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発 刊 の 辞 
 

 

下 山 憲 治 

 

 地方自治総合研究所監修による「地方自治関連立法動向」も2013年に第１集が発刊され、このたび、

第４集を発刊するはこびとなった。 

 この地方自治関連立法動向を研究するねらいと意義は、第１集のときから変更はない。それは、地

方自治総合研究所の最重要研究課題の１つである日本の地方自治制度の沿革を踏まえた地方自治法解

釈を行うことである。その有用性と研究上の価値は、既刊の『地方自治法Ⅰ～Ⅴ』および2000年改正

に対応した『逐条研究地方自治法別巻 新地方自治法（上・下）』で示されている。 

 地方自治法および地方自治制度は、地方分権改革のもと、今も継続して変革期にある。特に、世界

情勢を背景におきつつ、住民を取り巻く社会的・経済的状況の変化に対応し、組織法たる地方自治法

を中心とした改革にとどまらず、義務付け・枠付けの削減、権限移譲など個別作用法に重点を置いて

進められている。そして、法律レベルだけではなく、政省令、場合によっては通知レベルまでも射程

に入れて、それが総体として、どのように地方自治制度および地方自治法へと影響を及ぼすのか、あ

るいは、及ぼしうるのか、持続的なウォッチが必要となる。 

 このような視角から、この第４集では、第190回国会（常会、2016年１月４日～６月１日）から第

192回国会（臨時会、2016年９月26日～12月17日）までの３会期で制定改正された法律を対象として

いる。第191回国会（臨時会）は、７月10日に第24回参議院議員通常選挙が行われたのを受けて召集

され、８月１日から８月３日までの３日間が会期として決定され、８月３日には、安倍内閣総理大臣

は内閣改造を行い、第３次安倍第２次改造内閣が発足した。 

 第190回国会で成立した法案は、内閣提出法律案が54件、議員提出法律案が20件であった。そのう

ち、「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」

は、地方公共団体の提案等を踏まえ、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の

移譲、地方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うものである。これ以外にも、現時の政策を推進

するため、「地域再生法の一部を改正する法律」と「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」は、

それぞれの区域・地域ごとの特例を定めるもので、地域への社会的・経済的影響も小さくない。 

 「地方税法等の一部を改正する等の法律」は、税源の偏在性を是正するための法人住民税の法人税

割の税率の引下げ、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止や認定地方公共団体の寄附活用事業

に関連する寄附をした場合の法人住民税の法人税割と法人事業税の税額控除制度の創設を行うことな

どを定めた。地方分権改革では、財源移譲の大きなテーマであるが、その点の議論や制度改革に向け

た積極的な取り組みがなかなか見られない。 

 個別の地方自治関連法として、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及

び児童福祉法の一部を改正する法律」は新たな給付制度の他、市町村の指導検査事務について「指定

市町村事務受託法人」へ、また、給付費等の審査について国民健康保険団体連合会に委託できる仕組

みを取り入れた。「児童福祉法等の一部を改正する法律」は、児童虐待について発生予防から自立支

援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、児童相談所



－ 1 － 

 

発 刊 の 辞 
 

 

下 山 憲 治 

 

 地方自治総合研究所監修による「地方自治関連立法動向」も2013年に第１集が発刊され、このたび、

第４集を発刊するはこびとなった。 

 この地方自治関連立法動向を研究するねらいと意義は、第１集のときから変更はない。それは、地

方自治総合研究所の最重要研究課題の１つである日本の地方自治制度の沿革を踏まえた地方自治法解

釈を行うことである。その有用性と研究上の価値は、既刊の『地方自治法Ⅰ～Ⅴ』および2000年改正

に対応した『逐条研究地方自治法別巻 新地方自治法（上・下）』で示されている。 

 地方自治法および地方自治制度は、地方分権改革のもと、今も継続して変革期にある。特に、世界

情勢を背景におきつつ、住民を取り巻く社会的・経済的状況の変化に対応し、組織法たる地方自治法

を中心とした改革にとどまらず、義務付け・枠付けの削減、権限移譲など個別作用法に重点を置いて

進められている。そして、法律レベルだけではなく、政省令、場合によっては通知レベルまでも射程

に入れて、それが総体として、どのように地方自治制度および地方自治法へと影響を及ぼすのか、あ

るいは、及ぼしうるのか、持続的なウォッチが必要となる。 

 このような視角から、この第４集では、第190回国会（常会、2016年１月４日～６月１日）から第

192回国会（臨時会、2016年９月26日～12月17日）までの３会期で制定改正された法律を対象として

いる。第191回国会（臨時会）は、７月10日に第24回参議院議員通常選挙が行われたのを受けて召集

され、８月１日から８月３日までの３日間が会期として決定され、８月３日には、安倍内閣総理大臣

は内閣改造を行い、第３次安倍第２次改造内閣が発足した。 

 第190回国会で成立した法案は、内閣提出法律案が54件、議員提出法律案が20件であった。そのう

ち、「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」

は、地方公共団体の提案等を踏まえ、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の

移譲、地方公共団体に対する義務付けの緩和等を行うものである。これ以外にも、現時の政策を推進

するため、「地域再生法の一部を改正する法律」と「国家戦略特別区域法の一部を改正する法律」は、

それぞれの区域・地域ごとの特例を定めるもので、地域への社会的・経済的影響も小さくない。 

 「地方税法等の一部を改正する等の法律」は、税源の偏在性を是正するための法人住民税の法人税

割の税率の引下げ、地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止や認定地方公共団体の寄附活用事業

に関連する寄附をした場合の法人住民税の法人税割と法人事業税の税額控除制度の創設を行うことな

どを定めた。地方分権改革では、財源移譲の大きなテーマであるが、その点の議論や制度改革に向け

た積極的な取り組みがなかなか見られない。 

 個別の地方自治関連法として、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及

び児童福祉法の一部を改正する法律」は新たな給付制度の他、市町村の指導検査事務について「指定

市町村事務受託法人」へ、また、給付費等の審査について国民健康保険団体連合会に委託できる仕組

みを取り入れた。「児童福祉法等の一部を改正する法律」は、児童虐待について発生予防から自立支

援まで一連の対策の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、児童相談所

－ 3－



－ 2 － 

や市町村の体制の強化などをするもので、児童相談所の専門化などを図るため、専門職の配置を標準

ないし参酌基準として定めた点に特徴がある。「成年後見制度の利用の促進に関する法律」は、認知

症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常生活等に支障がある者を社

会全体で支え合うため、成年後見制度の利用の促進等について定めるもので、地方自治体の役割も小

さくない。「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」は、

いわゆるヘイトスピーチの解消に向けた取組について、基本理念を定め、国等の責務を明らかにする

もので、これからの自治体の取り組み方が注目される。 

 第192回国会で成立した法案は、内閣提出法律案が24件、議員提出法律案が17件であった。そのう

ち、消費税率の10％への引上げ時期を2019年10月１日に変更するとともに関連する税制上の措置等に

ついて所要の見直しを行ういわゆる「消費税法等改正案」が主要な議案の一つとされた。第４集にお

いても、地方自治・地方財政との関連で、「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等の一部を改正する法律」が取り扱われる。 

 今回は、前記のとおり、本資料集で取り上げる法律は割合少なめとなったが、この資料集が、従来

と同様、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何らかの寄与ができ

れば幸いである。 
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●－自治総研通巻457号 2016年11月号－● 

 

 

 

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 

～第６次一括法～（平成28年５月20日法律第47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」（平成28年法律47号）（以下「第６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27

年の地方からの提案等に関する対応方針」（2015年12月22日閣議決定）に基づき、個別法

の改正により対応するものを除き、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事

務・権限の移譲、地方公共団体等への権限の付与、義務付け・枠付けの見直し等に係る事

項に関係する15法律を一括して改正するものである。また改正内容には、地方分権改革で

長年の懸案であった新たな雇用対策の仕組み、いわゆる「地方版ハローワーク」の創設も

含まれている。 

 第６次一括法案は、2016年３月11日に閣議決定（閣法52号）、同日衆議院に提出され、

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４月15日に趣旨説明が行われた

後、４月18日及び20日に質疑が行われ、20日に賛成多数で原案通り可決すべきものと決定

され、翌21日には衆議院本会議において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、５月11日に地方・消費者問題に関する特別委員会に付託され、同委員会は同

日中に趣旨説明、質疑ならびに採決を行い、賛成多数で原案通り可決すべきものと決定さ

れた後、参議院本会議で５月13日に可決・成立し、５月20日に法律47号として公布された。

施行期日は一部を除き2017年４月１日である。 

 なお、衆参とも附帯決議はなされていない。 
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●－自治総研通巻457号 2016年11月号－● 

 

 1. 2015年の提案募集の取り組み 

 

 2013年４月に内閣府に設置された地方分権改革有識者会議（座長・神野直彦東京大学名

誉教授。以下「有識者会議」という）には、審議を円滑に進めるため、「雇用対策部会」

（部会長・小早川光郎成蹊大学法科大学院教授、2013年６月設置）「地域交通部会」（部

会長・後藤春彦早稲田大学創造理工学部長、2013年７月設置）「農地・農村部会」（部会

長・柏木斉経済同友会地方分権道州制委員会委員長、2013年10月設置）「提案募集検討専

門部会」（部会長・髙橋滋一橋大学大学院法学研究科教授、2014年８月設置）の４つの専

門部会が置かれた（肩書きはすべて当時）。 

 このうち「地域交通部会」は、2013年８月に「地域交通部会報告書」を取りまとめ、同

報告書の内容を含んで平成26年法律51号のいわゆる「第４次一括法」が制定され、自家用

有償旅客運送の登録、監査等の事務・権限を、希望する市町村に移譲することを基本とす

る（希望しない市町村の区域については、希望する都道府県にも移譲する）という手挙げ

方式を採用する形をもって結実した(１)。 

 また「農地・農村部会」は、2015年３月19日に「地方分権改革有識者会議農地・農村部

会報告書」を取りまとめ、同報告書の内容を含んで、平成27年法律50号のいわゆる「第５

次一括法」が制定され、長年の懸案であった農地転用許可権限の都道府県及び一定の市町

村への移譲について、結論を得ることとなった(２)。 

 第６次一括法の改正内容も、基本的には有識者会議の残り２つの専門部会での取りまと

めを基礎として、成案となったものである。 

 

(１) 提案募集の受付及び重点事項の決定 

   2014年４月30日の政府の地方分権改革推進本部第５回会合において決定された「地

方分権改革に関する提案募集の実施方針」では、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、

                                                                                 

(１) 第４次一括法制定経過等については、拙稿「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律～第４次一括法～（平成26年６月４日法律51

号）」『自治総研』2015年４月号（438）73頁以下を参照。 

(２) 第５次一括法制定経過等については、拙稿「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（444）45頁以下を参照。 
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「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。そして2014年度については、５月から７月までの期間で、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団体から953件の提案が行われた。 

   2015年の提案募集については、準備・検討期間を充実させるため、①提案募集時期

を１ヵ月前倒しして募集期間を1.5倍ほどに拡大し、３月23日から６月10日までの期

間とする、②提案団体と内閣府との事前相談を必須とするなどの見直しを進め、提案

募集受付が行われた。その結果、87団体（39都道府県、39市町村、その他９団体）か

ら334件の提案が寄せられた。ただし提案団体数は前年の約４分の３で、市区町村は

1,741団体中39団体にとどまり、また都道府県も全都道府県からの提案とはならな

かった。提案件数も前年の約３分の１で、提案募集が低調化しつつあることが窺われ

る。 

   ６月30日の第21回有識者会議・第20回提案募集検討専門部会合同会議では、334件

の提案のうち、内閣府と関係省庁との間で調整を行なう提案241件を選定するととも

に、このうち提案募集検討専門部会で調査・審議する重点事項として52件を決定した。

重点事項を決定するメルクマールは、①地方創生に資するもの、②これまでの地方分

権改革の取組を加速・強化するもの、③住民サービスの向上や適切な実施に直結する

もので、部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むもの、④2014年度、

専門部会で重点事項として審議した事項のうち、同年の対応方針で2015年度の検討事

項とされているもの、という４点であった。これらの結果、2015年の地方からの提案

334件は、表１のように区分され、有識者会議等で検討が進められることとなった。 
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＜表１＞ 2015年の地方からの提案と検討区分別の状況 

 

○2015年の提案総数：334件 

内閣府と関係府省との間で調整を行う提案 241件 

 

重点事項（提案募集検討専門部会で調査・審議を行う案件。2015年１月

の閣議決定で2015年の検討事項とした11事項についても、併せて調査・

審議） 

52件 

関係府省における予算編成過程での検討を求める提案 34件 

その他 59件 

 
提案団体から改めて支障事例等が具体的に示された場合等に調整の対象

とする提案 
50件 

 提案募集の対象外である提案 ９件 

出典）第21回有識者会議・第20回提案募集検討専門部会合同会議（６月30日）資料２を一部改変。 

 

(２) 検討状況 

   2015年７月31日には内閣府と関係府省との間で調整を行なう提案241件についての

関係府省からの第１次回答が公表された(３)が、「協議を廃止することは認められな

い。」（「一の市域内で都市計画区域が完結している指定都市の都市計画決定案件

（国同意不要分）に係る都道府県協議の廃止」提案に対する国土交通省回答）、「こ

うした視点も含めて今後検討していきたい。」（「診療所の病床設置等に係る許可権

限の都道府県から指定都市への移譲」提案に対する厚生労働省回答）などの文言が並

び、ほぼゼロ回答という状況だった。 

   これに対し内閣府では、８月中旬にかけて提案団体・地方六団体への意見照会を行

い、その後、９月３日～16日にかけて各府省へ再検討要請を行った。またこれと並行

して提案募集検討専門部会では、８月から10月にかけて、計14回にわたり、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。 

   10月２日には、関係府省からの第２次回答が取りまとめられ、これを踏まえ提案募

集検討専門部会では、10月中に８回に及ぶ関係府省等の第２次ヒアリングを実施、そ

の後の関係府省との調整（事務折衝、政務折衝）を経て、11月26日の第23回有識者会

議・第36回提案募集検討専門部会合同会議において、「平成27年の地方からの提案等

に関する対応方針（案）」が了承された。 

   「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針（案）」では、地方からの提案

                                                                                 

(３) 各府省からの第１次回答の内容は、 

   http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_fushokaitou1.html 
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334件のうち、府省からの第１次回答への意見照会において、提案団体が再検討を求

めなかったもの等を除く全228件のうち、166件（72.8％）について「実現・対応」す

るとなった（表２参照）。 

   なお、62件の「実現できなかったもの」の中には、公営住宅の明渡請求の対象とな

る高額所得者の収入基準の条例化（公営住宅法）【法律改正】など、条例制定権の拡

大につながる案件も含まれていたが、これらは悉く関係府省との調整が整わなかった。 

 

＜表２＞ 2015年の地方からの提案に関する対応状況  

                                  （件数） 

    分類 

 

年  

  

小 計
実現できな

かったもの
合 計 

 
実現・対応

の割合 提案の趣旨を

踏まえて対応

現行規定で対

応可能 
 

2014年 263 78 341 194 535  63.7％ 

2015年 124 42 166  62 228  72.8％ 

（出典）地方創生に関する都道府県・指定都市担当課長説明会（2016年１月14日）資料 

 

 

(３) 2015年の地方からの提案等に関する対応方針 

   2015年12月22日に閣議決定された「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」

（以下「対応方針」という）は、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠

付けの見直し等を推進し、法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括

法案等を2016年通常国会に提出することを基本とするとした。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、地方分権改革有識者会議に報告する」

こととされた。 

   また、事務・権限の移譲に伴う財源措置その他必要な支援として、「移譲された事

務・権限が円滑に執行できるよう、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」することとされた。 

   有識者会議の議論は、政府が推進する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」と同時

進行で進められ、提案募集検討専門部会の重点事項を決定するメルクマールにおいて
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も、「①地方創生に資するもの」が設定された。このため「対応方針」においても、

「地方創生、人口減少対策に資するもの」が「提案募集方式ならではの成果」として

喧伝されている。具体的には、以下の項目である。 

  ・空き家への短期居住等に旅館業法が適用されない場合の明確化（旅館業法、【通

知】） 

  ・病児保育事業に係る看護師等配置要件の趣旨の明確化（子ども・子育て支援法、

【要綱改正】） 

  ・医薬品製造販売の地方承認権限の範囲拡大（医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律、【告示改正】） 

  ・特例居宅介護サービス費等の支給対象地域の見直し促進（介護保険法、【告示改

正】） 

  ・サービス付き高齢者向け住宅に係る計画策定権限等の市町村への移譲（高齢者の居

住の安定確保に関する法律、【法律改正】） 

  ・緑地面積率条例制定権限の町村への移譲（工場立地法、【法律改正】） 

  ・山林・原野化した耕作放棄地の調査に係る農振除外に係る負担軽減（農業振興地域

の整備に関する法律、【通知改正】） 

  ・都市公園における運動施設の敷地面積に係る基準の弾力化（都市公園法、【政令改

正】） 

 

 

 2. 地方版ハローワーク 有識者会議・雇用対策部会 
 

(１) 再開された有識者会議・雇用対策部会での検討 

   2015年６月30日に開催された第21回有識者会議・第20回提案募集検討専門部会合同

会議では、同年１月30日閣議決定「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」

において「事務・権限の移譲等について、引き続き検討・調整を続ける」とされてい

た国の公共職業安定所（ハローワーク）の地方移管について、平井鳥取県知事から有

識者会議で検討を再開するよう要請された。同日の合同会議には、2010年以来ハロー

ワークの地方移管を提案してきた全国知事会が「ハローワーク特区等の成果と課題の

検証について」という報告書を提出した。 
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   これを受け有識者会議では、ハローワーク特区(４)等の取り組みの成果や課題を検

証しながら地方におけるハローワークのあり方の方向について議論を進めていくこと

とした。 

   ９月２日に開催された第22回有識者会議・第27回提案募集検討専門部会合同会議で

は、雇用対策部会を２年ぶりに再開し、同一施設内で国（ハローワーク）の無料職業

紹介等と地方公共団体の福祉等の業務を一体的に実施する取り組みならびにハロー

ワーク特区等の成果と課題について同部会で検証することとした。 

   ９月28日に２年ぶりに再開(５)された第３回雇用対策部会では、地方団体（全国知

事会、全国市長会）、厚生労働省、日本労働組合総連合会、日本経済団体連合会から

ヒアリングが行われた。全国知事会は、「①一体的実施やハローワーク特区等の国と

地方公共団体の連携の取組については、成果がある一方で、ハローワークが持つ情報

が地方側に提供されなかったり、繁忙期でも国の人員が柔軟に配置されなかったりす

るなど、利用者目線での対応が不十分といった課題がある。②ハローワークの地方移

管が実現すれば、企業誘致等、産業政策と一体化した雇用政策の展開や、就職相談か

ら職業紹介までの一貫した支援の提供や、職業紹介と併せた生活支援などのサービス

をワンストップで提供することが可能となる。③ハローワークの地方移管のネックと

されているＩＬＯ第88号条約については、諸外国の状況等からも地方移管の支障とは

なり得ない。また、職業紹介を行う国のハローワークと就職相談等を行う地方自治体

の窓口とが別々にある二重行政が解消される」と主張。また全国市長会は、「①生活

保護受給者向けの支援とハローワークの職業紹介の連携により、対象者の就職率が向

上しており、成果が上がっている。②一方で、就職先への定着が困難な例もあり、生

活保護行政と連携した継続的な支援の実施が課題である」とした。 

   これに対し厚生労働省は、「①雇用保険業務を自治体に移管した場合、財政責任を

負わずに自治体が失業認定事務を実施することになり、失業給付の濫給の恐れがある。

                                                                                 

(４) 厚生労働大臣と知事が協定を結び、協定に定めた業務の範囲内で知事が労働局長に指示でき

る仕組み。同協定は、埼玉県知事ならびに佐賀県知事が締結し、ハローワーク浦和とハロー

ワーク佐賀で2012年10月から進められた。 

(５) 雇用対策部会は、2013年６月21日と７月１日の２回開催され、同年８月29日には、１回目の

雇用対策部会報告書を取りまとめていた。同報告書では、概要、「1.ハローワークの求人情報

を地方公共団体に提供する取組を、地方分権の観点から、積極的に推進。2.地方公共団体は、

ハローワークの求人情報を適切に活用できるよう、職員の専門性向上に積極的に取り組むとと

もに、国はこれを支援。3.上記を着実に推進するため、国と地方公共団体は早急に協議し、連

携を図る」というものだった。 
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②求職・求人者は、都道府県を超えて、求職・募集活動を行うため、ハローワークを

地方移管すると、広域的な職業紹介ができなくなる。③ハローワークを地方移管する

と全国一斉・機動的な雇用対策ができなくなる。④日本政府が批准しているＩＬＯ第

88号条約（職業安定組織は、国の機関の指揮監督の下にある職業安定機関の全国的体

系で構成される）を守れなくなる」ことを理由に、地方移管は困難とした。さらに労

使関係団体（連合、経団連）も、「①雇用保障や労働者保護については、憲法27条の

勤労権に基づき、国が責任を負うべき。②雇用保険制度は保険集団を大きくしてリス

ク分散をはかる必要から、国が一元的に運営すべき。③ハローワークを地方移管した

場合、広域的な雇用移動を担保する全国的ネットワークでの職業紹介機能が損なわれ

る可能性が高く、就労支援の取り組みに地域間格差が生じかねない。④地方移管はＩ

ＬＯ第88号条約に抵触する可能性がある。⑤地方財政がひっ迫する中、労政事務所が

減少するなど地方自治体における労政行政が大きく後退・衰退しており、地方移管し

た場合、同様の事態が生じる懸念がある。⑥雇用状況の急激な悪化、あるいは大型倒

産に対して迅速・機動的な対応を進めるためにも、全国ネットワークで行うべき」の

理由を挙げて、ハローワークの地方移管に関して反対との意見表明を行った。 

 

(２) 雇用対策部会報告書 

   このような情勢の下、第４回雇用対策部会（11月12日）終了後、全国知事会から平

井鳥取県知事、広瀬大分県知事が石破内閣府特命担当大臣・地方創生担当大臣を訪問

し、「ハローワークの地方移管について」次の要請を行った。 

  １ ハローワークの地方移管を強く求める。 

  ２ 具体的な地方移管の在り方については、国民・雇用主にとって利便性の高い制度

を実現する選択肢として、以下も含め、速やかな検討を求める。 

   ① 都道府県が自らハローワークを設置できる「地方版ハローワーク」制度を創設

すること。この場合、雇用保険・職業訓練受講指示を行えるようにするとともに、

ハローワーク求人情報のオンライン提供について、国の職員用端末と同等の情報

を提供すること。 

   ② ハローワーク特区制度の全国展開などにより、国のハローワークに対する都道

府県知事の関与を全国制度化すること。 

 

   この要請は、ハローワーク地方移管要求の事実上の撤回であった。 
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   これを受け、11月20日に開催された第５回雇用対策部会において、「地方分権改革

有識者会議雇用対策部会報告書」が取りまとめられたが、地方移管については、厚生

労働省や労使団体の主張に見られるような問題があるとの認識を示した上で、今後の

あり方について、次のように結論づけ、これを11月26日開催の第23回有識者会議・第

36回提案募集検討専門部会合同会議に報告した。 

  ① 知事が国のハローワークを“実際上、都道府県の組織として活用”できる枠組を

創設し、 

  ② 地方版ハローワークの設置権限を移譲し、地方公共団体が国と同列の公的な立場

で無料職業紹介事業を実施できることとし、 

  ③ 国のハローワークと地方公共団体とが同一施設内で無料職業紹介及び相談業務等

を行う「利用者の視点に立っての一体的サービス」の提供を全国的かつ継続的に展

開し、 

  ④ 国による支援を拡充する 

   以上により、国と地方の連携を抜本的に拡充し、新たな雇用対策を法律に基づき全

国的かつ安定的な仕組みとして構築すべきである。 

 

(３) 地方版ハローワークに関する対応方針 

   2015年12月22日に閣議決定された「対応方針」では、厚生労働省と地方団体の調整

の結果として、概要、次のように進めるとした。 

   1. 「地方版ハローワーク」（地方公共団体が自ら実施する無料職業紹介）の創設。

地方公共団体が国と同列の公的な立場で無料職業紹介を実施できるよう、届出要

件その他各種規制を緩和（職業安定法） 

    (１) 地方公共団体が無料職業紹介を行う際の届出を廃止し、民間事業者と同列

に課されている規制や監督（職業紹介責任者の選任・帳簿の備え付け・事業

停止命令等）を廃止 

    (２) 国が地方公共団体に求人情報をオンラインで提供する現行の仕組みを法定

化 

    (３) 地方が行う無料職業紹介施設において、国による雇用保険の失業認定、職

業訓練の受講指示、雇用関係助成金の支給手続についても、自治体の希望を

踏まえ、利用者からの十分なニーズが見込まれる場合には、積極的に取り組

む（例：国の職員の配置・巡回等） 
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   2. 地方公共団体がハローワークを活用する新たな枠組みの創設。国と地方が連携

して雇用対策を講じるための「雇用対策協定」の法定化により、雇用対策におけ

る首長の影響力を強化（雇用対策法） 

     都道府県知事・市町村長と都道府県労働局長との間で雇用対策に関する協定を

締結。協定の内容について首長から法令に基づく要請を受けた都道府県労働局長

は、合理的な理由がある場合を除き業務に反映させるよう必要な措置を講ずるも

のとする。 

     都道府県労働局長が首長の要請に従わないときは、更に厚生労働大臣に要請す

ることができる。 

     なお、「雇用対策協定」は、雇用対策法上の協定と位置づけられ、職業安定行

政を中心とした雇用対策全般について、都道府県・市町村と都道府県労働局とが

一緒に考え、推進し、共通の成果目標の達成を図ることを趣旨とし、その内容は

以下を基本とするとされている。 

     ａ運営協議会の設置、ｂ事業計画の策定、ｃ若者、女性、高齢者、障害者、Ｕ

ＩＪターン等の個別政策、雇用創出、産業施策に係る協力・国の支援、ｄ国と地

方による「一体的サービス」、ｅ地方版ＨＷの支援等、である。 

   3. ハローワークの職業紹介と地方公共団体の相談業務等を一か所で行う「利用者

の視点に立っての一体的実施」を継続的に展開 

    (１) ハローワークの地方移管の検討のため2011年度から試行的に行ってきた

「一体的実施」について、引き続き必要な経費を予算措置することで恒常化 

    (２) 一体的実施施設において、国による雇用保険の失業認定、職業訓練の受講

指示、雇用関係助成金の支給手続についても、自治体の希望を踏まえ、利用

者からの十分なニーズが見込まれる場合には、積極的に取り組む（例：国の

職員の配置・巡回等） 

   4. 国による支援の拡充 

    (１) 地方の職員の研修に協力 

    (２) 国と地方の間の人事交流を推進  

    (３) 地方が取り組む雇用対策事業（雇用拡大、人材育成、無料職業紹介、一体

的実施等）への支援 

    (４) 生活困窮者、若者、女性、高齢者、障害者等の就職や、産業政策、企業誘

致に当たり一層の利便性が高まるよう、国と地方の情報共有の一層の推進や

－ 16 －



 

－ 11 － 

●－自治総研通巻457号 2016年11月号－● 

事例集の作成 

 

   なお、具体的な制度設計に当たっては、地方の代表も参画するなど、地方の意見も

十分反映させて行うとともに、労働政策審議会の議論を踏まえ、雇用対策法及び職業

安定法の改正案を地方分権一括法で次期通常国会に提出することとした。 

 

 

 3. 第６次一括法の概要 
 

 第６次一括法は、国から地方公共団体又は都道府県から市町村への事務・権限の移譲等

に関係する15法律を一括して改正するものである。その内容は、(１)国から地方公共団体

への事務・権限の移譲が２法律、(２)都道府県から市町村への事務・権限の移譲が２法律、

(３)地方公共団体等への権限の付与が５法律、(４)新たな雇用対策の仕組みが２法律、

(５)地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直しが４法律となっている。 

 なお第６次一括法の一括改正は地方自治法の改正を伴わない。 

 また移譲された事務はすべて自治事務である。さらに事務執行の基準設定に係る条例委

任が伴わないことから、基準等を条例で規定する必要はない。 

 

(１) 国から地方公共団体への事務・権限の移譲（２法律） 

  ○食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に

関する法律） 

    食鳥検査に係る指定検査機関の指定・監督権限を都道府県、保健所設置市及び特

別区へ移譲し、これらの地方公共団体において指定検査機関の指定と食鳥検査の委

任を一元的に行う。施行期日は2017年４月１日。 

   ※ 2014年に徳島県、京都府、和歌山県、神奈川県より提案。 

  ○法定上限を超える漁業近代化資金の貸付けに係る承認（漁業近代化資金融通法） 

    都道府県の利子補給に係る漁業近代化資金の法定上限を超過する場合の手続につ

いて、農林水産大臣の承認を得ることなく、農林水産大臣が定めた基準に基づき、

都道府県知事が承認する仕組みとする。施行期日は2017年４月１日。 

   ※ 九州地方知事会からの提案。「10㌧から20㌧未満の漁船を建造する場合、１億

円から２億円程度の資金が必要である場合が殆どであり、実際に宮崎県では約半
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数の申請が法で定める貸付限度額（９千万円）を超え、国の承認が必要となって

いる。この場合、県単独で手続を進める場合と比べ、最低でも１ヶ月の期間が追

加で必要となり、その他の融資機関、保証機関の審査、県の利子補給の審査期間

も含めると融資までに長期間を要する状況となっている」との理由。 

 

(２) 都道府県から市町村への事務・権限の移譲（２法律） 

  ○工場の緑地面積率等に係る地域準則の制定等（工場立地法） 

    現行、市まで移譲されている工場の緑地面積率等に係る地域準則の制定権限及び

事務処理権限を、都道府県から町村に移譲する。施行期日は2017年４月１日。 

   ※ 全国町村会からの提案。「工場の立地等産業の振興に取り組む町村が、地域の

実情に応じた企業支援施策を展開するため、また、地方分権を推進する観点から」

との理由。 

  ○高齢者居住安定確保計画の策定（高齢者の居住の安定確保に関する法律） 

    都道府県が策定することとなっている高齢者居住安定確保計画について、市町村

でも策定できるようにする。施行期日は公布日から起算して３月を経過した日。 

   ※ 福井市からの提案。「県でサ高住の供給目標を管理することは困難であるほか、

地域のニーズとして供給数だけでなくサービスの質も管理することが求められて

いる中、より地域に密着した市で供給目標の設定等を行うのが望ましい。サ高住

は、地域包括ケアシステムの中心に位置づけられ、さらに整備が予想されること

から、市のまちづくりの方針と合致した整備計画が必要である。権限移譲により、

市独自の登録基準の設定も可能となることから、市内地域ごとの供給目標に応じ

た登録基準の設定や市内中心地に限って床面積要件を緩和する登録基準の設定を

行い、サ高住の供給管理を実施できる効果がある」との理由。 

 

(３) 地方公共団体等への権限の付与（５法律） 

  ○港湾・漁港管理者による災害時における放置車両の移動等を可能に（災害対策基本

法） 

    臨港道路の管理者（港湾管理者）及び漁港道路の管理者（漁港管理者）による放

置車両の移動を可能とする。施行期日は公布日（2016年５月20日）。 

   ※ 東京都の提案。「道路管理者に対して、緊急通行車両の通行の妨害となってい

る車両等の移動や、当該措置をとるためやむを得ない限度において車両その他物
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件を破損できる権限を付与するため、平成26年11月に災害対策基本法の一部を改

正する法律が施行された。しかし、本法によりこれらの権限が付与されるのは、

道路法に規定する道路管理者等に限定されており、臨港道路（港湾法第２条第５

項４号に規定する臨港交通施設の道路・橋梁）の管理者である港湾管理者は適用

外となっている」との理由。 

  ○義務教育諸学校の医療費援助事務におけるマイナンバー制度による情報連携の範囲

拡大（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律） 

    学校保健安全法による医療費援助に係る事務処理について、マイナンバー制度に

よる情報連携の範囲に生活保護関係情報及び地方税関係情報を追加することにより、

援助申請時の添付書類を省略できる。施行期日は公布日（2016年５月20日）。 

   ※ 豊田市、山都町の提案。「学校保健安全法第24条に記載する援助の対象者は、

生活保護法第６条第２項に規定する要保護者及び生活保護法第６条第２項に規定

する要保護者に準ずる程度に困窮している者で政令で定めるものと規定されてい

る。このことから、援助の対象となる者の認定には、生活保護関係情報が必要と

なる。また、要保護者に準ずる程度に困窮しているかの判断は、施行令第９条で

地方公共団体の教育委員会の判断によるものとされており、その判断の主たる情

報として所得情報を活用している。よって、所得情報を把握するために地方税関

係情報も必要」との理由。 

  ○公立大学法人による長期借入金等、出資及び大学附属の学校の設置を可能に（地方

独立行政法人法、学校教育法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律） 

    公立大学法人による設立団体以外の者からの長期借入金等、承認ＴＬＯ(６)への

出資及び大学附属の学校の設置を可能とする。施行期日は2017年４月１日。 

   ※ 兵庫県、新潟県、滋賀県、京都府、徳島県、関西広域連合の提案。「大規模な

施設整備にあたっては、公立大学法人が長期借り入れできないため、地方自治体

の予算措置に委ねられることになり、地方自治体の負担となっている。県として

は、県の資金調達、大学の施設整備、金融情勢等の状況によっては、県が直接整

備し出資するのではなく、公立大学法人自らが資金調達を行い整備することが望

ましいと考えているが、現行法上それができない」との理由。 

                                                                                 

(６) 大学等技術移転促進法に基づく承認を受けた技術移転機関 
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(４) 新たな雇用対策の仕組み（２法律） 

  ○地方版ハローワークの創設（職業安定法） 

    地方公共団体が民間事業者とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施す

る。 

    法律上、地方公共団体が行う無料職業紹介を独立した章に位置づける。 

    地方公共団体が無料職業紹介を行う際の国への届出を廃止する。 

    民間事業者と同列に課されている規制（職業紹介責任者の選任等）や監督（事業

停止命令等）を廃止する。ただし、利用者保護の観点から、名義貸しをして他人に

無料職業紹介事業を行わせることは引き続き禁止する。施行期日は公布日から起算

して３月を経過した日。 

  ○地方公共団体が国のハローワークを活用する枠組み（雇用対策法） 

    国と地方公共団体は、雇用に関する施策について、協定の締結や同一施設におけ

る一体的な実施などにより連携する。また、労働者の職業の安定に関する必要な措

置の実施について、地方公共団体の長から厚生労働大臣に要請が可能。施行期日は

公布日から起算して３月を経過した日。 

 

(５) 地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し（４法律） 

  ○地方社会福祉審議会において調査審議できる事項に精神障害者福祉に関する事項を

追加（社会福祉法） 

    都道府県、指定都市及び中核市に設置されている地方社会福祉審議会において、

条例で規定することにより、精神障害者福祉に関する事項も調査審議できることと

する。施行期日は公布日（2016年５月20日）。 

   ※ 九州地方知事会から提案。「地方社会福祉審議会の調査審議事項（社会福祉法

第７条第１項）については、『児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を除く』

とされているが、そのうち児童福祉に関する事項については、『条例で定めると

ころにより、同審議会で調査審議できる』（同法第12条第１項）との特例規定が

ある。精神障害者福祉を含めた障害者福祉に関する事項全般を調査審議すること

を検討しているため、地域の実情に応じて調査審議事項を決定できるよう、社会

福祉法第７条第１項の規定の見直しが必要」との理由。  
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  ○都道府県による一定の保安林の解除に係る協議における農林水産大臣の同意廃止 

   （森林法） 

    防風保安林、なだれ防止保安林等（法25条１項４号から11号に掲げる目的を達成

するために指定される保安林）のうち、保安施設事業等の区域内にあるものの解除

における国への同意協議について、同意を要しない協議に見直す。施行期日は公布

日（2016年５月20日）。 

   ※ 兵庫県、大阪府、鳥取県、徳島県の提案。「大臣権限の保安林の指定及び解除

については、都道府県知事が国から委託を受けており、指定、解除に必要な専門

的知識を有している。大臣権限と知事権限でこれらの手続きにあたっての基準に

差異はない」との理由で権限移譲を求めたが、「同意を要しない協議」への変更

に留まる。 

  ○国、都道府県及び建築主事を置く市町村の公共建築物に対する定期点検の見直し 

   （建築基準法） 

    国、都道府県及び建築主事を置く市町村の倉庫等の公共建築物について、現行制

度上は一律に定期点検の対象とされているところ、当該市町村等の判断により、安

全、防火、衛生の観点から支障がないものについて、定期点検の対象から除外する

ことを可能とする。施行期日は、公布日（2016年５月20日）又は建築基準法の一部

を改正する法律附則１条３号に掲げる規定の施行日のいずれか遅い日。 

   ※ 豊田市の提案。「法律上の定期点検の対象範囲について、『民間、建築主事を

置かない市町村』よりも『国、都道府県、建築主事を置く市町村』の方が広く

なっている地域が現に存在する。この範囲区分に明確な根拠はなく、実質的に維

持保全を確実に行うことが重要であり、不特定多数の者が利用する施設を対象と

する等、整理を行う必要がある」との理由。 

  ○都道府県による水質汚濁物質の総量削減計画策定に係る協議における環境大臣の同

意廃止（水質汚濁防止法） 

    都道府県が水質汚濁物質の総量削減計画を策定する際、環境大臣との協議のみで

策定できる。施行期日は公布日（2016年５月20日）。 

   ※ 兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合の提案。「本来総量削減計

画は、国の総量削減基本方針の中で水域の特性等に応じて自治体が主体的に作成

すべきものであり、各都府県においてはパブリックコメントや環境審議会の答申

といった手続を経て作成しており、環境大臣への協議、同意手続をなくした場合
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には概ね２ヶ月早く計画を策定することができる」との理由。 

 

＜表３＞ 第６次一括法による改正法律一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 国会での議論 
 

 第６次一括法案は、衆議院は、地方創生に関する特別委員会において、４月18日及び20

日の２日間で質疑が行われ、参議院では、地方・消費者問題に関する特別委員会において、

５月11日の１日で、質疑が行なわれた。以下は、主な質疑である。 

 地方版ハローワークの意義について  

○自由民主党・大野敬太郎 地方が国と同列の公的な立場で職業紹介ができるようになっ

た具体的な中身について。（衆・４月18日） 

→生田政府参考人 職業紹介責任者の選任義務、あるいは帳簿の備えつけ義務、あるいは

事業報告書の提出義務などの規制が廃止され、地方公共団体はこれまでより簡易な手続

で、みずからの創意工夫に基づく自由な公的無料職業紹介の実施が可能になる。 

－ 22 －



 

－ 17 － 

●－自治総研通巻457号 2016年11月号－● 

○大野委員 雇用保険の事務手続の実施の仕組みは。 

→生田政府参考人 地方版ハローワークで雇用保険業務を実施する。近隣のハローワーク

の職員を配置、巡回させることにより対応する。そのための必要な人員の確保に努めた

いが、退職後の再任用職員を活用することを考えている。 

○大野委員 産業政策と連携した雇用対策を国に要請できるようになっている。 

→生田政府参考人 厚生労働省としては、今回の法改正で、雇用対策法第32条に、法律上、

地方公共団体からの要請が位置づけられたことについて重く受けとめている。地方公共

団体からの要請に可能な限り応えてまいりたい。 

○大野委員 ハローワークに係る国と地方の役割分担について如何。 

→石破国務大臣 日本国憲法の国民は勤労する権利を有するとあるので、それを保障する

のは政府の責任。実際の職を求める人、あるいは人を欲しい人にとっては決して満足で

きるような環境になっていない。したがって地方版ハローワークを創設し、それに対し

てオンラインも提供できる、国の監督権は廃止をする、地方は国に要請ができるという

形で、職を求めている人あるいは人が欲しい企業に対する利便性が一番重んぜられるべ

きではないかということを御議論いただいた。 

 地方版ハローワークと二重行政問題  

○公明党・角田秀穂 地方分権改革推進委員会の勧告では、地方自治体が行う公共無料職

業紹介事業を拡大し、それに伴って、将来的には国のハローワークの縮小を図っていく

べきである旨の勧告がなされている。（衆・４月18日） 

→石破国務大臣 国は国民の権利を保障しなければいけない、地方に任せればいいとはな

らないので、セーフティーネットを果たす役割はいささかも減ずるものではない。 

  しかしながら、二重行政があってはならないのは当然で、国がセーフティーネットを

果たすことができる範囲内において工夫の余地があれば、やっていかねばならない。 

○民進党・緒方林太郎 地方版ハローワークを設けることによって、権限や予算に影響が

あるか。（衆・４月18日） 

→生田政府参考人 地方版ハローワークの設置により、国のハローワークの持つ権限、職

員数あるいは設置場所等の変更をする予定はない。 

○緒方委員 全国知事会は、もともと、ハローワークを地方移管してほしいとしてきた。

なぜ厚生労働省は、全国知事会が、自分たちに任せていただければしっかりやると言っ

ているのに、はねつけるのか。 

→生田政府参考人 ハローワークの職業紹介なりあるいは雇用保険制度の運営につきまし
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うか。（衆・４月20日） 

→生田政府参考人 地方公共団体が職業安定法上の許可を受けた民間職業紹介事業者に委

託して無料職業紹介サービスを実施すること自体は可能。ただ、委託を受けた職業紹介

事業者が職業紹介事業の実施主体としての許可を受けていることが前提。この場合、あ

くまで民間職業紹介事業者の方が職業紹介事業の実施主体になるので、今回の法律に基

づく地方版ハローワークの扱いにはならない。あくまで従前と同様に、民間の職業紹介

事業者の方に対する規制が適用される。 

  指定管理者制度については、地方公共団体が指定する法人その他の団体が、施設の中

で職業紹介事業をやるということ自体は禁止されない。ただ、指定管理者の方が職業紹

介事業をやる以上、職業紹介事業をやる根拠が必要。先ほど民間委託で申したように、

職業安定法に基づく民間事業者に対する規制が適用になる。 

 ブラック企業対策  

○武正委員 若者雇用促進法の第11条で、ブラック企業対策ということから、労働法令に

違反し、処分などがされた場合、当該事業者からの新規求人は不受理とすることができ

るとされている。この点、特定地方公共団体が無料職業紹介を行う場合にはこの規定は

対象になるのか。（衆・４月20日） 

○石破国務大臣 青少年の雇用の促進等に関する法律第11条は「公共職業安定所は、」と

いう書き方をしており、地方版ハローワークはこの対象にならない。しかし、国のハ

ローワークは地方版のハローワークに協力しなければならないことも義務づけられてい

るので、いわゆるブラック企業からの求人は取り扱わないことが、協力することによっ

て可能になると考えている。厚労省としても、地方版のハローワークが施行されるとき

に通知を発出すると聞き及んでいる。ブラック企業からの求人を取り扱わないというこ

とについては、国は責任を持って対応していく。 

 地方社会福祉審議会で調査審議できる事項に精神障害者福祉に関する事項の追加について  

○大野委員 精神障害者福祉だけが地方社会福祉審議会で調査審議の除外になっていた、

別扱いをされていた理由は何か。追加した効果は。（衆・４月18日） 

→藤井政府参考人 地方社会福祉審議会において精神障害者の福祉に関する事項も調査審

議ができるようになり、身体障害、知的障害、精神障害という三障害を一体とした議論

や施策の実施に資するものと考えている。 

  なお、精神保健については、引き続き地方精神保健福祉審議会で調査審議することと

なっており、精神障害者の保健と福祉を統一的に議論するような必要がある場合には、
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て、労働政策審議会で労使の御意見を伺っている。両者ともハローワークの全国ネット

ワークの運営をすることは国で責任を持ってやるべきという強い主張で、これを尊重し

ないといけないという立場から対応をしてきた。 

○緒方委員 ハローワークの地方移管が進まないから、福祉事務所の近くにハローワーク

を持ってきて、連携することをやってきた。二つの同じサービスが併存することを今回

の制度は許容することになる。 

→三ッ林大臣政務官 地方版ハローワークは、国と地方の適切な役割分担のもとで住民の

利便性向上を図るものであって、国と地方公共団体が雇用に関する協定の締結を通じて

十分に協議し、住民にとって利便性が高く効率的なサービスが提供されるようになると

考えている。例えば、地方版ハローワークが地域の重点分野に応じた付加的なサービス

を実施するなど、二重行政とならない工夫をして実施されるものと考えている。 

 地方版ハローワークの民間委託の禁止  

○民進党・宮崎岳志 地方版ハローワークで、民間の人材紹介会社や求人広告会社に丸投

げすると、結果的に、無料職業紹介なのに、会社はお金をもらい、さらにその情報を他

のビジネスに転用する可能性もある。これは公共職業紹介制度の根幹にかかわる。

（衆・４月18日） 

→生田政府参考人 今回制度化されます地方版ハローワークは、届け出制を廃止して、自

由にできるという仕組み。職業紹介について民間委託はもちろんできない。 

○民進党・武正公一 民間の職業紹介事業者から特定地方公共団体または地方公共団体に

対して名義貸しを持ちかけ、万一名義貸しのような状態に至った場合、当該の民間企業

及び特定地方公共団体にはどのような処分がなされるか。（衆・４月20日） 

→太田大臣政務官 特定地方公共団体が改正後の職業安定法で禁じられている名義貸しを

行っていることを把握した場合、厚生労働省は、地方自治法に基づく是正の要求を行う。 

なお、民間の職業紹介事業者に対しては、職業安定法第48条の２に基づき、必要な指導

を行い、その業務の適正な運営を確保する。 

○武正委員 特定地方公共団体がみずから収集し求職者に紹介した求人情報が実際の労働

条件とは異なるものであった場合、職業紹介事業者に対して科せられる罰則は特定地方

公共団体に対しても科せられるのか。 

→太田大臣政務官 職業安定法第65条８号の罰則の規定は、改正後の地方版ハローワーク

が虚偽の広告をなした場合等においても同様に適用がなされる。 

○日本共産党・田村貴昭 民間委託は認められるのか。また、指定管理者制度の導入はど
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うか。（衆・４月20日） 

→生田政府参考人 地方公共団体が職業安定法上の許可を受けた民間職業紹介事業者に委

託して無料職業紹介サービスを実施すること自体は可能。ただ、委託を受けた職業紹介

事業者が職業紹介事業の実施主体としての許可を受けていることが前提。この場合、あ

くまで民間職業紹介事業者の方が職業紹介事業の実施主体になるので、今回の法律に基

づく地方版ハローワークの扱いにはならない。あくまで従前と同様に、民間の職業紹介

事業者の方に対する規制が適用される。 

  指定管理者制度については、地方公共団体が指定する法人その他の団体が、施設の中

で職業紹介事業をやるということ自体は禁止されない。ただ、指定管理者の方が職業紹

介事業をやる以上、職業紹介事業をやる根拠が必要。先ほど民間委託で申したように、

職業安定法に基づく民間事業者に対する規制が適用になる。 

 ブラック企業対策  

○武正委員 若者雇用促進法の第11条で、ブラック企業対策ということから、労働法令に

違反し、処分などがされた場合、当該事業者からの新規求人は不受理とすることができ

るとされている。この点、特定地方公共団体が無料職業紹介を行う場合にはこの規定は

対象になるのか。（衆・４月20日） 

○石破国務大臣 青少年の雇用の促進等に関する法律第11条は「公共職業安定所は、」と

いう書き方をしており、地方版ハローワークはこの対象にならない。しかし、国のハ

ローワークは地方版のハローワークに協力しなければならないことも義務づけられてい

るので、いわゆるブラック企業からの求人は取り扱わないことが、協力することによっ

て可能になると考えている。厚労省としても、地方版のハローワークが施行されるとき

に通知を発出すると聞き及んでいる。ブラック企業からの求人を取り扱わないというこ

とについては、国は責任を持って対応していく。 

 地方社会福祉審議会で調査審議できる事項に精神障害者福祉に関する事項の追加について  

○大野委員 精神障害者福祉だけが地方社会福祉審議会で調査審議の除外になっていた、

別扱いをされていた理由は何か。追加した効果は。（衆・４月18日） 

→藤井政府参考人 地方社会福祉審議会において精神障害者の福祉に関する事項も調査審

議ができるようになり、身体障害、知的障害、精神障害という三障害を一体とした議論

や施策の実施に資するものと考えている。 

  なお、精神保健については、引き続き地方精神保健福祉審議会で調査審議することと

なっており、精神障害者の保健と福祉を統一的に議論するような必要がある場合には、
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て、労働政策審議会で労使の御意見を伺っている。両者ともハローワークの全国ネット

ワークの運営をすることは国で責任を持ってやるべきという強い主張で、これを尊重し

ないといけないという立場から対応をしてきた。 

○緒方委員 ハローワークの地方移管が進まないから、福祉事務所の近くにハローワーク

を持ってきて、連携することをやってきた。二つの同じサービスが併存することを今回

の制度は許容することになる。 

→三ッ林大臣政務官 地方版ハローワークは、国と地方の適切な役割分担のもとで住民の

利便性向上を図るものであって、国と地方公共団体が雇用に関する協定の締結を通じて

十分に協議し、住民にとって利便性が高く効率的なサービスが提供されるようになると

考えている。例えば、地方版ハローワークが地域の重点分野に応じた付加的なサービス

を実施するなど、二重行政とならない工夫をして実施されるものと考えている。 

 地方版ハローワークの民間委託の禁止  

○民進党・宮崎岳志 地方版ハローワークで、民間の人材紹介会社や求人広告会社に丸投

げすると、結果的に、無料職業紹介なのに、会社はお金をもらい、さらにその情報を他

のビジネスに転用する可能性もある。これは公共職業紹介制度の根幹にかかわる。

（衆・４月18日） 

→生田政府参考人 今回制度化されます地方版ハローワークは、届け出制を廃止して、自

由にできるという仕組み。職業紹介について民間委託はもちろんできない。 

○民進党・武正公一 民間の職業紹介事業者から特定地方公共団体または地方公共団体に

対して名義貸しを持ちかけ、万一名義貸しのような状態に至った場合、当該の民間企業

及び特定地方公共団体にはどのような処分がなされるか。（衆・４月20日） 

→太田大臣政務官 特定地方公共団体が改正後の職業安定法で禁じられている名義貸しを

行っていることを把握した場合、厚生労働省は、地方自治法に基づく是正の要求を行う。 

なお、民間の職業紹介事業者に対しては、職業安定法第48条の２に基づき、必要な指導

を行い、その業務の適正な運営を確保する。 

○武正委員 特定地方公共団体がみずから収集し求職者に紹介した求人情報が実際の労働

条件とは異なるものであった場合、職業紹介事業者に対して科せられる罰則は特定地方

公共団体に対しても科せられるのか。 

→太田大臣政務官 職業安定法第65条８号の罰則の規定は、改正後の地方版ハローワーク

が虚偽の広告をなした場合等においても同様に適用がなされる。 

○日本共産党・田村貴昭 民間委託は認められるのか。また、指定管理者制度の導入はど

－ 25 －



 

－ 21 － 

●－自治総研通巻457号 2016年11月号－● 

 港湾・漁港管理者による災害時における放置車両の移動等  

○日本維新の会・和田政宗 災害時における放置車両の移動について。この方法により、

権限の移譲を受けた者について、放置車両の移動はできるのか。（参・５月11日） 

→林俊行政府参考人 今回提案させていただいている災害対策基本法の改正により、自ら

車両の移動等を行える権限を､従来の道路管理者に加え､港湾管理者や漁港管理者に対し

て付与するもの。これら管理者は､災害対策基本法76条の６第１項の規定により､車両の

運転者や所有者等に対し車両の移動等の措置をとることを命令することができる。また、

車両の運転者や所有者等が命令に従わない､命じられた措置をとらない場合は､道路管理

者､港湾管理者､漁港管理者がそれぞれ自らその車両を移動することを可能とするもの。 

 提案募集方式について  

○角田委員 提案募集方式を採用して第２弾となるが、提案自体が大きく減った要因につ

いてはどのように分析をしているのか。（衆・４月18日） 

→池田政府参考人 地方からの正式提案の前に事前相談を積極的に行い、提案内容の精査

を行ったこと。そして、共同提案といって、同じ内容の提案を複数の団体から一緒に提

出いただくことを推奨したことで、実際にその割合が高くなっている。 

○民進党・篠原（豪） 地方からの提案そのものが大きく減少した感は否めない。これが

続けば、早々に小規模な取り組みになっていってしまうことを危惧。（衆・４月20日） 

→池田政府参考人 提案団体数が、特に市町村において、昨年との比較で67から39になっ

ていることも要素にある。39のうち町村は５つ。町が５つで、村からはない。今年、市

町村説明会を行い、忌憚のない意見交換を行っている。 

○篠原（豪）委員 手挙げ方式について。一昨年は、手挙げ方式が９件あった。今年はな

い。手挙げ方式の導入は柱の一つ、目玉だった。これが２年目に入ってみてゼロ件では、

先行き不安ということになる。 

→石破国務大臣 何で個々の地方公共団体の発意に応じ選択的に権限移譲する手挙げ方式

というものが活用されないのか、ここはもう一度よく分析をしなければいけない。 

 

 

 5. 第６次一括法の検討 
 

(１) 早くも曲がり角の提案募集方式 

   従前の短期集中型の国主導の分権改革ではなく、地方公共団体からの権限移譲や義
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地方精神保健福祉審議会で調査審議をしていただくことになる。 

 建築基準法一部改正について  

○角田委員 現行では一律に定期点検対象となっている特定建築物及びその建築設備等に

ついて、政令で定めるものや特定行政庁が指定するもの以外の特定建築物については、

建築審査会の同意を得て点検の対象から除外できるようにする、具体的には、人の出入

りが極端に少ない書庫や倉庫などが除外の対象として想定されている。 

  施設の老朽化などによる倒壊など周囲に危害が及ばないようになされる定期点検の除

外対象が安易に拡大されることがないよう配慮が必要。建築審査会が同意するかどうか

判断する基準等を示すお考えがあるのか。（衆・４月18日） 

→杉藤政府参考人 対象外となる公共建築物の選定が、建築審査会において慎重に審議さ

れた上で適切に判断されるよう、国土交通省として、安全、防火、衛生のどの観点から

も支障がないことの目安を示し、それを踏まえて同意を与えることが適切である旨周知

する。 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正について  

○角田委員 地域の実情を踏まえたサービスつき高齢者向け住宅の立地誘導等により市町

村が主体的にまちづくりを推進できるよう、都道府県が策定することとされている高齢

者居住安定確保計画を市町村も策定できるとするものだが、このような提案がなされた

背景に、県の整備目標数と実際の整備数に大きな乖離が生じている、また、地域的にも

偏在をしていること、サ高住が地価の安い郊外に集中し、コンパクトシティーなど目指

すまちづくりと逆の方向に向かっていることなどが挙げられている。供給量の増加に

伴って、サ高住の立地がまちづくりの方向と摩擦を生じている事例がふえてきているの

ではないか。（衆・４月18日） 

→杉藤政府参考人 サービスつき高齢者向け住宅の立地が地域的にはばらつきが見られ、

相対的に地価が安い地域、あるいは市街化区域以外の地域に多く立地する傾向がある。 

  今回の改正により、市町村の判断で市町村高齢者居住安定計画を定めて、高齢者向け

住宅の登録基準の強化や緩和を行うことができるようになる。 

  市町村が高齢者居住安定確保計画を定める場合は、都道府県高齢者居住安定計画が定

められている場合は当該計画に基づく、都道府県と事前に協議するという関係になって

いる。これを通じ、市町村と都道府県の高齢者居住安定計画の内容の調和が図られ、か

つ市町村の実態に応じた登録住宅の普及促進が図られるものと考えている。 
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 港湾・漁港管理者による災害時における放置車両の移動等  

○日本維新の会・和田政宗 災害時における放置車両の移動について。この方法により、

権限の移譲を受けた者について、放置車両の移動はできるのか。（参・５月11日） 

→林俊行政府参考人 今回提案させていただいている災害対策基本法の改正により、自ら

車両の移動等を行える権限を､従来の道路管理者に加え､港湾管理者や漁港管理者に対し

て付与するもの。これら管理者は､災害対策基本法76条の６第１項の規定により､車両の

運転者や所有者等に対し車両の移動等の措置をとることを命令することができる。また、

車両の運転者や所有者等が命令に従わない､命じられた措置をとらない場合は､道路管理

者､港湾管理者､漁港管理者がそれぞれ自らその車両を移動することを可能とするもの。 

 提案募集方式について  

○角田委員 提案募集方式を採用して第２弾となるが、提案自体が大きく減った要因につ

いてはどのように分析をしているのか。（衆・４月18日） 

→池田政府参考人 地方からの正式提案の前に事前相談を積極的に行い、提案内容の精査

を行ったこと。そして、共同提案といって、同じ内容の提案を複数の団体から一緒に提

出いただくことを推奨したことで、実際にその割合が高くなっている。 

○民進党・篠原（豪） 地方からの提案そのものが大きく減少した感は否めない。これが

続けば、早々に小規模な取り組みになっていってしまうことを危惧。（衆・４月20日） 

→池田政府参考人 提案団体数が、特に市町村において、昨年との比較で67から39になっ

ていることも要素にある。39のうち町村は５つ。町が５つで、村からはない。今年、市

町村説明会を行い、忌憚のない意見交換を行っている。 

○篠原（豪）委員 手挙げ方式について。一昨年は、手挙げ方式が９件あった。今年はな

い。手挙げ方式の導入は柱の一つ、目玉だった。これが２年目に入ってみてゼロ件では、

先行き不安ということになる。 

→石破国務大臣 何で個々の地方公共団体の発意に応じ選択的に権限移譲する手挙げ方式

というものが活用されないのか、ここはもう一度よく分析をしなければいけない。 

 

 

 5. 第６次一括法の検討 
 

(１) 早くも曲がり角の提案募集方式 

   従前の短期集中型の国主導の分権改革ではなく、地方公共団体からの権限移譲や義
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地方精神保健福祉審議会で調査審議をしていただくことになる。 

 建築基準法一部改正について  

○角田委員 現行では一律に定期点検対象となっている特定建築物及びその建築設備等に

ついて、政令で定めるものや特定行政庁が指定するもの以外の特定建築物については、

建築審査会の同意を得て点検の対象から除外できるようにする、具体的には、人の出入

りが極端に少ない書庫や倉庫などが除外の対象として想定されている。 

  施設の老朽化などによる倒壊など周囲に危害が及ばないようになされる定期点検の除

外対象が安易に拡大されることがないよう配慮が必要。建築審査会が同意するかどうか

判断する基準等を示すお考えがあるのか。（衆・４月18日） 

→杉藤政府参考人 対象外となる公共建築物の選定が、建築審査会において慎重に審議さ

れた上で適切に判断されるよう、国土交通省として、安全、防火、衛生のどの観点から

も支障がないことの目安を示し、それを踏まえて同意を与えることが適切である旨周知

する。 

 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正について  

○角田委員 地域の実情を踏まえたサービスつき高齢者向け住宅の立地誘導等により市町

村が主体的にまちづくりを推進できるよう、都道府県が策定することとされている高齢

者居住安定確保計画を市町村も策定できるとするものだが、このような提案がなされた

背景に、県の整備目標数と実際の整備数に大きな乖離が生じている、また、地域的にも

偏在をしていること、サ高住が地価の安い郊外に集中し、コンパクトシティーなど目指

すまちづくりと逆の方向に向かっていることなどが挙げられている。供給量の増加に

伴って、サ高住の立地がまちづくりの方向と摩擦を生じている事例がふえてきているの

ではないか。（衆・４月18日） 

→杉藤政府参考人 サービスつき高齢者向け住宅の立地が地域的にはばらつきが見られ、

相対的に地価が安い地域、あるいは市街化区域以外の地域に多く立地する傾向がある。 

  今回の改正により、市町村の判断で市町村高齢者居住安定計画を定めて、高齢者向け

住宅の登録基準の強化や緩和を行うことができるようになる。 

  市町村が高齢者居住安定確保計画を定める場合は、都道府県高齢者居住安定計画が定

められている場合は当該計画に基づく、都道府県と事前に協議するという関係になって

いる。これを通じ、市町村と都道府県の高齢者居住安定計画の内容の調和が図られ、か

つ市町村の実態に応じた登録住宅の普及促進が図られるものと考えている。 
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   これらの取り組みを行っても、2016年度の提案総数は303件(８)で、2015年度の提案

件数334件に届かない。 

   おそらく地方公共団体にとって、事務権限の移譲や国の関与の緩和による自由度の

拡大は、重点を置くべき課題ではなくなっていることの証左といえる。 

 

(２) 成果の水増し 

   地方分権改革有識者会議では、2015年度において最終的に地方からの提案として俎

上に載った228件のうち、166件が「提案の趣旨を踏まえて対応」「現行規定で対応可

能」であり、実現・対応の割合は72.8％で、「去年よりも打率が上がっ」たと評価さ

れている(９)。 

   だが、その内実はどうであろうか。 

   2015年12月22日の地方分権改革推進本部決定「平成27年の地方からの提案等に関す

る対応方針」に掲げられた事項では、上記の通り、15法律が改正されることになり、

また政令を改正するとなっているものが、法律ベースで、６法律（中小企業等協同組

合法、中小企業団体の組織に関する法律、医療法、農村地域工業等導入促進法、都市

公園法、駐車場法）、省令を改正するとなっているものが、同じく法律ベースで７法

律（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、旅館業法、漁業法、水産資源保

護法、農地中間管理事業の推進に関する法律、地方住宅供給公社法、都市計画法）、

告示の改正が３法律である（漁業法、水産資源保護法、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律）。「打率が上がった」と評される提案の実

現・対応の内実は、そのほとんどが「（調査結果の活用について）周知する」（資源

の有効な利用の促進に関する法律など）、「情報等を当該地方公共団体に平成28年中

に通知する」（特定家庭用機器再商品化法）、「抜本的な見直しも視野に入れて検討

し、平成28年中に結論を得る」（国際観光ホテル整備法）という措置内容である。 

   周知、通知等の行政的関与は、第１次分権改革により後景に退けられたはずであっ

た。また、第２次分権改革では、「国の法令等（法律・政令・省令・告示）による事

務の義務付け、事務事業の執行方法や執行体制に対する枠付けの緩和については、ほ

                                                                                 

(８) 第25回地方分権改革有識者会議・第38回提案募集検討専門部会合同会議（2016年７月５日）

資料２参照。 

(９) 第23回地方分権改革有識者会議・第36回提案募集検討専門部会合同会議（2015年11月26日）

議事概要を参照。 
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務付け・枠付けの緩和の発意を重視して、2014年からはじまった提案募集方式ならび

に手挙げ方式であるが、２年目にしてはやくも先行き不透明な状況に追い込まれてい

る。 

   ひとつは提案件数の激減である。 

   2014年度については、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

る提案募集に対し、全47都道府県を含む126団体から953件の提案が行われた。 

   これに対し、2015年度は、87団体（39都道府県、39市町村、その他９団体）から

334件の提案で前年の約３分の１、提案団体数は前年の約４分の３で、市区町村は

1,741団体中39団体に過ぎず、また都道府県も全都道府県からの提案とはならなかっ

た。 

   提案件数の激減の原因について、政府サイドは、①地方からの正式提案の前に事前

相談を積極的に行い、提案内容の精査を行ったこと。②同じ内容の提案については、

共同提案として複数の団体から一緒に提出することを推奨したことを挙げている

（2016年４月18日、衆議院・地方創生に関する特別委員会における池田政府参考人説

明）。 

   ①②の理由もあるのだろうが、問題の焦点はおそらくその点ではない。そもそも提

案があがってこないことである。とりわけ第２次分権改革（2007年～）以降において

は「基礎自治体優先の原則」が掲げられ、都道府県から市町村への事務・権限移譲が

積極的に推進される中にあって、提案した市町村が39団体にとどまっている。 

   さらに特区制度を模した「手挙げ方式」に関してはゼロ件で、この方式は、規制緩

和と親和性があり、地方分権改革の手法としてはなじまないものとみなさざるを得な

い。 

   2016年度の地方分権改革有識者会議では、「平成27年の提案募集の取組の総括」に

おいて、地方公共団体に対して、①社会情勢の変化のなかで新たに提案対象とするこ

とが可能なもの、②社会情勢の変化に応じ、従来は桎梏と感じられてこなかった制度

が障害となっているもの、③業務効率の改善・合理化を達成する目的をもって事務事

業を再点検した結果、改革の課題を見出すことが可能となったものという視点に留意

し、提案案件を掘り起こすことを呼びかけた。また、2016年３～５月にかけて、内閣

府主催の市町村説明会を各ブロックにて開催した(７)。 

                                                                                 

(７) 第24回地方分権改革有識者会議・第37回提案募集検討専門部会合同会議（2016年３月16日）

資料４・５を参照。 
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   これらの取り組みを行っても、2016年度の提案総数は303件(８)で、2015年度の提案

件数334件に届かない。 

   おそらく地方公共団体にとって、事務権限の移譲や国の関与の緩和による自由度の

拡大は、重点を置くべき課題ではなくなっていることの証左といえる。 

 

(２) 成果の水増し 

   地方分権改革有識者会議では、2015年度において最終的に地方からの提案として俎

上に載った228件のうち、166件が「提案の趣旨を踏まえて対応」「現行規定で対応可

能」であり、実現・対応の割合は72.8％で、「去年よりも打率が上がっ」たと評価さ

れている(９)。 

   だが、その内実はどうであろうか。 

   2015年12月22日の地方分権改革推進本部決定「平成27年の地方からの提案等に関す

る対応方針」に掲げられた事項では、上記の通り、15法律が改正されることになり、

また政令を改正するとなっているものが、法律ベースで、６法律（中小企業等協同組

合法、中小企業団体の組織に関する法律、医療法、農村地域工業等導入促進法、都市

公園法、駐車場法）、省令を改正するとなっているものが、同じく法律ベースで７法

律（食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、旅館業法、漁業法、水産資源保

護法、農地中間管理事業の推進に関する法律、地方住宅供給公社法、都市計画法）、

告示の改正が３法律である（漁業法、水産資源保護法、医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する法律）。「打率が上がった」と評される提案の実

現・対応の内実は、そのほとんどが「（調査結果の活用について）周知する」（資源

の有効な利用の促進に関する法律など）、「情報等を当該地方公共団体に平成28年中

に通知する」（特定家庭用機器再商品化法）、「抜本的な見直しも視野に入れて検討

し、平成28年中に結論を得る」（国際観光ホテル整備法）という措置内容である。 

   周知、通知等の行政的関与は、第１次分権改革により後景に退けられたはずであっ

た。また、第２次分権改革では、「国の法令等（法律・政令・省令・告示）による事

務の義務付け、事務事業の執行方法や執行体制に対する枠付けの緩和については、ほ

                                                                                 

(８) 第25回地方分権改革有識者会議・第38回提案募集検討専門部会合同会議（2016年７月５日）

資料２参照。 

(９) 第23回地方分権改革有識者会議・第36回提案募集検討専門部会合同会議（2015年11月26日）

議事概要を参照。 
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務付け・枠付けの緩和の発意を重視して、2014年からはじまった提案募集方式ならび

に手挙げ方式であるが、２年目にしてはやくも先行き不透明な状況に追い込まれてい

る。 

   ひとつは提案件数の激減である。 

   2014年度については、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

る提案募集に対し、全47都道府県を含む126団体から953件の提案が行われた。 

   これに対し、2015年度は、87団体（39都道府県、39市町村、その他９団体）から

334件の提案で前年の約３分の１、提案団体数は前年の約４分の３で、市区町村は

1,741団体中39団体に過ぎず、また都道府県も全都道府県からの提案とはならなかっ

た。 

   提案件数の激減の原因について、政府サイドは、①地方からの正式提案の前に事前

相談を積極的に行い、提案内容の精査を行ったこと。②同じ内容の提案については、

共同提案として複数の団体から一緒に提出することを推奨したことを挙げている

（2016年４月18日、衆議院・地方創生に関する特別委員会における池田政府参考人説

明）。 

   ①②の理由もあるのだろうが、問題の焦点はおそらくその点ではない。そもそも提

案があがってこないことである。とりわけ第２次分権改革（2007年～）以降において

は「基礎自治体優先の原則」が掲げられ、都道府県から市町村への事務・権限移譲が

積極的に推進される中にあって、提案した市町村が39団体にとどまっている。 

   さらに特区制度を模した「手挙げ方式」に関してはゼロ件で、この方式は、規制緩

和と親和性があり、地方分権改革の手法としてはなじまないものとみなさざるを得な

い。 

   2016年度の地方分権改革有識者会議では、「平成27年の提案募集の取組の総括」に

おいて、地方公共団体に対して、①社会情勢の変化のなかで新たに提案対象とするこ

とが可能なもの、②社会情勢の変化に応じ、従来は桎梏と感じられてこなかった制度

が障害となっているもの、③業務効率の改善・合理化を達成する目的をもって事務事

業を再点検した結果、改革の課題を見出すことが可能となったものという視点に留意

し、提案案件を掘り起こすことを呼びかけた。また、2016年３～５月にかけて、内閣

府主催の市町村説明会を各ブロックにて開催した(７)。 

                                                                                 

(７) 第24回地方分権改革有識者会議・第37回提案募集検討専門部会合同会議（2016年３月16日）

資料４・５を参照。 
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ワークに関して、「地方公共団体が行う無料職業紹介事業については、民間とは明確

に異なる公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置づける。また、

同事業において必要となる国のシステム・端末を、地方の職員が利用できるようにす

る」とし、この時点で第６次一括法の結論を先取りしていた。 

   ところが、2010年７月に全国知事会が「国の出先機関の原則廃止に向けて」を決定

し、ハローワークの地方移管を強く求めた。さらに2010年12月28日には、政府は「ア

クション・プラン～出先機関の原則廃止に向けて～」を閣議決定し、３年程度、一体

的取り組みとハローワーク特区制度の取り組みを行い、地方自治体への権限移譲につ

いて検討するとした。これらがきっかけとなり、地方移管問題が浮上する。 

   ３年後の検証作業は、地方分権改革有識者会議に設置された「雇用対策部会」で行

われる。同部会は、2013年８月、部会報告を取りまとめるが、移管についての意見の

隔たりを埋めることはできず、一体的取り組みとハローワーク特区制度をさらに推進

としたにとどまり、同年末の12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関す

る見直し方針について」でも、同報告を追認するにとどまった。 

   そしてようやく2015年末に一定の決着がはかられる。混乱のきっかけとなった地方

分権改革推進委員会第２次勧告から、７年が経過していた。 

   ハローワーク問題にはもうひとつ系譜がある。規制緩和・民間開放問題である。

2003年７月15日に政府の総合規制改革会議が公表した「規制改革推進のためのアク

ションプラン、12の重点検討事項に関する答申」には、「職業紹介事業の地方公共団

体・民間事業者への開放促進」なる項目が挙げられていた。すなわち地方出先機関問

題や地方移管問題としてのハローワーク問題は、さらにその源流を辿ると規制緩和・

民間開放問題につきあたり、実はこれが本流であって、地方分権改革は規制緩和路線

の隠れ蓑として使われてきた(12)。 

 

                                                                                 

(12) 地方分権をめぐって当時のさまざまな勢力が、どこに「分権の哲学」の重点を置いていたの

かについて、森田朗氏は、次の３つに整理していた。第１は、地方分権を進めることはわが国

の統治構造のあり方を変えることで、民主主義の理念にも適うというもの。第２は、地方分権

は、国による地方統制のための巨大な官僚機構を不要にするがゆえに国・地方を通したスリム

化に貢献するという、行政改革重視というもの。第３は、自由放任論的な分権論で、国と地方

を切り離し、発展も消滅も地方の自己責任に委ねるべきという考え方で、地方を市場原理の支

配する競争に晒すべきとするもの。森田朗「地方分権改革の政治過程」『レヴァイアサン』

2003年秋（33号）33－34頁。あわせて、拙稿「経済財政諮問会議的分権改革と『条例による上

書き権』」『自治総研』2015年８月号（442）24頁以下参照。 

 

－ 24 － 

●－自治総研通巻457号 2016年11月号－● 

とんど全く手付かずに終っている」という地方分権推進委員会の総括文書に基づき、

これら立法上の法令等の義務付け・枠付けの緩和をターゲットとしてきたはずである。 

   だが、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」で掲げられた対応・実現

項目では、法令等の改正を伴う事項はわずかで、あってはならない周知や通知による

対応が並ぶ。残念ながら、成果の水増しといわざるをえない。 

 

(３) 地方分権改革の路線問題に翻弄されたハローワーク移管問題 

   地方分権改革におけるハローワーク問題は、行政改革の一環としての地方出先機関

改革と、地方への事務権限の拡大路線としての地方移管問題との間で揺れ動いてきた。

ところが第６次一括法の結論は、そのどちらでもなく、地方も国と同様に無料職業紹

介事業を実施できるという「国と地方の二重行政」の是認に落ち着いた。 

   地方分権改革における地方出先機関改革としてのハローワーク問題は、地方分権改

革推進委員会第２次勧告にその淵源がある。同勧告では、「総人件費改革などでも定

められた約7,700人の人員削減を行うとともに、直轄国道や一級河川の地方への移管、

農林統計等の農政関係の事務の見直しを中心に１万人程度を出先機関から地方に移す。

さらに将来的には、国のハローワークや公共事業関係の職員の地方への移管を行うこ

となどにより、出先機関職員のうち、合計３万5,000人程度の削減を目指すべきであ

ると考える」（下線－引用者）としていた(10)。 

   ただし、上記引用文は第２次勧告原案にはなく、勧告を委員会として承認した日に、

急遽、委員の一人である猪瀬東京都副知事（当時）の仕切りによって挿入されたもの

であった(11)。 

   同委員会勧告を受け、政府は「出先機関改革に係る工程表」（2009年３月24日地方

分権改革推進本部決定）を策定するが、人員の削減等には具体的には触れず、ハロー

                                                                                 

(10) 地方分権改革推進委員会「第２次勧告～『地方政府』の確立に向けた地方の役割と自主性の

拡大～」2008年12月８日、35頁。 

(11) どのような修正が行われたのかという経過は、拙稿「地方分権改革推進委員会『第２次勧告

～「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大～』の取りまとめに係る経過につい

て」『自治総研』2009年１月（363）82頁以下を参照。また地方分権改革推進委員会委員長代

理であった西尾勝氏は、この日を述懐し次のように語っている「私は、ハローワークの全面移

管に代えて段階的な部分移管、地方労働局の廃止とそのすべての事務の全面移管に代えて地方

労働局の縮小とその事務の部分移管を主張したのである。しかし、私を除く６人の委員が全面

移管に賛成したため、2008年12月の地方分権改革推進委員会の第２次勧告はこの多数意見にし

たがってまとまられたのである」西尾勝『自治・分権再考』ぎょうせい、2013年、184－185頁。 

－ 30 －
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ワークに関して、「地方公共団体が行う無料職業紹介事業については、民間とは明確

に異なる公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置づける。また、

同事業において必要となる国のシステム・端末を、地方の職員が利用できるようにす

る」とし、この時点で第６次一括法の結論を先取りしていた。 

   ところが、2010年７月に全国知事会が「国の出先機関の原則廃止に向けて」を決定

し、ハローワークの地方移管を強く求めた。さらに2010年12月28日には、政府は「ア

クション・プラン～出先機関の原則廃止に向けて～」を閣議決定し、３年程度、一体

的取り組みとハローワーク特区制度の取り組みを行い、地方自治体への権限移譲につ

いて検討するとした。これらがきっかけとなり、地方移管問題が浮上する。 

   ３年後の検証作業は、地方分権改革有識者会議に設置された「雇用対策部会」で行

われる。同部会は、2013年８月、部会報告を取りまとめるが、移管についての意見の

隔たりを埋めることはできず、一体的取り組みとハローワーク特区制度をさらに推進

としたにとどまり、同年末の12月20日に閣議決定された「事務・権限の移譲等に関す

る見直し方針について」でも、同報告を追認するにとどまった。 

   そしてようやく2015年末に一定の決着がはかられる。混乱のきっかけとなった地方

分権改革推進委員会第２次勧告から、７年が経過していた。 

   ハローワーク問題にはもうひとつ系譜がある。規制緩和・民間開放問題である。

2003年７月15日に政府の総合規制改革会議が公表した「規制改革推進のためのアク

ションプラン、12の重点検討事項に関する答申」には、「職業紹介事業の地方公共団

体・民間事業者への開放促進」なる項目が挙げられていた。すなわち地方出先機関問

題や地方移管問題としてのハローワーク問題は、さらにその源流を辿ると規制緩和・

民間開放問題につきあたり、実はこれが本流であって、地方分権改革は規制緩和路線

の隠れ蓑として使われてきた(12)。 

 

                                                                                 

(12) 地方分権をめぐって当時のさまざまな勢力が、どこに「分権の哲学」の重点を置いていたの

かについて、森田朗氏は、次の３つに整理していた。第１は、地方分権を進めることはわが国

の統治構造のあり方を変えることで、民主主義の理念にも適うというもの。第２は、地方分権

は、国による地方統制のための巨大な官僚機構を不要にするがゆえに国・地方を通したスリム

化に貢献するという、行政改革重視というもの。第３は、自由放任論的な分権論で、国と地方

を切り離し、発展も消滅も地方の自己責任に委ねるべきという考え方で、地方を市場原理の支

配する競争に晒すべきとするもの。森田朗「地方分権改革の政治過程」『レヴァイアサン』

2003年秋（33号）33－34頁。あわせて、拙稿「経済財政諮問会議的分権改革と『条例による上

書き権』」『自治総研』2015年８月号（442）24頁以下参照。 
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とんど全く手付かずに終っている」という地方分権推進委員会の総括文書に基づき、

これら立法上の法令等の義務付け・枠付けの緩和をターゲットとしてきたはずである。 

   だが、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」で掲げられた対応・実現

項目では、法令等の改正を伴う事項はわずかで、あってはならない周知や通知による

対応が並ぶ。残念ながら、成果の水増しといわざるをえない。 

 

(３) 地方分権改革の路線問題に翻弄されたハローワーク移管問題 

   地方分権改革におけるハローワーク問題は、行政改革の一環としての地方出先機関

改革と、地方への事務権限の拡大路線としての地方移管問題との間で揺れ動いてきた。

ところが第６次一括法の結論は、そのどちらでもなく、地方も国と同様に無料職業紹

介事業を実施できるという「国と地方の二重行政」の是認に落ち着いた。 

   地方分権改革における地方出先機関改革としてのハローワーク問題は、地方分権改

革推進委員会第２次勧告にその淵源がある。同勧告では、「総人件費改革などでも定

められた約7,700人の人員削減を行うとともに、直轄国道や一級河川の地方への移管、

農林統計等の農政関係の事務の見直しを中心に１万人程度を出先機関から地方に移す。

さらに将来的には、国のハローワークや公共事業関係の職員の地方への移管を行うこ

となどにより、出先機関職員のうち、合計３万5,000人程度の削減を目指すべきであ

ると考える」（下線－引用者）としていた(10)。 

   ただし、上記引用文は第２次勧告原案にはなく、勧告を委員会として承認した日に、

急遽、委員の一人である猪瀬東京都副知事（当時）の仕切りによって挿入されたもの

であった(11)。 

   同委員会勧告を受け、政府は「出先機関改革に係る工程表」（2009年３月24日地方

分権改革推進本部決定）を策定するが、人員の削減等には具体的には触れず、ハロー

                                                                                 

(10) 地方分権改革推進委員会「第２次勧告～『地方政府』の確立に向けた地方の役割と自主性の

拡大～」2008年12月８日、35頁。 

(11) どのような修正が行われたのかという経過は、拙稿「地方分権改革推進委員会『第２次勧告

～「地方政府」の確立に向けた地方の役割と自主性の拡大～』の取りまとめに係る経過につい

て」『自治総研』2009年１月（363）82頁以下を参照。また地方分権改革推進委員会委員長代

理であった西尾勝氏は、この日を述懐し次のように語っている「私は、ハローワークの全面移

管に代えて段階的な部分移管、地方労働局の廃止とそのすべての事務の全面移管に代えて地方

労働局の縮小とその事務の部分移管を主張したのである。しかし、私を除く６人の委員が全面

移管に賛成したため、2008年12月の地方分権改革推進委員会の第２次勧告はこの多数意見にし

たがってまとまられたのである」西尾勝『自治・分権再考』ぎょうせい、2013年、184－185頁。 
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の中で新たな提案を求めることは、むしろ、地方自治の侵害につながりかねない。 

