
－1－ 

今後の地方分権改革の理念と方向【総合計画審議会提言骨子】（案） 

 

Ⅰ 基本的な考え方 

１ 現行の行政システムの課題と分権改革の必要性 

(1) 中央集権型行政システムの制度疲労 

■経済社会のグローバル化や高度情報化が進展し，地球規模での地域間競争が本格化する中で，

地域の社会経済構造が劇的に変化するとともに，住民のニーズや価値観も多様化 

■中央集権型行政システムは，権限・財源・人材・情報を過度に中央に集中させ，全国画一の

統一性と公平性を重視する余り，地域ごとの個性を発揮できないといった弊害を生み，地方

の活力が低下 

■こうした状況を打破するには，国主導の画一的な行政システムを抜本的に見直し，地域の問

題は地域が主体的に取り組むことのできる分権型行政システムに転換することが必要 

 

(2) 非効率で無駄の多い行政システム 

■我が国は，少子高齢・人口減少時代を迎え，今後，右肩上がりの経済成長は見込まれない中，

行政の守備範囲等を検証し，施策の無駄を省き，効率性を高めることが必要 

■各省庁が法令や補助金等，様々な形で地方行政に関与しており，地域のニーズや実情を踏ま

え，費用対効果の高い施策を展開していく上で問題がある 

■また，地域の行政のうち，国，都道府県，市町村で重層的に担っている行政分野も多く，極

めて非効率で多くのコストを要しているのが現状 

■国の役割を国家の存立に関する事務等に限定した上で，地方に事務・権限，財源の移譲を行

い，法令や財源等により国が地方をコントロールする仕組みを見直すことで，簡素な行政シ

ステムを構築することが必要 

 

(3) 住民監視の及ばない内政事務 

■地域の行政はできる限り住民の監視と批判の下に行うことが，真の地方自治の姿 

■現在，国が多くの住民に身近な内政事務に関与し，住民に遠いところでその内容を決定して

おり，住民ニーズ，地域ごとに様々に異なる実情を反映させにくい仕組みとなっている 

■更に，国の地方支分部局等では，莫大な予算を執行しているにもかかわらず，住民がその状

況を監視する仕組みがない 

■国の地方支分部局等を原則廃止し，その事務・権限を地方に移譲することが必要 

 

２ 分権改革の理念 

■現在の行政システムは，地方自治の本旨を実現していく上で，様々な制度的な課題や弊害があ

る（「１ 現行の行政システムの課題と分権改革の必要性」参照） 

■県が取り組むべき地方分権改革は，こうした現状を踏まえ，国民福祉の増進に向かって，行政

を展開する上で，国及び地方自治体が担うべき役割を明確にし，地方自治体の自主性，自立性

を高め，国民が真に「ゆとりと豊かさを実感できる社会」の構築，個性豊かで活力に満ちた地

域社会の実現を目指すべき 
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■さらに，真の地方自治を実現する上では，住民の行政への参加が不可欠であり，住民自治の充

実といった視点からも取り組むべき 

■国・地方を通じて厳しい財政状況にあり，少子・高齢化が一層進行する状況の中で，今後は，

行政の守備範囲を見直すとともに，地域のニーズに応じた多様な行政サービスの維持・向上を

図るため，地域コミュニティやＮＰＯ等の多様な主体と連携することが不可避 

■こうした点を踏まえ，県では次の事項を理念に掲げ，改革に取り組むべき 

 

(1) 参画・協働 

■行政の透明性の確保，住民への説明責任の徹底等により，住民の自治への参加を促す環境整

備を一層推進するとともに，行政の守備範囲の見直しや民間開放等により，地域コミュニテ

ィやＮＰＯ等の多様な主体と行政が協働する地域社会の実現を目指す 

 

