄附金を地方財政の歳入面における重要な要素とする点においても疑問が残る。 

   この点に関連して、昭和23年１月30日の閣議決定である「官公庁における寄附金等

の抑制について（次官通達）｣(42)が「財政の窮迫化に伴い、最近諸官庁（学校を含

                                                                                 

(39) 拙稿・前掲注(36)105頁、同「技術的困難性が露呈した『ふるさと納税』」納税通信2995号

（2007年）４面も参照。 

(40) http://www.soumu.go.jp/main_content/000335905.pdf 
(41) 日本経済新聞2015年10月27日付朝刊５面13版「ふるさと納税返礼、自粛要請でも…… 『見

直し必要ない』27％ 自治体調査」。 

(42) https://rnavi.ndl.go.jp/politics/entry/bib00855.php 
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む。）においてその経費の一部を諸種の寄附に求める傾向が著しいが、寄附者の自由

意志によると言われる揚合においても、その性質上半強制となる場合が多く、或いは

国民に過重の負担を課することとなり、或いは行政措置の公正に疑惑を生ぜしめる恐

れなしとしない」、「官庁の諸経費は、予算でもつて賄い、寄附金等の形によつて他

に転嫁することは、極力これをつつしむこととし、これがため行政諸政策は、国家財

政との関連において実行可能のものに限定するよう努めること」、「官庁自身による

場合はもとより、後援団体を通じてなす場合においても寄附金の募集は厳にこれを禁

止すること」、「自発的行為による寄附の場合においても、割当の方法によるもので

なく、旦つ主務大臣が弊害を生ずる恐れがないと認めたものの外その受納はこれを禁

止すること」、「地方公共団体に対しても前各項に準ずるようその自粛を求めること」

を要請していることを、想起すべきであろう。 

 

〔４〕車体課税の改正 

   まず、自動車取得税については、「エコカー減税」を平成29年３月31日まで延長す

る。その上で、乗用車については「平成27年度燃費基準値」から「平成32年度燃費基

準値」に変更し、バス・トラックについては「平成27年度燃費基準値より○％以上燃

費性能の良いもの」の○（数値）を引き上げる、などの改正を行う（地方税法附則第

12条の２の５）。 

   次に、軽自動車税については、「軽自動車税のグリーン化特例」として、平成27年

４月１日から平成28年３月31日までに新規取得した軽自動車（新車に限る。また、二

輪を除く）で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さなものについて

は、当該取得日の属する年度の翌年度、すなわち平成28年度分の税率を軽減する（地

方税法附則第30条）。具体的には、次のようになっている。 

  (１) 電気自動車および天然ガス車で、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ平成21

年排出ガス基準値より10％以上窒素酸化物の排出量が少ないものについては、税

率を約75％軽減する。 

  (２) 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75％以上

窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車については、次に該当するものに限り、

税率を約50％軽減する。 

    ① ガソリンを燃料とする乗用軽自動車は、平成32年度燃費基準値より20％以上

燃費性能の良いもの 
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    ② ガソリンを燃料とする貨物用軽自動車は、平成27年度燃費基準値より35％以

上燃費性能の良いもの 

  (３) 平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75％以上

窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車については、次に該当するものに限り、

税率を約25％軽減する。 

    ① ガソリンを燃料とする乗用軽自動車は、平成32年度燃費基準を満たすもの

（20％以上燃費性能の良いものを除く） 

    ② ガソリンを燃料とする貨物用軽自動車は、平成27年度燃費基準値より15％以

上燃費性能の良いもの（35％以上燃費性能の良いものを除く） 

   他方、平成27年度分以後の年度分について適用することとされている原動機付自転

車及び二輪車に係る税率（地方税法第444条第１項第１号を参照）については、その

適用開始を１年間延期する。従って、これらについては平成28年度分以後に適用され

る。 

 

〔５〕固定資産税および都市計画税 

   多岐にわたるので、三点のみをあげておく。 

  (１) 平成27年度に実施される評価替えにあたり、現行の土地に係る負担調整措置等

（商業地の７割評価など）を継続する。 

  (２) 地方税法第349条の３の２第１項を改正し､土地の住宅用地特例の対象から「空

家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第２項により所有者等に対して勧告

がなされた同法第２条第２項に規定する「特定空家等の敷地の用に供されている」

土地を除外する。これは国土交通省からの要望に応えるものである(43)。 

  (３) 固定資産税、都市計画税および不動産取得税について「わがまち特例」を導入

する。その内容の概略は、次の通りである。 

    ① 都市再生特別措置法第23条に規定する認定事業者が、同第25条に規定する認

定事業によって平成27年４月１日から平成29年３月31日までの間に新たに取得

した公共施設等の用に供する家屋および償却資産（同第29条第１項第１号）で

政令で定めるものに対して課する固定資産税または都市計画税の課税標準を、

新たにこれらの税が課されることとなった年度から５年度分に限り、「当該家

                                                                                 

(43) 東ほか・前掲注(１)214頁。 
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屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に

五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例

で定める割合（当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあ

つては、五分の三）を乗じて得た額とする」（地方税法附則第15条第18項本

文）。改正前は課税標準額の５分の３とされていたが、改正により、５分の３

を基準としつつ、２分の１以上10分の７以下までの間で、市町村の選択に委ね

るという趣旨である。また、適用期限も２年延長された。 

    ② 前記①にいう家屋および償却資産で、都市再生特別措置法第２条第５項に定

められる特定都市再生緊急整備地域で施行された「同法第二十五条に規定する

認定事業により取得したもの」の課税標準を、「当該家屋及び償却資産に係る

固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五

分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合（当該償

却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合にあつては、二分の一）を

乗じて得た額とする」（同ただし書き）。これも、改正前は課税標準額の２分

の１とされていたが、改正により、２分の１を基準としつつ、５分の２以上５

分の３以下の間で、市町村の選択に委ねるという趣旨である。 

    ③ 平成27年４月１日から平成30年３月31日までの間に締結された「津波防災地

域作りに関する法律」第60条第１項または第61条第１項による管理協定の対象

となる家屋（同第62条第２項第１号）に対して課する固定資産税の課税標準は、

同第60条第１項に係る部分、同第61条第１項に係る部分の区分に応じ、協定締

結または建築もしくは取得の翌年度およびその後５年度分に限り、「当該協定

避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して

三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じ

て得た額とする」（地方税法附則第15条第30項）。これも、改正前は課税標準

額の２分の１とされていたが、改正により、２分の１を基準としつつ、３分の

１以上３分の２以下の間で、市町村の選択に委ねるという趣旨である。 

    ④ 平成27年４月１日から平成30年３月31日までの間に締結された「津波防災地

域作りに関する法律」第60条第１項または第61条第１項による管理協定の対象

となる償却資産（同第62条第２項第１号）に対して課する固定資産税の課税標

準は、新たにこれらの税が課されることとなった年度から５年度分に限り、③

と同様の扱いとする（地方税法附則第15条第31項）。 
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    ⑤ 平成27年４月１日から平成29年３月31日までの間に新築された「高齢者の居

住の安定確保に関する法律」第７条第１項の登録を受けたサービス付き高齢者

向け住宅である貸家住宅（同第５条第１項）で政令で定めるものについては、

新たに固定資産税が課されることとなった年度から５年度分に限り、固定資産

税額の「三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町

村の条例で定める割合」に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額

する（地方税法附則第15条の８第４項。同第15条の６第２項を準用）。これも、

改正前は固定資産税額の３分の２とされていたが、改正により、３分の２を基

準としつつ、２分の１以上６分の５以下の間で、市町村の選択に委ねるという

趣旨である。 

 

〔６〕狩猟税の改正 

   平成27年５月29日以後に狩猟者の登録を受ける者に対し、平成31年３月31日まで、

次のような軽減措置を実施する。 

  (１) 「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」

に規定する対象鳥獣捕獲員が受ける狩猟者の登録について、狩猟税を非課税とす

る（地方税法附則第32条第１項）。 

  (２) 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第18条の５第２項第

１号にいう認定鳥獣捕獲等事業者の従事者が受ける狩猟者の登録について、狩猟

税を非課税とする（地方税法附則第32条第２項）。 

  (３) 狩猟者登録を申請した日前１年以内に、鳥獣による生活環境、農林水産業また

は生態系に係る被害の防止等の目的で「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化

に関する法律」第９条第１項の許可を受け、その許可に係る捕獲に従事した者が

受ける狩猟者の登録について、狩猟税の税率を２分の１に軽減する（地方税法附

則第32条の２第１項）。 

 

 

 4. 国会における法律案の審議状況 

 
 前記のような内容の地方税法等一部改正法について、衆参両院において審査・審議がな

された。その様子を、項目毎に概観していくこととする。なお、便宜のため、法律案の提
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出から公布までの経過について概略を示しておく。 

 衆議院議案受理年月日     平成27年２月17日 

 衆議院付託年月日       平成27年２月26日（総務委員会） 

 衆議院審査終了年月日     平成27年３月13日（可決） 

 衆議院審議終了年月日     平成27年３月13日（可決） 

 参議院予備審査議案受理年月日 平成27年２月17日 

 参議院議案受理年月日     平成27年３月13日 

 参議院付託年月日       平成27年３月25日（総務委員会） 

 参議院審査終了年月日     平成27年３月31日（可決） 

 参議院審議終了年月日     平成27年３月31日（可決） 

 公布年月日          平成27年３月31日 

 

〔１〕衆議院総務委員会 

   前述のように、高市総務大臣による地方税法等一部改正法案の趣旨説明は、３月５

日の総務委員会（第３回）において行われた。３月13日（第６回）に採決が行われ、

起立多数で可決された。 

  ① 地方法人課税の改正 

    まず、稲津久委員（公明党）は、「公共サービスの対価を広く公平に分かち合う

という地方税の応益課税の考え方を踏まえれば、法人事業税の所得割の税率引き下

げ、外形標準課税拡充、これはすべきである」としつつも、「外形標準課税の対象

となっている資本金が一億円を超える法人の中でも、比較的規模の小さい中堅企業」

への配慮について質した。これに対し、高市総務大臣は「税制改正プロセスの中で、

公明党の皆さんからも、そしてまた関係省庁、関係団体からも、大法人の中でも比

較的事業規模の小さい、地域経済を支えるいわゆる中堅企業の中で負担増となる企

業への配慮が必要であるという御要望、御指摘をいただいたところであります」と

した上で、「今回の改革は、企業の稼ぐ力を高める、それから収益の増加への取り

組みを後押しする、こういったものでありますけれども、さまざまな御指摘もいた

だき、また、改革の取り組みにはやはり一定の期間を要するということも踏まえま

して、大法人の中でも比較的事業規模の小さな法人について、もしも外形標準課税

の拡大によって負担増となる場合には、負担増について最大二分の一軽減する措置

を時限的に講ずることといたしました。いわゆる中堅企業に対しての配慮というこ
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とでございます」と答弁した(44)。 

    一方、外形標準課税の拡充に反対する旨の質疑も多くなされた。まず、福田昭夫

委員（民主党）は、法人実効税率の引き下げの意味について質疑を行っているが、

宮下一郎財務副大臣が「単に減税をするということではなくて、課税ベースを拡大

して財源を確保しつつ税率を引き下げる。このことで、今は一部の黒字企業に税負

担が偏っている状態でありますけれども、これを是正して、広く法人課税を分かち

合う、こういう構造にしようというものであ」ると述べたことにつき、「担税能力

のある企業に、あるいは担税能力のある人に負担をしていただくというのが基本で

すから、赤字法人まで拡大して税金を納めさせようという考え方は」誤っていると

述べる(45)。 

    田村貴昭委員（日本共産党）も「外形標準課税は応益負担の原則でやって」おり、

「拡大して広く負担を求めるというふうに言われますけれども、税の原則はやはり

応能負担ではないでしょうか。応能負担の原則はちゃんとしっかりと基本に据えて

いただかなければならないと思います」と述べた。これに対し、平嶋彰英総務省自

治税務局長は「応能課税も重要であるという面はあ」るが「地方税においては、や

はり行政サービスの対価として、応益課税を重視すべきであるという原則がある」

と答えている(46)。 

    また、田村委員は、２月18日に開かれた地方財政審議会の「地方法人課税のあり

方等に関する検討会」における資料を基にしつつ、資本金100億円以上の黒字の大

企業については平均で5,900万円の減税となるのに対し、欠損法人や赤字企業につ

いては負担増となる旨を質した。これに対し、平嶋総務省自治税務局長は「今回の、

所得割の引き下げと外形標準課税の拡大を内容といたします法人事業税の改革は、

法人税改革の一環として、企業の稼ぐ力を高め、法人事業税を成長志向型に変えて

いくことを目指して、法人実効税率の引き下げを税収中立で行うもの」であると答

えた上で「ずっと赤字企業であるということはまず考えられない」、「単年度の損

益で見れば黒字であるけれども、過去の赤字のせいで、繰り越しのせいで赤字に

なっているという企業」が「いつまでも赤字のままということもない」ので「そう

いった企業に適正に負担していただくということと、むしろこの赤字企業も、黒字

                                                                                 

(44) 第189回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成27年３月９日）７頁。 

(45) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）２頁。 

(46) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）12頁。 
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になれば実際はその黒字になった年は減税になるわけでございますので、ぜひこう

いった企業にきちんと稼いでいただいて経済を活性化していただくことを期待して

いるということで御理解をいただきたい」と答弁した(47)。 

    また、田村委員は、与党税制改正大綱が中小企業への外形標準課税への拡大等に

ついて引き続き検討するとしていること(48)に関連して「中小企業への外形標準課

税の拡大の懸念」を示した。武正公一委員（民主党）も同旨を述べている(49)。こ

れに対し、高市総務大臣は、「中小法人課税については、各制度の趣旨や経緯も勘

案しながら、引き続き幅広い観点から検討を行うとされておりますので、そのよう

な観点に立って検討を行う必要はある」としつつ「外形標準課税の適用対象法人の

あり方については、地域経済、企業経営への影響も踏まえながら引き続き慎重に検

討を行うともされておりますので、こうした方針に沿って検討していくことになる」

と答えた。これを受けて田村委員は「地域経済への影響が懸念される話」であり、

「中小企業への外形標準課税の拡大はきっぱりとやめるべきだと思」うと質した。

これに対し、高市総務大臣は「資本金一億円超といいますと、対象は全法人の一％

でございます。そうなると、やはり応益課税といったことを考えますと、余りにも

不公平だということ。それと、一概に中小法人といいましても、非常に大きな利益

を上げているところもあるわけです、資本金が一億円以下であっても。これを一律

に扱うことの妥当性については、きちっと検討を行っていく」、「とにかく公平に

公正に、みんなが負担を広く薄く分かち合いながら、しっかりと成長へのモチベー

ションを高めていく、こういった方向で検討されるべき」であると答えた(50)。 

  ② 地方消費税の税率引き上げ時期の変更（「地方交付税の率の変更等」も含む） 

    この点について直接質疑を行ったのは福田委員のみである。同委員は、税制抜本

改革消費税法附則第18条第３項（これのみがあげられている）を削除すべきでない

と質したのに対し、宮下財務副大臣は「一つには、世界に冠たる社会保障制度を次

                                                                                 