 ドイツにおいても、事務・権限の押し付けによる地方自治の侵害という問題局面への移

行が注目され、事務負担を生じさせたものがその財源を手当すべきであるとする牽連性原

則の強化が進んでいる(14)。 

 日本でも、地方の側は、内閣府が実施した今後の地方分権改革の課題に関する調査に対

し、47都道府県中28団体が地方税財源を挙げ、1,742市区町村のうち454団体が体制整備を

挙げている(15)。 

 いまは徒に、事務・権限の移譲を求めるという「量の分権改革」ではなく、移譲された

事務・権限が健全に執行されているのか、健全でないとすればどこに問題があるのかを分

析し、人的・財政的手当をするという「質の分権改革」を推進すべきではないだろうか。 

 とりわけこのことは、第６次一括法で実現することとなった地方版ハローワークにおい

て当てはまる。 

 先に指摘したように、地方版ハローワークでは、国のハローワークとの連携の下で、自

らの責任で雇用対策を実施することになる。当該業務を民間業者に委託することは許され

ない。そうなると地方公共団体は、自ら就労相談員等を採用し求職相談にあたらせるほか、

新規に求人企業を開拓する人員を採用することになる。一方、国に人員を割く余裕はない。

国のハローワークでは非正規化が急速に進展し、職員５人のうち３人は期間業務職員とい

われる非常勤職員だからである（図１参照）。 

 地方公共団体にも雇用対策に精通した職員が殆どいない中で、地方版ハローワークを国

と同様に不安定雇用でワーキングプアの非常勤職員をして失業者の求職相談にあたらせる

という、ブラックジョークのようなことが進行しかねない。 

 地方はせっかく実現した分権の果実を大きく実らせるために、「質の分権改革」を進め

るべき時期にきているといえよう(16)。 

  

                                                                                 

(14) 人見剛「関与の見直しと国地方関係の変化」『都市問題』107(５)、2016年５月、47頁。 

(15) 内閣府地方分権推進室『地方分権改革の実態調査結果』2014年４月。2013年９月から10月に

かけて内閣府地方分権改革推進室から地方公共団体に対して行った書面調査結果。 

  http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/kaigi12shiryou0502.pdf 2016年10月４日閲覧。 

(16) 「自治体職員は。こうした最近の分権改革論議の動向に一喜一憂し右往左往することをやめ、

それよりもむしろ、地方分権改革の既往の成果を活用することにこそ専心してほしい。これが

私の切実な願いである」西尾勝、前掲注(11)、95頁。 
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(４) 国と地方の連携協定 

   地方版ハローワーク創設にあたり、雇用対策に係る国と地方の連携協定については、

雇用対策法31条に「国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等

と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する

協定の締結、同一の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密

接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するもの

とする」と規定した。 

   国の機関と地方公共団体が絡む連携協定は、雇用対策法のほか、①地方公務員法第

８条、第18条の人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受、

採用試験のため、人事委員会又は公平委員会と国若しくは他の地方公共団体の機関等

が締結する協定、②災害対策基本法49条の２の災害予防責任者（指定機関の長＜行政

組織法上の機関＞並びに地方公共団体の長）による相互応援協定である。そしてこれ

らの連携協定は、当該法律に規定する相手方同士の間で、規定内容に関することのみ

効力を有するもので、その趣旨は、国の機関による地方の機関への支援の約定であっ

て、雇用対策法上の協定もこの域をでていない。 

   したがって連携協定の締結が、国と地方の関係性をどこまで対等なものとしていく

のかが課題となっているといえる。 

 

 

 おわりに 
 

 衆参両院の地方分権決議から20年以上を経過し、当時の熱気は疾うに冷め、地方分権改

革は曲がり角に来ているようだ。 

 曲がり角感は、前述の通り、2014年に導入された提案募集方式にも影をおとす。かつて

筆者は、「提案募集方式」が「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

評した(13)。その評価に変わりはない。問題は、エンジンを動かす燃料が枯渇し、せっか

くの高性能エンジンがその能力を発揮できないことである。 

 内閣府や地方分権改革有識者会議は、エンジン（提案募集）に燃料（新たな提案）をく

べろと地方に迫る。だが燃料ランプの目盛りはエンプティーに近づきつつある。この状態

                                                                                 

(13) 前掲注(２)、60頁。 
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の中で新たな提案を求めることは、むしろ、地方自治の侵害につながりかねない。 

 ドイツにおいても、事務・権限の押し付けによる地方自治の侵害という問題局面への移
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(14) 人見剛「関与の見直しと国地方関係の変化」『都市問題』107(５)、2016年５月、47頁。 

(15) 内閣府地方分権推進室『地方分権改革の実態調査結果』2014年４月。2013年９月から10月に

かけて内閣府地方分権改革推進室から地方公共団体に対して行った書面調査結果。 

  http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/kaigi12shiryou0502.pdf 2016年10月４日閲覧。 

(16) 「自治体職員は。こうした最近の分権改革論議の動向に一喜一憂し右往左往することをやめ、

それよりもむしろ、地方分権改革の既往の成果を活用することにこそ専心してほしい。これが

私の切実な願いである」西尾勝、前掲注(11)、95頁。 
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(４) 国と地方の連携協定 
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とする」と規定した。 

   国の機関と地方公共団体が絡む連携協定は、雇用対策法のほか、①地方公務員法第
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組織法上の機関＞並びに地方公共団体の長）による相互応援協定である。そしてこれ

らの連携協定は、当該法律に規定する相手方同士の間で、規定内容に関することのみ

効力を有するもので、その趣旨は、国の機関による地方の機関への支援の約定であっ

て、雇用対策法上の協定もこの域をでていない。 

   したがって連携協定の締結が、国と地方の関係性をどこまで対等なものとしていく

のかが課題となっているといえる。 
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(13) 前掲注(２)、60頁。 
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＜図１＞ ハローワークの常勤職員と非正規相談員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）厚生労働省「公共職業安定所の主な取組と実績」の各年版より筆者作成 

 

（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） 
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田邉樹「第６次地方分権一括法の解説」『自治体法務研究』2016・秋 
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地域再生法の一部を改正する法律 
（平成28年４月20日法律第30号） 

国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 
（平成28年６月３日法律第55号） 

 

 

其 田 茂 樹 

 

 

 はじめに 
 

 地域再生法の一部を改正する法律は、2016年２月５日に第190回国会に提出されたもの

である。同年３月15日、衆議院地方創生に関する特別委員会に付託され、３月28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、おおさか維新の会、改革結集の

会、反対会派：民主・維新・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）し、３月30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４月８日の修正を経て４月20日に参議院において可決（賛成会派：自由民主党、

公明党、おおさか維新の会、日本の心を大切にする党、新党改革・無所属の会、反対会

派：民進党・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）して、４月20日に公布されたものである（同日施行)(１)。 

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律は、2016年３月11日に第190回国会に提出さ

れたものである。同年４月14日、衆議院地方創生に関する特別委員会に付託され、４月28

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、おおさか維新の会、反

対会派：民進党・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）し、５月11日に参議院内閣委員会に付託され、５月27日に参議院を賛成

多数で可決（賛成会派：自由民主党、公明党、おおさか維新の会、日本を元気にする会・

無所属会、日本のこころを大切にする党、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

                                                                                 

(１) 参議院における押しボタン投票の結果、会派内の賛否が不統一の場合は、いずれにも記載し

ていない。 
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図表１ 地方創生推進交付金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣官房「国会提出法案 第190回 通常国会 地域再生法の一部を改正する法律案 概

要」より抜粋。 
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またち）して、６月３日に公布されたものである（施行は９月１日）。 

 本稿の課題は、これらの法律改正の概要や可決に至る過程での論点、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。両法は、政府が推進しようとしている「地方創

生」の施策とも密接な関連を持つ。両法を一括して取り扱うことによりこの施策との関連

の整理も併せて試みたい。 

 

 

 1. 本法改正の概要 
 

(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

   先述の通り、地域再生法は、地方創生の施策展開に歩調を合わせるかのように改正

が重ねられてきた(２)。本法改正においても、提出時の理由に「地域の活力の再生を

総合的かつ効果的に推進するため、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、まち・ひと・しごと創生交付金の交付、まち・ひと・しごと創生寄附活用

事業に係る課税の特例並びに生涯活躍のまち形成事業計画の作成及びこれに基づく介

護保険の事業者の指定等の手続きの特例等を追加する等の措置を講ずる必要がある。」

とあることから明らかなように地方創生関連施策の実施等のための改正である。 

   まず、まち・ひと・しごと創生交付金（地方創生推進交付金）から見てみよう（図

表１）。 

   端的に言うと、都道府県や市町村（特別区を含む）が策定する「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」（以下、地方版総合戦略と呼ぶ。）に位置づけられた事業について、

当該地方自治体の地域再生計画を作成するにあたりそれらの事業を掲げ、内閣総理大

臣の認定を受けたものに対してまち・ひと・しごと創生交付金を交付できることとし

たものである。 

   要綱によれば、地域再生計画に記載することができる事項として、地方版総合戦略

に定められた事業であって、「地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体

との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果

的に行われるものその他の先導的なものに関するもの」としている。 

                                                                                 

(２) 法改正の経緯に関しては、谷口健二郎「地域再生法の一部を改正する法律」『法令解説資料

総覧』417号を参照されたい。 
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図表１ 地方創生推進交付金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣官房「国会提出法案 第190回 通常国会 地域再生法の一部を改正する法律案 概

要」より抜粋。 
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たものである。 

   要綱によれば、地域再生計画に記載することができる事項として、地方版総合戦略
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(２) 法改正の経緯に関しては、谷口健二郎「地域再生法の一部を改正する法律」『法令解説資料
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図表２ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 図表１に同じ。  
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   そのうえで、就業の機会の創出等に資する事業と地域における就業の機会の創出等

のための基盤となる施設の整備に関する事業とが掲げられている。一連の地方創生関

連交付金はソフト事業を中心とするものであったが、地方創生加速化交付金ではソフ

ト事業と密接な関係にあるハード事業についても対象とし、この地方創生推進交付金

においても対象となるハード事業が示されるなど地方自治体の使い勝手に配慮した対

応がなされたものと思われる。 

   次に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例について触れておこ

う（図表２）。これは、一般に「企業版ふるさと納税」と呼ばれているものである。

地方版総合戦略に位置づけられた事業について企業から寄附を受けて事業を行う場合、

当該企業の法人住民税、法人税、法人事業税について負担軽減措置が講じられる。寄

附額の３割に相当する額を税額控除する制度を創設することによって、現行の損金算

入による経済効果とあわせて、寄附額の約６割の負担が軽減されることとなる。 

   ただし、対象となる寄附には、寄附額の下限が10万円であること、本社が所在する

地方公共団体への寄附は対象外であること、寄附の代償として経済的利益を伴わない

ものであること、等の要件が定められている。 

   概要の３点目として、生涯活躍のまちについて触れておく（図表３）。かつて、日

本版ＣＣＲＣという名称が強調されていたところであったが、提出時法律案の要綱等

からはこのような表現は取り去られている。 

   地域再生計画に記載できる事項として生涯活躍のまち形成地域における事業を追加

するものであるが、ここでいう「生涯活躍のまち形成地域」とは、「人口及び地域経

済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍で

きる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図

ることが適当と認められる地域」（要綱より引用）を指す。生涯活躍のまち（日本版

ＣＣＲＣ）は、地方創生において密接な施策として取り上げられており、地方創生先

行型交付金が、笠間市、南魚沼市、都留市、長崎県においてそれぞれ当該事業に活用

されている。 

 

  

－ 40 －



 

－ 5 － 

 

図表２ 地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 図表１に同じ。  
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きる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図

ることが適当と認められる地域」（要綱より引用）を指す。生涯活躍のまち（日本版

ＣＣＲＣ）は、地方創生において密接な施策として取り上げられており、地方創生先

行型交付金が、笠間市、南魚沼市、都留市、長崎県においてそれぞれ当該事業に活用
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作放棄地に対する課題としていずれも重要なものである。さらに、今や地方創生の

「上位概念」として登場した感のある「一億総活躍」の観点からも重要である、医療

イノベーションの課題や障がい者雇用の課題なども、同じ要綱第一に掲げられている。 

   内容について、もう少し整理しておこう（図表４）。 

   まず、医療イノベーションの推進などに関連して、テレビ電話による服薬指導の特

例や革新的な医療機器の開発迅速化、障がい者雇用率の算定特例の拡充が、観光客を

含めた外国人の受入れなどに関連して、過疎地等での自家用自動車の活用拡大、クー

ルジャパン外国人材の受入促進、民間と連携した出入国手続き等の迅速化が、それぞ

れ盛り込まれている。また、農業の競争力強化などとして、企業による農地取得の特

例が盛り込まれている。このほか、課税の特例についても定められている。 

   これらのうち、道路運送法の特例については、過疎地域等をその区域とし、主とし

て観光客の移動手段として行われる国家特別区域自家用有償観光旅客等運送事業を定 

 

図表４ 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 内閣府「国会提出法案 第190回 通常国会 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律

案 概要｣ 
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図表３ 「生涯活躍のまち」制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 図表１に同じ。 

 

(２) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 

   本法改正の提出理由は、「産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の

形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域処方箋薬

剤沿革指導事業に係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する

法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する

必要がある。」というものである(３)。 

   これだけを取り出すと、あまり、地方創生との関連が見いだせない。しかし、要綱

第一に掲げられている道路運送法の特例や農地法等の特例は、それぞれ、インバウン

ド（外国人が訪ねてくる旅行）を含めた観光に関する施策や農業の企業参入を含む耕

                                                                                 

(３) 国家戦略特別区域法の制定、これまでの改正の経緯等については、永渕智大「国家戦略特区

の新たな規制の特例を追加」『時の法令』第2013号を参照されたい。 
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(出所) 内閣府「国会提出法案 第190回 通常国会 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律

案 概要｣ 
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法律の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加する

必要がある。」というものである(３)。 

   これだけを取り出すと、あまり、地方創生との関連が見いだせない。しかし、要綱

第一に掲げられている道路運送法の特例や農地法等の特例は、それぞれ、インバウン

ド（外国人が訪ねてくる旅行）を含めた観光に関する施策や農業の企業参入を含む耕

                                                                                 

(３) 国家戦略特別区域法の制定、これまでの改正の経緯等については、永渕智大「国家戦略特区
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   また、第19条については、農業委員会ではなく市町村が判断を行えることになって

いるが、今回改正では判断を行う主体は農業委員会である。 

 

 

 2. 審議の経過等 
 

 各法律案について、今回改正にあたり国会において論点となった主な部分を以下に引用

する。地域再生法の今回改正にあたり、石破地方創生担当大臣が前回改正の提案理由を衆

議院委員会で読み上げてしまうというハプニングが起こり、そのことについても大いに批

判が展開されたが、今回改正とは無関係であるため、当然、それらは割愛する。 

 

(１) 地域再生法の一部を改正する法律 

   交付金について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号 2016年３月17日 

   質問者：佐々木隆博氏（民主党） 

    「先駆的、既存事業の隘路を打開、先駆的で優良事例の横展開などとしているわ

けですね、この交付金を交付するに当たって。これも先ほどと同じでちょっと気に

なるんですが、先駆性とか優良事例とかというものが余り強く打ち出されると、俗

に言われるトップランナー方式とかインセンティブ方式とかいう表現がされるんで

すが、そこにだけこのお金を集中するんですかと。 

    要するに、地方はみんな、頑張っていない地方自治体なんかないわけで、国の側

から見て優劣があったとしても、地方自治体はそれぞれに頑張っているわけです。

そこを先駆的だとかなんとかというふうに色分けをもしされるとすれば、それは地

方にとってはせっかくの期待を裏切られることになるわけで、この交付金のこれか

らの交付に当たってその辺の考え方があればお聞かせください。」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「これは、何をもって先駆というかというお話でございます。 

    私どもがそこにおいて重視をしているのは、先ほどのお答えと重複して恐縮です

が、各省庁の補助金が何となくハードルが高いので、だったらこの自由に使えるお

金ということであれば、それはその補助金の方でいってくださいというお話なわけ

でございますね。 
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  めた区域計画が認定された場合、道路運送法第78条第２号に規定する自家用有償旅客

運送とみなすものである。 

   道路運送法78条においては、「自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。

以下同じ。）は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。」と

規定されており、第２号では、「市町村（特別区を含む。以下この号において同

じ。）、特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する特定

非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区

域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送（以下「自家用有償旅客

運送」という。）を行うとき。」としている。区域の認定を受けることで、有償運送

をより円滑に開始できるようになるものと思われる。 

   次に、農地法上の特例について概観しておこう。 

   これは、特別区域内において法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会の許

可に関する規制を緩和するものである。農地法第３条では、第１項で農地の所有権の

移転等に際し、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない旨を、第２項では、

農地所有適格法人以外の法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会は第１項の

許可ができない旨を規定している。 

   農地法の特例については、すでに国家戦略特別区域法第19条に定めが存在している。

ここで規定されている事業は、農地等効率的利用促進事業と称し、当該事業により農

地の賃貸借や売買を行う場合は、農業委員会に代わり市町村が申請を受け付け、許可

の判断等を行うものである。 

   農地等効率的利用促進事業は、農業者のほか農地所有適格法人等も対象となるが、

一般企業等が事業を実施しようとする場合、農地については、解除条件付き貸借（使

用貸借・賃貸借に限る）しか認められず、取得することができない。 

   今回改正により新設される第18条に規定される法人農地取得事業においては、その

対象を国家戦略特別区域内において農業経営を行おうとする法人と規定しつつ、農地

法第２条第３項に規定する農地所有適格法人は除外している。 

   すなわち、これまで認めてこなかった法人に対して農地取得の道を開いたのが今回

改正である。ただし、農地取得事業は、本法律の施行日から起算して５年を経過する

日までの間という期限が区切られていること、農地等の不適正な利用があった場合に

は地方公共団体に所有権を移転する旨の契約を締結している等の要件を課しているこ

と等、一定の制限が設けられている。 
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農地所有適格法人以外の法人が農地を取得しようとする際に、農業委員会は第１項の

許可ができない旨を規定している。 

   農地法の特例については、すでに国家戦略特別区域法第19条に定めが存在している。

ここで規定されている事業は、農地等効率的利用促進事業と称し、当該事業により農

地の賃貸借や売買を行う場合は、農業委員会に代わり市町村が申請を受け付け、許可

の判断等を行うものである。 

   農地等効率的利用促進事業は、農業者のほか農地所有適格法人等も対象となるが、

一般企業等が事業を実施しようとする場合、農地については、解除条件付き貸借（使

用貸借・賃貸借に限る）しか認められず、取得することができない。 

   今回改正により新設される第18条に規定される法人農地取得事業においては、その

対象を国家戦略特別区域内において農業経営を行おうとする法人と規定しつつ、農地

法第２条第３項に規定する農地所有適格法人は除外している。 

   すなわち、これまで認めてこなかった法人に対して農地取得の道を開いたのが今回

改正である。ただし、農地取得事業は、本法律の施行日から起算して５年を経過する

日までの間という期限が区切られていること、農地等の不適正な利用があった場合に

は地方公共団体に所有権を移転する旨の契約を締結している等の要件を課しているこ

と等、一定の制限が設けられている。 
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継続的に支援するということから、複数年度対応で法律補助に位置づけて、今回改

正法案を提出しているというものでございます。 

    二点目でございますけれども、……（以下略）。」 

    このほか、宮本岳志氏（日本共産党）からは、会計検査院の調査において、地域

再生計画の半数も公表されておらず、そのうちの３分の１は公表の必要なしとの回

答が寄せられており、「内閣府は、地方公共団体に対して、地域のニーズを十分把

握するとともに、地方公共団体間の調整及び連携を十分に図った上で地域再生計画

の認定を申請するよう助言する。また、認定地方公共団体に対して、認定地域再生

計画については、適時に公表することが望ましいことを助言する。」と会計検査院

が指摘していることを質した（衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号）。 

   企業版ふるさと納税について  

   衆議院本会議 第５号 2016年３月16日 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税についてお伺いをい

たします。 

    企業が好きな自治体に寄附をすれば、寄附金額の三割相当額を税額控除され、既

存の制度と合わせ、寄附額の六割分の税が軽減されるといいます。寄附を受ける自

治体にとってはありがたい話ですが、一方で税収を失う自治体も出てくることは見

逃せません。 

    今回の仕組みでは、石破大臣の地元鳥取県や私の地元群馬県の小さな町村から首

都圏の自治体に税収が移転することも起こり得ます。地方の財政力の弱い自治体に

とっては、まさに村の存亡にかかわる一大事であります。 

    石破大臣、この減収分はどうやって補填するんでしょうか。それとも放っておく

んでしょうか。 

    （中略）経済的利益を伴う寄附は今回の制度の対象外とされておりますが、水面

下で補助金や税制上の優遇などの便宜を図ることは十分予想されます。また、企業

側から自治体に、工場への接続道路を建設してくれとか、社長を名誉村民にしてく

れとか、市立大学の名誉博士号をくれとか、そういう要求があるかもしれません。 

    石破大臣、これらの便宜供与をどうやって防ぎますか。それとも認めるのでしょ

うか。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 
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    この先駆性とかいう言葉は、要は地域間連携が図られているだろうか、あるいは

政策間連携、一つの政策に特化することなく幾つかの政策にまたがることによって

仕事をつくり、雇用を創出することになるかどうか、そして、役所の中だけで考え

ても仕方がないので、民間との連携がきちんと図られているかということを一つの

判断の基準といたしております。 

    ですから、政策間連携はいろいろな政策がございましょう、組み合わせが。ある

いは地域だって、どこの地域と連携するか、必ずしも隣接していなければいけない

というものでもございません。官民連携は当然のことでございます、そうでないと

事業として持続可能性がかなり乏しくなりますので。 

    そのあたりを判断基準といたしておるものでございまして、何か先駆というと、

非常に光り輝いて真っ先を走っているというようなイメージもございますが、その

ようなことをお願いしているわけではございません。」 

   質問者：福田昭夫（民主党） 

    「まず一つ目ですけれども、地方創生先行型交付金と地方創生加速化交付金と地

方創生推進交付金の違いと、それぞれどのような効果を期待しているのかお答えく

ださい。 

    そして二つ目は、……（以下略）。」 

   答弁者：末宗徹郎（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方

創生推進室次長） 

    「まず、第一点目の地方創生先行型交付金と加速化交付金と地方創生推進交付金

の違いについてでございますが、基本思想としましては、先行型交付金の上乗せ分

以降でございますけれども、一つ目は、成果指標とＰＤＣＡサイクルを確立させる

こと、二つ目には、地方の自主性、主体性を尊重すること、三点目には、官民協働、

地域間連携、政策間連携という観点からの先駆性のある取り組みというところは共

通をしてございます。 

    違いという意味では、まず、加速化交付金は、補正で一億総活躍社会の実現に向

けた緊急対策ということでございますので、仕事の創生に重点を置いて、なおかつ、

上乗せ交付から、さらに先駆的な取り組みを裾野を広げてレベルアップを図るとい

うところが主眼でございました。 

    新しい地方創生推進交付金につきましては、補正ではなくて本予算に位置づけを

してほしいという地方の要望を踏まえたものでございまして、なおかつ、安定的、
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継続的に支援するということから、複数年度対応で法律補助に位置づけて、今回改

正法案を提出しているというものでございます。 

    二点目でございますけれども、……（以下略）。」 

    このほか、宮本岳志氏（日本共産党）からは、会計検査院の調査において、地域

再生計画の半数も公表されておらず、そのうちの３分の１は公表の必要なしとの回

答が寄せられており、「内閣府は、地方公共団体に対して、地域のニーズを十分把

握するとともに、地方公共団体間の調整及び連携を十分に図った上で地域再生計画

の認定を申請するよう助言する。また、認定地方公共団体に対して、認定地域再生

計画については、適時に公表することが望ましいことを助言する。」と会計検査院

が指摘していることを質した（衆議院地方創生に関する特別委員会 第６号）。 

   企業版ふるさと納税について  

   衆議院本会議 第５号 2016年３月16日 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税についてお伺いをい

たします。 

    企業が好きな自治体に寄附をすれば、寄附金額の三割相当額を税額控除され、既

存の制度と合わせ、寄附額の六割分の税が軽減されるといいます。寄附を受ける自

治体にとってはありがたい話ですが、一方で税収を失う自治体も出てくることは見

逃せません。 

    今回の仕組みでは、石破大臣の地元鳥取県や私の地元群馬県の小さな町村から首

都圏の自治体に税収が移転することも起こり得ます。地方の財政力の弱い自治体に

とっては、まさに村の存亡にかかわる一大事であります。 

    石破大臣、この減収分はどうやって補填するんでしょうか。それとも放っておく

んでしょうか。 

    （中略）経済的利益を伴う寄附は今回の制度の対象外とされておりますが、水面

下で補助金や税制上の優遇などの便宜を図ることは十分予想されます。また、企業

側から自治体に、工場への接続道路を建設してくれとか、社長を名誉村民にしてく

れとか、市立大学の名誉博士号をくれとか、そういう要求があるかもしれません。 

    石破大臣、これらの便宜供与をどうやって防ぎますか。それとも認めるのでしょ

うか。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 
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    この先駆性とかいう言葉は、要は地域間連携が図られているだろうか、あるいは

政策間連携、一つの政策に特化することなく幾つかの政策にまたがることによって

仕事をつくり、雇用を創出することになるかどうか、そして、役所の中だけで考え

ても仕方がないので、民間との連携がきちんと図られているかということを一つの

判断の基準といたしております。 

    ですから、政策間連携はいろいろな政策がございましょう、組み合わせが。ある

いは地域だって、どこの地域と連携するか、必ずしも隣接していなければいけない

というものでもございません。官民連携は当然のことでございます、そうでないと

事業として持続可能性がかなり乏しくなりますので。 

    そのあたりを判断基準といたしておるものでございまして、何か先駆というと、

非常に光り輝いて真っ先を走っているというようなイメージもございますが、その

ようなことをお願いしているわけではございません。」 

   質問者：福田昭夫（民主党） 

    「まず一つ目ですけれども、地方創生先行型交付金と地方創生加速化交付金と地

方創生推進交付金の違いと、それぞれどのような効果を期待しているのかお答えく

ださい。 

    そして二つ目は、……（以下略）。」 

   答弁者：末宗徹郎（内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方

創生推進室次長） 

    「まず、第一点目の地方創生先行型交付金と加速化交付金と地方創生推進交付金

の違いについてでございますが、基本思想としましては、先行型交付金の上乗せ分

以降でございますけれども、一つ目は、成果指標とＰＤＣＡサイクルを確立させる

こと、二つ目には、地方の自主性、主体性を尊重すること、三点目には、官民協働、

地域間連携、政策間連携という観点からの先駆性のある取り組みというところは共

通をしてございます。 

    違いという意味では、まず、加速化交付金は、補正で一億総活躍社会の実現に向

けた緊急対策ということでございますので、仕事の創生に重点を置いて、なおかつ、

上乗せ交付から、さらに先駆的な取り組みを裾野を広げてレベルアップを図るとい

うところが主眼でございました。 

    新しい地方創生推進交付金につきましては、補正ではなくて本予算に位置づけを

してほしいという地方の要望を踏まえたものでございまして、なおかつ、安定的、
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進するには、実施の効果を見つつ、そのインセンティブとなる税制上の特例措置や

財政上の特例措置を追加していくなど、さらなる制度の拡充を検討していくべきで

あると考えます。石破大臣の答弁を求めます。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「（前略）生涯活躍のまち構想は、中高年齢者が希望に応じて地方や町中に移り

住み、多世代の地域住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要な

医療、介護を受けることができるコミュニティーづくりを目指す新しい取り組みで

あります。それぞれの地方公共団体において、創意工夫により、生涯活躍のまちの

具体化を図っていただきたいと考えております。 

    こうした地方公共団体の取り組みを支援いたしますため、今般の改正法案におき

まして、地方公共団体が策定する地域再生計画に生涯活躍のまち形成事業を位置づ

けました上で、事業者による手続の簡素化を行うことといたしております。 

    これとあわせまして、政府といたしましては、手引の作成などの情報支援、関係

府省から成ります生涯活躍のまち形成支援チームによる人的支援、既存の税制、財

政上の措置に加え、地方創生推進交付金によります先駆的な取り組みに対する財政

支援などの支援を行うことといたしております。 

    制度の拡充を含めたさらなる支援策につきましては、構想の具体化の過程で、生

涯活躍のまち形成支援チーム等の場におきまして課題や隘路を明らかにし、関係省

庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。」 

    なお、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会第６号（2016年４月６日）に

地域再生法の一部を改正する法律に関して修正案が提起されている。すなわち、施

行日を当初案の４月１日から「公布の日」とするものである。 

 

(２) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 

   本法改正については、石破担当大臣から「（前略）第一に、道路運送法の特例とし

て、観光客の交通手段の提供を主たる目的とした自家用有償旅客運送を、関係者が相

互の連携について協議した上で、区域会議の決定により実施できることといたしてお

ります。 

   第二に、農地法の特例として、農業委員会は、この法律の施行後五年間に限り、農

業経営を行おうとする一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することが
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    「（前略）続いて、地方創生応援税制による減収についてのお尋ねをいただきま

した。 

    地方創生応援税制は、地方交付税の不交付団体である東京都、三大都市圏の既成

市街地などに所在する不交付団体である市区町村を対象外とするなど、主として財

政力が弱く人口減少が著しい地方公共団体を支援することを狙いといたしておりま

す。 

    全国の地方公共団体が本制度を活用することにより、財政力の弱い地方圏の小規

模団体について税収が減ることも起こり得ますが、企業の本社は大都市に集中して

立地しておりますことから、主として大都市圏における減収が大きくなることと想

定をいたしております。 

    本税制による控除額は、法人住民税及び法人事業税の税額の二割を限度としてお

り、また、減収額は地方交付税の基準財政収入額に反映されますことから、交付税

の交付団体にあっては、自団体に所在する企業がほかの地方公共団体の地方創生事

業に寄附をしたとしても大きな減収にならないよう措置をいたしておるものであり

ます。 

    続いて、地方創生応援税制の見返りについてのお尋ねがございました。 

    地方創生応援税制は、志のある企業に寄附という形で地方創生プロジェクトを応

援していただくための措置でありますので、企業が寄附の見返りを要求するという

認識には立っておりませんが、お尋ねの補助金や税制上の優遇などの便宜、自社工

場への接続道路の建設などにつきましては、企業に対する経済的な利益と考えられ、

こうした寄附の代償として経済的な利益を供与する行為は不適切と考えております

ので、内閣府令においてこうした行為を禁ずる規定を置くことといたしております。

（以下略）」 

   生涯活躍のまちについて  

   衆議院本会議 第16号 2016年３月15日 

   質問者：中川康洋氏（公明党） 

    「（前略）今回の地域再生法改正の目玉の一つが、この生涯活躍のまちの制度化

であることは間違いありません。しかし、その改正内容を見ると、例えば職業安定

法、老人福祉法、介護保険法など、関係する法律の事務手続の緩和措置にとどまっ

ております。 

    中高年齢者の移住促進など、地方自治体における生涯活躍のまち制度の導入を促
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進するには、実施の効果を見つつ、そのインセンティブとなる税制上の特例措置や

財政上の特例措置を追加していくなど、さらなる制度の拡充を検討していくべきで

あると考えます。石破大臣の答弁を求めます。（以下略）」 

   答弁者：石破茂（地方創生担当大臣） 

    「（前略）生涯活躍のまち構想は、中高年齢者が希望に応じて地方や町中に移り

住み、多世代の地域住民と交流しながら、健康でアクティブな生活を送り、必要な

医療、介護を受けることができるコミュニティーづくりを目指す新しい取り組みで

あります。それぞれの地方公共団体において、創意工夫により、生涯活躍のまちの

具体化を図っていただきたいと考えております。 

    こうした地方公共団体の取り組みを支援いたしますため、今般の改正法案におき

まして、地方公共団体が策定する地域再生計画に生涯活躍のまち形成事業を位置づ

けました上で、事業者による手続の簡素化を行うことといたしております。 

    これとあわせまして、政府といたしましては、手引の作成などの情報支援、関係

府省から成ります生涯活躍のまち形成支援チームによる人的支援、既存の税制、財

政上の措置に加え、地方創生推進交付金によります先駆的な取り組みに対する財政

支援などの支援を行うことといたしております。 

    制度の拡充を含めたさらなる支援策につきましては、構想の具体化の過程で、生

涯活躍のまち形成支援チーム等の場におきまして課題や隘路を明らかにし、関係省

庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。 

    以上でございます。」 

    なお、参議院地方・消費者問題に関する特別委員会第６号（2016年４月６日）に

地域再生法の一部を改正する法律に関して修正案が提起されている。すなわち、施

行日を当初案の４月１日から「公布の日」とするものである。 

 

(２) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律 

   本法改正については、石破担当大臣から「（前略）第一に、道路運送法の特例とし

て、観光客の交通手段の提供を主たる目的とした自家用有償旅客運送を、関係者が相

互の連携について協議した上で、区域会議の決定により実施できることといたしてお

ります。 

   第二に、農地法の特例として、農業委員会は、この法律の施行後五年間に限り、農

業経営を行おうとする一定の要件を満たす法人に対し、農地の取得を許可することが
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    「（前略）続いて、地方創生応援税制による減収についてのお尋ねをいただきま

した。 

    地方創生応援税制は、地方交付税の不交付団体である東京都、三大都市圏の既成

市街地などに所在する不交付団体である市区町村を対象外とするなど、主として財

政力が弱く人口減少が著しい地方公共団体を支援することを狙いといたしておりま

す。 

    全国の地方公共団体が本制度を活用することにより、財政力の弱い地方圏の小規

模団体について税収が減ることも起こり得ますが、企業の本社は大都市に集中して

立地しておりますことから、主として大都市圏における減収が大きくなることと想

定をいたしております。 

    本税制による控除額は、法人住民税及び法人事業税の税額の二割を限度としてお

り、また、減収額は地方交付税の基準財政収入額に反映されますことから、交付税

の交付団体にあっては、自団体に所在する企業がほかの地方公共団体の地方創生事

業に寄附をしたとしても大きな減収にならないよう措置をいたしておるものであり

ます。 

    続いて、地方創生応援税制の見返りについてのお尋ねがございました。 

    地方創生応援税制は、志のある企業に寄附という形で地方創生プロジェクトを応

援していただくための措置でありますので、企業が寄附の見返りを要求するという

認識には立っておりませんが、お尋ねの補助金や税制上の優遇などの便宜、自社工

場への接続道路の建設などにつきましては、企業に対する経済的な利益と考えられ、

こうした寄附の代償として経済的な利益を供与する行為は不適切と考えております

ので、内閣府令においてこうした行為を禁ずる規定を置くことといたしております。

（以下略）」 

   生涯活躍のまちについて  

   衆議院本会議 第16号 2016年３月15日 

   質問者：中川康洋氏（公明党） 

    「（前略）今回の地域再生法改正の目玉の一つが、この生涯活躍のまちの制度化

であることは間違いありません。しかし、その改正内容を見ると、例えば職業安定

法、老人福祉法、介護保険法など、関係する法律の事務手続の緩和措置にとどまっ

ております。 

    中高年齢者の移住促進など、地方自治体における生涯活躍のまち制度の導入を促
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需要を満たすというような意見をお持ちの方も一部にはいるようであります。これ

を踏まえて質問いたします。 

    今回の制度は、交通空白地域を埋めるためということで言われておりますが、全

国でこの交通空白地域というのに該当するような地域というのは、特区以外も含め

てどの程度あるのか、どの程度の場所がいわゆる過疎地などの交通空白地域と言え

るのかということについてお伺いをしたい。 

    そして、今回の解禁を突破口として、これを全国的に全面解禁するという可能性

はないのかどうか。ないならないで、断言していただきたいと思います。宮内国土

交通大臣政務官、よろしくお願いいたします。」 

   答弁者：宮内秀樹氏（国土交通大臣政務官） 

    「今回、特例措置として新たに導入をしようとしております自家用自動車の活用

拡大につきましては、一つの市町村の区域内における訪日外国人を初めとする観光

客等の輸送を主な目的とする有償運送を、安全の確保、利用者の保護等を十分に

図った上で、自家用車により行おうとするものであります。 

    この特例につきましては、法文上、バスやタクシー事業によることが困難である

場合に限って認められるということとされております。よって、この特例における

事業は、過疎地域その他の交通が著しく不便な地域においてのみ行われるものと考

えております。この特例が認められる地域の数をあらかじめ定めるというような性

格のものではないというふうに考えております。 

    このように、今回の特例は、バスやタクシー事業によるところが困難である場合

に限って認められるということとされておることから、全国どこでも適用が認めら

れるということにはなりません。」 

   宮崎氏 

    「（前略）今法案の結果を見て、当然、これを社会実験として、この結果を見て

次の展開を考えるということなんでしょうから、あるんじゃないですかということ

も伺っておりますし、そういうこともあり得るんだから、では、どれぐらいの地域

が全国で対象になるんですか、今回の基準を満たすというような地域はどれぐらい

あるんですか、バスやタクシーを利用できないような地域はどれぐらいあるんです

か、こういうことを聞いているんですが、もう一度、端的にお願いできますか。」 

   宮内氏 

    「先ほど申し上げましたように、不便な地域、過疎地域、それに限ってのことで
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できることといたしております。 

   第三に、障害者の雇用の促進等に関する法律の特例として、障害者雇用率の通算が

可能となる組合として、事業協同組合等に加えて、中小企業者を組合員とする有限責

任事業組合を追加することといたしております。 

   第四に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特

例として、薬剤師が、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を用いて服薬指導を

行うことができることといたしております。 

   第五に、外国人観光旅客の来訪を促進するため、民間事業者と連携しつつ、空港ま

たは港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために

必要な施策を講ずることといたしております。 

   第六に、革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、臨

床研究中核病院における治験等に携わる医療関係者に対する情報の提供等を行うこと

としております。 

   第七に、アニメーション、デザインその他のクールジャパン分野の海外展開等を図

るため、当該分野の専門的知識及び技能を有する外国人が我が国において就労する機

会等を充実するための具体的な方策について、この法律の施行後一年以内を目途とし

て検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。（以下略）」との概要

説明があったが、これに対し宮崎岳志氏（民主党）は、「今回の特区法案には、大き

く三つのセンシブルな論点があるだろうというふうに思っております。一点は、株式

会社の農地保有です。次に、自家用自動車による観光客らの有償運送です。三つ目に、

いわゆる薬剤師による遠隔での服薬指導であります。」との認識が示されている。こ

こでは、さらに、道路運送法の特例と、農地法の特例に絞って、主な論点を提示する。 

   道路運送法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）自家用自動車による観光客らの有償運送についてであります。 

    これも冒頭述べたとおり、アリの一穴として用意された規制改革会議や産業競争

力会議での論点を出発点として、ある意味、全国的に展開するということを視野に

入れたものと言わざるを得ない。 

    ライドシェアというものが非常に話題になりましたけれども、政府の中にも、こ

ういうライドシェアをやって東京オリンピック・パラリンピックの外国人観光客の
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需要を満たすというような意見をお持ちの方も一部にはいるようであります。これ
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    今回の制度は、交通空白地域を埋めるためということで言われておりますが、全
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るのかということについてお伺いをしたい。 

    そして、今回の解禁を突破口として、これを全国的に全面解禁するという可能性

はないのかどうか。ないならないで、断言していただきたいと思います。宮内国土

交通大臣政務官、よろしくお願いいたします。」 

   答弁者：宮内秀樹氏（国土交通大臣政務官） 

    「今回、特例措置として新たに導入をしようとしております自家用自動車の活用

拡大につきましては、一つの市町村の区域内における訪日外国人を初めとする観光

客等の輸送を主な目的とする有償運送を、安全の確保、利用者の保護等を十分に

図った上で、自家用車により行おうとするものであります。 

    この特例につきましては、法文上、バスやタクシー事業によることが困難である

場合に限って認められるということとされております。よって、この特例における

事業は、過疎地域その他の交通が著しく不便な地域においてのみ行われるものと考

えております。この特例が認められる地域の数をあらかじめ定めるというような性

格のものではないというふうに考えております。 

    このように、今回の特例は、バスやタクシー事業によるところが困難である場合

に限って認められるということとされておることから、全国どこでも適用が認めら

れるということにはなりません。」 

   宮崎氏 

    「（前略）今法案の結果を見て、当然、これを社会実験として、この結果を見て

次の展開を考えるということなんでしょうから、あるんじゃないですかということ

も伺っておりますし、そういうこともあり得るんだから、では、どれぐらいの地域

が全国で対象になるんですか、今回の基準を満たすというような地域はどれぐらい

あるんですか、バスやタクシーを利用できないような地域はどれぐらいあるんです

か、こういうことを聞いているんですが、もう一度、端的にお願いできますか。」 

   宮内氏 

    「先ほど申し上げましたように、不便な地域、過疎地域、それに限ってのことで
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できることといたしております。 

   第三に、障害者の雇用の促進等に関する法律の特例として、障害者雇用率の通算が

可能となる組合として、事業協同組合等に加えて、中小企業者を組合員とする有限責

任事業組合を追加することといたしております。 

   第四に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特

例として、薬剤師が、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を用いて服薬指導を

行うことができることといたしております。 

   第五に、外国人観光旅客の来訪を促進するため、民間事業者と連携しつつ、空港ま

たは港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために

必要な施策を講ずることといたしております。 

   第六に、革新的な医療機器の迅速かつ効率的な開発及び実用化を促進するため、臨

床研究中核病院における治験等に携わる医療関係者に対する情報の提供等を行うこと

としております。 

   第七に、アニメーション、デザインその他のクールジャパン分野の海外展開等を図

るため、当該分野の専門的知識及び技能を有する外国人が我が国において就労する機

会等を充実するための具体的な方策について、この法律の施行後一年以内を目途とし

て検討を加え、必要な措置を講ずることといたしております。（以下略）」との概要

説明があったが、これに対し宮崎岳志氏（民主党）は、「今回の特区法案には、大き

く三つのセンシブルな論点があるだろうというふうに思っております。一点は、株式

会社の農地保有です。次に、自家用自動車による観光客らの有償運送です。三つ目に、

いわゆる薬剤師による遠隔での服薬指導であります。」との認識が示されている。こ

こでは、さらに、道路運送法の特例と、農地法の特例に絞って、主な論点を提示する。 

   道路運送法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）自家用自動車による観光客らの有償運送についてであります。 

    これも冒頭述べたとおり、アリの一穴として用意された規制改革会議や産業競争

力会議での論点を出発点として、ある意味、全国的に展開するということを視野に

入れたものと言わざるを得ない。 

    ライドシェアというものが非常に話題になりましたけれども、政府の中にも、こ

ういうライドシェアをやって東京オリンピック・パラリンピックの外国人観光客の
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なことがありますから、帰りに運転代行で送ってもらうというケースが大変多いん

です。 

    そうすると、代行業者はたくさんいます、その中には、例えば夫婦代行といって、

旦那さんと奥さんの二人で代行を営業しているような、本当に個人営業の弱小な業

者さんがいっぱいあります。昼間は別のお仕事をしていて、夜、副業として運転代

行をやっているような方々もたくさんいるんですよ。しかし、その方々も二種免許

を取っているんですよ。つまり、これは取れるんですよ。取れるものを取らせない

というのもおかしいんじゃないかというふうに思います。」 

   農地法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）株式会社の農地保有について伺います。 

    これまで、農地所有適格法人という要件に当てはまらなければ土地を保有できな

かったというものでありますが、今回は、この特区の対象地域であれば株式会社が

農地を持てる、こういう仕切りになっております。 

    今回の解禁を突破口として、全国的に株式会社の土地解禁を進めるということに

なり得る可能性はあるのかどうか、あるいはならないというふうにこれは断言でき

るのかどうかを農水省に伺いたいと思います。」 

   答弁者：加藤寛治氏（農林水産大臣政務官） 

    「（前略）今回、国家戦略特区で企業の農地所有を認める特例を講じることとし

ておりますが、これはあくまでも試験的に行うものでございます。 

    具体的には、企業が農地として利用しなくなった場合の確実な原状回復措置を講

じた上で、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす地方公共団体に限定をしまし

て、また、期間も五年間ということに限定をして実施することといたしております。 

    法案が成立をしたとしましても、五年間の期間が経過した後はこの特例もなくな

るわけでありますが、その後の取り扱いについては、現時点では何も決まっていな

いということでございます。」 

   宮崎氏 

    「（前略）ですので、今制度のニーズはどこにあるのかということ、これを農水

省の方からお答え願えますでしょうか。」 

   加藤氏 
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ございますので、これから新たに幾つの地域を指定するかというような想定ではあ

りません。 

    現在あるところのルールに基づく交通空白地域ということで、現在やっておる自

家用有償旅客輸送についてなんですけれども、現在は四百二十四市町村が実施をし

ておりまして、これらのところはどういう状況になってこういうことになっている

かといいますと、例えば、電車が廃線になりました、その後は路線バスになりまし

た、また、路線バスでやったけれども、なかなか使用する人は少ないというような

こともあって路線バス自体が廃止になったようなところで、こういうようなタク

シーを使っての輸送ということになっておる、これが四百二十四地域になっておる

ということでございます。」 

   宮崎氏 

    「四百二十四市町村といいますと、やはり全国の中で四分の一ぐらいですね、二

五％前後、もちろんこれは住民に限ってのことでありますが、こういう仕組みは既

に導入されているということであります。 

    そうしますと、こういったものが全面解禁されるということになりますと、公共

交通の根幹を揺るがすことになるんじゃないかというふうに私は思います。 

    それで、もちろん、地域でバスがない、タクシーがない、そういう地域もあるで

しょう、しかし、例えば、タクシーに公的な補助を行うとか、市町村が委託を行う

とか、デマンドバスを使うとか、あるいはどうしてもできないところは無償運送で

対応するとか、そういうやり方は幾らでもあるんじゃないかというふうに思うんで

すね。 

    かつ、例えば、今回の仕組みもそうなんですが、もともとこの自家用自動車によ

る有償運送は、第二種運転免許の取得を義務づけていない、これは非常に問題であ

るというふうに私は思います。 

    第二種免許というのは、昔は難しくて、多くの方が取れるものではなかったんで

す。しかし、その後、解禁をされて、解禁というか緩和をされて、ある意味、昔に

比べれば非常に取得が容易になりました。これは、運転代行という職種がグレー

ゾーンじゃないかという話がありまして、これをグレーからホワイトにしていく過

程で、二種免許を教習所で取れるようにしたわけです。 

    私の地元なんかは、公共交通が貧弱だと言われています群馬県ですが、自家用車

を持っている人が非常に多い。お酒を飲みに行くにも車を運転して行くというよう
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なことがありますから、帰りに運転代行で送ってもらうというケースが大変多いん
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旦那さんと奥さんの二人で代行を営業しているような、本当に個人営業の弱小な業

者さんがいっぱいあります。昼間は別のお仕事をしていて、夜、副業として運転代

行をやっているような方々もたくさんいるんですよ。しかし、その方々も二種免許

を取っているんですよ。つまり、これは取れるんですよ。取れるものを取らせない

というのもおかしいんじゃないかというふうに思います。」 

   農地法の特例について  

   衆議院地方創生に関する特別委員会第11号 

   質問者：宮崎岳志氏（民主党） 

    「（前略）株式会社の農地保有について伺います。 

    これまで、農地所有適格法人という要件に当てはまらなければ土地を保有できな

かったというものでありますが、今回は、この特区の対象地域であれば株式会社が

農地を持てる、こういう仕切りになっております。 

    今回の解禁を突破口として、全国的に株式会社の土地解禁を進めるということに

なり得る可能性はあるのかどうか、あるいはならないというふうにこれは断言でき

るのかどうかを農水省に伺いたいと思います。」 

   答弁者：加藤寛治氏（農林水産大臣政務官） 

    「（前略）今回、国家戦略特区で企業の農地所有を認める特例を講じることとし

ておりますが、これはあくまでも試験的に行うものでございます。 
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    「（前略）ですので、今制度のニーズはどこにあるのかということ、これを農水

省の方からお答え願えますでしょうか。」 

   加藤氏 
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ございますので、これから新たに幾つの地域を指定するかというような想定ではあ

りません。 
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た、また、路線バスでやったけれども、なかなか使用する人は少ないというような

こともあって路線バス自体が廃止になったようなところで、こういうようなタク

シーを使っての輸送ということになっておる、これが四百二十四地域になっておる

ということでございます。」 

   宮崎氏 

    「四百二十四市町村といいますと、やはり全国の中で四分の一ぐらいですね、二

五％前後、もちろんこれは住民に限ってのことでありますが、こういう仕組みは既

に導入されているということであります。 

    そうしますと、こういったものが全面解禁されるということになりますと、公共

交通の根幹を揺るがすことになるんじゃないかというふうに私は思います。 

    それで、もちろん、地域でバスがない、タクシーがない、そういう地域もあるで

しょう、しかし、例えば、タクシーに公的な補助を行うとか、市町村が委託を行う

とか、デマンドバスを使うとか、あるいはどうしてもできないところは無償運送で

対応するとか、そういうやり方は幾らでもあるんじゃないかというふうに思うんで

すね。 

    かつ、例えば、今回の仕組みもそうなんですが、もともとこの自家用自動車によ

る有償運送は、第二種運転免許の取得を義務づけていない、これは非常に問題であ

るというふうに私は思います。 

    第二種免許というのは、昔は難しくて、多くの方が取れるものではなかったんで

す。しかし、その後、解禁をされて、解禁というか緩和をされて、ある意味、昔に

比べれば非常に取得が容易になりました。これは、運転代行という職種がグレー

ゾーンじゃないかという話がありまして、これをグレーからホワイトにしていく過

程で、二種免許を教習所で取れるようにしたわけです。 

    私の地元なんかは、公共交通が貧弱だと言われています群馬県ですが、自家用車

を持っている人が非常に多い。お酒を飲みに行くにも車を運転して行くというよう
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減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該

地方公共団体の住民に必要以上の負担とならないよう配慮すること。 

    四 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業については、あくまでバ

ス・タクシー等が極端に不足している地域における観光客等の移動の利便性の

確保が目的であり、同制度の全国での実施や、いわゆる「ライドシェア」の導

入は認めないこと。 

    五 自家用自動車による有償運送において、観光客等を対象にする場合には、運

転者に第二種運転免許の取得者を充てるなど、安全の確保に万全を期すること。

併せて、運転者や乗客が犯罪に巻き込まれないよう、タクシー事業者に準じた

対策を講ずること。 

    六 過疎地等において移動手段の確保を図るに当たっては、自家用自動車による

有償運送はあくまで特例であることに鑑み、バス・タクシー等の一般旅客自動

車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委託など、バス・タクシー等

の活用についても併せて取り組むこと。 

    七 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業は、あくまで非営利を前提

に特例として認められる点に鑑み、バス・タクシー等の既存の有償運送事業者

で対応可能な場合にはこれを認めないこと。また、事業の実施に当たっては、

バス・タクシー等の既存の有償運送事業者との協議を十分に行うべく努めるこ

と。さらに、自家用自動車による有償運送が、いわゆる白タク行為となること

を防ぐ観点から、事実上の営利事業とならないよう万全の対策を講ずること。 

    八 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、薬剤師によ

る服薬指導が対面を原則としていることに鑑み、あくまで離島や過疎地など、

対面での服薬指導が困難な地域に限定し、これらの地域要件を外した全国展開

を前提としないこと。」 

 

 

 3. 本法改正の地方自治体への影響 
 

 以上のような経緯を経て実現した法改正であるが、当然、地方自治体の行財政運営に少

なからず影響をもたらすものである。両法改正により明らかになっているのは、「地方創

生」のスローガンのもとに地方自治体がより厳しい競争環境に置かれ、かつ、競争条件が
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    「今回の国家戦略特区における企業による農地所有の特例におきましては、特例

を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表をすることとし

ております。企業に具体的にどういった所有のニーズがあるかを見きわめるととも

に、また今回の試験的事業の目的と考えておるところでございます。 

    なお、今回の特例を用いて農地の権利を取得する場合においても、企業は、農地

法第３条第２項第１号の要件を満たす必要がございます。また、企業は、取得する

農地の全てを効率的に利用して耕作または養畜の事業を行わなければならないとさ

れておるところでございます。 

    そしてまた、今回の特区における特例措置においても、許可をするのは、企業が

地方公共団体から農地の所有権を取得する場合に限定をして、企業が農地を適正に

利用しない場合には、農地の所有権を企業から地方公共団体に移転する旨の書面契

約の締結を義務づけておるところでございます。 

    こうしたことから、企業が農地転用や転売しようとするなど問題があった場合に

は、地方公共団体が所有権を取り戻して、確実に原状回復できることとなっている

ところでございます。 

    したがって、今回の特例は、御懸念の不耕作目的の農地取得を防止できるものと

考えておるところでございます。」 

    採決に先立ち、山口俊一氏等３名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公

明党及びおおさか維新の会の４派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提

起され、採択されている。附帯決議の内容は、以下の通りである。 

    「政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺

憾なきを期すべきである。 

    一 法人農地取得事業の実施に当たっては、この制度が担い手不足や耕作放棄が

深刻な地域の農業の活性化を目的としていることに鑑み、この目的から逸脱し

た全国展開を前提としないこと。また、本法に基づく対象地域を検討するに当

たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討する

こと。 

    二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売

又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。 

    三 株式会社の農地所有を認めた後、目的外使用等を理由に農地等の所有権を特

定地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽

－ 54 －



 

－ 19 － 

 

減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当該

地方公共団体の住民に必要以上の負担とならないよう配慮すること。 

    四 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業については、あくまでバ

ス・タクシー等が極端に不足している地域における観光客等の移動の利便性の

確保が目的であり、同制度の全国での実施や、いわゆる「ライドシェア」の導

入は認めないこと。 

    五 自家用自動車による有償運送において、観光客等を対象にする場合には、運

転者に第二種運転免許の取得者を充てるなど、安全の確保に万全を期すること。

併せて、運転者や乗客が犯罪に巻き込まれないよう、タクシー事業者に準じた

対策を講ずること。 

    六 過疎地等において移動手段の確保を図るに当たっては、自家用自動車による

有償運送はあくまで特例であることに鑑み、バス・タクシー等の一般旅客自動

車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委託など、バス・タクシー等

の活用についても併せて取り組むこと。 

    七 国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業は、あくまで非営利を前提

に特例として認められる点に鑑み、バス・タクシー等の既存の有償運送事業者

で対応可能な場合にはこれを認めないこと。また、事業の実施に当たっては、

バス・タクシー等の既存の有償運送事業者との協議を十分に行うべく努めるこ

と。さらに、自家用自動車による有償運送が、いわゆる白タク行為となること

を防ぐ観点から、事実上の営利事業とならないよう万全の対策を講ずること。 

    八 国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業の実施に当たっては、薬剤師によ

る服薬指導が対面を原則としていることに鑑み、あくまで離島や過疎地など、

対面での服薬指導が困難な地域に限定し、これらの地域要件を外した全国展開

を前提としないこと。」 

 

 

 3. 本法改正の地方自治体への影響 
 

 以上のような経緯を経て実現した法改正であるが、当然、地方自治体の行財政運営に少

なからず影響をもたらすものである。両法改正により明らかになっているのは、「地方創

生」のスローガンのもとに地方自治体がより厳しい競争環境に置かれ、かつ、競争条件が
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を受ける個々の企業が所有権の取得を必要とする理由について公表をすることとし

ております。企業に具体的にどういった所有のニーズがあるかを見きわめるととも

に、また今回の試験的事業の目的と考えておるところでございます。 
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は、地方公共団体が所有権を取り戻して、確実に原状回復できることとなっている

ところでございます。 

    したがって、今回の特例は、御懸念の不耕作目的の農地取得を防止できるものと

考えておるところでございます。」 

    採決に先立ち、山口俊一氏等３名から、自由民主党、民進党・無所属クラブ、公

明党及びおおさか維新の会の４派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提

起され、採択されている。附帯決議の内容は、以下の通りである。 

    「政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用等について遺

憾なきを期すべきである。 

    一 法人農地取得事業の実施に当たっては、この制度が担い手不足や耕作放棄が

深刻な地域の農業の活性化を目的としていることに鑑み、この目的から逸脱し

た全国展開を前提としないこと。また、本法に基づく対象地域を検討するに当

たっては、当該地域の農業経営及び農地の利用状況等について慎重に検討する

こと。 

    二 株式会社の農地所有を認めるに当たっては、当該農地等が目的外使用、転売

又は開発行為等により荒廃すること等のないよう十分に配慮すること。 

    三 株式会社の農地所有を認めた後、目的外使用等を理由に農地等の所有権を特

定地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住民の負担を軽
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あると思われることから、事業者との協力関係を重視する結果、事業者が参入しやすい事

業の優先順位が上がる可能性が指摘できる。 

 「先導的な取組」という点で言及しておく必要があると思われるのは、地方交付税制度

において導入された「トップランナー方式」である。トップランナー方式は、総務省自治

財政局財政課「平成28年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」

（2016年１月28日）によれば、「歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるよ

うなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取組」とされているが、この方

式を最初に提起した経済財政諮問会議民間議員の論点整理においては、「交付税の単位費

用を計画期間内に低コスト団体に合わせる仕組み」（2015年６月１日）と説明されている。 

 「先導的な取組」と「他団体のモデルとなるようなもの」という似通った表現によって、

全く意味の違うものに対する理解をゆがめている可能性がある。そもそも、「トップラン

ナー方式」という家電等の省エネルギー目標に関する指標を地方交付税に持ち込んだこと

自体、用語の「誤用」であるが、諮問会議からの提起を受けて総務省が自治体に発出した

文書では、「低コスト」を「歳出効率化に向けた業務改革」といい換え、「他団体のモデ

ルとなるようなもの」という表現を付け加えることによって「トップランナー方式」につ

いて創生推進交付金と同様にそれに取り組むことによって地方交付税が増える（逆に、取

り組まなければ地方交付税が減る）との誤解が広まっている可能性もある。 

 そもそも、「先導的」な事業とは何かがきわめてあいまいである。図表１にあるように、

地方創生の深化に向けた「官民協働、地域間連携、政策間連携による先駆的な事業、先駆

的・優良事例の横展開を図る事業、既存事業の隘路を発見し打開する事業」とされている

が、「先導的」や「先駆的」という抽象的な表現が目立つうえに、「横展開」が前提とな

れば、「地域の実情に応じ」ることが後景に退くことになるのではないか。 

 企業版ふるさと納税については、地域や普通交付税の交付状況によって対象となる自治

体を選別していること自体が、寄附であるふるさと納税の考え方にそぐわない。企業から

地域再生のための原資を得る取組であれば、廃止となった復興特別法人税の復活や寄附税

制の拡充が本来の姿であろう。また、計画の策定主体を「三大都市圏の既成市街地等に所

在する不交付団体の市区町村を除く」としてあるが、交付団体であれば、大都市圏も含ん

でよいか、圏外であれば、不交付団体も対象とすべきかについては、議論が不足していた

ように思われる。 

 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであることが求められているが、企業版ふ

るさと納税の制度そのものが、寄附をすることによって企業のイメージアップが図れると
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必ずしも同一ではないという点ではないかと思われる。 

 この点について、本法改正以外にも言及しながら検討したい。 

 地域再生法の改正において、特に、地方創生推進交付金、企業版ふるさと納税に関して

は、端的に自治体間競争を強調するものであるが、前者に関しては、地方版総合戦略に記

載された事業であることが条件となり、そのうえで、地域再生計画の認定を受ける必要が

あるものである。そもそも、まち・ひと・しごと創生法における地方版総合戦略は、同法

において努力義務とし、策定に際しても交付金等で誘導することによって、結果としてほ

とんど全ての自治体において策定されたものである。そして、策定した地方自治体にその

中の施策の「先導性」を競わせる形での地域再生計画の策定を求め、政府による認定に

よって交付金の交付先が決定されるとすれば、同法第４条に規定される「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」という自治体の責務、とりわけ、「区域の実情に応じた自主的な施策」の策

定・実施に資する制度といえるかが課題となる。特に、質疑にも若干触れられていたが、

「先導性のある取組」で重視されるのが、官民連携、地域間連携、政策間連携という観点

であることに留意する必要がある(４)。これらは、いずれもまち・ひと・しごと創生法第

２条の基本理念と関連している。たとえば、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」、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。」等がそれである。地域の

実情に応じたものであることに触れてはいるが、やはり、事業者との協力関係や、国、他

の自治体、事業者との連携関係が重視されている。都市部から離れた地域において地理的

にも近く同様の実情である自治体相互で連携しても人材や財源に限界があるという場合に

は、事業者への期待を高めざるを得ない。一方で、事業者にとって最大化すべきは利潤で

                                                                                 

(４) 国会の質疑において取り上げられたのは、「先導的な」事業と認められるために求められて

いる「先駆的な」事業である。いずれにせよ、官民連携、地域間連携、政策間連携をどのよう

な指標で評価するかが明示されておらず、ＫＰＩの認定やＰＤＣＡサイクルの徹底が求められ

る中、問題が多いと思われる。 
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あると思われることから、事業者との協力関係を重視する結果、事業者が参入しやすい事

業の優先順位が上がる可能性が指摘できる。 

 「先導的な取組」という点で言及しておく必要があると思われるのは、地方交付税制度

において導入された「トップランナー方式」である。トップランナー方式は、総務省自治

財政局財政課「平成28年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」

（2016年１月28日）によれば、「歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるよ

うなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取組」とされているが、この方

式を最初に提起した経済財政諮問会議民間議員の論点整理においては、「交付税の単位費

用を計画期間内に低コスト団体に合わせる仕組み」（2015年６月１日）と説明されている。 

 「先導的な取組」と「他団体のモデルとなるようなもの」という似通った表現によって、

全く意味の違うものに対する理解をゆがめている可能性がある。そもそも、「トップラン

ナー方式」という家電等の省エネルギー目標に関する指標を地方交付税に持ち込んだこと

自体、用語の「誤用」であるが、諮問会議からの提起を受けて総務省が自治体に発出した

文書では、「低コスト」を「歳出効率化に向けた業務改革」といい換え、「他団体のモデ

ルとなるようなもの」という表現を付け加えることによって「トップランナー方式」につ

いて創生推進交付金と同様にそれに取り組むことによって地方交付税が増える（逆に、取

り組まなければ地方交付税が減る）との誤解が広まっている可能性もある。 

 そもそも、「先導的」な事業とは何かがきわめてあいまいである。図表１にあるように、

地方創生の深化に向けた「官民協働、地域間連携、政策間連携による先駆的な事業、先駆

的・優良事例の横展開を図る事業、既存事業の隘路を発見し打開する事業」とされている

が、「先導的」や「先駆的」という抽象的な表現が目立つうえに、「横展開」が前提とな

れば、「地域の実情に応じ」ることが後景に退くことになるのではないか。 

 企業版ふるさと納税については、地域や普通交付税の交付状況によって対象となる自治

体を選別していること自体が、寄附であるふるさと納税の考え方にそぐわない。企業から

地域再生のための原資を得る取組であれば、廃止となった復興特別法人税の復活や寄附税

制の拡充が本来の姿であろう。また、計画の策定主体を「三大都市圏の既成市街地等に所

在する不交付団体の市区町村を除く」としてあるが、交付団体であれば、大都市圏も含ん

でよいか、圏外であれば、不交付団体も対象とすべきかについては、議論が不足していた

ように思われる。 

 寄附の代償として経済的利益を伴わないものであることが求められているが、企業版ふ

るさと納税の制度そのものが、寄附をすることによって企業のイメージアップが図れると
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必ずしも同一ではないという点ではないかと思われる。 

 この点について、本法改正以外にも言及しながら検討したい。 

 地域再生法の改正において、特に、地方創生推進交付金、企業版ふるさと納税に関して

は、端的に自治体間競争を強調するものであるが、前者に関しては、地方版総合戦略に記

載された事業であることが条件となり、そのうえで、地域再生計画の認定を受ける必要が

あるものである。そもそも、まち・ひと・しごと創生法における地方版総合戦略は、同法

において努力義務とし、策定に際しても交付金等で誘導することによって、結果としてほ

とんど全ての自治体において策定されたものである。そして、策定した地方自治体にその

中の施策の「先導性」を競わせる形での地域再生計画の策定を求め、政府による認定に

よって交付金の交付先が決定されるとすれば、同法第４条に規定される「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」という自治体の責務、とりわけ、「区域の実情に応じた自主的な施策」の策

定・実施に資する制度といえるかが課題となる。特に、質疑にも若干触れられていたが、

「先導性のある取組」で重視されるのが、官民連携、地域間連携、政策間連携という観点

であることに留意する必要がある(４)。これらは、いずれもまち・ひと・しごと創生法第

２条の基本理念と関連している。たとえば、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」、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。」等がそれである。地域の

実情に応じたものであることに触れてはいるが、やはり、事業者との協力関係や、国、他

の自治体、事業者との連携関係が重視されている。都市部から離れた地域において地理的

にも近く同様の実情である自治体相互で連携しても人材や財源に限界があるという場合に

は、事業者への期待を高めざるを得ない。一方で、事業者にとって最大化すべきは利潤で

                                                                                 

(４) 国会の質疑において取り上げられたのは、「先導的な」事業と認められるために求められて

いる「先駆的な」事業である。いずれにせよ、官民連携、地域間連携、政策間連携をどのよう

な指標で評価するかが明示されておらず、ＫＰＩの認定やＰＤＣＡサイクルの徹底が求められ

る中、問題が多いと思われる。 
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るものは、現時点で３事業であるが、構想が具体化するにつれて増えていく可能性が考え

られる。 

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律については、附帯決議に掲げられた７項目中

６項目までが道路運送法の特例と農地法の特例に関するものであったことからも、両者が

国会においても重視されていたことがわかる。 

 前者は、市町村も国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の当事者として事業

を行うことができることから、自治体にとっては、新たな事業の可能性が広がるところで

もあったが、自治体を当事者とする事業展開に関する議論が国会審議で見受けられなかっ

た。いわゆる交通空白地について、どのような観点からアプローチしていくかについては、

地方自治体の積極的な関与が不可欠となると思われる。特に、附帯決議にも述べられてい

る「バス・タクシー等の一般旅客自動車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委

託など、バス・タクシー等の活用」にどのように取り組むかが重要な課題であると思われ

る。 

 今回の自家用自動車の活用拡大の目的は、「過疎地域等における訪日外国人を始めとす

る観光客を中心とした運送需要に対応するため」とされている。官公庁が2016年に実施し

た「訪日外国人旅行者の国内における受け入れ環境整備に関するアンケート」によれば、

旅行中困ったこと（複数回答）では、施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれな

い（32.9％）、無料公衆無線ＬＡＮ環境（28.7％）、多言語表示の少なさ・わかりにくさ

（23.6％）と続き、公共交通の利用という回答は４番目、18.4％であった(７)。調査地点

が国際空港等で行われているため、必ずしも過疎地における訪日外国人の意向を直接反映

したものとはいえないが、特別区域において自家用自動車の活用を拡大したとしてもコ

ミュニケーション等の問題が残り、また、そのような人材をいかに確保するかが課題とな

るだろう。さらに、過疎地における訪日外国人に関するデータが少なく、どの程度のニー

ズが見込まれているかも判然としない。 

 むしろ、過疎地において問題なのは、高齢化した住民の日常の移動を支える仕組みであ

ると思われる。この課題について、自家用自動車の活用拡大でどこまで対応できるかにつ

いては未知数であると思われる。 

 後者は、農地を取得しようとする企業に対して、農地所有適格法人となることを不要と

                                                                                 

(７) 最も困ったこと（単回答）においても、回答が多かった順は変わらず、スタッフとのコミュ

ニケーション（28.9％）、無線ＬＡＮ（18.5％）、多言語表示（13.3％）、公共交通（11.1％）

となっている。 
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いうメリットが広報されているとおり、間接的に経済的利益を意図しているものにほかな

らない(５)。 

 生涯活躍のまちについては、日本版ＣＣＲＣからの名称変更の経緯など具体的な議論が

少ない。さらに、先行して実施されている自治体の取組もまちまちであると思われる。そ

の中で事業者の手続きの簡素化が実行されることによって、当該事業を検討している自治

体にとっては、事業者を呼び込めるか否かの競争に突入することになりかねない。 

 日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議による「『生涯活躍のまち』構想（最終報告）」によれ

ば、「生涯活躍のまち」構想は、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地

方や『まちなか』に移り住み、地域住民や他世代と交流しながら健康でアクティブな生活

を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくり」を目指すもの

である、とされている。そして、この構想の意義は、①高齢者の希望の実現、②地方への

ひとの流れの推進、③東京圏の高齢化問題への対応が挙げられている。しかし、①に関し

て、内閣官房の意向調査によれば、東京都在住者のうち地方へ移住する予定又は移住を検

討したいと考えている人は、50代男性50.8％、女性34.2％、60代男性36.7％、女性28.3％

となっている。この結果について、当該最終報告では、「新しい暮らし方や住み方を求め

て移住し、（中略）という希望が強い」としているが、「検討したい」も含めて50代男性

のみがかろうじて過半となるという結果から希望の強さを読み取るのはやや無理があるよ

うに思われる。むしろ、「生涯活躍のまち」を標榜するならば、生まれたまちで「活躍」

し続けられることが本来の姿ではないかと思われる。 

 図表３によると、2015年11月現在で263の地方公共団体がこれを推進する意向であるこ

とが示されているが、これは、前回の調査よりは3.4ポイント増加しているものの、「推

進したいという意向はない」は199団体から426団体へと12.7ポイント増加しており、「今

後考える」とした団体が、推進しないことを結論づけた方が上回っている(６)。 

 この調査では、推進に当たっての課題や必要となる支援策についても調査しているが、

多く寄せられた課題（複数回答）は、財政支援（23.4％）、医療・介護費負担支援

（16.0％）、医療・介護人材の確保（11.8％）、施設整備費支援（11.0％）と財源面の負

担が課題となっている。企業版ふるさと納税の対象事業として生涯活躍のまちを掲げてい

                                                                                 

(５) 内閣府地方創生推進事務局「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引き ― 企

業の力で地方創生 ― 」（2017年４月）参照。 

(６) 内閣官房「『生涯活躍のまち』構想に関する意向等調査結果（概要）」参照。なお、未回答

の地方自治体は、推進したい意向がないものとして集計されている。 
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るものは、現時点で３事業であるが、構想が具体化するにつれて増えていく可能性が考え

られる。 

 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律については、附帯決議に掲げられた７項目中

６項目までが道路運送法の特例と農地法の特例に関するものであったことからも、両者が

国会においても重視されていたことがわかる。 

 前者は、市町村も国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業の当事者として事業

を行うことができることから、自治体にとっては、新たな事業の可能性が広がるところで

もあったが、自治体を当事者とする事業展開に関する議論が国会審議で見受けられなかっ

た。いわゆる交通空白地について、どのような観点からアプローチしていくかについては、

地方自治体の積極的な関与が不可欠となると思われる。特に、附帯決議にも述べられてい

る「バス・タクシー等の一般旅客自動車運送事業の振興や、それらへの公的補助、業務委

託など、バス・タクシー等の活用」にどのように取り組むかが重要な課題であると思われ

る。 

 今回の自家用自動車の活用拡大の目的は、「過疎地域等における訪日外国人を始めとす

る観光客を中心とした運送需要に対応するため」とされている。官公庁が2016年に実施し

た「訪日外国人旅行者の国内における受け入れ環境整備に関するアンケート」によれば、

旅行中困ったこと（複数回答）では、施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれな

い（32.9％）、無料公衆無線ＬＡＮ環境（28.7％）、多言語表示の少なさ・わかりにくさ

（23.6％）と続き、公共交通の利用という回答は４番目、18.4％であった(７)。調査地点

が国際空港等で行われているため、必ずしも過疎地における訪日外国人の意向を直接反映

したものとはいえないが、特別区域において自家用自動車の活用を拡大したとしてもコ

ミュニケーション等の問題が残り、また、そのような人材をいかに確保するかが課題とな

るだろう。さらに、過疎地における訪日外国人に関するデータが少なく、どの程度のニー

ズが見込まれているかも判然としない。 

 むしろ、過疎地において問題なのは、高齢化した住民の日常の移動を支える仕組みであ

ると思われる。この課題について、自家用自動車の活用拡大でどこまで対応できるかにつ

いては未知数であると思われる。 

 後者は、農地を取得しようとする企業に対して、農地所有適格法人となることを不要と

                                                                                 

(７) 最も困ったこと（単回答）においても、回答が多かった順は変わらず、スタッフとのコミュ

ニケーション（28.9％）、無線ＬＡＮ（18.5％）、多言語表示（13.3％）、公共交通（11.1％）

となっている。 
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いうメリットが広報されているとおり、間接的に経済的利益を意図しているものにほかな

らない(５)。 

 生涯活躍のまちについては、日本版ＣＣＲＣからの名称変更の経緯など具体的な議論が

少ない。さらに、先行して実施されている自治体の取組もまちまちであると思われる。そ

の中で事業者の手続きの簡素化が実行されることによって、当該事業を検討している自治

体にとっては、事業者を呼び込めるか否かの競争に突入することになりかねない。 

 日本版ＣＣＲＣ構想有識者会議による「『生涯活躍のまち』構想（最終報告）」によれ

ば、「生涯活躍のまち」構想は、「東京圏をはじめとする地域の高齢者が、希望に応じ地

方や『まちなか』に移り住み、地域住民や他世代と交流しながら健康でアクティブな生活

を送り、必要に応じて医療・介護を受けることができるような地域づくり」を目指すもの

である、とされている。そして、この構想の意義は、①高齢者の希望の実現、②地方への

ひとの流れの推進、③東京圏の高齢化問題への対応が挙げられている。しかし、①に関し

て、内閣官房の意向調査によれば、東京都在住者のうち地方へ移住する予定又は移住を検

討したいと考えている人は、50代男性50.8％、女性34.2％、60代男性36.7％、女性28.3％

となっている。この結果について、当該最終報告では、「新しい暮らし方や住み方を求め

て移住し、（中略）という希望が強い」としているが、「検討したい」も含めて50代男性

のみがかろうじて過半となるという結果から希望の強さを読み取るのはやや無理があるよ

うに思われる。むしろ、「生涯活躍のまち」を標榜するならば、生まれたまちで「活躍」

し続けられることが本来の姿ではないかと思われる。 

 図表３によると、2015年11月現在で263の地方公共団体がこれを推進する意向であるこ

とが示されているが、これは、前回の調査よりは3.4ポイント増加しているものの、「推

進したいという意向はない」は199団体から426団体へと12.7ポイント増加しており、「今

後考える」とした団体が、推進しないことを結論づけた方が上回っている(６)。 

 この調査では、推進に当たっての課題や必要となる支援策についても調査しているが、

多く寄せられた課題（複数回答）は、財政支援（23.4％）、医療・介護費負担支援

（16.0％）、医療・介護人材の確保（11.8％）、施設整備費支援（11.0％）と財源面の負

担が課題となっている。企業版ふるさと納税の対象事業として生涯活躍のまちを掲げてい

                                                                                 

(５) 内閣府地方創生推進事務局「地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）活用の手引き ― 企

業の力で地方創生 ― 」（2017年４月）参照。 

(６) 内閣官房「『生涯活躍のまち』構想に関する意向等調査結果（概要）」参照。なお、未回答

の地方自治体は、推進したい意向がないものとして集計されている。 
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する緩和措置とみてよい。しかも、５年間に限るものの、期間終了後の方針は未定、また、

どのような企業のニーズが存在しているかさえ明確でないことが国会の審議を通して明ら

かになった。 

 さらに、附帯決議に目をやると、「株式会社の農地所有を認めた後、目的外使用等を理

由に農地等の所有権を特定地方公共団体に移転するに当たっては、当該地方公共団体は住

民の負担を軽減するよう努め、売買による場合においては適切な価格で取得するなど、当

該地方公共団体の住民に必要以上の負担とならないよう配慮する」とあり、仮に、目的外

使用があり地方自治体に所有権を移す場合でも、農地所有者となった企業に対価を支払う

可能性があることが示されている。これでは、転用することで利益を生む可能性がある農

地についての「青田買い」が行われる可能性が排除されず、農業生産の増大につながる可

能性はきわめて低いうえに、取得企業の動向によっては、当該農地を自治体が有償で取得

しなければならないリスクを負うことになるのではないかと思われる。 

 農地の流動化に関する規制緩和は、農業委員会の関与を弱めること等により推進されて

きたが、これによる農地や農業生産の拡大に関する検証が必要であると思われる。今回の

規制緩和は、現状中山間農業改革特別区域に指定されている兵庫県養父市に対する適用が

想定されているものと思われるが、成果が上がっているためにそれをさらに加速する措置

としての規制緩和なのか、想定ほどに農地の流動化が進まず、さらに企業に参入しやすく

するための措置かによって評価も変わってくるものと思われる。 

 附帯決議に目をやると、全国化を前提としない旨の記述が目立つ。そもそも、「国家戦

略特区において措置された規制の特例措置は、その実施状況等について適切な評価を行い、

当該評価に基づき、その成果を全国に広げていくことが必要である」（国家戦略特別区域

基本方針）ので、全国化を前提としないのであれば、特区にそぐわないという視点が欠け

ているように思われる。 

 以上を要するに、地方創生の「深化」に資するために両法の改正が行われたものである

と思われるが、地方創生に焦点を当てるあまり本来の政策目的がずれているのではないか

と思われる。すなわち、移住を前提とした「生涯活躍のまち」や、訪日外国人のための過

疎地における自家用自動車の活用拡大などがそれである。 

 近年の「経済財政運営と改革の基本方針」等をみると、「エビデンス」や「見える化」

が求められるが、それらに基づく法改正であったといえるか疑問が残る。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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使用があり地方自治体に所有権を移す場合でも、農地所有者となった企業に対価を支払う
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規制緩和は、現状中山間農業改革特別区域に指定されている兵庫県養父市に対する適用が

想定されているものと思われるが、成果が上がっているためにそれをさらに加速する措置

としての規制緩和なのか、想定ほどに農地の流動化が進まず、さらに企業に参入しやすく

するための措置かによって評価も変わってくるものと思われる。 

 附帯決議に目をやると、全国化を前提としない旨の記述が目立つ。そもそも、「国家戦

略特区において措置された規制の特例措置は、その実施状況等について適切な評価を行い、

当該評価に基づき、その成果を全国に広げていくことが必要である」（国家戦略特別区域

基本方針）ので、全国化を前提としないのであれば、特区にそぐわないという視点が欠け

ているように思われる。 

 以上を要するに、地方創生の「深化」に資するために両法の改正が行われたものである

と思われるが、地方創生に焦点を当てるあまり本来の政策目的がずれているのではないか

と思われる。すなわち、移住を前提とした「生涯活躍のまち」や、訪日外国人のための過

疎地における自家用自動車の活用拡大などがそれである。 

 近年の「経済財政運営と改革の基本方針」等をみると、「エビデンス」や「見える化」

が求められるが、それらに基づく法改正であったといえるか疑問が残る。 

（そのだ しげき 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 
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地方税法等の一部を改正する等の法律 
（平成28年３月31日法律第13号） 

～法人課税および軽減税率の導入を中心に～ 

 

 

森   稔 樹 

 

 

 1. はじめに 
 

 本稿は、第190回国会会期中の平成28年（以下、本年と記すことがある）２月９日に内

閣提出法律案第21号として衆議院に提出され、３月29日に参議院本会議で原案通りに可

決・成立し、同月31日に内閣により法律第13号として公布された「地方税法等の一部を改

正する等の法律」（以下、地方税法等一部改正法）につき、法人課税および消費税・地方

消費税（以下、消費両税）への軽減税率の導入に関して、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)。 

 言うまでもなく、地方税法等一部改正法は平成28年度税制改正の一環であり、「所得税

                                                                                 

(１) 平成28年度税制改正（与党税制改正大綱、政府税制改正大綱、地方税法等一部改正法、所得

税法等一部改正法）に関する文献は多い。本稿においては、「第190回国会（常会）地方税法

等の一部を改正する等の法律案（閣法第21号）【参考資料】」（平成28年３月、参議院総務委

員会調査室）、「第190回国会（常会）所得税法等の一部を改正する法律案（閣法第16号）

【参考資料】」（平成28年３月、参議院財政金融委員会調査室）のほか、総務省自治税務局企

画課ほか「平成28年度税制改正を巡る議論について」地方税2016年１月号16頁、榎戸芳文「平

成28年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」地方税2016年

２月号54頁、滝陽介ほか「平成28年度地方税法改正法案解説」地方税2016年３月号14頁、「特

集 平成28年度地方税制の改正」の各記事（税71巻４号（2016年）９頁以下）、神山弘行「成

長戦略と税制 ― 法人税改正とその課題」ジュリスト1493号（2016年）14頁、吉村典久「消費

税の改正 ― 軽減税率制度とインボイス方式導入の衝撃」ジュリスト1493号26頁、渋谷雅弘

「地方創生と税制」ジュリスト1493号32頁を例としてあげておく。また、金子宏『租税法』

〔第二十一版〕（2016年、弘文堂）71頁、石村耕治編『税金のすべてがわかる現代税法入門塾』

〔第８版〕（2016年、清文社）251頁［阿部徳幸担当］、258頁［益子良一担当］、312頁［石

村耕治・阿部徳幸担当］、322頁［橋本博孔・石村耕治担当］も参照。 
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法等の一部を改正する法律」（平成28年３月31日法律第15号。内閣提出法律案16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も