(2) 補完・近接 

■住民に身近な行政サービスについて，まずは住民と基礎自治体との間で役割分担を再構築し，

基礎自治体が担えないことを広域自治体が，広域自治体が担えないことを国が担うという

「補完性の原理」，住民に身近な行政を基礎自治体が担う「基礎自治体優先の原則」の徹底

を図る 

■引き続き行政が担う事務であっても，実施に当たって民間の効率性・専門性が発揮できるも

のについては，民間活力の徹底した活用を推進 

 

(3) 簡素・効率 

■基礎自治体と広域自治体，国と地方の役割分担，相互関係を明確にするとともに，国から地

方，広域自治体から基礎自治体に対する関与をなくし，住民に身近な行政を地域で主体的に

決定し，総合的に実施できる，簡素で効率的な行政システムの構築を目指す 

 

３ 目指すべき分権型社会の姿 

(1) ２層制の行政機構の問題点 

■今後，地方分権改革により，基礎自治体が地域における行政の中心的な役割を果たすとして

も，経済社会のグローバル化や高度情報化の進展等による広域的な行政需要に，すべての基

礎自治体が対応することは困難 

■また，国と市町村間，県域又は圏域レベルでの調整等は，引き続き，市町村を包括する広域

自治体の重要な役割 

■こうしたことから，現行の３層制（国，広域自治体，基礎自治体）の行政機構を基本とすべ

き 

 

(2) 都道府県域を越える地域ブロックの活性化 

■我が国は，少子高齢化が進行し，人口は減少局面に入るなど，かつて経験したことのない社

会構造の変化に直面 

■地方では，いわゆる限界集落が出現し，都市部でも中心市街地の空洞化が大きな問題に 
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■こうした問題は，中央集権的な行政システムを背景に，行政，産業，金融，情報などの中枢

機能が東京及びその周辺に極度に集中した，我が国の構造にも起因 

■こうした中で，地方が活性化へのシナリオを描くには，中央集権型の国土構造を多極分散型

に改革し，各地域が，東京などの大都市圏に依存することなく，地域ブロックレベルのまと

まりを形成し，域内の諸資源，諸施設を活用して，世界と直接特色のある交流と連携を行う

仕組みを構築することが重要 

■こうした観点から，他の国とも交流可能なインフラが整備され，一定の経済的規模を持ち，

まとまりのある地域ブロックを形成し，その地域をトータルで俯瞰しながら，施策を総合的

に実施することのできる権限・能力を具備した新たな広域自治体の創造に取り組むべき 

 

(3) 改革によって目指す分権型社会の姿 

■行政と民間との役割分担の見直しにより，「公」の担う領域を再構築 

■地域コミュニティ等との連携・協働による新たな関係を創造 

■行政が果たすべき役割については，基礎自治体優先の原則を徹底し，国と地方，広域自治体

と基礎自治体との間の役割分担を見直すことで重複行政を排除 

■基礎自治体を中心とした住民主役の真の分権型社会の構築を目指す 
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徹底的に推進 
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響を及ぼすような事務

等に特化 

基礎自治体を中心

とした住民主役の

分権型社会の構築

地域コミュニティ等 
民間との役割分担や 
重複行政の見直し等 

民間との役割分担や 
重複行政の見直し等 

地域コミュニティ等 

国 

外交や防衛など， 
国でしかできない

ものに限定 
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 (4) 改革の効果 

【参加と協働による自治の実現】 

■少子・高齢化と人口減少，国・地方を通じた危機的な財政状況などを背景に，住民の行政に

対する関心が一層高まり，議会制度の改革とあいまって，住民の参加が拡大し，活発化 

■自己決定・自己責任の考え方が広く浸透し，受益と負担の観点から，行政の守備範囲，サー

ビスの内容や水準等について見直しが実現 

■あわせて，行政と住民・民間団体等との協働により，最小のコストで住民が望む行政サービ

スが実現 

 