(47) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）11頁。 

(48) 与党税制改正大綱４頁を参照。 

(49) 武正委員の発言については、第189回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成27年３月12日）

６頁を参照。また、同旨は、地方税法等一部改正法案および「地方交付税法等の一部を改正す

る法律」案（内閣提出法律案第６号）に対する反対討論（水戸将史委員（維新の党）を除く）

においても述べられている（第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）

14頁）。 

(50) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）12頁。 
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世代に引き渡す責任を果たすとともに、二つ目、市場や国際社会からの国の信認を

確保するため」に「景気判断条項を付すことなく、確実に実施するということを決

めさせていただいた」と答えた。福田委員は「アベノミクスが失敗することは多く

の人が認めて」いるとして、平成29年４月１日に消費税・地方消費税の税率を引き

上げることはできないと述べ、さらに、「消費税に頼る税制は見直さないとだめ

だ」、「日本の消費税の税率を上げれば、必ず景気を押し下げる効果がある」、

「今までの過去の日本の国の税収を見ても、やはり直接税が一番税金が入っていま

す、所得税とか法人税とか、あるいは相続税とか金融課税とか。こちらの方がちゃ

んと税金が入ります」、などと意見を述べている(51)。 

    他方、吉村洋文委員（維新の党）は、「中長期的な課題」として「地方税の充実

と望ましい地方税体系」をあげ、「応益性を有し、薄く広く負担を分かち合う性質」

を持ち、「税源の地域的な偏在性が少なく、税収が安定した性質」である地方税の

充実を図るべきであるとして、消費税の地方税化の可能性について質した。高市総

務大臣は「消費税は、社会保障・税一体改革において、現行の地方消費税収一％分

を除く消費税収について、全額社会保障財源化されて」おり、「消費税を全額地方

に移管するとしたら、社会保障について地方に相当大きな責任を担っていただく必

要がありますけれども、これが結果的に大きな地域間格差を生じさせることにもな

りかねないと思いますので、極めて慎重な検討が必要だと思います」と答えている。

また、高市総務大臣は「地方消費税は、確かに、税源の偏在が小さくて税収が安定

していますから、地方税にはふさわしいと思います。現行の仕組みでは、一定税率

でかつ国に徴収委託をしているという点で、課税自主権の発揮の余地がないという

ことが指摘されています」が「有識者から、カナダの付加価値税である協調売上税、

これで州ごとに異なる税率となっていることを踏まえて、将来的に地方消費税に課

税自主権を導入すべきだという提言もいただいて」いるので、「地方の基幹税とし

ての地方消費税のあり方で、賦課徴収に関する地方団体の役割の拡大ですとか、あ

と、課税自主権の拡充ですとか、こういったことについては、今後とも研究を進め

てまいりたい」と述べている(52)。 

  

                                                                                 

(51) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）３頁。 

(52) 第189回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成27年３月12日）11頁。 
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  ③ 個人住民税の改正 

    「ふるさと納税」制度の問題点については、早くも平成27年３月５日の衆議院総

務委員会（第３回）において、法律案の趣旨説明に先立って吉川元委員（社会民主

党）が、税額控除の限度額の引き上げについて質し、さらに「寄附を受ける自治体

の側」による「非常に高額の贈答品」を問題視し、「所得の高い方、いわゆる個人

住民税をたくさん払われている方ほどふるさと納税の額もふえるわけで、それだけ

の見返りもたくさんもらえる、そういういろいろな問題点があろうかと私は思いま

すし、見返りの中身次第で寄附が決まるとすれば、過疎の自治体から大都市の自治

体に寄附がされることも可能であります。そうなりますと、これはもう、ふるさと

の財政に寄与するという趣旨からも逸脱をしてしまうのではないか」と質した。こ

れに対し、高市総務大臣は「寄附先団体に対して税収の一部を移転させるという効

果」、「所得税や住所地団体の個人住民税の減収が生じる」という側面を述べつつ、

「未成年で教育を受けた地域でありましたり、さまざまな受益を受けている地域に、

その受益の一部を負担するという意味もあると考えています」と答えた。また、返

礼品については「地方側も問題意識を持っていただいており」、「地方団体側でま

ずは良識ある対応をしていただかなきゃいけない」が「今回の制度拡充、先ほど申

し上げました税制上の制度拡充とあわせまして、寄附金控除の趣旨を踏まえた良識

ある対応を行うように地方団体に要請をする予定で」あると述べ、結局は「ふるさ

との産業の活性化、そして雇用の拡大にもつながるものでありますし、税の偏在性

の一定の是正効果もあると考えて」いると答えている(53)。 

    また、吉川委員は「他の寄附金制度との控除額の差が余りにも大き」く、「今回

の制度改正によってさらにこういう不均衡が拡大をして、その結果として、ＮＰＯ

法人あるいは公益社団法人などへの寄附に影響を与える、悪い影響が出るのではな

いか」と質したのに対し、高市総務大臣は「制度的には、このふるさと納税の拡充

というのは、ＮＰＯ法人等への寄附に対しては中立的でありますから、何かとても

悪い影響を与えるというものではないと考え」ると答弁した。しかし、吉川委員の

質疑には十分に答えていないものと思われる。また、同委員が「自治体間で」の

                                                                                 

(53) 第189回国会衆議院総務委員会議録第３号（平成27年３月５日）27頁。なお、吉川委員は、

地方税法等一部改正法案に反対する理由として、「ふるさと納税」の拡充の他、法人事業税の

所得割の税率引き下げおよび外形標準課税の拡大、ならびに国から地方への税源移譲が皆無で

あることをあげている（第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）14頁)。 
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「変な形の競争が返礼品の中身によって起こる」と指摘している点も重要であるが、

政府側は十分に答えていない(54)。 

    総じて、過熱気味の傾向について、政府側の答弁は真剣味に欠ける憾みを免れえ

ないと思われる。もっとも、野党側の質問についても、「ふるさと納税」に対して

地方財政の構造と絡めた本質的な側面から疑念や反対意見を示したものとは思われ

ず、不十分さが残る。 

    他方、橘慶一郎委員（自由民主党）は、「ふるさと納税」のワンストップサービ

スについて郵便局における手続の可能性を質した。これに対し、平嶋総務省自治税

務局長は、「ふるさと納税の周知ＰＲ用資料の一つとして、郵便局で使用可能な払

込取扱票をつけたリーフレットを作成いたしまして、各地方団体や官公署等に配布

することを予定しておりまして、この払込取扱票を使えば、寄附者が全国の郵便局

から寄附者本人の手数料負担なく対象団体に寄附ができるとともに、その払込取扱

票の半券を確定申告時の添付資料として使用できるというようなことをする予定に

しております」と答えた(55)。 

  ④ 車体課税の改正 

    これについては、「軽自動車税のグリーン化特例」に反対する趣旨の質疑はな

かったが、二輪車に係る税率引き上げの延期に関する質疑応答がなされた。 

    武正委員は、「当初、軽自動車と一緒に二輪車はことしの四月から一・五倍の増

税ということでありましたが、二輪車については一年先送る」と指摘した上で、

「新車のみの軽自動車の増税に対して、オートバイ、二輪車は新車も中古車も全て

ひっくるめて増税」の意味を質した。これに対し、高市総務大臣は、「市町村から

標準税率見直しの要請が」あり、「特に原動機付自転車については、もう徴税コス

トすら賄えないという声が大きかった」ことをあげ、「徴税コストへの対応の観点

からの今回の税率改定で」あると答えた。これを受け、武正委員はＬＧＷＡＮなど

を利用した登録のオンライン化について質したが、高市総務大臣は「税率を考える

場合に、単に徴税コストが税率を下回っていればよいというものでもなくて、税収

は各種政策や事業の財源としての役割を果たせる水準の税率が必要ですから、現に

もうコスト割れを起こしている団体が存在しているということは重く受けとめなけ

                                                                                 

(54) 第189回国会衆議院総務委員会議録第３号（平成27年３月５日）27頁。 

(55) 第189回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成27年３月９日）３頁。 
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れば、もう全く税をいただいても何にもならない、反対に徴税コストで出ていって

しまうということにな」ると述べ、「車検制度がない原動機付自転車や軽二輪車に

ついて、市町村間の情報ネットワークを構築して全国的に車両情報を一元的に整理

して活用をするということは、技術的には不可能じゃないんでしょうけれども、そ

のためのコストは多大となりますから、それをまた納税者であるユーザーに御負担

いただくということになって、現実的ではないと思います」と答えている(56)。 

  ⑤ 固定資産税および都市計画税 

    高井崇志委員（維新の党）は、地方税法第349条の３の２第１項の改正に関し、

「空家等対策の推進に関する特別措置法」第14条第２項による「勧告という制度ま

で行くのはちょっと時間がかかるというか、勧告というのは重い処分じゃないかな、

そうすると、なかなか勧告まで至らない空き家というのが全国に放置されたままに

なる」ので「勧告を待たずに」土地の住宅用地特例の「対象から控除する方策はな

いのか」と質したのに対し、平嶋総務省自治税務局長は「特別措置法の成立を受け

まして、関係省庁からの御要望が、同法に基づく勧告の空き家について措置を講じ

てほしいというのがあったのがまず第一点で」あり、「その背景といたしましては、

勧告に至る前の助言、指導の段階で、勧告を受ければこうなりますよということで、

所有者等の改善の意思を促す効果もやはりできるだろう、勧告の前の段階の指導の

段階でも、勧告を受ければそうなるんだということで、やはり効果があるのではな

かろうか、まずそれで一旦法を施行しようではないかという考えが関係省庁間で

あったということだと思います」と答えている(57)。 

  ⑥ 狩猟税の改正 

    福田委員は、「対象鳥獣捕獲員と認定鳥獣捕獲等事業の従事者については非課税

とするという判断を」評価しつつ「鳥獣保護法第九条に基づく許可捕獲の従事者に

ついては、やはり相変わらず二分の一課税をするということであ」るが、人材確保

などの観点から非課税にすべきではないかと質したのに対し(58)、あかま二郎総務

大臣政務官は「捕獲等を専門に行う市町村職員である対象鳥獣捕獲員並びに鳥獣保

護法の改正により新たに創設される認定鳥獣捕獲等事業者の従事者」が「主として

                                                                                 

(56) 第189回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成27年３月12日）４頁。 

(57) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）９頁。 

(58) 高井委員も同旨の質疑を行った（第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月

13日）９頁）。 
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捕獲に従事する」のに対し、「許可捕獲者は、農家等が自衛で行うケースもあるな

ど活動の制約が少ないこと、また地方財政への影響」をあげて「二分の一の減免と

した」と答弁した(59)。 

 

〔２〕衆議院本会議 

   ３月13日の本会議において、地方税法等一部改正法案および「地方交付税法等の一

部を改正する法律案」（内閣提出法案第６号）は一括して議題とされ、桝屋敬悟総務

委員長の報告の後、起立多数で可決された。 

 

〔３〕参議院総務委員会 

   高市総務大臣による地方税法等一部改正法案の趣旨説明は、３月26日の総務委員会

（第４回）において行われた。３月31日（第６回）に採決が行われ、可否同数となっ

たため、委員長により可決すべきものと決定された。 

  ① 地方法人課税の改正 

    石井正弘委員（自由民主党）は、赤字企業といえども「地方の行政サービス、

種々のものを享受している」ので「外形標準課税の拡充というものを是非やってい

ただきたい」と述べた(60)。また、島田三郎委員（自由民主党）は、消費税および

地方消費税の税率引き上げが必要であるとしつつも、地方消費税の税収が都市部に

集中し、税収格差が拡大することに合わせて、地方創生の観点からの地方法人課税

の偏在是正について質した(61)。これに対し、二之湯智総務副大臣は「法人住民税

法人割の地方交付税原資化」、「地方法人特別税・譲与税の廃止」などを平成28年

度以後の税制改正において結論を得る旨を述べる(62)。 

    他方、渡辺美知太郎委員（無所属クラブ）は、法人税率等の引き下げが不十分で

ある旨を述べた上で外形標準課税の拡充が経済成長に与える影響などを質した。こ

                                                                                 

(59) 第189回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成27年３月13日）４頁。 

(60) 第189回国会参議院総務委員会議録第３号（平成27年３月24日）４頁。片山虎之助委員（維

新の党）による質疑（第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月26日）20頁）

も参照。 

(61) 石井委員も、消費費税および地方消費税の税率引き上げにより税源の偏在是正が喫緊の課題

となると質した（第189回国会参議院総務委員会議録第３号（平成27年３月24日）４頁）。二

之湯総務副大臣の答弁は、島田委員に対するものとほぼ同旨である。 

(62) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月24日）３頁。 
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れに対し、高市総務大臣は、平成32年度の基礎的財源収支を黒字化するという目標

と整合性を持たせるようにして、外形標準課税の拡充と所得割の税率引き下げを

行った旨を答えた(63)。 

    また、主濱了委員（生活の党と山本太郎と仲間たち）は、外形標準課税を中小零

細企業に適用することについて慎重に検討すべきであると述べている(64)。 

  ② 地方消費税の税率引き上げ時期の変更（「地方交付税の率の変更等」も含む） 

    まず、島田委員が引き上げの重要性を質したのに対し、高市総務大臣は「地方に

おける社会保障の安定財源の確保と地方財政の健全化を同時に達成する観点からも、

偏在性が小さく安定的な地方税体系を確立する観点からも極めて重要なものと認識

して」いると答えた(65)。他方、主濱委員は、ＧＤＰ、可処分所得、実質賃金指数

の状態からすれば「平成29年４月の消費税再引上げを今決断するのは時期尚早では

ないか」と質した。これに対し、竹屋とし子財務大臣政務官は、衆議院総務委員会

（第６回）における福田委員の質疑に対する宮下財務副大臣の答弁と同趣旨を述べ

た(66)。 

  ③ 個人住民税の改正 

    島田委員は、「ふるさと納税」の拡充を評価しつつ、その意義と「返礼品送付の

過熱対策」を質した。これに対する高市総務大臣の答弁は、衆議院総務委員会（第

３回）における吉川委員への答弁とほぼ同旨である。他に質問はなく、又市征治委

員（社会民主党）による反対討論において「ふるさと納税の拡充は、受益と負担の

関係をいびつにし、個人住民税の意義を損ねると同時に、他の寄附金制度との均衡

を著しく欠く」と主張された(67)。 

  ④ 車体課税の改正  

    島田委員は、「軽自動車税のグリーン化特例」を評価しつつ「消費税率の10％引

上げに向けて車体課税の議論が行われる運びと聞いておりますが、特に軽自動車に

頼っている地方の実情に配慮しながら検討を進めてもらいたい」と質した。これに

対し、二之湯総務副大臣は、やはり平成28年度以後の税制改正において具体的な結

                                                                                 