多岐にわたる。また、直接的には今年度の改正につながらかったものも含め、平成27年12

月16日の「平成28年度税制改正大綱」（自由民主党および公明党。以下、平成28年度与党

税制改正大綱と記し、他年度のものについては平成▲年度与党税制大綱と記す）、および

平成27年12月24日の「平成28年度税制改正の大綱」（閣議決定。以下、平成28年度政府税

制改正大綱と記し、他年度のものについては平成▲年度政府税制大綱と記す）には、今後

数年間における税制改正の基本的方針も多く盛り込まれている。地方税法等一部改正法の

内容および立法過程を検証するためには、平成28年度与党税制改正大綱および平成28年度

政府税制改正大綱の検証も不可欠である。しかし、これらに示されている全ての改正点や

方針（ないし論点）を検討することは、筆者の能力および紙数の関係で無理である。また、

平成28年度税制改正においては、自動車取得税の廃止、ならびに自動車税および軽自動車

税への「環境性能割」の導入など、車体課税についても大きな改正が行われており、固定

資産税・都市計画税についても注目すべき改正が行われたが、これらに対する検討を行う

にも多くの紙数を要する。このため、本稿においては、法人課税、および消費両税への軽

減税率の導入に対象を絞り、地方税法等一部改正法の内容を中心に、衆議院総務委員会お

よび参議院総務委員会での法律案の「審査」における議論も合わせ、検討を行う。 

 なお、既に報じられているように、第190回国会閉会日である本年６月１日の記者会見

において、安倍晋三内閣総理大臣(２)は、平成29年４月１日に予定されていた消費両税の

税率引き上げ（８％→10％）の時期を平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期する

方針を表明した(３)(４)。平成26年11月18日にも、内閣総理大臣が消費両税の税率引き上げ

                                                                                 

(２) 以下、職名、所属政党（会派）については、本稿脱稿時にその職または政党（会派）に留

まっている者も含め、原則として第190回国会会期中（但し、一部の政党または会派について

は平成28年３月26日以前）のものであることを記しておく。 

(３) 日本経済新聞平成28年５月14日付朝刊１面14版「首相、消費増税先送り 地震対応・景気に

配慮 サミット後に表明へ」、朝日新聞平成28年５月28日付朝刊１面14版「消費増税延期を示

唆 サミット閉幕 首相、参院選前に表明」、同平成28年６月２日付朝刊１面14版「首相、消

費増税19年10月表明 再延期『参院選で信を問う』」、日本経済新聞平成28年６月２日付朝刊

１面13版「消費増税延期を表明 首相『世界経済リスク備え』 19年10月に10％」、週刊税務

通信3411号（平成28年６月６日）２頁「安倍首相会見 消費税率引上げは平成31年10月まで再

延期 税率10％引上げ時に軽減税率制度を導入する方針 今秋の臨時国会で引上げ時期を明記

した関連法案を提出へ」を参照。 

(４) 第190回国会会期中の内閣総理大臣の姿勢については、例えば「第190回国会衆議院総務委員

会議録第５号（平成28年２月26日）」22頁〔渡辺周委員（民主党）の質疑に対する安倍内閣総

理大臣の答弁〕を参照。 
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（８％→10％）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、これ

が平成27年度税制改正において実現した(５)。従って、平成24年の「社会保障・税一体改

革」から数えれば再延期が表明されたこととなる。 

 しかも、再延期の表明は、単にその効果が消費両税の税率引き上げのみに留まることを

意味しない。平成29年（度）には、消費両税の税率引き上げを前提として、地方法人特別

税の廃止（法人事業税への復元）、法人事業税交付金の創設、地方法人税の税率改正、自

動車取得税の廃止などが行われることとなっていた。しかし、その前提が失われることに

より、現行の地方税法などの見直し（さらに改正）が本年度中に行われる可能性が生じた。

これを含めて、過去数年度にわたる与党税制改正大綱および政府税制改正大綱に示された

税制改正のスケジュールが大幅に変更されることは不可避であろう。 

 従って、本稿の記述においても、平成28年度税制改正の内容として予定通り施行される

ものと、施行の延期が予想されるものとが混在することになる。御諒解をいただきたい。 

 

 

 2. 法律案が提出されるまでの動向 
 

(１) 平成28年度税制改正の目的 

   前述のように、改正点は例年と同様に分野および内容の両面において多岐にわたる

が、地方税法等一部改正法案の提案理由によると、「現下の経済情勢等を踏まえ、経

済の好循環を確実なものとする観点」の下に、改正点が次のようにまとめられている。 

   ● 「法人税改革」の一環として 

    法人事業税所得割の税率引き下げ 

    同税の外形標準課税の拡大、すなわち付加価値割および資本割の税率引き上げ 

   ● 「地方創生の推進に向けて」 

    法人住民税の法人税割の税率の引き下げ 

    地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止 

                                                                                 

(５) 平成27年度税制改正における消費両税の税率引き上げの延期については、拙稿「2015（平成

27）年度税制改正の概要と論点〜地方税制の重要問題を中心に～」本誌2015年６月号（以下、

本誌440号と記す）97頁、同「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）」本誌2015年12月号（以下、本誌446号と記す）56頁、同「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）」地方自治総合研究所監修・下山憲治編『地方自治関連

立法動向第３集』（2016年）89頁も参照。 
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    「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人住民税の法

人税割及び法人事業税の税額控除制度の創設」（＝「企業版ふるさと納税」制度

の創設） 

   ● 自動車取得税の廃止→自動車税および軽自動車税への「環境性能割」の導入 

   ● 「遊休農地等に係る固定資産税及び都市計画税の価格の特例及び課税標準の特例

の創設」 

   ● 「個人住民税に係る徴収及び滞納処分の特例の拡充等の納税環境の整備」 

   ● 「税負担軽減措置等の整理合理化等」 

   以上のうち、主眼は何処に置かれているのか。換言すれば、平成28年度税制改正の

「目玉」は何であろうか。 

   本年１月22日の衆議院本会議における安倍内閣総理大臣の施政方針演説は、平成27

年４月に予定されていた消費両税の税率引き上げに伴う軽減税率の導入、および法人

実効税率の引き下げに言及した(６)。同日の麻生太郎財務大臣による財政演説も「法

人税改革として、課税ベースを拡大しつつ、税率を引き下げること」、消費両税の税

率引き上げおよび軽減税率の導入をあげた(７)。この説明は、平成28年２月10日の第

１回財務金融委員会における財務大臣の所信表明においても繰り返された(８)。力点

の所在は明らかであろう。 

   他方、高市早苗総務大臣は、平成28年２月18日の衆議院総務委員会（第２回）にお

ける所信表明において、地方税等一部改正法（案）の趣旨につき、最初に「成長志向

の法人税改革の一環として」の法人事業税所得割の税率引き下げおよび外形標準課税

の拡大、続いて法人住民税法人税割のさらなる交付税原資化、地方法人特別税・譲与

税の廃止をあげ、自動車取得税の廃止などは「このほか」として続けている(９)。消

費両税の税率引き上げおよび軽減税率の導入は言及されていないが、これは国税たる

消費税と地方消費税との双方にわたり（かつ、中心となるのは消費税法の改正であ

る）、地方税制独自の改正と言えないためであろう。しかし、平成28年度与党税制改

正大綱および平成28年度政府税制改正大綱において、地方法人特別税および地方法人

                                                                                 

(６) 「第190回国会衆議院会議録第６号」（官報号外平成28年１月22日）４頁。 

(７) 「第190回国会衆議院会議録第６号」（官報号外平成28年１月22日）８頁。 

(８) 「第190回国会衆議院財務金融委員会議録第１号（平成28年２月10日）」３頁。 

(９) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第２号（平成28年２月18日）」３頁。高市総務大臣に

よる趣旨説明については、「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（平成28年３月17

日）」２頁も参照。 
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特別譲与税の廃止、自動車取得税の廃止などは消費両税の税率引き上げが前提条件と

されていることからすれば、平成28年度税制改正の最大の眼目の一つは消費両税への

軽減税率の導入であると考えてよい。 

   また、「地方法人課税の偏在是正」および地方創生応援税制の創設も主要な改正点

であるが、法人課税に係る改正という点において、また、「経済の『好循環』」に結

びつけられるという点において、立脚点は異なるものの「法人税改革」と密接な関係

がある。もとより、地方分権の進化（深化）のために地方税財源の確保ないし充実を

図ること、税源の偏在性が小さく、かつ税収が安定的な地方税体系を構築することは、

平成５年６月の「地方分権の推進に関する決議」以来の長期的な懸案事項である。 

   いずれにせよ、「法人税改革」として、法人実効税率の引き下げ、その一環として

の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強化は、消費両税への軽

減税率の導入と並び、平成28年度税制改正の最大の眼目の一つにあげられている。こ

れは平成27年度税制改正に引き続くものであるが(10)、後に示す経緯からも明らかな

ように「法人税改革」、とりわけ法人実効税率の引き下げおよび外形標準課税の強化

に関する内閣または自由民主党の意向は非常に強固であることが示されている。これ

は、安倍内閣の下で度々公言される「経済再生なくして財政健全化なし」を具体化す

るものであり、「経済再生と財政健全化を両立させるためにも成長戦略は常に進化す

るものでなければならない」という立場(11)を税制に持ち込むものであろう。 

   平成28年度与党税制改正大綱は、「第一 平成28年度税制改正の基本的考え方」に

おいて、「デフレ脱却と経済再生を最重要課題」とするアベノミクスの成果を強調し

つつ、「『三本の矢』を一層強化して『希望を生み出す強い経済』を確立するととも

に、『夢を紡ぐ子育て支援』、『安心につながる社会保障』を構築するという、

『新・三本の矢』により、少子高齢化に歯止めをかけ、50年後も人口一億人を維持す

ることを目指し」、「一億総活躍社会」の実現を目指す旨を述べる(12)。基本的な路

線は、最大の目的を「デフレ脱却」および「経済再生」とした平成27年度与党税制改

                                                                                 

(10) 平成27年度税制改正における「法人税改革」については、拙稿・本誌440号77頁、92頁、

同・本誌446号49頁を参照。なお、平成26年度与党税制改正大綱においても、やや唐突な印象

を受ける形ではあるが「法人実効税率のあり方について検討を行った」ことが記されていた

（同２頁）。 

(11) 「『日本再興戦略』改訂2015 ― 未来への投資・生産性革命 ― （平成27年６月30日）」３

頁による。 

(12) 平成28年度与党税制改正大綱１頁。 
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正大綱および平成27年度政府税制改正大綱と同様であると考えてよい(13)。少子高齢

化の進展が「経済成長の隘路となっている」と指摘されている点からしても、平成27

年度税制改正に見られた経済成長一辺倒の傾向は続いているものと思われる。実際に、

平成28年度与党税制改正大綱は、「経済の『好循環』を確実なものにするため、税制

においても、企業が収益力を高め、前向きな国内投資や賃金引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」として、「成長志向の法人税改革を更に大

胆に推進し、制度改正を通じた課税ベースの拡大等により財源をしっかりと確保しつ

つ、法人実効税率の『20％台』への引下げを実現する」と述べ、「法人税改革」の継

続について具体的な方向線を示している(14)。 

   これに対し、「第一 平成28年度税制改正の基本的考え方」においては「結婚・子

育ての希望を実現しにくい状況を克服し、子育てにやさしい社会を創る必要がある」

と指摘しつつも、「税制においても、働く意欲のある女性にとって働きやすい環境を

整備するための見直しを、丁寧に検討していく」と述べるに留められており(15)、国

民間の経済格差の問題や子どもの貧困問題などに税制面で対処しようとする姿勢に乏

しい。これも平成27年度与党税制改正大綱と共通する姿勢である(16)。 

   もっとも、平成28年度与党税制改正大綱においては「新・三本の矢」による「一億

総活躍社会」の実現が付け加えられている。このうちの「安心につながる社会保障」

が、消費両税の引き上げの実施と軽減税率の導入につなげられている。問題は、特に

軽減税率の導入が「安心につながる社会保障」といかに連結しうるかという点にある。 

 

(２) 法人課税（とくに「法人税改革」）に関する立法過程の概略 

   続いて、平成28年度税制改正に至る過程を概観するが、消費両税への軽減税率の導

入をめぐる与党内の調整が長引いたことから、経緯が複雑になった。そこで、本稿に

おいては、主に法人課税（とくに「法人税改革」）と軽減税率とに分けた上で外観を

試みる(17)。 

                                                                                 

(13) 拙稿・本誌440号83頁、同・本誌446号73頁も参照。 

(14) 平成28年度与党税制改正大綱１頁。 

(15) 平成28年度与党税制改正大綱１頁。 

(16) 平成27年度与党税制改正大綱２頁も参照。なお、藤谷武史「家族と税制 ― 政府税調『論点

整理』を手がかりに」ジュリスト1493号39頁も参照。 

(17) 総務省自治税務局企画課ほか・前掲注(１)16頁が詳しく紹介しており、参考になる。本稿も

多くの部分をこれに拠っている。 
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   まず、法人課税のうち「法人税改革」については、前述のように平成27年度税制改

正からの継続であり、同税制改正については既に別稿において概観しているので参照

を願うこととし(18)、本稿においては平成27年度における動きを追っていくこととす

る。 

   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～」（以下、「骨太の方針2015」）は、具体的な内容に乏

しいものの、「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」とした上で、５つの「改革の基本方針」を掲げる(19)。その筆頭にあげられるの

が「成長志向の法人税改革」であり、「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」と述べる(20)。これは、平成27年度与党税制改正大綱および

平成27年度政府税制改正大綱に示された「法人税改革」の方向性の是認を意味する。 

   従って、法人実効税率の引き下げは着実に行われることとなるが、問題は具体的な

税率である。平成27年度与党税制改正大綱においては平成27年度に32.11％、平成28

年度に31.33％とすることが謳われていたが(21)、平成27年11月２日には政府が平成28

年度の法人実効税率をさらに引き下げて30.99％以下とする方向で調整に入ったこと

が、そして同月７日には政府が平成28年度の法人実効税率を30.88％とする方向で最

終調整に入ったことが報じられた(22)。さらに、同月11日の第18回経済財政諮問会議

（経済財政諮問会議・産業競争力会議課題別会合合同会議）において、議長の安倍内

閣総理大臣が「28年度の税率引き下げ幅を確実に上乗せし、税率を早期に20％台に引

き下げる道筋をつける」と述べたことにより(23)、引き下げはさらに加速度を増すこ

ととなった。 

                                                                                 

(18) 拙稿・本誌440号83頁、同・本誌446号73頁も参照。 

(19) 「骨太の方針2015」41頁。 

(20) 「骨太の方針2015」42頁。 

(21) 平成27年度与党税制改正大綱１頁。拙稿・本誌440号93頁も参照。 

(22) 日本経済新聞2015年11月２日付朝刊１面14版「法人税、来年度30.99％以下 政府、実効税

率下げで調整」、朝日新聞2015年11月７日付朝刊１面14版「法人実効税率30.88％で調整 来

年度下げ幅拡大 17年度20％台へ」による。 

(23) 「平成27年第18回経済財政諮問会議 経済財政諮問会議・産業競争力会議課題別会合合同会

議議事要旨」（http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2015/1111/gijiyoushi.pdf）11頁

（平成28年７月９日閲覧）。同会議において、法人税の実効税率引き下げを求める意見は、榊

原定征委員（東レ株式会社相談役最高顧問）および新浪剛史委員（サントリーホールディング

ス株式会社代表取締役社長）から出されていた（同５頁）。 
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   また、経済産業省は「骨太の方針2015」を引用しつつ、「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。このため、来年度に税理引下げ幅の更な

る上乗せを図り、法人実効税率を20％台に引き下げることを目指す」ことを要望して

おり、その理由として「ＯＥＣＤ平均（約25％）、アジア平均（約22％）と比較して、

高い水準にある我が国の法人実効税率を引き下げることで、日本の立地競争力及び我

が国企業の競争力を強化する」必要性があること、「我が国の高い法人実効税率は、

企業の立地選択に影響を与えており、日本企業の海外流出の加速や対日直接投資の阻

害の一因となっている」と訴えた(24)。これに対し、伊藤周平氏は「外資系企業が日

本に進出するのは、日本での利益を見込んでのことであり、法人税が低くなっても、

少子化が進み内需が弱く利益が見込めない日本には進出しないだろう」と指摘する(25)。 

   一方、政府税制調査会は、平成27年７月２日より主に「個人所得課税改革」につい

ての議論を重ねてきた。また、平成27年11月20日には、地方財政審議会が「平成28年

度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」（以下、地財審意見）を取りまとめ

た(26)。地財審意見は、法人実効税率の引き下げおよび外形標準課税の強化について

「当審議会の考え方に沿うものであり評価できる」としており、地方法人課税の偏在

是正については「地方消費税の充実又は消費税に係る地方交付税定率分の地方消費税

化と、法人住民税法人税割の地方交付税原資化による税源交換を基本的な目標とすべ

きである」、「法人住民税法人税割の一部の交付税原資化を図るべきである」などと

述べる。また、地財審意見は、今後の検討課題として、個人住民税および固定資産税

のあり方をあげている。 

   同じく平成27年11月20日に自由民主党税制調査会総会が、同月24日に公明党税制調

査会総会が開催され、その後も協議を重ねた上で、軽減税率を除く部分について両党

の意見がまとまり、12月10日に平成28年度与党税制改正大綱が了承された。しかし、

軽減税率についてはなおも調整を要し、同月16日にようやく最終的な税制改正大綱が

取りまとめられる。そして、同月24日に平成28年度政府税制改正大綱が閣議決定され

た。 

                                                                                 

(24) 経済産業省経済産業政策局企業行動課「平成28年度税制改正（租税特別措置）要望事項」

（ http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/request/meti/ 28y_meti_k.pdf ）による

（平成28年７月９日閲覧）。 

(25) 伊藤周平『消費税が社会保障を破壊する』（2016年、角川新書）242頁。 

(26) 滝陽介「『平成28年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見』について」地方税2016

年１月号162頁に「資料２」として全文が紹介されている。 
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(３) 軽減税率に関する立法過程の概略 

   平成27年中に度々報道され、賛否併せて様々な議論を呼んだ軽減税率の導入は、

「社会保障・税一体改革」の一環として制定された「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）の第７条に示された課題に対

する解答の一つである（軽減税率については、同条第１号イないしハを参照）。 

   消費両税の担税者（納税義務者ではない）の負担軽減、または一般消費税が抱える

逆進性を緩和するための手法としては、軽減税率の他に給付付き税額控除がある。こ

れは「所得税税額を減らす税額控除と現金給付を組み合わせたものであり、所得税の

納税者に対しては税額控除を行い、税額控除しきれない者や所得税が課税最低限以下

の者に対して現金での給付を行う仕組みである(27)。 

   民主党は平成21年に「相対的に高所得者に有利な所得控除を整理し、必要な人に確

実に支援ができる給付付き税額控除制度を導入」するとして、「低所得者に対する生

活支援を行う給付付き税額控除」、「給付付き消費税額控除」または「就労を促進す

る給付付き税額控除」の導入を検討するとしていた(28)。しかし、平成24年の政権交

代により第二次安倍内閣が発足してから、給付付き税額控除の導入案は後退し、連立

与党を構成する公明党の強い主張もあり、軽減税率が採用されることとなった。 

   平成26年度与党税制改正大綱（平成25年12月12日）は「消費税の軽減税率制度につ

いては、『社会保障と税の一体改革』の原点に立って必要な財源を確保しつつ、関係

事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10％時に導入する」とした上で「今後、引

き続き、与党税制協議会において、これまでの軽減税率をめぐる議論の経緯及び成果

を十分に踏まえ、社会保障を含む財政上の課題とあわせ、対象品目の選定、区分経理

等のための制度整備、具体的な安定財源の手当、国民の理解を得るためのプロセス等、

軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、平成26年12月までに結論を得

て、与党税制改正大綱を決定する」と宣言していた(29)。 

                                                                                 

(27) 望月正光・篠原正博・栗林隆・半谷俊彦編著『財政学』〔第四版〕（2015年、創成社）181

頁。森信茂樹編著『給付つき税額控除 ― 日本型児童税額控除の提言』（2008年、中央経済社）

９頁［森信茂樹担当］、佐藤主光「所得税・給付つき税額控除の経済学 ― 『多元的負の所得

税』の構築 ― 」フィナンシャル・レビュー102号（2011年）85頁も参照。 

(28) 「民主党政策集index2009」19頁。中村良広『所得税改革 ― 日本とドイツ ― 』（2013年、

税務経理協会）74頁も参照。 

(29) 平成26年度与党税制改正大綱６頁。 
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   その後、平成26年６月５日に与党税制協議会による「消費税の軽減税率に関する検

討について」がまとめられる。軽減税率の問題の一つは対象範囲であり、与党税制協

議会は、最初から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」つつ、「まずは飲食料品分野とすることを想定して検討している。

その中で、各国で行われている線引き例を当てはめて、８種類のパターンを提示する」

とした。 

   平成27年１月には与党間に消費税軽減税率制度検討委員会が設置され、以後議論が

重ねられたが、意見がまとまらず、同年９月には、当時の自由民主党税制調査会長に

して同委員会委員長であった野田毅氏の指示を受け、財務省主税局がマイナンバー制

度の利用を前提とした軽減税率制度（一種の還付ポイント制度）の案を示した。この

案は自由民主党において好意的な評価を得たようであるが、公明党は否定的な態度を

とった。その後、自由民主党税制調査会長は宮沢洋一氏に交代し、財務省主税局の案

は撤回されたが、軽減税率の対象品目および「安定財源」（代替財源）についての意

見はなかなかまとまらなかった。結局、12月12日に両党の幹事長が合意したことによ

り、ようやくまとめられた。 

 

 

 3. 地方税法等一部改正法（案）の概要 
 

 以上のような経過をたどり、平成28年度税制改正として第190回国会に地方税法等一部

改正法案および所得税法等一部改正法案が提出された。本稿においては、前述のように、

地方法税法等一部改正法（案）の内容のうち、法人課税、および消費両税への軽減税率の

導入を中心に概観していく。 

 

〔１〕「法人税改革」の一環としての地方法人課税の改正 

(１) 法人税の税率および法人実効税率の引き下げ 

   「法人税改革」とは、詰まるところ法人実効税率の引き下げ、および法人事業税に

おける外形標準課税の強化（所得課税の弱体化）と表現してよい。 

   前述の経緯を経て、平成28年度与党税制改正大綱は、法人税率を、平成28年４月１

日以後に開始する事業年度については23.9％から23.4％に引き下げ、平成30年４月１

日以後に開始する事業年度については23.2％に引き下げるとした。また、法人実効税

－ 72 －
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率については、平成28年度に29.97％、平成30年度に29.74％にまで下げることを宣言

した(30)。 

   しかし、所得税法等一部改正法第２条は、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の所得について、法人税の税率を、

23.9％から23.2％に引き下げることを定める(31)。この改正は平成28年４月１日以後

に開始する事業年度に適用されることとされており（所得税法等一部改正法第21条）、

平成28年度与党税制改正大綱および平成28年度政府税制改正大綱が定めていた時点か

らさらに２年も前倒しされたこととなる。 

   平成28年度与党税制改正大綱は、経済界の要望を受けて法人実効税率の引き下げを

行ったという意味をこめたのか、「現在、企業の内部留保は350兆円を超え、手元資

金も増えている一方で、大企業の設備投資は伸び悩んでいる。足下では賃上げに向け

た動きも見えてきているものの、労働分配率は低下している」と指摘し、「改革の趣

旨を踏まえ、経済の『好循環』の定着に向けて一層貢献するよう、強く求める」、

「企業経営者がマインドを変え、内部留保（手元資金）を活用して、投資拡大や賃上

げ、更には取引先企業への支払単価の改善などに積極的に取り組むことが、何よりも

重要な局面となっている。今後、こうした経済界の取組状況等を見極めつつ、企業の

意識や行動を変革していくための方策等についても検討を行う」と述べる(32)。しか

し、この「要望」が受け入れられるか否かについては明らかでなく、「方策等」の検

討の開始時期も遅きに失したとも評価しうる。 

 

(２) 法人事業税所得割の税率引き下げと外形標準課税の強化 

   法人実効税率の引き下げは、当然ながら法人税の税率引き下げのみによって達成さ

れるものではない。「法人税改革」のそもそもの目的が「法人課税をより広く負担を

分かち合う構造へと改革し、『稼ぐ力』のある企業等の税負担を軽減することにより、

企業に対して、収益力拡大に向けた前向きな投資や、継続的・積極的な賃上げが可能

                                                                                 

(30) 平成28年度与党税制改正大綱３頁、56頁。平成28年１月26日の第29回（政府）税制調査会総会議

事録(http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/04/22/27zen29kai_2.pdf)
２頁（平成28年７月９日閲覧。田原芳幸財務省主税局調査課長による説明）も参照。 

(31) 普通法人である連結親法人の所得（法人税法第81条の12）、および外国法人の所得（同第

143条第１項）についても同様である。 

(32) 平成28年度与党税制改正大綱４頁。 
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な体質への転換を促す」ことにあるから(33)、道府県税たる法人事業税のうち、所得

割の税率引き下げおよび外形標準課税の強化により、法人実効税率の引き下げが実現

することとされる。 

   地方法人課税においては、大法人向けの法人事業税の外形標準課税について、平成

27年度税制改正において平成28年度に８分の４とすることとしたが、地域で雇用を支

える中堅企業への影響に十分配慮しつつ、平成28年度に８分の５へと拡大する。これ

とあわせて、所得割（地方法人特別税を含む）の標準税率（平成27年度は6.0％）を、

平成28年度に3.6％に引き下げ、他方で付加価値割および資本割の標準税率を引き上

げ、平成27年度に引き続いて外形標準課税の強化を図ることとした(34)。これらは、

地方税法等一部改正法第１条による、地方税法第72条の24の７第１項第１号に定めら

れる法人事業税の標準税率の改正に、そのまま反映された。また、地方法人特別税等

に関する暫定措置法第２条に規定される「法人事業税の税率の特例」についても同様

である（地方税法等一部改正法第８条）。法人事業税における外形標準課税の割合の

拡大については＜図１＞を、大法人（資本金１億円超の普通法人）に係る法人事業税

の税率については＜表１＞を御覧いただきたい。 

 

(３) 外形標準課税の強化に伴う負担変動に対する軽減措置 

   一方、資本金１億円超の普通法人のうち、平成28年４月１日から平成29年３月31日

までの間に開始する事業年度に係る付加価値額が40億円未満の法人については、付加

価値割および資本割の税率が改められることによる負担変動を軽減するための措置が

採られることとなる。平成28年度与党税制改正大綱を受けて、地方税法等一部改正法

第５条第２項以下が規定するところであるが、長い上に構造がやや複雑である。そこ

で、平成28年１月28日の第29回税制調査会に提出された「説明資料〔平成28年度税制

改正等について（地方税）〕｣(35)に拠り、説明を試みる。 

                                                                                 

(33) 平成28年度与党税制改正大綱３頁。平成27年度与党税制改正大綱３頁も参照。 

(34) 平成28年度与党税制改正大綱４頁、59頁。平成27年12月の経済産業省「平成28年度経済産業

関係税制改正について」（http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2016/pdf/zeisei2.pdf）、平成

28年１月28日の第29回税制調査会「説明資料〔平成28年度税制改正等について（地方税）〕」

（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/02/01/27zen29kai7.pdf）
も参照（平成28年７月９日閲覧）。 

(35)  http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/02/01/27zen29kai7.pdf
（平成28年７月９日閲覧） 
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＜図１＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：第29回税制調査会（平成28年１月28日）｢説明資料〔平成28年度税制改正等について（地方税）〕｣

（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/afieldfile/2016/02/01/27zen29kai7.pdf）
（平成28年７月９日閲覧） 

 

＜表１＞ 資本金１億円超の普通法人に係る法人事業税の税率 

 
 平成27年度 平成28年度(改正前) 平成28年度(改正後) 

付加価値割 0.72％ 0.96％  1.2％ 

資 本 割 0.3 ％ 0.4 ％  0.5％ 

所 得 割 

（年400万円以下） 
3.1％（1.6％） 2.5％（0.9％） 1.9％（0.3％） 

所 得 割 

（年400万円超800万円以下）
4.6％（2.3％） 3.7％（1.4％） 2.7％（0.5％） 

所 得 割 

（年800万円超） 
6.0％（3.1％） 4.8％（1.9％） 3.6％（0.7％） 

 
（平成28年度与党税制改正大綱59頁、平成28年度政府税制改正大綱42頁、平成27年度政府税制改正

大綱54頁を基に、筆者が作成。カッコ内の数字は、地方法人特別税等に関する暫定措置法適用後の

税率。「平成28年度（改正前）」は平成27年度政府税制改正大綱に示された税率を、「平成28年度

（改正後）」は平成28年度与党税制改正大綱および平成28年度政府税制改正大綱に示された税率を

指す。） 
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   まず、付加価値額が30億円以下の法人である。適用年度を平成28年度とし、平成27

年度の税率を所得割６％、資本割0.3％、付加価値割0.72％とし、平成28年度の税率

を所得割3.5％、資本割0.5％、付加価値割1.2％とする。次に、 

   Ａ＝（平成28年度の課税標準）×（平成27年度の税率） 

   Ｂ＝（平成28年度の課税標準）×（平成28年度の税率） 

  として計算し、その結果、Ａ＜Ｂの場合、Ｂに関する負担増加額、すなわちＢからＡ

を控除して得られた差額の一定割合を控除する。この一定割合（控除率）は、平成28

年度が75％、平成29年度が50％、平成30年度が25％である。従って、平成28年度につ

いては差額の４分の３が軽減されることとなる。 

   次に付加価値額が30億円超40億円未満の法人である。この場合には、控除率が逓減

することとなる。すなわち、上の例と同様にＡ＜Ｂである場合には、 

   75％×（40億円－付加価値額）/10 （平成28年度） 

   50％×（40億円－付加価値額）/10 （平成29年度） 

   25％×（40億円－付加価値額）/10 （平成30年度） 

  として計算し、控除率を求めることとなる。 

 

〔２〕地域間における税源偏在の是正 

   地方分権であれ地方創生であれ、地方公共団体が自ら担うべき役割を果たすために

は、地方公共団体の税財源の確保ないし充実が不可欠である。しかし、税源の偏在な

どに起因する地域間格差が存在するため、可能な限りこれを縮小する方向性に導くこ

とも必要である。とくに、都道府県の場合、その税収構造の関係もあって、法人道府

県民税、法人市町村民税および法人事業税の税収格差が大きいことは否定できない(36)。 

   平成27年度税制改正においても地方創生を念頭に置いた改正等が行われたが、法人

課税についての見直しなどはほとんど行われていなかった。しかし、アベノミクスを

推進し、「経済再生」を図ろうとする政府にとって「人口減少と地域経済の縮小の悪

循環の連鎖」は回避すべきものであり、そのためにも「地方が自らの責任で地方創生

に取り組むためには税財源が必要との考えの下、引き続き税源の偏在性が小さく税収

が安定的な地方税体系を構築する」必要性が生じてくる(37)。平成28年度与党税制改

                                                                                 

(36) 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）～」本誌

2014年12月号（以下、本誌434号）73頁も参照。 

(37) 「骨太の方針2015」３頁、42頁。 
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正大綱は「経済の『好循環』に向けた動きは、地方へと波及しつつあるものの、未だ

地域間でばらつきが見られる。また、日本全体が人口減少局面にある中で、東京一極

集中の傾向が加速しており、地方の人口減少は深刻である」と指摘し、「地方分権の

更なる推進とその基盤となる地方税財源の充実確保を図るとともに、地方法人課税の

あり方の見直し等を通じて、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築

を進める。また、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

税を強化するとともに、その他の税制面の所要の措置を講ずる」として(38)、法人住

民税の税率引き下げ、地方法人特別税の廃止、地方創生応援税制の創設などを打ち出

した。 

 

(１) 法人住民税の税率引き下げ 

   税制抜本改革消費税法第７条第５号は、「地方法人特別税及び地方法人特別譲与税

について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われる

までの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを

行う」こと（同イ）、および「税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、

地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性を是正する方策を講ずること

とし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する」こと（同ロ）を、

検討課題として規定していた。これを踏まえ、平成24年９月、地方財政審議会に「地

方法人課税のあり方等に関する検討会」が設置された。同検討会は法人住民税（法人

税割）の一部を地方交付税の原資に充てるため国税化すべしとする報告書をまとめて

おり、その趣旨が平成26年度税制改正において地方法人税の創設という形で実現した。

また、平成26年度与党税制改正大綱は、消費両税の税率が10％に引き上げられた段階

で、法人住民税法人税割の地方交付税原資化をさらに進め、地方法人特別税および地

方法人特別譲与税を廃止するという工程表を示した(39)。 

   平成27年度税制改正において、消費両税の税率引き上げ（８％→10％）が平成29年

４月１日に実施される旨が決定されたことで、法人住民税法人税割の税率引き下げな

どへの道筋は整えられたが、「平成26年度与党税制改正大綱における消費税率10％段

階の地方法人課税の偏在是正については、平成28年度以後の税制改正において具体的

                                                                                 

(38) 平成28年度与党税制改正大綱２頁。 

(39) 平成26年度与党税制改正大綱６頁。拙稿・本誌434号82頁も参照。 
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な結論を得る」こととされた(40)。結局、平成28年度税制改正において実現に至るこ

ととなり、地方税法等一部改正法第２条により、地方税法第51条（道府県民税法人税

割）、同第314条の４（市町村民税法人税割）に定められる税率は、＜表２＞に示す

通りに引き下げられることとなった。 

 

(２) 地方法人税の税率引き上げ 

   法人住民税法人税割の標準税率は、道府県民税法人税割と市町村民税法人税割を合

計して12.9％から７％に引き下げられることになる。この5.9％の引き下げ分を、そ

のまま地方法人税に移し、平成29年４月１日以後に開始する事業年度より、地方法人

税の税率を4.4％から10.3％に引き上げることとした（所得税法等一部改正法第３条

による地方法人税法第10条第１項、第11条、第15条第１項および第23条第１項の改

正）。 

   地方法人税法が、第１条において地方法人税を「地方交付税の財源を確保するため

の」ものと位置づけ（地方交付税法第６条も参照）、第５条以下において同税の課税

物件および課税標準を法人住民税法人税割とほぼ共通のものと定めている（地方法人

税法第５条・第６条・第９条、地方税法第23条第１項第３号・第４号、同第292条第

１項第３号・第４号を参照）ことからすれば、地方税制において、少なくとも所得課

税の面においては法人課税が弱められ、国税化される方向性を、改めて示したものと

考えられる(41)。 

   このことについては賛否両論がある。例えば、全国町村会「平成28年度政府予算編

成及び施策に関する要望」（平成27年７月２日）は「地方税は地域偏在性の少ない税 

 

＜表２＞ 地方法人課税の偏在是正 

 

 改正前 
改正後（平成29年４月１日以後に 

    開始する事業年度から） 

 標準税率 制限税率 標準税率 制限税率 

道府県民税法人税割  3.2％  4.2％  1.0％  2.0％ 

市町村民税法人税割  9.7％ 12.1％  6.0％  8.4％ 
 
（平成28年度与党税制改正大綱61頁を基に、筆者が作成。） 

                                                                                 

(40) 平成27年度与党税制改正大綱９頁。 

(41) 拙稿・本誌434号88頁。 
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  目構成とし、地方交付税の原資は地域偏在性の比較的大きな税目構成とすること」と

しつつ、「地方法人課税に関する検討にあたっては、法人市町村民税が、地域社会の

費用について、その構成員である法人にも幅広く負担を求めるために課税するもので

あること、企業誘致等の税源かん養のインセンティブとなっていること等を踏まえ、

個別町村において行政サービスの低下を招かないよう慎重に行うこと」を求める(42)。

山形県や栃木県は上記の方向性を支持するようにも捉えられるが(43)、東京都は地方

法人税および地方法人特別税を「不合理な偏在是正措置」と称し、「不合理な偏在是

正措置は、応益性の原則に反し、地方創生の理念とも逆行するなど、多くの問題があ

る制度であることから、直ちに撤廃し、地方税に復元すべきである」、「地方自治体

間の『財源の水平調整』にすぎない不合理な偏在是正措置は、地方が抱える巨額の財

源不足の解決にはつながらない」、「地方分権の観点から、地方が自らの権限と財源

においてその役割を果たせるよう、総体としての地方税財源を拡充することこそ、目

指すべき方向性」であるなど、厳しい批判を行った(44)。神奈川県も、「地域間の税

収格差の是正は、本来、国の責任において地方税財源を拡充する中で行うべきである。

地方法人税及び地方法人特別税は、地方税の一部を国税化してこれを行っており、地

方分権に反し極めて不適切であるから、速やかに地方税に復元すること」を求めた(45)。 

   他方、多田雄司氏は、「地方法人課税が複雑になった理由を考える場合にどうして

も避けて通れないものに、国税は財務省、地方税は総務省が担当するという所轄省庁

間の権益の問題があ」り、「その象徴が地方法人税である」と指摘した上で、「地方

法人税と地方法人特別税の制度は対処療法の処置に過ぎない。したがって、省庁間の

垣根を越えた国税と地方税のあり方そのものを検討しなければならないと考える」と

                                                                                 

(42) http://www.zck.or.jp/activities/270702_2/2.pdf（平成28年７月11日閲覧） 

(43) 山形県「平成28年度政府の施策等に対する提案（平成27年６月）」55頁（https://www.pref. 
yamagata.jp/ou/kikakushinko/020060/tyouseipdf/juuyousesaku/H28/shocho03.pdf）、栃木県「平成28

年度国の施策等に関する要望・提案」（平成27年６月）46頁（http://www.pref.tochigi.lg.jp/a01/ 
documents/h28teianyoubou.pdf）。（いずれも平成28年７月11日閲覧）。 

(44) 東京都「共存共栄による日本全体の発展を目指して～地方税財政に関する東京都の主張～」

（平成27年９月）24頁（http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/09/DATA/20p9f102.pdf）。

（平成28年７月11日閲覧） 

(45) 神奈川県「国の施策・制度・予算に関する提案（平成28年度に向けた提案）」（平成27年６

月）５頁（http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/775224.pdf）。（平成28年７月11日閲

覧） 
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指摘する(46)。また、浅羽隆史氏は、さらに踏み込んで「法人所得課税は、景気変動

による税収への影響が大きい」ことを指摘した上で、「原則として、景気調整機能は

国の役割で」あり、「地方公共団体は課税権や公債発行権が国に制約されてい」る点

をあげて「法人所得課税は、地方税として望ましくない」と述べる(47)。日本経済団

体連合会も、「地方法人課税、とりわけ法人所得課税は地域間の偏在性が大きく、税

収も不安定で基幹的な地方税としては不適切であるばかりか、近年の改正で地方法人

特別税や地方法人税が創設されるなど、より複雑化して」おり、「地方法人課税の見

直しにもかかわらず、現行の自治体の区分を前提とする以上は、一部の自治体を除き、

財源不足の解消の見込みはなく、税収の再配分により、格差を是正する以外の道はな

い」として「国・地方全体の税体系の見直しを行い、地方の法人所得に対する課税部

分については、国税の法人税に統合し、交付税等により適切に配分するとともに、国

際的イコールフッティングを踏まえ、段階的に税率引き下げを行うことが、偏在是正、

税制の簡素化の観点から望ましい」と述べる(48)。 

   いずれにせよ、現在の地方法人課税は、地方法人税および地方法人特別税が存在す

るために非常に複雑であり、かつ、税源の偏在などに起因する地域間格差を何処まで

解消しうるかは不透明である。その意味において、法人課税が地方税制に適切である

かという問題が、改めて問われなければならないと考えられる。その意味において、

平成28年度税制改正により「平成20年度税制改正から続いた税源偏在の是正という課

題への対応は、そこで一応の決着をみることとなった」という評価(49)には賛同しが

たい。もとより、地方公共団体の税財源の確保ないし充実という要請を前提としなけ

ればならないが、税源再配分を初めとする抜本的な見直しが不可欠である。 

 

(３) 地方法人特別税の税率の変更、および同税の廃止 

   まず、平成28年４月１日以後に開始する事業年度については、「付加価値割額、資

本割額及び所得割額の合算額によって法人の事業税を課される法人」（「地方法人特

別税等に関する暫定措置法」第９条第１号）の税率は414.2％（基準法人所得割額に

                                                                                 

(46) 多田雄司「なぜ地方法人課税は複雑になったのか ― 地方法人課税と地方団体間の財政力格

差の是正」税務弘報64巻８号（2016年）76頁。 

(47) 石村編・前掲注(１)24頁［浅羽隆史担当］。 

(48) 日本経済団体連合会「平成28年度税制改正に関する提言」（平成27年９月８日） 

  （http:// www.keidanren.or.jp/policy/2015/075_honbun.html#s3-1）。（平成28年７月11日閲覧） 

(49) 小西砂千夫「懸案に決着をつけた平成28年度地方税制改正」地方税2016年１月号９頁。 
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対して）に改められる（地方税法等一部改正法第８条。他の法人については改正され

ていない）。 

   但し、前述のように、平成26年度与党税制改正大綱において、地方法人特別税は、

消費両税の税率を10％に引き上げる段階で廃止されるものとされていた(50)。これを

受ける形で、地方税法等一部改正法第９条は「地方法人特別税等に関する暫定措置法

は、廃止する」と定める（附則第１条第３号により、平成29年１月１日より施行）。

実際には、「地方法人特別税等に関する暫定措置法」第２条に従い、平成29年４月１

日以後に開始する事業年度から廃止されることとなる。これに伴い、地方法人特別譲

与税（「地方法人特別税等に関する暫定措置法」第32条）も平成30年８月譲与分を

もって廃止される。地方法人特別税は法人事業税の一部を国税化したものであるため、

地方法人特別税が廃止されることにより法人事業税が復元されることとなる。 

   もっとも、単純な復元に留まるのではなく、法人事業税交付金制度が設けられるこ

ととなっている。まず、地方税法等一部改正法第２条により、地方税法旧第72条の76

（事業税に係る犯則事件に関する国税犯則取締法の準用規定）を第72条の75に改め、

新たに「法人の事業税の市町村に対する交付」という見出しの下、「道府県は、政令

で定めるところにより、当該道府県内の市町村に対し、当該道府県に納付された法人

の行う事業に対する事業税の額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額を統計

法（平成19年法律第53号）第２条第４項に規定する基幹統計である事業所統計の最近

に公表された結果による各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする」

と定められる第72条の76が追加された。また、都については、やはり地方税法等一部

改正法第２条により、地方税法第734条に新たな第４項が追加され、「都は、第１条

第２項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都内の市町村に対し、都に

納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に政令で定める率を乗じ

て得た額を統計法第２条第４項に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表さ

れた結果による各市町村及び特別区の従業者数で按分して得た額のうち各市町村に係

る額を交付するものとする」ものと定められた。なお、新第72条の76および第734条

新第４項にいう「政令で定める率」は、平成28年３月31日政令第133号により地方税

法施行令に追加された第35条の４の４および第57条の２の４（いずれも、同附則第１

                                                                                 

(50) 拙稿・本誌434号77頁も参照。 
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条第３号により平成29年４月１日施行予定）により、5.4％とされる(51)。 

 

〔３〕地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税」） 

   平成27年度税制改正においては、政府が進める「地方創生」に関する税制として地

域拠点強化税制が創設された。これに引き続くものとして、平成28年度税制改正にお

いては地方創生応援税制（「企業版ふるさと納税」）の創設が注目されるものであろ

う。 

   これは内閣府からの要請に基づくものであり、所得税法等改正法第10条により租税

特別措置法に新第42条の12の２を追加し（旧第42条の12の２は新第42条の12に改めら

れる）、および、地方税法等一部改正法第１条により地方税法附則に第８条の２の２

（法人住民税について）および新第９条の２の２（法人事業税について）を追加する

ことにより（旧第９条の２の２は第９条の２の３に改められる）、創設された。 

   まず、法人税については、地域再生法改正法施行日より平成32年３月31日までの間

に、青色申告の承認を受けている法人が、地域再生法第８条第１項にいう認定地方公

共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する特定寄附金を支

出した場合に、その特定寄附金を支出した年度に関連する事業年度の所得に対する調

整前法人税額（租税特別措置法第42条の４第６項第２号）から、当該事業年度におい

て支出した特定寄附金の合計額の20％から「当該特定寄附金の支出について地方税法

の規定により道府県民税及び市町村民税（都民税を含む。）の額から控除される金額

として政令で定める金額を控除した金額」（上限は10％）を控除する。但し、税額控

除限度額が「当該事業年度の所得に対する調整前法人税額」の５％を超えるときは、

その５％に相当する金額が限度となる。従って、法人住民税の税額から寄附金合計額

の20％を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった部分を法人税におい

て控除することとなる。 

   次に、法人住民税および法人事業税については、当該事業年度の法人道府県民税法

人税割額から特定寄附金の合計額の５％(52)に相当する金額（上限は税額の20％）、

                                                                                 

(51) なお、地方税法等一部改正法第７条により改正された地方財政法第33条の５の３（本稿執筆

時、改正は未施行）も参照。 

(52) 平成29年４月１日以後に開始する事業年度については2.9％となる（平成28年度与党税制改

正大綱64頁）。 
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法人市町村民税法人税割額から特定寄附金の合計額の15％(53)に相当する金額（上限

は税額の20％）、および当該事業年度の法人事業税額から特定寄附金の合計額の10％

（上限は税額の15％。但し、地域再生法改正法施行日以後に終了する事業年度につい

ては20％(54)）を控除する。 

   平成28年度税制改正以前より、法人による寄附金支出の約三割が法人税、法人住民

税および法人事業税の所得計算において損金算入を認められていたが、地方創生応援

税制により、法人事業税の一割および法人住民税の二割について税額控除が認められ

ることとなり、合わせて六割ほどについて法人の税負担が軽減されることとなる(55)。

もっとも、残る四割については法人の実質負担として残るので、何かと弊害が指摘さ

れる個人版の「ふるさと納税」よりは問題が少ないとも言いうる(56)。しかし、法人

と地方公共団体との関係という点において疑念が残る（国会において問題とされた）。

また、地方創生応援税制は、不適切な表現かもしれないが、地方公共団体が他地方公

共団体の財政を利用して「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」を行うことを正当

化するようなものであり、個人版の「ふるさと納税」と共通の根底を有すると評価し

うる。 

 

〔４〕消費両税の税率引き上げに伴う軽減税率制度の導入 

   平成28年度与党税制改正大綱は、消費両税の税率引き上げ時期とされた平成29年４

月１日から軽減税率を導入することを宣言する(57)。そのためには、仕入税額控除制

度の方式として他の一般消費税導入国では当然とされるインボイス方式（「適格請求

書等保存方式」）の採用が不可欠であるが、日本では平成33年４月１日から導入する

ものとして、その間はアカウント方式の一種である現在の請求書等保存方式(58)を維

                                                                                 

(53) 平成29年４月１日以後に開始する事業年度については17.1％となる（平成28年度与党税制改

正大綱64頁）。 

(54) 地方税法一部改正法第８条により改正された「地方法人特別税等に関する暫定措置法」第２

条第２項（本稿執筆時は未施行）による。 

(55) 首相官邸「地方創生応援税制の創設（企業版ふるさと納税）」（http://www.kantei.go.jp/ 
jp/singi/tiiki/tiikisaisei/pdf/furusato21sousetsu.pdf）による（平成28年７月14日閲覧）。 

(56) 拙稿・本誌440号88頁、同・446号58頁を参照。また、朝日新聞2016年４月13日付朝刊１面14

版「ふるさと納税、偏る恩恵 『黒字』の24％、上位10市町に」、同６面14版「ふるさと納税、

ゆがむ理念 高所得者と一部自治体、もうけ大きく」が興味深い。 

(57) 平成28年度与党税制改正大綱78頁、111頁。 

(58) 金子・前掲注(１)722頁、水野忠恒『大系租税法』（2015年、中央経済社）802頁。 
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持し、区分経理に対応するための措置が講じることとされる。 

   国税たる消費税の税率については、通常税率が7.8％、軽減税率が6.24％とされる

（所得税法等一部改正法第５条による消費税法第29条の改正）。他方、地方消費税の

税率については地方税法等一部改正法による変更はなく、地方税法第72条の83に定め

られる税率（平成29年４月１日以降は78分の22が予定されていた）が適用されるので

（同第72条の82も参照）、厳密に言えば地方消費税には軽減税率が存在しない。しか

し、同第72条の82が地方消費税の課税標準を消費税額としていることから、消費税に

ついて軽減税率が適用されるならば、自動的に地方消費税の税額も軽減されることと

なる。従って、地方消費税の税率は、消費税について通常税率が適用される場合には

2.2％、軽減税率が適用される場合には1.76％となる。 

   軽減税率の対象となる品目（課税資産の譲渡等）は、平成28年度与党税制大綱にお

いては「飲食料品の譲渡（食品衛生法上の飲食店営業、喫茶店営業その他の食事の提

供を行う事業を営む事業者が、一定の飲食設備のある場所等において行う食事の提供

を除く。）」、および「定期購読契約が締結された新聞（一定の題号を用い、政治、

経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週２回以上発行される新聞に

限る。）の譲渡」とされた(59)。所得税法等一部改正法附則第34条第１項においては

次の通りとされる。 

  「一 飲食料品（食品表示法（平成25年法律第70号）第２条第１項に規定する食品

（酒税法（昭和28年法律第６号）第２条第１項に規定する酒類を除く。以下この

号において単に「食品」という。）をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を

形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号にお

いて同じ。）の譲渡（次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。） 

    イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供（テーブル、

椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品

を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、

又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。） 

    ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕

等の役務を伴う飲食料品の提供（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第29条

第１項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定

                                                                                 

(59) 平成28年度与党税制改正大綱111頁。 
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める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。） 

   二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載

する新聞（一週に二回以上発行する新聞に限る。）の定期購読契約（当該新聞を

購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約す

る契約をいう。）に基づく譲渡」 

   軽減税率の問題点については、既に多くの論者により検討などがなされている(60)。

筆者は、軽減税率の採用と消費税法第１条第２項の規定内容とに、どのような整合性

を付けるかという問題があることのみを指摘しておきたい。 

   それ以上に、税制改正として問題とされるべきは、平成28年度与党税制改正大綱に

「軽減税率制度の導入に当たり、財政健全化目標を堅持し、安定的な恒久財源を確保

するため、平成28年度税制改正法案において次に掲げる旨を規定する」として「平成

28年度末までに歳入及び歳出における法制上の措置等を講ずることにより、安定的な

恒久財源を確保する」、「財政健全化目標との関係や平成30年度の『経済・財政再生

計画』の中間評価を踏まえつつ、消費税制度を含む税制の構造改革や社会保障制度改

革等の歳入及び歳出の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずる」とされてい

る点である(61)。これについても多くを記さないが、調整がつかなかったとして済ま

される問題ではないこと、長期的な視野に欠けた先送りであり、財政健全化の要請が

軽んじられていると表現せざるをえないことを指摘しておく。「安定的な恒久財源を

確保する」ことができなかったのであれば、見切り発車的に軽減税率を採用すべきで

はない。 

   また、平成28年度税制改正においても、軽減税率制度が導入されることになったに

もかかわらず、「当分の間」は国が地方消費税の納税申告、確定、徴収などに関する

事務を行うとする地方税法附則第９条の４以下については改正が行われていない。軽

減税率の導入は複数税率の採用を意味するから、とりもなおさず、本則である地方税

法第72条の87以下の施行の機会はますます遠のいたことは明らかである。「当分の間」

という曖昧な扱いを止め、速やかに本則を改正する、などの見直しが必要である。 

 

                                                                                 

(60) 枚挙に暇がないが、例として、水野・前掲注(58)837頁、吉村・前掲注(１)28頁、伊藤・前

掲注(25)200頁、森信編著・前掲注(27)52頁［森信］、西山由美「ＥＵ型付加価値税の現状と

課題 ― マーリーズ・レビューを踏まえて ― 」フィナンシャル・レビュー102号146頁を参照。 

(61) 平成28年度与党税制改正大綱79頁。 
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 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、項目毎に概観する。なお、便宜のため、法律案の提出から公布まで

の経過について概略を示す。 

 ●地方税法等一部改正法 

  衆議院議案受理年月日     平成28年２月９日 

  衆議院付託年月日              平成28年２月18日（総務委員会） 

  衆議院審査終了年月日          平成28年３月１日（可決） 

  衆議院審議終了年月日        平成28年３月１日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日  平成28年２月９日 

  参議院議案受理年月日          平成28年３月１日 

  参議院付託年月日              平成28年３月11日（総務委員会） 

  参議院審査終了年月日          平成28年３月29日（可決） 

  参議院審議終了年月日          平成28年３月29日（可決） 

  公布年月日          平成28年３月31日 

 ●所得税法等一部改正法 

  衆議院議案受理年月日     平成28年２月５日 

  衆議院付託年月日              平成28年２月16日（財務金融委員会） 

  衆議院審査終了年月日          平成28年３月１日（可決） 

  衆議院審議終了年月日          平成28年３月１日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日  平成28年２月５日 

  参議院議案受理年月日          平成28年３月１日 

  参議院付託年月日              平成28年３月９日（財政金融委員会） 

  参議院審査終了年月日          平成28年３月29日（可決） 

  参議院審議終了年月日          平成28年３月29日（可決） 

  公布年月日          平成28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、平成28
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年２月18日の衆議院総務委員会（第２回）において行われた。３月１日（第６回）に

採決が行われ、賛成多数で可決された。なお、採決の後、原田憲治委員（自由民主党）

ほか６名より「自由民主党、民主・維新・無所属クラブ、公明党、日本共産党、おお

さか維新の会及び社会民主党・市民連合の六派共同提案」として「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件（案）」が動議として提案され、総員

起立により可決され、総務委員会の決議とされた。地方税については「地方財政の自

主性・自立性を確立するとともに、安定的で充実した財源の確保を可能とする地方税

制の構築を図ること。また、減収が生ずる地方税制の見直しを行う場合には、代替の

税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担軽減措置等の創設や拡充に当たっては、真

に地域経済や住民生活に寄与するものに限られるよう、慎重な対処を行うこと」を政

府に求めている(62)。 

 

(１) 法人実効税率の引き下げ、法人事業税における外形標準課税の拡大など 

   この点については、水戸将史委員（民主・維新・無所属クラブ）および梅村さえこ

委員（日本共産党）が質疑を行っているが、内容が重なる点が少なくないことなどか

ら、本稿においては前者の質疑を中心とする。 

   水戸委員は、「そもそも法人税減税というものがデフレ経済とか経済再生にどれだ

け寄与するか」という疑問から質疑を始めている。岡田直樹財務副大臣は「今般の法

人税改革は、委員御指摘のとおり、課税ベースを拡大しながら税率を引き下げること

によって、法人課税をより広く負担を分かち合う構造へと改革を志向しているもので

あ」るとした上で、「大法人について、法人事業税の外形標準課税の拡大を行い、あ

わせて法人実効税率を引き下げることによって、一つには、いわゆる稼ぐ力が高い大

法人の税負担が減り、また、赤字の大法人にとっても黒字化をした場合の税負担の増

加度合いが緩和される。こういったことを考えますと、企業にとって利益を稼ぐイン

センティブは高まる」、「大法人について欠損金繰越控除の控除限度額の引き下げも

行うことによりまして、過去の欠損金を抱える大法人は控除期限を受けないためには

所得を大きくしなければならないということで、収益改善のインセンティブが高まる

ものと考えて」いると答弁した。これに対し、水戸委員は、法人実行税率の引き下げ

および外形標準課税の拡大が「赤字企業を犠牲にするやり方に見える」と質している

                                                                                 

(62) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成28年３月１日）」15頁。 
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が、岡田副大臣は「赤字企業を犠牲にするといったことは全く考えて」いない、「経

済成長のエンジンとなり得る、企業の収益力を高めるための取り組みとしてこの改革

案をごらんいただきたい」などと答え、「中小零細企業は増税にはなりませんけれど

も、では、減税策を授かるとか何か恩恵があるかというと何にもないわけであ」ると

いう水戸委員の発言を招いている(63)。 

   また、水戸委員が外形標準課税の拡大の意味を問い質したのに対し、高市総務大臣

は、全国知事会からの要望、政府税制調査会の答申を踏まえた旨を述べた。これに対

し、水戸委員は赤字企業１社あたりの税負担が1,600万円増えるのに対し、黒字企業

１社あたりの負担軽減が700万円になると指摘した上で、地域の産業や雇用に対する

影響、さらに資本金１億円以下の企業を外形標準課税の対象とする可能性を問い質し

た。高市総務大臣は「今回の法人税改革は、企業が収益力を高めて、より積極的に賃

上げや設備投資に取り組むよう促す観点から行うもので」あり、「大企業が、例えば、

積極的に賃上げをしていただいたり、また、設備投資を進めていただくことによって、

地方においても、消費が拡大して、中小零細企業にもその恩恵が及んだり、それから

また、設備投資に取り組むことによって発注というものがふえてくる、そういった効

果というのは想定できる」、「我が国は一部の企業に税負担が偏っているという指摘

もあったので、そうした状況を改善して、広く負担を分かち合う構造にした」、外形

標準課税の適用対象の拡大については今後の検討課題であるなどと答弁した(64)。 

   さらに、水戸委員が、法人税率（法人実効税率）が下がり続けている一方で企業の

留保金が「今に至っては350兆円を超える」と指摘したのに対し、岡田副大臣は「経

済界がマインドを変えてもらって、賃金引き上げや投資拡大に積極的に取り組むこと

が重要な局面である」などと答弁したが、具体的な対策については何も述べていな

い(65)。 

 

(２) 地域間における税源偏在の是正 

   武正公一委員（民主党）は、法人住民税の交付税原資化による具体的な影響につい

                                                                                 

(63) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」20頁。「第190回国会衆

議院総務委員会議録第５号（平成28年２月26日）」12頁も参照。 

(64) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」21頁。「第190回国会衆

議院総務委員会議録第５号（平成28年２月26日）」12頁も参照。 

(65) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」22頁。 
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ての資料が総務省から出ていないと苦言を呈した上で、総務大臣の所見を質した。こ

れに対し、高市総務大臣は「トータルの地方税収への影響を平年度ベースで試算しま

すと、地方消費税が約1.4兆円の増、法人住民税が約0.9兆円の減、そして地方法人特

別税・譲与税制度の廃止及び法人事業税への復元がございますので、約1.9兆円の増

となりますので、地方税収全体は増加いたします」と答弁した(66)。さらに、武正委

員は、法人住民税の一部の地方交付税原資化について「地方分権、そして特に税財源

の移譲、これは一括法以来かねてより各自治体だったり六団体から求められてきたと

ころでもありますので、こういった税財源の移譲ということについては後退をしてし

まったということではないでしょうか」と質したのに対し、高市総務大臣は「これは、

地方消費税の税率引き上げによって地方の税財源が拡大する中で行うものです。また、

交付税の原資化によっても交付税というのが地方の固有財源であるという性格が失わ

れるものではございませんので、地方分権に逆行するものとは考えておりません」と

しつつ、「これから将来にわたって地方が使える税源をふやしていく、その必要はご

ざいます。やはり仕事量に見合った税源を確保していく。まずは六対四というのを五

対五にということを私たちは目標にしておりますけれども、これはこれからも取り組

むべき課題だと存じます」と述べている(67)。 

 

(３) 地方創生応援税制 

   まず、水戸委員が「企業版ふるさと納税」のネーミングについて質疑をした上で、

六割の負担軽減の意味を質した。福岡資麿内閣府副大臣はインパクト、インセンティ

ヴの故であるとしつつ、「一定の企業負担ということは残しておくということが大切」

であり、「これらのバランスを勘案」した結果であると答弁した(68)。 

   水戸委員、田村貴昭委員（日本共産党）および小川淳也委員（民主党）は、地方創

生応援税制がモラルハザードを引き起こすことを懸念する旨の質疑を行っている(69)。

それは、企業の側から寄附を行った地方公共団体に対して入札や業者選定に関する働

きかけを行う、または地方公共団体の側から企業への見返りとしての便宜供与を行う

                                                                                 

(66) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」23頁。 

(67) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」24頁。 

(68) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」22頁。 

(69) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」23頁、同28頁、「第190

回国会衆議院総務委員会議録第６号（平成28年３月１日）」３頁。 

－ 89 －



 

－ 28 － 

●－自治総研通巻454号 2016年８月号－● 

おそれである。これについて、福岡副大臣は「地方六団体からもモラルハザードを招

かないようにすべきだというような御意見を寄せられているところでございまして、

改正地域再生法の施行規則におきまして、地方公共団体が寄附の代償として企業に経

済的利益を供与することがないようにするという趣旨の規定を設けさせていただきた

いと考えております」と答弁した(70)。また、末宗徹郎政府参考人（内閣官房まち・

ひと・しごと創生本部事務局次長）は、地方創生応援税制の長所として、企業のイ

メージの向上、「寄附を通じて企業と地方公共団体の間に新たなパートナーシップが

生まれる、そこから企業が新たな事業展開をするといった効果」をあげている(71)。 

 

(４) 消費両税の税率引き上げおよび軽減税率の導入 

   吉川元委員（社会民主党）および奥野総一郎委員（民主党）は、2017年４月に実施

される予定であった消費両税の税率引き上げに関連して、「軽減税率が実施をされる

という中で、地方の消費税、これはどのように一般財源の総額や内容に影響を与える

のかということ」、および「骨太の方針2015」25頁注58にある「地方の安定的な財政

運営に必要になる一般財源について、2018年度（平成30年度）までにおいて、2015年

度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」という文言の意

味について質した(72)。高市総務大臣は、「軽減税率導入の財源については、今後検

討していく」、「各年度の地方の一般財源総額につきましては、当該年度における国

の一般歳出の取り組みと基調を合わせながら、実質的に同水準を確保することになる

ように、財政当局と地財折衝を行っております」と答弁した(73)。これに対し、吉川

委員は、「消費税を上げるときに、税と社会保障の一体改革ということで、もちろん

今の社会保障を維持しつつ、その上でプラスアルファを出すんだ、プラスアルファを

やっていくんだというお話だった」として「そのもともとのスタートの時点、去年の

骨太の方針の際の同水準という意味というのは、これは大体、今の、来年度でいうと

                                                                                 

(70) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」23頁。末宗政府参考人

の答弁（同28頁）も参照。 

(71) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」29頁。 

(72) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」36頁、「第190回国会衆

議院総務委員会議録第５号（平成28年２月26日）」５頁。 

(73) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」36頁。奥野委員の質疑

に対する森屋宏総務大臣政務官の答弁（「第190回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成28

年２月26日）」５頁）もほぼ同旨。 
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61兆6,792億、今年度は61兆5,485億、この水準を守るという意味なのか」と質した。

安田充政府参考人（総務省自治財政局長）は、「同水準」が「金額が全く一緒という

こと」を意味しないとして、「例えば増要因でございますと、社会保障充実分という

のもあり得ると思いますし、社会保障関係費の自然増といったようなものもあり得る

のではないかと思っております。また、減要因といたしましては、逆に、公債費につ

きましては、毎年減少をしてきており」、「いずれにいたしましても、こうした増減

の要因というものを総合的に勘案しながら、財政当局と地財折衝を行いまして、地方

の安定的な財政運営に必要となる一般財源総額を確保する」と答えている。続けて吉

川委員が「公債費を減らすことにだけ充てられると、それは消費税増税をする際に約

束をした、消費税増税分は全て社会保障に使いますということと話がずれてこない」

かと質したのに対し、安田政府参考人は「社会保障の増額分を全て社会保障関係費に

充てるという部分につきましては、これはまたこれとは別の観点で」あると答えて

いる(74)。 

   また、吉川委員は、軽減税率導入のための財源に関連して、地方消費税の税率が78

分の22に引き上げられるとしても軽減税率によって3,000億円の減収になると指摘し

た上で、「今後、代替の財源の確保に向けた議論の中で、この78分の22、地方消費税

率の変更あるいは交付税の法定率の見直し等々というのは検討の対象となるもの」か

と質したが、森屋宏総務大臣政務官は「軽減税率制度の導入時におきます地方財政の

確保という観点につきましては、国、地方全体で安定的な社会保障財源の確保を図る

観点に立って検討をされていくべきものであるというふうに考えて」いる、「全体と

して、国、地方全体で安定的な社会保障財源の確保という観点の中で議論をされてい

くべきものというふうに考えて」いるとしか答えていない(75)。法律案の審査の時点

においては消費両税の税率引き上げの延期は予定されていなかったのであるから、か

ような答弁はいかにも準備不足であり、引き上げ時点に間に合わないのではないかと

いう疑念を免れない。 

 

〔２〕衆議院本会議 

   ３月１日の本会議（第13回）において、地方税法等一部改正法案および「地方交付

                                                                                 

(74) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」36頁。 

(75) 「第190回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年２月24日）」37頁。 
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税法等の一部を改正する法律案」（内閣提出法律案第22号）は一括して議題とされ、

遠山清彦総務委員長の報告の後、逢坂誠二議員（民主党）、大平喜信議員（日本共産

党）のそれぞれによる反対討論を経て、地方税法等一部改正法は賛成多数で可決され

た(76)。 

 

〔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17日の総務委員会

（第４回）において行われた。３月29日（第８回）に採決が行われ、賛成多数で可決

された。なお、採決の後、石上俊雄委員（民主党・新緑風会）より発言が求められ、

「自由民主党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、おおさか維新の会、維新の

党、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」と

して「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基盤の構築及び東日本

大震災への対応に関する決議（案）」が提出され、全会一致で可決された。地方税に

ついては、衆議院総務委員会の「地方税財政基盤の早期確立及び東日本大震災への対

応に関する件」と同じく、「地方財政の自主性・自立性を確立するとともに、安定的

で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること。また、減収が生ずる

地方税制の見直しを行う場合には、代替の税源の確保等の措置を講ずるほか、税負担

軽減措置等の創設や拡充に当たっては、真に地域経済や住民生活に寄与するものに限

られるよう、慎重な対処を行うこと」を政府に求めている(77)。 

 

(１) 法人実効税率の引き下げ、法人事業税における外形標準課税の拡大など 

   吉良よし子委員（日本共産党）が、外形標準課税の拡大による欠損法人の負担額

（推計）などについて質し、拡大に反対している(78)。又市征治委員（社会民主党）

も「法人税減税が経済政策としていかなる意義があるのか、このことは全くまともな

説明がなされていない」と指摘した上で、「本来、課税というのは応能負担が原則だ

と思う」と述べている(79)。 

 

                                                                                 

(76) 「第190回国会衆議院会議録第13号(一)」（官報号外平成28年３月１日）９頁。 

(77) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第８号（平成28年３月29日）」２頁。 

(78) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」15頁。 

(79) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」16頁。 
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(２) 地域間における税源偏在の是正 

   羽田雄一郎委員（民主党）は、地域間の税収格差の是正が地方税における受益と負

担の関係の重視（総務省の立場）と一致しない旨を質した。これに対し、高市総務大

臣は、法人の事業活動の広域化を指摘した上で「地方税は地方団体が行政サービスを

継続的に提供するために必要な経費を賄うもの」であるから「偏在制の小さい税体系

が望ましい」と答弁した(80)。一方、又市委員は「交付団体と不交付団体間を分断を

し、国が本来負うべき地方交付税の原資の捻出というものを一部自治体の負担で行う

というのは」地方分権に逆行すると指摘している(81)。また、吉川沙織委員（民主党）

は「地方税全体として偏在度が少ないのであれば、その内訳として、相対的に偏在は

しますが、伸張性に富んでいるという、そういう税目があっても差し支えないのでは

ない」か、消費税の地方交付税分などについて税源交換を検討すべきではないかと質

した。これに対し、高市総務大臣は、平成26年度および平成28年度の税制改正が「現

状においては現実的、合理的と考えられ」る内容のものであり、「仮に消費税の交付

税原資分を地方消費税化しちゃった場合には、社会保障について地方が大きな責任を

担う必要があり、結果的に社会保障について大きな地域間格差を生じさせることにな

りかねないといった課題もあ」ると答弁している(82)。 

 

(３) 地方創生応援税制 

   横山信一委員（公明党）が地域創生応援税制のメリットについて質したのに対し、

牧島かれん内閣府大臣政務官が答弁を行っているが、衆議院総務委員会における末宗

政府参考人の答弁とほぼ同旨である(83)。他方、地域創生応援税制によるモラルハ

ザードの懸念は、羽田委員によって示されている(84)。 

 

(４) 消費両税の税率引き上げおよび軽減税率の導入 

   又市委員および吉川沙織委員が、衆議院総務委員会における吉川元委員および奥野 

 

                                                                                 

(80) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」８頁。 

(81) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」16頁。 

(82) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第６号（平成28年３月23日）」31頁。 

(83) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」13頁。 

(84) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」10頁。 
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  委員と同旨の質疑を行った(85)。政府側の答弁も衆議院総務委員会におけるのと同旨

である。 

 

〔４〕参議院本会議 

   ３月29日の本会議（第15回）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」は一括して議題とされ、山本博司総務委員長の報告

の後、石上議員による反対討論を経て、地方税法等一部改正法は賛成152、反対87で

可決され、法律として成立した(86)。 

 

 

 5. おわりに 
 

 第189回国会と同様、第190回国会における両院の総務委員会においても、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。しかし、地方税法等一

部改正法に関する質疑応答は、少なくとも本稿の主題に絞った場合に、衆議院総務委員会

における審議のほうが、密度の濃いものであったように思われる。また、質疑に対して一

部の答弁の不十分さが目立ったのも、衆議院総務委員会においてであった。 

 前述のように、政府税制調査会は、平成27年７月２日より主に「個人所得課税改革」に

ついての議論を重ねてきた。同年９月25日の第21回税制調査会においては、「経済社会の

構造変化に関するファクトの整理」として「人口構造の変化」、「経済・産業構造の変

化」、「家計・再分配の変化」などをあげ、「若年者にとっては、一度無業状態に陥って

しまうと抜け出しにくい『無業社会』が生じている。そうした若者は、生活基盤、経済基

盤が脆弱であり、実費負担の原則が壁となり、支援の枠組みにアクセスできない」、「所

得のジニ係数は、2000年前後以降概ね横ばいである一方、相対的貧困率は、概ね緩やかに

上昇」、「家庭の経済力や文化的背景が進路選択や学力に大きく影響を与えており、貧困

の連鎖が懸念される状況にある」、などの指摘がなされている(87)。 

                                                                                 

(85) 「第190回国会参議院総務委員会会議録第４号（その１）（平成28年３月17日）」16頁、

「第190回国会参議院総務委員会会議録第６号（平成28年３月23日）」31頁。 

(86) 「第190回国会参議院会議録第15号（その１）」（官報号外平成28年３月29日）８頁。 

(87) 第21回政府税制調査会（平成27年９月25日）「［総21－２］財務省説明資料（経済社会の構

造変化に関するファクトの整理）」（http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2015/__icsFiles/ 
afieldfile/2015/09/24/27zen21kai3.pdf）。（平成28年７月14日閲覧） 
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 他方、平成28年度与党税制改正大綱は、今後の検討課題として、年金課税、「金融所得

課税の更なる一体化」、寡婦控除、「個人事業者の事業承継に係る税制上の措置」などを

あげているが、法人課税、資産課税については多く掲げるものの、個人所得課税について

はあまり掲げていない(88)。若年層の問題、相対的貧困率などに関連する課題は全くと

言ってよいほど意識されていないのであろうか。今後、政府税制調査会がいかなる提案を

出すのかに注意する必要はあるが、政府税制調査会と与党税制調査会との間に意識のずれ

が存在するように思われる。 

 なお、最初にお断りしたように、平成28年度税制改正においては、車体課税、固定資産

税・都市計画税などについても重要な改正が行われたが、本稿においては触れていない。

これらについては、機会を改めて検討することとしたい。 

（もり としき 大東文化大学法学部教授） 

 

                                                                                 

(88) 平成28年度与党税制改正大綱108頁。 
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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 
を改正する法律等の一部を改正する法律      

（平成28年11月28日法律第86号） 

 

 

森   稔 樹 

 

 

 1. はじめに 
 

 第180回国会会期中の平成24年８月10日に「社会保障・税一体改革」関連法律が成立し

てから４年が経過し、同年12月26日に第三次野田改造内閣から第二次安倍内閣（自由民主

党・公明党連立政権）へ交代してからでも３年11か月が経過しようとしていた平成28年11

月18日、第192回国会（平成28年９月26日召集）において「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等の一部を改

正する法律」（平成28年11月28日法律第85号）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等の

一部を改正する法律」（平成28年11月28日法律第86号）が成立した(１)。これにより、消

費税および地方消費税（以下、原則として消費両税と記す）の税率引き上げ（８％→10％）

が平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期されることが正式に決定された形となっ

た。 

 両法律とも、第190回国会閉会日である平成28年６月１日の記者会見において安倍晋三

内閣総理大臣(２)が示した方針を受け、同年８月24日の閣議決定「消費税率引上げ時期の

変更に伴う税制上の措置」を経て成立したものであるが、それらの施行は、単に消費両税

                                                                                 

(１) 解説として、滝陽介他「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等の一部を改正する法律案解説」地方税67

巻10号（2016年）８頁がある。 

(２) 以下、職名、所属政党（会派）については、本稿脱稿時においてその職または政党（会派）

に留まっている者も含め、原則として当時のものであることを記しておく。 
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(１) 解説として、滝陽介他「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等の一部を改正する法律案解説」地方税67

巻10号（2016年）８頁がある。 

(２) 以下、職名、所属政党（会派）については、本稿脱稿時においてその職または政党（会派）

に留まっている者も含め、原則として当時のものであることを記しておく。 
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の税率引き上げの延期（後述するように再延期である）を意味するところに留まるもので

はない(３)。平成28年度税制改正により、消費両税の税率引き上げを前提とした上で、地

方法人特別税の廃止（法人事業税への復元）、法人事業税交付金の創設、地方法人税の税

率改正、自動車取得税の廃止などが行われることとなっていたが、後に述べるようにこれ

らの施行がやはり平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期されることとなった。 

 本稿は、「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等の一部を改正する法律」に重点を置きつつ、

両法律につき、立法過程を中心に概観し、検討を行うことを目的とするものである。なお、

法律の名称が長いため、以下、原則として次のように記すことをお断りしておく。 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成24年８月22日法律第68号）→

税制抜本改革消費税法 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成24年８月22日法

律第69号）→税制抜本改革地方税法 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成28年11月28日法律第85号）→

税制抜本改革消費税法改正法 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成28年11月28日法

律第86号）→税制抜本改革地方税法改正法 

 

 

 2. 「社会保障・税一体改革」から法律案が 
  提出されるまでの動向 
 

 「社会保障・税一体改革」は、第180回国会に提出された関連法律案の提案理由におけ

る文言を借りるならば「世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築する

                                                                                 

(３) 拙稿「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年３月31日法律第13号）～法人課税お

よび軽減税率の導入を中心に～」自治総研454号（2016年）70頁。 
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ことにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題である」として、

「社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成すること｣(４)、および「安定

した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図る」

こと(５)を目的とするものである。この改革は、第180回国会会期中の平成24年８月10日、

税制抜本改革消費税法、税制抜本改革地方税法などが参議院において可決・成立したこと

により、本格的に開始された(６)。 

 改革を進めるにあたって最も論議の的となったのが財源であり、消費両税の税率を引き

上げ、「消費税の収入については、地方交付税法（昭和25年法律第211号）に定めるとこ

ろによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに

少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」こととされた（消費税法

第１条第２項）。引き上げの時期は二段階として設定され、第一段階として平成26年４月

１日に消費両税の税率（合計）を５％から８％に引き上げ、第二段階として平成27年10月

１日に８％から10％に引き上げることとされていた。 

 第一段階は予定通り施行されたが、第二段階は、これまで二度も延期され、現段階にお

いては当初より４年遅れて施行されることとなっている。 

 まず、平成26年11月18日、衆議院解散の３日前に、内閣総理大臣が、８％から10％への

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。これは平 

                                                                                 

(４) 「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等の一部を

改正する法律案」（内閣提出法律案第72号）の提案理由による。なお、平成24年６月15日の

「三党合意」（民主党、自由民主党および公明党）を経て、衆議院においてこの法律案に対す

る修正案が提出された上で可決され、その結果として、名称も現行の「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等の一部を

改正する法律」に変更された。 

(５) 「社会保障改革推進法」（衆議院議員提出法律案第24号。平成24年８月10日に可決・成立し、

同月22日に法律第64号として公布）の提案理由による。 

(６) 「社会保障・税一体改革」については多くの文献があるが、さしあたり、西沢和彦『税と社

会保障の抜本改革』（2011年、日本経済新聞出版社）、鈴木準『社会保障と税の一体改革をよ

む』（2012年、日本法令）、小西砂千夫『統治と自治の政治経済学』（2014年、関西学院大学

出版会）55頁、277頁、同『社会保障の財政学』（2016年、日本経済評論社）40頁、湯本雅士

『日本の財政はどうなっているのか』（2015年、岩波書店）92頁、147頁、森信茂樹編著『税

と社会保障でニッポンをどう再生するか』（2017年、日本実業出版社）208頁［森信茂樹、佐

藤主光］を参照。 

－ 98 －



 

－ 2 － 

 

の税率引き上げの延期（後述するように再延期である）を意味するところに留まるもので

はない(３)。平成28年度税制改正により、消費両税の税率引き上げを前提とした上で、地

方法人特別税の廃止（法人事業税への復元）、法人事業税交付金の創設、地方法人税の税

率改正、自動車取得税の廃止などが行われることとなっていたが、後に述べるようにこれ

らの施行がやはり平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期されることとなった。 

 本稿は、「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等の一部を改正する法律」に重点を置きつつ、

両法律につき、立法過程を中心に概観し、検討を行うことを目的とするものである。なお、

法律の名称が長いため、以下、原則として次のように記すことをお断りしておく。 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成24年８月22日法律第68号）→

税制抜本改革消費税法 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成24年８月22日法

律第69号）→税制抜本改革地方税法 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成28年11月28日法律第85号）→

税制抜本改革消費税法改正法 

 ・「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等の一部を改正する法律」（平成28年11月28日法

律第86号）→税制抜本改革地方税法改正法 

 

 

 2. 「社会保障・税一体改革」から法律案が 
  提出されるまでの動向 
 

 「社会保障・税一体改革」は、第180回国会に提出された関連法律案の提案理由におけ

る文言を借りるならば「世代間及び世代内の公平性が確保された社会保障制度を構築する

                                                                                 

(３) 拙稿「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年３月31日法律第13号）～法人課税お

よび軽減税率の導入を中心に～」自治総研454号（2016年）70頁。 
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ことにより支え合う社会を回復することが我が国が直面する重要な課題である」として、

「社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成すること｣(４)、および「安定

した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図る」

こと(５)を目的とするものである。この改革は、第180回国会会期中の平成24年８月10日、

税制抜本改革消費税法、税制抜本改革地方税法などが参議院において可決・成立したこと

により、本格的に開始された(６)。 

 改革を進めるにあたって最も論議の的となったのが財源であり、消費両税の税率を引き

上げ、「消費税の収入については、地方交付税法（昭和25年法律第211号）に定めるとこ

ろによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに

少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする」こととされた（消費税法

第１条第２項）。引き上げの時期は二段階として設定され、第一段階として平成26年４月

１日に消費両税の税率（合計）を５％から８％に引き上げ、第二段階として平成27年10月

１日に８％から10％に引き上げることとされていた。 

 第一段階は予定通り施行されたが、第二段階は、これまで二度も延期され、現段階にお

いては当初より４年遅れて施行されることとなっている。 

 まず、平成26年11月18日、衆議院解散の３日前に、内閣総理大臣が、８％から10％への

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。これは平 

                                                                                 

(４) 「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等の一部を

改正する法律案」（内閣提出法律案第72号）の提案理由による。なお、平成24年６月15日の

「三党合意」（民主党、自由民主党および公明党）を経て、衆議院においてこの法律案に対す

る修正案が提出された上で可決され、その結果として、名称も現行の「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等の一部を

改正する法律」に変更された。 

(５) 「社会保障改革推進法」（衆議院議員提出法律案第24号。平成24年８月10日に可決・成立し、

同月22日に法律第64号として公布）の提案理由による。 

(６) 「社会保障・税一体改革」については多くの文献があるが、さしあたり、西沢和彦『税と社

会保障の抜本改革』（2011年、日本経済新聞出版社）、鈴木準『社会保障と税の一体改革をよ

む』（2012年、日本法令）、小西砂千夫『統治と自治の政治経済学』（2014年、関西学院大学

出版会）55頁、277頁、同『社会保障の財政学』（2016年、日本経済評論社）40頁、湯本雅士

『日本の財政はどうなっているのか』（2015年、岩波書店）92頁、147頁、森信茂樹編著『税

と社会保障でニッポンをどう再生するか』（2017年、日本実業出版社）208頁［森信茂樹、佐

藤主光］を参照。 
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成27年度税制改正において実現した(７)。その際、「景気判断条項」とも言われる税制抜

本改革消費税法附則第18条第３号(８)は「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）第18条により、やはり「景気判断条項」である税制抜本改革地方税

法附則第19条第３項(９)は「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。以下、平成27年度地方税法等改正法と記す）第３条により削除され、「社会保障

制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの信任を高めるため

に財政健全化を着実に進める姿勢を示す観点から、平成29年４月の引上げについては、

『景気判断条項』を付さずに確実に実施する」こととされた(10)。 

 この方向性は平成28年度税制改正においても基本的に維持される。同年度税制改正大綱

（自由民主党、公明党）は「『新・三本の矢』の一矢である『安心につながる社会保障』

を実現するため、『社会保障と税の一体改革』を確実に実施することが最重要課題となる。

その一環として、社会保障の充実・強化を実現するため、消費税率10％への引き上げを平

成29年４月に確実に実施する。その際、税制抜本改革法第７条を踏まえ、低所得者への配

慮として、平成29年４月に軽減税率制度を導入する」と述べる(11)。その上で、前述のよ

うに、消費両税の税率引き上げを前提として地方法人特別税の廃止（および法人事業税へ

                                                                                 

