
１．はじめに

総務省が2016年2月26日に公表した2015年

国勢調査の速報値によれば、わが国の総人口

は、1億2711万人で、前回国勢調査（2010年）

より94万7千人減少した。総人口が減少した

のは1920年の調査開始以来、初めてのことで

ある。都道府県では、大阪府などを含む39道

府県で、また市町村では1718市町村のうち14

16市町村（82.4%）で人口が減少するなど、

本格的な人口減少時代が到来しつつある。社

会経済や地域社会も大きく変容を迫られるな

かで、これにどのように対応するのかが喫緊

の課題となっている。

2013年6月25日の第30次地方制度調査会答

申は、このような人口減少社会を「否定でき

ない事実」と受け止めた上で、このような社

会にあっても、経済を持続可能なものとし、

人々が全国で安心して快適な暮らしを営んで

いけるようにしていくための方策について、

大都市制度のあり方と基礎自治体の行政サー

ビス提供体制という２つの点から答申したも

のであった。答申は、後述のように第4次一

括法や2014年地方自治法改正などに反映され
1)、連携中枢都市圏構想など、新たな制度も

動き出している。ここでは、第30次地方制度

調査会答申と答申後の改革を中心に、都市自

治制度改革の現状と課題について述べること

とする。

２．第30次地方制度調査会答申の位置づけ

答申は、諮問事項「①住民の意向をより一

層地方公共団体の運営に反映できるようにす

る見地からの議会のあり方をはじめとする住

民自治のあり方、②我が国の社会経済、地域

社会などの変容に対応した大都市制度のあり

方、③東日本大震災を踏まえた基礎自治体の

担うべき役割や行政体制のあり方」のうち②

と③についてのものである。久々に｢大都市

制度｣が正面から取り上げられることとなっ

た直接的な背景には、「大阪都構想」や「特

別自治市構想」等の提案があったが、2012年

8月に「大都市地域における特別区の設置に

関する法律」（大都市地域特別区設置法）が

制定されたこともあり、答申は、大都市制度

の枠組みを大きく変える｢大阪都構想｣、「特

別自治市構想」については留意事項・検討課

題を示すにとどまり、既存の制度の枠組みの

中で住民自治の拡充や大都市等を中心とした

広域連携の推進について示すものとなった。

前述のように、答申の前提には、厳然とし

て存在する「人口減少社会」がある。その姿

は、「人口減少が進む中にあっても、集落の

数はそれほど減少せず、人々は国土に点在し

て住み続け、単独世帯も増加していく」とい

うものであったが、その中で、「経済を持続

可能なものとし、人々が全国で安心して快適

な暮らしを営んでいけるようにしていくため
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1「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」（2014年6月4日公布）、