【補完性の原理，近接性の原理の具現化】 

■住民に身近な行政は，基礎自治体が住民ニーズを的確に捉え，地域コミュニティやＮＰＯ等

多様な主体と連携して実施されることで，効率的・効果的に実施され，住民の満足度・利便

性も向上 

■広域自治体は，現在の都道府県域を越える圏域の総合プロデューサーとして，広域的な社会

資本整備や産業政策，環境政策等を担い，地域資源を有効に活用しながら，世界との結びつ

きの中で地域の発展をけん引するとともに，圏域内の福祉や教育等の水準を確保 

■国は国家の存立にかかわる事務等に純化することで，国家戦略が向上し，国際社会をリード，

世界の平和と安定に貢献 

 

【簡素で効率的な行政システムの構築】 

■国と地方，広域自治体と基礎自治体との間の役割分担が再構築されることで，縦割り行政，

国と地方による重複行政が解消するとともに，意思決定が迅速化 

■従来国の地方支分部局等が担っていた事務の大半を広域自治体が担うことで，地域の事務に

住民の監視が行き届く状態になり，民主化が実現 

■行政全体に係るコストが削減されることで，少子・高齢社会へ移行し，生産年齢人口が減少

する中でも，持続可能な行政運営に展望が開ける 

 

４ 国と地方，基礎自治体と広域自治体の役割分担 

(1) 役割分担の基本的な考え方 

■まずは，行政が関与するすべての事務事業について，行政がサービスを提供する意義等を検

証し，事務や事業を継続する必要性等が失われたようなものは廃止を検討 

■住民にとって必要な事務事業であっても，民間にゆだねられるものは行政の役割を限定し，

民間によるサービス提供や民間の自主性にゆだねる 

■引き続き行政が担う事務事業については，国と地方の共管事項があるものの，その範囲は最

小限とし，可能な限り国，広域自治体，基礎自治体の役割を切り分け，それぞれのもたれあ

う関係を解消する 

■国と地方の共管事項における国の役割は，制度の枠組みや準則にとどめ，具体的な施策・事

業の決定権は地方が持ち，企画立案から執行管理までを担う（補助金等は廃止） 

■国，広域自治体，基礎自治体それぞれの役割とされた事項については，それぞれが決定権を
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持ち，企画立案から管理執行までを一貫して担うことを基本とする 

 

(2) 国と地方の役割分担 

■中央政府である国の役割は，国が本来果たすべき役割を重点的に担い，住民に身近な行政は

できる限り地方公共団体にゆだねるべき 

■「国が果たすべき役割」に係る事務であっても，国は制度の枠組みや基本的な準則のみを定

め，具体的な施策や事業は，企画立案から執行までを地方公共団体にゆだねるべき 

■現在，国の地方支分部局等で行っている地域における事務事業の多くは，必ずしも国で行う

必要性のないものとして，国から地方が移管を受け，地域の特性や住民ニーズに沿った独自

の政策により自立的に決定，実施すべき 

 

(3) 基礎自治体の役割・機能 

■「基礎自治体優先の原則」，「補完性の原理」を徹底し，基礎自治体は，住民に身近な総合

的な行政主体として，福祉，保健衛生，教育，まちづくり，身近な社会資本整備や農山漁村

振興など，現在県が担っている事務や権限の多くを担い，地域における行政をできるだけ自

己完結的に処理すべき 

■幅広い事務と権限を持った基礎自治体が，財政的にも自主性，自立性を増し，住民に身近な

行政を総合的に担う自己完結型自治体への転換を図るべき 

 

(4) 広域自治体の役割・機能 

■基礎自治体を包括する広域自治体は，基礎自治体との役割分担の下，世界的な視野をもって，

広域の圏域における戦略的かつ効果的な行政を展開していく，真の分権型社会にふさわしい

自立性の高い圏域を形成する主体となるべき 

■このため，国からの権限移譲の受け皿となりうる規模・能力を備え，より広域的な行政需要

に的確に対応するとともに，国・都道府県間の二重行政の解消によって効率的な行財政運営

を行える体制整備を図るため，都道府県のあり方を抜本的に見直し，新たな広域自治体の構

築を目指すべき 

■これにより，国の本来の役割である国防，外交，通貨，司法などを除いた事務に係る権限の

移譲を受け，広域的な社会資本整備，交通・運輸，産業，雇用，防災・危機管理，国土保全，

環境政策など，より専門性が高く圏域全体の視点に立った事務を担当すべき 

■一方，基礎自治体に大幅な事務・権限の移譲を行うとともに，広域自治体の事務とされる連

絡調整事務を引き続き担い，これまで県が多くの役割を果たしてきた基礎自治体の補完的な

事務については，極力縮減すべき 

 