(７) 平成27年度税制改正における消費両税の税率引き上げの延期については、拙稿「2015（平成

27）年度税制改正の概要と論点～地方税制の重要問題を中心に～」自治総研440号（2015年）

97頁、同「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）」自治総研446

号（2015年）56頁、同「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）」

地方自治総合研究所監修・下山憲治編『地方自治関連立法動向第３集』（2016年）89頁も参照。 

(８) 「この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済

財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第２条及び第３条に規定する消費税率の引上げ

に係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、

物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案

した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」 

(９) 「この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、

経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第１条及び第２条に規定する地方消費税率

の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経

済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総

合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」 

(10) 「平成27年度税制改正大綱」（平成26年12月30日、自由民主党、公明党）１頁。太字は引用

者による強調。 

(11) 「平成28年度税制改正大綱」（平成27年12月16日、自由民主党、公明党）２頁。太字は引用

者による強調。なお、引用文中にある「税制抜本改革法」とは税制抜本改革消費税法のことで

ある。 
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の復元）、法人事業税交付金の創設、地方法人税の税率改正、自動車取得税の廃止などが

行われることとされた。 

 また、同年度税制改正の議論の場となった第190回国会において安倍内閣総理大臣は、

度々、平成29年４月１日からの税率引き上げの実施を公言していた。平成28年１月22日の

内閣総理大臣施政方針演説においては「経済再生なくして財政再建なし。2020年度の財政

健全化目標を堅持します。行政改革も不断に進めてまいります。来年４月の消費税率引き

上げでは、酒類と外食を除く全ての食品について、10％に引き上げることなく８％に軽減

し、日々の生活で幅広い消費者の皆さんに負担軽減を実感していただけるよう準備を進め

ます」と明言されており、税率引き上げの実施に何の留保も付されていない(12)。 

 しかし、再延期をすることなく予定通りに税率引き上げが行われるか否かについては、

第190回国会会期中より、かなり疑わしい状況にあったと言いうる。詳細を知りえないが、

税率引き上げの再延期を求める意見が内閣内部にあったものと考えられる(13)。 

 平成28年１月26日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣は岡田克也氏（民主党）

の質疑に対する答弁の中で「来年４月の消費税率10％への引き上げは、リーマン・ショッ

クや大震災のような重大な事態が発生しない限り、確実に実施します」と述べている(14)。

他方、２月24日の衆議院財務金融委員会において、木内孝胤氏（民主・維新・無所属クラ

ブ）は、２月22日に本田悦郎内閣官房参与が「消費税の再増税は絶対にするべきではない、

2014年４月の消費税は間違っていたとコメントしてい」ると指摘し、「今回の日本経済の

足元の状況と世界経済の不確実性が増しているこの二点をもってして、安倍総理は、来年

４月の消費税の増税、これを凍結するお考えはありませんか」、「私は、やはり、経済を

しっかりと見て、上げるか上げないかという判断をするには、先般のリーマン・ショック

級の事象がなければ消費税を予定どおり上げるという答弁というのは撤回するべきだと思

います」と質した。これに対し、安倍内閣総理大臣は、「法律で決まっていた消費税の引

                                                                                 

(12) 「第190回国会衆議院会議録第６号（平成28年１月22日）」４頁。 

(13) 大石敬「消費税率引上げ時期の変更に伴う対応について」税経通信71巻11号（2016年）126

頁がこのような見方を示している。森信茂樹「消費増税先延ばしはアベノミクスの失敗」税務

弘報64巻５号（2016年）６頁、朝日新聞2017年２月28日付朝刊４面14版「１強 第１部 平成

の楼閣２ 経産省で固めた側近」も参照。なお、平成28年第６回経済財政諮問会議（４月18日）

において、高橋進氏（株式会社日本総合研究所理事長）が「現下の経済情勢を考えてみると、

中国など、海外環境が激変しており、その影響が消費増税の後遺症を長引かせる結果にもなっ 

  てきている」と発言している〔同会議議事要旨（http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/ 
  2016/0418/gijiyoushi.pdf）による〕ことにも、注目しておきたい。 

(14) 「第190回国会衆議院会議録第７号（平成28年１月26日）」７頁。 
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成27年度税制改正において実現した(７)。その際、「景気判断条項」とも言われる税制抜

本改革消費税法附則第18条第３号(８)は「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）第18条により、やはり「景気判断条項」である税制抜本改革地方税

法附則第19条第３項(９)は「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。以下、平成27年度地方税法等改正法と記す）第３条により削除され、「社会保障

制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの信任を高めるため

に財政健全化を着実に進める姿勢を示す観点から、平成29年４月の引上げについては、

『景気判断条項』を付さずに確実に実施する」こととされた(10)。 

 この方向性は平成28年度税制改正においても基本的に維持される。同年度税制改正大綱

（自由民主党、公明党）は「『新・三本の矢』の一矢である『安心につながる社会保障』

を実現するため、『社会保障と税の一体改革』を確実に実施することが最重要課題となる。

その一環として、社会保障の充実・強化を実現するため、消費税率10％への引き上げを平

成29年４月に確実に実施する。その際、税制抜本改革法第７条を踏まえ、低所得者への配

慮として、平成29年４月に軽減税率制度を導入する」と述べる(11)。その上で、前述のよ

うに、消費両税の税率引き上げを前提として地方法人特別税の廃止（および法人事業税へ

                                                                                 

(７) 平成27年度税制改正における消費両税の税率引き上げの延期については、拙稿「2015（平成

27）年度税制改正の概要と論点～地方税制の重要問題を中心に～」自治総研440号（2015年）

97頁、同「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）」自治総研446

号（2015年）56頁、同「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）」

地方自治総合研究所監修・下山憲治編『地方自治関連立法動向第３集』（2016年）89頁も参照。 

(８) 「この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済

財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第２条及び第３条に規定する消費税率の引上げ

に係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、

物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案

した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」 

(９) 「この法律の公布後、地方消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、

経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第１条及び第２条に規定する地方消費税率

の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経

済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総

合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる。」 

(10) 「平成27年度税制改正大綱」（平成26年12月30日、自由民主党、公明党）１頁。太字は引用

者による強調。 

(11) 「平成28年度税制改正大綱」（平成27年12月16日、自由民主党、公明党）２頁。太字は引用

者による強調。なお、引用文中にある「税制抜本改革法」とは税制抜本改革消費税法のことで

ある。 
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の復元）、法人事業税交付金の創設、地方法人税の税率改正、自動車取得税の廃止などが

行われることとされた。 

 また、同年度税制改正の議論の場となった第190回国会において安倍内閣総理大臣は、

度々、平成29年４月１日からの税率引き上げの実施を公言していた。平成28年１月22日の

内閣総理大臣施政方針演説においては「経済再生なくして財政再建なし。2020年度の財政

健全化目標を堅持します。行政改革も不断に進めてまいります。来年４月の消費税率引き

上げでは、酒類と外食を除く全ての食品について、10％に引き上げることなく８％に軽減

し、日々の生活で幅広い消費者の皆さんに負担軽減を実感していただけるよう準備を進め

ます」と明言されており、税率引き上げの実施に何の留保も付されていない(12)。 

 しかし、再延期をすることなく予定通りに税率引き上げが行われるか否かについては、

第190回国会会期中より、かなり疑わしい状況にあったと言いうる。詳細を知りえないが、

税率引き上げの再延期を求める意見が内閣内部にあったものと考えられる(13)。 

 平成28年１月26日の衆議院本会議において、安倍内閣総理大臣は岡田克也氏（民主党）

の質疑に対する答弁の中で「来年４月の消費税率10％への引き上げは、リーマン・ショッ

クや大震災のような重大な事態が発生しない限り、確実に実施します」と述べている(14)。

他方、２月24日の衆議院財務金融委員会において、木内孝胤氏（民主・維新・無所属クラ

ブ）は、２月22日に本田悦郎内閣官房参与が「消費税の再増税は絶対にするべきではない、

2014年４月の消費税は間違っていたとコメントしてい」ると指摘し、「今回の日本経済の

足元の状況と世界経済の不確実性が増しているこの二点をもってして、安倍総理は、来年

４月の消費税の増税、これを凍結するお考えはありませんか」、「私は、やはり、経済を

しっかりと見て、上げるか上げないかという判断をするには、先般のリーマン・ショック

級の事象がなければ消費税を予定どおり上げるという答弁というのは撤回するべきだと思

います」と質した。これに対し、安倍内閣総理大臣は、「法律で決まっていた消費税の引

                                                                                 

(12) 「第190回国会衆議院会議録第６号（平成28年１月22日）」４頁。 

(13) 大石敬「消費税率引上げ時期の変更に伴う対応について」税経通信71巻11号（2016年）126

頁がこのような見方を示している。森信茂樹「消費増税先延ばしはアベノミクスの失敗」税務

弘報64巻５号（2016年）６頁、朝日新聞2017年２月28日付朝刊４面14版「１強 第１部 平成

の楼閣２ 経産省で固めた側近」も参照。なお、平成28年第６回経済財政諮問会議（４月18日）

において、高橋進氏（株式会社日本総合研究所理事長）が「現下の経済情勢を考えてみると、

中国など、海外環境が激変しており、その影響が消費増税の後遺症を長引かせる結果にもなっ 

  てきている」と発言している〔同会議議事要旨（http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/ 
  2016/0418/gijiyoushi.pdf）による〕ことにも、注目しておきたい。 

(14) 「第190回国会衆議院会議録第７号（平成28年１月26日）」７頁。 
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き上げを延期するという判断、これはまさに大きな判断でもありましたし、そしてそれは、

世界に対するどういうメッセージとして伝わっていくかということも考慮に入れなければ

ならない。日本の経済に対する日本の国の信認を維持するという観点からも、（中略）私

どもの決意として、いわば景気判断条項は削除していく、我々は強い決意を持って、この

１年半後には引き上げをしていくということを発信させていただいた」、「その際申し上

げたことは、しっかりと経済の好循環を回し、賃金の引き上げも行っていく、来年の春も、

その次の春も、そしてその先の次の春においても賃上げを行っていくという経済状況をつ

くっていく、こう申し上げたわけでございまして、この考え方は今も変わりはな」く、

「現時点では、我々は予定どおり消費税を引き上げていく考えでございますので、それに

代替する財源をどうするかということについては我々は全く考慮していない」、平成29年

「４月の消費税の引き上げにつきましては、国の信認の維持、あるいは社会保障制度を次

の世代に引き渡していくという責任を果たすためにも、そういう状況をしっかりとつくっ

ていきたい」と答弁している(15)。 

 他方、平成28年５月の伊勢志摩サミットを前にして、３月１日、内閣官房に国民金融経

済分析会合が設置され、同月16日から５月17日まで、７回にわたって開催された(16)。 

 国内外から招かれた有識者の中で、消費両税の税率引き上げを予定通り行うべきである

と主張したのは、第５回（４月13日）に出席した経済協力開発機構事務局長のグリア

（José Ángel Gurría Treviño）氏であり、同氏は他国と比較した上で少なくとも15％まで引

き上げるべきであると主張した(17)。一方、第１回（３月16日）に出席したコロンビア大

学教授のスティグリッツ（Joseph Eugene Stiglitz）氏は「消費税は総需要を増加させないの 

                                                                                 

(15) 「第190回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年２月24日）」６頁、７頁。 

(16) メンバーは、安倍晋三氏（内閣総理大臣）、麻生太郎氏〔副総理兼財務大臣兼内閣府特命担

当大臣（金融）〕、菅義偉氏（内閣官房長官）、石原伸晃氏〔内閣府特命担当大臣（経済財政

政策）兼経済再生担当大臣〕、加藤勝信氏（一億総活躍担当大臣）、岸田文雄氏（外務大臣）、

林幹雄氏（経済産業大臣）および黒田東彦氏（日本銀行総裁）であり、石原氏が座長を務めた。

但し、平成28年４月７日に開かれた第４回の議事要旨（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikin
yu/dai4/gijisidai.pdf）のみ、座長および出席者の氏名が明記されていない。 

(17) 「第５回国際金融経済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai5/ 
  gijisidai.pdf）による。第２回国際金融経済分析会合に出席したハーバード大学教授のジョルゲ

ンソン（Dale Weldeau Jorgenson）氏も、安倍内閣総理大臣との質疑応答において「考え方と

しては税負担を投資から消費へシフトする改革が必要である」と述べる〔「第２回国際金融経

済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai2/gijisidai.pdf）〕。 
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で、今のタイミングで引き上げるのは適切でない」と主張しており(18)、第７回（５月19

日）に出席したカリフォルニア大学バークレー校教授のローマー（Christina Duckworth 

Romer）氏は「２本柱の戦略」として「短期的な財政刺激に加えて、長期的にはときとし

て財政健全化を後ろ倒す」ことが「賢い財政出動」であると述べる(19)。 

 ５月14日、日本経済新聞は、「国内外の経済に先行き不透明感が広がるなか、４月の熊

本地震による景気への影響も出ている」ことから「増税すれば政権の最重要課題であるデ

フレ脱却がさらに遠のくと判断し」、安倍内閣総理大臣が消費両税の税率引き上げ（８％

→10％）を再延期する方針を固めたと報じた(20)。同月26日、27日の第42回先進国首脳会

議（Ｇ７伊勢志摩サミット）を経て、５月30日、内閣総理大臣は自民党役員会および公明

党の山口那津男氏に対し、「消費税を３％引き上げた後、個人消費が低迷している状況」、

「新興国経済に陰りが見られる中で、伊勢志摩サミットにおいて、Ｇ７こそが世界経済を

牽引していかなければならないという議論を主導した責任において、消費税引き上げを２

年半延期したいという話をし」ており、このことが５月31日の定例閣議終了後の閣僚懇談 

                                                                                 

(18) 「第１回国際金融経済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai1/ 
  gijisidai.pdf）による。第３回（３月22日）におけるニューヨーク市立大学教授のクルーグマン

（Paul Robin Krugman）氏の発言も参照〔「第３回国際金融経済分析会合議事要旨」（http:// 
  www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai3/gijisidai.pdf）〕。 

(19) 「第７回国際金融経済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai7/ 
  gijiyousi.pdf）による。以上のような国際金融経済分析会合に対し、森信編著・前掲注(６)39頁

［森信］は「外国の経済学者にアドバイスを求めることに異論はない」が「彼らは自国の税制

をまともにするというアドバイスができていないわけで、そんな人たちにどうして日本の税制

に適切なアドバイスができるのだろうか」と批判し、「憲法改正のための多数議席の確保、そ

のための同時選挙、そのための大義名分としての消費増税先送り、そして経済財政諮問会議の

学者を無視し、国民を信用させるための米国・ノーベル賞経済学者のお墨付き（外圧） ― 。

これが本当のところだろう」と述べる。原真人『日本「一発屋」論 バブル・成長信仰・アベ

ノミクス』（2016年、朝日新書）74頁も、第３回国際金融経済分析会合におけるクルーグマン

氏が「消費増税延期論を唱え」、「『金融政策が限界に近づいている』と指摘し、こんどは財

政政策の重要性を強調した」ことにつき、「ノーベル経済学賞を受けた学者が、常に正しい経

済政策を提言するとは限りません。それにクルーグマン氏がノーベル賞を受賞したテーマは国

際貿易理論であり、金融や財政のマクロ政策ではないのです」と指摘する。 

(20) 日本経済新聞平成28年５月14日付朝刊１面14版「首相、消費増税先送り 地震対応・景気に

配慮 サミット後に表明へ｣（http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS13H56_T10C16A5MM8000/)。 
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き上げを延期するという判断、これはまさに大きな判断でもありましたし、そしてそれは、

世界に対するどういうメッセージとして伝わっていくかということも考慮に入れなければ

ならない。日本の経済に対する日本の国の信認を維持するという観点からも、（中略）私

どもの決意として、いわば景気判断条項は削除していく、我々は強い決意を持って、この

１年半後には引き上げをしていくということを発信させていただいた」、「その際申し上

げたことは、しっかりと経済の好循環を回し、賃金の引き上げも行っていく、来年の春も、

その次の春も、そしてその先の次の春においても賃上げを行っていくという経済状況をつ

くっていく、こう申し上げたわけでございまして、この考え方は今も変わりはな」く、

「現時点では、我々は予定どおり消費税を引き上げていく考えでございますので、それに

代替する財源をどうするかということについては我々は全く考慮していない」、平成29年

「４月の消費税の引き上げにつきましては、国の信認の維持、あるいは社会保障制度を次

の世代に引き渡していくという責任を果たすためにも、そういう状況をしっかりとつくっ

ていきたい」と答弁している(15)。 

 他方、平成28年５月の伊勢志摩サミットを前にして、３月１日、内閣官房に国民金融経

済分析会合が設置され、同月16日から５月17日まで、７回にわたって開催された(16)。 

 国内外から招かれた有識者の中で、消費両税の税率引き上げを予定通り行うべきである

と主張したのは、第５回（４月13日）に出席した経済協力開発機構事務局長のグリア

（José Ángel Gurría Treviño）氏であり、同氏は他国と比較した上で少なくとも15％まで引

き上げるべきであると主張した(17)。一方、第１回（３月16日）に出席したコロンビア大

学教授のスティグリッツ（Joseph Eugene Stiglitz）氏は「消費税は総需要を増加させないの 

                                                                                 

(15) 「第190回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年２月24日）」６頁、７頁。 

(16) メンバーは、安倍晋三氏（内閣総理大臣）、麻生太郎氏〔副総理兼財務大臣兼内閣府特命担

当大臣（金融）〕、菅義偉氏（内閣官房長官）、石原伸晃氏〔内閣府特命担当大臣（経済財政

政策）兼経済再生担当大臣〕、加藤勝信氏（一億総活躍担当大臣）、岸田文雄氏（外務大臣）、

林幹雄氏（経済産業大臣）および黒田東彦氏（日本銀行総裁）であり、石原氏が座長を務めた。

但し、平成28年４月７日に開かれた第４回の議事要旨（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikin
yu/dai4/gijisidai.pdf）のみ、座長および出席者の氏名が明記されていない。 

(17) 「第５回国際金融経済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai5/ 
  gijisidai.pdf）による。第２回国際金融経済分析会合に出席したハーバード大学教授のジョルゲ

ンソン（Dale Weldeau Jorgenson）氏も、安倍内閣総理大臣との質疑応答において「考え方と

しては税負担を投資から消費へシフトする改革が必要である」と述べる〔「第２回国際金融経

済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai2/gijisidai.pdf）〕。 
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で、今のタイミングで引き上げるのは適切でない」と主張しており(18)、第７回（５月19

日）に出席したカリフォルニア大学バークレー校教授のローマー（Christina Duckworth 

Romer）氏は「２本柱の戦略」として「短期的な財政刺激に加えて、長期的にはときとし

て財政健全化を後ろ倒す」ことが「賢い財政出動」であると述べる(19)。 

 ５月14日、日本経済新聞は、「国内外の経済に先行き不透明感が広がるなか、４月の熊

本地震による景気への影響も出ている」ことから「増税すれば政権の最重要課題であるデ

フレ脱却がさらに遠のくと判断し」、安倍内閣総理大臣が消費両税の税率引き上げ（８％

→10％）を再延期する方針を固めたと報じた(20)。同月26日、27日の第42回先進国首脳会

議（Ｇ７伊勢志摩サミット）を経て、５月30日、内閣総理大臣は自民党役員会および公明

党の山口那津男氏に対し、「消費税を３％引き上げた後、個人消費が低迷している状況」、

「新興国経済に陰りが見られる中で、伊勢志摩サミットにおいて、Ｇ７こそが世界経済を

牽引していかなければならないという議論を主導した責任において、消費税引き上げを２

年半延期したいという話をし」ており、このことが５月31日の定例閣議終了後の閣僚懇談 

                                                                                 

(18) 「第１回国際金融経済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai1/ 
  gijisidai.pdf）による。第３回（３月22日）におけるニューヨーク市立大学教授のクルーグマン

（Paul Robin Krugman）氏の発言も参照〔「第３回国際金融経済分析会合議事要旨」（http:// 
  www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai3/gijisidai.pdf）〕。 

(19) 「第７回国際金融経済分析会合議事要旨」（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kokusaikinyu/dai7/ 
  gijiyousi.pdf）による。以上のような国際金融経済分析会合に対し、森信編著・前掲注(６)39頁

［森信］は「外国の経済学者にアドバイスを求めることに異論はない」が「彼らは自国の税制

をまともにするというアドバイスができていないわけで、そんな人たちにどうして日本の税制

に適切なアドバイスができるのだろうか」と批判し、「憲法改正のための多数議席の確保、そ

のための同時選挙、そのための大義名分としての消費増税先送り、そして経済財政諮問会議の

学者を無視し、国民を信用させるための米国・ノーベル賞経済学者のお墨付き（外圧） ― 。

これが本当のところだろう」と述べる。原真人『日本「一発屋」論 バブル・成長信仰・アベ

ノミクス』（2016年、朝日新書）74頁も、第３回国際金融経済分析会合におけるクルーグマン

氏が「消費増税延期論を唱え」、「『金融政策が限界に近づいている』と指摘し、こんどは財

政政策の重要性を強調した」ことにつき、「ノーベル経済学賞を受けた学者が、常に正しい経

済政策を提言するとは限りません。それにクルーグマン氏がノーベル賞を受賞したテーマは国

際貿易理論であり、金融や財政のマクロ政策ではないのです」と指摘する。 

(20) 日本経済新聞平成28年５月14日付朝刊１面14版「首相、消費増税先送り 地震対応・景気に

配慮 サミット後に表明へ｣（http://www.nikkei.com/article/DGKKASFS13H56_T10C16A5MM8000/)。 
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会において内閣総理大臣自身により報告されている(21)。 

 そして、６月１日、内閣総理大臣は、第190回国会閉会後の記者会見において、正式に

消費両税の税率引き上げの延期を表明した(22)。 

 記者会見において、内閣総理大臣は「足元では新興国や途上国の経済が落ち込んでおり、

世界経済が大きなリスクに直面している。こうした認識を先般、伊勢志摩サミットに集

まった世界のリーダーたちと共有し」たこと、「先般の熊本地震では、熊本や大分の観光

業や農業、製造業など、九州の広い範囲にわたって経済や暮らしが打撃を受けてい」るこ

と、「これらが、日本経済にとって新たな下振れリスクとなっている。最悪の場合、再び、

デフレの長いトンネルへと逆戻りするリスクがあ」るとして、「アベノミクスをもっと加

速するのか、それとも後戻りするのか。これが来る参議院選挙の最大の争点であ」ると述

べる。その上で、「有効求人倍率は24年ぶりの高い水準となってい」ること、2015年に正

規雇用が「８年ぶりに増加に転じ、26万人増え」たことなど、アベノミクスの成果を強調

しつつも、「世界経済は、この１年余りの間に想像を超えるスピードで変化し、不透明感

を増して」おり、「中国など新興国経済に『陰り』が見える」など「世界的な需要の低迷、

成長の減速が懸念され」ること、国際金融経済分析会合の場において「専門家の多くが、

世界的な需要の低迷によって、今年、そして来年と、更なる景気悪化を見込んでい」るこ

となどを縷々述べ、「今般のＧ７による合意、共通のリスク認識の下に、日本として構造

改革の加速や財政出動など、あらゆる政策を総動員して」いく中で「内需を腰折れさせか

ねない消費税率の引上げは延期すべきである」と表明した。そして、「2020年度の財政健

                                                                                 

(21) 「閣議及び閣僚懇談会議事録（平成28年５月31日）」（http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2016/
_ _icsFiles/afieldfile/2016/06/20/280531gijiroku.pdf）７頁による。同日の定例閣議における議題と

されていなかったことに注意を要する。また、公表されている議事録を筆者が確認した限りに

おいて、平成28年１月より５月までに開かれた閣議および閣僚懇談会において、５月31日の閣

僚懇談会を除き、消費両税の税率引き上げの再延期は議題などとして扱われていない。 

   なお、平成26年11月18日になされた延期表明については、少なくとも公表されている限りに

おいて、閣議または閣僚懇談会の場における発言や決定を確認することはできない。 

(22) 「平成28年６月１日 安倍内閣総理大臣記者会見」（http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/stateme
nt/2016/0601kaiken.html）、朝日新聞平成28年５月28日付朝刊１面14版「消費増税延期を示唆 

サミット閉幕 首相、参院選前に表明」、同平成28年６月２日付朝刊１面14版「首相、消費増

税19年10月 表明 再延期『参院選で信を問う』」、日本経済新聞平成28年６月２日付朝刊１

面13版「消費増税延期を表明 首相『世界経済リスク備え』 19年10月に10％」、週刊税務通

信3411号（平成28年６月６日）２頁「安倍首相会見 消費税率引上げは平成31年10月まで再延

期 税率10％引上げ時に軽減税率制度を導入する方針 今秋の臨時国会で引上げ時期を明記し

た関連法案を提出へ」を参照。 
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全化目標はしっかりと堅持」することから「ぎりぎりのタイミングである2019年10月には

消費税率を10％へ引き上げ」、30箇月の延期に「アベノミクスをもう一段加速する。その

ことで更なる税収アップを確保し、2020年度のプライマリーバランスの黒字化を目指す」

とした。 

 前述のように、平成27年度税制改正において税制抜本改革消費税法附則第18条第３号お

よび税制抜本改革地方税法附則第19条第３項は削除されたため、平成26年11月18日の延期

表明とは異なり、再延期表明に法的根拠はない。「世界経済は今、大きなリスクに直面し

てい」るが「現時点でリーマンショック級の事態は発生していない」などとも述べ、明確

な根拠が十分に示されているとも言えない。まさに「これまでのお約束とは異なる『新し

い判断』であ」る。 

 他方、国会閉会の直後に税率引き上げの再延期が表明されたことについて、疑問が寄せ

られてもおかしくないであろう。また、翌月に参議院議員選挙が行われることから、平成

26年11月18日の延期表明と同様に、選挙目当てであると批判されてもやむをえないところ

である。記者会見において内閣総理大臣は「野党は政策の違いを棚上げして、政策の違い

を棚上げしてまで、選挙目当てで候補の一本化を進めてい」ると述べたが、「国民生活に

大きな影響を与える税制において、これまでお約束してきたことと異なる判断を行うので

あれば、正に税こそ民主主義であります、であるからこそ、まず国民の皆様の審判を仰い

でから実行すべきであります」、「国政選挙であるこの参議院選挙を通して、『国民の信

を問いたい』と思います」と語ってはいるものの、「目指すのは、連立与党で改選議席の

過半数の獲得であります」と宣言しており、根は同じことである(23)。「税こそ民主主義」

であり、「国民の信を問いたい」というのであれば、少なくとも衆議院を解散した上で衆

議院議員総選挙を実施するほうが、筋が通るであろう。 

 再延期の表明に対しては、竹中平蔵氏のように支持する見解もあるが(24)、批判も少な

                                                                                 

(23) 熊王征秀「財政再建はどうなった？」税理59巻８号（2016年）102頁は、「とある新聞記者

の会話」として、内閣総理大臣が「もともと再増税なんかするつもりはなかった」、「平成31

年の夏はまた参議院選があるよね。またまた延期になったりして……」と記し、さらに「プラ

イマリーバランスの黒字化を目標に増税を決断したはずなのですが、いつの間にやら論点がす

り替わり、今や目先の景気と選挙のためだけに議論がなされているのが現状です」と辛辣な評

価を下している。原真人氏も、「波聞風問 消費増税延期 ２度あることは３度ある？」（朝

日新聞2017年４月25日付朝刊７面13版掲載）において「長期政権化する安倍首相がそもそも消

費増税に消極的なことがある」、「同じ政権が２回も不人気な消費増税をさせられることに不

満らしい」と述べる。 

(24) 「消費増税の延期は明らかに適切な判断 現在の誤った財政再建シナリオは見直されるべき」

金融財政事情57巻23号（2016年）23頁（竹中氏へのインタビュー記事）。 
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会において内閣総理大臣自身により報告されている(21)。 
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べる。その上で、「有効求人倍率は24年ぶりの高い水準となってい」ること、2015年に正

規雇用が「８年ぶりに増加に転じ、26万人増え」たことなど、アベノミクスの成果を強調

しつつも、「世界経済は、この１年余りの間に想像を超えるスピードで変化し、不透明感

を増して」おり、「中国など新興国経済に『陰り』が見える」など「世界的な需要の低迷、

成長の減速が懸念され」ること、国際金融経済分析会合の場において「専門家の多くが、

世界的な需要の低迷によって、今年、そして来年と、更なる景気悪化を見込んでい」るこ

となどを縷々述べ、「今般のＧ７による合意、共通のリスク認識の下に、日本として構造

改革の加速や財政出動など、あらゆる政策を総動員して」いく中で「内需を腰折れさせか

ねない消費税率の引上げは延期すべきである」と表明した。そして、「2020年度の財政健

                                                                                 

(21) 「閣議及び閣僚懇談会議事録（平成28年５月31日）」（http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2016/
_ _icsFiles/afieldfile/2016/06/20/280531gijiroku.pdf）７頁による。同日の定例閣議における議題と

されていなかったことに注意を要する。また、公表されている議事録を筆者が確認した限りに

おいて、平成28年１月より５月までに開かれた閣議および閣僚懇談会において、５月31日の閣

僚懇談会を除き、消費両税の税率引き上げの再延期は議題などとして扱われていない。 

   なお、平成26年11月18日になされた延期表明については、少なくとも公表されている限りに

おいて、閣議または閣僚懇談会の場における発言や決定を確認することはできない。 

(22) 「平成28年６月１日 安倍内閣総理大臣記者会見」（http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/stateme
nt/2016/0601kaiken.html）、朝日新聞平成28年５月28日付朝刊１面14版「消費増税延期を示唆 

サミット閉幕 首相、参院選前に表明」、同平成28年６月２日付朝刊１面14版「首相、消費増

税19年10月 表明 再延期『参院選で信を問う』」、日本経済新聞平成28年６月２日付朝刊１

面13版「消費増税延期を表明 首相『世界経済リスク備え』 19年10月に10％」、週刊税務通

信3411号（平成28年６月６日）２頁「安倍首相会見 消費税率引上げは平成31年10月まで再延

期 税率10％引上げ時に軽減税率制度を導入する方針 今秋の臨時国会で引上げ時期を明記し

た関連法案を提出へ」を参照。 
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(23) 熊王征秀「財政再建はどうなった？」税理59巻８号（2016年）102頁は、「とある新聞記者

の会話」として、内閣総理大臣が「もともと再増税なんかするつもりはなかった」、「平成31

年の夏はまた参議院選があるよね。またまた延期になったりして……」と記し、さらに「プラ

イマリーバランスの黒字化を目標に増税を決断したはずなのですが、いつの間にやら論点がす

り替わり、今や目先の景気と選挙のためだけに議論がなされているのが現状です」と辛辣な評

価を下している。原真人氏も、「波聞風問 消費増税延期 ２度あることは３度ある？」（朝

日新聞2017年４月25日付朝刊７面13版掲載）において「長期政権化する安倍首相がそもそも消

費増税に消極的なことがある」、「同じ政権が２回も不人気な消費増税をさせられることに不

満らしい」と述べる。 

(24) 「消費増税の延期は明らかに適切な判断 現在の誤った財政再建シナリオは見直されるべき」

金融財政事情57巻23号（2016年）23頁（竹中氏へのインタビュー記事）。 
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くない。財務省財政制度審議会会長の吉川洋氏が「月例報告の表現と首相のサミットでの

記者会見の発言が大きく違うことに驚いている。政府の公式の景気認識がわずか数日で変

わるほどの出来事はあったのか。これほどの変更があるなら、経済財政諮問会議を開いて

議論すべきだろう。増税延期を決めた決定過程も不透明だ」などと強く批判したことが代

表的な例であるが(25)、本稿では若干の例を紹介するに留める。 

 まずは手続的側面である。森信茂樹氏は、毎年度行われる税制改正を念頭に置きつつ、

「自由民主党の税制調査会が最終的な決定権を持」ち、「そこで決まる税制改正大綱がそ

のまま法律にな」り、「党税調は、毎年の予算編成に当たっての税制改正を取捨選択する

『査定側』である」という「党税調主導型」が「第２次安倍政権成立後の税制改正を見る

限り終わ」り、「官邸主導の税制改正が今後長く続いていく」として「国民に甘い税制は

取り入れるが、苦い選択はなるべく先送りするという意向が見て取れる。消費増税の２度

にわたる先送り、配偶者控除の抜本的改革の見送りはその例だ」と指摘する(26)。 

 原真人氏は、より明確に、消費両税の「増税延期の決定は首相の独断専行で進められた」

と述べ、その上で「見直すなら、自民党税制調査会や与党内の調整の場でていねいにその

是非を議論することが必要で」あり、「財務省や、民間有識者が入った政府税制調査会な

どでも議論を重ね、本当に延期が必要なのか、財政は大丈夫なのか、といった論点を十分

に点検することが求められたはずで」あるが「国会での議論まで封殺するように」行われ

たと批判する(27)。付け加えるならば、消費両税の税率引き上げおよびその先送りは、地

方財政にも重大な影響を及ぼすことから、地方財政審議会などにおける議論も必要とされ

たはずであり、また「国と地方の協議の場」が活用されるべきであった。平成28年５月23

                                                                                 

(25) 日本経済新聞「消費増税再延期 どう見る｣(2016年６月２日付。http://www.nikkei.com/article/ 
  DGKKZO03095590R00C16A6NNS000/）による。経済財政諮問会議の議事録、さらに地方財政

審議会や政府税制調査会の議事録も参照したが、平成28年６月１日まで、消費両税の税率引き

上げの再延期については全く議論されてこなかったようである（但し、注(13)を参照）。一方、

同日の午前中に地方財政審議会の会合が開かれているが、「消費増税引き上げの時期が地方財

政にもたらす影響」、「政府の経済政策の評価を巡る議論」などについて意見交換がなされた

という議事要旨しか公表されていない（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02
_03000850.html）。 

   なお、吉川氏の見解については、同月17日に日本記者クラブで開かれた会見「消費増税再延

期と日本の財政」も参考になる（https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/33468/report）。この

他、倉重篤郎『日本の死に至る病 アベノミクスの罪と罰』（2016年、河出書房新社）も参照

（野田佳彦氏、森信茂樹氏などによる批判がまとめられている）。 

(26) 森信編著・前掲注(６)41頁［森信］。 

(27) 原・前掲注(19)50頁。 
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日には同年度第１回「国と地方の協議の場」が開催されたが、この場において国側から同

月18日付の「経済財政運営と改革の基本方針2016（仮称）（素案）」が示されたものの、

消費両税の税率引き上げの再延期については全く言及されていないのである(28)。 

 次に、経済、財政の側面からの批判の例を紹介しておく。 

 全国知事会の地方税財政常任委員会は、平成28年６月23日に開催された第１回会合にお

いて「消費税・地方消費税率の引上げによる増収分は、子ども・子育て支援や医療・介護

の充実に向けた施策の実施等の社会保障の充実や安定化などに充てることとされており、

税率引上げの再延期により、これらの施策は税率引上げまでその財源を失うことになる」

と指摘し、「消費税・地方消費税率の引上げを再延期しても、保育の受け皿50万人分の確

保など、可能な限りの社会保障の充実を実施するとされているが、その費用については、

国の責任において安定財源を確保すべきである」という文言を含んだ提言を決議している(29)。 

 三木繁光氏は「わが国の財政は大幅な赤字であり、社会保障をはじめとした財政活動の

多くを将来世代へのツケで実施しているといっても過言ではない。今後も高齢化の急速な

進行にともなって社会保障費が増加することは確実であり、その財政負担を社会全体で広

く分かち合う安定的な財源を早急に確保する必要がある」ために「消費税率の10％への引

き上げが再度延期されたことは、極めて残念なことであり、平成31年10月には確実に実施

する必要がある」と述べる(30)。 

 土居丈朗氏も「消費税率引上げを再び先送りすることで、社会保障の受益と負担の世代

間格差是正の機会を逸してしまった。老若問わず負担する消費税で社会保障給付を賄うは

ずだったが、増税が先送りされる分は将来に負担がツケ回されることとなり、今の若年世

                                                                                 

(28) 「経済財政運営と改革の基本方針2016（仮称）（素案）」は、平成28年５月18日に開催され

た第９回経済財政諮問会議に提出された資料である（http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/ 
  files/group/2/02_160523shiryou1.pdf）。なお、消費両税の税率引き上げは「経済財政運営と改革

の基本方針2016～600兆円経済への道筋～」（平成28年６月２日閣議決定）６頁において言及

されている。 

(29) 全国知事会（地方税財政常任委員会）「地方税財源の確保・充実等に関する提言（案）」

（http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/04%20160623%20teigen.pdf）。全国市

長会および全国町村会も、両会長名義による「社会保障の充実と持続可能性の確保について」

（平成28年６月２日）において「我が国が人口減少社会に直面している中で、改革を着実に実

施するとともに、我々市町村が社会保障の充実確保に適切に対応できるよう、必要な財源を確

実に確保することを強く求める」と述べている（http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/28
0602shakaihosho_comment.pdf）。 

(30) 三木繁光「平成29年度税制改正に関する租研意見」租税研究804号（2016年）17頁。 

－ 106 －



 

－ 10 － 

 

くない。財務省財政制度審議会会長の吉川洋氏が「月例報告の表現と首相のサミットでの

記者会見の発言が大きく違うことに驚いている。政府の公式の景気認識がわずか数日で変

わるほどの出来事はあったのか。これほどの変更があるなら、経済財政諮問会議を開いて

議論すべきだろう。増税延期を決めた決定過程も不透明だ」などと強く批判したことが代

表的な例であるが(25)、本稿では若干の例を紹介するに留める。 

 まずは手続的側面である。森信茂樹氏は、毎年度行われる税制改正を念頭に置きつつ、

「自由民主党の税制調査会が最終的な決定権を持」ち、「そこで決まる税制改正大綱がそ

のまま法律にな」り、「党税調は、毎年の予算編成に当たっての税制改正を取捨選択する

『査定側』である」という「党税調主導型」が「第２次安倍政権成立後の税制改正を見る

限り終わ」り、「官邸主導の税制改正が今後長く続いていく」として「国民に甘い税制は

取り入れるが、苦い選択はなるべく先送りするという意向が見て取れる。消費増税の２度

にわたる先送り、配偶者控除の抜本的改革の見送りはその例だ」と指摘する(26)。 

 原真人氏は、より明確に、消費両税の「増税延期の決定は首相の独断専行で進められた」

と述べ、その上で「見直すなら、自民党税制調査会や与党内の調整の場でていねいにその

是非を議論することが必要で」あり、「財務省や、民間有識者が入った政府税制調査会な

どでも議論を重ね、本当に延期が必要なのか、財政は大丈夫なのか、といった論点を十分

に点検することが求められたはずで」あるが「国会での議論まで封殺するように」行われ

たと批判する(27)。付け加えるならば、消費両税の税率引き上げおよびその先送りは、地

方財政にも重大な影響を及ぼすことから、地方財政審議会などにおける議論も必要とされ

たはずであり、また「国と地方の協議の場」が活用されるべきであった。平成28年５月23

                                                                                 

(25) 日本経済新聞「消費増税再延期 どう見る｣(2016年６月２日付。http://www.nikkei.com/article/ 
  DGKKZO03095590R00C16A6NNS000/）による。経済財政諮問会議の議事録、さらに地方財政

審議会や政府税制調査会の議事録も参照したが、平成28年６月１日まで、消費両税の税率引き

上げの再延期については全く議論されてこなかったようである（但し、注(13)を参照）。一方、

同日の午前中に地方財政審議会の会合が開かれているが、「消費増税引き上げの時期が地方財

政にもたらす影響」、「政府の経済政策の評価を巡る議論」などについて意見交換がなされた

という議事要旨しか公表されていない（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/chizai/02zaisei02
_03000850.html）。 

   なお、吉川氏の見解については、同月17日に日本記者クラブで開かれた会見「消費増税再延

期と日本の財政」も参考になる（https://www.jnpc.or.jp/archive/conferences/33468/report）。この

他、倉重篤郎『日本の死に至る病 アベノミクスの罪と罰』（2016年、河出書房新社）も参照

（野田佳彦氏、森信茂樹氏などによる批判がまとめられている）。 

(26) 森信編著・前掲注(６)41頁［森信］。 

(27) 原・前掲注(19)50頁。 
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日には同年度第１回「国と地方の協議の場」が開催されたが、この場において国側から同

月18日付の「経済財政運営と改革の基本方針2016（仮称）（素案）」が示されたものの、

消費両税の税率引き上げの再延期については全く言及されていないのである(28)。 

 次に、経済、財政の側面からの批判の例を紹介しておく。 

 全国知事会の地方税財政常任委員会は、平成28年６月23日に開催された第１回会合にお

いて「消費税・地方消費税率の引上げによる増収分は、子ども・子育て支援や医療・介護

の充実に向けた施策の実施等の社会保障の充実や安定化などに充てることとされており、

税率引上げの再延期により、これらの施策は税率引上げまでその財源を失うことになる」

と指摘し、「消費税・地方消費税率の引上げを再延期しても、保育の受け皿50万人分の確

保など、可能な限りの社会保障の充実を実施するとされているが、その費用については、

国の責任において安定財源を確保すべきである」という文言を含んだ提言を決議している(29)。 

 三木繁光氏は「わが国の財政は大幅な赤字であり、社会保障をはじめとした財政活動の

多くを将来世代へのツケで実施しているといっても過言ではない。今後も高齢化の急速な

進行にともなって社会保障費が増加することは確実であり、その財政負担を社会全体で広

く分かち合う安定的な財源を早急に確保する必要がある」ために「消費税率の10％への引

き上げが再度延期されたことは、極めて残念なことであり、平成31年10月には確実に実施

する必要がある」と述べる(30)。 

 土居丈朗氏も「消費税率引上げを再び先送りすることで、社会保障の受益と負担の世代

間格差是正の機会を逸してしまった。老若問わず負担する消費税で社会保障給付を賄うは

ずだったが、増税が先送りされる分は将来に負担がツケ回されることとなり、今の若年世

                                                                                 

(28) 「経済財政運営と改革の基本方針2016（仮称）（素案）」は、平成28年５月18日に開催され

た第９回経済財政諮問会議に提出された資料である（http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/ 
  files/group/2/02_160523shiryou1.pdf）。なお、消費両税の税率引き上げは「経済財政運営と改革

の基本方針2016～600兆円経済への道筋～」（平成28年６月２日閣議決定）６頁において言及

されている。 

(29) 全国知事会（地方税財政常任委員会）「地方税財源の確保・充実等に関する提言（案）」

（http://www.nga.gr.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/2/04%20160623%20teigen.pdf）。全国市

長会および全国町村会も、両会長名義による「社会保障の充実と持続可能性の確保について」

（平成28年６月２日）において「我が国が人口減少社会に直面している中で、改革を着実に実

施するとともに、我々市町村が社会保障の充実確保に適切に対応できるよう、必要な財源を確

実に確保することを強く求める」と述べている（http://www.mayors.or.jp/p_opinion/documents/28
0602shakaihosho_comment.pdf）。 

(30) 三木繁光「平成29年度税制改正に関する租研意見」租税研究804号（2016年）17頁。 
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代や将来世代が負う羽目となった」と批判する(31)。現行の消費両税が社会保障制度の維

持と親和的であるか否かについては議論の余地があり、負担の公平という観点からも異論

があろう。しかし、「消費税率の10％への引上げが、２度延期されたことで、将来の税制

について信頼できるコミットメントが見いだせない状況となった。与野党間で超党派の合

意をしたものも覆され、閣議決定したものの覆され、法律で規定したものの覆されたので

は、何でコミットすれば朝令暮改なく実行されるかがわからなくなってしまった」という

土居氏の意見(32)には、共感を覚える向きも少なくないであろう。 

 平成28年７月10日の参議院議員選挙を経て、同月29日、自由民主党税制調査会は「消費

税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置（案）」を了承した（同日に公明党税制調査会も

了承）。これは８月２日の与党税制協議会および与党政策責任者会議においても了承の上、

正式に「消費税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」として決定され(33)、同月24日に

は閣議決定も行われている(34)。９月26日には税制抜本改革消費税法改正法および税制抜

本改革地方税法改正法が閣議決定され、同日召集の第192回国会に提出された(35)。その後

の経過の概略は、次の通りである。 

 ● 税制抜本改革地方税法改正法 

  衆議院議案受理年月日     平成28年９月26日 

  衆議院付託年月日       平成28年10月18日（総務委員会） 

  衆議院審査終了年月日     平成28年11月１日（可決） 

  衆議院審議終了年月日     平成28年11月８日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日 平成28年９月26日 

  参議院議案受理年月日     平成28年11月８日 

  参議院付託年月日       平成28年11月９日（総務委員会） 

  参議院審査終了年月日     平成28年11月17日（可決） 

  参議院審議終了年月日     平成28年11月18日（可決） 

                                                                                 

(31) 土居丈朗「３度目の正直にすべき消費増税」税経通信71巻10号（2016年）２頁。 

(32) 土居・前掲注(31)３頁。 

(33) 解説として、大石・前掲注(13)125頁、滝陽介「『消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上

の措置』について」地方税67巻９号（2016年）９頁、「消費税率引上げの延期に伴う税制上の

措置と来年度税制改正への影響」税務弘報64巻10号（2016年）116頁がある。上西左大信「消

費税増税の延期」税務弘報64巻９号（2016年）２頁も参照。 

(34) 筆者は税理59巻12号（2016年）別冊付録５頁に掲載されたものを参照した。 

(35) 滝他・前掲注(１)９頁。 
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  公布年月日          平成28年11月28日 

 ● 税制抜本改革消費税法改正法 

  衆議院議案受理年月日     平成28年９月26日 

  衆議院付託年月日       平成28年10月18日（財務金融委員会） 

  衆議院審査終了年月日     平成28年11月１日（可決） 

  衆議院審議終了年月日     平成28年11月８日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日 平成28年９月26日 

  参議院議案受理年月日     平成28年11月８日 

  参議院付託年月日       平成28年11月９日（財政金融委員会） 

  参議院審査終了年月日     平成28年11月17日（可決） 

  参議院審議終了年月日     平成28年11月18日（可決） 

  公布年月日          平成28年11月28日 

 

 

 3. 法律（案）の概要 
 

〔１〕消費両税の税率引き上げ時期の再延期 

   前述のように、税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革地方税法改正法の

中核は消費両税の税率引き上げ時期の変更である。 

   このことは、両法律（案）の提案理由にも示されている。すなわち、税制抜本改革

消費税法改正法については「世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ること

を回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費

税率引上げの実施時期を平成31年10月１日とするとともに、消費税の軽減税率制度及

び適格請求書等保存方式等の導入時期の変更、地方法人税率引上げの実施時期の変更

並びに住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度及び住宅取得等資金に係

る贈与税の非課税措置の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある」と説明されて

いる。 

   また、税制抜本改革地方税法改正法については、「世界経済の不透明感が増す中で、

新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となってい

ることを踏まえ、地方消費税率引上げの実施時期を平成31年10月１日とするとともに、

法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定
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代や将来世代が負う羽目となった」と批判する(31)。現行の消費両税が社会保障制度の維

持と親和的であるか否かについては議論の余地があり、負担の公平という観点からも異論

があろう。しかし、「消費税率の10％への引上げが、２度延期されたことで、将来の税制

について信頼できるコミットメントが見いだせない状況となった。与野党間で超党派の合

意をしたものも覆され、閣議決定したものの覆され、法律で規定したものの覆されたので

は、何でコミットすれば朝令暮改なく実行されるかがわからなくなってしまった」という

土居氏の意見(32)には、共感を覚える向きも少なくないであろう。 

 平成28年７月10日の参議院議員選挙を経て、同月29日、自由民主党税制調査会は「消費

税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置（案）」を了承した（同日に公明党税制調査会も

了承）。これは８月２日の与党税制協議会および与党政策責任者会議においても了承の上、

正式に「消費税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」として決定され(33)、同月24日に

は閣議決定も行われている(34)。９月26日には税制抜本改革消費税法改正法および税制抜

本改革地方税法改正法が閣議決定され、同日召集の第192回国会に提出された(35)。その後

の経過の概略は、次の通りである。 

 ● 税制抜本改革地方税法改正法 

  衆議院議案受理年月日     平成28年９月26日 

  衆議院付託年月日       平成28年10月18日（総務委員会） 

  衆議院審査終了年月日     平成28年11月１日（可決） 

  衆議院審議終了年月日     平成28年11月８日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日 平成28年９月26日 

  参議院議案受理年月日     平成28年11月８日 

  参議院付託年月日       平成28年11月９日（総務委員会） 

  参議院審査終了年月日     平成28年11月17日（可決） 

  参議院審議終了年月日     平成28年11月18日（可決） 

                                                                                 

(31) 土居丈朗「３度目の正直にすべき消費増税」税経通信71巻10号（2016年）２頁。 

(32) 土居・前掲注(31)３頁。 

(33) 解説として、大石・前掲注(13)125頁、滝陽介「『消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上

の措置』について」地方税67巻９号（2016年）９頁、「消費税率引上げの延期に伴う税制上の

措置と来年度税制改正への影響」税務弘報64巻10号（2016年）116頁がある。上西左大信「消

費税増税の延期」税務弘報64巻９号（2016年）２頁も参照。 

(34) 筆者は税理59巻12号（2016年）別冊付録５頁に掲載されたものを参照した。 

(35) 滝他・前掲注(１)９頁。 
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  公布年月日          平成28年11月28日 

 ● 税制抜本改革消費税法改正法 

  衆議院議案受理年月日     平成28年９月26日 

  衆議院付託年月日       平成28年10月18日（財務金融委員会） 

  衆議院審査終了年月日     平成28年11月１日（可決） 

  衆議院審議終了年月日     平成28年11月８日（可決） 

  参議院予備審査議案受理年月日 平成28年９月26日 

  参議院議案受理年月日     平成28年11月８日 

  参議院付託年月日       平成28年11月９日（財政金融委員会） 

  参議院審査終了年月日     平成28年11月17日（可決） 

  参議院審議終了年月日     平成28年11月18日（可決） 

  公布年月日          平成28年11月28日 

 

 

 3. 法律（案）の概要 
 

〔１〕消費両税の税率引き上げ時期の再延期 

   前述のように、税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革地方税法改正法の

中核は消費両税の税率引き上げ時期の変更である。 

   このことは、両法律（案）の提案理由にも示されている。すなわち、税制抜本改革

消費税法改正法については「世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ること

を回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、消費

税率引上げの実施時期を平成31年10月１日とするとともに、消費税の軽減税率制度及

び適格請求書等保存方式等の導入時期の変更、地方法人税率引上げの実施時期の変更

並びに住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度及び住宅取得等資金に係

る贈与税の非課税措置の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある」と説明されて

いる。 

   また、税制抜本改革地方税法改正法については、「世界経済の不透明感が増す中で、

新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となってい

ることを踏まえ、地方消費税率引上げの実施時期を平成31年10月１日とするとともに、

法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定
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措置法（平成20年法律第25号）の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自

動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入

金等特別税額控除の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある」と説明されている。 

   税制抜本改革消費税法改正法第１条は、税制抜本改革消費税法の附則第１条第２項、

同第15条、同第16条および同第16条の２の文言を修正するものである。いずれも、同

法第３条（本則）に示されている国税たる消費税の税率引き上げ（6.3％→7.8％）の

実施期日を平成27年４月１日から平成29年10月１日に変更することに伴うものであり、

基本的に年月日の変更に留まっている。 

   一方、税制抜本改革地方税法改正法第１条は、税制抜本改革地方税法の一部改正で

あるが、やや複雑な構造となっている。 

   まず、税制抜本改革地方税法第４条を改正し、地方交付税法第６条第１項に定めら

れる「消費税の収入額」を一旦19.5％から20.8％に改める。これは、地方消費税の税

率の引き上げ時期が延期されたことに伴うものであり、平成31年度はこの数値とされ

る。なお、平成30年度までは現行の22.3％である(36)。 

   続いて、平成27年度税制改正において削除された税制抜本改革地方税法第５条を復

活させ、地方交付税法第６条第１項に定められる「消費税の収入額」を20.8％から

19.5％に改める。これは平成32年度以降に適用される(37)。 

   さらに、税制抜本改革地方税法の附則第１条以下を改正し、実施期日などの年月日

を変更する。基本的な内容はこれに留まるのであるが、同附則第13条の改正には注意

を要する。これは、国から都道府県への地方消費税の払い込み時期に関わる経過措置

を定めるものであり、平成27年度地方税法等改正法第３条による改正を受け、次のよ

うに定めていた。 

   「一部施行日から平成30年３月31日までの間における29年新地方税法附則第９条の

15の規定により読み替えて適用される29年新地方税法第72条の114から第72条の116ま

で（これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

の適用については、29年新地方税法附則第９条の15の規定により読み替えて適用され

る29年新地方税法第72条の114第１項及び第72条の115第１項中『22分の10』とあるの

                                                                                 

(36) 拙稿「2015（平成27）年度税制改正の概要と論点～地方税制の重要問題を中心に～」自治総

研440号102頁も参照。 

(37) 税制抜本改革地方税法改正法第１条により改正される税制抜本改革地方税法附則第16条も参

照。 
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は『19分の10』と、29年新地方税法附則第９条の15の規定により読み替えて適用され

る29年新地方税法第72条の114第２項及び第72条の115第２項中『22分の12』とあるの

は『19分の９』とする。」 

   地方税法第72条の114は地方消費税の精算に関する規定であり、同第72条の115は地

方消費税の市町村への交付に関する規定であるが、税制抜本改革地方税法改正法附則

第１条は、税制抜本改革地方税法附則第13条を次のように改正する旨を定める。 

   第１項：「一部施行日から平成32年３月31日までの間における31年新地方税法附則

第９条の15の規定により読み替えて適用される29年新地方税法第72条の114から第72

条の116まで（これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。

以下この条において同じ。）の規定の適用については、31年新地方税法附則第９条の

15の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条の114第１項及び第72条

の115第１項中『22分の10』とあるのは『17分の10』と、29年新地方税法附則第９条

の15の規定により読み替えて適用される29年新地方税法第72条の114第２項及び第72

条の115第２項中『22分の12』とあるのは『17分の７』とする。」 

   第２項（追加）：「平成32年４月１日から平成33年３月31日までの間における31年

新地方税法附則第９条の15の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条

の114から第72条の116までの規定の適用については、31年新地方税法附則第９条の15

の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条の114第１項及び第72条の

115第１項中『22分の10』とあるのは『21分の10』と、31年新地方税法附則第９条の

15の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条の114第２項及び第72条

の115第２項中『22分の12』とあるのは『21分の11』とする。」 

   （以上については、図表の形で示すほうが理解しやすいと思われるので、＜表１－

１＞に改正前の、＜表１－２＞に改正後の概要をまとめた。参照されたい。） 

   この他、国税たる消費税について、税制抜本改革消費税法改正法第２条が「所得税

法等の一部を改正する法律」（平成28年３月31日法律第15号）の一部を改正する旨の

規定を置くことにより、軽減税率制度の導入時期を平成29年４月１日から平成31年10

月１日とする。適格請求書等保存方式の導入を平成35年10月１日とし、それまでの経

過措置についても期間を変更する、などの改正が行われる。また、「消費税の円滑か

つ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法」の適用期限を平成30年９月30日から平成33年３月31日に延期する旨も定められて

いる。 
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措置法（平成20年法律第25号）の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自

動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入

金等特別税額控除の適用期限の延長等の措置を講ずる必要がある」と説明されている。 

   税制抜本改革消費税法改正法第１条は、税制抜本改革消費税法の附則第１条第２項、

同第15条、同第16条および同第16条の２の文言を修正するものである。いずれも、同

法第３条（本則）に示されている国税たる消費税の税率引き上げ（6.3％→7.8％）の

実施期日を平成27年４月１日から平成29年10月１日に変更することに伴うものであり、

基本的に年月日の変更に留まっている。 

   一方、税制抜本改革地方税法改正法第１条は、税制抜本改革地方税法の一部改正で

あるが、やや複雑な構造となっている。 

   まず、税制抜本改革地方税法第４条を改正し、地方交付税法第６条第１項に定めら

れる「消費税の収入額」を一旦19.5％から20.8％に改める。これは、地方消費税の税

率の引き上げ時期が延期されたことに伴うものであり、平成31年度はこの数値とされ

る。なお、平成30年度までは現行の22.3％である(36)。 

   続いて、平成27年度税制改正において削除された税制抜本改革地方税法第５条を復

活させ、地方交付税法第６条第１項に定められる「消費税の収入額」を20.8％から

19.5％に改める。これは平成32年度以降に適用される(37)。 

   さらに、税制抜本改革地方税法の附則第１条以下を改正し、実施期日などの年月日

を変更する。基本的な内容はこれに留まるのであるが、同附則第13条の改正には注意

を要する。これは、国から都道府県への地方消費税の払い込み時期に関わる経過措置

を定めるものであり、平成27年度地方税法等改正法第３条による改正を受け、次のよ

うに定めていた。 

   「一部施行日から平成30年３月31日までの間における29年新地方税法附則第９条の

15の規定により読み替えて適用される29年新地方税法第72条の114から第72条の116ま

で（これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

の適用については、29年新地方税法附則第９条の15の規定により読み替えて適用され

る29年新地方税法第72条の114第１項及び第72条の115第１項中『22分の10』とあるの

                                                                                 

(36) 拙稿「2015（平成27）年度税制改正の概要と論点～地方税制の重要問題を中心に～」自治総

研440号102頁も参照。 

(37) 税制抜本改革地方税法改正法第１条により改正される税制抜本改革地方税法附則第16条も参

照。 
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は『19分の10』と、29年新地方税法附則第９条の15の規定により読み替えて適用され

る29年新地方税法第72条の114第２項及び第72条の115第２項中『22分の12』とあるの

は『19分の９』とする。」 

   地方税法第72条の114は地方消費税の精算に関する規定であり、同第72条の115は地

方消費税の市町村への交付に関する規定であるが、税制抜本改革地方税法改正法附則

第１条は、税制抜本改革地方税法附則第13条を次のように改正する旨を定める。 

   第１項：「一部施行日から平成32年３月31日までの間における31年新地方税法附則

第９条の15の規定により読み替えて適用される29年新地方税法第72条の114から第72

条の116まで（これらの規定を前条後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。

以下この条において同じ。）の規定の適用については、31年新地方税法附則第９条の

15の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条の114第１項及び第72条

の115第１項中『22分の10』とあるのは『17分の10』と、29年新地方税法附則第９条

の15の規定により読み替えて適用される29年新地方税法第72条の114第２項及び第72

条の115第２項中『22分の12』とあるのは『17分の７』とする。」 

   第２項（追加）：「平成32年４月１日から平成33年３月31日までの間における31年

新地方税法附則第９条の15の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条

の114から第72条の116までの規定の適用については、31年新地方税法附則第９条の15

の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条の114第１項及び第72条の

115第１項中『22分の10』とあるのは『21分の10』と、31年新地方税法附則第９条の

15の規定により読み替えて適用される31年新地方税法第72条の114第２項及び第72条

の115第２項中『22分の12』とあるのは『21分の11』とする。」 

   （以上については、図表の形で示すほうが理解しやすいと思われるので、＜表１－

１＞に改正前の、＜表１－２＞に改正後の概要をまとめた。参照されたい。） 

   この他、国税たる消費税について、税制抜本改革消費税法改正法第２条が「所得税

法等の一部を改正する法律」（平成28年３月31日法律第15号）の一部を改正する旨の

規定を置くことにより、軽減税率制度の導入時期を平成29年４月１日から平成31年10

月１日とする。適格請求書等保存方式の導入を平成35年10月１日とし、それまでの経

過措置についても期間を変更する、などの改正が行われる。また、「消費税の円滑か

つ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置

法」の適用期限を平成30年９月30日から平成33年３月31日に延期する旨も定められて

いる。 
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   なお、平成28年地方税法等改正法においても、地方税法附則第９条の４以下につい

ては改正が行われていない。少なくとも、延期を除けば国税たる消費税について軽減

税率の採用は維持された訳であり、地方税法第72条の87以下の施行の機会は平成28年

度税制改正の時点よりもさらに遠のいたこととなる。本則の改正が強く望まれるとこ

ろである。 

 

〔２〕住宅借入金等について所得税の特別税額控除が適用される場合の道府県民税所得割

の控除額適用期限の延長 

   租税特別措置法第41条は、納税義務者が住宅借入金等を有する場合に、一定の要件

の下に当該年分の所得税の額からの住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける旨を定

める。また、同第41条の２の２は、給与所得者が住宅借入金等を有する場合に年末調

整において一定の要件の下に税額控除の適用を受ける旨を定める。これを受けて、地

方税法附則第５条の４は、平成22年度から平成41年度までの個人の道府県民税所得割

について、住宅借入金等特別税額控除を定める。この規定が平成28年度地方税法等改

正法第２条により改正され、適用期限が平成43年度まで延長された。なお、居住年の

要件についても平成31年から平成33年に延長された。 

   また、地方税法附則第45条は、東日本大震災に係る住宅借入金特別税額控除の適用

期間等について特例を定めている。これも、平成28年度地方税法等改正法第２条によ

り、適用期間等が平成31年から平成33年までに延期された。 

 

〔３〕車体課税 

   税制抜本改革地方税法改正法第３条は、平成28年度税制改正の産物の一つである

「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年３月31日法律第13号。以下、平

成28年度地方税法改正法と記す)(38)を改正する規定であり、この改正を経由する形で

さらに地方税法（本則および附則）、地方財政法など法律の諸規定を改正するという

構造を採る。税制抜本改革地方税法改正法のうちで最も長い規定であり、改正内容も

多岐にわたるが、以下においては主要項目毎に概観する。 

   平成28年度税制改正においては、平成29年４月１日に消費両税の税率引き上げ

                                                                                 

(38) 拙稿「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年３月31日法律第13号）～法人課税お

よび軽減税率の導入を中心に～」自治総研454号（2016年）68頁も参照。 

 

－ 17 － 

 

（８％→10％）を実施すると同時に自動車取得税（地方税法第113条以下）を廃止し、

かつ、自動車税（同第145条以下）および軽自動車税（同第442条以下）に環境性能割

を導入するものとされており、電気自動車、天然ガス自動車、充電機能付電力併用自

動車など一定の種類の自動車については環境性能割を非課税とする規定（新第149条、

新第446条）を置くことを予定していた（平成28年度地方税法改正法第２条）。しか

し、税制抜本改革地方税法改正法第３条により、自動車取得税の廃止時期は平成31年

10月１日に延期された。また、自動車税および軽自動車税への環境性能割の導入も同

日に延期された。 

 

〔４〕地方法人課税の偏在是正 

   平成28年度税制改正の最大の眼目は「法人税改革」（法人実効税率の引き下げなど）

および国税たる消費税への軽減税率の導入であるが、地方法人課税の偏在是正も重要

なものであった。その内容の概略は、次の通りである。 

  ① 法人住民税法人税割の税率（地方税法第51条、同第314条の４）を、平成29年４

月１日以後に開始する事業年度から引き下げる。 

   道府県民税法人税割の標準税率： 3.2％→1.0％ 

   道府県民税法人税割の制限税率： 4.2％→2.0％  

   市町村民税法人税割の標準税率： 9.7％→6.0％ 

   市町村民税法人税割の制限税率：12.1％→8.4％ 

  ② 地方法人税の税率（地方法人税法第10条等）を、平成29年４月１日以後に開始す

る事業年度より引き上げる。具体的には、4.4％→10.3％となる(39)。 

  ③ 地方法人特別税を、平成29年１月１日に廃止する（平成28年地方税法改正法第９

条、同附則第１条第３号)(40)。これにより、法人事業税が復元される。また、地方

法人特別譲与税（同第32条）も、平成30年８月譲与分をもって廃止する。 

  ④ 地方法人特別税の廃止に伴い、法人事業税交付金制度を新設する（平成28年地方

税法改正法第２条により、地方税法に新たな第72条の76を追加、同第734条に新第

                                                                                 

(39) これは、法人住民税法人税割の税率引き下げが前提とされる。すなわち、道府県民税法人税

割および市町村民税法人税割の標準税率を合わせて5.9％が引き下げられることで、この5.9％

の分をそのまま地方法人税に移すものである。 

(40) 実際には、平成29年４月１日以後に開始する事業年度より廃止されることとなる。「地方法

人特別税等に関する暫定措置法」第２条も参照。 
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   なお、平成28年地方税法等改正法においても、地方税法附則第９条の４以下につい

ては改正が行われていない。少なくとも、延期を除けば国税たる消費税について軽減

税率の採用は維持された訳であり、地方税法第72条の87以下の施行の機会は平成28年

度税制改正の時点よりもさらに遠のいたこととなる。本則の改正が強く望まれるとこ

ろである。 

 

〔２〕住宅借入金等について所得税の特別税額控除が適用される場合の道府県民税所得割

の控除額適用期限の延長 

   租税特別措置法第41条は、納税義務者が住宅借入金等を有する場合に、一定の要件

の下に当該年分の所得税の額からの住宅借入金等特別税額控除の適用を受ける旨を定

める。また、同第41条の２の２は、給与所得者が住宅借入金等を有する場合に年末調

整において一定の要件の下に税額控除の適用を受ける旨を定める。これを受けて、地

方税法附則第５条の４は、平成22年度から平成41年度までの個人の道府県民税所得割

について、住宅借入金等特別税額控除を定める。この規定が平成28年度地方税法等改

正法第２条により改正され、適用期限が平成43年度まで延長された。なお、居住年の

要件についても平成31年から平成33年に延長された。 

   また、地方税法附則第45条は、東日本大震災に係る住宅借入金特別税額控除の適用

期間等について特例を定めている。これも、平成28年度地方税法等改正法第２条によ

り、適用期間等が平成31年から平成33年までに延期された。 

 

〔３〕車体課税 

   税制抜本改革地方税法改正法第３条は、平成28年度税制改正の産物の一つである

「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年３月31日法律第13号。以下、平

成28年度地方税法改正法と記す)(38)を改正する規定であり、この改正を経由する形で

さらに地方税法（本則および附則）、地方財政法など法律の諸規定を改正するという

構造を採る。税制抜本改革地方税法改正法のうちで最も長い規定であり、改正内容も

多岐にわたるが、以下においては主要項目毎に概観する。 

   平成28年度税制改正においては、平成29年４月１日に消費両税の税率引き上げ

                                                                                 

(38) 拙稿「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年３月31日法律第13号）～法人課税お

よび軽減税率の導入を中心に～」自治総研454号（2016年）68頁も参照。 
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（８％→10％）を実施すると同時に自動車取得税（地方税法第113条以下）を廃止し、

かつ、自動車税（同第145条以下）および軽自動車税（同第442条以下）に環境性能割

を導入するものとされており、電気自動車、天然ガス自動車、充電機能付電力併用自

動車など一定の種類の自動車については環境性能割を非課税とする規定（新第149条、

新第446条）を置くことを予定していた（平成28年度地方税法改正法第２条）。しか

し、税制抜本改革地方税法改正法第３条により、自動車取得税の廃止時期は平成31年

10月１日に延期された。また、自動車税および軽自動車税への環境性能割の導入も同

日に延期された。 

 

〔４〕地方法人課税の偏在是正 

   平成28年度税制改正の最大の眼目は「法人税改革」（法人実効税率の引き下げなど）

および国税たる消費税への軽減税率の導入であるが、地方法人課税の偏在是正も重要

なものであった。その内容の概略は、次の通りである。 

  ① 法人住民税法人税割の税率（地方税法第51条、同第314条の４）を、平成29年４

月１日以後に開始する事業年度から引き下げる。 

   道府県民税法人税割の標準税率： 3.2％→1.0％ 

   道府県民税法人税割の制限税率： 4.2％→2.0％  

   市町村民税法人税割の標準税率： 9.7％→6.0％ 

   市町村民税法人税割の制限税率：12.1％→8.4％ 

  ② 地方法人税の税率（地方法人税法第10条等）を、平成29年４月１日以後に開始す

る事業年度より引き上げる。具体的には、4.4％→10.3％となる(39)。 

  ③ 地方法人特別税を、平成29年１月１日に廃止する（平成28年地方税法改正法第９

条、同附則第１条第３号)(40)。これにより、法人事業税が復元される。また、地方

法人特別譲与税（同第32条）も、平成30年８月譲与分をもって廃止する。 

  ④ 地方法人特別税の廃止に伴い、法人事業税交付金制度を新設する（平成28年地方

税法改正法第２条により、地方税法に新たな第72条の76を追加、同第734条に新第

                                                                                 

(39) これは、法人住民税法人税割の税率引き下げが前提とされる。すなわち、道府県民税法人税

割および市町村民税法人税割の標準税率を合わせて5.9％が引き下げられることで、この5.9％

の分をそのまま地方法人税に移すものである。 

(40) 実際には、平成29年４月１日以後に開始する事業年度より廃止されることとなる。「地方法

人特別税等に関する暫定措置法」第２条も参照。 

－ 113 －
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４項を追加）。法人事業税交付金は、納付された法人事業税の額の5.4％に相当す

る額を、従業者数を基準として都道府県から市町村に交付するものである(41)。 

   上記①～④は、既に明らかであるように消費両税の税率引き上げに伴い実施される

こととなっていた。②については税制抜本改革消費税法改正法第２条により、その他

については税制抜本改革地方税法改正法第３条により、いずれについても施行期日が

平成31年10月１日以後に開始される事業年度に延期されることとなった(42)。地方法

人特別譲与税については平成33年２月譲与分をもって廃止されることとなる。また、

法人事業税交付金については、平成31年度の分については同年度に交付せず、平成32

年度に併せて交付するものとされる(43)。 

 

 

 4. 国会における法律案の審議状況 
 

 消費両税そのもの、および消費両税の税率引き上げ（８％→10％）に対する各党・会派

の従来からの態度、加えて平成28年７月10日の参議院議員選挙に向けての各党の公約から、

国会内において税率引き上げの再延期自体に反対する意見を示す党・会派は少ないものと

予想されていた(44)。第190回国会会期中の５月18日には国家基本政策委員会両院合同審査

会（党首討論）が開かれ、民進党代表であった岡田克也氏が安倍内閣総理大臣に対し、消

                                                                                 

(41) 5.4％という率は、「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令」（平成28年３月31日政

令第133号）第１条により、地方税法施行令に第35条の４の４を追加することで定められた

（施行期日は、前記政令第133号附則第１条第３号により、平成29年４月１日とされていた）。

なお、前記政令第133号は、「地方税法施行令の一部を改正する政令等の一部を改正する政令」

（平成28年11月28日政令第360号）第２条により改正され、施行期日も平成31年10月１日に変

更された（地方税法施行令第35条の４の４は第35条の４の５に改められている）。 

(42) 法人住民税法人税割の税率引き下げの延期に伴い、地方創生促進税制（「企業版ふるさと納

税」）における法人住民税法人税割の控除額（地方税法附則第８条の２の２）の変更の施行期

日も、当初予定されていた平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期された。滝他・前掲

注(１)20頁。 

(43) 法人事業税交付金の交付基準に関しては、平成32年度中に交付される分については法人税割

額とされ、平成33年度中については３分の２が法人税割額、３分の１が従業者数とされる。ま

た、平成34年度中については３分の２が従業者数、３分の１が法人税割額とされ、平成35年度

から従業者数に一本化される。滝他・前掲注(１)18頁。 

(44) 上西・前掲注(33)２頁。 
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費両税の税率引き上げを平成31年４月１日に再延期するよう求めたという事実もある(45)。

国会の場においては、むしろ、アベノミクスという言葉で象徴される、第二次安倍内閣以

降、現在の第三次安倍第二次改造内閣にまで続く経済政策や税財政政策（これらに限られ

ないが）の成否が議論の中心になるのではないか、とも予測されえた。再延期に対する反

対意見としては、予定通りに実施すべきであるという見解も考えられなくはないが、再延

期ではなく中止または凍結をすべきだという見解が主張されるのではないか、とも予想さ

れえたところである。 

 

〔１〕衆議院財務金融委員会 

   本稿は主に税制抜本改革地方税法改正法を扱うものであるが、密接な関連を有する

税制抜本改革消費税法改正法に関する審査・審議の状況も概観しておく必要がある。

なお、軽減税率と給付付き税額控除との比較などについては省略する。 

   衆議院財務金融委員会においては、10月26日（第４回）、10月28日（第５回）およ

び11月１日（第６回）に審査が行われた。同委員会における質疑は、消費両税の税率

引き上げを再延期するという判断に至った経緯に関するものが多くみられた。10月26

日には木内孝胤氏（民進党）が再延期の理由を質したのに対し、麻生太郎財務大臣は

個人消費の低迷と世界経済における「成長の減速リスク」をあげ、「構造改革の加速

など、総合的かつ大胆な経済対策というものもあわせて講じるということを必要なも

のだと判断させていただいた上での決定」と答弁している。これを受けて木内氏は、

第190回国会における財務大臣の答弁の趣旨が「経済は好循環、ファンダメンタルズ

は良好、経済は強い、リーマン・ショック級の理由がない限り引き上げ延期は一切考

えていないという」ものであったことをあげ、「今の答弁と５月までの答弁の内容と、

ある意味もう完全なちゃぶ台返しではないか」、「要は、今までにない理由で、世界

経済のリスクということを理由にして消費税を延期されてしまうと、今まで我々が本

委員会等でもさまざまな形で議論を積み上げてきたものを、たった一つの言葉、世界

経済のリスクということで引き上げ延期をできてしまう、そういうことにほかならな

い」、「新しい判断という表現も、新しい判断をされたら何でもできるということに

なってしまう」と批判している(46)。 

                                                                                 

(45) 岡田克也氏のサイト（http://www.katsuya.net/topics/article-5933.html）に党首討論の内容が紹介

されている。熊王・前掲注(23)103頁も参照。 

(46) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第４号（平成28年10月26日）」７頁。 

－ 114 －
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４項を追加）。法人事業税交付金は、納付された法人事業税の額の5.4％に相当す

る額を、従業者数を基準として都道府県から市町村に交付するものである(41)。 
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(41) 5.4％という率は、「地方税法施行令等の一部を改正する等の政令」（平成28年３月31日政
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(43) 法人事業税交付金の交付基準に関しては、平成32年度中に交付される分については法人税割
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費両税の税率引き上げを平成31年４月１日に再延期するよう求めたという事実もある(45)。
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(45) 岡田克也氏のサイト（http://www.katsuya.net/topics/article-5933.html）に党首討論の内容が紹介

されている。熊王・前掲注(23)103頁も参照。 

(46) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第４号（平成28年10月26日）」７頁。 
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   10月28日に、鈴木克昌氏（民進党）は、安倍内閣総理大臣が「現時点でリーマン・

ショック級の事態は発生していない、熊本地震を大震災級だとして再延期の理由にす

るつもりはないとしながら再延期をするという判断をされたのは、これまでの約束と

異なる新しい判断」であると言ったが、これは「新たな増税延期の理由が見つかった

から過去の発言を撤回し、選挙に勝ったから再延期しますということではないか」、

「安倍総理の前回の増税延期の表明が平成26年11月、そして、今回の再延期の表明が

本年６月、わずか１年半程度で、リーマン・ショック級の事態が発生していないにも

かかわらずここまで政策転換する状況に追い込まれたのは、やはり、アベノミクスの

失敗と私は指摘をせざるを得ない」と述べた上で、税率引き上げを30箇月延長した理

由を質した。これに対し、麻生財務大臣は、鈴木氏による「内閣府において消費税率

引き上げ時期の再延期を前提として試算をされた資料では、国、地方を合わせた2020

年度の基礎的財政収支は、ベースラインケースでマイナス9.2兆円、経済再生ケース

でもマイナス5.5兆円という結果になって」いるという指摘を認めつつ、「2020年度

のプライマリーバランスの黒字化は堅持する、実現するんだという財政健全化目標は

そのまま堅持を｣しているので、平成31年10月に引き上げを行えば平成32年度におけ

る国の消費税収がほぼ平年度化することを踏まえたものであると答弁した(47)。 

   また、鈴木氏は、税制抜本改革消費税法改正法に「景気判断条項」を設けない理由

を質している。これについて、麻生財務大臣は「国民の安心を支える社会保障制度と

いうものをきちんと次世代に引き渡していく責任というものを果たすということ」、

「市場とか国際社会からの国の信認というものを確保する必要があ」ることから、

「2019年10月の消費税率の10％の引き上げが可能な環境というものをきちんと整えて

おかねばならぬわけなのであって、経済財政運営に万全を期していく責任を負うとい

うことになりますので、このため、今般の法律案には御指摘のいわゆる景気判断条項

は盛り込んでいないという背景はそういう意味であります」と答弁している(48)。 

   同日には、古本伸一郎氏（民進党）が税率の引き上げを２年半延長することによる

「この間の得べかりし税収」について質したのに対し、政府参考人の開出英之総務省

                                                                                 

(47) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第５号（平成28年10月28日）」３頁。 

(48) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第５号（平成28年10月28日）」５頁。同日、初鹿

明博氏（民進党）も「景気判断条項」について質しており（同９頁）、丸山穂高氏（日本維新

の会）も「景気判断条項」を引き合いに出し、平成31年10月１日の税率引き上げについても

再々延長の可能性がある旨を質している（同31頁）。 
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大臣官房審議官は「地方消費税の税率1.7％から2.2％への0.5％の引き上げに伴う税

収は、平年度で約1.4兆円と見込んでいるところでございます。税率の引き上げが２

年半延期になることを踏まえ、仮に、これに2.5を乗じることにより単純に計算いた

しますと、約3.5兆円となります」、「先ほどの3.5兆円につきまして、各都道府県の

地方消費税の現時点における清算基準で仮に機械的に計算いたしますと、多い順に、

東京都約4,900億円、大阪府2,600億円、神奈川県2,300億円、愛知県2,000億円、埼玉

県1,600億円」が「歳入欠陥」になると答弁した。また、政府参考人の池田憲治総務

省大臣官房審議官は「地方税収、地方の減収につきましては、地方消費税、そしてま

た地方交付税の法定率分の減収があるわけでございますけれども、消費税率の引き上

げ時期の延期に伴いまして、予定されていた引き上げ分の地方消費税収等の歳入が得

られなくなるわけでございますけれども、地方団体が地域に必要な行政サービスを確

実に提供しつつ安定的な財政運営を行えますよう、年末の地方財政対策におきまして、

地方交付税を初めといたします地方の一般財源総額をしっかりと確保できるように取

り組んでまいりたいというふうに考えております」とも述べている(49)。これを受け

る形で、古本氏は「地方の財源確保という意味からいえば、予定どおり消費税率を

10％に私は上げるべきだったと思」う、「地方の財政調整機能を極めて偏在性のない

レベルにできる財源というのは、消費税以外にない」と述べ、「今回、法人住民税の

召し上げも二年半自動的に延期されると延期法案の中に入っていると承知しておりま

すけれども、今回召し上げられる自治体は全体でどのくらいある」か、「影響額は何

億円ぐらいある」かと質した。これに対し、開出大臣官房審議官は、平成28年度税制

改正による地方法人課税の偏在是正措置により、「ほとんどの市町村は、地方消費税

交付金の増や法人事業税交付金の新設による増収が法人住民税法人税割の減収を上

回って、全体として地方税源が充実するという形にな」るのであり、「地方自治体の

法人住民税法人税割の税収構造はまちまちで」あり、「個別に特殊な増減収の要因も

あるというふうに考えられることから、具体的な減収となる団体ということについて

は、総務省としてはお示しすることとして」いないと答弁している(50)。 

   11月１日にも審査が行われているが、本稿では同日の反対討論の概要を示しておく。

まず、重徳和彦氏（民進党・無所属クラブ）は、三党合意に触れた上で、「１兆円も

                                                                                 

(49) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第５号（平成28年10月28日）」18頁。 

(50) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第５号（平成28年10月28日）」19頁。 
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(49) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第５号（平成28年10月28日）」18頁。 

(50) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第５号（平成28年10月28日）」19頁。 
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の税源を失う上に、逆進性対策として問題が多く、痛税感の緩和のみを主たる目的と

する軽減税率の導入を単純に２年半先送りする点」、「今回の再延期の判断は、前回

の延期のように景気判断条項という法的根拠に基づくものでなく、根拠の乏しい新し

い判断に基づくものとしか説明されていない点」、「地方自治体への配慮がな」く、

「地方法人課税の偏在是正措置も単純に先送りにしてい」る点をあげる(51)。 

   次に、宮本徹氏（日本共産党）は、消費税が「日本経済に甚大な打撃を与え」、

「逆進性があり、格差拡大を促進する」消費税の税率引き上げそのものに反対し、

「税・社会保障一体改革に固執して消費税増税を延期実施するのではなく、大企業優

遇を拡大させてきた法人税減税と研究開発減税、資産家優遇の証券優遇税制、タック

スヘイブンへの税逃れなど、不公平税制を正すことで社会保障財源を確保するべきで

ある」と述べた(52)。 

   最後に、丸山穂高氏（日本維新の会）は、「消費税率引き上げの期限を決めて実施

することには明確に反対で」あり、引き上げそのものを凍結すべきであって、「国会

議員の身を切る改革、公務員人件費削減等の徹底行革」などの「何の歳出削減の努力

もなしに引き上げだけを決める、また、次は延期する、そのような法案には賛成でき」

ないと述べた(53)。 

 