「地方自治法の一部を改正する法律」（平成26年5月30日公布）



に」、特に大都市等の役割を強調し、大都市

と基礎自治体の関係を相互依存的なものと捉

えた上で、基礎自治体の行政サービス提供体

制を大都市等と近隣市町村との広域連携の中

に位置づけたところに答申の特色があった。

「人々の暮らしを支え、経済をけん引してい

くのにふさわしい核となる都市やその圏域を

戦略的に形成していく」ことが必要とされ、

「指定都市、中核市、特例市のうち地域の中

枢的な役割を果たすべき都市」が新たに「地

方中枢拠点都市」と位置づけられている。

具体的には答申は、指定都市への権限移譲、

中核市制度と特例市制度の統合などによって

大都市等の権限を強化するとともに、大都市

等が、内にあっては都市内分権によって住民

自治を進めることにより、また、外に向けて

は、中枢拠点都市、あるいは中心となる都市

として近隣自治体との連携のネットワークを

進めることにより、人々の暮らしを支えてい

くというスキームを示した。

３．第30次地方制度調査会答申の内容とその

後の対応

前述のように、答申後、その内容は、第4

次一括法や2014年自治法改正などに反映され

たので、ここでは、答申の内容とその後の推

移を整理しておくこととする。

①大都市等の権限強化

まず、大都市への事務･権限の移譲につい

ては、答申は、「二重行政」の解消という観

点から、都道府県から指定都市へのできるか

ぎりの事務移譲が必要だとし、移譲候補とな

る事務を具体的に別表にも示した。これを受

けて第4次一括法において、病院の開設許可、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に

関する都市計画の決定権限の移譲等、25法律

の改正が行われている。また、答申では、二

重行政を解消するために、任意事務を中心に

指定都市と都道府県が同種の事務を処理する

場合等に適切に連絡調整を行う協議会を設置

すべきとしたが、これについては2014年自治

法改正において、指定都市都道府県調整会議

を設けることとされた（自治法第252条の21

の２）。

また、答申は、中核市･特例市については、

人口20万人であれば保健所を設置することに

より特例市が中核市となるという形で両制度

を統合することにより、一層の事務の移譲を

可能とすべきであるとしたが、2014年自治法

改正において答申に則った改正が行われた。

②都市内分権・住民自治の強化・拡充

次に、「都市内分権」については、答申は、

指定都市、特に人口が多い指定都市において

は、「都市内分権」により住民自治を強化す

るため、区の役割を拡充することとすべきで

あるとし、条例で市の事務の一部を区が所管

する事務とすること、区長に市長から独立し

た人事や予算等の権限（区の職員の任命権、

歳入歳出予算に関する市長への提案権、財産

の管理権）をもたせることができるようにす

ること、区長を特別職とすることを選択でき

るよう検討すべきとした。さらに、区単位の

行政運営を強化するために区地域協議会や地

域自治区等の仕組みをこれまで以上に活用す

べきとしている。これらについては、2014年

自治法改正によって、区の事務所が分掌する

事務を条例で定めることとし（252条の20第

２項）、合わせて区に代えて総合区を設け、

議会の同意を得て選任される総合区長（特別

職）を置くことができることとした（252条

の20の２）。総合区長は、総合区域内の政策

及び企画をつかさどるほか、住民の意見を反

映させてまちづくりを推進する事務や住民相

互の交流を促進する事務などを執行し、これ

らの事務の執行について指定都市を代表する。

また総合区長は、総合区の事務所･出張所の

職員を任免し、歳入歳出予算のうち総合区長

が執行する事務に係る部分に関し必要がある

と認めるときは、市長に対し意見を述べるこ

とができることとされた。

また、答申は、議会については、新たな区の
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位置づけを踏まえ、区を単位とする住民自治