５ 改革の道筋 

(1) 現行都道府県制度の下での徹底した改革の推進 

■真の分権型社会の実現に向けては，国から地方への権限移譲，国の出先機関改革や地方税財

政改革など，多くの課題があるが，現行の都道府県制度においても，まずは，実現可能な改

革に徹底して取り組むべき 



－6－ 

■法令や国の制度的制約のあるものについては，全国知事会等とも連携を図り，制度改正に向

け積極的な提案を行うとともに，国の地方分権改革のモデルとなるよう，県自らも市町への

積極的な権限移譲や市町に対する関与の見直しなどに取り組むべき 

 

(2) 自治的道州制の実現 

■分権型社会を早期に実現するためには，国と地方の役割分担を抜本的に見直し，国と地方を

通じた力強く効率的な政府を実現することが必要 

■分権型社会にふさわしい広域自治体は，個性豊かで活力ある地域の創造及び地域の実情や特

色を踏まえた経済の振興を図るため，より広域的な社会資本整備，危機管理，環境政策など

の分野を担い，地域の総合的なプロデューサーとしての役割を一層発揮することが必要 

■域内の諸資源，諸施設を活用して，世界と直接特色のある交流と連携を行うことのできる，

まとまりのある地域ブロックとしては，現在の都道府県では限界 

■このため，地域ブロックを単位として自主的・自立的な行政運営を行うことができ，国から

の権限移譲の受け皿としての規模・能力を備えた，より広域的かつ効率的な施策運営を総合

的に担う新たな広域自治体の構築を図る観点から，都道府県再編を目指すべき 

■目指すべき地方分権改革を実現するためには，国と地方，広域自治体と基礎自治体との役割

分担を見直した上で，財政制度も含め，現在の制度を抜本的に改革する必要があり，これに

は，自治的道州制への移行が有効な手段 

■道州制の導入を，目標ではなく，本県が目指す分権改革を実現するための手法として，引き

続きその実現に取り組むべき 

 

Ⅱ 今後の取組の方向 

■ 前記Ⅰの「基本的な考え方」を踏まえ，引き続き，県が地方分権改革の全国の模範となるよ

う，県と市町が連携を図り，「広島型分権改革」に，これまで以上に取り組むべき 

■ さらに，今後，国の地方分権改革の実現を図るため，地方からも積極的に提言や意見を発出

するとともに，改革推進に向け，県と市町が連携して，必要な方策について検討すべき 

 

１ 基礎自治体の自立 

① 市町への権限移譲の推進 

～ 基礎自治体の規模に応じ，現在の中核市や特例市においては，政令指定都市に準じた権限

の拡大を，また，その他の市町においても中核市に準じた権限の拡大を目指し，更なる権限

移譲を大胆に推進すべき 

～ 現行の移譲対象事務のうち，未移譲事務については，移譲の進んでいない理由や支障とな

っている課題を検証し，財政的・人的支援が更に充実するよう，そのあり方を検討し，引き

続き，積極的に市町と協議を進めるべき 

～ 単独の市町で移譲を受けることが困難な事務・権限については，共同処理の導入手法や近

隣自治体への委託等を具体的に検討すべき 
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② 政策本位の行政運営を担う人材の育成拡大 

 ～ 今後，国の関与（義務付け・枠付け）の見直しにより，自治立法権の拡充も見込まれるこ

とから，政策法務に通じた人材育成等に積極的に取り組むべき 

③ 住民参加と地域コミュニティ等との協働促進 

 ～ 市町における住民自治の拡充の観点から，住民参加や行政と地域コミュニティ等との連携

に係る情報提供等，市町の取組に対して積極的に支援すべき 

 