〔２〕衆議院総務委員会 

   衆議院総務委員会においては、10月25日（第３回）に高市早苗総務大臣による税制

抜本改革地方税法改正法の趣旨説明が行われ、10月27日（第４回）および11月１日

（第５回）に審査が行われた。 

   10月27日の審査において、まず、田所嘉徳氏（自由民主党）が、消費税の引き上げ

再延期によって失われる地方公共団体の財源について質したのに対し、冨樫博之総務

大臣政務官は「消費税率１％を2.8兆円として仮定した場合、地方消費税と地方交付

税法定率分全体でおよそ8.7兆円であるところ、今回の引き上げ延期による地方税収

等への影響は、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせ、平年度でおよそ1.7兆円

の減収と見込んで」いると答弁し、高市総務大臣も「消費税率引き上げ時期の延期に

伴いまして、予定されていた引き上げ分の消費税収などの歳入は得られなくなります

                                                                                 

(51) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年11月１日）」15頁。 

(52) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年11月１日）」15頁。 

(53) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年11月１日）」15頁。 
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けれども、地方団体が地域に必要な行政サービスを確実に提供しながら安定的な財政

運営を行っていけるように、年末の地方財政対策において、地方交付税を初めとした

地方の一般財源総額をしっかりと確保できるように、精いっぱい取り組んでまいりま

す」と答弁している(54)。 

   同日には梅村さえ子氏（日本共産党）も質疑を行っているが、本稿においては吉川

元氏（社会民主党）の質疑に触れておく。吉川氏は、６月１日の内閣総理大臣の表明

について「その時々で、リスクがあるんだ、実際に危機が発生しなくてもリスクがあ

るんだということになれば、政策判断はいつでも変えられる。本来は法律で定められ

ているものがそういう不確かな基準に従って変えられるというのは、（中略）ほかの

政策全般についてもそういう理由で変えられてしまえば、私は、もはや法治国家とは

言えないのではないかというふうにも思わざるを得」ない、「新たな判断、これは何

度でも繰り返すことが可能になるわけで、そうなった場合に、客観的な何らかの基準

を設けないとならないのではないかと思」うと質した。これに対し、三木亨財務大臣

政務官は「今般の消費税率引き上げの延期は、（中略）経済再生、デフレ不況からの

脱却に向けた取り組みに万全を期すために、伊勢志摩サミットにおける合意に基づい

てあらゆる政策を総動員する中で、構造改革の加速など、総合的かつ大胆な経済対策

を講じることとあわせて判断したもので」あり、「政府といたしましては、2020年度

にプライマリーバランスの黒字化を実現するという財政健全化目標を堅持しておりま

す。その実現に向けて、経済再生なくして財政健全化なしとの基本方針のもと、民需

主導の経済の好循環を確実なものとすることを通じまして、2019年10月の消費税率

10％への引き上げが可能な環境を確実に整えるべく、経済財政運営に万全を期してい

くというふうなことにして」いるために「今般の法案には御指摘いただいたような基

準というのは設けて」いないと答弁した(55)。 

   また、吉川氏は、「社会保障・税一体改革」が法律で定められてから税率引き上げ

が二度延期されることに触れ、平成28年度から「2018年度まで、社会保障費の伸びを

３年間で１兆5,000億をめどに抑制する、そのための受診時定額負担増や後期高齢者

                                                                                 

(54) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年10月27日）」２頁。この1.7兆円の減

収の内訳については、政府参考人の林﨑理氏（総務省自治税務局長）が、輿水恵一氏（公明党）

の質疑に対する答弁において「地方消費税収に係るものがおおよそ1.4兆円、地方交付税の原

資分に係るものはおおよそ0.3兆円」であると答弁している（同６頁）。 

(55) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年10月27日）」27頁。 
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の税源を失う上に、逆進性対策として問題が多く、痛税感の緩和のみを主たる目的と

する軽減税率の導入を単純に２年半先送りする点」、「今回の再延期の判断は、前回

の延期のように景気判断条項という法的根拠に基づくものでなく、根拠の乏しい新し

い判断に基づくものとしか説明されていない点」、「地方自治体への配慮がな」く、

「地方法人課税の偏在是正措置も単純に先送りにしてい」る点をあげる(51)。 

   次に、宮本徹氏（日本共産党）は、消費税が「日本経済に甚大な打撃を与え」、

「逆進性があり、格差拡大を促進する」消費税の税率引き上げそのものに反対し、

「税・社会保障一体改革に固執して消費税増税を延期実施するのではなく、大企業優

遇を拡大させてきた法人税減税と研究開発減税、資産家優遇の証券優遇税制、タック

スヘイブンへの税逃れなど、不公平税制を正すことで社会保障財源を確保するべきで

ある」と述べた(52)。 

   最後に、丸山穂高氏（日本維新の会）は、「消費税率引き上げの期限を決めて実施

することには明確に反対で」あり、引き上げそのものを凍結すべきであって、「国会

議員の身を切る改革、公務員人件費削減等の徹底行革」などの「何の歳出削減の努力

もなしに引き上げだけを決める、また、次は延期する、そのような法案には賛成でき」

ないと述べた(53)。 

 

〔２〕衆議院総務委員会 

   衆議院総務委員会においては、10月25日（第３回）に高市早苗総務大臣による税制

抜本改革地方税法改正法の趣旨説明が行われ、10月27日（第４回）および11月１日

（第５回）に審査が行われた。 

   10月27日の審査において、まず、田所嘉徳氏（自由民主党）が、消費税の引き上げ

再延期によって失われる地方公共団体の財源について質したのに対し、冨樫博之総務

大臣政務官は「消費税率１％を2.8兆円として仮定した場合、地方消費税と地方交付

税法定率分全体でおよそ8.7兆円であるところ、今回の引き上げ延期による地方税収

等への影響は、地方消費税と地方交付税法定率分を合わせ、平年度でおよそ1.7兆円

の減収と見込んで」いると答弁し、高市総務大臣も「消費税率引き上げ時期の延期に

伴いまして、予定されていた引き上げ分の消費税収などの歳入は得られなくなります

                                                                                 

(51) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年11月１日）」15頁。 

(52) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年11月１日）」15頁。 

(53) 「第192回国会衆議院財務金融委員会議録第６号（平成28年11月１日）」15頁。 
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けれども、地方団体が地域に必要な行政サービスを確実に提供しながら安定的な財政

運営を行っていけるように、年末の地方財政対策において、地方交付税を初めとした

地方の一般財源総額をしっかりと確保できるように、精いっぱい取り組んでまいりま

す」と答弁している(54)。 

   同日には梅村さえ子氏（日本共産党）も質疑を行っているが、本稿においては吉川

元氏（社会民主党）の質疑に触れておく。吉川氏は、６月１日の内閣総理大臣の表明

について「その時々で、リスクがあるんだ、実際に危機が発生しなくてもリスクがあ

るんだということになれば、政策判断はいつでも変えられる。本来は法律で定められ

ているものがそういう不確かな基準に従って変えられるというのは、（中略）ほかの

政策全般についてもそういう理由で変えられてしまえば、私は、もはや法治国家とは

言えないのではないかというふうにも思わざるを得」ない、「新たな判断、これは何

度でも繰り返すことが可能になるわけで、そうなった場合に、客観的な何らかの基準

を設けないとならないのではないかと思」うと質した。これに対し、三木亨財務大臣

政務官は「今般の消費税率引き上げの延期は、（中略）経済再生、デフレ不況からの

脱却に向けた取り組みに万全を期すために、伊勢志摩サミットにおける合意に基づい

てあらゆる政策を総動員する中で、構造改革の加速など、総合的かつ大胆な経済対策

を講じることとあわせて判断したもので」あり、「政府といたしましては、2020年度

にプライマリーバランスの黒字化を実現するという財政健全化目標を堅持しておりま

す。その実現に向けて、経済再生なくして財政健全化なしとの基本方針のもと、民需

主導の経済の好循環を確実なものとすることを通じまして、2019年10月の消費税率

10％への引き上げが可能な環境を確実に整えるべく、経済財政運営に万全を期してい

くというふうなことにして」いるために「今般の法案には御指摘いただいたような基

準というのは設けて」いないと答弁した(55)。 

   また、吉川氏は、「社会保障・税一体改革」が法律で定められてから税率引き上げ

が二度延期されることに触れ、平成28年度から「2018年度まで、社会保障費の伸びを

３年間で１兆5,000億をめどに抑制する、そのための受診時定額負担増や後期高齢者

                                                                                 

(54) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年10月27日）」２頁。この1.7兆円の減

収の内訳については、政府参考人の林﨑理氏（総務省自治税務局長）が、輿水恵一氏（公明党）

の質疑に対する答弁において「地方消費税収に係るものがおおよそ1.4兆円、地方交付税の原

資分に係るものはおおよそ0.3兆円」であると答弁している（同６頁）。 

(55) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年10月27日）」27頁。 
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医療制度の自己負担割合の引き上げなど、負担増が検討されている」となると「何の

ための消費税増税なのか」、「実際に国民が期待していた社会保障制度の改革、充実

からはかけ離れ、逆に負担増、給付抑制が顕著になっていることを考え」ると「なぜ

消費税だけが対象になるのか」、「法人税あるいは所得税、相続税も含めた、そう

いった税制全般の改革を視野に入れた一体改革、これはもう一回やり直す必要がある」

と質した。これに対し、内閣府副大臣の越智隆雄氏は、消費税の「税収が景気に左右

されにくい安定した税である、それとともに、特定の世代に負担が集中しなくて、高

齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が高齢化社会における社会保障を支える

財源にふさわしいとまず考えている」、「社会保障・税一体改革」については「保育

の受け皿を40万人から50万人に拡充するなど、さらなる子ども・子育て支援の充実、

また、地域包括ケアシステム構築などの医療、介護の提供体制の改革、国保、介護の

低所得者軽減の強化など医療・介護保険制度の改革、また、難病制度の充実なども着

実に改革を進めてきている」、「自然増5,000億円への制限」は「少子高齢化が急速

に進んで社会保障関係費が増大していく中で、社会保障制度の持続可能性を確保する

とともに、財政健全化を図るものとして、一体改革の枠組みとはかかわりなく不断に

議論されるべきもの」であり、「こうした議論があるからといって、一体改革に基づ

くさまざまな子育て、医療、介護、年金にわたる改革をやり直すということにはなら

ない」と答弁し、「消費税を上げて安心の社会保障をつくっていくという話でやった

わけじゃないですか。やっていることは前と同じじゃないですか、消費税増税前と。

言っていることとやっていることが全く違う」という吉川氏の反発を招いている(56)。 

   11月１日にも審査が行われ、左藤章氏（自由民主党）が賛成討論を行い、奥野総一

郎氏（民進党）、梅村氏、足立康史氏（日本維新の会）および吉川氏がそれぞれ反対

討論を行った。また、採決の後、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブお

よび公明党の共同提案による「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等の一部を改正する

法律案に対する附帯決議」の案が葉梨康弘氏（自由民主党）外２氏により提出され、

小川淳也氏（民進党）により朗読された上で、賛成多数で可決された(57)。この附帯

決議は、政府に次の三点について十分に配慮することを求めている。 

                                                                                 

(56) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年10月27日）」27頁。 
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   「一 地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の

実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に

支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実

に講ずるなど、地方に負担を転嫁しないこと。 

    二 地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であること

に鑑み、実施することが適当と認められるときには、必要な措置を講ずること。 

    三 地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能

割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合

う財源が確保されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにする

こと。｣(58) 

 

〔３〕衆議院本会議 

   11月８日の本会議（第９回）において、税制抜本改革消費税法改正法については御

法川信英財務金融委員長の報告の後に、税制抜本改革地方税法改正法については竹内

譲総務委員長の報告の後に採決が行われ、賛成多数で可決された(59)。なお、賛成会

派は、自由民主党・無所属の会および公明党であり、反対会派は、民進党・無所属ク

ラブ、日本共産党、日本維新の会、自由党および社会民主党・市民連合である。 

 

〔４〕参議院財政金融委員会 

   参議院財政金融委員会においては、11月10日（第３回）および11月17日（第４回）

に審査が行われた。11月10日は法律案に賛成の立場からの質疑がなされ、11月17日に

は反対の立場からの質疑〔平木大作氏（公明党）および中山恭子氏（日本のこころ）

を除く〕がなされた。税制抜本改革消費税法改正法との関連性が薄いと思われる質疑

が多く見受けられ、白真勲氏（民進党）による、税制抜本改革消費税法附則第46条第

２項の改正についての質疑が目に付く程度である(60)。 

   11月17日には、白氏、大門実紀史氏（日本共産党）および藤巻健史氏（日本維新の

                                                                                 

(58) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成28年11月１日）」15頁による。 

(59) 「第192回国会衆議院会議録第９号」（官報号外平成28年11月８日）２頁。 

(60) 「第192回国会参議院財政金融委員会会議録第４号（平成28年11月17日）」８頁。税制抜本

改革消費税法附則第46条第２項は、消費税について適格請求書等保存方式（一種のインボイス

方式）が導入される際に、免税事業者が課税事業者への転換を行う場合の経過措置を定める規

定である。 
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医療制度の自己負担割合の引き上げなど、負担増が検討されている」となると「何の

ための消費税増税なのか」、「実際に国民が期待していた社会保障制度の改革、充実

からはかけ離れ、逆に負担増、給付抑制が顕著になっていることを考え」ると「なぜ

消費税だけが対象になるのか」、「法人税あるいは所得税、相続税も含めた、そう

いった税制全般の改革を視野に入れた一体改革、これはもう一回やり直す必要がある」

と質した。これに対し、内閣府副大臣の越智隆雄氏は、消費税の「税収が景気に左右

されにくい安定した税である、それとともに、特定の世代に負担が集中しなくて、高

齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が高齢化社会における社会保障を支える

財源にふさわしいとまず考えている」、「社会保障・税一体改革」については「保育

の受け皿を40万人から50万人に拡充するなど、さらなる子ども・子育て支援の充実、

また、地域包括ケアシステム構築などの医療、介護の提供体制の改革、国保、介護の

低所得者軽減の強化など医療・介護保険制度の改革、また、難病制度の充実なども着

実に改革を進めてきている」、「自然増5,000億円への制限」は「少子高齢化が急速

に進んで社会保障関係費が増大していく中で、社会保障制度の持続可能性を確保する

とともに、財政健全化を図るものとして、一体改革の枠組みとはかかわりなく不断に

議論されるべきもの」であり、「こうした議論があるからといって、一体改革に基づ

くさまざまな子育て、医療、介護、年金にわたる改革をやり直すということにはなら

ない」と答弁し、「消費税を上げて安心の社会保障をつくっていくという話でやった

わけじゃないですか。やっていることは前と同じじゃないですか、消費税増税前と。

言っていることとやっていることが全く違う」という吉川氏の反発を招いている(56)。 

   11月１日にも審査が行われ、左藤章氏（自由民主党）が賛成討論を行い、奥野総一

郎氏（民進党）、梅村氏、足立康史氏（日本維新の会）および吉川氏がそれぞれ反対

討論を行った。また、採決の後、自由民主党・無所属の会、民進党・無所属クラブお

よび公明党の共同提案による「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等の一部を改正する

法律案に対する附帯決議」の案が葉梨康弘氏（自由民主党）外２氏により提出され、

小川淳也氏（民進党）により朗読された上で、賛成多数で可決された(57)。この附帯

決議は、政府に次の三点について十分に配慮することを求めている。 

                                                                                 

(56) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第４号（平成28年10月27日）」27頁。 

(57) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成28年11月１日）」15頁。 
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   「一 地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の

実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に

支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実

に講ずるなど、地方に負担を転嫁しないこと。 

    二 地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが重要であること

に鑑み、実施することが適当と認められるときには、必要な措置を講ずること。 

    三 地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税への環境性能

割について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合

う財源が確保されるものとし、地方財政に影響を及ぼすことがないようにする

こと。｣(58) 

 

〔３〕衆議院本会議 

   11月８日の本会議（第９回）において、税制抜本改革消費税法改正法については御

法川信英財務金融委員長の報告の後に、税制抜本改革地方税法改正法については竹内

譲総務委員長の報告の後に採決が行われ、賛成多数で可決された(59)。なお、賛成会

派は、自由民主党・無所属の会および公明党であり、反対会派は、民進党・無所属ク

ラブ、日本共産党、日本維新の会、自由党および社会民主党・市民連合である。 

 

〔４〕参議院財政金融委員会 

   参議院財政金融委員会においては、11月10日（第３回）および11月17日（第４回）

に審査が行われた。11月10日は法律案に賛成の立場からの質疑がなされ、11月17日に

は反対の立場からの質疑〔平木大作氏（公明党）および中山恭子氏（日本のこころ）

を除く〕がなされた。税制抜本改革消費税法改正法との関連性が薄いと思われる質疑

が多く見受けられ、白真勲氏（民進党）による、税制抜本改革消費税法附則第46条第

２項の改正についての質疑が目に付く程度である(60)。 

   11月17日には、白氏、大門実紀史氏（日本共産党）および藤巻健史氏（日本維新の

                                                                                 

(58) 「第192回国会衆議院総務委員会議録第５号（平成28年11月１日）」15頁による。 

(59) 「第192回国会衆議院会議録第９号」（官報号外平成28年11月８日）２頁。 

(60) 「第192回国会参議院財政金融委員会会議録第４号（平成28年11月17日）」８頁。税制抜本

改革消費税法附則第46条第２項は、消費税について適格請求書等保存方式（一種のインボイス

方式）が導入される際に、免税事業者が課税事業者への転換を行う場合の経過措置を定める規

定である。 
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会）がそれぞれ反対討論を行った(61)。 

 

〔５〕参議院総務委員会 

   税制抜本改革地方税法改正法に対しては、与党の側からも、税率引き上げの再延期

による地方公共団体の財政運営、および地方財源の偏在是正への影響を懸念する意見

が出されている。これに対する高市総務大臣の答弁は、衆議院総務委員会におけるも

のとほぼ同旨である(62)。また、山本博司氏（公明党）は、11月10日の質疑において、

「消費税率10％の引上げが延期になりますと、引上げ前後における駆け込みの需要と

か、また反動減の動向なども先に延びることになりますから、対策も先延ばしになっ

て、その間の燃費の良い車の技術革新、これが停滞するようなことがあってはならな

い」として「燃費の良い車への税制の在り方」を質した。これに対し、冨樫総務大臣

政務官は「今後のエコカー減税の在り方について平成29年度の税制改正プロセスにお

いても議論されることにな」るとした上で、「今回の法案においては、環境性能割の

導入を２年半延期することに加え、その導入前に、技術革新の動向、地方財政への影

響等を勘案して、環境性能割の税率区分を見直すこととしております。この規定の趣

旨を踏まえ、環境性能割の導入により、自動車の環境負荷の低減を図るとともに、地

方の安定的な財源確保に資するよう、平成31年度税制改正に向けてしっかりと検討し

てまいりたい」と答弁した(63)。 

   11月17日には野党側からの質疑が行われたが、衆議院総務委員会における質疑と同

旨のものが多い。その中で、片山虎之助氏（日本維新の会）による質疑は、現在の政

治情勢（とくに国会と内閣との関係）という観点から、注目に値する。すなわち、片

山氏は、９月29日に本会議の代表質問において「国権の最高機関である国会が大議論

の末、法律で定めた増税を二回も延期したことは、国会の権威を失わせ、国民の税制

に対する信頼も失わせたのではないでしょうか」と質し、安倍内閣総理大臣が「公約

違反との御批判はあることは真摯に受け止め」るが「国政選挙である参議院選挙を通

じて国民の信を問うた」、「連立与党で改選議席の過半数という高い目標を大きく上

回る議席を得て、国民の信任の下、連立与党として安定した政治基盤をいただきまし

                                                                                 

(61) 「第192回国会参議院財政金融委員会会議録第４号（平成28年11月17日）」37頁。 

(62) 例として、古賀友一郎氏（自由民主党）による質疑、および高市総務大臣による答弁を参照

（「第192回国会参議院総務委員会会議録第４号（平成28年11月10日）」２頁）。 

(63) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第４号（平成28年11月10日）」６頁。 
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た」から「国民の税制に対する信頼を失わせたとの御指摘は当たらない」と答弁した

こと(64)に言及し、「そんなことを言ったら、勝手に、法律を作ったものをやるのを

やめて、その後の国政選挙で勝ったら、みそぎは済んだと、国民は信用したというこ

とになり」、「乱暴じゃないか」と批判し、さらに「二回あったことは三回ある可能

性もある」と述べた(65)。これに対し、高市総務大臣は「この消費税率の引上げ延期

ということを総理が方針として最初に決められたときに一番怒ったのも、総理に対し

て文句を申し上げたのも私自身でございました」と答弁しており(66)、内閣内部にお

ける意見の相違を裏付けたものと思われる。 

   その後、伊藤孝恵氏（民進党）、山下芳生氏（日本共産党）および又市征治氏（社

会民主党）がそれぞれ反対討論を行った(67)。また、採決の後、自由民主党、民進

党・新緑風会、公明党、日本維新の会および希望の会（自由・社民）の共同提案によ

る「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等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

の案が江崎孝氏（民進党）により提出され、賛成多数で可決された(68)。この附帯決

議は、政府に対し、「地方公共団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状

況等に鑑み」て、次の四点の実現に努めることを求めている。 

   「一、地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の

実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に

支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実

に講じ、地方に負担を転嫁しないこと。 

    二、地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが必要であり、必

要な措置を講ずること。 

    三、地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税の環境性能割

について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う

                                                                                 

(64) 「第192回国会参議院会議録第３号」（官報号外平成28年９月29日）13頁、16頁。片山氏は、

総務委員会において「国権の最高機関である国会が法律で決めたものを２回もキャンセルとい

う」ことは「国会をばかにしているし、あるいは税制というものに対する信頼を失う」と言い

換えている（「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」16頁）。 

(65) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」16頁。 

(66) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」16頁。 

(67) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」21頁。 

(68) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」22頁。 
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会）がそれぞれ反対討論を行った(61)。 

 

〔５〕参議院総務委員会 

   税制抜本改革地方税法改正法に対しては、与党の側からも、税率引き上げの再延期

による地方公共団体の財政運営、および地方財源の偏在是正への影響を懸念する意見

が出されている。これに対する高市総務大臣の答弁は、衆議院総務委員会におけるも

のとほぼ同旨である(62)。また、山本博司氏（公明党）は、11月10日の質疑において、

「消費税率10％の引上げが延期になりますと、引上げ前後における駆け込みの需要と

か、また反動減の動向なども先に延びることになりますから、対策も先延ばしになっ

て、その間の燃費の良い車の技術革新、これが停滞するようなことがあってはならな

い」として「燃費の良い車への税制の在り方」を質した。これに対し、冨樫総務大臣

政務官は「今後のエコカー減税の在り方について平成29年度の税制改正プロセスにお

いても議論されることにな」るとした上で、「今回の法案においては、環境性能割の

導入を２年半延期することに加え、その導入前に、技術革新の動向、地方財政への影

響等を勘案して、環境性能割の税率区分を見直すこととしております。この規定の趣

旨を踏まえ、環境性能割の導入により、自動車の環境負荷の低減を図るとともに、地

方の安定的な財源確保に資するよう、平成31年度税制改正に向けてしっかりと検討し

てまいりたい」と答弁した(63)。 

   11月17日には野党側からの質疑が行われたが、衆議院総務委員会における質疑と同

旨のものが多い。その中で、片山虎之助氏（日本維新の会）による質疑は、現在の政

治情勢（とくに国会と内閣との関係）という観点から、注目に値する。すなわち、片

山氏は、９月29日に本会議の代表質問において「国権の最高機関である国会が大議論

の末、法律で定めた増税を二回も延期したことは、国会の権威を失わせ、国民の税制

に対する信頼も失わせたのではないでしょうか」と質し、安倍内閣総理大臣が「公約

違反との御批判はあることは真摯に受け止め」るが「国政選挙である参議院選挙を通

じて国民の信を問うた」、「連立与党で改選議席の過半数という高い目標を大きく上

回る議席を得て、国民の信任の下、連立与党として安定した政治基盤をいただきまし

                                                                                 

(61) 「第192回国会参議院財政金融委員会会議録第４号（平成28年11月17日）」37頁。 

(62) 例として、古賀友一郎氏（自由民主党）による質疑、および高市総務大臣による答弁を参照

（「第192回国会参議院総務委員会会議録第４号（平成28年11月10日）」２頁）。 

(63) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第４号（平成28年11月10日）」６頁。 
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た」から「国民の税制に対する信頼を失わせたとの御指摘は当たらない」と答弁した

こと(64)に言及し、「そんなことを言ったら、勝手に、法律を作ったものをやるのを

やめて、その後の国政選挙で勝ったら、みそぎは済んだと、国民は信用したというこ

とになり」、「乱暴じゃないか」と批判し、さらに「二回あったことは三回ある可能

性もある」と述べた(65)。これに対し、高市総務大臣は「この消費税率の引上げ延期

ということを総理が方針として最初に決められたときに一番怒ったのも、総理に対し

て文句を申し上げたのも私自身でございました」と答弁しており(66)、内閣内部にお

ける意見の相違を裏付けたものと思われる。 

   その後、伊藤孝恵氏（民進党）、山下芳生氏（日本共産党）および又市征治氏（社

会民主党）がそれぞれ反対討論を行った(67)。また、採決の後、自由民主党、民進

党・新緑風会、公明党、日本維新の会および希望の会（自由・社民）の共同提案によ

る「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等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」

の案が江崎孝氏（民進党）により提出され、賛成多数で可決された(68)。この附帯決

議は、政府に対し、「地方公共団体の行政需要の増大、引き続く厳しい地方財政の状

況等に鑑み」て、次の四点の実現に努めることを求めている。 

   「一、地方消費税率の引上げの再延期に当たっては、社会保障の充実に係る施策の

実施に関し、国の責任において安定財源を確保し、地方公共団体の財政運営に

支障を来すことのないよう、地方交付税原資分も含め、必要な財政措置を確実

に講じ、地方に負担を転嫁しないこと。 

    二、地方税の税源の偏在是正については、不断に取り組むことが必要であり、必

要な措置を講ずること。 

    三、地方消費税率の引上げ時に導入される自動車税及び軽自動車税の環境性能割

について税率区分を設定するに当たっては、廃止される自動車取得税に見合う

                                                                                 

(64) 「第192回国会参議院会議録第３号」（官報号外平成28年９月29日）13頁、16頁。片山氏は、

総務委員会において「国権の最高機関である国会が法律で決めたものを２回もキャンセルとい

う」ことは「国会をばかにしているし、あるいは税制というものに対する信頼を失う」と言い

換えている（「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」16頁）。 

(65) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」16頁。 

(66) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」16頁。 

(67) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」21頁。 

(68) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」22頁。 
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財源を確保し、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。 

    四、地方税については、地方財政の自主性・自立性を保障するとともに、安定的

で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること｣(69) 

 

〔６〕参議院本会議 

   11月18日の本会議（第12回）において、税制抜本改革消費税法改正法については藤

川政人財政金融委員長の報告の後に、税制抜本改革地方税法改正法については横山信

一総務委員長の報告の後に採決が行われ、賛成多数で可決され、成立した。いずれの

法律も、投票総数233名、賛成147名、反対86名で可決された。概ね、自由民主党、公

明党および日本のこころが賛成、民進党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会、希

望の会（自由・社民）および沖縄の風が反対という図式になるが、無所属クラブでは

賛成２、反対２と分かれ、無所属の議員も賛成１、反対１と分かれている(70)。 

 

 

 5. おわりに 
 

 税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革地方税法改正法が公布されてから10日

後に決定された「平成29年度税制改正大綱」（平成28年12月８日、自由民主党、公明党）

は、次のように述べている。 

 「税制改正に当たっては、足下の経済情勢への適切な対応が重要である一方、中長期的

課題にも責任をもって取り組まなければならない。税制は経済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、検討を進める。『経済再生なく

して財政健全化なし』との基本方針の下、経済再生と財政健全化を両立させることがわが

国の最重要課題であり、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を念頭に置く必

要がある。このため、消費税率10％への引上げを平成31年10月１日に確実に実施する。あ

わせて実施される低所得者への配慮のための軽減税率制度について、事業者の準備状況等 

  

                                                                                 

(69) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」22頁による。 

(70) 「第192回国会参議院会議録第12号」（官報号外平成28年11月18日）３頁、52頁、53頁。 
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を検証し、制度の円滑な導入・運用に万全を期す。｣(71) 

 消費両税の税率引き上げ（８％→10％）について、自由民主党および公明党は、平成27

年度から平成29年度までの税制改正大綱において、施行期日とされる日は異なるものの

「確実に実施する」と宣言してきた。平成30年度税制改正大綱においても同様の文言が記

されるものと予想される。 

 もとより、税制改正大綱は法律でもなければ綱領でもなく、毎年の税制改正の基本方針

などを示すものにすぎない。しかし、先に引用した森信氏の指摘に注意しなければならな

いとはいえ、毎年度の税制改正大綱が与党（平成26年度税制改正以後は自由民主党および

公明党）の税制調査会によりまとめられ、これに基づいて政府の税制改正大綱がまとめら

れ、改正法律案に反映されるという事実に鑑みるならば、税制改正大綱は、改正法律など

の租税立法の背景にある与党の（さらに言えば法律案の提出者である内閣の）意思を示す

重要な文書である。３年度も連続で消費両税の税率引き上げ（８％→10％）が表明されて

いるということは、少なくとも与党の基本的な方針は強固であることを意味する。これを

簡単に覆すことは、政治的または道義的であるにせよ、許されないはずである。 

 もっとも、「一寸先は闇」ともいう。今後の経済情勢次第では、税率引き上げの再々延

期も考えられない訳ではない。早くも平成28年５月31日に、小泉進次郎氏は自由民主党の

政調全体会議において「二度あることは三度ないという説明をどうやったらできるのか。

おそらくできない」と指摘した、と報じられていた(72)。第192回国会においても「二度あ

ることは三度ある」という言葉が繰り返されている。 

 政府は平成32年度の基礎的財政収支を黒字化するという目標を立てているが、今年（平

成29年）１月25日に経済財政諮問会議に提出された内閣府の試算によると、「中長期的に

経済成長率は実質２％以上、名目３％以上」で「消費者物価上昇率（消費税率引上げの影

響を除く）は、中長期的に２％近傍で安定的に推移」するという「経済再生ケース」でも、

平成32年度の国の基礎的財政収支は8.5兆円の赤字、「中長期的に経済成長率は実質的

１％弱、名目１％半ば程度」という「ベースラインケース」では11.4兆円の赤字になると

予測されている(73)。政府は平成30年度に上記目標の達成状況をチェックすることとして

                                                                                 

(71) 「平成29年度税制改正大綱」（平成28年12月８日、自由民主党、公明党）２頁。太字は引用

者による強調。 

(72) 産経新聞社「自民・小泉進次郎氏『そんなおいしい話に若い人たちはだまされない』」（2016

年５月31日17時24分付）（http://www.sankei.com/politics/news/160531/plt1605310047-n1.html）。 

(73) 内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成29年１月25日 経済財政諮問会議提出）」

（http://www5.cao.go.jp/keizai3/econome/h29chuuchouki1.pdf）１頁、２頁、９頁。 
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財源を確保し、地方財政に影響を及ぼすことがないようにすること。 

    四、地方税については、地方財政の自主性・自立性を保障するとともに、安定的

で充実した財源の確保を可能とする地方税制の構築を図ること｣(69) 

 

〔６〕参議院本会議 

   11月18日の本会議（第12回）において、税制抜本改革消費税法改正法については藤

川政人財政金融委員長の報告の後に、税制抜本改革地方税法改正法については横山信

一総務委員長の報告の後に採決が行われ、賛成多数で可決され、成立した。いずれの

法律も、投票総数233名、賛成147名、反対86名で可決された。概ね、自由民主党、公

明党および日本のこころが賛成、民進党・新緑風会、日本共産党、日本維新の会、希

望の会（自由・社民）および沖縄の風が反対という図式になるが、無所属クラブでは

賛成２、反対２と分かれ、無所属の議員も賛成１、反対１と分かれている(70)。 

 

 

 5. おわりに 
 

 税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革地方税法改正法が公布されてから10日

後に決定された「平成29年度税制改正大綱」（平成28年12月８日、自由民主党、公明党）

は、次のように述べている。 

 「税制改正に当たっては、足下の経済情勢への適切な対応が重要である一方、中長期的

課題にも責任をもって取り組まなければならない。税制は経済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、検討を進める。『経済再生なく

して財政健全化なし』との基本方針の下、経済再生と財政健全化を両立させることがわが

国の最重要課題であり、2020年度の基礎的財政収支黒字化目標との整合性を念頭に置く必

要がある。このため、消費税率10％への引上げを平成31年10月１日に確実に実施する。あ

わせて実施される低所得者への配慮のための軽減税率制度について、事業者の準備状況等 

  

                                                                                 

(69) 「第192回国会参議院総務委員会会議録第５号（平成28年11月17日）」22頁による。 

(70) 「第192回国会参議院会議録第12号」（官報号外平成28年11月18日）３頁、52頁、53頁。 
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を検証し、制度の円滑な導入・運用に万全を期す。｣(71) 

 消費両税の税率引き上げ（８％→10％）について、自由民主党および公明党は、平成27

年度から平成29年度までの税制改正大綱において、施行期日とされる日は異なるものの

「確実に実施する」と宣言してきた。平成30年度税制改正大綱においても同様の文言が記

されるものと予想される。 

 もとより、税制改正大綱は法律でもなければ綱領でもなく、毎年の税制改正の基本方針

などを示すものにすぎない。しかし、先に引用した森信氏の指摘に注意しなければならな

いとはいえ、毎年度の税制改正大綱が与党（平成26年度税制改正以後は自由民主党および

公明党）の税制調査会によりまとめられ、これに基づいて政府の税制改正大綱がまとめら

れ、改正法律案に反映されるという事実に鑑みるならば、税制改正大綱は、改正法律など

の租税立法の背景にある与党の（さらに言えば法律案の提出者である内閣の）意思を示す

重要な文書である。３年度も連続で消費両税の税率引き上げ（８％→10％）が表明されて

いるということは、少なくとも与党の基本的な方針は強固であることを意味する。これを

簡単に覆すことは、政治的または道義的であるにせよ、許されないはずである。 

 もっとも、「一寸先は闇」ともいう。今後の経済情勢次第では、税率引き上げの再々延

期も考えられない訳ではない。早くも平成28年５月31日に、小泉進次郎氏は自由民主党の

政調全体会議において「二度あることは三度ないという説明をどうやったらできるのか。

おそらくできない」と指摘した、と報じられていた(72)。第192回国会においても「二度あ

ることは三度ある」という言葉が繰り返されている。 

 政府は平成32年度の基礎的財政収支を黒字化するという目標を立てているが、今年（平

成29年）１月25日に経済財政諮問会議に提出された内閣府の試算によると、「中長期的に

経済成長率は実質２％以上、名目３％以上」で「消費者物価上昇率（消費税率引上げの影

響を除く）は、中長期的に２％近傍で安定的に推移」するという「経済再生ケース」でも、

平成32年度の国の基礎的財政収支は8.5兆円の赤字、「中長期的に経済成長率は実質的

１％弱、名目１％半ば程度」という「ベースラインケース」では11.4兆円の赤字になると

予測されている(73)。政府は平成30年度に上記目標の達成状況をチェックすることとして

                                                                                 

(71) 「平成29年度税制改正大綱」（平成28年12月８日、自由民主党、公明党）２頁。太字は引用

者による強調。 

(72) 産経新聞社「自民・小泉進次郎氏『そんなおいしい話に若い人たちはだまされない』」（2016

年５月31日17時24分付）（http://www.sankei.com/politics/news/160531/plt1605310047-n1.html）。 

(73) 内閣府「中長期の経済財政に関する試算（平成29年１月25日 経済財政諮問会議提出）」

（http://www5.cao.go.jp/keizai3/econome/h29chuuchouki1.pdf）１頁、２頁、９頁。 
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いるので(74)、消費両税の税率引き上げの判断も同年度に再び行われる可能性が高い。 

 現在、国の債務残高が1,223.5兆円、対ＧＤＰ比で221.1％に達している(75)。基礎的財

政収支の状況とも併せれば、「経済再生なくして財政健全化なし」ではなく、「財政健全

化なくして経済再生なし」と考えるべきであろう。このことからすれば、消費両税の引き

上げについては、少なくとも「二度あることは三度ある」という選択をなすべきではない。

これでは最初から税率引き上げの意思が欠如していたことと同義になるし、国際的にも日

本は財政再建をする気力もなければ能力もないという評価を受けることとなろう。やや遅

きに失し、かつ、短期的には国民生活に打撃を与えるかもしれないが、「三度目の正直」

を選択すべきであろう。 

 あるいは、平成29年度以降の経済情勢などに鑑みて消費両税の税率引き上げを行うこと

ができるような状況でないというのであれば、再々延期ではなく、中止を選択すべきであ

る。その上で、所得税制、法人税制、資産税制など、全般にわたって根本的に見直しを行

うべきこととなる。 

 いずれにせよ、消費両税の税率引き上げ再延期の表明に始まり、税制抜本改革消費税法

改正法および税制抜本改革地方税法改正法の成立、そして施行に至る過程を概観すれば、

政府が地方公共団体による地方財源の拡充の要求を完全に無視する結果となり、また、税

源の偏在是正を含む地方税制度の抜本的改革（または見直し）の機会はさらに遠のいたこ

ととなる。加えて、先に引用した開出総務省大臣官房審議官の答弁によれば１年度あたり

約1.4兆円（２年半で約3.5兆円）、冨樫総務大臣政務官の答弁によれば１年度あたり約

1.7兆円が、引き上げの再延期によって地方全体の歳入額から失われることとなる。示さ

れた金額に3,000億円程の差異はあるが(76)、どちらの見解によるとしても、国の一般会計

予算のうち、地方交付税原資分の一部を構成する酒税の歳入金額〔平成28年度一般会計予

算（当初予算）において１兆3,590億円、平成29年度一般会計予算において１兆3,110億

円〕よりも多い金額が、地方全体の歳入から失われることとなるから、影響は大きいと考

えるべきであろう。地方財政法第２条第２項に違反するとは直ちに言えないとしても、同

項の要請に応えていないものと評価せざるをえない。この点からみても、消費両税の税率

引き上げの再延期は妥当でなかったと判断しうる。 

                                                                                 

(74) 朝日新聞2017年１月26日付朝刊７面14版「基礎的財政収支、赤字8.3兆円 20年度、見通し

悪化」（http://digital.asahi.com/articles/DA3S12765415.htm）による。 

(75) 朝日新聞朝刊2017年３月４日付朝刊15面12版「ニッポンの宿題 積み上がる借金」も参照。 

(76) 注(54)も参照。 
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 平成29年度税制改正については機会を改めて検討を試みるが、今後、毎年度の税制改正

等により、地方税法、地方交付税法がどのように改正され、いかなる財政措置がなされる

かについて、注意しなければならない。 

（もり としき 大東文化大学法学部教授） 

 

＜表１－１＞ 消費両税の税率の変更（税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革

地方税法改正法による改正前） 

 
  平成26年 

３月まで 
平成26年 
４月から 

平成27年 
４月から 

平成29年 
４月から 

平成30年 
４月から 

 消費税（全体） ５％ ８％ 10％ 
 消費税（国税） ４％ 6.3％ 7.8％ 
 

うち地方交付税分
（法定率） 

1.18％ 
(国の消費税
 の29.5％）

1.40％ 
（国の消費税の22.3％） 

1.52％ 
（国の消費税の19.5％） 

 
地方消費税率 

（消費税率換算）

１％ 
(消費税額の
 25％） 

1.7％ 
（消費税額の63分の17） 

2.2％ 
（消費税額の78分の22） 

 従来分（一般財源) × 12分の10 17分の10 19分の10 22分の10 
 引き上げ分 

（社会保障財源）
× 12分の２ 17分の７ 19分の９ 22分の12 

（滝陽介他・前掲注(１)10頁およびhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000448744.pdfを基に、筆者

が作成。） 
 

 

＜表１－２＞ 消費両税の税率の変更（税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革

地方税法改正法による改正後） 
 

 
平成26年
３月まで 

平成26年
４月から

平成27年
４月から

平成31年 平成32年
４月から 

平成33年
４月から ～９月 10月～

 消費税（全体） ５％ ８％ 10％ 
 消費税（国税） ４％ 6.3％ 7.8％ 

 
うち 

地方交付税分 
(法定率) 

1.18％
（国の
消費税の 
29.5％） 

1.40％ 
(国の消費税の 

22.3％) 

1.47％ 
(国の消費税の 

20.8％) 

1.52％ 
(国の消費税の 

19.5％) 

 
地方消費税率 
(消費税率換算)

１％ 
（消費
税額の
25％）

1.7％ 
（消費税額の63分の17） 

2.2％ 
（消費税額の78分の22） 

 
従来分 

（一般財源） 
× 12分の10 17分の10 21分の10 22分の10 

 
引き上げ分 

(社会保障財源)
× 12分の２ 17分の７ 21分の11 22分の12 

（滝陽介他・前掲注(１)10頁およびhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000448744.pdfを基に、筆者

が作成。） 
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いるので(74)、消費両税の税率引き上げの判断も同年度に再び行われる可能性が高い。 

 現在、国の債務残高が1,223.5兆円、対ＧＤＰ比で221.1％に達している(75)。基礎的財

政収支の状況とも併せれば、「経済再生なくして財政健全化なし」ではなく、「財政健全

化なくして経済再生なし」と考えるべきであろう。このことからすれば、消費両税の引き

上げについては、少なくとも「二度あることは三度ある」という選択をなすべきではない。

これでは最初から税率引き上げの意思が欠如していたことと同義になるし、国際的にも日

本は財政再建をする気力もなければ能力もないという評価を受けることとなろう。やや遅

きに失し、かつ、短期的には国民生活に打撃を与えるかもしれないが、「三度目の正直」

を選択すべきであろう。 

 あるいは、平成29年度以降の経済情勢などに鑑みて消費両税の税率引き上げを行うこと

ができるような状況でないというのであれば、再々延期ではなく、中止を選択すべきであ

る。その上で、所得税制、法人税制、資産税制など、全般にわたって根本的に見直しを行

うべきこととなる。 

 いずれにせよ、消費両税の税率引き上げ再延期の表明に始まり、税制抜本改革消費税法

改正法および税制抜本改革地方税法改正法の成立、そして施行に至る過程を概観すれば、

政府が地方公共団体による地方財源の拡充の要求を完全に無視する結果となり、また、税

源の偏在是正を含む地方税制度の抜本的改革（または見直し）の機会はさらに遠のいたこ

ととなる。加えて、先に引用した開出総務省大臣官房審議官の答弁によれば１年度あたり

約1.4兆円（２年半で約3.5兆円）、冨樫総務大臣政務官の答弁によれば１年度あたり約

1.7兆円が、引き上げの再延期によって地方全体の歳入額から失われることとなる。示さ

れた金額に3,000億円程の差異はあるが(76)、どちらの見解によるとしても、国の一般会計

予算のうち、地方交付税原資分の一部を構成する酒税の歳入金額〔平成28年度一般会計予

算（当初予算）において１兆3,590億円、平成29年度一般会計予算において１兆3,110億

円〕よりも多い金額が、地方全体の歳入から失われることとなるから、影響は大きいと考

えるべきであろう。地方財政法第２条第２項に違反するとは直ちに言えないとしても、同

項の要請に応えていないものと評価せざるをえない。この点からみても、消費両税の税率

引き上げの再延期は妥当でなかったと判断しうる。 

                                                                                 

(74) 朝日新聞2017年１月26日付朝刊７面14版「基礎的財政収支、赤字8.3兆円 20年度、見通し

悪化」（http://digital.asahi.com/articles/DA3S12765415.htm）による。 

(75) 朝日新聞朝刊2017年３月４日付朝刊15面12版「ニッポンの宿題 積み上がる借金」も参照。 

(76) 注(54)も参照。 
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 平成29年度税制改正については機会を改めて検討を試みるが、今後、毎年度の税制改正

等により、地方税法、地方交付税法がどのように改正され、いかなる財政措置がなされる

かについて、注意しなければならない。 

（もり としき 大東文化大学法学部教授） 

 

＜表１－１＞ 消費両税の税率の変更（税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革

地方税法改正法による改正前） 

 
  平成26年 

３月まで 
平成26年 
４月から 

平成27年 
４月から 

平成29年 
４月から 

平成30年 
４月から 

 消費税（全体） ５％ ８％ 10％ 
 消費税（国税） ４％ 6.3％ 7.8％ 
 

うち地方交付税分
（法定率） 

1.18％ 
(国の消費税
 の29.5％）

1.40％ 
（国の消費税の22.3％） 

1.52％ 
（国の消費税の19.5％） 

 
地方消費税率 

（消費税率換算）

１％ 
(消費税額の
 25％） 

1.7％ 
（消費税額の63分の17） 

2.2％ 
（消費税額の78分の22） 

 従来分（一般財源) × 12分の10 17分の10 19分の10 22分の10 
 引き上げ分 

（社会保障財源）
× 12分の２ 17分の７ 19分の９ 22分の12 

（滝陽介他・前掲注(１)10頁およびhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000448744.pdfを基に、筆者

が作成。） 
 

 

＜表１－２＞ 消費両税の税率の変更（税制抜本改革消費税法改正法および税制抜本改革

地方税法改正法による改正後） 
 

 
平成26年
３月まで 

平成26年
４月から

平成27年
４月から

平成31年 平成32年
４月から 

平成33年
４月から ～９月 10月～

 消費税（全体） ５％ ８％ 10％ 
 消費税（国税） ４％ 6.3％ 7.8％ 

 
うち 

地方交付税分 
(法定率) 

1.18％
（国の

消費税の 
29.5％） 

1.40％ 
(国の消費税の 

22.3％) 

1.47％ 
(国の消費税の 

20.8％) 

1.52％ 
(国の消費税の 

19.5％) 

 
地方消費税率 

(消費税率換算)

１％ 
（消費
税額の
25％）

1.7％ 
（消費税額の63分の17） 

2.2％ 
（消費税額の78分の22） 

 
従来分 

（一般財源） 
× 12分の10 17分の10 21分の10 22分の10 

 
引き上げ分 

(社会保障財源)
× 12分の２ 17分の７ 21分の11 22分の12 

（滝陽介他・前掲注(１)10頁およびhttp://www.soumu.go.jp/main_content/000448744.pdfを基に、筆者

が作成。） 
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する 
ための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律  

（平成28年６月３日法律第65号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 1. はじめに 
 

 障害者総合支援法（2012（平成24）年６月27日法律第51号）施行３年後の見直しに向け

て、社会保障審議会障害者部会（以下「障害者部会」）にて検討が進められ、2015（平成

27）年12月14日にその報告書が取りまとめられた。その中で、同法10条に基づく市町村の

指導検査事務について「指定市町村事務受託法人」への委託、また、現在支払事務を委託

している国民健康保険団体連合会に市町村による給付費等の審査について委託できるよう

にすべき旨の提言がなされた。この提言の内容を踏まえ、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」が国会に提出

され、2016（平成28）年５月25日に可決成立した。 

 ここでは、同法案立案過程及び立法過程について分析していく。なお、障害者総合支援

法制定はいわゆる政策形成訴訟を契機とし、この点に法案形成・立法過程の特徴があるた

め、その点も含めて分析する。 

 

 

 2. 法律制定・改正の背景 
 

(１) 障害者自立支援法の制定と改正 

   主な福祉サービスは、2000（平成12）年以降、行政庁が給付対象者やその内容を決

定する「措置」制度から、いわゆる「措置から契約へ」との方針（「社会福祉基礎構

造改革」）が法制度化された（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改

正する等の法律（同年法律第111号）改正による）。そして、2003（平成15）年度か
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ための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律  

（平成28年６月３日法律第65号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 1. はじめに 
 

 障害者総合支援法（2012（平成24）年６月27日法律第51号）施行３年後の見直しに向け

て、社会保障審議会障害者部会（以下「障害者部会」）にて検討が進められ、2015（平成

27）年12月14日にその報告書が取りまとめられた。その中で、同法10条に基づく市町村の

指導検査事務について「指定市町村事務受託法人」への委託、また、現在支払事務を委託

している国民健康保険団体連合会に市町村による給付費等の審査について委託できるよう

にすべき旨の提言がなされた。この提言の内容を踏まえ、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」が国会に提出

され、2016（平成28）年５月25日に可決成立した。 

 ここでは、同法案立案過程及び立法過程について分析していく。なお、障害者総合支援

法制定はいわゆる政策形成訴訟を契機とし、この点に法案形成・立法過程の特徴があるた

め、その点も含めて分析する。 

 

 

 2. 法律制定・改正の背景 
 

(１) 障害者自立支援法の制定と改正 

   主な福祉サービスは、2000（平成12）年以降、行政庁が給付対象者やその内容を決

定する「措置」制度から、いわゆる「措置から契約へ」との方針（「社会福祉基礎構

造改革」）が法制度化された（社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改

正する等の法律（同年法律第111号）改正による）。そして、2003（平成15）年度か
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ら、身体障害者及び知的障害者の施策について、サービス受給者の選択に基づき、

サービス提供事業者と対等な関係の下で契約を締結して実施されることとなった

（「支援費制度」）。その結果は、民間企業等の経営主体が事業者として参入してき

たものの、在宅サービス（特にホームヘルプサービス）の受給者が大幅に増え、その

財源確保が課題となった。また、市町村ごとに提供されるサービスに違いがあったり、

全国的基準がなく、地域格差の問題も生じた。さらには、精神障害者に対するサービ

スが対象外とされ、制度の整備が課題とされた。 

   これら支援制度が抱える問題点を解決するため、2004（平成16）年３月に障害者部

会において、障害種別を超えた身体障害、知的障害および精神障害共通の施策の体系

や制度のあり方の検討が開始された。同年７月の同部会による「今後の障害保健福祉

施策について（中間的なとりまとめ）」を基礎に、同年10月に厚生労働省によって

「今後の障害保健福祉施策について（改革のグランドデザイン案）」が障害者部会に

提示され、同部会で議論された。この議論を踏まえ、政府は、2005（平成17）年２月、

障害者自立支援法案を第162回国会に提出し、同法案は衆議院による修正後参議院に

送付されたが、同年８月の衆議院解散に伴い審議未了となった。総選挙後、同年９月、

政府は、第163回国会に前記修正を織り込んだ法案を提出し、それが同年10月31日に

成立した。その結果、障害福祉サービスは、支援費制度から障害者自立支援法に基づ

くサービスへと変わることとなった。その主な内容は、①コストの増大を受け利用者

を含めた国民全体で負担し支え合う観点から、障害福祉サービスの利用料の応益負担

導入（原則１割負担）、②障害福祉サービス等の費用負担はそれぞれ国２分の１、都

道府県４分の１、市町村４分の１、③精神障害者を含め、三障害共通の自立支援のた

めのサービス提供、④支給決定を透明化するため、障害程度に関する共通の尺度とし

て「障害程度区分」の導入等である。 

   しかし、2006（平成18）年４月１日、障害者自立支援法のうち、①応益負担と④障

害程度区分については、利用者負担の増加による利用控え、知的障害者と精神障害者

の障害程度区分の判定等が問題として批判された。同年12月、政府は、緊急措置とし

て、補正予算により都道府県に基金を造成したり、2007・2008（平成19・20）年度予

算で利用者負担の軽減措置を講じることとなった。 

   障害者自立支援法附則には施行後３年経過を目途として見直す旨の規定が置かれて

おり、障害者部会では、2008（平成20）年４月から見直しの検討が開始され、同年12

月には「社会保障審議会障害者部会報告～障害者自立支援法施行後３年の見直しにつ
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いて～」が取りまとめられた。これを受け、自民党・公明党の「与党障害者自立支援

に関するプロジェクトチーム」で検討が行われ、2009（平成21）年２月「障害者自立

支援法の抜本見直しの基本方針」が示された。そして、同年３月末、政府は、応益負

担から応能負担を原則とするなどの見直しをする「障害者自立支援法等の一部を改正

する法律案」を第171回国会に提出した。しかし、同年７月の衆議院解散により審議

未了となった。 

   なお、その間、2006（平成18）年12月に国連総会において「障害者の権利に関する

条約」（障害者権利条約）が採択され、翌年９月に日本は同条約に署名した。そして、

国内法の整備が検討課題となった。その一方で、利用者の応益負担と障害程度区分の

認定に対する批判が強くなり、2008（平成20）年10月、応益負担を導入した障害者自

立支援法それ自体が生存権および幸福追求権の侵害であって違憲であるとして「障害

者自立支援法違憲訴訟」が全国各地で提起された。 

   一方、2009（平成21）年９月には、民主党・社民党・国民新党は「連立政権樹立に

当たっての政策合意」において、「『障害者自立支援法』は廃止し、『制度の谷間』

がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる」こととされた。 

   2009（平成21）年12月、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備等の改革を行

うため、閣議決定により、「障がい者制度改革推進本部」（本部長：内閣総理大臣、

構成：全国務大臣）が内閣に設置された。同本部の下、障がい者制度改革推進会議

（当事者、障害福祉関係者、学識経験者等で構成）が設置され、さらにその下に、

「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が置かれ、当事者及び障害福祉関係者等

55名で構成された。他方、厚労省は、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と協

議を開始し、2010（平成22）年１月７日に、基本合意に達した。「障害者自立支援法

違憲訴訟原告団・弁護団と国（厚生労働省）との基本合意文書」では、①速やかに応

益負担（定率負担）を廃止し、遅くとも2013（平成25）年８月までに、障害者自立支

援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施し、障害福祉施策の充実は、憲法等に基

づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とすること、②立法

過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙

速な施行および障害者自立支援法による応益負担（定率負担）の導入等により、障害

者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者およ

びその家族に反省の意を表明すること、③新たな総合的福祉制度の制定に当たっては

障害者の参画の下に十分な議論を行うこと等とされた。その基本合意を受けて、同違
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ら、身体障害者及び知的障害者の施策について、サービス受給者の選択に基づき、

サービス提供事業者と対等な関係の下で契約を締結して実施されることとなった

（「支援費制度」）。その結果は、民間企業等の経営主体が事業者として参入してき

たものの、在宅サービス（特にホームヘルプサービス）の受給者が大幅に増え、その

財源確保が課題となった。また、市町村ごとに提供されるサービスに違いがあったり、

全国的基準がなく、地域格差の問題も生じた。さらには、精神障害者に対するサービ

スが対象外とされ、制度の整備が課題とされた。 

   これら支援制度が抱える問題点を解決するため、2004（平成16）年３月に障害者部

会において、障害種別を超えた身体障害、知的障害および精神障害共通の施策の体系

や制度のあり方の検討が開始された。同年７月の同部会による「今後の障害保健福祉

施策について（中間的なとりまとめ）」を基礎に、同年10月に厚生労働省によって

「今後の障害保健福祉施策について（改革のグランドデザイン案）」が障害者部会に

提示され、同部会で議論された。この議論を踏まえ、政府は、2005（平成17）年２月、

障害者自立支援法案を第162回国会に提出し、同法案は衆議院による修正後参議院に

送付されたが、同年８月の衆議院解散に伴い審議未了となった。総選挙後、同年９月、

政府は、第163回国会に前記修正を織り込んだ法案を提出し、それが同年10月31日に

成立した。その結果、障害福祉サービスは、支援費制度から障害者自立支援法に基づ

くサービスへと変わることとなった。その主な内容は、①コストの増大を受け利用者

を含めた国民全体で負担し支え合う観点から、障害福祉サービスの利用料の応益負担

導入（原則１割負担）、②障害福祉サービス等の費用負担はそれぞれ国２分の１、都

道府県４分の１、市町村４分の１、③精神障害者を含め、三障害共通の自立支援のた

めのサービス提供、④支給決定を透明化するため、障害程度に関する共通の尺度とし

て「障害程度区分」の導入等である。 

   しかし、2006（平成18）年４月１日、障害者自立支援法のうち、①応益負担と④障

害程度区分については、利用者負担の増加による利用控え、知的障害者と精神障害者

の障害程度区分の判定等が問題として批判された。同年12月、政府は、緊急措置とし

て、補正予算により都道府県に基金を造成したり、2007・2008（平成19・20）年度予

算で利用者負担の軽減措置を講じることとなった。 

   障害者自立支援法附則には施行後３年経過を目途として見直す旨の規定が置かれて

おり、障害者部会では、2008（平成20）年４月から見直しの検討が開始され、同年12

月には「社会保障審議会障害者部会報告～障害者自立支援法施行後３年の見直しにつ
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いて～」が取りまとめられた。これを受け、自民党・公明党の「与党障害者自立支援

に関するプロジェクトチーム」で検討が行われ、2009（平成21）年２月「障害者自立

支援法の抜本見直しの基本方針」が示された。そして、同年３月末、政府は、応益負

担から応能負担を原則とするなどの見直しをする「障害者自立支援法等の一部を改正

する法律案」を第171回国会に提出した。しかし、同年７月の衆議院解散により審議

未了となった。 

   なお、その間、2006（平成18）年12月に国連総会において「障害者の権利に関する

条約」（障害者権利条約）が採択され、翌年９月に日本は同条約に署名した。そして、

国内法の整備が検討課題となった。その一方で、利用者の応益負担と障害程度区分の

認定に対する批判が強くなり、2008（平成20）年10月、応益負担を導入した障害者自

立支援法それ自体が生存権および幸福追求権の侵害であって違憲であるとして「障害

者自立支援法違憲訴訟」が全国各地で提起された。 

   一方、2009（平成21）年９月には、民主党・社民党・国民新党は「連立政権樹立に

当たっての政策合意」において、「『障害者自立支援法』は廃止し、『制度の谷間』

がなく、利用者の応能負担を基本とする総合的な制度をつくる」こととされた。 

   2009（平成21）年12月、障害者権利条約の締結に必要な国内法の整備等の改革を行

うため、閣議決定により、「障がい者制度改革推進本部」（本部長：内閣総理大臣、

構成：全国務大臣）が内閣に設置された。同本部の下、障がい者制度改革推進会議

（当事者、障害福祉関係者、学識経験者等で構成）が設置され、さらにその下に、

「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が置かれ、当事者及び障害福祉関係者等

55名で構成された。他方、厚労省は、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と協

議を開始し、2010（平成22）年１月７日に、基本合意に達した。「障害者自立支援法

違憲訴訟原告団・弁護団と国（厚生労働省）との基本合意文書」では、①速やかに応

益負担（定率負担）を廃止し、遅くとも2013（平成25）年８月までに、障害者自立支

援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施し、障害福祉施策の充実は、憲法等に基

づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とすること、②立法

過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙

速な施行および障害者自立支援法による応益負担（定率負担）の導入等により、障害

者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者およ

びその家族に反省の意を表明すること、③新たな総合的福祉制度の制定に当たっては

障害者の参画の下に十分な議論を行うこと等とされた。その基本合意を受けて、同違
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憲訴訟は和解に至った。なお、後述のとおり、本改正法案審議において、介護保険と

の関係が一つの論点になったので、「障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国

（厚生労働省）との基本合意文書」の該当部分を以下に引用しておく。 

 

    「障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国（厚生労働省）による話し合い解決の呼

びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、

国（厚生労働省）がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の

対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束し

たため、次のとおり、国（厚生労働省）と本基本合意に至ったものである。 

    …… 

    三 新法制定に当たっての論点 

    …… 

    ④介護保険優先原則（障害者自立支援法第７条）を廃止し、障害の特性を配慮した選択制

等の導入をはかること。 

    …… 

    国（厚生労働省）は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改

革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度

との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支

援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配

慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の

施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」（平成21年11月26日公表）

の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。 

    ① 利用者負担のあり方 

    ② 支給決定のあり方 

    ③ 報酬支払い方式 

    ④ 制度の谷間のない「障害」の範囲 

    ⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准 

    ⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額」 

 

   2010（平成22）年５月28日、第174回国会で「障がい者制度改革推進本部等におけ

る検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を
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支援するための関係法律の整備に関する法律案」（つなぎ法案）が衆議院厚生労働委

員長により同委員会に発議された。この法案は、同年５月末に、衆議院本会議で可決

され、参議院に送付されたものの、鳩山内閣総理大臣の辞意表明等の影響を受け、参

議院本会議で採決されないまま、国会閉会により審議未了となった。同年の参議院議

員選挙後、第176回国会において、再びつなぎ法案が提出され、12月３日に成立した。

これにより、障害者自立支援法における最大の問題点とされた応益負担（定率負担）

が応能負担へと変更された。 

 

(２) 障害者総合支援法の制定 

   2010（平成22）年６月、障がい者制度改革推進会議は、「障害者制度改革の推進の

ための基本的な方向（第一次意見）」を取りまとめた。これを踏まえ、同月、内閣は

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し、障害者自立

支援法の廃止、制度間で谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支

援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法（仮称）」を2012（平成24）年常会

に提出することなどを目指すこととなった。 

   障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は、2011（平成23）年８月、「障害者総合

福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言 ― 新法の制定を目指して ― 」（以下

「骨格提言」）を取りまとめた。その内容は、①法制定の経緯、法の精神等を記した

前文を設けること、②法の対象は障害者基本法に規定する障害者とすること、③利用

者負担は原則無償化すること、④障害程度区分を使わず、本人が求める支援に関する

サービス利用計画を基に市町村と協議調整する支給決定の仕組みを導入すること、⑤

「障害者個々人が市民として、自ら選んだ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実

現する」地域移行を促進することを法に明記すること、⑥地域基盤整備10ヵ年戦略を

策定すること、⑦支援（サービス）体系を大幅に見直すこと等が提言された。なお、

この骨格提言では、障害福祉サービスと介護保険との関係について「障害者総合福祉

法は、障害者が等しく基本的人権を享有する個人として、障害の種別と程度に関わり

なく日常生活及び社会生活において障害者のニーズに基づく必要な支援を保障するも

のであり、介護保険法とはおのずと法の目的や性格を異にするものである。この違い

を踏まえ、それぞれが別個の法体系として制度設計されるべきである」こと、「介護

保険対象年齢になった後でも、従来から受けていた支援を原則として継続して受ける

ことができるものとする」ことが明示された。そして、「障害者自立支援法の下では、
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憲訴訟は和解に至った。なお、後述のとおり、本改正法案審議において、介護保険と

の関係が一つの論点になったので、「障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と国

（厚生労働省）との基本合意文書」の該当部分を以下に引用しておく。 

 

    「障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国（厚生労働省）による話し合い解決の呼

びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、

国（厚生労働省）がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の

対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束し

たため、次のとおり、国（厚生労働省）と本基本合意に至ったものである。 

    …… 

    三 新法制定に当たっての論点 

    …… 

    ④介護保険優先原則（障害者自立支援法第７条）を廃止し、障害の特性を配慮した選択制

等の導入をはかること。 

    …… 

    国（厚生労働省）は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改

革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度

との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支

援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配

慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の

施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」（平成21年11月26日公表）

の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。 

    ① 利用者負担のあり方 

    ② 支給決定のあり方 

    ③ 報酬支払い方式 

    ④ 制度の谷間のない「障害」の範囲 

    ⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准 

    ⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額」 

 

   2010（平成22）年５月28日、第174回国会で「障がい者制度改革推進本部等におけ

る検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を
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支援するための関係法律の整備に関する法律案」（つなぎ法案）が衆議院厚生労働委

員長により同委員会に発議された。この法案は、同年５月末に、衆議院本会議で可決

され、参議院に送付されたものの、鳩山内閣総理大臣の辞意表明等の影響を受け、参

議院本会議で採決されないまま、国会閉会により審議未了となった。同年の参議院議

員選挙後、第176回国会において、再びつなぎ法案が提出され、12月３日に成立した。

これにより、障害者自立支援法における最大の問題点とされた応益負担（定率負担）

が応能負担へと変更された。 

 

(２) 障害者総合支援法の制定 

   2010（平成22）年６月、障がい者制度改革推進会議は、「障害者制度改革の推進の

ための基本的な方向（第一次意見）」を取りまとめた。これを踏まえ、同月、内閣は

「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し、障害者自立

支援法の廃止、制度間で谷間のない支援の提供、個々のニーズに基づいた地域生活支

援体系の整備等を内容とする「障害者総合福祉法（仮称）」を2012（平成24）年常会

に提出することなどを目指すこととなった。 

   障がい者制度改革推進会議総合福祉部会は、2011（平成23）年８月、「障害者総合

福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言 ― 新法の制定を目指して ― 」（以下

「骨格提言」）を取りまとめた。その内容は、①法制定の経緯、法の精神等を記した

前文を設けること、②法の対象は障害者基本法に規定する障害者とすること、③利用

者負担は原則無償化すること、④障害程度区分を使わず、本人が求める支援に関する

サービス利用計画を基に市町村と協議調整する支給決定の仕組みを導入すること、⑤

「障害者個々人が市民として、自ら選んだ住まいで安心して、自分らしい暮らしを実

現する」地域移行を促進することを法に明記すること、⑥地域基盤整備10ヵ年戦略を

策定すること、⑦支援（サービス）体系を大幅に見直すこと等が提言された。なお、

この骨格提言では、障害福祉サービスと介護保険との関係について「障害者総合福祉

法は、障害者が等しく基本的人権を享有する個人として、障害の種別と程度に関わり

なく日常生活及び社会生活において障害者のニーズに基づく必要な支援を保障するも

のであり、介護保険法とはおのずと法の目的や性格を異にするものである。この違い

を踏まえ、それぞれが別個の法体系として制度設計されるべきである」こと、「介護

保険対象年齢になった後でも、従来から受けていた支援を原則として継続して受ける

ことができるものとする」ことが明示された。そして、「障害者自立支援法の下では、
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施設入所支援と生活介護の利用者は原則的に介護保険の被保険者になれない制度と

なっているが、こうした人たちも地域移行などに際して希望すれば介護保険サービス

を選択・併用できるようにすることを検討すべきである。退所しないと被保険者にな

れず要介護認定も受けられないため、移行計画が作成されている場合、要介護認定を

受けられるようにすべきである」と提言された。 

   この骨格提言は、障がい者制度改革推進会議で報告・了承され、障がい者制度改革

推進本部に報告された。 

   骨格提言を受け、新法の制定に向け、民主党・厚生労働部門会議障がい者ワーキン

グチーム（以下「ＷＴ」）と厚生労働省間において議論が行われた。2012（平成24）

年２月、厚生労働省は、ＷＴに対し、新法の骨子、「厚生労働省案」を提示し、ＷＴ

はこの「厚生労働省案」に対し意見を取りまとめた。そして、同年３月、障がい者制

度改革推進本部（持ち回り）において「地域社会における共生の実現に向けて新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が決定され、閣議

決定の後、同法案が第180回国会に提出された。 

   その主な内容は、①障害者基本法に基づいた基本理念を盛り込むこと、②法律の題

名や目的規定を改正すること、③制度間に谷間のない支援を提供する観点から、障害

者の定義に難病等を含めること、④重度訪問介護の対象を拡大すること、⑤共同生活

介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ一元化をすること、⑥施行

後３年後を目途として、障害者福祉サービスの在り方や障害程度区分の認定を含めた

支給決定のあり方等について見直しの検討を行うこと等であった。 

   同法案は、衆議院での修正を経て、2012（平成24）年６月に成立した。修正の主な

内容は、①「障害程度区分」を「障害支援区分」に変更すること、②政府が施行後３

年を目途に検討を加える内容に、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障

害者の意思決定支援の在り方、高齢の障害者に対する支援の在り方等を検討すること

である。同法案の成立により、障害者自立支援法は、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）となった。 

 

(３) 本改正法案作成の経緯 

   障害者権利条約の締結に向けた国内法の整備として、①障害者基本法の改正、②障

害者総合支援法の制定、③「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」の制

定、④「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正が進められた。そして、2012
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（平成24）年12月の衆議院議員総選挙の結果、政権が交代し、自由民主党と公明党の

連立内閣が発足した。そして、2014（平成26）年１月には、障害者権利条約の批准書

が国連に寄託された。 

   障害者総合支援法附則で定められた検討規定の内容は、①常時介護を要する障害者

等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サー

ビスの在り方、②障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、③障害者の意思決

定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在

り方、④手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害

のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、そして、⑤

精神障害者および高齢の障害者に対する支援の在り方の５点であった。 

   2014（平成26）年12月、厚生労働省は、「障害福祉サービスの在り方等に関する論

点整理のためのワーキンググループ」（以下「ＷＧ」）を設置し、論点整理を開始し

た。ＷＧは、関係諸団体からのヒアリングを行うなど検討を進め、2015（平成27）年

４月「障害福祉サービスの在り方等について（論点整理（案））」を公表した。これ

を受け、障害者部会は、2015（平成27）年４月から見直しの議論を進め、関係団体か

らのヒアリングなどを行い、同年12月「障害者総合支援法施行３年後の見直しについ

て～社会保障審議会障害者部会報告書～」（以下「障害者部会報告書」）を取りまと

めた。その基本的項目は、(１)新たな地域生活の展開、(２)障害者のニーズに対する

よりきめ細やかな対応、(３)質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備（たと

えば、①利用者の意向を反映した支給決定の促進として、「公平性や透明性を確保し

つつ、利用者の意向が反映された適切な支給決定が行われるよう、相談支援専門員や

市町村職員の資質の向上等に向けた取組や障害支援区分に係る制度の趣旨・運用等の

徹底を図る必要がある」こと、②持続可能で質の高いサービスの実現として、「障害

福祉サービスの質の確保・向上に向けて、サービス事業所の情報を公表する仕組み、

自治体が実施する事業所等への指導事務の効率化や審査機能の強化など、必要な取組

を推進するとともに、障害者に対して必要な支援を確実に保障するため、サービス提

供を可能な限り効率的なものとする」こと）に整理された。 

   以上の経緯を経て、政府は、2016（平成28）年３月、「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」を閣議

決定し、国会に提出した。 

  

－ 136 －
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施設入所支援と生活介護の利用者は原則的に介護保険の被保険者になれない制度と

なっているが、こうした人たちも地域移行などに際して希望すれば介護保険サービス

を選択・併用できるようにすることを検討すべきである。退所しないと被保険者にな

れず要介護認定も受けられないため、移行計画が作成されている場合、要介護認定を

受けられるようにすべきである」と提言された。 

   この骨格提言は、障がい者制度改革推進会議で報告・了承され、障がい者制度改革

推進本部に報告された。 

   骨格提言を受け、新法の制定に向け、民主党・厚生労働部門会議障がい者ワーキン

グチーム（以下「ＷＴ」）と厚生労働省間において議論が行われた。2012（平成24）

年２月、厚生労働省は、ＷＴに対し、新法の骨子、「厚生労働省案」を提示し、ＷＴ

はこの「厚生労働省案」に対し意見を取りまとめた。そして、同年３月、障がい者制

度改革推進本部（持ち回り）において「地域社会における共生の実現に向けて新たな

障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が決定され、閣議

決定の後、同法案が第180回国会に提出された。 

   その主な内容は、①障害者基本法に基づいた基本理念を盛り込むこと、②法律の題

名や目的規定を改正すること、③制度間に谷間のない支援を提供する観点から、障害

者の定義に難病等を含めること、④重度訪問介護の対象を拡大すること、⑤共同生活

介護（ケアホーム）の共同生活援助（グループホーム）へ一元化をすること、⑥施行

後３年後を目途として、障害者福祉サービスの在り方や障害程度区分の認定を含めた

支給決定のあり方等について見直しの検討を行うこと等であった。 

   同法案は、衆議院での修正を経て、2012（平成24）年６月に成立した。修正の主な

内容は、①「障害程度区分」を「障害支援区分」に変更すること、②政府が施行後３

年を目途に検討を加える内容に、障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、障

害者の意思決定支援の在り方、高齢の障害者に対する支援の在り方等を検討すること

である。同法案の成立により、障害者自立支援法は、「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律」（障害者総合支援法）となった。 

 

(３) 本改正法案作成の経緯 

   障害者権利条約の締結に向けた国内法の整備として、①障害者基本法の改正、②障

害者総合支援法の制定、③「障害を理由とする差別の解消の促進に関する法律」の制

定、④「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正が進められた。そして、2012
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（平成24）年12月の衆議院議員総選挙の結果、政権が交代し、自由民主党と公明党の

連立内閣が発足した。そして、2014（平成26）年１月には、障害者権利条約の批准書

が国連に寄託された。 

   障害者総合支援法附則で定められた検討規定の内容は、①常時介護を要する障害者

等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サー

ビスの在り方、②障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方、③障害者の意思決

定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在

り方、④手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害

のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、そして、⑤

精神障害者および高齢の障害者に対する支援の在り方の５点であった。 

   2014（平成26）年12月、厚生労働省は、「障害福祉サービスの在り方等に関する論

点整理のためのワーキンググループ」（以下「ＷＧ」）を設置し、論点整理を開始し

た。ＷＧは、関係諸団体からのヒアリングを行うなど検討を進め、2015（平成27）年

４月「障害福祉サービスの在り方等について（論点整理（案））」を公表した。これ

を受け、障害者部会は、2015（平成27）年４月から見直しの議論を進め、関係団体か

らのヒアリングなどを行い、同年12月「障害者総合支援法施行３年後の見直しについ

て～社会保障審議会障害者部会報告書～」（以下「障害者部会報告書」）を取りまと

めた。その基本的項目は、(１)新たな地域生活の展開、(２)障害者のニーズに対する

よりきめ細やかな対応、(３)質の高いサービスを持続的に利用できる環境整備（たと

えば、①利用者の意向を反映した支給決定の促進として、「公平性や透明性を確保し

つつ、利用者の意向が反映された適切な支給決定が行われるよう、相談支援専門員や

市町村職員の資質の向上等に向けた取組や障害支援区分に係る制度の趣旨・運用等の

徹底を図る必要がある」こと、②持続可能で質の高いサービスの実現として、「障害

福祉サービスの質の確保・向上に向けて、サービス事業所の情報を公表する仕組み、

自治体が実施する事業所等への指導事務の効率化や審査機能の強化など、必要な取組

を推進するとともに、障害者に対して必要な支援を確実に保障するため、サービス提

供を可能な限り効率的なものとする」こと）に整理された。 

   以上の経緯を経て、政府は、2016（平成28）年３月、「障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律案」を閣議

決定し、国会に提出した。 
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 3. 法律の概要 
 

(１) 法律制定の趣旨 

   厚労省作成の法案概要では、次のようにまとめられている。障害者が自らの望む地

域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高

齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うととも

に、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、

サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 

  1. 障害者の望む地域生活の支援 

   ① 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回

訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービス

を新設する（自立生活援助）。 

   ② 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支

援を行うサービスを新設する（就労定着支援）。 

   ③ 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。 

   ④ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得

の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用す

る場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険

サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける。 

  2. 障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

   ① 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支

援を提供するサービスを新設する。 

   ② 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・

児童養護施設の障害児に対象を拡大する。 

   ③ 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保

健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする。 

   ④ 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体にお

いて障害児福祉計画を策定するものとする。 

  3. サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

   ① 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等
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に貸与の活用も可能とする。 

   ② 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるととも

に、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する。 

 

(２) 具体的な規定内容 

   第一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正 

    一 障害者が自らの望む地域生活を実現するための支援の充実 

     １ 重度訪問介護を提供することができる場所として居宅に相当する場所を加

えること。（第５条３項関係） 

     ２ 就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者

につき、一定の期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要

な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関等との連

絡調整等の便宜を供与する「就労定着支援」を創設すること。（第５条15項

関係） 

     ３ 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立

した日常生活を営む上での各般の問題につき、一定の期間にわたり、定期的

な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言等の援助を行う「自立生活援助」を創設すること。

（第５条16項関係） 

     ４ 65歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス（介護保険法の介護給

付費等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。）に係

る支給決定を受けていた障害者であって、同法の介護給付費等対象サービス

（障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。）を受

けているもののうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情

を勘案して政令で定めるものに対して、高額障害福祉サービス等給付費を支

給するものとすること。（第76条の２第１項関係） 

    二 サービスの質の向上を図るための環境の整備 

     １ 障害者等及び障害福祉サービス等を行う者その他の者に対して市町村又は

都道府県が行う自立支援給付に関する質問について、都道府県知事が指定す

る法人に委託することを可能とすること。（第11条の２関係） 

     ２ 介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費

－ 138 －
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 3. 法律の概要 
 

(１) 法律制定の趣旨 

   厚労省作成の法案概要では、次のようにまとめられている。障害者が自らの望む地

域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実や高

齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しを行うととも

に、障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充を図るほか、

サービスの質の確保・向上を図るための環境整備等を行う。 

  1. 障害者の望む地域生活の支援 

   ① 施設入所支援や共同生活援助を利用していた者等を対象として、定期的な巡回

訪問や随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービス

を新設する（自立生活援助）。 

   ② 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支

援を行うサービスを新設する（就労定着支援）。 

   ③ 重度訪問介護について、医療機関への入院時も一定の支援を可能とする。 

   ④ 65歳に至るまで相当の長期間にわたり障害福祉サービスを利用してきた低所得

の高齢障害者が引き続き障害福祉サービスに相当する介護保険サービスを利用す

る場合に、障害者の所得の状況や障害の程度等の事情を勘案し、当該介護保険

サービスの利用者負担を障害福祉制度により軽減（償還）できる仕組みを設ける。 

  2. 障害児支援のニーズの多様化へのきめ細かな対応 

   ① 重度の障害等により外出が著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して発達支

援を提供するサービスを新設する。 

   ② 保育所等の障害児に発達支援を提供する保育所等訪問支援について、乳児院・

児童養護施設の障害児に対象を拡大する。 

   ③ 医療的ケアを要する障害児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保

健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとする。 

   ④ 障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、自治体にお

いて障害児福祉計画を策定するものとする。 

  3. サービスの質の確保・向上に向けた環境整備 

   ① 補装具費について、成長に伴い短期間で取り替える必要のある障害児の場合等
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に貸与の活用も可能とする。 

   ② 都道府県がサービス事業所の事業内容等の情報を公表する制度を設けるととも

に、自治体の事務の効率化を図るため、所要の規定を整備する。 

 

(２) 具体的な規定内容 

   第一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正 

    一 障害者が自らの望む地域生活を実現するための支援の充実 

     １ 重度訪問介護を提供することができる場所として居宅に相当する場所を加

えること。（第５条３項関係） 

     ２ 就労に向けた一定の支援を受けて通常の事業所に新たに雇用された障害者

につき、一定の期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要

な当該事業所の事業主、障害福祉サービス事業を行う者、医療機関等との連

絡調整等の便宜を供与する「就労定着支援」を創設すること。（第５条15項

関係） 

     ３ 施設入所支援又は共同生活援助を受けていた障害者等が居宅における自立

した日常生活を営む上での各般の問題につき、一定の期間にわたり、定期的

な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言等の援助を行う「自立生活援助」を創設すること。

（第５条16項関係） 

     ４ 65歳に達する前に長期間にわたり障害福祉サービス（介護保険法の介護給

付費等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。）に係

る支給決定を受けていた障害者であって、同法の介護給付費等対象サービス

（障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。）を受

けているもののうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情

を勘案して政令で定めるものに対して、高額障害福祉サービス等給付費を支

給するものとすること。（第76条の２第１項関係） 

    二 サービスの質の向上を図るための環境の整備 

     １ 障害者等及び障害福祉サービス等を行う者その他の者に対して市町村又は

都道府県が行う自立支援給付に関する質問について、都道府県知事が指定す

る法人に委託することを可能とすること。（第11条の２関係） 

     ２ 介護給付費、訓練等給付費、地域相談支援給付費又は計画相談支援給付費

－ 139 －
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等の請求があったときに市町村が行う審査について、国民健康保険団体連合

会に委託することを可能とすること。（第29条７項、第51条の14第７項及び

第51条の17第６項関係） 

     ３ 補装具の借受けによることが適当である場合に、補装具の借受けに対して

も補装具費を支給するものとすること。（第76条１項関係） 

     ４ 障害福祉サービス等の内容及び障害福祉サービス等を提供する事業者又は

施設の運営状況に関する情報であって、障害者等が適切かつ円滑に障害福祉

サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当な情報に

ついて、都道府県知事は、事業者又は施設からの報告に基づき、その内容を

公表しなければならないものとすること。（第76条の３関係） 

    三 その他所要の改正を行うこと。 

 

   第二 児童福祉法の一部改正 

    一 障害児支援に対するニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実 

     １ 重度の障害の状態にある障害児等であって、児童発達支援等を受けるため

に外出することが著しく困難なものにつき、居宅を訪問し、日常生活におけ

る基本的な動作の指導等の便宜を供与する「居宅訪問型児童発達支援」を創

設すること。（第６条の２の２第５項関係） 

     ２ 保育所等訪問支援を利用することができる者として乳児院等に入所する障

害児を加えること。（第６条の２の２第６項関係） 

     ３ 厚生労働大臣は、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的

な指針を定め、市町村及び都道府県は、当該指針に即して、障害児通所支援

等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定

めるものとし、当該計画は障害福祉計画と一体のものとして作成することが

できるものとすること。（第33条の19から第33条の25まで関係） 

     ４ 特定の障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定について、都道府

県が定める区域における支援の量が３の都道府県の計画で定める必要な量に

達しているとき等は、都道府県知事は、指定申請について指定をしないこと

ができるものとすること。（第21条の５の15第２項及び第５項並びに第24条

の９第１項及び第２項関係） 

     ５ 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営
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むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な

保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との

連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めな

ければならないものとすること。（第56条の６第２項関係） 

    二 サービスの質の向上を図るための環境の整備として、第一の二の１、２及び

４と同様の改正を行うものとすること。 

    三 その他所要の改正を行うこと。 

 