の機能を強化すべきであるとして、区単位の

議会の活動を推進するため、市議会内に区選

出市議会議員を構成員とする常任委員会を置

き、区長の権限に関する事務の調査や区に係

る議案、誓願等の審査を行うこととすべきで

あるとしたが、これに対しては、全国市議会

議長会指定都市協議会より、慎重に検討する

ことを求める緊急要望（2014年2月6日）がな

されており、法定化はされていない。ただし、

2014年5月30日の総務大臣通知「地方自治法

の一部を改正する法律の公布について（通知）」

においては、このような仕組みを設けること

について考えられる旨通知を行っている。

答申は、中核市･特例市、都区制度につい

ても、住民自治を拡充すべきとし、地域自治

区等の仕組みの活用を検討すべきとするとと

もに、選挙区を設けるべきかどうかについて

引き続き検討すべきであるとした。

③広域連携

答申は、今後の基礎自治体の行政サービス

提供体制については、市町村間の広域連携を

有効な選択肢とし、その際、「人口減少･少

子高齢社会においては、中心市と近隣市町村

が相互に役割分担を行い連携･協力すること

により、圏域全体の活性化を図ることを目的

とする定住自立圏のような仕組みが重要であ

る」とした。その上で、地方圏における地方

中枢拠点都市を核にした、産業振興、雇用確

保、広域観光等の分野における都市機能の

「集約とネットワーク化」、それ以外の中心

市を核にした広域連携（定住自立圏施策）の

促進、三大都市圏における水平的･相互補完

的な連携と言う３つのタイプの連携を示し、

さらに広域連携を一層進めていくため、現行

の事務の共同処理の制度に加え、より弾力的

な広域連携の制度を設けることとすべきであ

るとした。

答申後、「定住自立圏構想の今後の在り方

に関する研究会」、「基礎自治体による行政

サービス提供に関する研究会」の報告を経て、

2014年自治法改正において、連携協約制度と

事務代執行制度が創設された。また、2014年

8月の「地方中枢拠点都市圏構想推進要綱」

により、地方中枢拠点都市圏における連携協

約による広域連携の仕組みが制度化されてい

る。同構想は、2014年12月27日に閣議決定さ

れた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の

中で、国土交通省の「高次地方都市連合」構

想、経済産業省の「都市雇用圏」構想等とと

もに「連携中枢都市圏構想」へと統合された。

４．都市自治制度の課題

上述のように、答申は、人口減少社会の将

来の姿を見据え、全ての基礎自治体がフルセッ

トでサービスを提供し続けていくという考え

方はとらずに広域連携によって必要なサービ

スを提供していこうというものであった。こ

のようなことから、大都市等にあっては、権

限移譲による権限強化、都市内分権による住

民自治の拡充、戦略的な圏域の形成が構想さ

れたのである。このような方向性は妥当なも

のといえるが、上の３つの局面においてはい

ずれも難しい調整がもとめられる。答申とそ

の後の改革は制度的に一定の道筋を示したが、

課題も多い。ここでは、答申で示された事項

を中心に、大都市自治体等の課題を示してお

くことにする。

まず第１に、制度設計をめぐる自治体間ガ

バナンスである。地方分権改革においては、

国と地方の役割分担の明確化の観点から、権

限移譲は全国一律に行われてきたが、最近で

は｢手挙げ方式｣2)など、地方公共団体の発意

に応じ選択的に権限移譲を行う方式が導入さ
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2） 「手挙げ方式」は、地方分権改革有識者会議の最終とりまとめ「個性を活かし自立した地方をつくる～地方分権改革

の総括と展望」（平成26年6月24日）において「提案募集方式」とともに示された手法である。参照、岩崎忠(2015)「地方

分権改革と提案募集方式～地方分権改革有識者会議での審議過程を中心にして～」自治総研2015年5月号。勢一智子(2015)

「地方イニシアティブの機能条件―地方による地方のための地方制度改革に向けて」地方自治2015年3月号。



れている 。市町村の状況は多様であること

から、都道府県と市町村の間でも同様に地域

が実情に合わせ主体的に制度を選択できるよ

うになっていくことは望ましい。答申では、

指定都市については協議会を設置すべきとし、

中核市については中核市･特例市制度の統合

にあたり、条例による事務処理特例制度を活

用すべきとして、個別の事務の権限移譲に関

する判断を自治体側に委ねた。

ところで条例による事務処理特例制度（自

治法252条の17の2）は、市町村長との協議の

上、都道府県の条例により権限移譲を行うも

のであるが、実際には、市町村の意向を主張

する場が少なく都道府県から一方的に移譲対

象事務が提示されるなど、真に市町村が求め

る権限の移譲が困難になっていると指摘され

ている3)。このため中核市市長会からは、都

道府県に対して権限移譲を要請する際の市町

村議会での議決要件の撤廃（地方自治法、25

2条の17の２第3項）や都道府県と市町村との

適切な「協議の場」の設置義務化などが求め

られているところである4)。

地域の実情に合わせて、主体的に制度が選

択されていくためには、補完性の原理に則っ

た上で、都道府県と市町村が対等な立場で協

議を進めることが不可欠であるし、その際、

市町村から積極的に提案を行えるようにする

ことが鍵となる。そのためにも、協議の定例

化や意見交換の実質化、「提案募集方式」の

採用など、それぞれの地域が対等な協力関係

の中で最適の制度を創っていくことができる

ような自治体間ガバナンスが求められる。

第２に、広域連携をめぐる自治体間ガバナン

スである。人口減少の中で、圏域全体で必要

なサービスを確保していく広域連携が期待さ

れるが、一方で、連携の中では、それぞれの

自治体の｢自治｣が制約される局面が立ち現れ

る。新たな広域連携の形として期待されてい

る連携中枢都市圏や定住自立圏は、中心都市

が連携中枢都市宣言・中心市宣言を行い、連

携中枢都市圏ビジョン・定住自立圏共生ビジョ

ンを策定し、近隣の市町村と個別に連携協約・

定住自立圏形成協定を締結する。宣言の際に

は近隣の市町村の意向に配慮が求められ、ビ

ジョン策定の際には連携する市町村との協議

が必要とされてはいるものの、全体として、

中心となる市が主導的に「集約（コンパクト)

とネットワーク」の観点からすすめる制度設

計となっている。このようなことから、自治

体･地域が創意工夫をこらして人口減少･超高

齢社会に対処していくためのツールとして位

置づけられる5)と評価される一方で、中心市

と連携市町村の関係が事実上支配と従属の関

係として機能することになるのではないか6)