(63) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月24日）28頁。 

(64) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月24日）33頁。 

(65) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月26日）３頁。 

(66) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月26日）33頁。 

(67) 第189回国会参議院総務委員会議録第５号（平成27年３月31日）２頁。 
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論を得るとしつつ「地方団体や関係者の意見を聞きながら検討を進めてまいりたい」

と答えた(68)。 

    他方、吉良よし子委員（日本共産党）は、軽自動車税の引き上げを中止すべきで

あるという旨を述べた(69)。 

  ⑤ 固定資産税および都市計画税 

    これについても最初に島田委員が質疑を行っているが、税制そのものに対してで

はなく、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に係る具体的な対応を質してい

る(70)。 

    衆議院総務委員会においては「わがまち特例」に関する質疑がなされなかったが、

参議院総務委員会においては渡辺委員が行った。同委員は一定の評価をしつつ、措

置の件数および内容、さらに「国が定めた基準によらずに独自の割合を定めている

件数」について質した。これらについては平嶋総務省自治税務局長が答弁を行って

おり、「わがまち特例の拡充に伴って地方での自主的な税制の在り方についての議

論が活発化していくことを期待している」と述べている(71)｡ 

  ⑥ 狩猟税の改正 

    渡辺委員が、改正案を評価しつつ狩猟税の廃止の可能性を質した。平嶋総務省自

治税務局長の答弁は明確性を欠くが、有害鳥獣対策の面から残すという趣旨であろ

う(72)。 

 

〔４〕参議院本会議 

   ３月31日の本会議において、地方税法等一部改正法案、「地方交付税法等の一部を

改正する法律案」および「放送法第70条第２項の規定に基づき、承認を求めるの件」

は一括して議題とされ、谷合正明総務委員長の報告の後、地方税法等一部改正法案は

賛成141、反対96で可決され、法律として成立した。 

  

                                                                                 

(68) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月12日）４頁。 

(69) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月12日）25頁。 

(70) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月12日）４頁。 

(71) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月12日）28頁。 

(72) 第189回国会参議院総務委員会議録第４号（平成27年３月12日）27頁。 
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 5. おわりに 

 
 第189回国会における両院の総務委員会においては、日本放送協会会長の籾井勝人氏ら

に対する参考人質疑に多くの時間が割かれた。そのため、地方税法等一部改正法に関する

質疑応答は、やや内容の薄いものに留まったという印象を受ける。 

 また、平成27年度税制改正は、前述のように「デフレ脱却」、「経済再生」および「成

長志向」がキーワードとされているのであるが、経済成長一辺倒の嫌いがある。地域間格

差の問題を別とすれば、久しく議論されている国民間の経済格差（主に所得格差）の拡大

傾向や子どもの貧困問題などについて、税制面で対処しようとする姿勢に乏しい。もっと

も、与党税制改正大綱において「税制は社会のあり方に密接に関連するものであり、今後

とも、格差の固定化につながらないよう機会の平等や世代間・世代内の公平の実現、簡素

な制度の構築といった考え方の下、不断の見直しを行わなければならない」と述べられる

が(73)、その程度に留まる。むしろ、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合

の贈与税の非課税」について一定の措置を講じた上で平成31年６月30日まで適用期限を延

長する（租税特別措置法第70条の２第１項の改正）、「直系尊属から結婚・子育て資金の

一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」制度の新設（同第70条の２の３を追加）など、

富裕層を優遇し、所得格差や資産格差を助長しかねない内容が多くなっている。 

 日本において経済格差の問題は1998年以来議論され続けており、経済協力開発機構（Ｏ

ＥＣＤ；Organisation for Economic Co-operation and Development）も、平成25年５月15日付

の「貧困層ほど経済危機の打撃が大きく、格差と貧困のリスクが増す」において世界的に

所得格差の拡大傾向が見られることを指摘している(74)。また、日本国内においても、

様々な論者により、消費税・地方消費税の税率引き上げに際して低所得者対策が重要であ

                                                                                 

(73) 与党税制改正大綱２頁。 

(74) http://www.oecd.org/tokyo/newsroom/growing-risk-of-inequality-and-poverty-as-crisis-hits-the-poor- 
  hardest-says-oecd-japanese-version.htm. ＯＥＣＤ編著（高木郁朗監訳、麻生裕子訳）『図表でみ

る世界の社会問題３ ＯＥＣＤ社会政策指標』（2013年、明石書店）90頁も参照。なお、拙稿

「格差是正と租税法制度 ― 日本およびドイツにおける議論を踏まえての序論的考察 ― 」日

本租税理論学会編『格差是正と税制（租税理論研究叢書24）』（2014年、法律文化社）20頁に

おいて、等価所得によるジニ係数の変化、相対的所得貧困率の変化（ＯＥＣＤや厚生労働省の

調査に基づく）を紹介しているので、参照されたい。 
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ることも度々述べられている(75)。しかし、税制改正大綱（与党、政府）、およびこれら

を受けた地方税法等一部改正法および所得税法等一部改正法には、経済格差是正を図るた

めの措置がほとんど盛り込まれておらず、その視点もほとんどない(76)。法律においても、

所得税法等一部改正法により租税特別措置法に第41条の８が追加され、消費税・地方消費

税の税率引き上げに際して「低所得者に配慮する観点から」市町村または特別区から市町

村住民税もしくは特別区住民税を免除された者に対して給付される給付金、および児童手

当法などによる給付金について所得税を課さないとされることが目立つ程度である。 

 子どもの貧困も深刻である。日本における子どもの貧困率は、昭和60年に10.9％であっ

たのに対し、平成21年に15.7％、平成24年に16.3％となっている(77)。平成21年（または

平成22年）の段階で、日本の率はＯＥＣＤ加盟34カ国中25位であるが、特に問題であるの

は、ひとり親世帯における子どもの貧困率が50.8％で34カ国中33位、就労中の一人親世帯

における子どもの貧困率に至っては58％で34カ国中34位となっており、非常に劣悪な状況

に追い込まれている(78)。ようやく、平成27年４月２日に政府が「民間資金を活用した基

金を新設する」ことを発表したが(79)、「成長志向」を唱えるのであれば、社会保障制度、

税財政制度などを総合的に俯瞰した政策が必要であり、何らかの税制上の措置が求められ

るであろう。 

 もとより、経済格差、子どもの貧困などの問題は、税制のみで解決しうるものではない。

しかし、少なくとも経済面における優勝劣敗を助長するような税制が正しいものであるの

かは、常に問われなければならない。その意味において、外形標準課税の拡充にみられる

ような、過度の応益性の強調は、税制の公平性に照らして重大な疑義をもたらすものであ

る。税制に求められるべき原則の再考が必要とされるであろう。 

                                                                                 

(75) 本稿では、さしあたり、岩﨑政明他「税制抜本改革をめぐる諸問題」日本租税研究協会『税

制抜本改革と国際課税等の潮流 （公社）日本租税研究協会第64回租税研究大会記録2012』

（2012年、日本租税研究協会）51頁以下の参照を願うこととしておく。 

(76) 衆議院財政金融委員会会議録第５号（平成27年３月13日）において、鷲尾英一郎議員や丸山

穂高議員が所得税法等一部改正法案について私見と同様の指摘を行っている。 

(77) 朝日新聞2015年４月３日付朝刊１面14版「子どもの貧困対策基金 政府 民間資金で新設

へ」、内閣府編集『平成26年版 子ども・若者白書』（2014年、日経出版）168頁による。朝

日新聞2015年４月３日付朝刊３面14版「子の貧困対策 民間頼み 基金で『呼び水』狙う■支

援団体は期待」も参照。なお、ＯＥＣＤでは18歳未満の者が抱える貧困を「子どもの貧困」と

する。 

(78) ＯＥＣＤ（高木監訳、麻生訳）・前掲注(74)95頁による。 

(79) 注(77)に示した朝日新聞朝刊記事による。 
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 なお、平成27年６月30日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015～経済

再生なくして財政健全化なし～」（「骨太の方針2015」）は、「税制の構造改革」に関す

る５つの「改革の基本方針」において、筆頭にあげられる「成長志向の法人税改革｣(80)に

続き、「低所得若年層・子育て世代の活力維持と格差の固定化防止のための見直し」､

「働き方・稼ぎ方への中立性・公平性の確保」、「世代間・世代内の公平の確保等」およ

び「地域間の税源の偏在是正」をあげる(81)。これらは「骨太の方針2014」において等閑

視されていた問題であり、その意味では前進と言える。しかし、これらの基本方針から具

体的な改革像が見えてくる訳ではない。また、たとえば「活力維持」と「格差の固定化防

止」がいかなる関係にあるのか、「活力維持」と「世代間・世代内の公平の確保等」が相

互補完関係にあるのか、それともトレード・オフの関係にあるのか、という問題が明確に

されているとは評価しがたい。平成28年度税制改正においていかなる具体像が打ち出され

るのか、注目すべきところである。 

（もり としき 大東文化大学法学部教授） 

 

 

キーワード：地方税法等一部改正法／税制改正大綱／「法人税改革」／ 

      外形標準課税／「ふるさと納税」／地方消費税 

 

                                                                                 

(80) 「骨太の方針2015」42頁は「現在進めている成長志向の法人税改革をできるだけ早期に完了

する」と述べ、平成27年度税制改正における「法人税改革」の方向性を是認する。 

(81) 「骨太の方針2015」42頁。税制に関する具体的な内容に乏しいことは否定できないものの、

「税制の構造改革」における「今後の改革の中心」を個人所得課税に置き、「税収中立の考え

方を基本として、総合的かつ一体的に税負担構造の見直しを行う」とも述べられている（同

頁）。 
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 地方自治関連立法動向研究８  

 

 

地方交付税法等の一部を改正する法律 
（平成27年３月31日法律第３号) 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 

 はじめに 
 

 地方交付税法等の一部を改正する法律案は、2015年２月17日に第189回国会に提出され

たものである(１)。同年２月26日、衆議院総務委員会に付託され、３月13日には衆議院を

賛成多数で可決（賛成会派：自由民主党、公明党、次世代の党、生活の党と山本太郎とな

かまたち、反対会派：民主党・無所属クラブ、維新の党、日本共産党、社会民主党・市民

連合）し、３月25日、参議院総務委員会に付託され３月31日に参議院において可決（賛成

会派：自由民主党、公明党、次世代の党、生活の党と山本太郎となかまたち、新党改革・

無所属の会、反対会派：民主党・新緑風会、維新の党、日本共産党、無所属クラブ、社会

民主党・護憲連合）して、同日に公布されたものである(２)。 

 本稿の課題は、標記改正の概要、制定、地方自治体への影響等を整理することを主たる

ものとする。さらに、以下において言及していくが、今回の改正には例年にない制度変更

が加えられている。したがって、今回以前の改正等にも触れつつ地方交付税制度や財政調

整のあり方等について若干の論点提示を試みてみたい。 

 

 

                                                                                  

(１) 地方交付税法に関係する立法動向として、第189回国会には内閣から「地方交付税法の一部

を改正する法律案」が提案されているが、主として東日本大震災に係る復興事業の実施状況に

よって生じた不用額の調整のためのものであるため、本稿では取り上げない。 

(２) 参議院の会派ごとの賛否については、参議院ウェブサイトにおいて公表されている個別の投

票結果による。日本を元気にする会・無所属会は賛否が賛成２、反対５に分かれ、会派に属し

ない議員（３名）のうち議長を除く２名は反対であった。 

＜月刊自治総研2015年11月号より＞
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 1. 平成27年度地方財政計画と本法改正の概要 

 

 本法改正については、総務省職員等による解説が複数の雑誌に掲載されている(３)。そ

の冒頭部分をみると、「平成27年度の交付税算定等のため」（＝前田）、「平成27年度の

地方財政に係る具体的な措置等を内容とする」（宮崎・米田、村田・中野に共通）とある

ことからも、本法改正は例年のように行われる地方財政計画における地方交付税の特例等

を反映するのが主な内容となるものであることがわかる。 

 しかし、当然これもいずれの解説においても指摘していることであるが、例年にない改

正として、いわゆる地方交付税の法定率の変更や公営競技納付金制度の延長などが挙げら

れているが、これは、平成27年度地方財政計画にこのような例年にない改正が盛り込まれ

たことを示しているに他ならない。 

 さしあたりここでは、本改正の前提となる平成27年度地方財政計画について、地方交付

税に関連がある部分を中心に簡単にまとめ、改正内容の全体像を概観する。 

 平成27年度地方財政計画の策定方針には、「交付団体を始め地方の安定的な財政運営に

必要となる地方の一般財源総額を適切に確保することを基本として、引き続き生ずること

となった大幅な財源不足について、地方財政の運営上支障が生じないよう適切な補塡措置

を講じることとする」とされているように、一般財源総額は前年度比約２％増の約61.5兆

円となっている。 

 前段は歳入面であるが、歳出面では、「地方創生に対応するために必要な経費を計上す

るとともに、社会保障の充実分等を含め、社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を

行う一方、国の取組と歩調を合わせて歳出抑制を図ることとする」という策定方針が示さ

れている。 

 まず、資料１に沿って通常収支分におけるそれぞれの項目を概観する。 

(１) 地方創生に必要な歳出を１兆円計上、とあるように１兆円のまち・ひと・しごと創

生事業費を計上しているが、約半額については既存の歳出の振替え等によってまかな

                                                                                  

(３) 前田一浩「平成27年度地方交付税法の改正について」（『地方財政』2015年５月号）、宮崎

正志・米田圭吾「『地方交付税法等の一部を改正する法律』の解説」（『地方財務』2015年６

月号）、村田直也・中野賀枝子「法律解説 地方交付税法等の一部を改正する法律」（『法律

解説資料総覧』402号）など。以下、本稿で引用等する場合は、それぞれ「前田」、「宮崎・

米田」、「村田・中野」と呼ぶ。 
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われ、残りの半額は、「法人住民税法人税割の交付税原資化に伴う偏在是正効果0.1