 

 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 審  議  状  況 

190 衆議院／本会議 平28. 4.19 趣旨説明、質疑 

190 衆議院／厚生労働委員会 平28. 4.22 趣旨説明 

190 衆議院／厚生労働委員会 平28. 5.10 参考人招致・質疑 

190 衆議院／厚生労働委員会 平28. 5.11
質疑・討論（反対討論：共産党）・採決（賛成多

数）、附帯決議 

190 衆議院／本会議 平28. 5.12 委員長報告・採決（賛成多数） 

190 参議院／厚生労働委員会 平28. 5.19 趣旨説明 

190 参議院／厚生労働委員会 平28. 5.23 参考人招致・質疑 

190 参議院／厚生労働委員会 平28. 5.24
質疑・討論（反対討論：共産党、社民党）・採決

（賛成多数）、附帯決議 

190 参議院／本会議 平28. 5.25 委員長報告・採決（賛成：213、反対：18） 
 

   前記のような審議を経て、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（2016（平成28）年６月３日法律第65号）

として公布され、2018（平成30）年４月１日から施行される。ただし、児童福祉法56

条の６第１項の次に一項を加える改正規定並びに附則10条及び11条の規定は、公布の

日から施行された。 

   また、附則２条として、政府は、同法施行後３年を目途として、障害者総合支援法

および児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、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

れた。  

－ 140 －
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等の請求があったときに市町村が行う審査について、国民健康保険団体連合

会に委託することを可能とすること。（第29条７項、第51条の14第７項及び

第51条の17第６項関係） 

     ３ 補装具の借受けによることが適当である場合に、補装具の借受けに対して

も補装具費を支給するものとすること。（第76条１項関係） 

     ４ 障害福祉サービス等の内容及び障害福祉サービス等を提供する事業者又は

施設の運営状況に関する情報であって、障害者等が適切かつ円滑に障害福祉

サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当な情報に

ついて、都道府県知事は、事業者又は施設からの報告に基づき、その内容を

公表しなければならないものとすること。（第76条の３関係） 

    三 その他所要の改正を行うこと。 

 

   第二 児童福祉法の一部改正 

    一 障害児支援に対するニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の充実 

     １ 重度の障害の状態にある障害児等であって、児童発達支援等を受けるため

に外出することが著しく困難なものにつき、居宅を訪問し、日常生活におけ

る基本的な動作の指導等の便宜を供与する「居宅訪問型児童発達支援」を創

設すること。（第６条の２の２第５項関係） 

     ２ 保育所等訪問支援を利用することができる者として乳児院等に入所する障

害児を加えること。（第６条の２の２第６項関係） 

     ３ 厚生労働大臣は、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的

な指針を定め、市町村及び都道府県は、当該指針に即して、障害児通所支援

等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定

めるものとし、当該計画は障害福祉計画と一体のものとして作成することが

できるものとすること。（第33条の19から第33条の25まで関係） 

     ４ 特定の障害児通所支援事業者及び障害児入所施設の指定について、都道府

県が定める区域における支援の量が３の都道府県の計画で定める必要な量に

達しているとき等は、都道府県知事は、指定申請について指定をしないこと

ができるものとすること。（第21条の５の15第２項及び第５項並びに第24条

の９第１項及び第２項関係） 

     ５ 地方公共団体は、人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営
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むために医療を要する状態にある障害児が、その心身の状況に応じた適切な

保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との

連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めな

ければならないものとすること。（第56条の６第２項関係） 

    二 サービスの質の向上を図るための環境の整備として、第一の二の１、２及び

４と同様の改正を行うものとすること。 

    三 その他所要の改正を行うこと。 

 

 

 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 審  議  状  況 

190 衆議院／本会議 平28. 4.19 趣旨説明、質疑 

190 衆議院／厚生労働委員会 平28. 4.22 趣旨説明 

190 衆議院／厚生労働委員会 平28. 5.10 参考人招致・質疑 

190 衆議院／厚生労働委員会 平28. 5.11
質疑・討論（反対討論：共産党）・採決（賛成多

数）、附帯決議 

190 衆議院／本会議 平28. 5.12 委員長報告・採決（賛成多数） 

190 参議院／厚生労働委員会 平28. 5.19 趣旨説明 

190 参議院／厚生労働委員会 平28. 5.23 参考人招致・質疑 

190 参議院／厚生労働委員会 平28. 5.24
質疑・討論（反対討論：共産党、社民党）・採決

（賛成多数）、附帯決議 

190 参議院／本会議 平28. 5.25 委員長報告・採決（賛成：213、反対：18） 
 

   前記のような審議を経て、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（2016（平成28）年６月３日法律第65号）

として公布され、2018（平成30）年４月１日から施行される。ただし、児童福祉法56

条の６第１項の次に一項を加える改正規定並びに附則10条及び11条の規定は、公布の

日から施行された。 

   また、附則２条として、政府は、同法施行後３年を目途として、障害者総合支援法

および児童福祉法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、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

れた。  

－ 141 －
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(２) 審議内容 

   ●  提案理由と概要(１) 

  ○塩崎国務大臣 障害者の地域移行や一般就労への移行が進む中、障害者が望む地域

生活の実現や職場への定着を図るとともに、障害者の高齢化や障害児支援のニーズ

の多様化への対応を進めるため、より一層のきめ細かな支援が求められています。

こうした状況を踏まえ、障害福祉サービスの拡充等を図るため、この法律案を提出

いたしました。 

    以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

    第一に、重度訪問介護について入院時も一定の支援を可能とするとともに、施設

やグループホームに入所、入居していた者等を対象として定期的な巡回訪問や随時

の対応等を行う自立生活援助を創設します。また、就労に伴う生活面の課題に対応

できるよう、就労定着支援を創設します。さらに、高齢障害者による介護保険サー

ビスの円滑な利用を促進するため、一定の高齢障害者が障害福祉サービスに引き続

いて介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担を障害福祉制度により軽減で

きる仕組みを設けます。 

    第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提

供するサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について、乳児院及び児童

養護施設に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害

児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援

を受けられるよう、保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。 

    第三に、補装具費について、短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装

具の借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表す

る仕組みを設けます。 

 

   ●  基本合意・骨格提言と本法案との関係 

  ○国務大臣（塩崎恭久君） 今の介護保険優先原則についてでございますけれども、

障害福祉制度では、同行援護など介護保険サービスに相当するものがない障害福祉

固有のサービスがあるほかに、対象者の年齢に制限がない一方で、介護保険制度で

は対象者は一定の年齢以上の者に限定されていると。この二つの制度の間には大き

                                                                                 

(１) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録第13号（平成28年４月22日）15頁。 
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な違いがそこであるわけでございます。 

    一方で、両制度におきましては、それぞれの制度の対象者が尊厳を持って日常生

活を営むことができるように支援を行うという目的、それからホームヘルプ等、そ

のサービスの内容や機能面で相当するサービスがあると、こういった点では実は共

通する面もあるわけでありまして、この介護保険優先原則につきましては、ある

サービスに公費負担の制度がある場合に、同様のサービスを国民が互いに支え合う、

保険料を支払う、それによって賄われる社会保険制度で提供できるときは社会保険

制度で提供されるサービスをまず御利用いただくという保険優先の考え方が現在の

社会保障制度の基本的な考え方というふうになっているものでございまして、財政

上の問題から生じるものではないというふうに考えております。 

    審議会で今回御議論いただいた際にも、障害福祉制度と介護保険制度の関係につ

いていろんな御意見がございました。ございましたが、我が国の社会保障の基本か

らは、現行の介護保険優先原則には一定の合理性があるのではないかというふうに

されたところでございまして、このため今回障害者総合支援法第七条の介護保険優

先原則を見直すべきとは考えていないと。この下で生じている課題にこそ対応すべ

きものというふうに考えているところでございます。 

  ○国務大臣（塩崎恭久君） この基本合意文書、ここにおきましては、障害者総合支

援法を制定するに当たって原告団、弁護団から指摘された事項として、今お話に

あった介護保険優先原則、第七条ですね、これを廃止をして、障害の特性を配慮し

た選択制などの導入を図ることというふうに書かれておりますが、この指摘事項を

当然、先ほど申し上げたように、踏まえてしっかり検討を行うというふうにされて

いるものだというふうに認識をしているわけでございまして、今回の審議会での御

議論は、先ほど申し上げたとおり、検討の結果でも一定の合理性が、いわゆるこの

社会保険制度を優先するという考え方についての理解が一定程度あったというふう

に理解をしているわけでありますので、当然、ですから、先ほど来申し上げている

ように、この基本合意にせよ、骨格提言にせよ、こういう思いのこもった提言が

あった。そして、これからの議論にも、当然、これを踏まえて議論するということ

は当然のことでございますので、そういう問題意識は常に持って議論をしていくべ

きというふうに考えます。 

  ○政府参考人（藤井康弘君） 委員御指摘の基本合意文書におきましては、障害者総

合支援法を制定するに当たり原告団、弁護団からの論点として指摘された事項の一

－ 142 －
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(２) 審議内容 

   ●  提案理由と概要(１) 

  ○塩崎国務大臣 障害者の地域移行や一般就労への移行が進む中、障害者が望む地域

生活の実現や職場への定着を図るとともに、障害者の高齢化や障害児支援のニーズ

の多様化への対応を進めるため、より一層のきめ細かな支援が求められています。

こうした状況を踏まえ、障害福祉サービスの拡充等を図るため、この法律案を提出

いたしました。 

    以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

    第一に、重度訪問介護について入院時も一定の支援を可能とするとともに、施設

やグループホームに入所、入居していた者等を対象として定期的な巡回訪問や随時

の対応等を行う自立生活援助を創設します。また、就労に伴う生活面の課題に対応

できるよう、就労定着支援を創設します。さらに、高齢障害者による介護保険サー

ビスの円滑な利用を促進するため、一定の高齢障害者が障害福祉サービスに引き続

いて介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担を障害福祉制度により軽減で

きる仕組みを設けます。 

    第二に、重度の障害等により外出が困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を提

供するサービスを創設するとともに、保育所等訪問支援について、乳児院及び児童

養護施設に入所している障害児に対象を拡大します。また、地方公共団体は、障害

児福祉計画を定めることとするとともに、医療的ケアが必要な障害児が適切な支援

を受けられるよう、保健、医療、福祉等の連携を促進することとします。 

    第三に、補装具費について、短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装

具の借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表す

る仕組みを設けます。 

 

   ●  基本合意・骨格提言と本法案との関係 

  ○国務大臣（塩崎恭久君） 今の介護保険優先原則についてでございますけれども、

障害福祉制度では、同行援護など介護保険サービスに相当するものがない障害福祉

固有のサービスがあるほかに、対象者の年齢に制限がない一方で、介護保険制度で

は対象者は一定の年齢以上の者に限定されていると。この二つの制度の間には大き

                                                                                 

(１) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録第13号（平成28年４月22日）15頁。 
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な違いがそこであるわけでございます。 

    一方で、両制度におきましては、それぞれの制度の対象者が尊厳を持って日常生

活を営むことができるように支援を行うという目的、それからホームヘルプ等、そ

のサービスの内容や機能面で相当するサービスがあると、こういった点では実は共

通する面もあるわけでありまして、この介護保険優先原則につきましては、ある

サービスに公費負担の制度がある場合に、同様のサービスを国民が互いに支え合う、

保険料を支払う、それによって賄われる社会保険制度で提供できるときは社会保険

制度で提供されるサービスをまず御利用いただくという保険優先の考え方が現在の

社会保障制度の基本的な考え方というふうになっているものでございまして、財政

上の問題から生じるものではないというふうに考えております。 

    審議会で今回御議論いただいた際にも、障害福祉制度と介護保険制度の関係につ

いていろんな御意見がございました。ございましたが、我が国の社会保障の基本か

らは、現行の介護保険優先原則には一定の合理性があるのではないかというふうに

されたところでございまして、このため今回障害者総合支援法第七条の介護保険優

先原則を見直すべきとは考えていないと。この下で生じている課題にこそ対応すべ

きものというふうに考えているところでございます。 

  ○国務大臣（塩崎恭久君） この基本合意文書、ここにおきましては、障害者総合支

援法を制定するに当たって原告団、弁護団から指摘された事項として、今お話に

あった介護保険優先原則、第七条ですね、これを廃止をして、障害の特性を配慮し

た選択制などの導入を図ることというふうに書かれておりますが、この指摘事項を

当然、先ほど申し上げたように、踏まえてしっかり検討を行うというふうにされて

いるものだというふうに認識をしているわけでございまして、今回の審議会での御

議論は、先ほど申し上げたとおり、検討の結果でも一定の合理性が、いわゆるこの

社会保険制度を優先するという考え方についての理解が一定程度あったというふう

に理解をしているわけでありますので、当然、ですから、先ほど来申し上げている

ように、この基本合意にせよ、骨格提言にせよ、こういう思いのこもった提言が

あった。そして、これからの議論にも、当然、これを踏まえて議論するということ

は当然のことでございますので、そういう問題意識は常に持って議論をしていくべ

きというふうに考えます。 

  ○政府参考人（藤井康弘君） 委員御指摘の基本合意文書におきましては、障害者総

合支援法を制定するに当たり原告団、弁護団からの論点として指摘された事項の一

－ 143 －
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つとして、介護保険優先原則、障害者自立支援法第七条を廃止し、障害の特性を配

慮した選択制等の導入を図ることというような項目がございました。この指摘事項

も踏まえて、私どもこれまで検討してきているものと認識をしております。 

    今般の審議会におきましても、選択制も含めまして、障害福祉制度と介護保険制

度の関係につきまして検討を重ねて、様々な御意見があったわけでございますけれ

ども、この取りまとめにおきましては、我が国の社会保障の基本からは、現行の介

護保険優先原則には一定の合理性があるとされたものでございます(２)。 

 

   ●  障害、障害者のとらえ方(３) 

  ○竹内副大臣 障害者基本法の障害者は、包括的に定義されておりまして、難病患者

も含め、心身の機能の障害を有する者が広く対象とされております。一方で、障害

者総合支援法は、障害者基本法と異なり、サービス給付法という性質を有すること

から、制度の対象となる方の範囲が客観的に明確になるよう、障害者の範囲を定め

ているものでございます。 

    このため、障害者総合支援法の対象となる障害者を障害者基本法の障害者と合わ

せることは難しいものと考えております。 

    障害者総合支援法では、平成二十五年四月から、障害者の範囲に難病患者を追加

し、順次拡大を行ってきたところでございますが、今後も引き続き、適切な支援が

提供されるよう、必要な見直しを行っていきたいと考えております。 

 

   ●  情報公表制度と障害児福祉計画 

  ○竹内副大臣 まず、最初の情報公表制度導入の件でございますが、障害福祉サービ

スなどを提供する事業所が大幅に増加しております中で、利用者が個々のニーズに

応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの

質の向上が図られることが重要である。 

    そういう点から、このため、介護保険制度や子ども・子育て支援制度における同

様の仕組みを参考としながら、まず、施設、事業者に対して、当該事業所に関する

事項や障害福祉サービスの内容に関する事項などを都道府県知事へ報告することと

                                                                                 

(２) 第190回国会参議院厚生労働委員会議録22号（平成28年５月24日）９頁以下。 

(３) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録16号（平成28年５月11日）21頁。 
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いたしました。そして、都道府県知事が、報告された内容を公表する仕組みを設け

ることといたしました。これらによりまして、利用者による個々のニーズに応じた

良質なサービスの選択につなげていきたいと考えております。 

    それから、障害児福祉計画の件でございますが、障害のあるお子様の支援体制の

整備を計画的に進めるためには、地方自治体におきまして、障害児支援の提供体制

の確保に係る目標やサービスの種類ごとの必要な量の見込み等につきまして計画を

定めることが必要でございます。 

    このため、今般の改正におきまして、現行の障害福祉計画に関する制度と同様に、

都道府県及び市町村において障害児福祉計画を策定することを求めることといたし

たものでございます。 

    今回、障害児福祉計画において定める必要な量等につきましては、障害児の人数

やその障害の状況など客観的なデータを勘案して定めるものでございまして、都道

府県は、定期的に、調査、分析、評価を行い、必要と認めるときは計画を変更する

こととされておりますことから、地域の実情やニーズに応じて必要な事業所の整備

を進めるためであるというふうに考えております(４)。 

  ○国務大臣（塩崎恭久君） 障害のある方が適切な就労系の障害福祉サービスを自ら

選ぶことができて、なおかつ自立を、地域で言ってみれば自立した生活を送れるよ

うにするという、そのためには、障害のある方が、その家族などが適切な事業所を

選択できるように、例えば、今御指摘がございましたけれども、事業所の作業の内

容、訓練の内容、それから工賃、賃金の状況、それから一般就労への移行率とか、

さらには、極めて大事だと思いますけれども、職場定着率などに関する情報を公表

するということは極めて重要だというふうに私も思います。 

    また、公表の方法につきましても、障害のある方がアクセスしやすいようにき

ちっとした適切な情報がお届けできるような体制を組むということが重要ではない

かというふうに思うわけで、今後、障害福祉サービスの情報公表の具体的な項目を

検討してまいることになるわけでありますが、御指摘の今のようなポイントをしっ

かりと押さえてより良い仕組みにしていきたいというふうに思っております(５)。 

  

                                                                                 

(４) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録16号（平成28年５月11日）26頁。 

(５) 第190回国会参議院厚生労働委員会議録22号（平成28年５月24日）４頁。 

－ 144 －



 

－ 14 － 

 

つとして、介護保険優先原則、障害者自立支援法第七条を廃止し、障害の特性を配

慮した選択制等の導入を図ることというような項目がございました。この指摘事項

も踏まえて、私どもこれまで検討してきているものと認識をしております。 

    今般の審議会におきましても、選択制も含めまして、障害福祉制度と介護保険制

度の関係につきまして検討を重ねて、様々な御意見があったわけでございますけれ

ども、この取りまとめにおきましては、我が国の社会保障の基本からは、現行の介

護保険優先原則には一定の合理性があるとされたものでございます(２)。 

 

   ●  障害、障害者のとらえ方(３) 

  ○竹内副大臣 障害者基本法の障害者は、包括的に定義されておりまして、難病患者

も含め、心身の機能の障害を有する者が広く対象とされております。一方で、障害

者総合支援法は、障害者基本法と異なり、サービス給付法という性質を有すること

から、制度の対象となる方の範囲が客観的に明確になるよう、障害者の範囲を定め

ているものでございます。 

    このため、障害者総合支援法の対象となる障害者を障害者基本法の障害者と合わ

せることは難しいものと考えております。 

    障害者総合支援法では、平成二十五年四月から、障害者の範囲に難病患者を追加

し、順次拡大を行ってきたところでございますが、今後も引き続き、適切な支援が

提供されるよう、必要な見直しを行っていきたいと考えております。 

 

   ●  情報公表制度と障害児福祉計画 

  ○竹内副大臣 まず、最初の情報公表制度導入の件でございますが、障害福祉サービ

スなどを提供する事業所が大幅に増加しております中で、利用者が個々のニーズに

応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの

質の向上が図られることが重要である。 

    そういう点から、このため、介護保険制度や子ども・子育て支援制度における同

様の仕組みを参考としながら、まず、施設、事業者に対して、当該事業所に関する

事項や障害福祉サービスの内容に関する事項などを都道府県知事へ報告することと

                                                                                 

(２) 第190回国会参議院厚生労働委員会議録22号（平成28年５月24日）９頁以下。 

(３) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録16号（平成28年５月11日）21頁。 
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いたしました。そして、都道府県知事が、報告された内容を公表する仕組みを設け

ることといたしました。これらによりまして、利用者による個々のニーズに応じた

良質なサービスの選択につなげていきたいと考えております。 

    それから、障害児福祉計画の件でございますが、障害のあるお子様の支援体制の

整備を計画的に進めるためには、地方自治体におきまして、障害児支援の提供体制

の確保に係る目標やサービスの種類ごとの必要な量の見込み等につきまして計画を

定めることが必要でございます。 

    このため、今般の改正におきまして、現行の障害福祉計画に関する制度と同様に、

都道府県及び市町村において障害児福祉計画を策定することを求めることといたし

たものでございます。 

    今回、障害児福祉計画において定める必要な量等につきましては、障害児の人数

やその障害の状況など客観的なデータを勘案して定めるものでございまして、都道

府県は、定期的に、調査、分析、評価を行い、必要と認めるときは計画を変更する

こととされておりますことから、地域の実情やニーズに応じて必要な事業所の整備

を進めるためであるというふうに考えております(４)。 

  ○国務大臣（塩崎恭久君） 障害のある方が適切な就労系の障害福祉サービスを自ら

選ぶことができて、なおかつ自立を、地域で言ってみれば自立した生活を送れるよ

うにするという、そのためには、障害のある方が、その家族などが適切な事業所を

選択できるように、例えば、今御指摘がございましたけれども、事業所の作業の内

容、訓練の内容、それから工賃、賃金の状況、それから一般就労への移行率とか、

さらには、極めて大事だと思いますけれども、職場定着率などに関する情報を公表

するということは極めて重要だというふうに私も思います。 

    また、公表の方法につきましても、障害のある方がアクセスしやすいようにき

ちっとした適切な情報がお届けできるような体制を組むということが重要ではない

かというふうに思うわけで、今後、障害福祉サービスの情報公表の具体的な項目を

検討してまいることになるわけでありますが、御指摘の今のようなポイントをしっ

かりと押さえてより良い仕組みにしていきたいというふうに思っております(５)。 

  

                                                                                 

(４) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録16号（平成28年５月11日）26頁。 

(５) 第190回国会参議院厚生労働委員会議録22号（平成28年５月24日）４頁。 
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   ●  自治体財政について(６) 

  ○藤井政府参考人 地方自治体の支援体制の整備、これは確かに自治体によって大分

ばらつきがある……。私どもといたしましては、障害福祉サービスの提供に当たり

まして、利用者のニーズあるいは事業所の整備状況などはやはり地域においてさま

ざまでございますので、それぞれの自治体におきまして、地域の実情に応じて必要

な提供体制の確保を図ることが必要だと考えております。 

    私どもとしましては、障害福祉計画や今回法案に盛り込んでおります障害児福祉

計画におきまして、これは国が基本指針を定めまして、その基本指針に基づきまし

て、各自治体が、達成すべき成果目標やそれに向けて確保すべき障害福祉サービス

等の量を見込んで、その進捗状況について分析、評価を行うというようなプロセス

になってございますので、私ども、この基本指針を自治体に示すというような、こ

ういった一つの手段を通じまして、国としても、各自治体において必要な体制が確

保されていくように努めてまいりたいと考えております。 

    また、財政負担のあり方につきましては、障害者総合支援法をめぐる議論の中で

は、一つは国庫負担基準をめぐる議論がございます。 

    市町村が支給する障害福祉サービスの給付に係る費用につきまして、国の負担を

義務化して財源の裏づけを強化したわけでございますが、その一方で、訪問系の

サービスにつきまして、限りある国費を公平に配分するために、市町村に対するい

わば精算基準として国庫負担基準を定めております。 

    こういったような仕組みの中で、地方自治体からは、重度障害者の多い、特に小

規模な市町村においては、国庫負担基準を超過する等により負担が大きくて、改善

すべきではないかという御意見もいただいております。 

    今回、三年目の見直しに関する審議会におきましては、この国庫負担基準につき

ましても、「財源の確保にも留意しつつ、重度障害者が多いこと等により訪問系

サービスの支給額が国庫負担基準を超過せざるを得ない小規模な市町村により配慮

した方策を講じるべきである。」とされておりまして、今後とも、私どもも、まさ

に財源の確保にも留意しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。 

  

                                                                                 

(６) 第190回国会衆議院厚生労働委員会会議録16号（平成28年５月11日）43頁。 
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   ●  分権改革と施設基準(７) 

  ○政府参考人（藤井康弘君） 障害福祉サービスの指定基準を始めといたしまして国

が定めております施設の基準につきましては、平成二十一年十二月に閣議決定をさ

れております地方分権改革推進計画に基づきまして、地域のことは地域に住む住民

が責任を持って決めることができるようにすべきだという、そういった考え方から、

可能な限り都道府県が条例で定めることができることとしているというふうに認識

をしてございます。 

    したがいまして、いわゆる上乗せや横出しの条例につきましても、都道府県が、

例えばグループホームであればこのグループホームといった施策の趣旨を踏まえつ

つ、地域の実情に合わせて柔軟に定めることが可能な仕組みとなってございます。

また、指導等の運用につきましても、同様に都道府県が地域の実情に合わせて行う

ことが可能でございます。 

    このように、法律で定めます例えばグループホームならグループホームの定義に

沿わないような条例やあるいは運用ではない限り、都道府県は地域の実情に合わせ

て柔軟に実施することが可能な仕組みではございます。 

    ただ、そういった仕組みではございますけれども、やはり、どう申しましょうか、

過度な取扱いといいますか、行き過ぎた取扱いであるというふうに私どもが見ても

考えられるものにつきましては、これは全国会議においてその旨あるいはその内容

を周知をするなど、これは適切に実施されるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  ○政府参考人（宮地毅君） いわゆる上乗せ条例ですとか、そうしたことにつきまし

ては、地方分権の改革によりまして義務付け・枠付けを見直す過程で制定の自由度

が高まってきているということは事実だろうと理解をしております。ただ、それは

地方公共団体の自主的な自己の判断と責任において定めておりますので、まずは地

方公共団体がその内容について説明責任をしっかり果たすべきということは当然だ

と思っておりますが、必要に応じて見直しを検討することも必要だと思っておりま

す。 

    一方で、地方自治法の原則といたしましては、第十四条第一項の規定によりまし

て、地方公共団体が法令に違反しない限りにおいて地域における事務等に関して条
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   ●  自治体財政について(６) 

  ○藤井政府参考人 地方自治体の支援体制の整備、これは確かに自治体によって大分

ばらつきがある……。私どもといたしましては、障害福祉サービスの提供に当たり

まして、利用者のニーズあるいは事業所の整備状況などはやはり地域においてさま

ざまでございますので、それぞれの自治体におきまして、地域の実情に応じて必要

な提供体制の確保を図ることが必要だと考えております。 

    私どもとしましては、障害福祉計画や今回法案に盛り込んでおります障害児福祉

計画におきまして、これは国が基本指針を定めまして、その基本指針に基づきまし

て、各自治体が、達成すべき成果目標やそれに向けて確保すべき障害福祉サービス

等の量を見込んで、その進捗状況について分析、評価を行うというようなプロセス

になってございますので、私ども、この基本指針を自治体に示すというような、こ

ういった一つの手段を通じまして、国としても、各自治体において必要な体制が確

保されていくように努めてまいりたいと考えております。 

    また、財政負担のあり方につきましては、障害者総合支援法をめぐる議論の中で

は、一つは国庫負担基準をめぐる議論がございます。 

    市町村が支給する障害福祉サービスの給付に係る費用につきまして、国の負担を

義務化して財源の裏づけを強化したわけでございますが、その一方で、訪問系の

サービスにつきまして、限りある国費を公平に配分するために、市町村に対するい

わば精算基準として国庫負担基準を定めております。 

    こういったような仕組みの中で、地方自治体からは、重度障害者の多い、特に小

規模な市町村においては、国庫負担基準を超過する等により負担が大きくて、改善

すべきではないかという御意見もいただいております。 

    今回、三年目の見直しに関する審議会におきましては、この国庫負担基準につき

ましても、「財源の確保にも留意しつつ、重度障害者が多いこと等により訪問系

サービスの支給額が国庫負担基準を超過せざるを得ない小規模な市町村により配慮

した方策を講じるべきである。」とされておりまして、今後とも、私どもも、まさ

に財源の確保にも留意しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと考えております。 
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   ●  分権改革と施設基準(７) 

  ○政府参考人（藤井康弘君） 障害福祉サービスの指定基準を始めといたしまして国

が定めております施設の基準につきましては、平成二十一年十二月に閣議決定をさ

れております地方分権改革推進計画に基づきまして、地域のことは地域に住む住民

が責任を持って決めることができるようにすべきだという、そういった考え方から、

可能な限り都道府県が条例で定めることができることとしているというふうに認識

をしてございます。 

    したがいまして、いわゆる上乗せや横出しの条例につきましても、都道府県が、

例えばグループホームであればこのグループホームといった施策の趣旨を踏まえつ

つ、地域の実情に合わせて柔軟に定めることが可能な仕組みとなってございます。

また、指導等の運用につきましても、同様に都道府県が地域の実情に合わせて行う

ことが可能でございます。 

    このように、法律で定めます例えばグループホームならグループホームの定義に

沿わないような条例やあるいは運用ではない限り、都道府県は地域の実情に合わせ

て柔軟に実施することが可能な仕組みではございます。 

    ただ、そういった仕組みではございますけれども、やはり、どう申しましょうか、

過度な取扱いといいますか、行き過ぎた取扱いであるというふうに私どもが見ても

考えられるものにつきましては、これは全国会議においてその旨あるいはその内容

を周知をするなど、これは適切に実施されるように取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  ○政府参考人（宮地毅君） いわゆる上乗せ条例ですとか、そうしたことにつきまし

ては、地方分権の改革によりまして義務付け・枠付けを見直す過程で制定の自由度

が高まってきているということは事実だろうと理解をしております。ただ、それは

地方公共団体の自主的な自己の判断と責任において定めておりますので、まずは地

方公共団体がその内容について説明責任をしっかり果たすべきということは当然だ

と思っておりますが、必要に応じて見直しを検討することも必要だと思っておりま

す。 

    一方で、地方自治法の原則といたしましては、第十四条第一項の規定によりまし

て、地方公共団体が法令に違反しない限りにおいて地域における事務等に関して条

                                                                                 

(７) 第190回国会参議院厚生労働委員会議録22号（平成28年５月24日）16頁以下。 
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例を制定することができるというふうにされております。こうした業務の執行に当

たりまして法令に違反することはできないわけでありまして、この点につきまして、

法令に違反するか否かにつきましては、それぞれの個別法令と条例との関係になっ

てまいります。個別法令を所管する各省庁のそれぞれの個別の事業についての解釈

によるものというふうに考えております。 

 

(３) 附帯決議 

   ●  衆議院厚生労働委員会 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

    一 障害者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減措置については、そ

の施行状況を踏まえつつ、その在り方について必要な見直しを検討すること。

また、軽減措置の実施に当たっては、一時払いへの対応が困難な低所得者への

配慮措置を検討すること。 

    二 障害福祉制度と介護保険制度の趣旨を尊重し、障害者が高齢になってもニー

ズに即した必要なサービスを円滑に受けられることが重要との観点から、介護

保険優先原則の在り方については、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏

まえつつ、引き続き検討を行うこと。 

    三 入院中における医療機関での重度訪問介護については、制度の施行状況を踏

まえ、個々の障害者の支援のニーズにも配慮しつつ、その利用の在り方につい

て検討すること。また、障害者が入院中に安心して適切な医療を受けることが

できるよう、看護補助者の配置の充実等、病院におけるケアの充実に向けた方

策を検討すること。 

    四 自立生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希

望する障害者が個別の必要性に応じて利用できるようにするとともに、関係機

関との緊密な連携の下、他の支援策とのつながりなど個々の障害者の特性に応

じた適時適切な支援が行われるような仕組みとすること。 

    五 障害者が自立した生活を実現することができるよう、就労移行支援や就労継

続支援について、一般就労への移行促進や工賃・賃金の引上げに向けた取組を

より一層促進すること。また、就労定着支援の実施に当たっては、労働施策と
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の連携を十分に図るとともに、事業所や家族との連絡調整等を緊密に行いつつ、

個々の障害者の実態に即した適切な支援が実施されるよう指導を徹底すること。 

    六 通勤・通学を含む移動支援については、障害者等の社会参加の促進や地域で

の自立した生活を支える上で重要であるとの認識の下、教育施策や労働施策と

の連携を進めるとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

の施行状況等を勘案しつつ、モデル事業を実施するなど利用者のニーズに応じ

たきめ細かな支援の充実策を検討し、必要な措置を講ずること。 

    七 障害支援区分の認定を含めた支給決定については、支援を必要とする障害者

本人の意向を尊重することが重要との観点から、利用者の意向や状況等をより

適切に反映するための支給決定の在り方について、引き続き検討を行い、必要

な措置を講ずること。あわせて、障害支援区分の課題を把握した上で必要な改

善策を早急に講ずること。 

    八 障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切

になされるよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討を行

い、必要な措置を講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見

制度の適切な利用を促進するための取組を推進すること。 

    九 精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、

地域移行を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決

定、意思表明支援の在り方等について早急に検討を行い、必要な措置を講ずる

こと。また、相談支援、アウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をよ

り一層推進すること。 

    十 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の対象疾

病については、指定難病に関する検討状況を踏まえつつ、障害福祉サービスを

真に必要とする者が十分なサービスを受けることができるよう、引き続き、必

要な見直しを検討すること。 

 

   ●  参議院厚生労働委員会 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

    一、障害者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減措置については、そ

－ 148 －



 

－ 18 － 

 

例を制定することができるというふうにされております。こうした業務の執行に当

たりまして法令に違反することはできないわけでありまして、この点につきまして、

法令に違反するか否かにつきましては、それぞれの個別法令と条例との関係になっ

てまいります。個別法令を所管する各省庁のそれぞれの個別の事業についての解釈

によるものというふうに考えております。 

 

(３) 附帯決議 

   ●  衆議院厚生労働委員会 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

    一 障害者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減措置については、そ

の施行状況を踏まえつつ、その在り方について必要な見直しを検討すること。

また、軽減措置の実施に当たっては、一時払いへの対応が困難な低所得者への

配慮措置を検討すること。 

    二 障害福祉制度と介護保険制度の趣旨を尊重し、障害者が高齢になってもニー

ズに即した必要なサービスを円滑に受けられることが重要との観点から、介護

保険優先原則の在り方については、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏

まえつつ、引き続き検討を行うこと。 

    三 入院中における医療機関での重度訪問介護については、制度の施行状況を踏

まえ、個々の障害者の支援のニーズにも配慮しつつ、その利用の在り方につい

て検討すること。また、障害者が入院中に安心して適切な医療を受けることが

できるよう、看護補助者の配置の充実等、病院におけるケアの充実に向けた方

策を検討すること。 

    四 自立生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希

望する障害者が個別の必要性に応じて利用できるようにするとともに、関係機

関との緊密な連携の下、他の支援策とのつながりなど個々の障害者の特性に応

じた適時適切な支援が行われるような仕組みとすること。 

    五 障害者が自立した生活を実現することができるよう、就労移行支援や就労継

続支援について、一般就労への移行促進や工賃・賃金の引上げに向けた取組を

より一層促進すること。また、就労定着支援の実施に当たっては、労働施策と
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の連携を十分に図るとともに、事業所や家族との連絡調整等を緊密に行いつつ、

個々の障害者の実態に即した適切な支援が実施されるよう指導を徹底すること。 

    六 通勤・通学を含む移動支援については、障害者等の社会参加の促進や地域で

の自立した生活を支える上で重要であるとの認識の下、教育施策や労働施策と

の連携を進めるとともに、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

の施行状況等を勘案しつつ、モデル事業を実施するなど利用者のニーズに応じ

たきめ細かな支援の充実策を検討し、必要な措置を講ずること。 

    七 障害支援区分の認定を含めた支給決定については、支援を必要とする障害者

本人の意向を尊重することが重要との観点から、利用者の意向や状況等をより

適切に反映するための支給決定の在り方について、引き続き検討を行い、必要

な措置を講ずること。あわせて、障害支援区分の課題を把握した上で必要な改

善策を早急に講ずること。 

    八 障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切

になされるよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討を行

い、必要な措置を講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見

制度の適切な利用を促進するための取組を推進すること。 

    九 精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、

地域移行を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決

定、意思表明支援の在り方等について早急に検討を行い、必要な措置を講ずる

こと。また、相談支援、アウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をよ

り一層推進すること。 

    十 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の対象疾

病については、指定難病に関する検討状況を踏まえつつ、障害福祉サービスを

真に必要とする者が十分なサービスを受けることができるよう、引き続き、必

要な見直しを検討すること。 

 

   ●  参議院厚生労働委員会 

    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の

一部を改正する法律案に対する附帯決議 

    政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

    一、障害者の介護保険サービス利用に伴う利用者負担の軽減措置については、そ
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の施行状況を踏まえつつ、障害者が制度の谷間に落ちないために、その在り方

について必要な見直しを検討するとともに、軽減措置の実施に当たっては、一

時払いへの対応が困難な低所得者への配慮措置を講ずること。また、障害福祉

制度と介護保険制度の趣旨を尊重し、障害者が高齢になってもニーズに即した

必要なサービスを円滑に受けられることが重要との観点から、介護保険優先原

則の在り方については、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏まえつつ、

引き続き検討すること。 

    二、入院中における医療機関での重度訪問介護については、制度の施行状況を踏

まえ、個々の障害者の支援のニーズにも配慮しつつ、対象者の拡大等も含め、

その利用の在り方について検討すること。また、障害者が入院中に安心して適

切な医療を受けることができるよう、看護補助者の配置の充実等、病院におけ

るケアの充実に向けた方策を検討すること。 

    三、自立生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希

望する障害者が個別の必要性に応じて利用できるようにするとともに、関係機

関との緊密な連携の下、他の支援策とのつながりなど個々の障害者の特性に応

じた適時適切な支援が行われるような仕組みとすること。また、既に一人暮ら

しをしている障害者も対象にすることを検討すること。 

    四、障害者が自立した生活を実現することができるよう、就労移行支援や就労継

続支援について、適切なジョブマッチングを図るための仕組みを講じ、一般就

労への移行促進、退職から再就職に向けた支援、工賃及び賃金の引上げに向け

た取組をより一層促進すること。また、就労定着支援の実施に当たっては、労

働施策との連携を十分に図るとともに、事業所や家族との連絡調整等を緊密に

行いつつ、個々の障害者の実態に即した適切な支援が実施されるよう指導を徹

底すること。 

    五、障害者の雇用継続・職場定着において、関係機関を利用したり、協力を求め

たりしたことのある事業所の割合を高めるよう、事業所を含めた関係機関同士

の連携をより図るための施策について、障害者を中心とした視点から検討を加

えること。 

    六、障害者が事業所において欠くべからざる存在となることが期待されており、

そのために重要な役割を担っているジョブコーチや障害者職業生活相談員の質

の向上が求められることから、より専門性の高い人材の養成・研修について検
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討すること。 

    七、障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労を支援する上では

主治医や産業医等の産業保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、障害者

の主治医及び産業保健スタッフに対する障害者雇用に関する研修について必要

な検討を行うこと。 

    八、通勤・通学を含む移動支援については、障害者等の社会参加の促進や地域で

の自立した生活を支える上で重要であるとの認識の下、教育施策や労働施策と

連携するとともに、個別給付化を含め検討すること。あわせて、「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」の施行状況等を勘案しつつ、モデル事

業を実施するなど利用者のニーズに応じたきめ細かな支援の充実策を検討し、

必要な措置を講ずること。 

    九、障害支援区分の認定を含めた支給決定については、支援を必要とする障害者

本人の意向を尊重することが重要との観点から、利用者の意向や状況等をより

適切に反映するための支給決定の在り方について、引き続き検討を行い、必要

な措置を講ずること。あわせて、障害支援区分の課題を把握した上で必要な改

善策を早急に講ずること。 

    十、障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切

になされるよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討し、

必要な措置を講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見制度

の適切な利用を促進するための取組を推進すること。 

    十一、精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、

地域移行を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決

定、意思表明支援の在り方等について早急に検討し、必要な措置を講ずること。

また、相談支援、アウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をより一層

推進すること。 

    十二、障害児福祉計画の策定に当たっては、保育所、幼稚園等における障害児の

受入れ状況や障害福祉計画との整合性に留意しつつ十分な量を確保するととも

に、質の向上も含めた総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 

    十三、障害者等の家族を支援するため、専門家等による相談・助言体制の拡充及

びレスパイトケア等の支援策の充実を図ること。また、障害児のきょうだい等

が孤立することのないよう、心のケアも含めた支援策の充実を図ること。 
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の施行状況を踏まえつつ、障害者が制度の谷間に落ちないために、その在り方

について必要な見直しを検討するとともに、軽減措置の実施に当たっては、一

時払いへの対応が困難な低所得者への配慮措置を講ずること。また、障害福祉

制度と介護保険制度の趣旨を尊重し、障害者が高齢になってもニーズに即した

必要なサービスを円滑に受けられることが重要との観点から、介護保険優先原

則の在り方については、障害者の介護保険サービス利用の実態を踏まえつつ、

引き続き検討すること。 

    二、入院中における医療機関での重度訪問介護については、制度の施行状況を踏

まえ、個々の障害者の支援のニーズにも配慮しつつ、対象者の拡大等も含め、

その利用の在り方について検討すること。また、障害者が入院中に安心して適

切な医療を受けることができるよう、看護補助者の配置の充実等、病院におけ

るケアの充実に向けた方策を検討すること。 

    三、自立生活援助については、親元等からの一人暮らしを含む、一人暮らしを希

望する障害者が個別の必要性に応じて利用できるようにするとともに、関係機

関との緊密な連携の下、他の支援策とのつながりなど個々の障害者の特性に応

じた適時適切な支援が行われるような仕組みとすること。また、既に一人暮ら

しをしている障害者も対象にすることを検討すること。 

    四、障害者が自立した生活を実現することができるよう、就労移行支援や就労継

続支援について、適切なジョブマッチングを図るための仕組みを講じ、一般就

労への移行促進、退職から再就職に向けた支援、工賃及び賃金の引上げに向け

た取組をより一層促進すること。また、就労定着支援の実施に当たっては、労

働施策との連携を十分に図るとともに、事業所や家族との連絡調整等を緊密に

行いつつ、個々の障害者の実態に即した適切な支援が実施されるよう指導を徹

底すること。 

    五、障害者の雇用継続・職場定着において、関係機関を利用したり、協力を求め

たりしたことのある事業所の割合を高めるよう、事業所を含めた関係機関同士

の連携をより図るための施策について、障害者を中心とした視点から検討を加

えること。 

    六、障害者が事業所において欠くべからざる存在となることが期待されており、

そのために重要な役割を担っているジョブコーチや障害者職業生活相談員の質

の向上が求められることから、より専門性の高い人材の養成・研修について検
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討すること。 

    七、障害者が持つ障害の程度は個人によって異なるため、就労を支援する上では

主治医や産業医等の産業保健スタッフの役割が重要であることに鑑み、障害者

の主治医及び産業保健スタッフに対する障害者雇用に関する研修について必要

な検討を行うこと。 

    八、通勤・通学を含む移動支援については、障害者等の社会参加の促進や地域で

の自立した生活を支える上で重要であるとの認識の下、教育施策や労働施策と

連携するとともに、個別給付化を含め検討すること。あわせて、「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」の施行状況等を勘案しつつ、モデル事

業を実施するなど利用者のニーズに応じたきめ細かな支援の充実策を検討し、

必要な措置を講ずること。 

    九、障害支援区分の認定を含めた支給決定については、支援を必要とする障害者

本人の意向を尊重することが重要との観点から、利用者の意向や状況等をより

適切に反映するための支給決定の在り方について、引き続き検討を行い、必要

な措置を講ずること。あわせて、障害支援区分の課題を把握した上で必要な改

善策を早急に講ずること。 

    十、障害者の意思決定の選択に必要な情報へのアクセスや選択内容の伝達が適切

になされるよう、意思決定に必要な支援の在り方について、引き続き検討し、

必要な措置を講ずること。また、「親亡き後」への備えを含め、成年後見制度

の適切な利用を促進するための取組を推進すること。 

    十一、精神障害者の地域移行や地域定着の推進に向けて、医療保護入院の在り方、

地域移行を促進するための措置の在り方、退院等に関する精神障害者の意思決

定、意思表明支援の在り方等について早急に検討し、必要な措置を講ずること。

また、相談支援、アウトリーチ支援、ピアサポートの活用等の取組をより一層

推進すること。 

    十二、障害児福祉計画の策定に当たっては、保育所、幼稚園等における障害児の

受入れ状況や障害福祉計画との整合性に留意しつつ十分な量を確保するととも

に、質の向上も含めた総合的な支援が計画的に行われるよう配慮すること。 

    十三、障害者等の家族を支援するため、専門家等による相談・助言体制の拡充及

びレスパイトケア等の支援策の充実を図ること。また、障害児のきょうだい等

が孤立することのないよう、心のケアも含めた支援策の充実を図ること。 
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    十四、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の対象

疾病については、医学や医療の進歩、指定難病に関する検討状況等を踏まえ、

更なる拡充を図るなど、障害福祉サービスを必要とする者が十分なサービスを

受けることができるよう、引き続き、必要な措置を講ずること。 

    十五、平成三十年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定に当たっては、

安定財源を確保しつつ障害福祉従事者の賃金を含めた処遇改善、キャリアパス

の確立、労働環境改善、人材の参入及び定着、専門性向上等による人材の質の

確保等に十分に配慮して検討すること。 

    十六、災害発生時において障害者等が安全にかつ安心して避難することができる

よう、個々の障害の特性に対応した福祉避難所の拡充及び専門的知識を有する

人材の確保、養成を図ること。また、福祉避難所が十分に機能するよう、福祉

避難所の周知に努めるとともに、日常からの避難訓練の実施、避難することが

困難な障害者等の把握及びその支援方法等について早急に検討すること。さら

に、障害者が一般避難所を利用できるよう施設の整備等に努めるとともに、災

害で入院した重度障害者等へのヘルパーの付添い、災害時に閉所を余儀なくさ

れた障害福祉事業所に対する支援などの緊急措置を、関係法令にあらかじめ明

記することを検討すること。 

    十七、施行後三年の見直しの議論に当たっては、障害者の権利に関する条約の理

念に基づき、障害種別を踏まえた当事者の参画を十分に確保すること。また、

同条約に基づき、障害者が障害のない者と平等に地域社会で生活する権利を有

することを前提としつつ、社会的入院等を解消し、地域移行を促進するための

プログラムを策定し、その計画的な推進のための施策を講ずること。 

    右決議する。 

 

 

 5. 法律制定の意義と課題 

 
(１) 自治体における調査事務・審査事務 

   本法改正の一部については、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」

（2015（平成27）年12月22日閣議決定）で指摘された義務付け・枠付けの見直し等と

かかわっている。つまり、「自立支援給付対象サービス等を行う者等に対する指導検
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査（９条から11条）については、その事務の一部を法人に委託することを可能とする」

とされていた。 

   この部分は、三鷹市による提案を受けたものである(８)。すなわち、その趣旨は、

障害者総合支援法10条に基づく市町村の指導検査事務について、介護保険法24条の２

の規定と同様の「指定市町村事務受託法人」制度を整備する。その理由は、障害者総

合支援法に基づく市町村の指導検査事務について、行財政改革に取り組む中では人員

の確保が難しく、加えて人事異動もあることから、専門的知識やノウハウの蓄積、人

材育成が難しく、実質的な取り組みに至っていないことにある。そこで、介護保険法

に規定を持つ「指定市町村事務受託法人」制度が注目されたのである(９)。 

   これらに点を受けて、自治体による調査・審査事務の効率化を図る観点から、いわ

ゆる「公権力の行使」に当たらない質問・文書提出依頼は指定事務受託法人に委託で

きることが念頭にある（図－１参照）。しかし、公権力の行使に当たらない質問等と

公権力の行使に当たる立ち入り検査等を分離して適切な指導監査事務の遂行ができる

かどうかが１つの問題となる。また、全国規模で委託可能な法人確保が困難であるこ

とや指定事務委託法人に対する指導監督が必要となり、それが新たな業務となろう。 

   なお、介護保険法に基づく指定市町村事務受託法人の指定に係る主な要件は次のと

おりである（介護保険法施行令11条の２及び介護保険法施行規則34条の２・34条の３

参照）。 

   ・当該事務を適確に実施できる経理的・技術的な基礎を有すること。 

   ・法人の役員、職員構成が、当該事務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと。 

   ・当該事務以外の業務を行っている場合、当該事務の公正な実施に支障を及ぼす恐

れがないこと。 

   ・事務所の介護支援専門員の数が必要数を満たしていること。（要介護認定調査事

務の場合） 

   ・申請者が居宅サービス等を提供していないこと（ただし、事務を委託する市町村

内に他の指定市町村事務受託法人がない、等の特別の事情があると県が認めた場

合は指定することができる）。 

                                                                                 

(８) 「平成27年地方分権改革に関する提案募集提案事項 厚生労働省 最終的な調整結果」より。

http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_kekka.html（2017年５月１日現在）。 

(９) 同趣旨の提案は、湯沢市、足利市、東京都、武蔵野市、青梅市、府中市、調布市、町田市、

小金井市、小平市、羽村市、瑞穂市、昭島市、狛江市、横浜市全国市長会にも見られた。 
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    十四、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の対象

疾病については、医学や医療の進歩、指定難病に関する検討状況等を踏まえ、

更なる拡充を図るなど、障害福祉サービスを必要とする者が十分なサービスを

受けることができるよう、引き続き、必要な措置を講ずること。 

    十五、平成三十年度に予定されている障害福祉サービス等報酬改定に当たっては、

安定財源を確保しつつ障害福祉従事者の賃金を含めた処遇改善、キャリアパス

の確立、労働環境改善、人材の参入及び定着、専門性向上等による人材の質の

確保等に十分に配慮して検討すること。 

    十六、災害発生時において障害者等が安全にかつ安心して避難することができる

よう、個々の障害の特性に対応した福祉避難所の拡充及び専門的知識を有する

人材の確保、養成を図ること。また、福祉避難所が十分に機能するよう、福祉

避難所の周知に努めるとともに、日常からの避難訓練の実施、避難することが

困難な障害者等の把握及びその支援方法等について早急に検討すること。さら

に、障害者が一般避難所を利用できるよう施設の整備等に努めるとともに、災

害で入院した重度障害者等へのヘルパーの付添い、災害時に閉所を余儀なくさ

れた障害福祉事業所に対する支援などの緊急措置を、関係法令にあらかじめ明

記することを検討すること。 

    十七、施行後三年の見直しの議論に当たっては、障害者の権利に関する条約の理

念に基づき、障害種別を踏まえた当事者の参画を十分に確保すること。また、

同条約に基づき、障害者が障害のない者と平等に地域社会で生活する権利を有

することを前提としつつ、社会的入院等を解消し、地域移行を促進するための

プログラムを策定し、その計画的な推進のための施策を講ずること。 

    右決議する。 

 

 

 5. 法律制定の意義と課題 

 
(１) 自治体における調査事務・審査事務 

   本法改正の一部については、「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」

（2015（平成27）年12月22日閣議決定）で指摘された義務付け・枠付けの見直し等と

かかわっている。つまり、「自立支援給付対象サービス等を行う者等に対する指導検
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査（９条から11条）については、その事務の一部を法人に委託することを可能とする」

とされていた。 

   この部分は、三鷹市による提案を受けたものである(８)。すなわち、その趣旨は、

障害者総合支援法10条に基づく市町村の指導検査事務について、介護保険法24条の２

の規定と同様の「指定市町村事務受託法人」制度を整備する。その理由は、障害者総

合支援法に基づく市町村の指導検査事務について、行財政改革に取り組む中では人員

の確保が難しく、加えて人事異動もあることから、専門的知識やノウハウの蓄積、人

材育成が難しく、実質的な取り組みに至っていないことにある。そこで、介護保険法

に規定を持つ「指定市町村事務受託法人」制度が注目されたのである(９)。 

   これらに点を受けて、自治体による調査・審査事務の効率化を図る観点から、いわ

ゆる「公権力の行使」に当たらない質問・文書提出依頼は指定事務受託法人に委託で

きることが念頭にある（図－１参照）。しかし、公権力の行使に当たらない質問等と

公権力の行使に当たる立ち入り検査等を分離して適切な指導監査事務の遂行ができる

かどうかが１つの問題となる。また、全国規模で委託可能な法人確保が困難であるこ

とや指定事務委託法人に対する指導監督が必要となり、それが新たな業務となろう。 

   なお、介護保険法に基づく指定市町村事務受託法人の指定に係る主な要件は次のと

おりである（介護保険法施行令11条の２及び介護保険法施行規則34条の２・34条の３

参照）。 

   ・当該事務を適確に実施できる経理的・技術的な基礎を有すること。 

   ・法人の役員、職員構成が、当該事務の公正な実施に支障を及ぼす恐れがないこと。 

   ・当該事務以外の業務を行っている場合、当該事務の公正な実施に支障を及ぼす恐

れがないこと。 

   ・事務所の介護支援専門員の数が必要数を満たしていること。（要介護認定調査事

務の場合） 

   ・申請者が居宅サービス等を提供していないこと（ただし、事務を委託する市町村

内に他の指定市町村事務受託法人がない、等の特別の事情があると県が認めた場

合は指定することができる）。 

                                                                                 

(８) 「平成27年地方分権改革に関する提案募集提案事項 厚生労働省 最終的な調整結果」より。

http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_kekka.html（2017年５月１日現在）。 

(９) 同趣旨の提案は、湯沢市、足利市、東京都、武蔵野市、青梅市、府中市、調布市、町田市、

小金井市、小平市、羽村市、瑞穂市、昭島市、狛江市、横浜市全国市長会にも見られた。 
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＜図－１＞ 自治体による調査事務・審査事務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）社会・援護局障害保健福祉部企画課／企画課監査指導室「障害保健福祉関係主管課長会議資

料」（平成28年３月８日）より 

     

   ・申請者が、申請前５年以内に居宅サービス等に関し不当な行為を行っていないこ

と。 

 

(２) 障害福祉サービス等の給付関係事務 

   これに加え、市町村による給付費審査をより効果的・効率的に実施できるよう、現

在、支払事務を委託している国保連について、審査を支援する機能を強化すべきであ

る旨が、障害者部会報告書で指摘されていた。 

   図－２にあるとおり、国保連による審査は、厚労省によれば、受給資格、請求書の

記載漏れ・ミス、報酬算定ルール適合性、提供サービスが支給決定の範囲内かなど、

客観的に判定できるものとされている。ただし、国保連のみでは判断できない場合、

支給決定したサービス料や内容に関する妥当性判断や適否認定は、市町村が責任を

もって判断せざるを得ないことに変わりはない。  
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＜図－２＞ 障害福祉サービス等に係る給付費の審査について（法改正関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）前出「障害保健福祉関係主管課長会議資料」より 
 

 

(３) 障害福祉サービス等の情報公表制度 

   障害者部会報告書では、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択でき

るよう、介護保険や子ども・子育て支援新制度を参考としつつ、サービス事業所の情

報（例：事業所の事業内容、職員体制、第三者評価の状況等）を公表する仕組みを設

けるべきである旨を指摘した。そこでは、適切な事業所の選択に資する情報の選択、

見やすさ・使いやすさなどが必要となる（図－３参照）。 
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＜図－１＞ 自治体による調査事務・審査事務の効率化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）社会・援護局障害保健福祉部企画課／企画課監査指導室「障害保健福祉関係主管課長会議資

料」（平成28年３月８日）より 

     

   ・申請者が、申請前５年以内に居宅サービス等に関し不当な行為を行っていないこ

と。 

 

(２) 障害福祉サービス等の給付関係事務 

   これに加え、市町村による給付費審査をより効果的・効率的に実施できるよう、現

在、支払事務を委託している国保連について、審査を支援する機能を強化すべきであ

る旨が、障害者部会報告書で指摘されていた。 

   図－２にあるとおり、国保連による審査は、厚労省によれば、受給資格、請求書の

記載漏れ・ミス、報酬算定ルール適合性、提供サービスが支給決定の範囲内かなど、

客観的に判定できるものとされている。ただし、国保連のみでは判断できない場合、

支給決定したサービス料や内容に関する妥当性判断や適否認定は、市町村が責任を

もって判断せざるを得ないことに変わりはない。  

 

－ 25 － 

 

＜図－２＞ 障害福祉サービス等に係る給付費の審査について（法改正関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）前出「障害保健福祉関係主管課長会議資料」より 
 

 

(３) 障害福祉サービス等の情報公表制度 

   障害者部会報告書では、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択でき

るよう、介護保険や子ども・子育て支援新制度を参考としつつ、サービス事業所の情

報（例：事業所の事業内容、職員体制、第三者評価の状況等）を公表する仕組みを設

けるべきである旨を指摘した。そこでは、適切な事業所の選択に資する情報の選択、

見やすさ・使いやすさなどが必要となる（図－３参照）。 
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＜図－３＞ 障害福祉サービス等の情報公表制度の創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典）前出「障害保健福祉関係主管課長会議資料」より 

 

 

 6. 地方自治法との関係 
 

 本法の成立過程では、いわゆる政策形成訴訟（障害者自立支援法違憲訴訟）が大きな契

機となっており、立法過程を検討する上でも特徴的である。ただ、国会審議でも取りあげ

られたように、その理解の仕方には差異が見られる。この特徴を持つ立法過程における資 

料等の保存と詳細な検討が必要となる。 

 地方自治ないし地方自治法との関係では、第193回国会衆議院に提出されている「地方

自治法等の一部を改正する法律案（閣法55号）」では、地方独立行政法人法の一部改正が

盛り込まれ、そこでは、地方独立行政法人の業務に「申請等関係事務の処理」（転入届、

住民票の写しの交付等の窓口関連業務）が追加されることとなっている（同法案別表（第

21条関係）参照）。このような組織法による事務処理の外部委託のほか、前述のとおり本

法改正でも、指定事務受託法人への事務処理の委託、国保連への審査事務の委託に見られ

るように、実体法レベルで事務処理の外部委託制度が定められることがある。これら制度

間の相互関係、バランスと調整等について、今後、継続的な調査・検討が必要となろう。 

（しもやま けんじ 名古屋大学大学院法学研究科教授） 
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＜図－３＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 出典）前出「障害保健福祉関係主管課長会議資料」より 

 

 

 6. 地方自治法との関係 
 

 本法の成立過程では、いわゆる政策形成訴訟（障害者自立支援法違憲訴訟）が大きな契

機となっており、立法過程を検討する上でも特徴的である。ただ、国会審議でも取りあげ

られたように、その理解の仕方には差異が見られる。この特徴を持つ立法過程における資 

料等の保存と詳細な検討が必要となる。 

 地方自治ないし地方自治法との関係では、第193回国会衆議院に提出されている「地方

自治法等の一部を改正する法律案（閣法55号）」では、地方独立行政法人法の一部改正が

盛り込まれ、そこでは、地方独立行政法人の業務に「申請等関係事務の処理」（転入届、

住民票の写しの交付等の窓口関連業務）が追加されることとなっている（同法案別表（第

21条関係）参照）。このような組織法による事務処理の外部委託のほか、前述のとおり本

法改正でも、指定事務受託法人への事務処理の委託、国保連への審査事務の委託に見られ

るように、実体法レベルで事務処理の外部委託制度が定められることがある。これら制度

間の相互関係、バランスと調整等について、今後、継続的な調査・検討が必要となろう。 

（しもやま けんじ 名古屋大学大学院法学研究科教授） 
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児童福祉法等の一部を改正する法律 
（平成28年６月３日法律第63号） 

 

 

下 山 憲 治 

 

 

 1. はじめに 

 
 児童福祉法は、第二次世界大戦後、国連において児童権利宣言が採択されたことなどを

踏まえ、戦災孤児、引き揚げ孤児などの保護を中心に、すべての児童の健やかな育成の保

障を目的とするものであった。今日では、児童の虐待の防止等に関する法律（児童虐待防

止法）とともに、児童虐待の防止などへの取り組みが重要視されてきている。この取り組

み課題について各種の法改正等により対応されてきたものの、児童相談所（以下「児相」）

における児童虐待相談対応件数は増加の一途をたどり、2015年度の件数は児童虐待防止法

施行前と比較して、約8.9倍となっている。そこで、児童虐待について、発生の予防から

自立支援に至る一連の対策を強化することが必要とされ、児童福祉法等の一部を改正する

法律（2016（平成28）年６月３日法律第65号）による改正が行われた(１)。 

 以下では、地方分権・地方自治法との関係に着目しながら、この法案成立に至るまでの

経緯と閣議決定された法案の概要を確認し、国会での審議で注目される論点と答弁を洗い

出した上で、法律の内容と課題の一部を指摘したい。 

 

  

                                                                                 

(１) 吉田真理「児童虐待の発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化等」時の法令

2013号13頁、同「児童福祉法等の一部を改正する法律」法令解説資料総覧423号16頁及び野村

聖子「虐待から子どもを守る改正児童福祉法から見る『私たち一人ひとりにできること』」厚

生労働2017年１月号８頁以下参照。 
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 2. 法案成立までの経緯 
 

 本改正に向けた児童福祉法等の一部を改正する法律案が成立するまでの主要プロセスと

そこでの議論の帰結は、次のとおりである。 

 

(１) 児童虐待防止対策に関する副大臣等会議の設置（2014（平成26）年８月－12月） 

   児童虐待相談の対応件数の増加や多数の重篤な児童虐待事例の発生をうけ、関係省

庁の連携のもと効果的な児童虐待防止対策を講じ、児童虐待の発生予防等のため、官

邸に児童虐待防止対策に関する副大臣等会議が立ち上げられた。 

 

(２) 子供の貧困対策に関する大綱の閣議決定（2014（平成26）年８月29日） 

   子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されないよう、また、貧困が世代を

超えて連鎖しないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図ることを目的に、すべ

ての子どもたちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子どもの貧

困対策を総合的に推進する基本的な方針が決定された。 

 

(３) 「社会保障審議会児童部会児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会報告書」

の取りまとめ（2015（平成27）年８月28日） 

   依然として深刻な状況にある児童虐待の問題の克服に向け、「児童虐待防止対策に

ついて」（2014（平成26）年12月26日・児童虐待防止対策に関する副大臣等会議）で

指摘された事項に関し、論点抽出と方向性を議論の上、標記の報告書が取りまとめら

れた。その基本的内容は、①妊娠期からの切れ目ない支援のあり方、②初期対応の迅

速化や的確な対応のための関係機関の連携強化、③要保護児童対策地域協議会（以下

「要対協」）の機能強化、④虐待通告や子育ての悩み相談に対して確実に対応できる

児相の体制整備、⑤緊急時における安全確認、安全確保の迅速な実施、⑥児童の安全

確保を最優先した一時保護の実施、⑦親子関係再構築支援のための取り組み、⑧措置

児童の確実な自立につなげていくため、施設、里親等に養育されている間に必要な取

り組み、そして、⑨施設退所児童等の円滑な自立のための居場所づくりの取り組みと

工夫についてである。 

   そのうち、②に関しては、市町村や児相などの関係機関が家庭の養育状況について
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情報を共有した上で、アセスメント方法を共通化すること、相互の役割分担を明確化

すること、専門的人材などの適切な職員配置を行うなどの市町村と児相の体制強化が

必要であることが指摘された。③については、地域における関係機関間での情報共有

と支援内容の協議を目的とする要対協をすべての市町村で設置することの検討、情報

共有化の促進、調整機関の専門性強化と支援に関する役割分担の明確化等が指摘され

た。④については、児童福祉司の人員増やスーパーバイザー、児童心理司、医師、保

健師等の専門職の配置充実化、法的権限行使を想定し弁護士による専門的支援に向け

た体制強化、介入と支援という機能分離と司法関与の拡張などが指摘された。また、

⑦については、児童家庭支援センターの更なる活用や特別養子縁組制度のあり方の検

討、児童養護施設等と関係機関の連携強化などが指摘された。 

 

(４) 児童虐待防止対策に関する副大臣等会議「児童虐待防止対策強化プロジェクト（施

策の方向性）」の取りまとめ（2015（平成27）年８月28日） 

   前記(３)と同時期に、児童虐待防止対策の強化に向けた理念と施策が次のように取

りまとめられた。 

   子ども家庭福祉の軸となる理念は、「単なる安全確保を超えた、全ての児童の健や

かな成長とその実現のための養育支援であり、全ての児童は、適切な養育を受ける権

利を有するとともに、その自立が保障されるべき」ことにある。そのため、「官・民

のパートナーシップを構築し、民間の創意工夫を積極的に活用すること」が重要であ

る。このような考え方の下、「児童相談所が介入と支援の両方の機能」の保有や国・

都道府県（児相）・市町村の役割と責任の分担を整理し、新たな仕組みの在り方、見

直しの実効性の検証や専門職員を含む体制強化等の検討（関係機関の情報共有、児

相・市町村の体制整備と役割分担、要対協の機能強化、被虐待児童の早期発見と迅速

かつ的確な対応など）が必要とされた。また、現行の児童虐待防止対策における司法

の関与の拡大と行政施策に対する司法の関与の在り方に応じた児相の将来像、職員の

専門性の向上、児相の機能や役割の整理など（自立支援とフォローアップや児童虐待

防止対策の継続的な見直し等）の検討が必要とされた。 
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(５) すべての子どもの安心と希望の実現に向けた副大臣等会議及び子どもの貧困対策会

議「すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト」の決定（2015（平成27）年12

月21日） 

   この決定内容の概要は、次のとおりである。①ひとり親家庭・多子世帯等自立応援

プロジェクトとして、自治体窓口のワンストップ化の推進、子どもの居場所づくりや

学習支援の充実、親の資格取得支援の充実、児童扶養手当の機能の充実などについて

児童扶養手当法等の改正により実現すること。②児童虐待防止対策強化プロジェクト

として、子育て世代包括支援センターの全国展開等による妊娠期から子育て期までの

切れ目ない支援、児相の体制整備と強化（児童相談所体制強化プラン（仮称）の策定

により児童福祉司、児童心理司、保健師等の配置充実化、子どもの権利擁護等の観点

からの弁護士の活用等）、要対協の機能強化（市町村において要対協の設置を徹底、

要保護児童対策調整機関で児童福祉司等の配置）、児相等における迅速・的確な対応

（医療機関、児童福祉施設や学校等と児相・市町村との情報共有化、臨検・捜索手続

の簡素化）、里親委託等の家庭的養護の推進、施設入所児童等への自立支援・退所児

童等のアフターケアなどが今回の児童福祉法等改正法により実現することである。 

 

(６) 「社会保障審議会児童部会 新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報

告（提言）」の取りまとめ（2016（平成28）年３月10日） 

   前記のプロセス、とりわけ、(３)の児童虐待防止対策のあり方に関する専門委員会

報告を受け、子ども家庭福祉の体系の再構築が急務であるという問題意識のもと、下

記の基本的な考え方を示し、児童福祉法等の抜本的な改正に向けた提言を行った。こ

の内容は、法案作成において大きな影響を持っているので、少し詳しめに見ておくこ

ととする。 

  ① 子どもの権利の明確な位置付け 

    国際的な合意事項（児童の権利に関する条約）である児童福祉政策の基本理念と

して子どもの権利保障を位置付け、「子ども福祉に係る法制度全体の基本的な性格

と目的を明確にする必要がある。加えて権利擁護に関する評価・審査の仕組みを整

備する必要がある」。 

  ② 家庭支援の強化、すなわち子ども虐待の予防的観点の明確化 

    子どもの権利、特に適切に養育される権利を保障するためには、現に養育を行っ

ている家族その他の養育者の支援という「児童福祉法に家庭支援の理念を明確に書
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き込み、その方向に沿った施策を展開し、支援を一層強化する必要がある」。 

  ③ 国・都道府県・市区町村の責任と役割の明確化 

    子どもの主体的な権利行使のためにはより強い公的な関与とそれに伴う責任が求

められ、国、都道府県、市区町村の責任と役割を明確にするとともに、「各機関が

その責任と役割を遂行し得るだけの財政的措置を講じる必要がある」。その基本的

な考え方としては、「市区町村は、子どもや家庭に最も身近な基礎的な地方公共団

体として、児童福祉法に基づいて包括的・継続的に子どもと家庭への支援」を行い、

「都道府県は、市区町村に対する助言や援助を行うとともに、入所措置等のより専

門的な業務や、市区町村の区域を超えた広域的な対応が必要な業務」を行い、そし

て、「国は、市区町村及び都道府県に対する助言や情報の提供等、全体として子ど

も・家庭の福祉のために必要な措置を講じる」。 

  ④ 基礎自治体（市区町村）の基盤強化と地域における支援機能の拡大 

    「子ども家庭福祉は地域社会の中で展開される必要があり、地域において社会資

源と支援拠点が十分に整備され、市区町村が子ども家庭支援と機関連携の要として

十分に機能することが不可欠である」という方向を強化するため、「社会資源と地

域子ども家庭支援拠点の整備、それを通じた在宅での支援の強化、これらを可能に

する財政的支援等の基盤整備、専門職の配置等の制度改革」が必要である。そこで、

「原則として中核市及び特別区には児童相談所機能をもつ機関の設置を求め、財政

的理由や専門職の確保の困難さから設置をためらうことがないよう、国及び都道府

県は中核市及び特別区の人的・物的基盤を積極的に援助する必要がある」。ただし、

「地方分権、自治体の自主組織権の観点から、『必置』とすべきでない」との意見

もあり、「現在の児童相談所設置に関して特別区を加え、特別区でも児童相談所を

設置できる規定とする必要がある」。 

  ⑤ 各関係機関の役割の明確化と機能強化 

    市区町村の基盤強化と支援機能の拡大に伴い「強制的な権限を行使して保護者と

対峙してでも子どもを守るというハードな役割と、保護者に寄り添って養育の改善

を促すというソフトな役割」のうち、「ソフトな役割」は子ども家庭に寄り添った

支援・調整機能を市区町村がより中心となって担う方向で取り組みを進める必要が

ある。 

  ⑥ 子どもへの適切なケアの保障 

    「家族から分離され代替的養育を受ける子どもへの適切なケアの保障は、子ども
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の権利保障の観点から最重要課題の一つであって、公的責任において実現されなけ

ればならない」。里親委託の推進、児童養護施設の小規模化など諸施策の一層強化

に加え、里親制度の充実強化、特別養子縁組制度における子どもの福祉の観点から

の見直し、施設（一時保護所を含む）の小規模化と機能強化が必要である。 

  ⑦ 継続的な支援と自立の保障 

    「特に子ども虐待問題への対応では、子どもの自立をしっかりと保障していくこ

と」が、「虐待の世代間の継承を断ち切る点でも意味がある」ため、自立保障の観

点から、「18歳を超えた場合でも必要に応じて支援を可能とし、支援ニードの解決

をもって公的支援の終結となし得る仕組みの構築が必要である」。 

  ⑧ 司法関与と法的・制度的枠組みの強化 

    子ども虐待問題への一連の介入・支援過程において強制力を確保するために司法

関与は重要であるから、「司法関与を強化し、福祉行政の動きと司法判断が連動す

る制度的枠組みの構築を検討する必要がある」。 

  ⑨ 職員の専門性の確保・向上と配置数の増加 

    子ども家庭福祉・虐待問題の対応について高度の専門性を持った職員の十分な配

置が不可欠で、特に「子ども・家庭への適切なアセスメント機能」と、「支援機関

連携のマネージメント機能」を遂行し得る専門性の確保である。また、代替的養育

を受けている子どもの発達と自立を保障するため、「児童福祉施設においても専門

性を持つ職員の十分な配置が不可欠の条件」である。「総じて、本報告の提案の成

否は、職員配置の充実と専門性の向上に拠ることを強調したい」。そこで、「児童

相談所へ配置が必要な人材につき法律上明確に位置付け、任用要件で質を、配置標

準で量を、担保する必要がある。児童福祉司について、一定の基準に適合する研修

の受講を義務付けるべきであり、その配置標準は、児童虐待相談対応件数を考慮し

たものに見直すべきである。また、教育・訓練・指導担当児童福祉司（スーパーバ

イザー）につき、法律上、児童相談所への配置を明記する必要がある。他方、児童

心理司、医師又は保健師は、法律上、児童相談所への配置を明記するとともに、児

童心理司は評価の業務と支援業務を担うため、子ども保護機能を担う機関（組織）、

支援マネージメント機能を担う機関（組織）に適切に配置することが必要である。

児童相談所長については、スーパーバイザーの任用要件を満たす者とするべきであ

る」。 
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(７) 法案の基本コンセプト 

   2016（平成28）年３月29日に閣議決定された本法案の基本的な内容は、すべての児

童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援まで一連の対策

の更なる強化等を図るため、児童福祉法の理念を明確化するとともに、母子健康包括

支援センターの全国展開、市町村（特別区を含む。以下同じ）及び児相の体制の強化、

里親委託の推進等、所要の措置を講ずることにある。「児童福祉法の一部を改正する

法律案の概要」（厚生労働省作成資料）によれば、その主要な内容は次のように整理

された（一部補正）。 

  ① 児童福祉法の理念の明確化等 

   (ⅰ) 児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること

等を明確化する。 

   (ⅱ) 国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境におけ

る児童の養育を推進するものとする。 

   (ⅲ) 国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。 

   (ⅳ) 親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を

懲戒してはならない旨を明記。 

  ② 児童虐待の発生予防 

   (ⅰ) 市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支

援センターの設置に努めるものとする。 

   (ⅱ) 支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報

提供するよう努めるものとする。 

   (ⅲ) 国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資す

ることに留意すべきことを明確化する。 

  ③ 児童虐待発生時の迅速・的確な対応 

   (ⅰ) 市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるもの

とする。 

   (ⅱ) 市町村が設置する要対協の調整機関について、専門職を配置するものとする。 

   (ⅲ) 政令で定める特別区は、児相を設置できる。 

   (ⅳ) 都道府県は、児相に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の

児童福祉司を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものと

する。 
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   (ⅴ) 児相等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する

資料等を提供できるものとする。 

  ④ 被虐待児童への自立支援 

   (ⅰ) 親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児相などの関係機関等

が連携して行うべき旨を明確化する。 

   (ⅱ) 都道府県（児相）の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫

した里親支援を位置付ける。 

   (ⅲ) 養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県（児相）の業務として、養子

縁組に関する相談・支援を位置付ける。 

   (ⅳ) 自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を

対象に追加する。 

  ⑤ 検討規定等 

   (ⅰ) 施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の

在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。 

   (ⅱ) 施行後２年以内に、児相の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童

福祉業務従事者の資質向上の方策を検討する。 

   (ⅲ) 施行後５年を目途として、中核市・特別区が児相を設置できるよう、その設

置に係る支援等の必要な措置を講ずる。 

 

(８) 関連機関、団体からの意見 

   公益社団法人日本社会福祉会等「『新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委

員会報告案（たたき台）』についての意見」（2015（平成27）年11月30日）等のほか、

自治体サイドから、次のような意見が出された。 

   中核市市長会「『新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告書』に関

する緊急要請」（2015（平成27）年12月25日）では、中核市における児相設置につい

て準備のための十分な期間を設定すること、専門的人材・財源の確保に配慮し、都道

府県の役割を明確化することが求められた。全国市長会「児童福祉法等の改正に対す

る意見」（2016（平成28）年２月28日）では、特に措置の対象年齢の引き上げ、地域

子ども家庭支援拠点の設置、要保護児童対策地域調整機関に専門職の必置、中核市に

おける児相設置義務化、通告・相談窓口の一元化、児相に専門職を必置することは、

都市自治体に新たな負担を義務付ける内容は地方分権改革に逆行するものであると批
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判された。全国市長会社会文教委員会「児童福祉法等の改正に対する意見」（2016

（平成28）年３月７日）では、児相設置基準について、附則では中核市について５年

後の必置の意味合いが強く感じられ削除が望まれること、「支援その他必要な措置」

の前に「人的・財政的」を挿入すべきであること、要保護児童対策調整機関について

地方で専門職の確保・育成が困難で十分な相談体制の整備ができない事情にあること

に配慮されるべきであること、最初に国の責任と役割について明示すべきであること、

市町村は人口規模や財政面から専門職の配置にバラツキがあること、児童福祉司スー

パーバイザーを概ね５年以内に基礎自治体に確保することは困難であって、その要件

の緩和が望まれることが指摘された。最後に、特別区長会「社会保障審議会児童部会 

新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告について」（2016（平成28）

年３月11日）では、財源や専門的人材の育成・確保について一定の留保をつけた上で

積極的評価が行われた。 

 

 

 3. 国会での審議 
 

(１) 審議経過 

   2016（平成28）年３月29日に議案が第190回国会衆議院に提出され、次のような審

議経過をたどり、児童福祉法の一部を改正する法律は、2016（平成28）年６月３日法

律第63号として、公布・一部施行された。 

 
審議した院／会議名 開催日 審議状況 

衆議院／厚生労働委員会 2016（平28）.5.18 趣旨説明・審議・可決（全会一致） 

衆議院／本会議 2016（平28）.5.19 委員長報告・可決 

参議院／厚生労働委員会 2016（平28）.5.24 趣旨説明 

参議院／厚生労働委員会 2016（平28）.5.26 参考人招致・審議 

参議院／厚生労働委員会 2016（平28）.5.26 可決（全会一致）・附帯決議 

参議院／本会議 2016（平28）.5.27 委員長報告・可決（全会一致） 
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(２) 提案理由 

   まず、提案理由について、塩崎恭久厚生労働大臣が次のように発言している(２)。 

   「児童虐待については、子供の命が失われる痛ましい事件が後を絶たないなど、深

刻な状況が続いています。最も愛されるべき親から虐待を受けることは悲しむべきこ

とであり、子供の命と権利、そしてその未来を社会全体で守らなければなりません。

子供や家庭をめぐる問題が多様化、複雑化する中、新たな子供家庭福祉を構築するこ

とが喫緊の課題となっています」。「こうした状況を踏まえ、全ての子供が健全に育

成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策のさらなる

強化等を図るため、この法律案を提出いたしました」。 

 

(３) 法案審議における質疑 

   親の懲戒権・体罰、司法機関の関与等に関する質疑も多かったが、これらについて

は、省略する。 

  〔理念：子どもを保護対象から権利主体へと転換した点について〕(３) 

  ○ 国務大臣（塩崎恭久君）：児童福祉法の理念規定は、当初、「当時の戦争孤児を

どうするかという問題からでき上がった法律でありましたが、子供の、権利の主体

であること、最善の利益が優先されること、こういったことは明確にされていませ

んでした」。「改正案では、……児童の権利に関する条約の精神にのっとって権利

を有するということを明確に総則の第一条に位置付けをいたしました。その上で、

国民、保護者、国、地方公共団体、それぞれこれを支えるという形で子の福祉が保

障される旨を明確にしたわけでございまして、また社会のあらゆる分野において子

供の最善の利益が優先して考慮されることをこれも明確にさせていただきました」。

「なぜそうしたのかということでありますが、……児童虐待は、愛されるべき相手

である親から虐待を受けるというようなことが増えていく中で、やはり民法で親の

権利は明確に定められている一方で、子供の権利は日本の法律にはどこにも書いて

いない、これでは子供の命を守ることはできないだろうということで、やはりこれ

は権利というものを明確にした上で子供を守っていかなければいけないし、健全な

養育を保障するということを権利として定めることが大事だというふうに思ったわ

                                                                                 

(２) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）３頁以下。 

(３) 第190回国会参議院厚生労働委員会会議録23号（2016（平28）.5.26）30頁。 
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けでありまして、まさに命と権利、そしてその未来を守るということで第一条にう

たわさせていただいたということでございます」。 

  〔理念：保護者の第一義的責任と国・地方公共団体の役割〕(４) 

  ○ 塩崎国務大臣：「子供は、家庭生活におきまして、保護者から、心身の成長、発

達などのため養育を受けるのみならず、将来の社会生活に必要な基本的な行動の基

準を学ぶなど、保護者がその子供に対し負っている責任は極めて大きいわけでござ

います」。「このため、改正案では、保護者は、子供の監護、教育を行うものとし

て、子供の健全育成についてまず第一にその責任を負うべき旨を明確化したもので

ございます」。「あわせて、国や地方公共団体は、子供を健全に養育できるように

子供の保護者を支援することとしておりまして、子育てに悩みを抱える親などに対

して、市町村や児童相談所によって、継続的な養育支援や子育て相談等を通じて、

個々の状況に応じた丁寧な支援が図られるよう取り組んでまいらなければならない

と考えているところでございます」。 

  〔児相と市町村の取り扱うべき事案の区分〕(５) 

  ○ 香取照幸（厚生労働省雇用均等・児童家庭局長）政府参考人：「市町村は、基礎

的な地方公共団体ということになりますので、身近な場所における支援相談、児童

相談所は、より専門的な知識、技術や広域的な対応ということになってございます。

特に市町村は、……在宅の支援といったようなこともありますので、そういった身

近な支援を行うということになってございます」。「現行法上は、市町村から児童

相談所に対する事案送致の規定というのはあるわけですが、今般、この逆の規定、

児相から市町村への規定というのを置くということにいたしております。これは、

個々のケースに応じて適切な機関における対応がなされるようにということで、双

方向の規定を置くということにいたしたところでございます」。「具体的な送致の

事案の考え方でございますけれども……、在宅での継続的な養育支援というのが必

要なケースでありますとか、あと、事案によっては、虐待事案であっても、市町村

が行っておりますいわゆる地域子育て支援事業等の子育て支援事業を使って対応し

ていくという方が適切な場合、あるいはそちらで対応できるようなケースといった

ような、身近な市町村で継続的な支援ができるものについては、基本的には市町村

                                                                                 

(４) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）17頁。 

(５) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）30頁。 
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の方に送致をいたしまして対応していただくということを考えてございます」。