など、連携市町村の自主性や自律性を損な

うことを危惧する評価もある。また、連携協

約・協定の締結に当たっては住民への周知や

議会の議決が必要とされてはいるものの、住

民によるコントロール面が弱くなることが危

惧される。柔軟で実のある連携を行っていく

ためには、それぞれの地域が主体的に連携の

内容と形を選択できなければならない。その

ためには協定や連携協約、ビジョンの策定段

階での丁寧な協議に基づいた合意形成、執行

段階での丁寧なフォローが欠かせない。また、

議会による執行状況の監視と圏域ネットワー

ク構築におけるNPOや住民の積極的参加など

住民自治を確保していく仕組みが必要となる。

第３に住民自治の拡充･強化をめぐる都市内

ガバナンスである。規模の大きい大都市にお

いては地域の事情に即した「まちづくり」や

サービスの提供は行いにくいことから、指定

都市においては区に相当程度の事務が分掌さ

れ、まちづくりに関する自主事業などが行わ
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3）第25回専門小委員会、中核市市長会「地方分権時代の中核市における権限移譲のあり方に関する提言」（平成24年11月

2日）。

4）中核市市長会「条例による事務処理の特例制度の改善を求める提言」(平成26年11月7日)

5）伊藤正次「自治体間連携の時代：歴史的文脈を解きほぐす」都市問題2015年２月号、56頁。

6）本多滝夫「『地方創生』と連携中枢都市圏構想を問う」自治と分権、2015年4月号、50頁



れるとともに、そのほとんどで地方自治法に

基づく区地域協議会や区民会議などの住民自

治に関する任意の組織が設置されている。

第30次地制調においては、これをさらに進

め、区において地域の総合調整を行わせると

ともに、区長を公選にすることや直接公選の

議会(住民の代表機関)をおくことなども議論

された。既に指定都市の区は、選挙区が設け

られ、政治的な代表を選出する単位として政

治的な地域単位となっているが7)、地制調で

の議論はこれを一歩進めるものだったといえ

る。一方、このような政治的主体化は、行政

区の利益が暴走して制御できなくなる恐れが

あることなどから、｢事務処理を行政区にさ

せても政治的主体にはしないというのが多く

の市長の意思｣であるともされる8)。地制調

の審議においても指定都市市長会の意見聴取

では消極的な意見が述べられた9)。上述のよ

うに2014年自治法改正においては新たに｢総

合区｣制度が設けられたが、あえて「総合区

制度」を設けたのは、「区長が特別職になり、

行政区が政治主体化することを恐れた」ため

とも言われる10)。その「総合区」について

は導入するメリット・必要性がないとする指

定都市がほとんどであり11)、また、区選出

市会議員による常任委員会を設置する議会も

今のところない。

身近なところできめ細かい対応が求められ

るケースが増え、地域やNPOとの共働がます

ます必要となる中で、より狭域なレベルでの

分権、総合化をすすめる流れは避けられない。

その際、どのような形でこのような区域での

決定に民主的正統性を付与することができる

のかが問われることになる。狭域単位で調整、

決定すべき事柄と市全域で取り組むべき課題

を切り分けた上で、住民自治の強化と迅速･

効率性のバランスをいかにとっていくのかと

いう都市内ガバナンスが求められているとい

えよう。

答申等が示した新たな都市自治制度の構図

は、従来の完結型大都市とは異なる大都市観

に基づくものであり、内と外に向けてのより

複雑なガバナンスを要請するものだといえる。

その中で、住民の意思を反映しつつ近隣自治

体と協力しながらどのように人々が必要とす

るサービスを提供していくのか、都市自治体

の力量が問われている。
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7）北村亘(2013)『政令指定都市』中公新書、97頁。

8）同上、115頁。

9）第7回専門小委員会

10）岩崎忠(2014)「2014年地方自治法改正の制定過程と論点～大都市制度等の見直しと新たな広域連携制度の創設」自治

総研2014年9月号、10頁

11）但し、大阪市は、副首都推進局において総合区の検討を行うとしており、都構想の修正案づくりと平行して8月頃まで

にたたき台となる複数の案を策定する方針（毎日新聞2016年4月1日）。また、名古屋市、新潟市は導入の是非も含め検

討を行うこととしている。