兆円、地方公共団体金融機構の公庫債金利変動準備金の活用0.3兆円、過去の投資抑

制による公債費減に伴い生じる一般財源の活用0.1兆円」という新規の財源が確保さ

れることとなっている。 

 地方財政計画そのものを論じる場合、これらの財源の「新規性」について議論が必

要であると思われるが、本稿は、地方交付税法等の一部改正の概要等をまとめるのが

課題であるため、そこには深入りしない。これらの実行のために必要な改正として、

例えば、基準財政需要額の算定方式等に変更が必要となることを確認しておきたい。 

(２) 一般財源総額を1.2兆円増額、その質も改善、という点についてはすでに言及した。

「質の改善」の意味するところは、資料中に箇条書きされている説明にもあるとおり

臨時財政対策債の発行を抑制したことに起因するものである。 

(３) 歳出特別枠を実質的に維持、とあるのは、策定方針において「歳出抑制を図る」こ

ととしながら、歳出特別枠は削減するものの、一部については、新設の費目として歳

出に盛り込まれるため、「実質的に」確保されることとなるというものである。 

(４) 地方交付税原資の安定性の向上・充実を図るため法定率を見直し、については、本

改正中最も重要な事項であるとともに、後の論点提示ともかかわるため、ここでは、

項目に触れるのみとし、別途、検討する。 

(５) 公共施設の老朽化対策のための経費を充実、これも、公共施設等総合管理計画の策

定の速やかな策定が求められる中、そのために必要な経費を計上するものであるが、

歳出特別枠の「実質的確保」にも資する項目となっているものである。 

 以上のような地方財政計画の実現のため、資料２のような改正を実施するのが本改正の

概要である。改正される法律の条項等を列挙すると次のようになる。 

 まず、地方交付税法（昭和25年法律第211号＝第１条関係）の第２条（用語の定義）、

第６条（交付税の総額）、第12条（測定単位及び単位費用）、第13条（測定単位の数値の

補正）、第14条（基準財政収入額の算定方法）、附則第４条（交付税の総額の特例）、同

第４条の２（各年度分の交付税の総額の特例）、同第４条の３（臨時財政対策のための特

例加算）、同第５条の２（地域の元気創造事業費の基準財政需要額への算入）、同第５条

の３（人口減少等特別対策事業費の基準財政需要額への算入＝新設）、同第６条（特別の

地方債に係る利子支払費の基準財政需要額への算入＝削除）、同第６条（地域経済・雇用

対策費の基準財政需要額への算入＝旧同第６条の２）、同第６条の２（各年度分の交付税

に係る基準財政需要額の算定方法の特例＝旧同第６条の３）、同第７条の４（基準財政収
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入額の算定方法の特例）、同第９条の２（特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及

び基準財政収入額の算定方法の特例）、同第11条（普通交付税及び特別交付税の総額の特

例）、同第12条（震災復興特別交付税額の一部の交付等）、同第13条（震災復興特別交付

税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例）、同第14条（交付時期ごとに

交付すべき額の特例）、別表第１（第12条第４項関係）、別表第２（第12条第５項関係）

である。 

 次に、特別会計に関する法律（平成19年法律第23号＝第２条関係）の第24条（一般会計

からの繰入れの特例）、附則第４条（交付税特別会計における借入金の特例）、同第５条

（交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例）、同第９条（交付税特別会

計における一般会計からの繰入金の額の特例）、同第10条（交付税特別会計における繰入

れの特例）、同第11条（交付税特別会計の歳入及び歳出の特例）、同第12条の３（財政投

融資特別会計の投資勘定の歳出の特例）である。 

 さらに、地方財政法（昭和23年法律第109号＝第３条関係）の附則第32条の２（公営競

技を行う地方公共団体の納付金）、同第33条の５の２（地方債の特例等）、経済協力開発

機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律（昭和51年法律第38号＝第５条関係）

の附則第２項が変更されている。 

 以上のうち、資料１の1.(４)、資料２のⅠ(２)にある法定率の見直しについては、地方

交付税法第６条の変更であるが、今回改正は、同法第６条の３第２項に基づき実行された

ものであるとされている(４)。第６条の３第２項とは、「毎年度分として交付すべき普通交

付税の総額が引き続き第10条第２項本文の規定によつて各地方団体について算定した額の

合算額と著しく異なることとなつた場合においては、地方財政若しくは地方行政に係る制

度の改正又は第６条第１項に定める率の変更を行うものとする。」と定められたものである。 

 この規定については、若干の論点を提示する際に改めて触れることとしたい。 

 

  

                                                                                  

(４) この点、前田は、「これらは地方交付税法第６条の３第２項の規定に基づく法定率の変更と

して行われるものである」と、宮崎・米田、村田・中野は「これは、交付税法第６条の３第２

項に規定する『第６条第１項の定める率の変更』である」とそれぞれしている。 
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 2. 国会での議論 
 

 ここでは、国会で議論になったことを中心として、前項で概略を取り上げた本法改正の

主要な部分についてさらに言及していくこととする。 

 まず、提案理由を確認しておこう。提案理由は、「地方財政の収支が引き続き著しく不

均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の確保に資するため、所得税、法人税、

酒税及びたばこ税に係る地方交付税の率の変更等を行い、平成二十七年度分の地方交付税

の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を

措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、公営競技納付金制度を延長

する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。」とされており、すで

に見てきた点と重複するが要綱の概略を簡単に整理すると、以下の囲みのようになる。 

 
 

地方交付税等の一部を改正する法律案要綱（概要） 

 

第１ 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正 

1. 地方交付税の総額の改正 

 原資となる国税の変更 

 所得税（32％→33.1％）、法人税（34％→33.1％）、消費税（22.3％→据え置

き）、酒税（32％→50％）、たばこ税（25％→原資から除く） 

2. 地方交付税の総額の特例等 

 地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算6,700億円

を加算するなど 

3. 基準財政需要額の算定方法の改正 

 地方創生に要する経費の財源として「地域の元気創造事業費」に加え、「人口減

少等特別対策事業費」を設ける、平成27年度の特例として「地域経済・雇用対策

費」を設けるなど 

4. 基準財政収入額の算定方法の特例 

5. 特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法の特例 

6. 震災復興特別交付税に関する特例 

7. その他所要の改正 
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第２ 地方財政法の一部改正 

1. 公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度

を５年間延長する 

2. その他所要の改正 
 

 

 国会では、既述の通り、衆議院参議院とも総務委員会に付託された。その際、本法改正

は、両院ともに地方財政計画等とともに付託され、審議に当たっても地方税法等の一部を

改正する法律案とともに議題とされていることから、必ずしも本改正に焦点を当てた議論

であるか否かが判然としないやりとりも散見されるが、委員会や本会議において、本改正

に対する質疑、とりわけ、交付税原資の変更等の議論に貢献するものとして着目すべきも

のを取り上げてみたい。 

 
 

逢坂誠二氏（民主）衆議院本会議第９号（2015年２月26日） 

 地域の元気創造事業費４千億円のうち百億円は特別交付税で、ローカル一万プロ

ジェクト等の取組状況に応じて配分となっているが、国の言うことを聞く団体に配分

することが地方交付税制度の趣旨にかなうか。 

 

高市早苗総務大臣 

 特別交付税は、普通交付税の画一的な算定方法では捕捉できない特別の財政需要等

を考慮して交付するもの。ローカル一万プロジェクト等については、財政需要が生じ

る団体が限られることやプロジェクトごとの金額が大きいことなどから、人口を測定

単位とした地域の元気創造事業費では地方団体の財政需要に応じて適切に措置をする

ことができないという理由から、特別交付税により算定、交付税制度の趣旨にかなう。 
 

 
 

 

田村貴昭氏（共産）衆議院本会議第９号（2015年２月26日） 

 成果による配分で地方交付税の趣旨をゆがめ、政府の政策へ地方を誘導するやり方

は、きっぱりやめるべき。 

 地方自治体が自由に使える一般財源総額の確保に対する国の責任を果たすべき。財

源不足を国、地方の折半ルールで行うのではなく、抜本的な法定率の引き上げに切り

かえるべき。 
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高市総務大臣 

 人口減少等特別対策事業費においては、全国各地で取り組まれるまち・ひと・しご

と創生の幅広い取り組みについて、そのおのおのの財政需要に関連すると考えられる

指標を用いて補正を行うものであり、国が地方団体の政策を誘導するという御指摘は

当たらない。今後とも、法定率の見直し等による交付税総額の安定的確保について、

政府部内で十分に議論する。 

 

石破茂地方創生担当大臣 

 総務大臣答弁の通り、国が地方公共団体の政策を誘導するとの指摘は当たらない。 
 

 
 

 

橘慶一郎氏（自民）衆議院総務委員会第４号（2015年３月９日） 

 消費税10％段階における法人住民税の偏在是正についての方針は。 

 

高市総務大臣 

 法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進める、また、地方法人特別税・

譲与税を廃止するとともに現行制度の意義や効果を踏まえてほかの偏在是正措置を講

ずるなど、関係する制度について幅広く検討を行う。 
 

 
 

 

水戸将史氏（維新）衆議院総務委員会第４号（2015年３月９日） 

 臨時財政対策債について、折半というあり方に検討の余地があるか。 

 

高市総務大臣 

 地方財政計画において、国の予算で計上された施策や事業を盛り込んで、これらが

着実に実施できるようにしているということ、それから、多くの行政分野で国と地方

の役割分担などを法令によって定めて、地方に支出を義務づけているというものがあ

るため、地方財政計画の策定を通じて算定された地方の財源不足につきましては、や

はり、国と地方の両者が責任を持つという意味では、国と地方が折半をするというこ

とが適当。 
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吉村洋文氏（維新）衆議院総務委員会第５号（2015年３月12日） 

 消費税の地方税化と地方交付税の撤廃を党で掲げている。消費税については地域間

格差をなくす意味で地方共有税とし水平調整の機構をつくることにより地方の自立を

促す点について所見を。 

 

高市総務大臣 

 地方税収の一部を財源として、地方団体相互間で税収格差を調整するという考えか

と思うが、そうなると、ほかの地域の行政サービスに充てるために地方税を徴収する

ということについてどう考えるのか、ほかの地域に拠出する側の住民の理解が得られ

るのかといった課題があると想定している。 

 多くの行政分野で国と地方の役割分担を法令によって定めており、どのような地域

でも一定水準の行政サービスを提供できるように財源を保障することは国の責務。 

 つまり、交付団体や不交付団体など立場が異なる地方団体の相互間で調整するため

の合意形成を図るのは容易ではない。 
 

 
 

 

吉川元氏（社民）衆議院総務委員会第５号（2015年３月12日） 

 不交付団体のところでお金があるからといって、独自財源である地方税を国税化し

て、それで何かやるのは、地方税の軽視ではないか。認識は。 

 

平嶋彰英政府委員（総務省自治税務局長） 

 社会保障財源の安定的確保と地方財政の健全化を図る観点から必要な措置。また、

国税化された法人住民税の税収全額が地方の固有財源である地方交付税の原資とさ

れ、特会直入という措置を講じているので、ぜひ御理解を賜りたい。 

 つまり、交付団体や不交付団体など立場が異なる地方団体の相互間で調整するため

の合意形成を図るのは容易ではない。 

 

吉川氏 

 交付税法と照らして成果による交付税の配分が妥当であるということに対する根拠

を。 

－ 132 －



 

－ 57 － 

●－自治総研通巻445号 2015年11月号－●

佐藤文俊政府委員（総務省自治財政局長） 

 財政需要をはかる際に人口を基本に配分する上で成果をあらわす指標を加味したい

というもの。 

 

吉川氏 衆議院総務委員会第６号（2015年３月13日） 

 交付税原資の安定と充実を追求するのであれば、原資である国税の間のバランスの

見直しというにとどまらず、法定率そのものを引き上げる抜本的な見直しが今後必要

と考えるが、この点についての考えは。 

 

高市総務大臣 

 地方財政の健全な運営のためには、本来的には臨時財政対策債のような特例債に頼

る対応ではなく、法定率の引き上げによって地方交付税を安定的に確保するというこ

とが望ましい方向だと考える。 
 

 

 以上のような議論が衆議院では行われていた。衆議院総務委員会第６号における質疑の

後、反対討論（維新の党、日本共産党、社会民主党）があり、採決の結果、原案通り可決

されている(５)。同日の本会議において、賛成多数により委員長報告の通り可決されている。 
 

 

江崎孝氏（民主）参議院本会議第９号（2015年３月25日） 

 法定率の改正は地方交付税制度の大転換とも言える。これほど重要な改正は、地方

自治体の意見も含め検討を進めるべきものであり、なぜ国と地方の協議の場の活用な

どを行わなかったのか。 

 1954年の地方交付税制度発足時から、法定率の原資に求める性質として、伸長性と

安定性があった。しかし、総務省は、今回の法定率改正理由を安定性の向上と充実に

                                                                                  

(５) 自由民主党、民主党・無所属クラブ、公明党及び社会民主党・市民連合による共同提案によ

り地方税財政基盤の早期確立及び東日本大震災への対応に関する動議が提出されている。地方

交付税に関する部分のみ抜粋すると、「地方交付税については、本来の役割である財源調整機

能と財源保障機能が十分発揮できるよう、引き続き、地方税等と併せ地方公共団体の安定的な

財政運営に必要な総額の充実確保を図るとともに、今回の法定率の見直し後も引き続き多額の

財源不足の発生が見込まれることを踏まえ、更なる法定率の引上げを始めとした抜本的な見直

しについて検討し、特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を目指すこと。」とされてお

り、この動議も賛成多数で決議されている。 
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あるとして、伸長性には触れていない。なぜ、あえて伸長性が省かれたのか。 

 本来交付税原資ではない地方税である法人住民税をわざわざ国税化して交付税原資

を充実させておきながら、一方で国の法人税の法定率を引き下げることは矛盾してい

る。総務大臣の見解は。 

 

高市総務大臣 

 検討過程については、これまでも事項要求してきたものが実現した。地方六団体か

らも評価されている。 

 地方交付税の原資については、複数の税目を組み合わせることによって収入の伸長

性と安定性を確保することが重要。 

 法人住民税法人税割の一部を交付税原資化したことにより、交付税原資の中で、伸

長性に富む一方で景気変動に左右されやすい法人関係税のシェアが拡大したため、交

付税原資の安定性を向上する観点から、今回法定率を見直し、法人関係税のシェアを

引き下げ、伸長性と安定性を兼ね備えた所得税のシェアを引き上げることにより、交

付税原資の伸長性と安定性のバランスに配慮することとしたもの。 

 法人税の法定率を引き下げることとしたのは、法人住民税法人税割の交付税原資化

により、交付税原資の中で景気変動に左右されやすい法人関係税のシェアが拡大する

ことを踏まえて、その原資の安定性を向上させるためで、法人税の法定率の引下げは

法人住民税の交付税原資化を踏まえて行うものであり、矛盾したものではない。 
 

 
 

 

片山虎之助氏（維新）参議院総務委員会第４号（2015年３月26日） 

 地方税であったものを国税に直して、それを交付税の原資にして交付税特会で分け

るというのはいかがか。もっと国、地方を通じるきちっとした税財源配分というのを

やらないと、今の臨財債の50兆も、これからどんどんどんどん借金がたまっていく、

新たな赤字が増えるだけの話。 

 

高市総務大臣 

 税制抜本改革法に基づく恒久措置として、不交付団体の実質的な増収の範囲内で法

人住民税の一部を国税当局が徴収するという国税の地方法人税とした。その税収全額

を地方の固有財源である交付税の原資として交付税特別会計に直入するということ
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で、効果としては、より偏在の大きい市町村も偏在是正を行うことができる。消費税