「この場合、これは専門委員会でもここはかなり議論になって、きちんとやりま

しょうという話になったところですが、市町村と児童相談所の間で漏れが生じる、

あるいはそごが生じる、あるいは、どっちでやるんだということで調整がうまくい

かないというようなケースがあるということになってはいけませんので、私ども、

国、厚生労働省におきまして、この振り分けに関しては、共通の基準となるアセス

メントのツールをつくって、これをお示しして、これに沿って地域ごとに分担を決

めるという形で、両者の連携をきちんと図っていくということをいたしたいと思っ

ております」。 

  〔児相の体制強化について〕(６) 

  ○ 香取政府参考人：「具体的には、児童心理司、それから医師または保健師、スー

パーバイザーといった専門職につきまして、その配置を、……児童福祉法の改正に

よりまして、法律上に規定を明確に置きます。その上で、各職種ごとに配置基準の

設定をする。これも、人口比だけではなくて、実際の虐待の相談対応件数でありま

すとか、そういうものをあわせた配置を行えるような基準を設定する」。「この前

提で、平成三十一年度までに、児童福祉司を含めまして専門職種を全体として一千

百二十名増員する。これは、去年、二十七年度の数字から比べますと約二六％の増

ということで、非常に定員管理の厳しい中で地方自治体でこれだけの大幅な増員を

するということで、この点につきましては交付税措置を行うわけです」。「あわせ

まして、児童福祉司等の任用に当たりまして、研修の義務化を行うということで資

質の向上を確保するといたしました。また、……弁護士の配置につきましても法律

の規定を置きます。それから、警察等関係機関との連携強化につきましても、警察

その他関係機関の御協力を得て連携強化を行うような体制を行うということにいた

しております」。「本件につきましては、専門職の配置についての交付税措置等、

関係の機関にも多大な御協力をいただいて、児相の体制の強化というものを図りた

いと思っております」。 

  〔児相の権限強化の趣旨〕(７) 

  ○ 政府参考人（香取照幸君）：「今回の改正法案におきましては、児童虐待の発生

                                                                                 

(６) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）７頁。 

(７) 第190回国会参議院厚生労働委員会会議録23号（2016（平28）.5.26）16頁。 
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時の迅速的確な対応ということ、中でも子供の安全を最優先に確保するということ

を最優先に考えるということで、臨検、捜索手続の簡素化、それから虐待を受けた

お子さんに関する情報提供の主体の拡大等々、児童相談所の権限の強化ということ

を図ってございます」。「今回は、今申し上げた中で、臨検、捜索というのがござ

いますが、これは今児童虐待防止法に規定がございますが、児童虐待の疑いがある

場合には強制的に解錠する、鍵を開けて部屋の中に立ち入って子供を連れ出すと

いったような実力行使を可能にするという規定でございます。この規定は大変強い

規定でございますけれども、今回の法案では、一応親権あるいは住居不可侵といっ

た基本的人権に関わる部分もございますので、引き続き裁判所の許可を得てこれを

行使するということは要件にしておりますけれども、緊急時の場合には、保護者の

強い拒否、抵抗があった場合でも迅速にお子さんを確保することができるように手

続の一部簡素化をするということで、再出頭要求についてはこれを省略し、直ちに

この権限が行使できるようにという形で改正をお願いしているところでございま

す」。「また、今回の法律の中では、親の意に反して施設入所措置をとる場合、あ

るいは親権停止あるいは親権喪失の審判の申立て、それから法的な観点からの保護

者の指導等、法的な面で児童相談所が保護者と対峙する場面において児相の側で必

要な措置を円滑に行うことができるように……体制を強化するということで、弁護

士の配置あるいはこれに準ずる措置というものを行うということで、そういった司

法面での体制の強化も図るということを考えてございます」。 

  〔児童福祉司と公務員の身分〕(８) 

  ○ 政府参考人（香取照幸君）：「児童相談所は都道府県の機関ですので、……常勤

職員としてそこで働くということになりますと、これは公務員ということになりま

すので、逆に言うと、そこで定員管理がかぶるということになりますので、こう

いった形で言わば公務員、定員結構厳しいですけれども、ここについては増員をし

てもらうということになっています。それ以外に、例えば、……非常勤でお願いす

るとか嘱託でお願いするとかいう形で、そういう形じゃない身分で例えば手伝って

いただくという形で来ていただくという形であれば、それは言わば定員管理の外で

採用されることになりますので、そういった形で手当てをするということももちろ

んできます」。「ただ、基本はやはり、……言わば公権力の行使といいますか法律

                                                                                 

(８) 第190回国会参議院厚生労働委員会会議録23号（2016（平28）.5.26）34頁。 
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上の措置行為を行ったりしますので、やっぱり基幹の部分は公務員でないと困りま

すので、そこはきちんと地方公務員で押さえるということになると思います」。 

  〔中核市等における児相の設置〕(９) 

  ○ 塩崎国務大臣：「新たに特別区が児童相談所を設置する場合、例えば専門職の確

保とか、こういったときに、特に一時保護所の整備費などの財政面がかさむという

ことで、これが課題になるわけでございます」。「地方交付税は不交付団体ではあ

りますけれども、例えば、費用がかさむ一時保護所の整備については、国庫補助金

の活用に加えて、例えば複数の特別区が共同で設置をするとか、そういうことも考

えられるわけであります」。「改正案では、政府は、施行後五年を目途として、希

望する全ての特別区が児童相談所を設置できるように必要な支援を行うこととして

おり、特別区の意見も聞きながら、人的体制の構築を含めて、具体的な支援の内容

を検討していくということで、実は私は、中核市と特別区は、自治事務といえども、

国会の一致した考え方があれば、必置ということでいくべきじゃないかということ

を申し上げておったわけであります。しかし、中核市やあるいは二十三区の皆さん

方から必ず出てくるのは、やはり、財政的に支援をちゃんとしてくれるのか、人的

なものについても支援するのか、こういうことでありましたが、今申し上げたとお

り、政府として、支援の内容を、今後五年間の間にしっかりとやっていくというこ

とをこれから詰めていくということでございます」。 

  〔弁護士等の配置またはそれに準ずる措置について〕(10) 

  ○ 香取政府参考人：「我々が想定しております法律に関する専門的な知識経験を要

する業務ということにつきましては、具体的に申し上げますと、例えば、施設入所

措置をとる場合に、基本的には親御さんの同意のもとに入れるわけですが、必要な

場合には親の意に反して入所措置をとるということが二十八条でできることになっ

てございますが、この場合には、裁判所の承認を得るという手続が必要になります。

あるいは、最終的には親権の停止でありますとか親権の喪失について、児童相談所

長が審判の申し立てを行うという手続がございます、これも法的な手続。あるいは、

さまざまな法的な観点から保護者の指導を行うといったものがございます」。また、

弁護士の配置に「準ずる措置というのは、……法律に関する専門的な知識経験を要

                                                                                 

(９) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）18頁。 

(10) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）５頁。 
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する業務が適切、円滑に行うことができるというような体制を確保するという意味

におきまして、弁護士の配置と実質的に同等であるような、そういった機能が発揮

できるような体制をとるということが必要だというふうに考えてございます」。

「これは、現場の自治体や都道府県、あるいは児相といろいろお話ししていますと、

例えば、都道府県ごとに複数の児相を持っている場合に、一定人口を勘案しまして、

一定の数の弁護士さんをある特定の児童相談所に配置をする、そこが複数の児童相

談所を見ていただくという形で、いわば実質的に県全体とすれば配置されているよ

うな形で弁護士を確保していただいて、配置されていない児童相談所をその児童相

談所が支援するという形でやっていただくというような形もあり得るのではないか

というふうに思っております」。「いずれにしましても、この業務は法的な措置が

きちんととれるということが必要ですので、いわば弁護士以外の例えば行政職員で

対応するというようなことは当然想定しておりませんので、そういった形で、実質

的に弁護士を置いて業務が行われるということと同等の支援がとれるような体制を

各自治体、都道府県においてはとっていただくということを考えてございます」。 

  〔スーパーバイザーの配置について〕(11)  

  ○ 塩崎国務大臣：「今回の改正案では、児童相談所の体制強化それから専門性向上

を図るために、一時保護や施設入所などの措置など、子供の命にかかわり得る行政

権限を適正に行使するということができるように、児童福祉司の指導、教育を行う

スーパーバイザーを法定するということを行ったわけであります」。「児童福祉司

とは別に、スーパーバイザーの配置について、政令で定める基準を参酌して都道府

県が定めることとしておりまして、現在、児童相談所運営指針、これは局長通知で

ございますけれども、これを定めておりまして、その中の、児童福祉司おおむね五

人につきスーパーバイザー一人と同様の内容を政令で定める方向で検討していると

ころでございます」。「今後、平成二十八年十月の施行に向けて、配置の基準を政

令で定めてまいりたいと思っているところでございます」。 

  〔要対協の調整機関や子育て世代包括支援センターとの関係〕(12) 

  ○ 香取政府参考人：「今般の児童福祉法の改正案におきましては、基礎的な自治体

であります市町村が子供や家庭の身近な場所で支援を行うという旨、都道府県、市

                                                                                 

(11) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）32頁。なお、政令につい
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町村、国の責務を明確にするということで、市町村の責務はこういったものがある

ということを明確に規定を置いております」。「一方で、現実の市町村の支援の体

制を見ますと、特に在宅での支援を要する家庭への対応という観点でいきますと、

やはり地域ごとに差がございまして、ばらつきがあり、必ずしも市町村全体として

在宅での支援が十分であるかどうかという点については議論があるところでござい

ます」。「このため、今回の改正案では、市町村におきまして、特に在宅のケース

を中心に支援体制を一層充実していくということで、相談、指導、関係機関との連

絡調整等の支援を一体的に行う拠点を整備してくださいということで、この整備に

努めるという規定を置いたところでございます」。「この拠点につきましては、置

き方につきましては、それぞれ市町村ごとに体制、体力もございますので、それぞ

れの実情に応じて必要な体制を整備していただくということになってございます」。

「他方で、今お話しの要保護児童対策地域協議会、私ども要対協と呼んでございま

すが、これは調整機関ということで、個別に支援を要するお子さん、家庭に対しま

して、関係機関との調整とか協力要請、あるいは支援の進行状況の確認、進行管理、

あるいは、どこか一つ、責任を持って対応する支援機関を決めまして、そこを中心

に行っていくという形で、そういった個別の支援を行う業務を中心に要対協は想定

されております」。 

  〔要対協における専門職の配置〕(13)  

  ○ とかしきなおみ副大臣：「市町村における要保護児童対策地域協議会、要対協と

いいますけれども、この調整機関は、支援を要する個々のケースについて、児童相

談所や警察、学校、医療機関等の関係機関との調整や協力要請とか、支援の進捗状

況などの確認、管理、評価とか、あと、責任を持って対応すべき支援の機関の選定

などの業務、結構重要な業務を行っているわけであります」。「これが今度は、法

改正によりまして、市町村における要対協の調整機関への専門職配置につきまして

は、現行法上では努力義務とされておりましたけれども、今回、義務とさせていた

だきました」。「この調整機関に配置される専門職は、児童福祉司たる資格を有す

る者とか、保健師、助産師、看護師、保育士、教員免許を有する者、児童指導員と

されておりまして、既に八〇・四％の市町村において配置をされております」。 

  

                                                                                 

(13) 第190回国会衆議院厚生労働委員会議録18号（2016（平28）.5.18）20頁。 
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(４) 衆議院における修正案 

   前記法案に対し、民進党・無所属クラブ提案による修正案が提出された。それは、

特に、いわゆる望まない妊娠などについて、一人で悩みを抱えている妊婦や産前産後

に心身の不調に陥っている妊産婦に対し、適切に支援を行うことが重要で、児童虐待

の発生予防にも寄与するから、母子保健法のみならず、児童福祉法においても明確に

規定されるべきこと、また、児童虐待の早期発見のため、特に歯科医師も条文上にお

いても明記すべきであるからである。共産党による賛成を得たものの、賛成少数で否

決された。そして、原案どおり、可決された。 

 

(５) 参議院における附帯決議 

   児童福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 2016（平成28）年５月26日参議院厚生労働委員会 

   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

   一、自分から声を上げられない子どもの権利を保障するため、子どもの権利擁護に

係る第三者機関の設置を含めた実効的な方策を検討すること。 

   二、児童虐待を防止し子どもの健全な育成を図るため、子どもに対する有形力の行

使は、子どもの精神あるいは発達に様々な悪影響を及ぼし得るため基本的には不

適切であることを周知徹底するなど、体罰によらない子育てを啓発すること。ま

た、今日の家族を取り巻く状況の把握に努めるとともに、国際社会における議論

の動向等を踏まえ親権を行う者の懲戒権の行使の在り方について検討すること。 

   三、要保護児童対策地域協議会の更なる活用等による関係機関の連携強化を推進す

ること。また、市区町村における支援体制の強化及び児童相談所設置自治体の拡

大に当たっては、専門人材の確保や財政面の支援等の必要な措置を行うこと。 

   四、児童虐待は刑事事件に発展する危険性を有しており、児童相談所と警察等関係

機関が連携した対応を行うことが重要であることから、児童虐待案件に関する情

報が漏れなく確実に共有されるよう必要な検討を行うとともに、より緊密かつ的

確な情報共有が可能となるよう児童相談所の体制の強化についても検討すること。 

   五、医師・歯科医師・薬剤師は学校における健康診断等を通じて児童の生活状況や

栄養状況を知ることができる立場にあることに鑑み、ネグレクトを含め要支援児

童等を早期に発見するために学校関係者と学校医・学校歯科医・学校薬剤師が相

互に連携を図りながらより一層協力できる体制を整備すること。 
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   六、一時保護については、子どもを取り巻く背景が様々であることに配慮し、個別

の事情に応じた一時保護の在り方について検討するとともに、一時保護所の適切

な運営を確保するために必要な措置を講ずること。 

   七、児童心理治療施設が子どもの成長や自立に重要な役割を果たしていることに鑑

み、その拡充について必要な措置を講ずること。また、虐待の連鎖を防ぐため、

虐待を受けた子どもが大人になった後も継続的に心のケアを受けることができる

仕組みを早急に構築すること。 

   八、社会的養護の対象となった子ども等が自立した生活を送る力を身につけるまで

必要な援助を続けるため、措置延長制度や自立援助ホームの積極的活用を図ると

ともに、児童福祉法が対象とする年齢を超えた場合においても引き続き必要な支

援を受けることができる仕組みを早急に整備すること。 

   九、子どもの社会的養護に万全を期すためには、児童福祉施設における養護ととも

に、里親制度を始めできる限り家庭と同様の養育環境が必要であることに鑑み、

里親制度に関する国民的理解を広げることも含めた里親への支援体制の整備に関

する施策について、更なる拡充を含め検討すること。 

   十、特別養子縁組により子どもに対して永続的な家庭を保障することの重要性に鑑

み、児童相談所と関係機関との連携の強化、養親候補者への研修の実施、特別養

子縁組成立後の支援の在り方等について直ちに検討を開始し、特別養子縁組の利

用促進のために必要な措置を講ずること。 

   右決議する。 

 

 

 4. 法律の内容 

 
(１) 理念・目的規定の改正 

   児童福祉法の理念規定は、1947（昭和22）年の制定当初から何ら変えられることな

く経過してきた。今回の改正で、児童の権利条約の精神に則り、適切に養育されるこ

と、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長

及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有す

ることが明記された（１条）。そして、児童の保護者が児童の健やかな育成に第一義

的責任を負うことが示され（２条２項）、また、児童が良好な環境において生まれ、
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児童の年齢と発達の程度に応じて、その意見が尊重されること、事項の最善の利益が

優先して考慮されることなどを国民の努力義務とされた（２条１項）。 

 

(２) 国及び地方公共団体の責務に関する事項 

   児童が心身ともに健やかに養育されることを目指し、より家庭に近い環境で養育さ

れることが必要である。そこで、国・地方公共団体（都道府県・市町村）の責務とし

て、児童の保護者支援を原則としつつ、それが困難な場合に、家庭と同様の環境にお

ける養育の推進等が明記され、継続的に養育されるように必要な措置を講じること、

さらに、この措置が適当でない場合、児童が「できる限り良好な家庭的環境」で養育

されるよう、必要な措置をすることとされた（３条の２）。 

   また、児童の福祉を保障するため、その担い手となる国、都道府県、市町村がその

役割・責務を十分に認識し、円滑かつ効果的にその事務を遂行する必要があるものの、

それが現場に十分浸透しておらず、各地域で児相や市町村が果たす役割にバラツキが

あるなど、実態として必要な支援ができていないケースもあることが指摘された。そ

こで、国、都道府県、市町村それぞれの役割・責務が明確化されることとなった。 

   そこで、市町村は、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、基礎的な地方公共

団体として、児童福祉法に基づく児童の身近な場所における児童の福祉に関する支援

等に係る業務を適切に行うこと、また、都道府県は、市町村に対する必要な助言及び

適切な援助を行い、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対

応が必要な業務を適切に行うこと、最後に、国は、市町村及び都道府県の行う児童福

祉法に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、児童が適切に

養育される体制の確保に関する施策、市町村及び都道府県に対する助言及び情報の提

供その他の必要な各般の措置を講ずることとされた（３条の３）。 

 

(３) 市町村の業務等に関する事項 

   児童・家庭への支援は、その生活の身近な場所で行われることが重要であるという

観点から、基礎的地方公共団体である市町村の支援体制の一層の充実化を目指すこと

を目的に、児童に対する必要な支援を行う拠点整備などについて規定された（10条１

項４号、10条の２）。その一方で、都道府県は、広域的な対応が必要な業務及び家庭

その他につき専門的な知識等を必要とする支援を行うこととされた（11条１項３号）。 

   児相・市町村の間で虐待事案の評価に関する共通基準（尺度）がなく、対応の漏れ
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や、虐待事案の軽重と対応機関のミスマッチが生じている。また、児相と市町村の間

で、初期対応が遅滞なく、見落としなく行われるようにする必要があることが指摘さ

れていた。そこで、児相から市町村への措置が新設され、専門的な知識等を要しない

支援を行うことを要すると認める者（施設入所等の措置を要すると認める者を除く）

を市町村に「送致」することとされた（26条１項２号・３号）。また、児相長は市町

村が実施する児童の健全な育成に資する事業等の実施が適当であると認める者を当該

市町村の長に通知することとされた（26条１項８号）。 

 

(４) 要保護児童対策調整機関に関する事項 

   要対協が設置されている市町村であっても、深刻なケースで連携の漏れが指摘され

る場合があり、責任をもって関係機関の対応を統括することが必要であり、要保護児

童対策調整機関が、個々のケースに応じて関係機関の対応を統括し、実効ある役割を

果たすためには、児童の問題に通じた専門性を有する人材が必要である。そこで、現

在は努力義務となっている調整機関に専門職 ― 児童福祉司、保健師、保育士等 ― 

の配置を義務付け、その専門職に研修受講を義務付けた（25条の２第６項・８項）。 

 

(５) 児相の体制の強化に関する事項 

   児童虐待の相談対応件数は増加のほか、児童の心理、健康・発達の問題だけではな

く、法律に関する専門知識等を必要とする事例の増加が指摘されているため、都道府

県は、児相に、児童福祉司、児童心理司、医師・保健師（12条の３第６項１号・２

号）、指導・教育担当の児童福祉司（スーパーバイザー）を置く（13条５項・６項）

とともに、弁護士の配置ないしそれに準ずる措置が義務付けられた（12条３項）。児

童福祉司の数は、政令で定める基準を標準として都道府県が定め（13条２項）、児童

福祉司は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない（13条

８項）。 

   2004（平成16）年改正で、中核市は児相を設置することができることとなったが、

横須賀市・金沢市の２市にとどまり、設置が進んでいない。特別区は、本改正前にお

いては、児相を設置することができなかった。そこで、政令で定める特別区（希望す

る特別区の要請に応じて指定）は、政令による指定を受けて児相を設置でき（59条の

４第１項）、政府は、中核市・特別区が児相を設置できるよう、施行後５年を目途に

必要な支援を実施することとされた（附則３条）。 
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   この児相の体制強化に関わる児童福祉司の配置標準については、児童福祉法施行令

３条１項に規定された。2016年10月からは、以下のとおりである。各児相の管轄区域

の人口４万人に１人以上配置することを基本とし、人口１人当たりの児童虐待相談対

応件数が全国平均より多い場合には、上乗せを行うこととする。具体的には、同令第

３条及び同法施行規則第５条の２の２に基づき、以下の①及び②を合計した数を標準

とする。ただし、地域の実情を考慮して必要に応じ、この標準を超えて配置すること

が望ましく、任用にあたっては、ソーシャルワーカーとしての専門性を備える人材を

登用し、当該基準は、各年度４月１日を基準日とする。 

  ① 各児相の管轄区域の人口（公表された最近の国勢調査の結果によるもの）を４万

で除して得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを１に切り上げ

る。） 

  ② 各児相管轄区域の人口１人当たりの児童虐待相談対応件数（公表された最近の福

祉行政報告例に基づく当該児相での児童虐待相談対応件数の結果を管轄区域の人口

で除したもの）が全国平均値0.001（全国の「児童相談所における児童虐待相談対

応件数」を全国の人口で除して得たもの）より多い場合には、当該児相における児

童虐待相談対応件数から、当該児相の管轄区域の人口に0.001を乗じて得た件数を

控除し、その得た件数を40で除して得た数（その数に１に満たない端数があるとき

は、これを１に切り上げる。） 

   また、児童福祉司及びその他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として指導

及び教育に当たる児童福祉司であり、児童福祉司としておおむね５年以上勤務した者

でなければならない。なお、児童福祉法施行令３条２項において、児童福祉司スー

パーバイザーの配置基準は児童福祉司５人につき１人で（児童福祉司の数を６で除し

て得た数（その数に１に満たない端数があるときは、これを四捨五入する））、これ

を参酌して定めるものとする。 

   加えて、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長発 都道府県知事、各指定都市市長、

児童相談所設置市市長宛「児童相談所運営指針の改正について」（雇児発0929第１号、

2016（平成28）年９月29日）によれば、児童心理司スーパーバイザーは、児童心理司

及び心理療法担当職員の職務遂行能力の向上を目的として指導及び教育に当たる児童

心理司であり、心理判定及び心理療法並びにカウンセリングを少なくとも10年程度の

経験を有するなど相当程度の熟練を有している者でなければならない。 

   児童心理司（心理に関する専門的な知識及び技術を必要とする指導をつかさどる所
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員）は、児童福祉司２人につき１人以上配置することが標準とされている。なお、地

域の実情を考慮して必要に応じ、この標準を超えて配置することが望ましいとされて

いる。 

 

(６) 児童福祉審議会に関する事項 

   今回の改正によって挿入された理念規定に伴い、子ども自身の権利を実質的に擁護

する仕組みとして、児童福祉審議会に関する事項として子どもや家族の意見聴取手続

（８条６項）と委員の選任に当たっての要件として公平な判断能力が必要とされた

（９条）。 

 

(７) 虐待等に関連する情報提供等 

   支援を要する妊婦等を把握しやすい機関(医療機関や学校等)が、妊娠期から虐待リ

スクに着目し、児童又は妊産婦の医療、福祉又は教育に関する機関及び関連する職務

に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその

現在地の市町村に提供するよう努めなければならないこととされた（21条の10の５）。 

   また、児童虐待に関する情報は、児相または市町村による児童の安全確保、虐待へ

の対応方針の判断に不可欠な要素である。しかし、個人情報保護や守秘義務の観点か

ら、民間の医療機関、児童福祉施設、学校等関係機関からの情報提供が困難な場合が

ある。そこで、児童虐待防止法の一部改正によって、児相等から求められた場合、必

要な限度で利用し、かつ、利用に相当の理由があるとき、一定の医療機関（歯科医を

含む）や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できることとされた。ただし、

その提供が当該児童等または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない（児童虐待防止法13条の４）。 

 

(８) その他 

   以上のほか、児童福祉法改正については、里親委託及び養子縁組の推進に関する事

項（６条の４第２号、11条１項２号ヘ・ト、34条の19から34条の21まで）、児童自立

生活援助等の対象者の範囲に関する事項（６条の３第１項、25条の２第１項・２項、

31条４項、33条６項～９項）がある。 

   また、売春防止法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、母子保健法および児童虐待の

防止等に関する法律も一部改正されているが、紙幅の関係で、ここでは省略する。 
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(９) 施行期日等 
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(10) 検討規定等 

  ① 政府は、この法律の施行後速やかに、児童の福祉の増進を図る観点から、特別養

子縁組制度の利用促進の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措

置を講ずるものとすること。（附則２条１項） 

  ② 政府は、この法律の施行後速やかに、要保護児童を適切に保護するための措置に

係る手続における裁判所の関与の在り方について、児童虐待の実態を勘案しつつ検

討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。（附則２条２

項） 

  ③ 政府は、この法律の施行後２年以内に、児相の業務の在り方、要保護児童の通告

の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るた

めの方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする

こと。（附則２条３項） 

  ④ 政府は、①から③までのほか、この法律の施行後５年を目途として、この法律に

よる改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。（附則

２条４項） 

  ⑤ 政府は、この法律の施行後５年を目途として、中核市及び特別区が児相を設置す

ることができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする

こと。（附則３条関係） 

  ⑥ その他、この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めるとともに、関係法律

について所要の改正を行うこと。 

 

 

 5. 地方自治法との関係 
 

 まず、今般の児童福祉法改正は、児童の権利保障として児童福祉の取り組みを位置づけ

るもので、その点に重要な意義を見出すことができ、また、大局的には、児童虐待防止の

観点から積極的な取り組みが認められる。ただ、このような趣旨からすれば、たとえば、

従前と同様に事件の「送致」などの文言（児童福祉法25条の７以下参照）の使用法など再

検討が必要ではないだろうか。この「送致」は異種間の行政機関間において事件を送る場

合に用いられる表現方法であろうが、刑事事件等で用いられる場合が多いためである。 
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 今回の改正で、地方自治・地方自治法との関係に着目すると、児相の強化や市町村との

関係が注目されるところである。 

 児相は、子どもに関わる家庭等からの相談対応、子どもが有する問題やニ－ズ、子ども

の置かれた環境の状況把握、子どもや家庭に対する最も効果的な援助等を主目的として都

道府県、指定都市及び児相設置市に設置される行政機関である（児童福祉法12条１項）。

児相は、住民の権利義務に具体的な影響力を及ぼしうる行政機関として地方自治法156条

１項により設置される。2000年地方自治法改正（地方分権の推進を図るための関係法律の

整備等に関する法律・法律第87号（1999（平成11）.7.16）による改正）前の制度では、

法律の定めるところにより設けなければならない行政機関（旧地方自治法156条４項）と

して別表第５に「児童相談所」が明示されていた。前記改正後も、児相の位置、名称及び

所管区域は条例で定められている。 

 今までの地方分権改革では、義務付け・枠付けの関係で公の施設に関わる人員配置等に

ついて条例で定めるにあたって「参酌基準」、「標準」、「従うべき基準」というものが

登場した。この点からすれば、今回の児相における児童福祉司の配置について「政令で定

める基準を標準」とするなどの立法は従来のものとは異なっている。今後、このような立

法傾向が継続するかなどの動向について継続的な検証が必要であろう。他方、児童心理司

の配置標準について、政令ではなく、児童相談所運営指針によって定め、配置を促すこと

になっている。また、児童心理司と児童福祉司の割合１：２の配置標準も同指針に定めら

れている。まずは人員の着実な配置を図る視点から同指針を用いることとされたとしても、

地方分権改革の流れの中で、このような手法が今後も採用されるか、その評価も含めた検

討が必要となる。 

 本改正では、市町村業務の拡大と同時に、小規模自治体での適正かつ実効的な業務遂行

が可能かも重要な課題である。児相において受理したケースのうち、児相の面接や調査に

基づき、安全面での緊急性がないと考えられるケースであり、子ども及び妊産婦の福祉に

関し、情報を提供すること、相談（専門的な知識及び技術を必要とするものを除く）に応

ずること、調査及び指導（医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定

を必要とする場合を除く）を行うこと、その他の支援（専門的な知識及び技術を必要とす

るものを除く）を行うことを要すると認められるケースは、市町村へ「送致」される。市

町村への財政支援策としては、①児相設置準備等に係る補助職員の配置や②児相の業務を

学ぶ間の代替職員の配置などが国庫負担となる。また、制度・運用面での支援策として、

①児相設置のためのマニュアルの作成や②児童福祉司の任用資格要件の見直しなどが予定
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されている。これらの新たな対応で十分な効果が挙げられるのか、今後の検証が必要とな

ろう。 

 なお、家庭裁判所による都道府県への保護者指導の勧告権限等を盛り込んだ児童福祉法

及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案が第193回国会に2017（平成

29）年３月７日提出された。 

（しもやま けんじ 名古屋大学大学院法学研究科教授） 
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成年後見制度の利用の促進に関する法律 
（平成28年４月15日法律第29号） 

 

 

権   奇 法 

 

 

 はじめに 
 

 高齢化社会の到来と単独世帯の高齢者が増加していることから成年後見制度の利用を促

進する必要性と従来の成年後見制度の問題点や後見人による不正の多発などに対応するた

めの法律（「成年後見制度の利用の促進に関する法律」）が、衆議院内閣委員会提出法案

として提出され成立した。本法案は、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、その基本理念等を定めるとともに、基本理念を具体化するため

の基本方針を定め、またこれに基づく施策を実施するための国及び都道府県並びに市町村

が講ずべき措置を定めたものである。 

 

 

 Ⅰ 法案提出の背景と経緯 
 

1. 背 景 

 成年後見制度は、平成11年の民法改正により、従来の禁治産や準禁治産制度に代わって

導入された制度である。制度導入後、利用者は増加しているものの、これまでの成年後見

制度の利用において幾つかの課題が指摘されていた。すなわち、その利用が成年後見に偏

り、保佐、補助及び任意後見の利用が少ないことの問題点(１)、成年後見人による不正の

                                                                                 

(１) 内閣府・成年後見制度利用促進委員会事務局資料「成年後見制度の現状」（平成28年）資料

によると、平成27年12月末日時点の利用者数については、成年後見が約79.8％、保佐が約

14.5％、補助が約4.6％、任意後見が約1.2％となっている。 
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成年後見制度の利用の促進に関する法律 
（平成28年４月15日法律第29号） 

 

 

権   奇 法 

 

 

 はじめに 
 

 高齢化社会の到来と単独世帯の高齢者が増加していることから成年後見制度の利用を促

進する必要性と従来の成年後見制度の問題点や後見人による不正の多発などに対応するた

めの法律（「成年後見制度の利用の促進に関する法律」）が、衆議院内閣委員会提出法案

として提出され成立した。本法案は、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するため、その基本理念等を定めるとともに、基本理念を具体化するため

の基本方針を定め、またこれに基づく施策を実施するための国及び都道府県並びに市町村

が講ずべき措置を定めたものである。 

 

 

 Ⅰ 法案提出の背景と経緯 
 

1. 背 景 

 成年後見制度は、平成11年の民法改正により、従来の禁治産や準禁治産制度に代わって

導入された制度である。制度導入後、利用者は増加しているものの、これまでの成年後見

制度の利用において幾つかの課題が指摘されていた。すなわち、その利用が成年後見に偏

り、保佐、補助及び任意後見の利用が少ないことの問題点(１)、成年後見人による不正の

                                                                                 

(１) 内閣府・成年後見制度利用促進委員会事務局資料「成年後見制度の現状」（平成28年）資料

によると、平成27年12月末日時点の利用者数については、成年後見が約79.8％、保佐が約

14.5％、補助が約4.6％、任意後見が約1.2％となっている。 
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多発(２)、成年後見人と本人の関係において依然として親族の割合が高いこと(３)、被成年

後見人の自己決定権の尊重問題、成年後見人等を支援する体制が十分に整備されていない

中で家庭裁判所の対応だけでは福祉的な観点から本人の最善の利益を図ることが困難であ

ること、などである。 

 このような状況に対応するためには民法の改正を通じた成年後見制度そのものの抜本的

な見直しが必要であるとする指摘がなされていた。特に、本法案の出発点と言われるのが、

平成22年、日本成年後見法学会が中心となり横浜で開催された成年後見法世界学会で提案

された「横浜宣言」である。同宣言では、成年後見法の改正とその運用の改善、公的支援

システムの創設、新たな成年後見制度の可能性について提言を行っており、その内容は本

法案に反映されているものもあり、立案・審議過程において議論されているものがほとん

どである(４)。 

 また、今後、高齢化に伴い認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者が増加することが見

込まれる中(５)、成年後見制度の利用の必要性が高まり、何らかの形での対応に迫られて

いることも重要な背景の一つであった。 

 

2. 経 緯 

 本法案は、公明党を中心に法律案が起案され、平成28年３月23日、衆議院内閣委員会に

おいて、同委員会提出法案として可決されたものである。その後、同月24日に衆議院本会

                                                                                 

(２) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等による不正報告件数・被害額は、平成26年までは

増加傾向にあり831件（被害額56億７千万円）であったが、平成27年度は減少し521件（被害額

29億７千万円）であった。 

(３) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等と本人の関係は、親族（配偶者、親、子、兄弟姉

妹その他四親等以内の親族）が成年後見人等に選任されたものが全体の約29.9％、親族以外の

第三者が選任された者が全体の約70.1％となっている。 

(４) 横浜宣言に関しては、新井誠「成年後見制度の現状と課題」法律のひろば70巻２号（ぎょう

せい、平成29年２月）４～13頁参照。 

(５) 厚生労働省資料「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさし

い地域づくりに向けて～」（平成27年）によると、認知症の人の数は、2012（平成24）年で約

462万人、65歳以上高齢者の約７人に１人と推計されている。いわゆる認知症予備群といわれ

る推計約400万人と合わせると、65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群

とも言われている。また、この数は高齢化の進展に伴い2025（平成37）年には認知症の人は約

700万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は、現状の約７人に１人から約５人に１人

に上昇する見込みとされている。 
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議で可決された後、４月５日に参議院内閣委員会、同月６日に参議院本会議において可決

された。なお、参議院の審議において形式的な部分の修正(６)が行われたため、衆議院に

回付され、衆議院の同意を経て平成28年４月８日、「成年後見制度の利用の促進に関する

法律」（平成28年法律第29号、以下「利用促進法」）が成立した。 

 利用促進法とセットとして、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件

手続法の一部を改正する法律」（平成28年法律第27号）が成立した。この法律は、従来か

ら、成年後見人が同居の親族以外の者である場合、成年被後見人に宛てた郵便物などの内

容を適切に把握することができず、適切な財産管理に支障をきたすおそれがあること、成

年被後見人の死亡後も相続財産の保存などに事務を行う必要がある場合があることなど、

成年後見の事務を円滑に遂行できない問題点が指摘されていたことから、これらの問題点

を解消するための法律として、自民党を中心に起案され成立したものである。 

 以下では、「利用促進法」を対象に、法律の内容を概観し、国会審議過程における議論

の内容、法律成立後の動き、地方公共団体への影響などを検討することとする。 

 

 

 Ⅱ 法律案の概要 

 

1. 提出理由 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常

生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、

かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段で

あるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進について、その

基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を設置する等の措置を講ずるも

のである。（参議院内閣委員会における趣旨説明、第190回国会内閣委員会（参議院）第

８号） 

                                                                                 

(６) これは利用促進法の施行が内閣の重要政策に関する総合調整等の一部を改正する法律（平成

27年法律第66号）の施行（平成28年４月１日）後になることとの整合性を図る内容である。 
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多発(２)、成年後見人と本人の関係において依然として親族の割合が高いこと(３)、被成年

後見人の自己決定権の尊重問題、成年後見人等を支援する体制が十分に整備されていない

中で家庭裁判所の対応だけでは福祉的な観点から本人の最善の利益を図ることが困難であ

ること、などである。 

 このような状況に対応するためには民法の改正を通じた成年後見制度そのものの抜本的

な見直しが必要であるとする指摘がなされていた。特に、本法案の出発点と言われるのが、

平成22年、日本成年後見法学会が中心となり横浜で開催された成年後見法世界学会で提案

された「横浜宣言」である。同宣言では、成年後見法の改正とその運用の改善、公的支援

システムの創設、新たな成年後見制度の可能性について提言を行っており、その内容は本

法案に反映されているものもあり、立案・審議過程において議論されているものがほとん

どである(４)。 

 また、今後、高齢化に伴い認知症高齢者の増加や単独世帯の高齢者が増加することが見

込まれる中(５)、成年後見制度の利用の必要性が高まり、何らかの形での対応に迫られて

いることも重要な背景の一つであった。 

 

2. 経 緯 

 本法案は、公明党を中心に法律案が起案され、平成28年３月23日、衆議院内閣委員会に

おいて、同委員会提出法案として可決されたものである。その後、同月24日に衆議院本会

                                                                                 

(２) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等による不正報告件数・被害額は、平成26年までは

増加傾向にあり831件（被害額56億７千万円）であったが、平成27年度は減少し521件（被害額

29億７千万円）であった。 

(３) 注(１)内閣府資料によると、成年後見人等と本人の関係は、親族（配偶者、親、子、兄弟姉

妹その他四親等以内の親族）が成年後見人等に選任されたものが全体の約29.9％、親族以外の

第三者が選任された者が全体の約70.1％となっている。 

(４) 横浜宣言に関しては、新井誠「成年後見制度の現状と課題」法律のひろば70巻２号（ぎょう

せい、平成29年２月）４～13頁参照。 

(５) 厚生労働省資料「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさし

い地域づくりに向けて～」（平成27年）によると、認知症の人の数は、2012（平成24）年で約

462万人、65歳以上高齢者の約７人に１人と推計されている。いわゆる認知症予備群といわれ

る推計約400万人と合わせると、65歳以上高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群

とも言われている。また、この数は高齢化の進展に伴い2025（平成37）年には認知症の人は約

700万人前後になり、65歳以上高齢者に対する割合は、現状の約７人に１人から約５人に１人

に上昇する見込みとされている。 
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議で可決された後、４月５日に参議院内閣委員会、同月６日に参議院本会議において可決

された。なお、参議院の審議において形式的な部分の修正(６)が行われたため、衆議院に

回付され、衆議院の同意を経て平成28年４月８日、「成年後見制度の利用の促進に関する

法律」（平成28年法律第29号、以下「利用促進法」）が成立した。 

 利用促進法とセットとして、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件

手続法の一部を改正する法律」（平成28年法律第27号）が成立した。この法律は、従来か

ら、成年後見人が同居の親族以外の者である場合、成年被後見人に宛てた郵便物などの内

容を適切に把握することができず、適切な財産管理に支障をきたすおそれがあること、成

年被後見人の死亡後も相続財産の保存などに事務を行う必要がある場合があることなど、

成年後見の事務を円滑に遂行できない問題点が指摘されていたことから、これらの問題点

を解消するための法律として、自民党を中心に起案され成立したものである。 

 以下では、「利用促進法」を対象に、法律の内容を概観し、国会審議過程における議論

の内容、法律成立後の動き、地方公共団体への影響などを検討することとする。 

 

 

 Ⅱ 法律案の概要 

 

1. 提出理由 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は日常

生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、

かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要な手段で

あるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利用の促進について、その

基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を設置する等の措置を講ずるも

のである。（参議院内閣委員会における趣旨説明、第190回国会内閣委員会（参議院）第

８号） 

                                                                                 

(６) これは利用促進法の施行が内閣の重要政策に関する総合調整等の一部を改正する法律（平成

27年法律第66号）の施行（平成28年４月１日）後になることとの整合性を図る内容である。 
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2. 主な内容 

(１) 目的（１条） 

   認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生

活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ

り、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要

な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針そ

の他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制

度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。 

 

(２) 基本理念（３条） 

  ① 成年後見制度の理念の尊重  

    成年後見制度の利用の促進は、 

   ア．成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する

個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと（＝ノーマライゼーション） 

   イ．成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等

の自発的意思が尊重されるべきこと（＝自己決定権の尊重） 

   ウ．成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと

（＝身上の保護の重視） 

   等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 

    成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握する

こと、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成

年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に

対応することを旨として行われるものとする。 

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備  

    成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、

総務省その他の関係行政機関）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適
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切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を

適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるもの

とする。 

 

(３) 国と地方公共団体の責務 

  ● 国は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。（４条）  

  ● 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に

関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。（５条）  

  ● 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事

業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密

な連携の確保に努めるものとする。（８条１項） 

  ● 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特

に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部

局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものと

する。（８条２項） 

 

(４) 基本方針（11条） 

   成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保

護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策と

の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるとされている。 

  ① 成年後見制度の理念の尊重に係る基本方針  

    ● 成年後見制度の三類型が適切に選択されるための方策の検討 

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応

を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の

利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。  

    ● 権利制限に係る制度の見直し 

     成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に

差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度につ
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2. 主な内容 

(１) 目的（１条） 

   認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生

活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であ

り、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支える重要

な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び基本方針そ

の他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制

度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策

を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。 

 

(２) 基本理念（３条） 

  ① 成年後見制度の理念の尊重  

    成年後見制度の利用の促進は、 

   ア．成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有する

個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと（＝ノーマライゼーション） 

   イ．成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人等

の自発的意思が尊重されるべきこと（＝自己決定権の尊重） 

   ウ．成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと

（＝身上の保護の重視） 

   等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする。 

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進 

    成年後見制度の利用の促進は、成年後見制度の利用に係る需要を適切に把握する

こと、市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図ることを通じて成

年後見人等となる人材を十分に確保すること等により、地域における需要に的確に

対応することを旨として行われるものとする。 

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備  

    成年後見制度の利用の促進は、家庭裁判所、関係行政機関（法務省、厚生労働省、

総務省その他の関係行政機関）、地方公共団体、民間の団体等の相互の協力及び適
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切な役割分担の下に、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の権利利益を

適切かつ確実に保護するために必要な体制を整備することを旨として行われるもの

とする。 

 

(３) 国と地方公共団体の責務 

  ● 国は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的に策

定し、及び実施する責務を有する。（４条）  

  ● 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策に

関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策

を策定し、及び実施する責務を有する。（５条）  

  ● 国及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等実施機関及び成年後見関連事

業者は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、相互の緊密

な連携の確保に努めるものとする。（８条１項） 

  ● 地方公共団体は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の実施に当たっては、特

に、その地方公共団体の区域を管轄する家庭裁判所及び関係行政機関の地方支分部

局並びにその地方公共団体の区域に所在する成年後見人等、成年後見等実施機関及

び成年後見関連事業者その他の関係者との適切な連携を図るよう、留意するものと

する。（８条２項） 

 

(４) 基本方針（11条） 

   成年後見制度の利用の促進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保

護に関する国際的動向を踏まえるとともに、高齢者、障害者等の福祉に関する施策と

の有機的な連携を図りつつ、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるとされている。 

  ① 成年後見制度の理念の尊重に係る基本方針  

    ● 成年後見制度の三類型が適切に選択されるための方策の検討 

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力に応じたきめ細かな対応

を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない保佐及び補助の制度の

利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置を講ずること。  

    ● 権利制限に係る制度の見直し 

     成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に

差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度につ
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いて検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困

難なものの支援  

     成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが

困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在

り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ず

ること。  

    ● 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の事務の範囲の見直し  

     成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等

の事務の範囲について検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 任意後見制度の積極的な活用  

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点か

ら、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見

制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措

置を講ずること。  

    ● 国民に対する周知等  

     成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその

利用を必要とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び

啓発のために必要な措置を講ずること。  

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進に係る基本方針  

    ● 地域住民の需要に応じた利用の促進  

     成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域におけ

る成年後見制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、

相談の実施及び助言、市町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の

請求の積極的な活用その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 地域において成年後見人等となる人材の確保  

     地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその

候補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、

成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に

対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。  

    ● 成年後見等実施機関の活動に対する支援  
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     成年後見人等又はその候補者の育成及び支援等を行う成年後見等実施機関の育

成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるため

の仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のために必要な

措置を講ずること。  

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備に係る基本方針  

    ● 関係機関等における体制の充実強化  

     成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言そ

の他の支援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共

団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 関係機関等の相互の緊密な連携の確保  

     家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等

実施機関及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見

制度の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を講ずること。  

 

(５) 成年後見制度利用促進基本計画（12条） 

   政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、ア. 成年後見制度の利用の促進に関する目標、イ. 成年後見制度の利用の促進

に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、ウ. そのほか、成年後見制度の利

用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める、成

年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（「成年後見制度利用促進基本計画」）

を定めなければならない。  

   成年後見制度利用促進基本計画の策定には閣議決定が必要となり公表が義務付けら

れている。 

  →成年後見制度利用促進計画（平成29年３月24日閣議決定） 

 

(６) 成年後見制度利用促進会議（13条・14条） 

   内閣府に、特別の機関として、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成する

こと、イ. 成年後見制度の利用の促進に関する施策について必要な関係行政機関相互

の調整をすること、ウ. そのほか、成年後見制度の利用の促進に関する基本的事項の

企画に関して審議するとともに、成年後見制度の利用を促進するための施策の実施を

推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視することを任務とする、
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いて検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが困

難なものの支援  

     成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思を決定することが

困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにするための支援の在

り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要な措置を講ず

ること。  

    ● 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の事務の範囲の見直し  

     成年被後見人等の死亡後における事務が適切に処理されるよう、成年後見人等

の事務の範囲について検討を加え、必要な見直しを行うこと。  

    ● 任意後見制度の積極的な活用  

     成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思を尊重する観点か

ら、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検証し、任意後見

制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その他の必要な措

置を講ずること。  

    ● 国民に対する周知等  

     成年後見制度に関し国民の関心と理解を深めるとともに、成年後見制度がその

利用を必要とする者に十分に利用されるようにするため、国民に対する周知及び

啓発のために必要な措置を講ずること。  

  ② 地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進に係る基本方針  

    ● 地域住民の需要に応じた利用の促進  

     成年後見制度の利用に係る地域住民の需要に的確に対応するため、地域におけ

る成年後見制度の利用に係る需要の把握、地域住民に対する必要な情報の提供、

相談の実施及び助言、市町村長による後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の

請求の積極的な活用その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 地域において成年後見人等となる人材の確保  

     地域において成年後見人等となる人材を確保するため、成年後見人等又はその

候補者に対する研修の機会の確保並びに必要な情報の提供、相談の実施及び助言、

成年後見人等に対する報酬の支払の助成その他の成年後見人等又はその候補者に

対する支援の充実を図るために必要な措置を講ずること。  

    ● 成年後見等実施機関の活動に対する支援  

 

－ 7 － 

 

     成年後見人等又はその候補者の育成及び支援等を行う成年後見等実施機関の育

成、成年後見制度の利用において成年後見等実施機関が積極的に活用されるため

の仕組みの整備その他の成年後見等実施機関の活動に対する支援のために必要な

措置を講ずること。  

  ③ 成年後見制度の利用に関する体制の整備に係る基本方針  

    ● 関係機関等における体制の充実強化  

     成年後見人等の事務の監督並びに成年後見人等に対する相談の実施及び助言そ

の他の支援に係る機能を強化するため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共

団体における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を講ずること。  

    ● 関係機関等の相互の緊密な連携の確保  

     家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体並びに成年後見人等、成年後見等

実施機関及び成年後見関連事業者の相互の緊密な連携を確保するため、成年後見

制度の利用に関する指針の策定その他の必要な措置を講ずること。  

 

(５) 成年後見制度利用促進基本計画（12条） 

   政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、ア. 成年後見制度の利用の促進に関する目標、イ. 成年後見制度の利用の促進

に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策、ウ. そのほか、成年後見制度の利

用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める、成

年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画（「成年後見制度利用促進基本計画」）

を定めなければならない。  

   成年後見制度利用促進基本計画の策定には閣議決定が必要となり公表が義務付けら

れている。 

  →成年後見制度利用促進計画（平成29年３月24日閣議決定） 

 

(６) 成年後見制度利用促進会議（13条・14条） 

   内閣府に、特別の機関として、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成する

こと、イ. 成年後見制度の利用の促進に関する施策について必要な関係行政機関相互

の調整をすること、ウ. そのほか、成年後見制度の利用の促進に関する基本的事項の

企画に関して審議するとともに、成年後見制度の利用を促進するための施策の実施を

推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視することを任務とする、

－ 189 －
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成年後見制度利用促進会議を設置する。  

   会議の会長は内閣総理大臣であり、内閣官房長官、特命担当大臣のうちから内閣総

理大臣が指定する者、法務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、そのほか、関係行政機関

の長のうちから内閣総理大臣が指定する者で構成される。 

   会議は、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成しようとするとき、イ. 成

年後見制度の利用を促進するための施策の検証、評価及び監視について、それらの結

果の取りまとめを行おうとするときは、成年後見制度利用促進委員会の意見を聴かな

ければならない。 

  →成年後見制度利用促進会議令（平成28年５月９日政令第215号） 

 

(７) 成年後見制度利用促進委員会（15条～22条） 

   内閣府に、内閣総理大臣が任命する委員十人以内で組織され、ア. 成年後見制度の

利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項、イ. 成年後見制度の利用の促進

を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議し、

必要と認められる事項を内閣総理大臣又は関係各大臣に建議することを任務とする、

成年後見制度利用促進委員会を設置する。  

   委員会には、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。  

  →成年後見制度利用促進委員会令（平成28年５月９日政令第216号） 

 

  ＊ なお、この成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会は、利用

促進法施行の日から起算して２年以内で政令で定める日をもって廃止するとともに、

内閣府に新たに成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を

設置し、厚生労働省が庶務を担当することとなっている。（附則１条但し書、附則

３条及び附則５条） 

 

(８) 地方公共団体の講ずる措置  

  ① 市町村の講ずる措置（23条） 

    市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努
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めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。  

    また、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な

事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会

その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

  ② 都道府県の講ずる措置（24条） 

    都道府県は、市町村が講ずる上記の措置を推進するため、各市町村の区域を超え

た広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を

行うよう努めるものとする。  

 

 

 Ⅲ 国会における法案審議 

 

1. 審議経過 

 
審議した院／会議 開催日 内 容 

衆議院／内閣委員会 平成28年３月23日 法律案起草、賛成多数 

衆議院／委員会  審査省略 

衆議院／本会議 平成28年３月24日 可決、賛成多数 

参議院／内閣委員会 平成28年３月31日 趣旨説明 

参議院／内閣委員会 平成28年４月５日 修正・可決、賛成多数 

参議院／本会議 平成28年４月６日 修正・可決／衆議院回付、賛成多数 

衆議院／本会議 平成28年４月８日 同意、賛成多数 

平成28年法律第29号、同年４月15日公布、同年５月13日施行 

 

2. 提案理由（平成28年３月31日、第190回国会参議院内閣委員会 第７号） 

 
 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は

日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課

題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支え

る重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制

－ 190 －
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成年後見制度利用促進会議を設置する。  

   会議の会長は内閣総理大臣であり、内閣官房長官、特命担当大臣のうちから内閣総

理大臣が指定する者、法務大臣、厚生労働大臣、総務大臣、そのほか、関係行政機関

の長のうちから内閣総理大臣が指定する者で構成される。 

   会議は、ア. 成年後見制度利用促進基本計画の案を作成しようとするとき、イ. 成

年後見制度の利用を促進するための施策の検証、評価及び監視について、それらの結

果の取りまとめを行おうとするときは、成年後見制度利用促進委員会の意見を聴かな

ければならない。 

  →成年後見制度利用促進会議令（平成28年５月９日政令第215号） 

 

(７) 成年後見制度利用促進委員会（15条～22条） 

   内閣府に、内閣総理大臣が任命する委員十人以内で組織され、ア. 成年後見制度の

利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項、イ. 成年後見制度の利用の促進

を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策に関する重要事項を調査審議し、

必要と認められる事項を内閣総理大臣又は関係各大臣に建議することを任務とする、

成年後見制度利用促進委員会を設置する。  

   委員会には、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、報告を求めることができるほか、資料の提出、意見の開陳、説明その

他必要な協力を求めることができる。  

  →成年後見制度利用促進委員会令（平成28年５月９日政令第216号） 

 

  ＊ なお、この成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会は、利用

促進法施行の日から起算して２年以内で政令で定める日をもって廃止するとともに、

内閣府に新たに成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を

設置し、厚生労働省が庶務を担当することとなっている。（附則１条但し書、附則

３条及び附則５条） 

 

(８) 地方公共団体の講ずる措置  

  ① 市町村の講ずる措置（23条） 

    市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域におけ

る成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努
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めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。  

    また、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な

事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会

その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。  

  ② 都道府県の講ずる措置（24条） 

    都道府県は、市町村が講ずる上記の措置を推進するため、各市町村の区域を超え

た広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を

行うよう努めるものとする。  

 

 

 Ⅲ 国会における法案審議 

 

1. 審議経過 

 
審議した院／会議 開催日 内 容 

衆議院／内閣委員会 平成28年３月23日 法律案起草、賛成多数 

衆議院／委員会  審査省略 

衆議院／本会議 平成28年３月24日 可決、賛成多数 

参議院／内閣委員会 平成28年３月31日 趣旨説明 

参議院／内閣委員会 平成28年４月５日 修正・可決、賛成多数 

参議院／本会議 平成28年４月６日 修正・可決／衆議院回付、賛成多数 

衆議院／本会議 平成28年４月８日 同意、賛成多数 

平成28年法律第29号、同年４月15日公布、同年５月13日施行 

 

2. 提案理由（平成28年３月31日、第190回国会参議院内閣委員会 第７号） 

 
 

 本案は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理又は

日常生活等に支障がある者を社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課

題であり、かつ、共生社会の実現に資すること及び成年後見制度がこれらの者を支え

る重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていないことに鑑み、成年後見制

－ 191 －
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度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を

設置する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、基本理念として、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるととも

に、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと等の成年後見制度の理念の尊

重、地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進及び成年後見制度の利用に関す

る体制の整備について定めるとともに、これらの理念の下、施策を推進するに当たっ

ての基本方針を定めることとしております。 

 第二に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な措置を速やかに講じ

なければならないこととしております。 

 第三に、政府は、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画を定めなければ

ならないこととしております。 

 第四に、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議及び有識

者で組織する成年後見制度利用促進委員会を置くこととしております。これらは、こ

の法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関

で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設ける

こととしております。 

 
 

 

3. 質疑応答内容 

 利用促進法は、衆議院内閣委員会において法案が起草され内閣委員長提出法案となって

いることから、衆議院においては、法案起草が議題となった平成28年３月23日内閣委員会

を除いては委員会に付託されることなく、本会議での可決となった。 

 衆参両院の審議において、主に取り上げられた内容は障害者の自己決定権の尊重を定め

る障害者権利条約12条との整合性の問題や成年後見人による不正の防止などの観点からの

質疑応答が殆どであった。 
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(１) 衆議院における審議 

  第190回衆議院内閣委員会 第８号（平成28年３月23日） 

  【質 疑】 

  ○島津委員 障害者権利条約は、個人の自律の尊厳を基本原則として掲げて、その第

十二条で、障害者が生活のあらゆる場面において他の者と平等に法的権利を享有す

ること、締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用

するための適切な措置をとることとしている。これは、精神上の障害があることを

もって一律に行為能力を制限することを否定し、みずから意思を決定することがで

きるよう、必要な支援を可能な限り尽くすことを国や地方自治体、支援にかかわる

全ての人々に求めたものと言える。これはまた、世界的な流れにもなっている。こ

の条約の立場に立って、現行の成年後見制度自体の見直し、改革が求められるべき

ではないか。 

  ○大口委員 今回の法案は、現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を

促進することを目的とするものであり、第三条の一項において、基本理念の内容と

して、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有す

る個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人

等の自発的意思が尊重されるべきことを規定している。 

    また、第十一条の柱書きにおいては、基本的方針として、成年後見制度の利用促

進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を

踏まえ推進されるものと定めている。 

    このように、本法案は、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿っ

たものとしようとしているものである。 

    また、第十一条の二号においては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後

見人等であることを理由に不当な差別をされないよう、成年被後見人等の権利に係

る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことも定め

ており、約二百を超える権利制限、欠格事項についてもしっかり検討していくとい

う内容である。 

  ○島津委員 この法律は、あくまで現行の成年後見制度を前提にその利用の促進を図

るものであって、現行の成年後見制度の見直しを行うものではない。今の制度でど

んな問題が起きているのか。利用件数の大半を占める成年後見類型では、判断能力

－ 192 －
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度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、成年後見制度の利

用の促進について、その基本理念等を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議を

設置する等の措置を講ずるもので、その主な内容は、次のとおりであります。 

 第一に、基本理念として、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるととも

に、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと等の成年後見制度の理念の尊

重、地域の需要に対応した成年後見制度の利用の促進及び成年後見制度の利用に関す

る体制の整備について定めるとともに、これらの理念の下、施策を推進するに当たっ

ての基本方針を定めることとしております。 

 第二に、政府は、基本方針に基づく施策を実施するため必要な措置を速やかに講じ

なければならないこととしております。 

 第三に、政府は、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画を定めなければ

ならないこととしております。 

 第四に、内閣府に、内閣総理大臣を会長とする成年後見制度利用促進会議及び有識

者で組織する成年後見制度利用促進委員会を置くこととしております。これらは、こ

の法律の施行後二年以内の政令で定める日に廃止するとともに、新たに関係行政機関

で組織する成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議を設ける

こととしております。 

 
 

 

3. 質疑応答内容 

 利用促進法は、衆議院内閣委員会において法案が起草され内閣委員長提出法案となって

いることから、衆議院においては、法案起草が議題となった平成28年３月23日内閣委員会

を除いては委員会に付託されることなく、本会議での可決となった。 

 衆参両院の審議において、主に取り上げられた内容は障害者の自己決定権の尊重を定め

る障害者権利条約12条との整合性の問題や成年後見人による不正の防止などの観点からの

質疑応答が殆どであった。 
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(１) 衆議院における審議 

  第190回衆議院内閣委員会 第８号（平成28年３月23日） 

  【質 疑】 

  ○島津委員 障害者権利条約は、個人の自律の尊厳を基本原則として掲げて、その第

十二条で、障害者が生活のあらゆる場面において他の者と平等に法的権利を享有す

ること、締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用

するための適切な措置をとることとしている。これは、精神上の障害があることを

もって一律に行為能力を制限することを否定し、みずから意思を決定することがで

きるよう、必要な支援を可能な限り尽くすことを国や地方自治体、支援にかかわる

全ての人々に求めたものと言える。これはまた、世界的な流れにもなっている。こ

の条約の立場に立って、現行の成年後見制度自体の見直し、改革が求められるべき

ではないか。 

  ○大口委員 今回の法案は、現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を

促進することを目的とするものであり、第三条の一項において、基本理念の内容と

して、成年被後見人等が、成年被後見人等でない者と等しく、基本的人権を享有す

る個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されるべき

こと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見人

等の自発的意思が尊重されるべきことを規定している。 

    また、第十一条の柱書きにおいては、基本的方針として、成年後見制度の利用促

進に関する施策は、成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を

踏まえ推進されるものと定めている。 

    このように、本法案は、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿っ

たものとしようとしているものである。 

    また、第十一条の二号においては、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後

見人等であることを理由に不当な差別をされないよう、成年被後見人等の権利に係

る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことも定め

ており、約二百を超える権利制限、欠格事項についてもしっかり検討していくとい

う内容である。 

  ○島津委員 この法律は、あくまで現行の成年後見制度を前提にその利用の促進を図

るものであって、現行の成年後見制度の見直しを行うものではない。今の制度でど

んな問題が起きているのか。利用件数の大半を占める成年後見類型では、判断能力

－ 193 －
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について、自己の財産を管理、処分することができないと診断されると、法律行為

の全てに代理、代行権限、同意、取消権が与えられる。しかも、これは、その人の

障害が回復しない限りいわば死ぬまで継続される、途中で見直しの機会も与えられ

ない。成年後見制度の累積利用件数はウナギ登りにふえているが、こうした仕組み

が大きな原因ともなっている。そういう中で起きているのが、後見監督等の事務の

増大であり、不正行為の発生である。家庭裁判所による後見監督件数はどうなって

いるのか。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年の一月から十二月までの一年間に、後見

等監督処分事件として家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた

件数は九万三千六百五十八件となっている。また、成年後見人等が弁護士等の専門

職である場合には、おおむね一年に一回、後見人等から家庭裁判所に対して後見人

としての報酬を決めるよう申し立てがされるが、その際、後見人等から後見事務に

ついても報告を受けるので、後見人等の報酬付与申し立て事件も実質的には後見等

監督の機能を有している。平成二十六年一月から十二月までの後見人等の報酬付与

申し立て事件数は七万六千四百二十件となっている。この二つを合わせると、平成

二十六年一月から十二月までの一年間に家庭裁判所が実質的に後見等監督を行った

件数は十七万七十八件である。 

  ○島津委員 年間の申し立て件数が三万件を超えている、累積する監督件数などに家

裁の体制が追いついていないのが現状。法案は、基本方針で必要な人的体制の整備

をうたっているが、最高裁は、政府が一体となって進めている定員合理化への協力

の名のもとに、裁判所職員を減らし続けている。現場の忙しさと長時間勤務を強い

られている中で、書記官のメンタルヘルスによる休職もふえている。家裁は体制が

とれていない、そういうもとで、法案の実効性に甚だ疑問がある。 

  ○大口委員 提案者としては、後見人の事務の監督を実効的に行うことを含め、今後、

成年後見制度の利用を促進するためには、裁判所の職員の数を含む人的体制を整備

することが非常に重要であると考えている。 

  ○島津委員 後見人による被後見人の財産の横領、着服が社会問題化しているが、二

〇一四年度のその件数、被害額を聞きたい。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年一月から十二月までの一年間に、不正が

発覚し、対応を終えたということで全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受け

た成年後見人等の不正件数は八百三十一件、被害総額は約五十六億七千万円となっ
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ている。 

  ○島津委員 うち二十二件、五億六千万円は弁護士等の専門職によるもの。こうした

状況のもとで成年後見制度の利用の促進を図るとなれば、一層、こうした被害もな

くならないし、問題は大きくなってしまう。利用促進を急ぐのではなくて、障害者

権利条約の精神のもとに成年後見制度のあり方そのものをじっくり検討、吟味する

ことが今求められているのだと思う。最初にも質問しましたけれども、やはり民法

そのものをこの機会に見直し、改革が必要ではないか。 

  ○大口委員 もちろん不祥事もあるが、ただ、専門職以外の親族等の不祥事の方がは

るかに大きいし、隠れた被害が相当ある。やはりそういう不正を行った場合は資格

を剥奪されるということが、専門職の後見人というのは大事である。今回の法案は、

現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を促進することを目的とする

ものであるが、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿ったものにし

ようとする規定を随所に設けている。意思決定の支援等について今後の議論の方向

性を明らかにする規定であり、その重要性を理解いただきたい。 

  【裁 決】 

   賛成多数で可決 

 

(２) 参議院における審議 

  第190回国会参議院内閣委員会 第８号（平成28年４月５日） 

  【質 疑】 

  ○相原久美子君 法案作成過程において、制度を利用する側、そして支援団体などの

意見を十分に聞かれたのかどうか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 昨年の八月の二十一日、十四の障害者の団体の意見を

聴いた。根幹部分での反対意見はなく、その中で、障害者権利条約をしっかり踏ま

えて本人の意思の尊重をしっかりしていただきたいという強い要望があり、この障

害者権利条約の精神を法案に盛り込んだつもりである。 

  ○相原久美子君 本人に代行して意思決定をする制度の利用促進ではなくて、本人の

意思決定能力を最大限尊重し、それを支援する制度に改めていかなければならない

のではないか。国連の障害者権利条約、権利委員会でもこの点かなり強く言われて

いるのではないか。基本的人権条項の第十一条、国際的動向条項、それから自発的

意思の尊重条項に、今回の法律にも規定されていると思うが、そういう人権を尊重
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について、自己の財産を管理、処分することができないと診断されると、法律行為

の全てに代理、代行権限、同意、取消権が与えられる。しかも、これは、その人の

障害が回復しない限りいわば死ぬまで継続される、途中で見直しの機会も与えられ

ない。成年後見制度の累積利用件数はウナギ登りにふえているが、こうした仕組み

が大きな原因ともなっている。そういう中で起きているのが、後見監督等の事務の

増大であり、不正行為の発生である。家庭裁判所による後見監督件数はどうなって

いるのか。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年の一月から十二月までの一年間に、後見

等監督処分事件として家庭裁判所が成年後見人等に対して後見事務の報告を求めた

件数は九万三千六百五十八件となっている。また、成年後見人等が弁護士等の専門

職である場合には、おおむね一年に一回、後見人等から家庭裁判所に対して後見人

としての報酬を決めるよう申し立てがされるが、その際、後見人等から後見事務に

ついても報告を受けるので、後見人等の報酬付与申し立て事件も実質的には後見等

監督の機能を有している。平成二十六年一月から十二月までの後見人等の報酬付与

申し立て事件数は七万六千四百二十件となっている。この二つを合わせると、平成

二十六年一月から十二月までの一年間に家庭裁判所が実質的に後見等監督を行った

件数は十七万七十八件である。 

  ○島津委員 年間の申し立て件数が三万件を超えている、累積する監督件数などに家

裁の体制が追いついていないのが現状。法案は、基本方針で必要な人的体制の整備

をうたっているが、最高裁は、政府が一体となって進めている定員合理化への協力

の名のもとに、裁判所職員を減らし続けている。現場の忙しさと長時間勤務を強い

られている中で、書記官のメンタルヘルスによる休職もふえている。家裁は体制が

とれていない、そういうもとで、法案の実効性に甚だ疑問がある。 

  ○大口委員 提案者としては、後見人の事務の監督を実効的に行うことを含め、今後、

成年後見制度の利用を促進するためには、裁判所の職員の数を含む人的体制を整備

することが非常に重要であると考えている。 

  ○島津委員 後見人による被後見人の財産の横領、着服が社会問題化しているが、二

〇一四年度のその件数、被害額を聞きたい。 

  ○村田最高裁判所長官代理者 平成二十六年一月から十二月までの一年間に、不正が

発覚し、対応を終えたということで全国の家庭裁判所から最高裁判所が報告を受け

た成年後見人等の不正件数は八百三十一件、被害総額は約五十六億七千万円となっ
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ている。 

  ○島津委員 うち二十二件、五億六千万円は弁護士等の専門職によるもの。こうした

状況のもとで成年後見制度の利用の促進を図るとなれば、一層、こうした被害もな

くならないし、問題は大きくなってしまう。利用促進を急ぐのではなくて、障害者

権利条約の精神のもとに成年後見制度のあり方そのものをじっくり検討、吟味する

ことが今求められているのだと思う。最初にも質問しましたけれども、やはり民法

そのものをこの機会に見直し、改革が必要ではないか。 

  ○大口委員 もちろん不祥事もあるが、ただ、専門職以外の親族等の不祥事の方がは

るかに大きいし、隠れた被害が相当ある。やはりそういう不正を行った場合は資格

を剥奪されるということが、専門職の後見人というのは大事である。今回の法案は、

現行の成年後見制度を踏まえつつ成年後見制度の利用を促進することを目的とする

ものであるが、成年後見制度の運用を障害者権利条約の趣旨により沿ったものにし

ようとする規定を随所に設けている。意思決定の支援等について今後の議論の方向

性を明らかにする規定であり、その重要性を理解いただきたい。 

  【裁 決】 

   賛成多数で可決 

 

(２) 参議院における審議 

  第190回国会参議院内閣委員会 第８号（平成28年４月５日） 

  【質 疑】 

  ○相原久美子君 法案作成過程において、制度を利用する側、そして支援団体などの

意見を十分に聞かれたのかどうか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 昨年の八月の二十一日、十四の障害者の団体の意見を

聴いた。根幹部分での反対意見はなく、その中で、障害者権利条約をしっかり踏ま

えて本人の意思の尊重をしっかりしていただきたいという強い要望があり、この障

害者権利条約の精神を法案に盛り込んだつもりである。 

  ○相原久美子君 本人に代行して意思決定をする制度の利用促進ではなくて、本人の

意思決定能力を最大限尊重し、それを支援する制度に改めていかなければならない

のではないか。国連の障害者権利条約、権利委員会でもこの点かなり強く言われて

いるのではないか。基本的人権条項の第十一条、国際的動向条項、それから自発的

意思の尊重条項に、今回の法律にも規定されていると思うが、そういう人権を尊重
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していく、人としての尊厳を尊重していくという基本に立っているのか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） この法の第十一条の二号に、成年被後見人の人権が尊

重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見

人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを

行うと、定めている。二百以上、一律に資格制限とかあるいは権利の制限の規定が

あるが、こういうものを全て見直していこうということである。 

    第三条に、成年後見制度の利用促進は、成年被後見人が成年被後見人でない者と

等しく基本的人権を有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われる

とともに、成年被後見人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等

の財産の管理のみならず身上の保護が適切に行われるべきこと等の成年後見制度の

理念を踏まえて行われるものとすると定めている。  

    また、第十一条の柱書きにおいては、成年後見制度の利用促進に関する施策は、

成年後見制度の利用者の権利利益の保護に関する国際的動向を踏まえ推進されるも

のとする。 

    そして、基本方針として、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の能力

に応じたきめ細かな対応を可能とする観点から、成年後見制度のうち利用が少ない

保佐及び補助の制度の利用を促進するための方策について検討を加え、必要な措置

を講ずること、また、成年被後見人等であって医療、介護等を受けるに当たり意思

を決定することが困難なものが円滑に必要な医療、介護等を受けられるようにする

ための支援の在り方について、成年後見人等の事務の範囲を含め検討を加え、必要

な措置を講ずること、成年後見制度を利用し又は利用しようとする者の自発的意思

を尊重する観点から、任意後見制度が積極的に活用されるよう、その利用状況を検

証し、任意後見制度が適切にかつ安心して利用されるために必要な制度の整備その

他の必要な措置を講ずると規定している。 

  ○山下芳生君 本来いろいろ意思決定が十分できない方々を支援するはずのこの制度

が、本人の意思に反して財産が毀損されたり、人と人との関わりや居住の意思が損

なわれたり、欠格事由によって職を奪われたりということが起こっていることにつ

いてどう認識されているか。 

  ○衆議院議員（大口善徳君） 提案者としては、成年後見制度の利用を促進するに当

たり、成年被後見人等の自発的意思を尊重することが重要であると考えており、今
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回のこの法案においても、基本理念の内容として、成年被後見人等が成年被後見人

等でない者と等しく基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その

尊厳にふさわしい生活を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思の決定の支援

が適切に行われるとともに、成年被後見人の自発的意思が尊重されるべきことを規

定している。 

    民法の八百五十八条、本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務を怠ってい

る例もあるが、この点については、しっかり本当に本人の意思を尊重することを徹

底していくためにどうすべきか、あるいは不正行為をいかに防止していくのかも、

この法案において、利用促進会議や利用促進委員会の意見を聴きながら進めていく

ことになる。 

  ○山本太郎君 成年後見制度自体、現在の先進国の流れからいえば逆方向を進んでい

るようにも感じるが、それでも成年後見制度の利用を促進する理由は何か。 

  ○副大臣（盛山正仁君） 今回の法律案は、本人の自己決定権の尊重を基本理念の一

つとして掲げており、本人の意思を尊重しながら成年後見制度の利用を促進してい

くことを大きな目的としていると考えている。また、今後この法案が成立されれば、

委員の指摘も含めて広く検討していき、制度を改善していく方向に進んでいくもの

と考えている。 

  ○山本太郎君 今回の利用促進法によって成年後見制度の利用者、どれぐらい増やし

ていこうとしているのか。 

  ○国務大臣（加藤勝信君） 政府として特段試算や目標値を持っているところではな

い。 

  ○山本太郎君 国連から日本の成年後見制度に対して勧告など出された場合には抜本

的な見直しをするのか。 

  ○国務大臣（加藤勝信君） 現在の国内法を踏まえながら、その前提の上で条約を受

けているわけで、そのようなことにはならないのではないかと思う。 

  【修正の動議】 

    修正の要旨は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための

国家行政組織法等の一部を改正する法律が四月一日に施行されたことに伴い必要と

なる規定の整理を行うもの。 

  【討 論】 

  ○山下芳生君 私は、日本共産党を代表して、成年後見制度の利用の促進に関する法
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していく、人としての尊厳を尊重していくという基本に立っているのか。 
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けているわけで、そのようなことにはならないのではないかと思う。 
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律案及び成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改

正する法律案に対する反対討論を行います。 

    現行の成年後見制度は、二〇〇〇年、それまでの禁治産制度がもたらす社会的偏

見を払拭し、硬直的制度から、本人の意思が尊重され、弾力的な運用を可能にする

ことを期待して導入されました。その下で、消費者被害に遭ったり親族等からの虐

待を受けていた認知症高齢者などが成年後見人を付けることで被害から救済される

など、同制度は判断能力が不十分な人を保護する上で一定の役割を果たしてきまし

た。 

    一方、二〇〇六年に障害者権利条約が国連で採択され、二〇一四年に日本も批准

しました。同条約は、障害者は法律の前に人として認められる権利を有し、適切な

支援があれば生活のあらゆる面で意思決定が可能であり、そのための支援を行うこ

とを求めています。禁治産制度の枠組みをそのまま継承し、成年被後見人等を制限

行為能力者と位置付け、成年後見人等による代理権行使等を幅広く認める日本の成

年後見制度は同条約に抵触する疑いがあるとの批判が、法曹界、学者、関係団体な

どから共通して指摘されています。 

    こうした制度の根本的な問題と相まって、被後見人の意思に反する様々な代行が

後見人によって行われたり、後見人による被後見人の財産の着服、横領問題が起

こったりしているのです。今日では、代行決定型の制度ではなく、当事者の意思決

定について、生活の様々な場面において、事柄に応じ、身近な家族や福祉、医療従

事者など様々な立場の者から自ら意思決定するために必要な支援を受けることがで

きる制度を整備すること、代理権等の行使は包括的ではなく事柄ごとに行うことな

ど、成年後見制度の根本的転換を求める声が強まっています。 

    ところが、本法案は、こうした制度の根幹には手を付けず、現行制度の枠組みを

維持した下での利用促進をうたうものとなっており、賛成できません。 

    医療同意、死亡後の代理などの後見人の権限拡大についても、障害者団体などか

ら懸念、反対の意見が出されており、慎重な検討が求められています。 

    今必要なことは、現行成年後見制度の制度上、運用上の問題を総点検することで

あり、国際的な流れとなっている意思決定支援制度の整備と、それと整合的な成年

後見制度となるような制度の根本的見直しを行うことであることを強調し、反対討

論とします。 

  

 

－ 17 － 

 

  【採 決】 

  ○修正案：賛成多数で可決 

  ○修正部分を除いた原案全部：賛成多数で可決 

  【附帯決議】 

 
 

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきであ

る。 

 一、障害者の権利に関する条約第十二条の趣旨に鑑み、成年被後見人等の自己

決定権が最大限尊重されるよう現状の問題点の把握に努め、それに基づき、

必要な社会環境の整備等について検討を行うこと。 

 二、成年後見人等の事務の監督体制を強化し、成年後見人等による不正行為の

防止をより実効的に行うため、家庭裁判所、関係行政機関及び地方公共団体

における必要な人的体制の整備その他の必要な措置を十分に講ずること。 

 
 

 

 

 Ⅳ 成年後見制度利用促進計画 
 

 利用促進法の制定を受けて、平成28年９月、利用促進法13条３項第１号に基づいて、成

年後見制度利用促進会議（会長：総理大臣）より成年後見制度利用促進委員会に意見が求

められた。これを受けて、平成29年１月、同委員会から「成年後見制度利用促進計画の案

の作成に当たって盛り込むべき事項について」（府成委第46号、平成29年１月13日）が提

出された。パブリックコメントの実施後、同年３月、成年後見制度利用促進会議において、

成年後見制度利用促進基本計画の案が作成され、閣議決定された（平成29年３月24日閣議

決定）。この基本計画の主な内容は以下のようになっている。 

1. 都道府県の役割に関する内容 

 利用促進法24条及び５条に基づく都道府県の役割として、以下の内容を記載している。 

 
 
 ● 各市町村の検討状況を確認しつつ、広域での協議会等・中核機関の設置・運営につ

き市町村と調整する。その際、家庭裁判所（本庁・支部・出張所）との連携や、法
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律案及び成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改
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律専門職団体との連携等を効果的・効率的に行う観点に留意する。  

 ● 特に後見等の担い手の確保（市民後見人の研修・育成、法人後見の担い手の確保

等）や市町村職員を含めた関係者の資質の向上に関する施策等については、都道府

県レベルで取り組むべき課題は多いと考えられる。都道府県は、国の事業を活用し

つつ、市町村と連携をとって施策の推進に努め、どの地域に住んでいても制度の利

用が必要な人に対し、身近なところで適切な後見人が確保できるよう積極的な支援

を行うことが期待される。 

 ● 各市町村単独で地域連携ネットワーク・中核機関を設置・運営する地域について

も、広域的な観点から、家庭裁判所や弁護士会・司法書士会・社会福祉士会等との

連携面など、必要な支援を行う。  

 ● 地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町村単位の機関

に対し更に広域的・専門的支援を行う、都道府県単位や家庭裁判所（本庁・支部・

出張所）単位での専門支援機関の設置についても、積極的に検討されるべきであ

る。 

 
 

 

2. 市町村の役割に関する内容 

 利用促進法23条の規定に基づく市町村の役割としては、以下のような内容を記載してい

る。 

 
 
 ● 市町村は、地域連携ネットワークの中核機関の設置等において積極的な役割を果た

すとともに、地域の専門職団体等の関係者の協力を得て、地域連携ネットワーク

（協議会等）の設立と円滑な運営においても積極的な役割を果たす。 

 ● 市町村は、地域連携ネットワーク・中核機関に期待される機能の段階的・計画的整

備に向け、市町村計画を定めるよう努める。 

 ● また、市町村は、利用促進法第23条第２項において、条例で定めるところにより、

当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する基本的な事項を調査

審議させる審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとされている。  

 市町村は、当該合議制の機関を活用し、市町村計画の検討・策定を進めるほか、当

該地域におけるネットワークの取組状況について調査審議し、例えば、当該地域に
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おいて成年後見制度の利用が必要な人を発見し制度利用につなげる支援ができてい

るか等、地域における取組状況の点検、評価等を継続的に行うことが望ましい。  

 ● なお、先述のとおり、地域における体制整備は、地域福祉や地域包括ケア等の既存

の資源・仕組みを活用しつつ、地域福祉計画など既存の施策と有機的な連携を図り

つつ進める。 

 
 

 

3. 国の役割 

 
 
 ● 都道府県・市町村からの相談に積極的に応じ、財源を確保しつつ、国の予算事業の

積極的活用などを促すとともに、各地域における効果的・効率的な連携の仕組みの

具体的検討に資するため、各地域の取組例を収集し、先進的な取組例の紹介や、連

携強化に向けての試行的な取組への支援等に取り組む。  

 ● 都道府県等を通じ、国の基本計画を踏まえた全国における取組状況を把握し、地域

における取組状況に格差が生じていないか等を継続的に確認し、必要な助言等を行

うとともに、取組の進捗状況等を勘案し、必要な支援策について検討していくこと

とする。  

 ● 保佐・補助を含めた成年後見制度の利用の促進による事件数の増加に対応できるよ

う、裁判所の必要な体制整備が望まれる。 

 
 

 

4. 権利擁護支援の地域連携ネットワークに関する内容 

 
 

① 地域連携ネットワークの三つの役割 

 ア）権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

 イ）早期の段階からの相談・対応体制の整備 

 ウ）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構

築 

② 地域連携ネットワークの基本的仕組み 
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律専門職団体との連携等を効果的・効率的に行う観点に留意する。  
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2. 市町村の役割に関する内容 

 利用促進法23条の規定に基づく市町村の役割としては、以下のような内容を記載してい
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 ウ）意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援体制の構

築 

② 地域連携ネットワークの基本的仕組み 

－ 201 －



 

－ 20 － 

 

 ア）本人を後見人とともに支える「チーム」による対応 

 イ）地域における「協議会」等の体制づくり 

③ 地域連携ネットワークの中核となる機関の必要性 

 ● 中核機関には、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専

門職等から円滑に協力を得るノウハウ等が蓄積され、地域における連携・対応強

化の推進役としての役割が期待される。 

④ 地域連携ネットワーク及び中核機関が担うべき具体的機能等 

 ア）広報機能 

 イ）相談機能 

 ウ）成年後見制度利用促進機能 

 エ）後見人支援機能 

 オ）不正防止効果 

⑤ 中核機関の設置・運営形態 

 ア）設置の区域 

  ● 中核機関の設置の区域は、市町村の単位を基本とすることが考えられる。  

  ● ただし、地域の実情に応じ、都道府県の支援も受け、複数の市町村にまたがる

区域で設置するなどの柔軟な実施体制が検討されるべきである。  

 イ）設置の主体  

  ● 設置の主体は、中核機関が行う権利擁護に関する支援の業務が、市町村の福祉

部局が有する個人情報を基に行われることや、行政や地域の幅広い関係者を巻

き込んでの連携を調整する必要性などから、市町村が設置することが望まし

い。  

  ● その際には、地域連携ネットワークの中核の役割を担うことが適当と考えられ

る機関に委託すること（複数の市町村にまたがる区域で中核機関が設置される

場合には、当該複数市町村による共同委託）や、既に「成年後見支援セン

ター」等を設置している地域においてはそうした枠組みを活用すること等を含

め、地域の実情に応じた形で柔軟に設置できるよう検討されるべきである。  

  ● さらに、地域において重層的な支援体制を構築していく観点から、上記の市町

村単位の機関に対し更に広域的・専門的支援等を行う、都道府県単位や家庭裁

判所（本庁・支部・出張所）単位での専門支援機関の設置についても、積極的

に検討されるべきである。  
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  ● 地域連携ネットワークや中核機関の業務については、専門的・広域的な対応が