２ 新たな広域自治体への変革 

(1) 自治立法権，自治行政権，自治財政権の確立 

① 国からの事務・権限の移譲に向けた取組 

～ 道州制移行を念頭に，現行の都道府県が処理する事務に密接に関連するもの，時代の変

化により，地域において総合的に実施することが効果的な事務権限の移譲を積極的に提案

すべき 

② 広域自治体の役割にふさわしい地方税財源の充実に向けた提案 

 ～ 自治財政権の確立を図る観点から，地方税や地方交付税等の地方の自主財源の拡充に向

け，全国知事会等とも連携を図りつつ，積極的な取組を行うべき 

③ 国の地方分権改革の具体的取組への対応 

～ 義務付け，関与の廃止・縮小に伴い，県条例での上書き権が認められることとなれば，

条例において，地域の実情に応じた基準等の設定などについても，積極的に対応すべき 

 

(2) 新たな広域自治体としての県のあり方を踏まえた行政改革の推進 

① 広域連携・官民協働の推進 

～ 広域的な視点に基づく他県との連携強化や，効率性の観点に基づく市町との共同処理に

よる業務実施の検討等，広域連携を推進すべき 

また，サービスの質やコスト管理に留意した上での民間活力の活用や，ＮＰＯ等との連

携・協働の可能性の検討等，官民協働を推進すべき 

② 目的指向型の組織体制の構築 

～ 国の省庁に沿って縦割りとなっている組織から県民ニーズ・施策目的に沿った組織への

再編，地方機関における支所等の段階的な集約など，より良いサービスを迅速かつ的確に

提供できる効率的・効果的な組織を構築すべき 

また，職員の年齢構成の長期的・段階的な適正化及び業務の増減に機動的に対応したメ

リハリのある定員管理が必要 

③ 質の高いサービス提供と人材の育成 

～ 業務改善による公務能率の改善と行政サービスの質的向上を推進すべき 

  また，適材適所の人員配置，能力の適正評価など，職員の専門性の向上や意欲，能力を    

引き出す仕組みの更なる検討が必要 

 

 

 



－8－ 

(3) 持続可能な財政構造の確立 

～ 持続可能な財政構造を早期に確立するため，財政健全化の目標を設定し，引き続き，歳入・

歳出両面にわたり徹底した見直しを行うなど，計画的かつ着実に取り組むべき 

～ あわせて，厳しい経済・雇用情勢に適切に対応するため，財政健全化の取組を通じて財源

を捻出し，県勢の活性化を図る施策に重点投資すべき 

① 弾力的な財政構造の確立 

～ 経常収支比率が９割を超過するなど，硬直化している財政状況を踏まえ，義務的経費の

抑制や内部管理経費の節減に努めるなど，弾力的な財政構造の確立に向けて取り組むべき 

② 県債残高の減少 

～ 将来に向け，県債残高を減少させていくため，毎年度の県債発行額を可能な限り抑制す

るなど，持続可能な財政構造の確立に向けて取り組むべき 

③ 施策の見直し 

～ 行政の守備範囲や広域自治体が担うべき役割を踏まえ，徹底した事務事業の見直しを行

うなど，更に踏み込んだ歳出削減に取り組むべき 

 

３ 道州制実現に向けた取組 

① 本県が目指す道州制の姿や移行プロセス等の明確化（制度設計） 

～ 道州制導入に向けた議論が加速するよう，自治的道州制を目指した具体的な制度設計等

のあり方を検討すべき 

② 道州制の実現に向けた国への提案の拡充 

～ 上記①を踏まえ，県の施策提案等において，国へ積極的に提言すべき 

③ 他県との共同・連携事業の一層の推進 

～ 将来の道州制も見据え，まずは隣県との共同・連携事業の拡充に積極的に取り組むべき 

④ 気運醸成の一層の推進 

～ 道州制導入について，広く県民の支持が得られるよう，更なる気運醸成の取組を検討す

べき 

 