率10％段階において、法人住民税法人税割の更なる交付税原資化、それから地方法人

特別税・譲与税の廃止と併せた他の偏在是正措置の検討を、与党税制改正大綱を踏ま

えて検討していく。 

 東京都などの不交付団体から地方法人税について廃止の要望が出されていると承知

はしているが、地方消費税の税率引上げによる増収の範囲内のものでありますので、

何とか社会保障財源の安定的な確保と地方財政の健全化を図るという観点から必要な

措置だということで御理解をいただきたい。 
 

 

 参議院で行われた議論のうち重要と思われるのは、概ね以上のような内容である。質疑

は、総務委員会第４号で終結、総務委員会第５号（2015年３月31日）において、反対討論

（共産、社民）があり、採決の結果原案通りに可決されている(６)。 

 地方交付税法の改正については、これまで述べてきたように、法定率の変更等これまで

にない改正が含まれていたため、この点に対する審議が激しく行われると思われたが、議

事録を見る限り、あまり充実した議論とはなっていないようである(７)。 

 今回の国会審議で浮き彫りになったのは、前年度の改正で交付税の原資に加わることと

なった地方法人税の扱いも含め、地方交付税制度の運用において地方交付税法の規定のみ

では説明しにくい点が増えているように思われる。 

 その論点について、本改正で変更された法定率を含む地方交付税の原資を中心として、

地方財政調整制度全体のあり方も含め、次節において若干提示したい。 

 

  

                                                                                  

(６) 同時に審議されてきた地方税法の一部を改正する法律案については可否同数、委員長が可決

を決定しているが、本改正については、挙手の段階において賛成多数で可決されている。また、

衆議院と同様に、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、維新の党、無所属クラブ、社会民

主党・護憲連合及び生活の党と山本太郎となかまたちの各派共同提案による自立的かつ持続可

能な財政運営を可能とする地方税財政制度の構築及び東日本大震災への対応に関する決議案が

提出され、決議されている。 

(７) もちろん、引用した以外にも東日本大震災分など交付税をめぐる議論は行われていたし、引

用したものに類似する論点については一部割愛している。しかし、議事録でも片山虎之助氏が

「私は、今日は地財計画や地方交付税や地方税の質問をする日かと思ったら、ＮＨＫの日なん

だね。」（参議院総務委員会第４号）と皮肉交じりに発言したように、この問題により多く焦

点があてられた印象は否めない。 
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 3. 地方財政調整制度をめぐる若干の論点提示 
 

 ここまでは、第189回国会において成立した地方交付税法等の一部を改正する法律（平

成27年３月31日法律第３号）の立法過程を中心に論じてきた。しかし、本改正やその前年

の地方法人税の交付税原資化は、地方交付税のあり方を大きく変容させる可能性があるも

のと思われる(８)。そして、国会におけるやり取りを見ればわかるように、今回の法定率

の変更のうち、法人税における法定率の引き下げは、この地方法人税の導入によるところ

が大きい。 

 具体的な議論に入る前に、ごく単純に地方財政調整制度のあり方を整理しておこう。ま

ず、言うまでもないことであるが、財政力の異なる地方公共団体間でその財源を調整する

場合、地方公共団体相互に財源を調整する水平的財政調整と国がその財源を用いて調整す

る垂直的財政調整とが考えられる。 

 次に、財政調整により移転される財源の使途に関してそれを特定しない一般補助金と特

定の使途を有する特定補助金とが存在する。 

 日本における一般的な理解は、これもきわめて大まかに括れば、水平的財政調整の仕組

みはなく、垂直的財政調整のうち一般補助金としての地方交付税制度と特定補助金として

の国庫支出金制度がある、というものであろう。 

 ところが、特定補助金については、総額削減を企図してメニュー化をはじめとする使途

の拡大や一般交付金を目指す動きが見受けられ、一方、地方交付税制度においては、その

算定等において特定の事業に関する需要を手厚く評価するなどの手法によって「補助金化」

と指摘されることも少なくない。 

 すなわち、垂直的財政調整であるところの地方交付税制度と国庫支出金制度の役割に関

して再度整理すべき必要性があるように思われるうえに、地方法人税の登場によって地方

交付税制度においては水平的財政調整をめぐる課題をも内包するに至っている。 

 つまり、こうした「水平」「垂直」、「一般」「特定」をめぐって日本の地方財政調整

制度は混乱しており、それを整理しながら日本の現状に即した新しい制度設計が検討され

                                                                                  

(８) 地方法人税導入をめぐる動向については、飛田博史「2014年度地方財政対策の概要 ― 問わ

れる地方交付税制度の意義 ― 」『自治総研』2014年２月号。飛田はそこにおいて地方法人税

の原資化には地方交付税制度への「税源交換論の流用」、「自治体間水平調整の混入」が存在

することを指摘している。 
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るべき段階に入りつつあるように思われるが、ここでそれらを論じ切ることは困難である。

ただし、どのような制度設計のもとでも、垂直的財政調整で一般補助金として財源保障の

役割を担う地方交付税制度は中心的存在であり続けるものとも同時に思われる。 

 そのうえで、地方交付税法の規定ぶりとの関係を見ておきたい。まずは、地方交付税法

第６条についてである。同条は、「所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・

一、酒税の収入額の百分の五十、消費税の収入額の百分の二十二・三並びに地方法人税の

収入額をもつて交付税とする。」と規定されている。資料３に照らすとき、このような規

定でよいのであろうか。 

 というのは、資料３を見ればわかるように、これまで、地方交付税法第６条に規定され

ている原資は一般会計の「法定率分」に区分されるものを指していた。しかし、地方法人

税については、全額が一般会計ではなく交付税特別会計に繰り入れられるため交付税の

（入口）と（出口）の間にあって不足分を補う役割をしているものである。にもかかわら

ず、第６条のようにまったく並列に表記されることは既定のあり方として問題ないのであ

ろうか。もちろん、法律の条文本文にすべてが規定されている必要はないかと思われるが、

地方法人税の基本的な機能からして違和感が大きい。 

 安定性と伸張性に関する議論もこの点を整理しないとそもそも「原資」が（入口）まで

なのか、国税を用いている限りは「原資」と呼ぶべきものなのかも判然としない。このこ

とを国会での議論と組み合わせると、まず、質問者の江崎氏は（入口）における原資を想

定しているのに対し、総務大臣は「法人住民税法人税割の一部を交付税原資化したことに

より、交付税原資の中で、伸長性に富む一方で景気変動に左右されやすい法人関係税の

シェアが拡大した」とあることからも地方法人税を含んで答弁していることがわかる。 

 ちなみに、宮崎・米田、村田・中野によれば、次のように解説されている。 

「今回、このように地方交付税率を見直すこととしたのは、 

① 法人住民税法人税割の交付税原資化を踏まえ、景気変動の影響を受けやすい法人関係

税のシェアを引き下げ、所得税のシェアを引き上げることにより、交付税原資の安定性

を確保すること 

② 酒税とたばこ税について、たばこにより大きく依存する地方税財源を酒・たばこにバ

ランスよく配分し、安定性を高めること。 

③ 地方財政において巨額の財源不足が継続していることに鑑み、交付税原資を充実する

こと」と、論者は異なっても一言一句同様に説明されている。 

 今回の法改正は、景気変動の影響を受けやすい法人関係課税によって交付税特別会計等
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による地方財政対策がまかなわれることを意味しており、不況時には、折半ルールが継続

される限りにおいて臨時財政対策債の負担が重くなることにつながりかねない。そこで問

題となるのは、地方交付税法第６条の３第２項であろう。 

 同項は､｢毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き第10条第２項本文の規

定によつて各地方団体について算定した額の合算額と著しく異なることとなつた場合にお

いては、地方財政若しくは地方行政に係る制度の改正又は第６条第１項に定める率の変更

を行うものとする｡｣と規定されているものであり、第10条第２項本文とは、各地方団体に

は基準財政需要額と基準財政収入額の乖離（財源不足額）を交付する旨が規定されている。 

 地方交付税法第６条の３第２項について、議論となるのは、「地方財政若しくは地方行

政に係る制度の改正」と「第６条第１項に定める率の変更」との関係である。宮崎・米田、

村田・中野は、この点について「ここでいう『引き続き』とは、過不足が２年度連続し、

３年度目以降もこれが続くと見込まれる場合であり、『著しく』とは、過不足が特例分を

含まない普通交付税の総額の概ね１割程度以上になる場合を指すと解されている」旨を説

明したうえで「本来、当該規定に該当することとなった時点から、普通交付税率の引き上

げ又は恒久的な地方行財政制度の改正により対処すべきであるが、同項の規定振りからも

窺えるように、いかなる内容の地方行財政制度の改正を行うべきであるかについては、法

律の選択を許しているのであって、将来に向かっての的確な財政の見通しが予測しがたい

状況にあるような場合には、恒久的な措置でなくとも、同項にいう『制度の改正』に該当

するものと解されている」としている(９)。 

 この制度の改正によって臨時財政対策債が創設されたのであるが、総務大臣答弁に「法

定率の引き上げによって地方交付税を安定的に確保するということが望ましい方向だと考

える。」ともあるように、質問者も含め「地方の固有財源」である地方交付税を賄うのに

地方公共団体が臨時財政対策債を発行するということへの違和感はそれなりに広がってい

るものと思われる。 

 さらに注目すべきは、ここで、法定率の引き上げによる方が望ましいとしていることで

あろう。条文をそのまま読む限りは、法定率の引き上げと制度の改正は並列である。地方

交付税が地方の固有財源であるということをより明確にする意味合いでも、法定率の引き

上げによる方が優先順位を高くする規定が検討される必要があるように思われる。 

 この「地方の固有財源」という文言は地方交付税法には盛り込まれていない。この点も

                                                                                  

(９) こうした見解は、1977年２月に内閣法制局の出した見解が踏襲されているものと思われる

（石原信雄『新地方財政調整制度論』ぎょうせい、2000年参照）。 
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地方交付税制度の基本理念をなす重要な考え方であると思われるため、明確に法律に位置

づける必要があるのではないだろうか。 

 次に、水平的調整に関する議論にも言及しておこう。国会での議論の中でも若干触れら

れているが、地方税である法人住民税法人税割の一部を国税化し、それを全額交付税原資

とすることは、そもそも水平的財政調整なのであろうか。特別区の存在を考えるとき、必

ずしもそうとは言い切れない側面が出てくるものと考えられる。 

 というのは、特別区の法人住民税は、東京都が徴収している。東京都と特別区は都区財

政調整制度によって財政調整を行っているが、東京都は地方交付税（普通交付税）の交付

を受けていない。したがって、特別区にとってはいわば地方交付税制度の「外側」にいる

ため、交付される可能性がほぼない交付税原資として都区財政調整制度の原資を奪われる

こととなっているのである。 

 水平的財政調整がそもそもどのようなもので、どのような制度設計が考えられるのかに

ついては今後の課題として、日本で水平定期財政調整のようなものを検討するとき、やは

り、その仕組みを地方交付税制度に組み込もうとするのは困難であるように思われる。地

方交付税を廃して水平的財政調整制度のみによる地方財政調整制度に移行すべきとは考え

ないが、水平的財政調整制度の必要性が日本においても高まっているとするならば、今一

度、国庫支出金制度も含めた地方財政調整制度のあり方そのものを議論したうえで、地方

交付税制度とは別の制度として採り入れられるべきものであると考える。 

 その際には、国庫支出金制度も含めて国と地方で、また地方相互でどのような財政調整

のあり方が望ましいかを改めて検討する必要があると思われる。すなわち、補助金＝バラ

マキ＝悪という短絡的な思考はほとんど意味をなさず、バラマキによる政策誘導をとも

なってでも国が国民に保障すべきサービスは何かという国民的な議論が必要な段階に入っ

ているように思われる(10)。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

 

キーワード：地方交付税法／交付税原資／（交付税の）法定率／ 

      水平的財政調整／地方法人税 

 

                                                                                  

(10) これらの議論にあたり、概念整理や海外の水平的な財政調整のあり方について半谷俊彦「ド

イツ財政調整制度の変遷と特徴」、青木宗明「フランス地方財政調整における『水平調整』導

入の背景と意義～欧州危機・国家財政難と『調整継続』の意思表明～」（いずれも『地方財政』

2013年２月号）などが有益であると思われる。 
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 地方自治関連立法動向研究11  

 

 

廃棄物処理及び清掃に関する法律及び 
災害対策基本法の一部を改正する法律 

（2015年７月17日法律第58号) 

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 1. はじめに 
 

 災害によって生じた大量のがれきなどの廃棄物（以下「災害廃棄物」という）の収集・

処理等を迅速かつ円滑に行うため、2015年７月17日に「廃棄物処理及び清掃に関する法律

及び災害対策基本法の一部を改正する法律」（2015年７月17日法律第58号。以下「改正法」

という）が公布され、同年８月６日施行された。 

 災害廃棄物は、1995年の阪神・淡路大震災時をはじめ、地震のみならず、土砂災害や水

害など規模の大小の差はあるものの、多くの場合、廃棄物処理及び清掃に関する法律（以

下「廃掃法」または「廃棄物処理法」という）の平時の基本枠組みのもとで処理されてき

た。しかし、2011年の東日本大震災では、職員の被災を含め基礎自治体も大きな被害を受

けるとともに、広域にわたり膨大な災害廃棄物が同時に発生したため、被災市町村のみで

は十分な対応ができなくなった経験から、改正法が制定された。以下では、その経緯、背

景と概要、そして、国会審議の状況などを踏まえ、地方自治法との関連などについて検討

する。 

 

 

 2. 改正の経緯 
 

(１) 東日本大震災による災害廃棄物処理の特例等 

   東日本大震災では、13道県にわたり、大量の災害廃棄物が生じ、衛生確保や復旧・

＜月刊自治総研2016年２月号より＞
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復興の促進のため、その迅速な処理が必要とされた。そのため、廃掃法の運用による

「特例措置」が次のように講じられた。まず、「東北地方太平洋沖地震における損壊

家屋等の撤去等に関する指針」（環境大臣・2011年３月25日）により、３か年で災害

廃棄物を処理するとの計画が立てられた。そして、作業のための立入のほか、建物の

うち倒壊してがれき状態になっているものについては、所有者等に連絡し、又はその

承諾を得ることなく立入や撤去して差し支えないことなどが示された。 

   一方、廃掃法施行規則の改正により、一般廃棄物を産業廃棄物処理施設で処理する

に当たって通常必要とされる30日前までの知事への届出について、知事が「困難な特

別の事情があると認める場合」、特例としてその期間を短縮できることとされた

（2011年３月31日環境省令第６号）。また、家屋等の損壊により、コンクリートの破

片等が一般廃棄物として排出され、それが大量にあるため、その迅速かつ円滑な処理

を進めるための特例措置として、最終処分する場合に必要とされる知事の許可制が届

出制に緩和された（2011年５月９日環境省令第８号）。さらに、災害廃棄物の迅速な

処理を推進するため、震災により甚大な被害を受けた市町村が、震災により特に必要

となった一般廃棄物の処理を委託する場合において、通常は禁止されている一般廃棄

物処理の再委託を可能とするなど、災害廃棄物の処理に係る市町村の事務負担を軽減

する特例措置が講じられた（廃掃法施行令改正（2011年７月８日政令第215号）・廃

掃法施行規則改正（2011年７月８日環境省令第15号））。 

 