必要な内容も多く含まれていることから、都道府県は、各都道府県の実情に応

じ、利用促進法第５条の規定にのっとり、自主的かつ主体的に、広域的に対応

することが必要な地域における地域連携ネットワーク・中核機関の整備の支援

及び人材養成や専門職団体との連携確保等広域的な対応が必要となる業務等に

つき、市町村と協議を行い、必要な支援を行うものとする。 

 ウ）運営の主体  

  ● 地域の実情に応じた適切な運営が可能となるよう、市町村による直営又は市町

村からの委託などにより行う。 

  ● 市町村が委託する場合等の中核機関の運営主体については、業務の中立性・公

正性の確保に留意しつつ、専門的業務に継続的に対応する能力を有する法人

（例：社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、公益法人等）を市町村が適切に選定する

ものとする。 

  ● 市町村の判断により、地域における取組実績等を踏まえ、一つの機関ではな

く、複数の機関に役割を分担して委託等を行うことも考えられる。 

 
 

 基本計画の対象期間は概ね５年（平成29年度～平成33年度）を念頭にしたものであり、

段階的・計画的に事業を推進するための工程表が提示されている。 

 そのうち、今後、都道府県及び市町村の講ずべき措置の中心となるであろう「中核機関

の設置」と「地域連携ネットワークの構築」に関しては、平成29年度から平成31年度まで、

国において、相談体制・地域連携ネットワークの構築支援（各地域の取組例の収集・紹介、

試行的な取組への支援等）を行い、その後、各地域における相談体制の強化、地域連携

ネットワークのさらなる構築を進めることとなっている。国による構築支援の具体的な内

容は、平成29年度予算案に盛り込まれている相談機関やネットワークの構築などの体制整

備のための事業（認知症総合戦略推進事業（担当：厚生労働省老健局））等を活用するこ

とが想定されている(７)。 

 

  

                                                                                 

(７) 平成29年３月24日 府成担第５号内閣府大臣官房成年後見制度利用促進担当室長通知 
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 ● 中核機関には、様々なケースに対応できる法律・福祉等の専門知識や、地域の専

門職等から円滑に協力を得るノウハウ等が蓄積され、地域における連携・対応強

化の推進役としての役割が期待される。 
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ター」等を設置している地域においてはそうした枠組みを活用すること等を含
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  ● 地域連携ネットワークや中核機関の業務については、専門的・広域的な対応が
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＜別紙＞ 成年後見制度利用促進基本計画の工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅴ 自治体への影響 
 

 利用促進法は、言わば骨組み法であり、実際の運用及び各地方公共団体の対応に関して

は、成年後見制度利用促進基本計画が非常に重要な意味を持つ。実際に、成年後見制度利

用促進基本計画の策定に伴い、都道府県知事あてに出された、内閣府大臣官房成年後見制

度利用促進担当室長通知（平成29年３月24日）においては、各市町村は国が収集する各地

域の先進的な取組例を参考にしつつ各地域の実情を踏まえた計画の策定に取り組むことと、

地域連携ネットワークの構築に向けた検討を促している。 

 利用促進法において、地方公共団体、特に市町村が講ずべき措置としては、①条例の制

定による審議会その他の合議制機関を設置すること、②国の基本計画を勘案し市町村基本
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計画を策定すること、③権利擁護支援地域連携ネットワーク（協議会等）を構築すること、

④中核機関の設置、⑤要綱の制定等による成年後見制度利用支援事業の実施など、多岐に

わたる。そして、都道府県が講ずべき措置は、各市町村の区域を越えた広域的な観点から、

後見人となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うこととなっている。 

 利用促進法では、いわゆる必置規制や義務付けに該当する部分は存在せず、地方公共団

体が講ずべき措置はすべて努力義務となっている。しかし、努力義務とはいえ、国の予算

事業に関連しており、また国が通知等によって積極的な取り組みを促していることや、も

し義務を怠ることになれば他の自治体との格差が生まれることを考えると、自治体として

は法的義務同然に捉えざるを得ない状況ともいえるであろう。 

 また、従うべき基準の設定も見られず、市町村の成年後見制度利用促進に関する施策に

ついての基本計画を定める際に、国の成年後見制度利用促進計画を「勘案し」という表現

を用いていることが特徴的である（23条)(８)。 

 いずれにしても、利用促進法及び基本計画に盛り込まれている自治体、とりわけ市町村

の事務負担は大きく、対応に追われることが予測される。今後、自治体における基本計画

の策定や体制の整備、条例制定や要綱策定の動きに注目する必要がある。 

 成年後見制度利用促進に向けた取り組みの中で、職員や家庭裁判所、福祉・法律の専門

職団体などの地域資源が充実している自治体とそうでない小規模自治体とにおいては状況

が全く異なり格差が生じてくることは明らかである。この格差の是正に向けた国及び都道

府県の働きにも注目すべきであろう。 

（こん ぎぼぶ 愛媛大学法文学部准教授） 

 

 

                                                                                 

(８) 「勘案」という表現は、法律用語としてはあまり一般的ではないと思われるが、類似した用

法で用いられている例としては、健康増進法（平成24年８月２日法律第103号）に、以下のよ

うに定めがある。 

  第８条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する

施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進計画」という。）を定めるものとす

る。 

  ２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増

進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健康増進計画」という。）を定めるよ

う努めるものとする。 

   また、行政事件訴訟法９条２項、個人情報保護法11条などにも「勘案」という用語がみられ

る。 
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＜別紙＞ 成年後見制度利用促進基本計画の工程表 
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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の 
解消に向けた取組の推進に関する法律   
（ヘイトスピーチ解消法・平成28年６月３日法律第68号） 

 

 

堀 内   匠 

 

 

 はじめに 

 

 いわゆるヘイトスピーチが社会問題として認知されるようになるなかで、この解消に向

けた法整備が求められてきた。本法は、立法府の意思はヘイトスピーチはあってはならな

いものであることを示すための理念法として議員立法により成立したものである。 

 

 

 1. 法制定の背景 

 

(１) 前 史 

   国連で昭和40（1965）年に全会一致で採択されてから30年後、日本政府は平成７

（1995）年に人種差別撤廃条約に加入した。この条約に加入してからの20年余りの間

も、またそれ以前においても、日本が、条約が対象とする差別問題がなんら無い社会

であった、などということはない。在日朝鮮人や被差別部落の人々への差別などを代

表的な事例とし、様々な差別は常に存在してきた。だが、日本政府は条約第４条（人

種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の煽動等の処罰義務）(ａ)（人種的

優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の煽動等の処罰）および(ｂ)

（人種差別を助長し煽動する団体及び組織的宣伝活動等の処罰）について批准を留保

してきた。その理由は「右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論

までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければ

ならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の煽動が行われている状



 

－ 1 － 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の 
解消に向けた取組の推進に関する法律   
（ヘイトスピーチ解消法・平成28年６月３日法律第68号） 

 

 

堀 内   匠 

 

 

 はじめに 

 

 いわゆるヘイトスピーチが社会問題として認知されるようになるなかで、この解消に向

けた法整備が求められてきた。本法は、立法府の意思はヘイトスピーチはあってはならな

いものであることを示すための理念法として議員立法により成立したものである。 

 

 

 1. 法制定の背景 

 

(１) 前 史 

   国連で昭和40（1965）年に全会一致で採択されてから30年後、日本政府は平成７

（1995）年に人種差別撤廃条約に加入した。この条約に加入してからの20年余りの間

も、またそれ以前においても、日本が、条約が対象とする差別問題がなんら無い社会

であった、などということはない。在日朝鮮人や被差別部落の人々への差別などを代

表的な事例とし、様々な差別は常に存在してきた。だが、日本政府は条約第４条（人

種的優越又は憎悪に基づく思想の流布、人種差別の煽動等の処罰義務）(ａ)（人種的

優越又は憎悪に基づく思想のあらゆる流布、人種差別の煽動等の処罰）および(ｂ)

（人種差別を助長し煽動する団体及び組織的宣伝活動等の処罰）について批准を留保

してきた。その理由は「右留保を撤回し、人種差別思想の流布等に対し、正当な言論

までも不当に萎縮させる危険を冒してまで処罰立法措置をとることを検討しなければ

ならないほど、現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の煽動が行われている状

－ 207 －



 

－ 2 － 

 

況にあるとは考えていない(１)｣からとしてきた。こうして、ヘイトスピーチについて

も、これに直截に対処しうる国内法の枠組みは未整備のままであった(２)。 

   こうした中、国会では平成14（2002）年に人権擁護法案が提出される等の動きはみ

られたものの、結局この法案は審議未了廃案とされた。ただ、その自治体版ともいえ

る総合的な人権救済条例である「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」が

平成17（2005）年に成立している(３)。 

 

(２) 国会外での動き 

   平成21（2009）年京都朝鮮学校襲撃事件、平成22（2010）年徳島県教組襲撃事件等

に見られるように、排外主義を掲げ執拗な糾弾活動を展開するグループによる事件が

相次ぐようになっていた。とりわけ平成25（2013）年以降は東京都新宿区で行われた

デモの際に、在日韓国・朝鮮の人々を対象に行われた発言をきっかけにヘイトスピー

チの問題がにわかに注目されるようになり(４)、対象とされた地域、マイノリティへ

の支援及びヘイトデモに対する「カウンター」と呼ばれる反対運動をする人達による

対応が行われた。 

   こうしたなか、平成26（2014）年７月24日、国連自由権規約委員会がマイノリティ

に対する憎悪や差別を扇動する発言が広がっていると懸念を表明する総括所見を発表

し、また「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）

に基づき設置された人種差別の撤廃に関する国際委員会（人種差別撤廃委員会）から

日本政府に対して平成26（2014）年８月、定期報告に対する最終見解として、国内に

おけるヘイトスピーチの広がりなどに懸念を示し適切な措置をとるよう勧告が出され

る等、国連からの勧告が相次いで出される事態となった。 

   さらに、京都朝鮮学校襲撃事件に関して、平成26（2014）年12月９日最高裁が被告

らの行為について不法行為に該当するとして損害賠償請求及び差し止め請求の一部を

                                                                                 

(１) 人種差別撤廃条約第７回・第８回・第９回日本政府報告。 

(２) 申惠丰「人種差別に対する法整備の課題 ― ヘイトスピーチ解消法成立を受けて」法律時報

2017年４月号、p.67 

(３) しかしこの条例については県弁護士会等から批判や問題点の指摘が相次いだため、鳥取県は

条例の施行を凍結し、有識者らによる検討委員会の検討を踏まえて条例は2009年４月に廃止さ

れている。中村英樹「地方公共団体におけるヘイトスピーチへの取組みと課題」法学セミナー

2016年５月号参照。 

(４) 公益財団法人人権教育啓発推進センター「ヘイトスピーチに関する実態調査報告書」p.144 
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容認した控訴審判決を支持し上告棄却の判決を下すなど、司法判断も下され、ヘイト

スピーチに対する法規制が強く求められるようになっていった。一方で、国や自治体

の動きは鈍かった。 

   これに対して、国に先んじて規制法令の制定に乗り出したのは自治体であった。現

場に近い自治体が「認知的先導性」を発揮して対処しえた(５)事例であるといえる。

前述の鳥取県条例の事例の他、大阪市では平成26（2014）年９月に大阪市人権施策推

進審議会が市長からの諮問を受け「ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方

策」を検討し、平成27（2015）年の報告書を経て市長交代後の平成28（2016）年１月

15日に「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を成立させ、同年７月１日よ

り施行した。 

   同条例は、①ヘイトスピーチの定義を特定の人種や民族を社会から排除する目的で、

不特定多数の者が内容を知り得る場所や方法によって誹謗中傷する行為としたこと、

②インターネットで活動を紹介することなども対象に含めたこと、③ヘイトスピーチ

が市内で行われたり、市民に関係したりする場合ホームページで公表すること、④市

議会で同意を得た委員で構成される審査会が活動内容を調査し市長に報告すること、

⑤条例適用には表現の自由を不当に侵害しないよう留意すること、等を特徴とした。

一方、条例制定にあたっては表現の自由との兼ね合い、ヘイトスピーチの審査機関の

中立性の担保などが問題視され、いったんは継続審議になった経緯があり、当初検討

していたような、被害者が裁判で訴える場合の訴訟費用の支援については見送られ、

また禁止事項の明確化や制裁化については根拠法がないことから明記されなかった(６)

とされる。条例は、附則第３条で、「市長は、国においてヘイトスピーチに関する法

制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。」旨が追加されて修正可決される等、国の対応を

求める内容であった(７)。 

                                                                                 

(５) 中村英樹前掲論文、p.43 

(６) 自治労自治研中央推進委員会『自治体から発信する人権政策～ヘイトスピーチを含むすべて

の人種差別の撤廃に向けて』2016年、p.3 

(７) 条例の実効性についてみた場合、条例に基づくヘイトスピーチへの対処に関する申出件数は

18（2016年９月５日時点）、21（2017年１月17日時点）と積みあがってきており、法制定１周

年となるのを前に、大阪市は2017年６月１日、ヘイトスピーチと認定した動画３件について、

（実名の特定が困難なことから）サイト上の通称名である投稿者名を公表した。 
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スピーチに対する法規制が強く求められるようになっていった。一方で、国や自治体

の動きは鈍かった。 

   これに対して、国に先んじて規制法令の制定に乗り出したのは自治体であった。現

場に近い自治体が「認知的先導性」を発揮して対処しえた(５)事例であるといえる。

前述の鳥取県条例の事例の他、大阪市では平成26（2014）年９月に大阪市人権施策推

進審議会が市長からの諮問を受け「ヘイトスピーチに対する大阪市としてとるべき方

策」を検討し、平成27（2015）年の報告書を経て市長交代後の平成28（2016）年１月

15日に「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」を成立させ、同年７月１日よ

り施行した。 

   同条例は、①ヘイトスピーチの定義を特定の人種や民族を社会から排除する目的で、

不特定多数の者が内容を知り得る場所や方法によって誹謗中傷する行為としたこと、

②インターネットで活動を紹介することなども対象に含めたこと、③ヘイトスピーチ

が市内で行われたり、市民に関係したりする場合ホームページで公表すること、④市

議会で同意を得た委員で構成される審査会が活動内容を調査し市長に報告すること、

⑤条例適用には表現の自由を不当に侵害しないよう留意すること、等を特徴とした。

一方、条例制定にあたっては表現の自由との兼ね合い、ヘイトスピーチの審査機関の

中立性の担保などが問題視され、いったんは継続審議になった経緯があり、当初検討

していたような、被害者が裁判で訴える場合の訴訟費用の支援については見送られ、

また禁止事項の明確化や制裁化については根拠法がないことから明記されなかった(６)

とされる。条例は、附則第３条で、「市長は、国においてヘイトスピーチに関する法

制度の整備が行われた場合には、当該制度の内容及びこの条例の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。」旨が追加されて修正可決される等、国の対応を

求める内容であった(７)。 

                                                                                 

(５) 中村英樹前掲論文、p.43 

(６) 自治労自治研中央推進委員会『自治体から発信する人権政策～ヘイトスピーチを含むすべて

の人種差別の撤廃に向けて』2016年、p.3 

(７) 条例の実効性についてみた場合、条例に基づくヘイトスピーチへの対処に関する申出件数は

18（2016年９月５日時点）、21（2017年１月17日時点）と積みあがってきており、法制定１周

年となるのを前に、大阪市は2017年６月１日、ヘイトスピーチと認定した動画３件について、

（実名の特定が困難なことから）サイト上の通称名である投稿者名を公表した。 
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   この他、東京弁護士会が平成27（2015）年９月８日「地方公共団体に対して人種差

別を目的とする公共施設の利用許可申請に対する適切な措置を講ずることを求める意

見書」において、ヘイトスピーチを目的とした公共施設の利用申請に対して、条件付

許可、利用不許可等の利用制限その他の適切な措置を講ずるべきである旨を取りまと

めた他、自治労自治研中央推進委員会が「自治体から発信する人権政策」をテーマに、

法制定後の平成28（2016）年10月には自治研全国集会に合わせ人種差別撤廃条約遵守

と地方自治体の責務を踏まえたモデル条例案（人権差別撤廃条例案）を作成する等、

各地域・団体における取り組みが国に先行して行われていくこととなった。 

 

(３) 国会内の動き 

   こうした動きを背景として、国会でもヘイトスピーチへの対策について議員間で法

制化の検討が進められてきた。以下に法案発議に至るまでの国会での動きについて整

理する。 

   まず、平成25（2013）年３月、有田芳生民主党（当時）参議院議員を中心に、国会

議員有志がヘイトデモを非難する院内集会を開いた（ここでヘイトスピーチという言

葉が使われ、この言葉が広まったとされる(８)）。その後、人種差別撤廃ＮＧＯネッ

トワーク、外国人人権法連絡会などが様々な取り組みを展開、報道も活発化。人種差

別撤廃条約上の義務の不履行が問題との認識が広がっていく(９)。 

   平成26（2014）年、公明党議員を含む超党派で「人種差別撤廃基本法を求める議員

連盟」が設立（会長：小川敏夫民主党（当時）参議院議員）されると、５月、首相、

法相などがヘイトスピーチなどについて国会で問われ「憂慮」「残念」と発言。８月

に自民党（座長：平沢勝栄）、９月に公明党（座長：遠山清彦）にヘイトスピーチ対

策プロジェクトチームが発足し、与党での取り組みもはじまった。 

   法案発議はまず野党側の動きが先行した。平成27（2015）年５月22日、民主党・新

風緑風会、社会民主党・護憲連合及び各派に属しない議員１名から参議院に「人種等

を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」（第189回国会参第７

号）（以下、野党案）が発議された。同法案はヘイトスピーチ問題の他、外国人の入

居差別問題やレイシャル・ハラスメント問題など広範な人種差別を対象とする法案

だったが、継続審議となる（第190回国会で与党法案成立と共に否決）。この法案に

                                                                                 

(８) 自治研前掲書p.44 

(９) 同上 
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ついては、自公民維４党間の非公開協議で、自民党から①ヘイトスピーチのみならず

人種差別全体を扱うのは間口が広すぎる、②禁止条項は表現の自由の観点から慎重に

すべき、などの意見が表明された。公明党は外国党の出身者に対するヘイトスピーチ

に特化した理念法の方向性を提起したが自民党の一部が消極的だったとされる。 

   ただ、与党側でも世論の強い働きかけにより排外的な動きに対処せざるを得ず、与

党案が検討されることとなった。まず平成27（2015）年７月２日、「ヘイトスピーチ

問題対策等に関する要望書」（公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム）

が政府に提出され、８月６日、上記事件における司法判断を踏まえ、ヘイトスピーチ

に特化した形での理念法を制定することが提案された。また、平成28（2016）年３月、

自民党及び公明党による共同のワーキングチームが設置された。３月10日、自民党ヘ

イトスピーチ問題のプロジェクトチームは政調会のなかの「差別問題に関する特命委

員会」へ改組され、部落差別問題や高齢者差別問題も扱われることになった。 

   平成28（2016）年３月22日、参議院法務委員会が前述野党案の参考人質疑、４月５

日に政府に対する質疑、３月31日現地視察をそれぞれ実施した。 

   こうした経緯を経て与党案が練られ、平成28（2016）年４月８日、本邦外出身者に

対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案（第190回国会参

第６号）が発議されるに至った。 

   審議日程は以下の通り。採決にあたり反対したのは社会民主党・市民連合(10)、日

本のこころを大切にする党(11)等であった。 

 

平成28（2016）年４月８日  自由民主党及び公明党から参議院に発議 

        ４月13日  参議院法務委員会に付託 

        ４月19日  同委員会において提案理由説明が行われた後、質疑 

        ４月26日  質疑 

        ５月12日  自由民主党及び公明党から本法律案に対する修正案の提出 

              その後原案及び修正案に対する質疑が行われ、討論の後全 

              会一致で修正議決 

                                                                                 

(10) 法の対象が適法居住者に限定されている点を理由にあげる。福島みずほ「５月13日 ヘイト

スピーチ対策法案が参議院で可決」BLOGOS2016年５月14日 

  （http://blogos.com/article/175500/ 2017年４月24日閲覧） 

(11) 表現の自由に対する規制である点を理由にあげる。 
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   この他、東京弁護士会が平成27（2015）年９月８日「地方公共団体に対して人種差

別を目的とする公共施設の利用許可申請に対する適切な措置を講ずることを求める意

見書」において、ヘイトスピーチを目的とした公共施設の利用申請に対して、条件付

許可、利用不許可等の利用制限その他の適切な措置を講ずるべきである旨を取りまと

めた他、自治労自治研中央推進委員会が「自治体から発信する人権政策」をテーマに、

法制定後の平成28（2016）年10月には自治研全国集会に合わせ人種差別撤廃条約遵守

と地方自治体の責務を踏まえたモデル条例案（人権差別撤廃条例案）を作成する等、

各地域・団体における取り組みが国に先行して行われていくこととなった。 

 

(３) 国会内の動き 

   こうした動きを背景として、国会でもヘイトスピーチへの対策について議員間で法

制化の検討が進められてきた。以下に法案発議に至るまでの国会での動きについて整

理する。 

   まず、平成25（2013）年３月、有田芳生民主党（当時）参議院議員を中心に、国会

議員有志がヘイトデモを非難する院内集会を開いた（ここでヘイトスピーチという言

葉が使われ、この言葉が広まったとされる(８)）。その後、人種差別撤廃ＮＧＯネッ

トワーク、外国人人権法連絡会などが様々な取り組みを展開、報道も活発化。人種差

別撤廃条約上の義務の不履行が問題との認識が広がっていく(９)。 

   平成26（2014）年、公明党議員を含む超党派で「人種差別撤廃基本法を求める議員

連盟」が設立（会長：小川敏夫民主党（当時）参議院議員）されると、５月、首相、

法相などがヘイトスピーチなどについて国会で問われ「憂慮」「残念」と発言。８月

に自民党（座長：平沢勝栄）、９月に公明党（座長：遠山清彦）にヘイトスピーチ対

策プロジェクトチームが発足し、与党での取り組みもはじまった。 

   法案発議はまず野党側の動きが先行した。平成27（2015）年５月22日、民主党・新

風緑風会、社会民主党・護憲連合及び各派に属しない議員１名から参議院に「人種等

を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律案」（第189回国会参第７

号）（以下、野党案）が発議された。同法案はヘイトスピーチ問題の他、外国人の入

居差別問題やレイシャル・ハラスメント問題など広範な人種差別を対象とする法案

だったが、継続審議となる（第190回国会で与党法案成立と共に否決）。この法案に

                                                                                 

(８) 自治研前掲書p.44 

(９) 同上 
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ついては、自公民維４党間の非公開協議で、自民党から①ヘイトスピーチのみならず

人種差別全体を扱うのは間口が広すぎる、②禁止条項は表現の自由の観点から慎重に

すべき、などの意見が表明された。公明党は外国党の出身者に対するヘイトスピーチ

に特化した理念法の方向性を提起したが自民党の一部が消極的だったとされる。 

   ただ、与党側でも世論の強い働きかけにより排外的な動きに対処せざるを得ず、与

党案が検討されることとなった。まず平成27（2015）年７月２日、「ヘイトスピーチ

問題対策等に関する要望書」（公明党ヘイトスピーチ問題対策プロジェクトチーム）

が政府に提出され、８月６日、上記事件における司法判断を踏まえ、ヘイトスピーチ

に特化した形での理念法を制定することが提案された。また、平成28（2016）年３月、

自民党及び公明党による共同のワーキングチームが設置された。３月10日、自民党ヘ

イトスピーチ問題のプロジェクトチームは政調会のなかの「差別問題に関する特命委

員会」へ改組され、部落差別問題や高齢者差別問題も扱われることになった。 

   平成28（2016）年３月22日、参議院法務委員会が前述野党案の参考人質疑、４月５

日に政府に対する質疑、３月31日現地視察をそれぞれ実施した。 

   こうした経緯を経て与党案が練られ、平成28（2016）年４月８日、本邦外出身者に

対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律案（第190回国会参

第６号）が発議されるに至った。 

   審議日程は以下の通り。採決にあたり反対したのは社会民主党・市民連合(10)、日

本のこころを大切にする党(11)等であった。 

 

平成28（2016）年４月８日  自由民主党及び公明党から参議院に発議 

        ４月13日  参議院法務委員会に付託 

        ４月19日  同委員会において提案理由説明が行われた後、質疑 

        ４月26日  質疑 

        ５月12日  自由民主党及び公明党から本法律案に対する修正案の提出 

              その後原案及び修正案に対する質疑が行われ、討論の後全 

              会一致で修正議決 

                                                                                 

(10) 法の対象が適法居住者に限定されている点を理由にあげる。福島みずほ「５月13日 ヘイト

スピーチ対策法案が参議院で可決」BLOGOS2016年５月14日 

  （http://blogos.com/article/175500/ 2017年４月24日閲覧） 

(11) 表現の自由に対する規制である点を理由にあげる。 
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        ５月13日  参議院本会議において賛成多数で修正議決、衆議院に送付 

        ５月18日  衆議院法務委員会に付託 

        ５月20日  同委員会において提案理由説明が行われた後、質疑を行い、 

              その後全会一致で可決 

        ５月24日  衆議院本会議において賛成多数で可決・成立 

 

 

 2. 法の概要 
 

(１) 所管省庁 

   総務省、法務省、文部科学省 

 

(２) ヘイトスピーチの定義（第２条）「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」 

   専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に

居住するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識

を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加

える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国又は地

域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動

する不当な差別的言動をいう(12)。 

 

(３) 国及び地方公共団体の責務（第４条） 

   国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を

実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる

責務を有する。 

   地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関

し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努

めるものとする。  

                                                                                 

(12) 定義は成立時のもの。当初法案の定義には法案審議過程において「又は本邦外出身者を著し

く侮辱するなど、」を追加する修正がされた。 
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(４) 基本的施策 

 
 国 地方公共団体 

相談体制の整備（第５条）

 

 

 

 

 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別

的言動に関する相談に的確に応ず

るとともに、これに関する紛争の

防止又は解決を図ることができる

よう、必要な体制を整備する。 

 

 

 

国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該地域の実情に応じ、本邦

外出身者に対する不当な差別的言

動に関する相談に的確に応ずると

ともに、これに関する紛争の防止

又は解決を図ることができるよ

う、必要な体制を整備するよう努

める。 
教育の充実（第６条） 

 

 

 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別

的言動を解消するための教育活動

を実施するとともに、そのために

必要な取組を行う。 

 

 

国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該地域の実情に応じ、本邦

外出身者に対する不当な差別的言

動を解消するための教育活動を実

施するとともに、そのために必要

な取組を行うよう努める。 

啓発活動（第７条） 

 

 

 

 

 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消の必要性について、

国民に周知し、その理解を深める

ことを目的とする広報その他の啓

発活動を実施するとともに、その

ために必要な取組を行う。 

 

 

国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該地域の実情に応じ、本邦

外出身者に対する不当な差別的言

動の解消の必要性について、住民

に周知し、その理解を深めること

を目的とする広報その他の啓発活

動を実施するとともに、そのため

に必要な取組を行うよう努める。 
 
 

   以上のように、自治体の責務は、各項目の国の責務として規定された文言に「国と

の適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、」を付け加えたものとなって

いる。 

 

   ところで、法は、基本的施策として、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動を定

めており、その中で国は当該施策を実施すること、地方公共団体は国との適切な役割

分担を踏まえて当該地域の実情に応じこれら基本的施策を行うよう努めることとされ

ている。これらの取組については、法の施行後、必要に応じ検討が加えられるものと

している（附則第２項）。 

   本法には 

  1. 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれ

ば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、

日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適
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        ５月13日  参議院本会議において賛成多数で修正議決、衆議院に送付 

        ５月18日  衆議院法務委員会に付託 

        ５月20日  同委員会において提案理由説明が行われた後、質疑を行い、 

              その後全会一致で可決 

        ５月24日  衆議院本会議において賛成多数で可決・成立 

 

 

 2. 法の概要 
 

(１) 所管省庁 

   総務省、法務省、文部科学省 

 

(２) ヘイトスピーチの定義（第２条）「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」 

   専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に

居住するもの（以下この条において「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識

を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加

える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮辱するなど、本邦の域外にある国又は地

域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動

する不当な差別的言動をいう(12)。 

 

(３) 国及び地方公共団体の責務（第４条） 

   国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を

実施するとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる

責務を有する。 

   地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関

し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努

めるものとする。  

                                                                                 

(12) 定義は成立時のもの。当初法案の定義には法案審議過程において「又は本邦外出身者を著し

く侮辱するなど、」を追加する修正がされた。 
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(４) 基本的施策 

 
 国 地方公共団体 

相談体制の整備（第５条）

 

 

 

 

 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別

的言動に関する相談に的確に応ず

るとともに、これに関する紛争の

防止又は解決を図ることができる

よう、必要な体制を整備する。 

 

 

 

国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該地域の実情に応じ、本邦

外出身者に対する不当な差別的言

動に関する相談に的確に応ずると

ともに、これに関する紛争の防止

又は解決を図ることができるよ

う、必要な体制を整備するよう努

める。 
教育の充実（第６条） 

 

 

 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別

的言動を解消するための教育活動

を実施するとともに、そのために

必要な取組を行う。 

 

 

国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該地域の実情に応じ、本邦

外出身者に対する不当な差別的言

動を解消するための教育活動を実

施するとともに、そのために必要

な取組を行うよう努める。 

啓発活動（第７条） 

 

 

 

 

 

 

 

本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消の必要性について、

国民に周知し、その理解を深める

ことを目的とする広報その他の啓

発活動を実施するとともに、その

ために必要な取組を行う。 

 

 

国との適切な役割分担を踏まえ

て、当該地域の実情に応じ、本邦

外出身者に対する不当な差別的言

動の解消の必要性について、住民

に周知し、その理解を深めること

を目的とする広報その他の啓発活

動を実施するとともに、そのため

に必要な取組を行うよう努める。 
 
 

   以上のように、自治体の責務は、各項目の国の責務として規定された文言に「国と

の適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、」を付け加えたものとなって

いる。 

 

   ところで、法は、基本的施策として、相談体制の整備、教育の充実、啓発活動を定

めており、その中で国は当該施策を実施すること、地方公共団体は国との適切な役割

分担を踏まえて当該地域の実情に応じこれら基本的施策を行うよう努めることとされ

ている。これらの取組については、法の施行後、必要に応じ検討が加えられるものと

している（附則第２項）。 

   本法には 

  1. 第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれ

ば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、

日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適
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切に対処すること。 

  2. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるも

のの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国

と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。 

  3. インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助

長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。 

 

   以上の３点は衆参両院で、衆議院ではこれに加え、差別的言動のほか差別的扱いも

解消することとの附帯決議が付された。 

 

 

 3. 国会での主な質疑 
 

(１) 本法律案に禁止規定が置かれない理由とヘイトスピーチへの抑止効果 

  1) 答弁（西田昌司君）「……理念法という形で、禁止という形を取っておりません。

その一番大きなのは、要するに、憲法上の表現の自由の保障をしっかりしなけ

ればならない、これは、やっぱりどうしてもこれは一番守らなければならない、

そういう価値であるということを考えた結果……」「表現内容を規制するのは、

……表現行為の萎縮効果をもたらすおそれがありますから、このような不当な

差別的言動の禁止や、その禁止に違反した場合の罰則を定めるということはあ

えてしていないわけであります。」「違法であるか違法でないか、それがヘイ

トになるかどうかというのは結局は司法の場で判断されるべきもので、公権力

の行政側のところでこの部分は違法だということをしちゃいますと、かつての、

これは戦前のいわゆるあの治安維持法のように、国の方が決めた言論や思想や

表現にたがうようなことをすればたちまち取締りになると。」（190－参－法

務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

  2) 質問（小川敏夫君）「与党案のこの法律は、これ定義したいわゆるヘイトスピー

チを違法とは宣言していないわけで、そうすると、この法律ができても、従来

行われているこのヘイトデモ、これを不許可にする根拠には全くなり得ないし、

それから今まで行われているヘイトスピーチが同じ形で繰り返されたとしても
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警察は何も規制ができない。」（190－参－法務委員会－10号 平成28年４月

26日） 

 

(２) 人種差別撤廃条約の趣旨と本法定義の関係性 

  1) 質問（仁比聡平君）「この本邦外出身者という、我が国領域を言わば基本的な概

念にした内外というこの考え方は、人種差別撤廃条約の理念と異なるのか、そ

れとも含んでいるのか。国籍あるいは民族、人種というものによる差別という

ことを意味しているのかどうなのか」 

    答弁（矢倉克夫君）「まず、与党案がというか、人種差別撤廃条約上の義務とい

うのは、もう既に現行法で担保されているという理解であります。」（190－

参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

(３) 「本邦外出身者に対する不等な差別的言動」の「本邦外出身者」に含まれる範囲と

ヘイトスピーチの定義の在り方 

  1) 答弁（西田昌司君）「いわゆる難民認定をされている、その今手続中であるとか

そういう方々は、これはここで規定する適法に居住する方々に該当すると考え

ております。」（190－参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

  2) 質問（有田芳生君）「アイヌ民族へのヘイトスピーチ、あるいは難民、あるいは

オーバーステイの人たち、そういう人たちへの差別の扇動攻撃というのは、与

党法案から判断をしてもこれは許されないという理解でよろしいですね。」 

    答弁（矢倉克夫君）「難民については、難民の後も、これは申請後の特別資格等

もあります、適法にという部分にも該当をする。また、オーバーステイであっ

たり、またアイヌの方々、また先ほども申し上げましたとおり、この法律は理

念法として、このような人の人格というもの、これも尊厳もおとしめて、そし

て地域社会からも排除をしろというような目的の下で向けられた言論というも

のは、これは日本社会も分断するものであり許されないということを国民一体

の意思としてこれは宣言するものであります。その趣旨から考えて、文脈上、

これに該当するというようなものであれば当然それは許されないということを

強く宣言したものであるというふうに理解をさせていただきたいと思っていま

す。」 

－ 214 －
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切に対処すること。 

  2. 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるも

のの、これが地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国

と同様に、その解消に向けた取組に関する施策を着実に実施すること。 

  3. インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助

長し、又は誘発する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。 

 

   以上の３点は衆参両院で、衆議院ではこれに加え、差別的言動のほか差別的扱いも

解消することとの附帯決議が付された。 

 

 

 3. 国会での主な質疑 
 

(１) 本法律案に禁止規定が置かれない理由とヘイトスピーチへの抑止効果 

  1) 答弁（西田昌司君）「……理念法という形で、禁止という形を取っておりません。

その一番大きなのは、要するに、憲法上の表現の自由の保障をしっかりしなけ

ればならない、これは、やっぱりどうしてもこれは一番守らなければならない、

そういう価値であるということを考えた結果……」「表現内容を規制するのは、

……表現行為の萎縮効果をもたらすおそれがありますから、このような不当な

差別的言動の禁止や、その禁止に違反した場合の罰則を定めるということはあ

えてしていないわけであります。」「違法であるか違法でないか、それがヘイ

トになるかどうかというのは結局は司法の場で判断されるべきもので、公権力

の行政側のところでこの部分は違法だということをしちゃいますと、かつての、

これは戦前のいわゆるあの治安維持法のように、国の方が決めた言論や思想や

表現にたがうようなことをすればたちまち取締りになると。」（190－参－法

務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

  2) 質問（小川敏夫君）「与党案のこの法律は、これ定義したいわゆるヘイトスピー

チを違法とは宣言していないわけで、そうすると、この法律ができても、従来

行われているこのヘイトデモ、これを不許可にする根拠には全くなり得ないし、

それから今まで行われているヘイトスピーチが同じ形で繰り返されたとしても
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警察は何も規制ができない。」（190－参－法務委員会－10号 平成28年４月

26日） 

 

(２) 人種差別撤廃条約の趣旨と本法定義の関係性 

  1) 質問（仁比聡平君）「この本邦外出身者という、我が国領域を言わば基本的な概

念にした内外というこの考え方は、人種差別撤廃条約の理念と異なるのか、そ

れとも含んでいるのか。国籍あるいは民族、人種というものによる差別という

ことを意味しているのかどうなのか」 

    答弁（矢倉克夫君）「まず、与党案がというか、人種差別撤廃条約上の義務とい

うのは、もう既に現行法で担保されているという理解であります。」（190－

参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

(３) 「本邦外出身者に対する不等な差別的言動」の「本邦外出身者」に含まれる範囲と

ヘイトスピーチの定義の在り方 

  1) 答弁（西田昌司君）「いわゆる難民認定をされている、その今手続中であるとか

そういう方々は、これはここで規定する適法に居住する方々に該当すると考え

ております。」（190－参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

  2) 質問（有田芳生君）「アイヌ民族へのヘイトスピーチ、あるいは難民、あるいは

オーバーステイの人たち、そういう人たちへの差別の扇動攻撃というのは、与

党法案から判断をしてもこれは許されないという理解でよろしいですね。」 

    答弁（矢倉克夫君）「難民については、難民の後も、これは申請後の特別資格等

もあります、適法にという部分にも該当をする。また、オーバーステイであっ

たり、またアイヌの方々、また先ほども申し上げましたとおり、この法律は理

念法として、このような人の人格というもの、これも尊厳もおとしめて、そし

て地域社会からも排除をしろというような目的の下で向けられた言論というも

のは、これは日本社会も分断するものであり許されないということを国民一体

の意思としてこれは宣言するものであります。その趣旨から考えて、文脈上、

これに該当するというようなものであれば当然それは許されないということを

強く宣言したものであるというふうに理解をさせていただきたいと思っていま

す。」 
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    質問（有田芳生君）「辺野古のゲートの前で様々な行動をしておりますけれども、

基地反対運動に対するヘイトスピーチというものを何とかしようというのがこ

の与党法案の目的の一つなんでしょうか。」 

    答弁（西田昌司君）「いわゆる地域社会に適法に居住する本邦外出身者に対する

不当な差別扇動でありまして、米軍の反対運動、基地反対運動とは、全く立法

事実としてそういうことは想定しておりません。」（190－参－法務委員会－

13号 平成28年５月12日） 

    答弁（西田昌司君）「そもそもヘイトスピーチを抑制するこの法案、我々の法案

の中に、米軍の問題というのが立法事実として初めから含まれておりません。

……米軍というアメリカの軍隊、そういう機関、そういうことは元々この中に

は入っておりません。……さらに、具体的なその中身を見ないと分かりません

けれども、いわゆる沖縄の基地などの前でされている活動というのは、これは

政治的なそれぞれの活動であると、政治的な政策であったり、その政策に対す

る批判であったりだと思います。……したがいまして、仁比議員が御質問され

ましたそういういわゆる米軍に対する排撃というのは元々入っておりませんし、

政治的なそういう活動に対してこの法律が使われることもあり得ないという認

識であります。」（190－参－法務委員会－13号 平成28年５月12日） 

 

  3) 国務大臣（岩城光英君）「一般的にヘイトスピーチと指摘されることの多い内容

として、一つに、特定の民族や国籍に属する集団を一律に排斥するもの、二つ

に、特定の民族や国籍に属する集団の生命、身体等に危害を加えるもの、三つ

に、特定の民族や国籍に属する集団を蔑称で呼ぶなどして殊更に誹謗中傷する

ものという三つの類型があることを念頭に調査が実施されております。」 

    質問（小川敏夫君）「この第二条の書き方はこの類型になっていないんですよ。

だから、文章は、さっきも言ったけど、危害を加える旨を告知するなどという

だけじゃヘイトに当たるんじゃなくて、さらに本邦外出身者を地域社会から排

除することを扇動すると。だから、危害を加えるという告知するということと

地域社会から排除するということが、二つこの要件を満たしたときに初めてヘ

イトになるという、そういう日本語の文章なんですよ。」 

    矢倉克夫君「この理念法で理念として、もうこのような排斥することを扇動する

言動というのはこれは許されないということを理念として訴えた、それに文脈
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上該当するようなものはこれは広く捉えるということが、理念法であるが以上

のこの立て付けになっております。」（190－参－法務委員会－10号 平成28

年４月26日） 

    法制局参事（加藤敏博君）「発議者の御答弁でございますので、これに尽きると

いうふうに思っております」（190－参－法務委員会－13号 平成28年５月12

日） 

 

(４) 「地域社会」の対象 

  1) 質問（仁比聡平君）「桜本のような集住地域ではない場所、大都会の例えば銀座

だとか新宿だとか、こうしたところで発せられる言動というのはこの地域社会

から排除するということに当たるのか」 

    答弁（矢倉克夫君）「具体的な地域社会かどうかというのはやはり前後の文脈等

も見ながらということになると思うんですが、そのような趣旨に合うような発

言であれば該当するというふうに理解はしたいと思っています。」（190－参

－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

(５) 「本邦外出身者に対する不等な差別的言動の解消」に向けた国及び地方公共団体の

役割 

  1) 答弁（西田昌司君）「国に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組に関する施策の実施義務や、地方公共団体にその実施の努力義務がまた

掛かることになります。」（190－参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

    質問（三宅伸吾君）「国に対する法律の要請対象と地方公共団体に対する法律の

書きぶりと違う書きぶりをしてありますけれども、この国と地方公共団体の書

きぶりの違いはどういう意図を持たれているのか」 

    答弁（矢倉克夫君）「地方公共団体等、その本邦外出身者の方が人口の中でどれ

くらい占めるかとか、もろもろな事情もあります。あと、こういう言動が行わ

れている頻度等もある。そういった実情に応じて、その解消に向けた取組に関

して施策を講じるように努めたと。これは、要するに、国と地方公共団体が果

たすべき役割の違いを踏まえて書き分けを行ったというところであります。」

（190－参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

  

－ 216 －
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    質問（有田芳生君）「辺野古のゲートの前で様々な行動をしておりますけれども、

基地反対運動に対するヘイトスピーチというものを何とかしようというのがこ

の与党法案の目的の一つなんでしょうか。」 

    答弁（西田昌司君）「いわゆる地域社会に適法に居住する本邦外出身者に対する

不当な差別扇動でありまして、米軍の反対運動、基地反対運動とは、全く立法

事実としてそういうことは想定しておりません。」（190－参－法務委員会－

13号 平成28年５月12日） 

    答弁（西田昌司君）「そもそもヘイトスピーチを抑制するこの法案、我々の法案

の中に、米軍の問題というのが立法事実として初めから含まれておりません。

……米軍というアメリカの軍隊、そういう機関、そういうことは元々この中に

は入っておりません。……さらに、具体的なその中身を見ないと分かりません

けれども、いわゆる沖縄の基地などの前でされている活動というのは、これは

政治的なそれぞれの活動であると、政治的な政策であったり、その政策に対す

る批判であったりだと思います。……したがいまして、仁比議員が御質問され

ましたそういういわゆる米軍に対する排撃というのは元々入っておりませんし、

政治的なそういう活動に対してこの法律が使われることもあり得ないという認

識であります。」（190－参－法務委員会－13号 平成28年５月12日） 

 

  3) 国務大臣（岩城光英君）「一般的にヘイトスピーチと指摘されることの多い内容

として、一つに、特定の民族や国籍に属する集団を一律に排斥するもの、二つ

に、特定の民族や国籍に属する集団の生命、身体等に危害を加えるもの、三つ

に、特定の民族や国籍に属する集団を蔑称で呼ぶなどして殊更に誹謗中傷する

ものという三つの類型があることを念頭に調査が実施されております。」 

    質問（小川敏夫君）「この第二条の書き方はこの類型になっていないんですよ。

だから、文章は、さっきも言ったけど、危害を加える旨を告知するなどという

だけじゃヘイトに当たるんじゃなくて、さらに本邦外出身者を地域社会から排

除することを扇動すると。だから、危害を加えるという告知するということと

地域社会から排除するということが、二つこの要件を満たしたときに初めてヘ

イトになるという、そういう日本語の文章なんですよ。」 

    矢倉克夫君「この理念法で理念として、もうこのような排斥することを扇動する

言動というのはこれは許されないということを理念として訴えた、それに文脈
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上該当するようなものはこれは広く捉えるということが、理念法であるが以上

のこの立て付けになっております。」（190－参－法務委員会－10号 平成28

年４月26日） 

    法制局参事（加藤敏博君）「発議者の御答弁でございますので、これに尽きると

いうふうに思っております」（190－参－法務委員会－13号 平成28年５月12

日） 

 

(４) 「地域社会」の対象 

  1) 質問（仁比聡平君）「桜本のような集住地域ではない場所、大都会の例えば銀座

だとか新宿だとか、こうしたところで発せられる言動というのはこの地域社会

から排除するということに当たるのか」 

    答弁（矢倉克夫君）「具体的な地域社会かどうかというのはやはり前後の文脈等

も見ながらということになると思うんですが、そのような趣旨に合うような発

言であれば該当するというふうに理解はしたいと思っています。」（190－参

－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

 

(５) 「本邦外出身者に対する不等な差別的言動の解消」に向けた国及び地方公共団体の

役割 

  1) 答弁（西田昌司君）「国に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向け

た取組に関する施策の実施義務や、地方公共団体にその実施の努力義務がまた

掛かることになります。」（190－参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

    質問（三宅伸吾君）「国に対する法律の要請対象と地方公共団体に対する法律の

書きぶりと違う書きぶりをしてありますけれども、この国と地方公共団体の書

きぶりの違いはどういう意図を持たれているのか」 

    答弁（矢倉克夫君）「地方公共団体等、その本邦外出身者の方が人口の中でどれ

くらい占めるかとか、もろもろな事情もあります。あと、こういう言動が行わ

れている頻度等もある。そういった実情に応じて、その解消に向けた取組に関

して施策を講じるように努めたと。これは、要するに、国と地方公共団体が果

たすべき役割の違いを踏まえて書き分けを行ったというところであります。」

（190－参－法務委員会－８号 平成28年４月19日） 

  

－ 217 －
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  2) 質問（仁比聡平君）「当該地域の実情に応じた施策というのは発議者はどのよう

なものを考え、具体的にはどのようなことを想定をしておられるのでしょう

か。」 

    答弁（矢倉克夫君）「当該地域ごと、それぞれこのような言論の対象になる方が

人口の中でどれくらい比率があるかであるとか、どれくらい頻繁に行われてい

るか、それぞれ地域ごとにあると思います。日本の中ではこのようなヘイトデ

モが行われていないような場面もある。そのような事情、事情を考慮して、例

えばその事情に合った相談体制であるとか、そういうものを整備することを一

つ考えております。」（190－参－法務委員会－10号 平成28年４月26日） 

 

(６) ヘイトスピーチを伴うデモに対する警察の対応の在り方 

  1) 質問（小川敏夫君）「ヘイトデモが行われるときのデモの許可申請がある。それ

に対して、この法律を根拠に公安委員会はデモを不許可にすることができるん

ですか。」 

    答弁（西田昌司君）「事前にこの表現内容、デモ内容にチェックして道路使用許

可を与えるかどうかという仕組みには今なっておりません。しかし、この法律

ができましたからといって直ちにこのヘイトスピーチやるんだったら禁止だと

いう話にはならないと思います。」（190－参－法務委員会－８号 平成28年

４月19日） 

    国務大臣（河野太郎君）「公安条例というものがございますが、過去、最高裁判

所がこの公安条例の合憲性を認めるに当たって、許可することが義務付けられ

ており、不許可の場合が厳格に制限されているので、この許可制は実質におい

て届出制と異なることがないというふうに判示しております。そういうことを

考えますと、表現しようとしている主張の内容においてこのデモを不許可にす

ることはなかなかできないのではないかというふうに承知をしております。」 

    国務大臣（河野太郎君）「交通の円滑な確保ですとか、違法行為、犯罪行為を防

止する観点から助言をするということはございますが、最終的には申請者の意

思が尊重されることになりますので、条例等の要件を満たしていれば、これは

許可をしなければならないということになっております。」（190－参－法務

委員会－10号 平成28年４月26日） 
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  2) 斉藤政府参考人「本法律が成立、公布された際には、全国都道府県警察に対して、

不当な差別的言動は許されないとする法の趣旨や本法を踏まえた警察の対応に

ついて通達をすることを考えております。」（190－衆－法務委員会－19号 

平成28年５月20日） 

 

(７) 本法律の制定後の行政庁の法令解釈、司法判断への影響力 

  1) 答弁（西田昌司君）「こういう理念を掲げて、そもそも国民がこういうヘイトは

すべきでないんだと、また、そういう差別のない社会をつくるのが国民も努力

していかなければならない、そしてそのことを国と地方公共団体が教育や啓発、

相談などを通じて広げていこうということを示すことによって行政側が様々な

判断するときの一つの指針になるのではないかと思います。」（190－参－法

務委員会－８号 平成28年４月19日） 

    答弁（矢倉克夫君）「場合によっては、損害賠償であるとか、そういうような民

法の規定の文脈などで違法等の話が出てくるかもしれないですけれども、そう

いう文脈での違法を判断するときに、この法律により、許されないものである

ということを理念として表した、国として姿勢を表したということが裁判所の

判断に影響を与えるだろうという部分の説明であると思います。このような意

味合いで、これを違法判断かどうかというところはまた違う考慮があると思い

ますが、いずれにしろ違法判断に対してある程度影響を与える判断にはなるで

あろうというところであると思います。」（190－参－法務委員会－８号 平

成28年４月19日） 

 

  2) 答弁（西田昌司君）「トータルで総合的に判断してきたときにある一定の行政判

断が出てくる。そのときの行政判断をしていただくときに、我々は、いわゆる

ヘイトは許さない、あってはならないというこの理念法を設けたことによって

行政判断がなされて、そして、そのことについて、そのヘイトを行っている側

がそれは不当な行政判断なんだと、我々の表現の自由、集会の自由を行政がそ

ういう公権力によって禁止することはおかしいという裁判が出る場合も当然考

えられますね。出てきたときに、我々が、国権の最高機関としての国会がこう

いう理念法を定めて、そういうヘイトというのはあってはならないのであると、

そういうことを基に行政が判断し、そして裁判所も同じく我々の立法趣旨を基

－ 218 －
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  2) 質問（仁比聡平君）「当該地域の実情に応じた施策というのは発議者はどのよう

なものを考え、具体的にはどのようなことを想定をしておられるのでしょう

か。」 

    答弁（矢倉克夫君）「当該地域ごと、それぞれこのような言論の対象になる方が

人口の中でどれくらい比率があるかであるとか、どれくらい頻繁に行われてい

るか、それぞれ地域ごとにあると思います。日本の中ではこのようなヘイトデ

モが行われていないような場面もある。そのような事情、事情を考慮して、例

えばその事情に合った相談体制であるとか、そういうものを整備することを一

つ考えております。」（190－参－法務委員会－10号 平成28年４月26日） 

 

(６) ヘイトスピーチを伴うデモに対する警察の対応の在り方 

  1) 質問（小川敏夫君）「ヘイトデモが行われるときのデモの許可申請がある。それ

に対して、この法律を根拠に公安委員会はデモを不許可にすることができるん

ですか。」 

    答弁（西田昌司君）「事前にこの表現内容、デモ内容にチェックして道路使用許

可を与えるかどうかという仕組みには今なっておりません。しかし、この法律

ができましたからといって直ちにこのヘイトスピーチやるんだったら禁止だと

いう話にはならないと思います。」（190－参－法務委員会－８号 平成28年

４月19日） 

    国務大臣（河野太郎君）「公安条例というものがございますが、過去、最高裁判

所がこの公安条例の合憲性を認めるに当たって、許可することが義務付けられ

ており、不許可の場合が厳格に制限されているので、この許可制は実質におい

て届出制と異なることがないというふうに判示しております。そういうことを

考えますと、表現しようとしている主張の内容においてこのデモを不許可にす

ることはなかなかできないのではないかというふうに承知をしております。」 

    国務大臣（河野太郎君）「交通の円滑な確保ですとか、違法行為、犯罪行為を防

止する観点から助言をするということはございますが、最終的には申請者の意

思が尊重されることになりますので、条例等の要件を満たしていれば、これは

許可をしなければならないということになっております。」（190－参－法務

委員会－10号 平成28年４月26日） 
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  2) 斉藤政府参考人「本法律が成立、公布された際には、全国都道府県警察に対して、

不当な差別的言動は許されないとする法の趣旨や本法を踏まえた警察の対応に

ついて通達をすることを考えております。」（190－衆－法務委員会－19号 

平成28年５月20日） 

 

(７) 本法律の制定後の行政庁の法令解釈、司法判断への影響力 

  1) 答弁（西田昌司君）「こういう理念を掲げて、そもそも国民がこういうヘイトは

すべきでないんだと、また、そういう差別のない社会をつくるのが国民も努力

していかなければならない、そしてそのことを国と地方公共団体が教育や啓発、

相談などを通じて広げていこうということを示すことによって行政側が様々な

判断するときの一つの指針になるのではないかと思います。」（190－参－法

務委員会－８号 平成28年４月19日） 

    答弁（矢倉克夫君）「場合によっては、損害賠償であるとか、そういうような民

法の規定の文脈などで違法等の話が出てくるかもしれないですけれども、そう

いう文脈での違法を判断するときに、この法律により、許されないものである

ということを理念として表した、国として姿勢を表したということが裁判所の

判断に影響を与えるだろうという部分の説明であると思います。このような意

味合いで、これを違法判断かどうかというところはまた違う考慮があると思い

ますが、いずれにしろ違法判断に対してある程度影響を与える判断にはなるで

あろうというところであると思います。」（190－参－法務委員会－８号 平

成28年４月19日） 

 

  2) 答弁（西田昌司君）「トータルで総合的に判断してきたときにある一定の行政判

断が出てくる。そのときの行政判断をしていただくときに、我々は、いわゆる

ヘイトは許さない、あってはならないというこの理念法を設けたことによって

行政判断がなされて、そして、そのことについて、そのヘイトを行っている側

がそれは不当な行政判断なんだと、我々の表現の自由、集会の自由を行政がそ

ういう公権力によって禁止することはおかしいという裁判が出る場合も当然考

えられますね。出てきたときに、我々が、国権の最高機関としての国会がこう

いう理念法を定めて、そういうヘイトというのはあってはならないのであると、

そういうことを基に行政が判断し、そして裁判所も同じく我々の立法趣旨を基

－ 219 －
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にして判断がされていくものと期待しております。」（190－参－法務委員会

－10号 平成28年４月26日） 

 

(８) 法制定に関する関係団体等の反応 

  1) 質問（仁比聡平君）「在日本大韓民国民団の主催をされる緊急集会が呼びかけら

れていますけれども、その呼びかけ文には、ヘイトスピーチによって自らの尊

厳を傷つけられた当事者である私たちとしてはこの法案内容に対する極めて深

い失望感を禁じ得ません、罰則規定を設けないいわゆる理念法であるにしても

ヘイトスピーチが違法であるという明確な規定が不在だからであり、これでは

とても容認できないのですというくだりがある」（190－参－法務委員会－８

号 平成28年４月19日） 

 

  2) 質問（有田芳生君）「金尚均さんのメールです。 

      『本法案が成立しても実効性がなく、無意味だし、与党のアリバイ、ポーズ

のための法案で、むしろマイナスだから反対する主張がありますが、私はそう

は考えません。従来、このような法律が日本に全くなく、初めての試みです。

その意味で最初の一歩と位置づけて、この度の法案をなんとしても国会で成立

させることが急務と考えます。その意味で付帯条項をつけることに賛成します。 

本法案が廃案になることを考えると、本法案が成立することのプラス面は社会

にとって多大と考えます。どうかよろしくお願いします。』。 

      もう一人、参考人で来てくださった川崎桜本にお住まいの崔江以子さん。

ちょっと長いので、途中省略しながら御紹介をします。 

      『この法案や附帯決議について、新聞等報じられている指摘にあるように不

十分な点はありますが私は胸がいっぱいです。私たち桜本の街はあの絶望が、

希望で上書きされていく明日を喜び歓迎しています。会う人、会う人が私の手

を握り「言葉にならない」と涙を浮かべます。あのヘイトスピーチによって沈

黙を強いられた若者は「日本を嫌いにならなくて済んだ」と安どの表情で語り

ました。なによりも胸を痛ませながら法案の行方を祈るように見守り、痛い足

腰で杖をついて院内集会に参加したハルモニ方が喜びます。』。 

      『私たち川崎桜本地域はこの法案と附帯決議をもって、胸を張って、川崎市

に「国がヘイトスピーチの根絶を宣言しました」「国が地方公共団体に着実に
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実施するよう定めました」と具体的な実効性のある対策を求め、共に根絶する

立場で汗をかくことができます。』。 

      『ヘイトスピーチに触れてしまい自身が在日コリアンだという事を絶対に打

ち明けられない。墓場まで持っていくと涙を流した大学生の人生が変わります。

川崎市長さんへ「助けてください」と涙を流した』、息子さんの名前が書かれ

ておりますけれども、『「法律がないから」と救われずに傷ついた心がやっと

癒されます。十三歳の子どもが大人を信じたことを悔やまないで済む社会が実

現します。』。 

      『胸がいっぱいです。涙が出ます。絶望で起き上がれずに、涙にくれた日々

が終わり、希望への歩みを進める道が法案と附帯決議によって整えられました。

これからこそが大切な一歩となります。ヘイトスピーチ根絶の道しるべとなる

法案、附帯決議が全会一致で決まるその時を安寧に共にありたいと思いま

す。』。崔さんの言葉です。」（190－参－法務委員会－13号 平成28年５月

12日） 

 

(９) 修 正 

   国会での審議を踏まえ、参議院法務委員会において①本邦外出身者に対する不当な

差別的言動の定義に「本邦外出身者を著しく侮蔑する」を加える。②不当な差別的言

動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする、とする修正

が行われた。 

 

(10) 附帯決議 

   有田芳生から「ヘイトスピーチの解消に関する決議（案）」とする附帯決議が提案

され、可決された。附帯決議は次の通り。 

    「ヘイトスピーチ、許さない。」 

    ヘイトスピーチ解消の啓発活動のために法務省が作成したポスターは、力強くそ

う宣言する。 

    従来、特定の民族や国籍など本人の意思では変更困難な属性を根拠に、その者た

ちを地域社会ひいては日本社会から排除しようという言動であるヘイトスピーチに

ついて、それが不特定多数に向けられたものの場合、法律の立場は明確ではなかっ
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にして判断がされていくものと期待しております。」（190－参－法務委員会
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とても容認できないのですというくだりがある」（190－参－法務委員会－８
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希望で上書きされていく明日を喜び歓迎しています。会う人、会う人が私の手
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に「国がヘイトスピーチの根絶を宣言しました」「国が地方公共団体に着実に

 

－ 15 － 
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      『胸がいっぱいです。涙が出ます。絶望で起き上がれずに、涙にくれた日々
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す。』。崔さんの言葉です。」（190－参－法務委員会－13号 平成28年５月

12日） 
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   国会での審議を踏まえ、参議院法務委員会において①本邦外出身者に対する不当な

差別的言動の定義に「本邦外出身者を著しく侮蔑する」を加える。②不当な差別的言

動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な差

別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする、とする修正

が行われた。 

 

(10) 附帯決議 

   有田芳生から「ヘイトスピーチの解消に関する決議（案）」とする附帯決議が提案

され、可決された。附帯決議は次の通り。 

    「ヘイトスピーチ、許さない。」 

    ヘイトスピーチ解消の啓発活動のために法務省が作成したポスターは、力強くそ

う宣言する。 

    従来、特定の民族や国籍など本人の意思では変更困難な属性を根拠に、その者た
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た。 

    しかし、個人の尊厳を著しく害し地域社会の分断を図るかかる言論は、決して許

されるものではない。このため、本委員会において、ヘイトスピーチによって被害

を受けている方々の集住地区の視察などをも踏まえて真摯な議論を重ねた結果、本

邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、い

わゆる「ヘイトスピーチ解消法」が、五月十二日に本委員会で全会一致、十三日の

本会議において賛成多数で可決され、二十四日の衆議院本会議において可決・成立

した。同法は、国連の自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会などからの要請をも

踏まえたものである。 

    平成三十二年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた共生社会の実現のた

めにも、ヘイトスピーチの解消に向けて取り組むことは、党派を超えた喫緊の重要

課題である。今般成立したヘイトスピーチ解消法は、ヘイトスピーチの解消に向け

た大きな第一歩ではあるが、終着点ではない。引き続き、法務省の「外国人の人権

状況に関する調査」を始めとする実態調査や国会における議論等を通じて立法事実

を明らかにしていくことが、私たちに課せられた使命である。 

    全国で今も続くヘイトスピーチは、いわゆる在日コリアンだけでなく、難民申請

者、オーバーステイ、アイヌ民族に対するものなど多岐にわたっている。私たちは、

あらゆる人間の尊厳が踏みにじられることを決して許すことはできない。 

    よって、私たちは、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のな

い社会を目指して不断の努力を積み重ねていくことを、ここに宣言する。 

    右決議する。 

 

 

 4. 法施行後の動き 
 

 審議過程で繰り返し述べられてきたとおり、本法はヘイトスピーチの禁止を明記してい

ないため、実際の規制を行うにあたって、同法を根拠に行うことが困難であり、あくまで

も各方面にヘイトスピーチを解消しようとする国会の意思を発するにとどまるものではあ

る。ただ、法施行後、所管各省は次の通り実際にヘイトスピーチ解消へ向けた姿勢をしめ

しはじめており、いくつか具体の成果もあがっている。 

1) 2016年５月31日、川崎市は法成立後（施行前）に、ヘイトスピーチ・デモを計画して
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いる団体に対して、公園の使用を許可しなかった(13)。 

2) また2016年７月13日に川崎市長より諮問を受けた川崎市人権施策推進協議会（会長：

阿部浩己・神奈川大学法科大学院教授）が2016年12月27日に発表した報告書は、公的施

設の利用については許可を原則としなければならないが、「不当な差別的言動が行われ

るおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合」については、不許可とす

べきであるとして、事前規制のための客観的な基準のガイドラインの策定を求めた。 

3) ヘイトスピーチ解消法の施行から１年を迎えるのにあたり、日本弁護士連合会が全国

93の自治体にアンケートを行ったところ、法制定を受けて東京都、愛知県、福岡県、新

宿区、渋谷区、横浜市、川崎市では公園や公民館など公共施設の使用許可の運用を変更

し、それ以外にも11自治体が変更を検討していると回答した。（日弁連「ヘイトスピー

チに対する取組に関する照会報告） 

4) 2016年６月２日、横浜地裁川崎支部がコリアタウンに対するヘイトスピーチ・デモや

徘徊を禁止する仮処分決定を出した。また、在日コリアンへの差別や排除をあおるヘイ

トスピーチを巡り、大阪地裁でも2016年12月20日、大阪市生野区でデモを主催した大阪

府内の男性に対し、同区のＮＰＯ法人「コリアＮＧＯセンター」の事務所から半径600

メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出すなど、裁判所からも法成立後にヘイ

トスピーチ・デモを禁止する仮処分が出されている。 

5) 2016年10月７日、在日コリアンを中傷するビラを貼る目的で商業施設に入ったとして、

建造物侵入罪に問われた男の裁判で福岡地裁が有罪判決を言い渡した。判決はヘイトス

ピーチ解消法について触れなかったが、地検が起訴時に「ヘイトスピーチ対策法の趣旨

にも照らした」と異例のコメントを出していた。2016年10月６日には在日朝鮮人の女性

フリーライターが在特会桜井誠元会長に損害賠償を求めた訴訟で大阪地裁は77万円の支

払いを命じた。 

6) 法務省は、川崎市桜本地区周辺などで2016年１月にあったヘイトスピーチ・デモにつ

いて2016年８月２日に人権侵害を認定し、主催者に同様の行為を行わないよう勧告を

行った。また、法務省は解消法の参考情報の位置づけでヘイトスピーチ（憎悪表現）の

                                                                                 
(13) ただし、この決定は横浜地裁川崎支部が桜本地区の社会福祉団体（青丘社）本部所在地から

半径500メートル以内にヘイトデモの侵入を認めない仮処分（横浜地裁川崎支部平成28年６月

２日決定、平成28年(ヨ)第42号 ヘイトデモ禁止仮処分命令申立事件）を行ったことを根拠と
したものである。仮処分によれば、①在日の人々によるコミュニティが存在し、②青丘社とい

う中軸となる組織が存在し、③ヘイトデモがどのように行われるのか実態として確認できた事

例であったからなしえたものであって、この決定は普遍的なモデルとはなり得ない。丹野清人
「川崎からヘイトスピーチ問題を考える」社会民主2016年９月号参照。 

－ 222 －



 

－ 16 － 

 

た。 

    しかし、個人の尊厳を著しく害し地域社会の分断を図るかかる言論は、決して許

されるものではない。このため、本委員会において、ヘイトスピーチによって被害

を受けている方々の集住地区の視察などをも踏まえて真摯な議論を重ねた結果、本
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本会議において賛成多数で可決され、二十四日の衆議院本会議において可決・成立

した。同法は、国連の自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会などからの要請をも

踏まえたものである。 

    平成三十二年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた共生社会の実現のた

めにも、ヘイトスピーチの解消に向けて取り組むことは、党派を超えた喫緊の重要

課題である。今般成立したヘイトスピーチ解消法は、ヘイトスピーチの解消に向け

た大きな第一歩ではあるが、終着点ではない。引き続き、法務省の「外国人の人権

状況に関する調査」を始めとする実態調査や国会における議論等を通じて立法事実

を明らかにしていくことが、私たちに課せられた使命である。 

    全国で今も続くヘイトスピーチは、いわゆる在日コリアンだけでなく、難民申請

者、オーバーステイ、アイヌ民族に対するものなど多岐にわたっている。私たちは、

あらゆる人間の尊厳が踏みにじられることを決して許すことはできない。 

    よって、私たちは、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のな

い社会を目指して不断の努力を積み重ねていくことを、ここに宣言する。 

    右決議する。 

 

 

 4. 法施行後の動き 
 

 審議過程で繰り返し述べられてきたとおり、本法はヘイトスピーチの禁止を明記してい

ないため、実際の規制を行うにあたって、同法を根拠に行うことが困難であり、あくまで

も各方面にヘイトスピーチを解消しようとする国会の意思を発するにとどまるものではあ

る。ただ、法施行後、所管各省は次の通り実際にヘイトスピーチ解消へ向けた姿勢をしめ

しはじめており、いくつか具体の成果もあがっている。 

1) 2016年５月31日、川崎市は法成立後（施行前）に、ヘイトスピーチ・デモを計画して

 

－ 17 － 

 

いる団体に対して、公園の使用を許可しなかった(13)。 

2) また2016年７月13日に川崎市長より諮問を受けた川崎市人権施策推進協議会（会長：

阿部浩己・神奈川大学法科大学院教授）が2016年12月27日に発表した報告書は、公的施

設の利用については許可を原則としなければならないが、「不当な差別的言動が行われ

るおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合」については、不許可とす

べきであるとして、事前規制のための客観的な基準のガイドラインの策定を求めた。 

3) ヘイトスピーチ解消法の施行から１年を迎えるのにあたり、日本弁護士連合会が全国

93の自治体にアンケートを行ったところ、法制定を受けて東京都、愛知県、福岡県、新

宿区、渋谷区、横浜市、川崎市では公園や公民館など公共施設の使用許可の運用を変更

し、それ以外にも11自治体が変更を検討していると回答した。（日弁連「ヘイトスピー

チに対する取組に関する照会報告） 

4) 2016年６月２日、横浜地裁川崎支部がコリアタウンに対するヘイトスピーチ・デモや

徘徊を禁止する仮処分決定を出した。また、在日コリアンへの差別や排除をあおるヘイ

トスピーチを巡り、大阪地裁でも2016年12月20日、大阪市生野区でデモを主催した大阪

府内の男性に対し、同区のＮＰＯ法人「コリアＮＧＯセンター」の事務所から半径600

メートル以内でのデモを禁止する仮処分決定を出すなど、裁判所からも法成立後にヘイ

トスピーチ・デモを禁止する仮処分が出されている。 

5) 2016年10月７日、在日コリアンを中傷するビラを貼る目的で商業施設に入ったとして、

建造物侵入罪に問われた男の裁判で福岡地裁が有罪判決を言い渡した。判決はヘイトス

ピーチ解消法について触れなかったが、地検が起訴時に「ヘイトスピーチ対策法の趣旨

にも照らした」と異例のコメントを出していた。2016年10月６日には在日朝鮮人の女性

フリーライターが在特会桜井誠元会長に損害賠償を求めた訴訟で大阪地裁は77万円の支

払いを命じた。 

6) 法務省は、川崎市桜本地区周辺などで2016年１月にあったヘイトスピーチ・デモにつ

いて2016年８月２日に人権侵害を認定し、主催者に同様の行為を行わないよう勧告を

行った。また、法務省は解消法の参考情報の位置づけでヘイトスピーチ（憎悪表現）の

                                                                                 
(13) ただし、この決定は横浜地裁川崎支部が桜本地区の社会福祉団体（青丘社）本部所在地から

半径500メートル以内にヘイトデモの侵入を認めない仮処分（横浜地裁川崎支部平成28年６月

２日決定、平成28年(ヨ)第42号 ヘイトデモ禁止仮処分命令申立事件）を行ったことを根拠と
したものである。仮処分によれば、①在日の人々によるコミュニティが存在し、②青丘社とい

う中軸となる組織が存在し、③ヘイトデモがどのように行われるのか実態として確認できた事

例であったからなしえたものであって、この決定は普遍的なモデルとはなり得ない。丹野清人
「川崎からヘイトスピーチ問題を考える」社会民主2016年９月号参照。 
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－ 18 － 

 

典型例や判断基準などを示した文書を提供開始した。この中で典型例としてあげたのは

①「○○人は殺せ」などの脅迫的言動、②差別的、軽蔑的な意味合いで「ゴキブリ」な

ど昆虫や動物、物に例える言動、③「○○人はこの町から出て行け」など地域社会から

排除することをあおり立てる言動、などとした。一方で言動の背景や前後の文脈などは

「総合的に考慮して判断」するよう求めている。また、公共施設の使用許可申請があり、

ヘイトスピーチが行われることが予想される場合には、地方自治法や条例の趣旨を踏ま

え、予定する集会の内容や過去に行った集会での言動など「諸事情を総合的に勘案して

判断」するよう求めた。 

7) 法務省ではヘイトスピーチ被害相談対応チームが新設された。インターネット上での

書き込みについて人権侵害を認定し削除要請を行っている。 

8) 警察はヘイトスピーチ・デモへの対応について、デモの実施を優先させ、ヘイトス

ピーチへの抗議デモ（いわゆるカウンター・デモ）を排除してきたものが法施行後はヘ

イトデモ主催者を説得する方向へと方針転換した。法施行同日、警察庁から各都道府県

警察長などへ向けヘイトスピーチに関して違法行為があった場合に「厳正に対処するな

ど」ヘイトスピーチ解消に向けて取り組むよう通達(14)が出された。 

9) 馳浩文科大臣は2016年５月24日記者会見で本法に盛り込まれた教育活動の実施や必要

な取組について問われ、「教育に関して言えば、私はあらゆる教科を通じて、こういう

他者に対する配慮、相互理解は必要だと思います。もちろん、国語の表現であるとか、

社会の授業とか地理とか、また英語の授業においても、まさしく異文化理解をあらゆる

教科を通じて、相互理解、そのことを旨とした教育が必要だと思いますし、そういうこ

とです。」と回答。文科省は2016年６月20日都道府県及び政令市の教育委員会担当事務

主管課長、教育機関などへ宛て「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向

けた取組の推進に関する法律』の施行について」とする通知（教私第1077－119号）を

発し、「本法について十分了知されるよう」求めた。文科省では人権教育の一貫として

「外国人」に関する参考資料をウェブサイトで提供しているが、2016年10月から法務省

のヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動、ヘイトスピーチ解消に資する人権教育に関

する特色ある実践事例を紹介している。 

10) 警察庁によると、2016年６月３日の施行から2017年４月末までに差別をあおるなどの

右派系市民グループによるデモは35件確認されたが、これは前年同期の61件からはおよ

                                                                                 

(14) 平成28年６月３日都道府県警察の長ほか宛、警察庁丙備企発第147号 

 

－ 19 － 

 

そ半減した件数であった(15)。 

 

 

 5. 課 題 
 

 本法については次のような課題が指摘されている。 

1) 事前規制の問題点がとりわけ表現の自由の侵害との関係上指摘される。判断権者に

よって規制の内容が変わる等恣意的な判断を防ぐため第三者機関の設置が必要であり、

前述の川崎市審議会報告書のように基準を検証する機関も設けるべき、との指摘がある。 

2) 2014年の国連人種差別撤廃委員会による勧告で人種差別であるとして同時に取り上げ

られた部落差別に関する対策法については、「部落差別の解消の推進に関する法律」

（平成28年12月16日法律第109号）として別に成立した。一方で人種差別全般を対象と

した反人種差別法については未整備となっている。 

3) 東京都知事選挙に立候補した元在特会会長がヘイトスピーチを行うも野放しとされた

ことが話題となった。選挙運動期間中、立候補者の選挙活動における言動については何

ら規制する手立てがない。 

4) 定義が独特で限定的で該当するデモや集会がきわめて限られている。近年でも行われ

ているアイヌや沖縄への差別的言動については対象外。また合法的に滞在する外国人の

みが対象者となるため、不法滞在や難民申請者も法のいう「ヘイトスピーチ」の定義上

は対象外である。 

 

 

 6. 地方自治体の施策・条例への影響 
 

 本法は理念法であり、自治体に課された責務規定は①相談体制の整備、②教育の充実、

③啓発活動の３点である。国は、自らも「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解

消に向けた取組を行うとともに、こうした自治体が行う施策について必要な助言その他の

措置を講ずる責務を有することとされている。 

                                                                                 

(15) ただし、「朝鮮死ね」とプラカードに書いたり、「日本海に入ってください」と叫ぶなどヘ

イトに認定されないよう発言を工夫する事例もみられる。東京新聞2017年５月22日「ヘイト認

定巧みに回避」。 

－ 224 －
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典型例や判断基準などを示した文書を提供開始した。この中で典型例としてあげたのは

①「○○人は殺せ」などの脅迫的言動、②差別的、軽蔑的な意味合いで「ゴキブリ」な

ど昆虫や動物、物に例える言動、③「○○人はこの町から出て行け」など地域社会から

排除することをあおり立てる言動、などとした。一方で言動の背景や前後の文脈などは

「総合的に考慮して判断」するよう求めている。また、公共施設の使用許可申請があり、

ヘイトスピーチが行われることが予想される場合には、地方自治法や条例の趣旨を踏ま

え、予定する集会の内容や過去に行った集会での言動など「諸事情を総合的に勘案して

判断」するよう求めた。 

7) 法務省ではヘイトスピーチ被害相談対応チームが新設された。インターネット上での

書き込みについて人権侵害を認定し削除要請を行っている。 

8) 警察はヘイトスピーチ・デモへの対応について、デモの実施を優先させ、ヘイトス

ピーチへの抗議デモ（いわゆるカウンター・デモ）を排除してきたものが法施行後はヘ

イトデモ主催者を説得する方向へと方針転換した。法施行同日、警察庁から各都道府県

警察長などへ向けヘイトスピーチに関して違法行為があった場合に「厳正に対処するな

ど」ヘイトスピーチ解消に向けて取り組むよう通達(14)が出された。 

9) 馳浩文科大臣は2016年５月24日記者会見で本法に盛り込まれた教育活動の実施や必要

な取組について問われ、「教育に関して言えば、私はあらゆる教科を通じて、こういう

他者に対する配慮、相互理解は必要だと思います。もちろん、国語の表現であるとか、

社会の授業とか地理とか、また英語の授業においても、まさしく異文化理解をあらゆる

教科を通じて、相互理解、そのことを旨とした教育が必要だと思いますし、そういうこ

とです。」と回答。文科省は2016年６月20日都道府県及び政令市の教育委員会担当事務

主管課長、教育機関などへ宛て「『本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向

けた取組の推進に関する法律』の施行について」とする通知（教私第1077－119号）を

発し、「本法について十分了知されるよう」求めた。文科省では人権教育の一貫として

「外国人」に関する参考資料をウェブサイトで提供しているが、2016年10月から法務省

のヘイトスピーチに焦点を当てた啓発活動、ヘイトスピーチ解消に資する人権教育に関

する特色ある実践事例を紹介している。 

10) 警察庁によると、2016年６月３日の施行から2017年４月末までに差別をあおるなどの

右派系市民グループによるデモは35件確認されたが、これは前年同期の61件からはおよ

                                                                                 

(14) 平成28年６月３日都道府県警察の長ほか宛、警察庁丙備企発第147号 

 

－ 19 － 

 

そ半減した件数であった(15)。 

 

 

 5. 課 題 
 

 本法については次のような課題が指摘されている。 

1) 事前規制の問題点がとりわけ表現の自由の侵害との関係上指摘される。判断権者に

よって規制の内容が変わる等恣意的な判断を防ぐため第三者機関の設置が必要であり、

前述の川崎市審議会報告書のように基準を検証する機関も設けるべき、との指摘がある。 

2) 2014年の国連人種差別撤廃委員会による勧告で人種差別であるとして同時に取り上げ

られた部落差別に関する対策法については、「部落差別の解消の推進に関する法律」

（平成28年12月16日法律第109号）として別に成立した。一方で人種差別全般を対象と

した反人種差別法については未整備となっている。 

3) 東京都知事選挙に立候補した元在特会会長がヘイトスピーチを行うも野放しとされた

ことが話題となった。選挙運動期間中、立候補者の選挙活動における言動については何

ら規制する手立てがない。 

4) 定義が独特で限定的で該当するデモや集会がきわめて限られている。近年でも行われ

ているアイヌや沖縄への差別的言動については対象外。また合法的に滞在する外国人の

みが対象者となるため、不法滞在や難民申請者も法のいう「ヘイトスピーチ」の定義上

は対象外である。 

 

 

 6. 地方自治体の施策・条例への影響 
 

 本法は理念法であり、自治体に課された責務規定は①相談体制の整備、②教育の充実、

③啓発活動の３点である。国は、自らも「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」の解

消に向けた取組を行うとともに、こうした自治体が行う施策について必要な助言その他の

措置を講ずる責務を有することとされている。 

                                                                                 

(15) ただし、「朝鮮死ね」とプラカードに書いたり、「日本海に入ってください」と叫ぶなどヘ

イトに認定されないよう発言を工夫する事例もみられる。東京新聞2017年５月22日「ヘイト認

定巧みに回避」。 

－ 225 －



 

－ 20 － 

 

 国会審議でも指摘されていたように、本法を根拠としてデモの事前規制を行うことはで

きないものと考えられる。警察は、デモの実施にあたっては交通の円滑な確保や、違法行

為、犯罪行為を防止する観点から助言を行うが、最終的には申請者の意思が尊重されるこ

ととなる。実際に行われた不法行為についてこれを直接取り締まるのは事後的に侮辱や名

誉棄損等に関する規定を用いる既存の法制度下での運用になる。 

 一方で、法の制定の意義として発議者から繰り返し語られているのは、法が司法や国民

に対し、国会の意思としてヘイトスピーチの不当性を訴えるものであり、立法者の意思を

くみ取って行政当局や司法が取り組む方向性にこれを反映させるというものである。現に

害意をもってヘイトスピーチ等を職業的に行っている団体がある事実に対するものとして

は迂遠だが、先に見たとおり、警察や自治体の対応に一定の変化が見られるとの指摘もあ

る。だが当局の取り締まりへ向けた姿勢など、各省庁の忖度に基づく「法外」の措置につ

いては、継続性や安定性、また恣意的な運用への懸念など不安な要素が多く、法として見

たときの不完全さの印象はぬぐえない。 

 今後の自治体の取り組みとしては、大阪市のように新たに条例をつくり対応していくこ

とが考えられ、川崎、名古屋、神戸の各市では実際に条例の制定を検討している。また、

川崎市人権施策推進協議会がヘイトスピーチ防止に向けて公園使用などを事前規制するた

めのガイドラインを設けるべきとする報告書を提出し、既に一部自治体が取り組みはじめ

ているように、法がなしえなかった事前規制へ向けた動きが注目されるが、運用について

自治体にリスクが伴う。現場の自治体職員にとっての後ろ盾が政権の意向を伺う各省庁の

「忖度」のみでははなはだ頼りない。 

 先に紹介したように、本法の制定にあたっては既に多くの課題が指摘されているところ

である。本法が制定されたことによって、日本における人種差別、構造的差別が解消され

たものとして、再び冒頭示した「現在の日本が人種差別思想の流布や人種差別の煽動が行

われている状況にあるとは考えていない」という日本国政府の態度が継続される事態は避

けねばならないだろう。ただ、本法は日本で初めての反人種差別法といえる(16)。とりわ

け植民地支配に関連した在日コリアンについて入管体制により管理、差別の対象として

扱っており、人権保障の観点からの法律はないにひとしかったので、本法によりようやく

国が第一歩を記した点は評価できるだろう。 

（ほりうち たくみ 公益財団法人地方自治総合研究所研究員） 

                                                                                 

(16) 師岡康子「ヘイトスピーチの法規制をめぐる情勢について」『自治体から発信する人権政策』

2016年、p.51 

－ 226 －
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