(２) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の制定 

   災害廃棄物は、阪神・淡路大震災時において平時の廃掃法の基本枠組みをかえずに

処理され、その後も変更されることなく、一般廃棄物と位置づけられ、市町村が処理

する責務を有するとされている。しかし、東日本大震災では、多数の職員や庁舎等の

施設が被災し、被災市町村の行政機能遂行能力が著しく低下したことにより、その処

理に支障が生じたため、当該市町村は、岩手県及び宮城県に対する事務委託によって

対応した（地方自治法252条の14）。しかし、それでも十分ではなく、国の責任のも

とで災害廃棄物の処理に関し、被害を受けた市町村における災害廃棄物の処理の実施

体制、その処理に関する専門的知識及び技術の必要性並びにその広域的な処理の重要

性に鑑み、国が被害を受けた市町村に代わって災害廃棄物を処理すると共に、必要な

措置を講ずるため、「東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置
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法」（2011年８月18日法律第99号。以下「特措法」）が制定された(１)。 

   特措法では、環境大臣が、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助

成に関する法律」２条２項に規定する特定被災地方公共団体である市町村の長から要

請があり、かつ、①当該市町村における災害廃棄物の処理の実施体制、②当該災害廃

棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性並びに③当該災害廃棄物の広域的

な処理の重要性を勘案して必要があると認めるとき、当該市町村に代わって自ら災害

廃棄物の収集、運搬及び処分（再生を含む）を行うものとされた（特措法４条１項）。 

   この環境大臣による災害廃棄物処理費用は、国が負担するものとし、特定被災地方

公共団体である市町村は、当該費用の額から自ら災害廃棄物の処理を行うこととした

場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する

こととされた。そして、この被災市町村の負担費用は、国が必要な財政上の措置を講

ずるもの等とされた（特措法５条）。国は、福島県の新地町・相馬市・広野町・南相

馬市の４市町からの要請を受け「代行」処理に着手した。この代行処理の範囲は、市

町で選別をした後の可燃性災害廃棄物の減容化、すなわち焼却処理（仮設処理施設の

建設、運営、解体）と、焼却灰の最終処分である。現時点で、新地町と相馬市分は、

相馬市に仮設処理施設が設置され、2014年３月にその処理は完了した。広野町と南相

馬市については、現在、減容化処理施設の建設等が進められている(２)。 

 

(３) 災害廃棄物対策指針策定と災害対策基本法改正 

   一方、災害廃棄物については、災害対策基本法（以下「災対法」という）で定める

国による防災基本計画と地方公共団体による地域防災計画においても、広域処理体制

の確立や仮置き場の確保等について一般的な記述があった。阪神・淡路大震災をきっ

かけに策定された「震災廃棄物対策指針」（平成10年厚生省生活衛生局）に基づき、

地域防災計画を補完する災害廃棄物処理計画の策定等が定められたが、自治体の対応

は鈍く、また、想定された災害規模が東日本大震災に十分対応できるものではなかっ

た。そのため、環境省は、都道府県及び市町村における災害廃棄物処理計画の作成に

寄与するため、災害廃棄物対策指針を策定した（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル

                                                                                  

(１) 金子和裕「災害廃棄物処理の国による代行措置と国庫補助の強化～災害廃棄物処理特措法案

の成立と国会論議～」立法と調査321号（2011年）47頁以下参照。 

(２) 「都市と廃棄物」編集部「福島県の災害廃棄物処理：国直轄処理で仮設炉稼働開始」都市と

廃棄物45巻２号（2015年）17頁。 
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対策部。2014年３月）。 

   東日本大震災後、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」（2013年６月21日法

律第54号）により、廃棄物処理の特例を定める災対法86条の５が新設され、「著しく

異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害による生活環境の悪化を防止することが

特に必要と認められるものが発生し」、政令で指定された災害により生じた廃棄物の

迅速な処理のため、環境大臣が廃棄物処理特例地域を指定して、廃掃法の各種特例を

定めている。ただし、この改正では国による「代行」処理に関する定めはなかった。 

 

(４) 国土の「強靱化」と本法案提出 

   議員立法である国土強靱化法（2013年12月11日法律第95号）による国土強靱化基本

計画（2014年６月３日閣議決定）のほか、首都直下地震対策特別措置法（2013年11月

29日法律第88号）による首都直下地震緊急対策推進基本計画（2015年３月31日閣議決

定）、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（2013年11月29

日法律第87号）による南海トラフ地震防災対策推進基本計画（2014年３月28日中央防

災会議決定）等において、災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の実施に向けた計

画の策定が重要な課題として位置づけられた。 

   災害廃棄物への対応として環境省に設置された「巨大地震発生時における災害廃棄

物対策検討委員会」（2013年10月設置(３)）を通じて、大規模災害時における災害廃

棄物の処理に関する検討が行われた。そして、同検討委員会は、仮置き場確保や実効

性の高い処理計画策定などを提言する「巨大災害時における災害廃棄物対策のグラン

ドデザインについて」（2014年３月。以下「グランドデザイン」という）と、特措法

で定められていた国による「代行」を一般制度化すること、都道府県の役割強化など

を提言した「巨大災害発生時における災害廃棄物に係る対策スキームについて」

（2015年２月。以下「対策スキーム」という）を作成した。対策スキームにおける災

害廃棄物処理に関する国の「代行」の基本的考え方は、「巨大災害時には、被災した

事業者の主体的な処理も促しつつ、まずは、被災市町村における処理、次いで非被災

市町村及び事務委託を受けた都道府県が主体となって行う処理など当該都道府県内で

の処理、さらには地域ブロックでの広域処理、そして複数の地域ブロックにまたがる

広域的な処理を、それぞれ被災の状況及びその地域の処理能力に応じて適切に組み合

                                                                                  

(３) なお、同検討委員会は、現在、「大規模災害発生時における災害廃棄物対策検討会」と名称

が変更されている。 
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わせた上で、円滑かつ迅速な処理を補完する観点からの国による代行処理の実施とい

う重層的な対応とすることが基本となる」とされ、いわゆる補完性原則が反映された

ものとなっている。 

   同時に、地方環境事務所が中心になって2014年度より順次地域ブロック単位で関係

者の協議会等（地域ブロック協議会）を設置し、各地域での大規模な災害への備えに

向けた協議を行っている。 

   2015年３月には、対策スキームを踏まえ、大量に発生する災害廃棄物の円滑かつ迅

速な処理を実現し、災害廃棄物処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態を防

止するため、法制度を整備する「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基

本法の一部を改正する法律案」が第189回国会に提出された(４)。 

 

 
 3. 法律の概要 
 

(１) 法改正の趣旨 

   東日本大震災の発生後の被災地の廃棄物処理に関する課題として、事前の備えが不

十分であったため、災害発生の初期段階で関係者が十分に機能・能力を発揮できな

かったことのほか、国が速やかに処理の指針を示し、それを実施するための特例措置

を講じて、円滑・迅速な処理を促すことができなかったことなどが挙げられた。 

   この課題を解決するため、改正法（案）の主な内容は、次のとおりである(５)。 

  ① 平時の備えを中心としつつ、通常起こり得る規模の災害対応も含めた廃棄物処理

における災害対策の強化として、災害時においても適正かつ円滑・迅速な廃棄物処

理を図るとの基本理念を明確にすること、国、地方公共団体、事業者等、災害時の

廃棄物処理に関わる者の連携・協力の責務を明確にした上で、その担保として、国

が策定する基本方針等に規定する事項として、災害に向けた備えを追加すること。

また、通常規模の災害が発生したときの円滑・迅速な廃棄物処理に向けて、災害廃

                                                                                  

(４) 大嶋健志「災害廃棄物処理体制の強化 ― 廃棄物処理法及び災害対策基本法の改正案 ― 」

立法と調査364号（2015年）51頁以下参照。また、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部

廃棄物対策課「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本法の一部改正について」

都市清掃68巻328号（2015年）３頁参照。 

(５) 第189回国会参議院環境委員会第８号（2015年６月16日）18頁の望月義夫・環境大臣の発言

参照。 
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棄物の処分に係る仮設処理施設の設置手続を簡略化するなどの措置を講ずるものとす

ること。 

  ② 大規模災害時の廃棄物処理対策の強化として、大規模災害が発生したときは、通

常規模の災害への対策に加え、政令による指定を受けて、環境大臣が、当該災害廃

棄物の処理に関する基本的な指針を策定すること。 

  ③ 以上の措置及び既存の特例措置によってもなお不十分であるときは、環境大臣が、

一定の要件の下、被災地域にある市町村の長からの要請を受け、当該市町村におけ

る災害廃棄物の処理を自ら代行することができること。 

 

(２) 具体的な改正内容 

   まず、廃掃法の一部改正の概要は、次のとおりである。 

  ① 非常災害により生じた廃棄物の処理の原則 

    非常災害により生じた廃棄物は、人の健康又は生活環境に重大な被害を生じさせ

るものを含むおそれがあることを踏まえ、生活環境の保全及び公衆衛生上の支障を

防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理され

なければならず（廃掃法２条の３第１項）、また、その廃棄物の発生量が著しく多

量であることを踏まえ、円滑かつ迅速な処理とともに、将来にわたって生ずる廃棄

物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、

適切な配慮がなされなければならない（同法２条の３第２項）。 

  ② 非常災害時における連携及び協力の確保 

    国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、前記原則にのっとり、適切な役割

分担とともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない（廃掃

法４条の２）。 

  ③ 環境大臣の定める基本方針及び都道府県の定める廃棄物処理計画 

    環境大臣の定める基本方針に、新たに非常災害時における廃棄物の適正な処理に

関する施策の推進等の事項（廃掃法５条の２第２項）を、また、都道府県の定める

廃棄物処理計画において、新たに非常災害時における廃棄物の適正な処理に関する

施策を実施するために必要な事項を追加する（同法５条の５第２項）。 

  ④ 市町村による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出の特例 

    市町村は、非常災害により生ずる廃棄物処理のために必要があると認める一般廃

棄物処理施設に関し、あらかじめ一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しよ
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うとするときは、都道府県知事と協議してその同意を得ることができる。そして、

実際に当該一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、都道府県知事による技

術上の基準に適合するか否かの審査に要する期間（廃掃法９条の３第３項）が省略

され、最大30日間の法定期間を待たずにその同意に係る施設の設置ができる（同法

９条の３の２）。 

  ⑤ 事業者による非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例 

    市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、一般廃棄物

最終処分場を除き、そのための一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、平

時の許可手続にかかわらず、環境省令（廃掃法施行規則５条の10の４）で定めると

ころにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない（廃掃法９条の３の

３）。届出後は概ね、平時の手続きや監督が行われる（同法９条の３の３第３項）。

ただし、この特例は、市町村からの委託を受けて災害廃棄物を処理するためのもの

であるから、当該廃棄物の処理終了後に、常設施設として当該施設において平時の

一般廃棄物を処理しようとする場合には、別途、廃掃法８条に基づく一般廃棄物処

理施設の設置許可が必要となる。 

  ⑥ 産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例 

    産業廃棄物処理施設の設置者が、非常災害のために必要な応急措置として、当該

施設で処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合、都道

府県知事への事後届出で足りる（廃掃法15条の２の５第２項）。この特例は、被災

地域の地方自治体において平時のような事務処理が困難となる場合が想定されてい

ることから、生活環境の保全上支障を防止するため等、特に早急に処理が必要な非

常災害により生じた廃棄物について、被災地域に既に設置されている産業廃棄物処

理施設を迅速に活用するために設けられた。 

  ⑦ 罰 則 

    市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、届出により

一般廃棄物処理施設を設置する場合、必要な届出をせず、又は虚偽の届出をし、若

しくは都道府県知事が行う命令に違反したときは、６月以下の懲役又は50万円以下

の罰金に処される（廃掃法29条）。 

   つぎに、災対法の一部改正についてまとめる。 

  ⑧ 指定災害廃棄物の処理に関する指針の策定 

    環境大臣は、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該災害による生活環境
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の悪化を防止することが特に必要と認められるものとして政令で指定された災害

（災対法86条の５第１項）により生じた廃棄物（以下「指定災害廃棄物｣）の処理に

関する基本的な方向等についての指針を定める（同法86条の５第２項及び第３項）。 

  ⑨ 環境大臣による廃棄物処理の代行 

    環境大臣は、指定災害廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を廃棄物

処理特例地域として指定した場合（災対法86条の５第４項）、当該地域内の市町村

の長から要請があり、当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制等を勘

案して指定災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、

前掲⑧の指定災害廃棄物の処理に関する指針に基づき、当該市町村に代わって当該

市町村の指定災害廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができ、所要の措置を講

ずるものとする（同法86条の５第９項から第13項まで及び108条の４第１項）。 

   なお、改正法附則第２項において、政府は、この法律の施行後適当な時期において、

この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認める

ときは、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とされている。 

 

 

 4. 国会における審議 
 

(１) 審議経過と施行日 

 

回次 審議した院／会議名 開催日等 備   考 

189 衆議院 2015. 3.24 議案受理 

189 衆議院／環境委員会 2015. 5.26 付託 

189 衆議院／環境委員会 2015. 5.29 趣旨説明 

189 衆議院／環境委員会 2015. 6. 2 質疑 

189 衆議院／環境委員会 2015. 6. 9 質疑、採決（可決・全会一致）、附帯決議 

189 衆議院／本会議 2015. 6.11 委員長報告、採決（可決・全会一致） 

189 参議院 2015. 6.11 衆議院から受領 

189 参議院／本会議 2015. 6.12 趣旨説明、質疑 

189 参議院／環境委員会 2015. 6.12 付託 

189 参議院／環境委員会 2015. 6.16 趣旨説明、質疑 

189 参議院／環境委員会 2015. 7. 7 参考人招致、参考人質疑 

189 参議院／環境委員会 2015. 7. 9 質疑、採決（可決・全会一致）、附帯決議 

189 参議院／本会議 2015. 7.10 委員長報告、採決（可決・賛成多数） 
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   このような審議を経て、同法は、2015年７月17日法律第58号として公布され、同年

８月６日より施行された。 

   次に、国会での審議は、概ね次のような内容であった。ただし、紙幅の関係上、下

記項目に関する答弁を中心にまとめることとする。 

 

(２) 新規立法ではなく二法改正による趣旨 

   今般の法改正について、新規立法を制定しなかった理由は、まず、災対法は「大規

模災害が発生した場合に適用される特例を横断的に規定」しており、今回の法案では

「環境大臣による廃棄物処理の代行も、そのような横断的な特例的措置の一つとして

位置づけるということが適当である」ためである。次に、「毎年起こり得る規模の災

害により生ずる廃棄物の処理」について、廃掃法に基づく「平時の処理の延長線上に

あるものとして、引き続き市町村による処理を前提としつつ、廃棄物処理法において、

災害時の特例を新たに整備することが適当である」と考えられたからである(６)。 

 

(３) 「災害廃棄物」の処理責任 

   「災害により生じた廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物ではないということ

で、一義的には廃棄物処理法に規定する一般廃棄物に該当し、市町村がその処理の主

体となる」。この災害廃棄物の「量、種類は、災害の発生場所や規模、種類によって

さまざまな場合が想定」されること、そして、「一定規模以上の災害時のみに適用さ

れる特別な仕組み、特別な災害廃棄物という区分、そういった仕組みを整備するより

も、既存の市町村の処理体制を最大限に活用し、災害の規模に応じて切れ目のない対

応を行うことを基本とする方が、さまざまな災害に適切かつ柔軟に対応でき、また、

平時の処理能力、処理体制の強化にもつながる」ため、一般廃棄物として処理される

こととされた(７)。一方、「東京電力福島第一原子力発電所の事故によって生じた放

射性物質に汚染された廃棄物は、いまだ処理の途上であって、……現在行っている処

理の結果を見きわめる必要」がある。「まずその処理を完遂することがこの放射性廃

棄物については重要だ、このように思っておりまして、このため、本法案は放射性物

                                                                                  

(６) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）２頁における政府参考人である鎌

形浩史・環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長の答弁参照。 

(７) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）２頁の鎌形政府参考人答弁。 
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質に汚染された廃棄物については対象として」いないとした(８)。 

 

(４) 役割分担・責務規定 

   大規模災害時の「災害廃棄物処理に関する対応に当たっては、国が主導的な役割を

果たしつつ、被災地域の市町村や都道府県を初めとした関係者が緊密に連携し、その

処理に取り組むことが重要」との考え(９)に基づき、非常災害時には膨大な量の廃棄

物が生じるため、「被災していない、また被災の程度が少ない自治体と国とが協力し

て、また民間事業者の協力もかりながら、オール・ジャパンでこれに対応していく必

要がある」。そのため、「平時の備え」としては、「廃棄物処理法に基づき環境大臣

が定める基本方針と都道府県が定める廃棄物処理計画において、非常災害時の備えを

規定」し、「従来以上に平時における災害廃棄物対策が計画的に進められるものと期

待をしている」。具体的には、「関係者間の連携協力を促しながら、環境省が災害廃

棄物対策のより具体的な内容をあらかじめ指針として示すとともに、地方自治体や地

域の民間事業者、専門家等が参画する地域ブロック協議会を十分活用」し、「地域ご

との行動計画の策定、あるいは災害協定の締結、共同での防災訓練の実施を技術的に、

財政的に支援」する。一方、発災後の対応策としては、「大規模災害時には、国によ

る基本的な処理方針の策定と、必要に応じて国が廃棄物処理の代行」を遂行し、「災

害の規模に応じて必要な財政的支援も行えるように、例えば過去の阪神・淡路とか東

日本大震災等の対応も踏まえながら」対応する。このような「国及び地方自治体によ

る適切な役割分担と連携協力については、法案をてことしながら、各地で進めている

地域ブロック協議会での議論、また地域レベルの災害協定の締結等を進めていくこと

などにより、今後一層実効性」を高めていくこととされている(10)。 

 

(５) 事業者その他の関係者 

   改正後の廃掃法４条の２による連携協力規定における事業者とは「いわゆる民間事

業者全般」、具体的には、「平時から廃棄物処理にかかわる民間事業者はもとより、

                                                                                  

(８) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）４頁の望月環境大臣の答弁。 

(９) 第189回国会衆議院環境委員会第10号（2015年６月９日）６頁の福山守・環境大臣政務官の

答弁。 

(10) 第189回国会衆議院環境委員会第10号（2015年６月９日）16頁の小里泰弘・環境副大臣の答

弁参照。 
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その他、解体業者、運送業者など、廃棄物の収集、運搬、処分に関与し得る事業者、

あるいは公衆衛生対策に関与し得る事業者、幅広く想定して」いる(11)。 

 

(６) 被災市町村への支援 

   国は、平時には廃棄物の種類に応じた処理方法の選択肢をあらかじめ具体的に示す

ほか、「災害が発生したときには、その被災市町村にとって最適な災害廃棄物の処理

の方法と処理フロー、処理スケジュールを決定することができるよう、職員、専門家

などを派遣し、市町村が円滑、迅速に処理することができるよう支援」する(12)。 

 

(７) 分別と再生利用 

   災害廃棄物の分別と再生利用については、改正法により「災害時の廃棄物処理の原

則として明記をした上で、環境大臣が、関係省庁、都道府県等と協議した上で策定を

する廃棄物処理方法の基本方針においてもその旨を明記」し、また、「環境省があら

かじめ作成する対策指針において、具体的な方法を提示する」と共に、「実際に大規

模災害が発生した後に策定する処理指針においても、その旨明記する予定」である。

「加えて、大規模災害時に備えて地域ブロックが策定する行動計画」においても、

「再生利用の徹底と再生資材の利用先の確保等について盛り込む等により、平時から

再生利用する側の事業者と自治体間の連携を図る取り組み」を進める(13)。 

 

(８) 再委託 

   一般廃棄物の処理の再委託は、平時には禁止されているが、東日本大震災に当たり、

「円滑な処理のために再委託の処理を可能」とした（廃掃法施行令４条３号及び同法

                                                                                  

(11) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）15頁の鎌形政府参考人の答弁。 

(12) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）14頁の福山環境大臣政務官の答弁。 

(13) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）３頁の小里環境副大臣の答弁。 
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  施行規則１条の７の５)(14)。この緩和に当たり、受託者の欠格要件を確認すると同時

に、「再々委託を禁止する」とか、あるいは「再委託者の相手の名前まで明らかにし

た上で契約する」などの担保を措置している(15)。 

 

(９) 代行処理要件 

   国による災害廃棄物の代行処理要件は、「市町村における災害廃棄物の処理の実施

体制、災害廃棄物の処理に関する専門的な知識及び技術の必要性、災害廃棄物の広域

的な処理の重要性」である。ただ、前述のように東日本大震災の後に制度化された代

行制度の適用実績は少なかった。その要因は、「東日本大震災発生前は、自治体によ

る廃棄物の処理がこれほど困難となるような事態を想定していなかったこと、代行が

制度化されたときには既に発災から五カ月以上経過しており、多くの自治体において

は、初期のころの混乱が収束しつつあり、処理事業の発注が進められていたことなど

が考えられ、災害時の同様の制度が存立していれば、より多くの代行要請がなされた

のではないか」と考えられる(16)。 

 

(10) 地域ブロック協議会、広域処理 

   地域ブロック協議会は、「環境省の地方環境事務所の単位で、都道府県、市町村、

あるいは廃棄物処理に携わる事業者、その他の関係事業者にお声がけをいたしまして、

国、自治体、民間事業者が一緒になって災害廃棄物について情報交換をし、対応につ

いて議論するという場」として設定されている。具体的には、今回の法案の動きなど

                                                                                  

(14) なお、分別に関し、廃掃法15条の２の５の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に係る一

般廃棄物処理施設の設置の特例の対象となる一般廃棄物（同法施行規則12条の７の16第１号か

ら第５号）については、「他の一般廃棄物と分別して収集されたものに限る」と規定されてい

る。しかし、改正法による特例を受けるべき産廃処理施設における一般廃棄物の適正処理を担

保しつつ、例外的に災害廃棄物の迅速かつ効率的な処理に資するようにするため、災害時にお

ける特例の対象となる一般廃棄物の分別の条件を整理する必要が意識された。そこで、同規則

12条の７の16第１号から第５号に掲げる一般廃棄物について、「ただし、非常災害のために必

要な応急措置として、第２条の３第１号の規定による市町村又は市町村から委託を受けた者か

らの委託を受けて処分することとなる一般廃棄物であって、処分までの間に他の一般廃棄物と

分別されたものについてはこの限りではない。」との但書が挿入されている。 

(15) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）15頁の鎌形政府参考人答弁。 

(16) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）19頁の福山環境大臣政務官答弁。

また、第189回国会衆議院環境委員会第10号（2015年６月９日）12頁の鎌形政府参考人答弁も

参照。 
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の説明や、災害対策についての指針の共有、今後の対応策などについて議論されてき

ている(17)。 

   この地域ブロック協議会は、「地域ブロックの自主性と地域の特性に応じた柔軟性

を効果的に引き出すための場」であって、「地域の状況に応じて地域における備えを

行動計画として具体化する」ものであるため、その策定を法律で義務づけてはいない。 

   一方、協定による災害時の自治体間連携については、「従前から、二十大都市災害

時相互応援に関する協定や全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定な

ど、地方自治体により積極的に取り組まれているところ」、「東日本大震災の教訓を

踏まえて、例えば、同一の災害で同時に大きな被害を受ける可能性の低い遠方に所在

する地方自治体との協定を新たに締結する等の相互応援協定の見直しが行われるなど、

自治体間連携が強化されている」状況にある。一方、民間事業者との連携については

十分といえず、「地元にある廃棄物処理事業者のほか、建設事業者、製造事業者等の

民間事業者との地域ブロック協議会における協議等を通じ……、円滑な災害廃棄物処

理に向けて、協力可能な内容を整理し、協定の具体化」を図る(18)。 

 

(11) 付帯決議 

   次のとおりの付帯決議が衆参環境委員会で全会一致により可決されている。 

 

   ●  衆議院環境委員会付帯決議 

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本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べきである。 

    一 今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体

制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた

場合に備えること。 

      あわせて指定廃棄物の処理について各地域で混乱を招いていることから、処

理促進についての法整備を含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。 

    二 災害廃棄物の広域処理については、東日本大震災により発生した災害廃棄物

                                                                                  

(17) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）14頁の鎌形政府参考人答弁。 

(18) 第189回国会衆議院環境委員会第９号（2015年６月２日）20頁の小里環境副大臣答弁。 
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を処理する一環で実施した際に得られた知見も踏まえ、災害廃棄物の迅速な処

理を大前提としつつ、地域の実情や経済性も考慮した上で、必要に応じ廃棄物

処理指針の中に位置付けられ、効率的に処理が行われることとなるよう、関係

機関と十分に協議すること。 

    三 廃棄物処理施設の設置等に係る手続の簡素化、処理の再委託及び再生利用に

ついては、廃棄物の迅速な処理や減量化を進めるために必要性を認識するもの

の、不適正処理を誘発するおそれがあることに鑑み、適正な処理を確保するた

め厳格な条件を付すなど十分に配慮すること。 

    四 大規模災害における災害廃棄物の処理には莫大な費用が必要になることから、

地方自治体の負担に対する不安を払拭するためにも、十分な財政上の措置を講

ずるよう努めること。 

    五 東日本大震災では既存の廃棄物処理施設が地震や津波で損壊し、処理が遅れ

たことから、地震や水害で稼働不能とならないよう施設の強靱化に向けた整備、

予算の確保など十分な災害対策を講ずるよう努めること。 

      また、地域の災害対応拠点となる廃棄物処理施設について、避難所等への電

気や熱エネルギーの供給施設としても機能することとなるよう、地方自治体の

取組を支援すること。 

    六 大規模災害発生時には、甚大な被害により被災地域のみで処理体制を確保す

ることが困難な場合も想定されるため、災害廃棄物の発生量の推計及びその処

理に係る最新の科学的・技術的知見を集積し、被災地域を支援するための体制

を整備すること。 

      また、自然生態系の有する防災・減災機能が災害廃棄物の発生を抑制し、被

災地域の負担軽減に資することから、今後のインフラ整備において活用するよ

う努めること。 

 

   ●  参議院環境委員会付帯決議 

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び災害対策基本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べきである。 

    一、今回の法改正に盛り込まれなかった放射性物質に汚染された廃棄物の処理体

制について、早急に法整備を含めた対応を検討し、万が一原子力災害が起きた
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場合に備えること。 

      あわせて指定廃棄物の処理について各地域で混乱を招いていることから、処

理促進についての法整備を含めた議論を加速化し、早急に対策を講ずること。 

    二、非常災害時の廃棄物の適正な処理を円滑かつ迅速に行うため、廃棄物の発生

状況の把握から最終処分に至るまで、関係者による適切な役割分担及び相互の

協力が確実に実施されるよう、今後策定するとされている「大規模災害発生時

における災害廃棄物対策行動指針」等により、国、都道府県、市町村それぞれ

が果たすべき役割、民間事業者に対して求める協力の内容等について具体的に

示すとともに、国がリーダーシップを確実に発揮できるよう体制整備に努める

こと。 

    三、地方自治体において、災害時の廃棄物処理に係る事前の備えとして、仮置場

の確保の方策等を定める「災害廃棄物処理計画」の策定率が三割程度にとど

まっていることから、発災時の適正かつ迅速な対応を可能とするために、同計

画の策定が加速されるよう、地方自治体に対する支援に万全を期すること。 

    四、災害廃棄物の広域処理については、東日本大震災の際の教訓も踏まえ、災害

廃棄物の迅速な処理を大前提としつつ、地域の実情や経済性も考慮した上で、

必要に応じて実施するものとすること。その際には、廃棄物の処理が効率的に

行われることとなるよう、関係地方自治体、民間事業者等と協議するとともに、

国民の理解を得るために十分な説明を行うこと。 

    五、廃棄物処理施設の設置等に係る手続の簡素化、処理の再委託及び再生利用に

ついては、不適正処理を誘発することのないよう、厳格な条件を付すなど適切

な措置を講ずること。 

    六、大規模災害における災害廃棄物の処理には莫大な費用が必要になることから、

地方自治体の負担に対する不安を払拭するためにも、十分な財政上の措置を講

ずるよう努めること。 

    七、東日本大震災では既存の廃棄物処理施設が地震や津波で損壊し、処理が遅れ

たことから、地震や水害で稼働不能とならないよう施設の強靱化に向けた整備、

予算の確保など十分な災害対策を講ずるよう努めること。 

      また、地域の災害対応拠点となる廃棄物処理施設について、避難所等への電

気や熱エネルギーの供給施設としても機能することとなるよう、地方自治体の

取組を支援すること。 
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    八、大規模災害発生時には、甚大な被害により被災地域のみで処理体制を確保す

ることが困難な場合も想定されるため、事態の推移に応じた災害廃棄物の発生

量の推計及びその処理に係る最新の科学的・技術的知見を集積し、被災地域を

支援するための体制を整備すること。 

      また、自然生態系の有する防災・減災機能が災害廃棄物の発生を抑制し、被

災地域の負担軽減に資することから、今後のインフラ整備において活用するよ

う努めること。 

    九、今回の法改正に基づいてとられる措置については、平時の備えから大規模災

害発生時の対応まで、切れ目なく災害対策を実施・強化するとの法整備の趣旨

が完遂されるよう、今後の災害廃棄物等に関する知見の拡充並びに地方自治体

等の実施した措置及び体制等の状況を踏まえ、継続的に見直しを行い、その結

果に基づいて必要な措置を講ずること。 

     右決議する。 

 

 

 5. 改正の意義と課題 
 

(１) 非常災害時における災害廃棄物処理 

   国民の生命・健康の維持やその後の生活再建、復旧・復興にとって前提的条件とな

る災害廃棄物の処理について、災害の規模に応じて、効率的な対応が求められる。本

法改正は、各種の特例を認めることでそれを実現しようと意図されている。廃掃法に

おける「非常災害」については、同法に定義規定はなく、かつ、災対法との調整規定

もない。それは、被災地の状況に応じて適切かつ柔軟な対応がとられるようにするた

めである(19)。そして、非常災害かどうかは、廃掃法による特例措置を講じる必要の

ある程度の災害かどうかという機能的観点から判断される。つまり、主に自然災害を

対象とし、地震や津波等に起因する被害が予防し難い程度に大きく、平時の廃棄物処

理体制では対処できない規模の災害をいう。この「非常災害」にあたるかどうかは、

市町村・都道府県で判断されることになる（図－１ 災害廃棄物対策における災害の

規模と適用する措置の考え方（環境省作成資料）参照）。 

                                                                                  

(19) 山口智子「廃棄物処理のための法制度における災害対策の意義」廃棄物資源循環学会誌26巻

５号（2015年）335頁（337頁）参照。 
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                                 環境省報道発表資料より 
 

   改正法では、非常災害により生じた廃棄物の処理の原則として、「適正な処理」確

保を旨として、「円滑かつ迅速に処理」されなければならないとしている。この「円

滑かつ迅速」との文言は、大規模災害からの復興に関する法律等を範にしたもので、

被災地の円滑かつ迅速な復興との調整をする必要から規定されたものである(20)。た

だ、災害廃棄物の迅速な処理が必要であることを否定するものではなく、また、相互

に関連・連続性をもつが、改正法の運用において重要なのは、被災地の復旧・復興を

迅速に進めるため、仮置き場の設置を含め、災害廃棄物の収集・運搬を「迅速」に行

い、処理そのものは適正・適切性に重点がおかれるところにある(21)。 

                                                                                  

(20) 山口智子「災害廃棄物対策の強化・推進に向けて」時の法令1989号（2015年）26頁（28頁以

下）参照。 

(21) 同旨、中林一樹「広域巨大震災時の自治体支援受援体制と廃棄物対策のあり方」廃棄物資源

循環学会誌26巻５号（2015年）369頁（373頁）。 
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(２) 指針と各種計画の位置づけ 

   改正法で導入された各種指針類は、平時の枠組み・対策では対応できない大規模災

害発生時において災害廃棄物を適正かつ円滑・迅速に処理するための基本的な考え方、

対応方針を整理するものである。一方で、国土強靱化法、首都直下地震対策特別措置

法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法をはじめとする関

連法・関連計画に記述された災害廃棄物対策の中には、大規模災害に備えた対策を具

体化するための指針もある。これらを踏まえ、廃掃法に基づく国の基本方針（廃掃法

５条の２）を受けた都道府県廃棄物処理計画（同法５条の５）等のほか、災対法に基

づく防災基本計画（災対法35条）、環境省防災業務計画（同法37条）、都道府県地域

防災計画（同法40条）等の今後の策定・改定の参考とされる大規模災害に備えた廃棄

物対策の基本的考え方が具体的に示される（たとえば、廃掃法施行規則平成27年７月

17日環境省令第27号による改正）。 

   このような仕組みの採用は、災害法によく見られるとおり、細かな内容は法律では

なく、方針や計画等に委ねることで災害態様に応じた柔軟な対策を講じることができ

るとされている。ただし、たとえば、それぞれの計画は、「防災基本計画」に基づき

策定される「防災業務計画」、「防災業務計画」に抵触するものであってはならない

「都道府県地域防災計画」、「都道府県地域防災計画」に抵触するものであってはな

らない「市町村地域防災計画」というように、上位計画との計画間調整の問題があり、

かつ、複雑で、内容などには留意が必要である（図－２ 災害時の廃棄物対策に係る

計画・指針等関係図（環境省作成資料）参照）。それゆえ、都道府県廃棄物処理計画

等について所要の改正を行うに当たっては、基本方針の内容はもとより、災害時の廃

棄物処理に係る地域防災計画における記載内容との整合に留意する必要があろう。 

 

(３) 地域ブロック協議会等 

   災害対応のうち、災害廃棄物対策に関しては、防災基本計画の中で広域処理体制の

確立に努めることとされ、また、大規模地震防災・減災対策大綱において、地方公共

団体と国、関係機関とが連携し、災害廃棄物等を被災地域外に順次運搬・処理する場

合も想定し、河川舟運や港湾を活用した水上輸送体制を整備しておくことと記載され、 
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＜図－２＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 環境省報道発表資料より 
 

  関係機関による施策の連携が求められている(22)。しかし、ある調査結果(23)によれば、

災害廃棄物処理計画(24)の策定状況は、都道府県21％、市区町村33％（政令市に限れ

ば54％）となっているが、その策定に関し市区町村が認識している課題としては、

「作成する職員・時間の確保ができない」ことのほか、専門的知見の欠如などが挙げ

られている。 

   「グランドデザイン」の中では、巨大災害に備え、地域ブロック単位で協議の場を

設置し、必要な処理体制等について検討する旨記載されていた。また、「対策スキー

ム」では、「巨大災害時には、被災した事業者の主体的な処理も促しつつ、まずは、

                                                                                  

(22) この点の詳細は、切川卓也「災害廃棄物対策の強化に向けた国の取り組みについて」廃棄物

資源循環学会誌26巻５号（2015年）341頁以下参照。 

(23) 環境省「災害時における災害廃棄物対策に係るアンケート調査」（調査期間平成26年10月～

平成27年３月）。 

(24) この災害廃棄物処理計画については、多島良「災害廃棄物処理計画策定の意義とプロセス」

都市清掃68巻328号（2015年）10頁以下参照。 
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被災市町村における処理、次いで非被災市町村及び事務委託を受けた都道府県が主体

となって行う処理など当該都道府県内での処理、さらには地域ブロックでの広域処理、

そして複数の地域ブロックにまたがる広域的な処理を、それぞれ被災の状況及びその

地域の処理能力に応じて適切に組み合わせた上で、円滑かつ迅速な処理を補完する観

点からの国による代行処理の実施という重層的な対応とすることが基本」とされ、国

による代行前の「地域ブロック単位による対応」では、国が中心となって、発災前か

ら地域ブロック単位での行政のみならず民間事業者を含む関係者の連携・協力体制を

構築し、ブロック内における対策のための行動計画の策定を推進することによって、

地域ブロック内の関係者が協力して発災後の広域的な処理に備えることが目指されて

いる。 

   そして、地方環境事務所（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州）ご

とに、災害時の廃棄物対策に係る情報共有及び巨大災害発生時における災害廃棄物対

策について地域ブロック行動計画の作成に向けた検討の場として、2013年以降、「地

域ブロック協議会」が設置されている(25)。 

   「大規模災害発生時における災害廃棄物対策行動指針」（環境省大臣官房廃棄物・

リサイクル対策部。平成27年11月）でも、分別、選別、再生利用等による減量化や復

旧・復興に関する政策・事業と協調しながら災害廃棄物の対策を進めることが挙げら

れている。そのほか、大規模災害に向けた、国、地域ブロック、都道府県及び市町村

における事前の備えとして災害廃棄物処理に関わる関係者が担うべき役割や責務を明

確化し、関係者による連携・協力体制を構築し、もって“オール・ジャパンでの対応”

の実現を目的としている。同指針は、事実上の協議・調整の場としての「地域ブロッ

ク協議会」を通じ、国と地方ないし地方間の連携に限らず、民間事業者との協働をも

視野に入れ、各種施策・措置の調整を図ろうとしている。それゆえ、そのような協議

会を設置することで、発災後、適正な災害廃棄物処理の円滑化・迅速化が実効的に図

られるかが今後問われる。 

 

  

                                                                                  

(25) たとえば、山本靖弘「中国四国地方環境事務所の取組について」都市清掃68巻328号（2015

年）50頁以下参照。 
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 6. 地方自治法との関係 

    ……特に市町村の自治事務の国による「代行」 

 

(１) 災害廃棄物処理と国による代行制度 

   東日本大震災時は、宮城県のように事業者への委託などによって災害廃棄物を処理

しようとした場合もあり、国が代行処理するかどうかは、被災地での処理の進捗状況

を踏まえることが必要となる場合もある。放射性物質汚染対処特措法では、環境大臣

が指定した地域内等の汚染された廃棄物（指定廃棄物）について国が処理するほか、

除去した土壌などの除染も国等が行うこと、そして、その費用は原子力損害の賠償に

関する法律により当該原子力事業者の負担とされている。災害廃棄物と指定廃棄物で

は、その性質など異なるところはあるが、直接に国の事務として処理するのか、大規

模災害で自治事務の遂行に機能上の限界が生じたときなど一定要件の下で「代行」を

行うのか、この区分がどこから出てくるのか、留意して検討する必要がある。 

   「対策スキーム」では、「国による代行処理のあり方」として次のように整理され

ている。 

 

  ① 東日本大震災時には、発災後に、国が特定の地域の災害廃棄物の処理を代行する

制度が整備された。そのため、被災自治体が被災後に策定した処理計画全般と国の

代行方針との十分な整合を図る時間的余裕がなく、仮設処理施設の設置の遅れ等被

災地域の主体的な処理の一部に遅れが生じた。また、事前の想定・準備がなかった

ため、国の代行処理についても、適切な規模での仮設処理施設の設置が行えなかっ

た等の状況が発生した。 

  ② このような東日本大震災の経験を踏まえ、今後起こり得る巨大災害については、

地方自治体における重層的な取組みでもなお災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理がで

きない事態に備えて、国が代行処理する制度を事前に整備しておく必要がある。 

  ③ 国による代行処理について検討するときは、東日本大震災の教訓を十分に踏まえ、

被災地域の主体的な処理を支援するとの観点、及び国の直接的な関与により被災地

域全体の処理期間が短縮される等、より合理的な処理を実現できるかとの観点から

制度設計を行うことが求められる。 

    例えば、代行処理の実施に当たっては、仮設処理施設の有効活用の観点から、国
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設置の仮設処理施設においては代行処理の対象とする地方自治体外以外から排出さ

れた災害廃棄物についても受入れ可能とすること、等を要件として求めることの検

討が必要である。 

 

   この国（環境大臣）による「代行」は、平時には市町村が災害廃棄物の処理に対し

責任を負うものの、大規模災害時にはすべての被災市町村の災害廃棄物を国が代行す

ることは「国の業務執行体制等に鑑み現実的ではない」ため、国が代行処理を行う災

害を限定しているとされている。それゆえ、国による代行措置は、例えば、毎年起こ

りうるような規模の災害対策について規定する廃掃法ではなく、災対法により政府の

災害対策本部設置が必要となるような規模の災害に対する特例措置と位置づけられて

いる(26)。 

 

(２) 国の代行制度のあり方 

   改正法によって災害廃棄物処理に関し一般制度化されたような国による代行制度の

別の例を見ると、工事や一定の権限代行を定める(ア)「東日本大震災による被害を受

けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律」や

(イ)「大規模災害からの復興に関する法律」（以下「大規模災害復興法」）などがあ

る。(ア)の法律に基づく代行は、被災自治体が被災者の支援、がれき処理、住民デー

タの処理などの膨大な作業に直面していること、壊滅的な被害を受け行政機能がマヒ

し早急な災害復旧事業の実施が困難な自治体もあることなどから、「一刻も早い災害

復旧を実現し、被災地における住民生活の安全・安心の確保や経済社会活動の速やか

な回復を図る」ことを趣旨として国等による代行制度が導入された(27)。また、(イ)

の法律に基づく災害復旧事業等に関わる国等による代行は、被災自治体の「行政機能

の低下や専門的な知識・経験を有する職員の不足等」に対応するという行政機能低下

の補完と事務負担の軽減を趣旨としている(28)。 

                                                                                  

(26) 一般財団法人日本環境衛生センター『災害廃棄物対策強化の要点 ― 解説・廃棄物処理法・

災害対策基本法の一部改正 ― 平成27年』（一般財団法人日本環境衛生センター、2015年）52

頁。 

(27) 遠藤健人「東日本大震災による被災地の公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を、国又

は県が被災地方公共団体に代わって施行する措置を規定」時の法令1894号（2011年）30頁。 

(28) 立岩里生太「大規模災害復興法の制定 東日本大震災の教訓と課題を踏まえた復興の枠組み

を創設」時の法令1940号（2013年）16頁（37頁以下）。 
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   以上のように非常災害ないし大規模災害を契機とした国が自己の名の下で行う代行

制度の必要性として、住民の安全ないし住民生活の安定等が挙げられる場合が多いよ

うに思われる。一方で、代行を実施するための要件が比較的厳格であるのは、補完性

原則や国自体の業務に支障が及ばないようにしつつ、代行の必要性に応答するという

現実的・実践的意味合いが大きいように思われる。しかし、関連はするものの、そこ

には地方分権や地方自治という観点が明示的には登場していない。また、他方で、改

正法による国による代行についても、その制度趣旨、すなわち、地方公共団体やその

相互間連携では十分に対応しきれない場合の補完として国が直接災害廃棄物の処理

（ないしその一部）に当たるという点からすれば、「国が本来果たすべき役割」に属

するとの位置づけも可能であって、「代行」という形態をとることの是否も改めて問

われるべき今後の検討課題となろう。 

 

 

 おわりに 
 

 改正法の内容は、東日本大震災で採用された各種施策ないし個別の特例措置を一般制度

化するための法改正であって、今までとは異なる新たな仕組み・枠組みが採用されたわけ

ではない。 

 改正法の趣旨が災害時に実効的に実現されるよう、地方公共団体にあっては、速やかに

都道府県廃棄物処理計画及び一般廃棄物処理計画の変更を行うとともに、必要に応じて地

域防災計画の修正を行うことが望まれている。そして、これらの計画の記載内容の整合を

確保すると共に、発災後における災害廃棄物処理を含めた総合的な防災対策の推進が求め

られている。ただ、その場合、例えば、島嶼など、広域連携が容易ではない自治体ないし

地域の事情を踏まえた対応や配慮も必要となろう(29)。 

（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：災害廃棄物／廃棄物処理法／災害対策基本法／ 

      国の代行／地域ブロック協議会 
 
 

                                                                                  

(29) 沖縄県環境部環境整備課「島嶼県特有の災害時の備えに関する現時点で想定される問題点に

ついて」都市清掃68巻328号（2015年）45頁以下参照。 
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