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１．はじめに―研究の背景と目的
豊中市では、
「活力あふれる個性的・自律的なまち」を市のあるべき将来像の一つとして
位置づけている1。それでは、日本の基礎自治体にとって、自律的な政策展開のあり方とは
どのようなものだろうか。また、自律的に施策を行うための要件とはどのようなものがあ
るのだろうか。本研究は、これらの問いに答え、豊中がめざすべき自律の姿・目的・要件
等を明らかにし、次代を見据えた新たな豊中市の構築に寄与することを目標にする2。
1990 年代は、日本にとって「失われた 10 年」であったといわれる。その一方で、政治・
行政においては、政治改革や行政改革などさまざまな改革が行われ、「改革の 10 年」であ
ったともいえよう3。90 年代には、例えば、選挙制度改革や中央省庁再編、金融制度改革
など、政治・行政・経済に関する改革の動きが相次いだ。
このような変化の時代にあって、90 年代半ば以降、日本の地方自治制度も変革の波にさ
らされてきた。具体的には、機関委任事務の廃止に代表される第一次分権改革、小泉政権
下のいわゆる三位一体の改革、さらに平成の市町村合併など、地方自治制度を大きく揺る
がす改革や変化が矢継ぎ早に起こってきた。これらの地方制度の変革の中で、中央政府か
ら地方政府4へと権限と責任が移譲され、また地方財政のあり方も大きく変化した。
それに加えて、少子高齢化の進展、グローバリゼーションの深化など、地方自治制度を
取り巻く社会経済環境も大きく変化している。さらに、市民、NPO、企業などからの行政
ニーズや公共への関わり方も変化し、行政に求められるサービス提供の量や質も多様化、
複雑化している。このような流れを受けて、基礎自治体は、環境の変化に迅速かつ的確に
対応し、独自のまちづくりを自ら考え、施策を展開していくことが、以前にも増して求め
られるようになったといえる。
このような状況のもとで、基礎自治体として、豊中市が自律的に政策を展開していくこ
との意味と要件を探ることが、本研究の最終的な目的である。その中で、本年度研究では、
自律という概念の持つ意味を考察し、豊中市の自律性に関する現状を把握することをめざ
す。そのために、本稿では以下のように論を進める。
まず、第 2 章では、基礎自治体の「自律」及び「自律性」について考察を行う。本年度
研究では、基礎自治体と中央政府との政府間関係に焦点を当て、政府間関係の中で自治体
が自律することの要件を検討する。その中で、特に中央政府との関係の中で基礎自治体が
自律するための資源とはどのようなものなのかを論じていく。
次に、第 3 章では、日本の地方自治制度の概要を紹介する。この地方自治制度の制約の
1

豊中市（2001）。
本研究は、とよなか都市創造研究所平成 20 年度基礎研究の一つである。当研究所では、今年度に二つ
の基礎研究と二つの基幹研究を行った。また、基礎自治体と自律に関しては、当研究所機関誌
『TOYONAKA ビジョン 22』Vol. 11（2008）において、分権時代における都市の自律とガバナンスと題す
る特集を組んでいる。
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Kitamura（2006）；北村（2009）。
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本研究では、都道府県と市町村をあわせて地方政府と呼ぶ。
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下で、基礎自治体は活動を行う。ここでは、一般に「集権・融合」的とされてきた日本の
地方自治制度とはどのようなものなのかを確認しておく。
第 4 章では、90 年代以降の地方分権改革の流れを概観する。特に、基礎自治体を取り巻
く制度的変更を明らかにするために、一連の地方自治制度改革の中で基礎自治体について
どのような制度変更がなされてきたのかを中心に取り上げる。
第 5 章では、地方分権改革などを経て、「集権・融合」的とされてきた日本の地方自治
制度がどのようなものになったのかを、
「分権・分離」型の地方自治制度との比較から検討
する。ここでは、
「分権・分離」型の地方自治の国として、連邦制国家であるアメリカなら
びにカナダとの比較を試みる。
続いて、第 6 章では、基礎自治体としての豊中市の自律性の現状について、権限、財政、
政策形成という 3 つの側面から検討を行う。その際には、豊中市の同規模自治体という観
点から、特例市及び中核市との比較の中に位置づける。
第 7 章では、豊中市の現状についてまとめを行い、残された課題を明らかにする。その
上で、今後の研究の方向性を示して本研究を締めくくる。

5

２．基礎自治体の「自律性」
本章では、本研究の研究課題である、基礎自治体の自律性についての検討を行う。基礎
自治体が自律的な政策展開を行うためにはどのような条件が必要なのだろうか。また、そ
もそも、基礎自治体の自律性とはどのように定義することができるのだろうか。
自律とは、他者の統制に縛られず、自らの規範に従って自らの意思で自らの行為を律す
ることである5。基礎自治体に関していえば、主に中央政府との政府間関係の中で指摘され
るいわゆる団体自治が、自律性と密接に関係している。また同時に、地方自治において、
行政と住民との関係から、住民自治の重要性も指摘されてきた。この点は、後述するよう
に、日本国憲法における地方自治の位置づけにも見られる6。このように、基礎自治体の自
律性は、大きく二つの角度から捉えられる。すなわち、中央政府や都道府県などとの間の
政府間関係から、また地域住民との関係から、自治体が自律しているのかを考える余地が
あるといえるだろう（図２－１参照）。
さらに、行政組織全体としての自律性を考えることもできるし、行政組織の個別部局の
自律性から組織全体の自律性を考えることもできよう。このように自律性をみる視点が異
なれば、それによって自律性の持つ意味も自ずと異なってくる。このため、自律性を考え
る上では、まずどのような視点から自律性を捉えるのかを定めておく必要がある。
図２－１

政府間関係と自律性

中央政府・都道府県
財政・権限

団体自治

基礎自治体
住民参加・協働

住民自治

社会・経済環境・地域住民
出典：筆者作成

そこで、本年度研究では、基礎自治体の自律性について、中央政府と基礎自治体との関
5
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西尾（1990）：p.373。
本報告書第 3 章参照。
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係（政府間関係）の中から考えていく。基礎自治体の自律について考える上で、政府間関
係の中での自律性は避けて通ることができない。加えて、地方分権化が進展する中、基礎
自治体は、独自の判断で自己責任によって、政策を展開することを求められている。まさ
に、基礎自治体の自律的な政策展開が問われる時代になったといえよう。
他方で、地域社会や住民と基礎自治体との関係については、今年度の本研究では直接は
触れない7。地域社会との関係の中で、基礎自治体の自律をどう確保すべきなのかは、それ
自体が非常に大きな課題であり、本年度研究の範囲を超える。さらに、個別部局ごとの自
律性に関しては、本研究では特には考慮しない。各部局が自律性を増すことが、基礎自治
体としての自律性の向上にどのように結びつくのかが明確ではないなど、分析を細分化す
ることによって得られる利益が判然としないからである。以下では、本研究における自律
性の位置づけについて触れ、その後で主に中央政府との関係の中で自律性を確保するため
に、基礎自治体が保有する資源はどのようなものなのかを検討していく。

２．１．中央政府との関係から見た自治体の自律性
上述したように、本年度研究では、自治体の自律性について、中央政府・都道府県と基
礎自治体との関係の中から検討する。その中でも、単一主権国家である日本の地方自治制
度の特徴から、特に中央政府との関係において、基礎自治体がどのように自律性を確保す
るのかについて考える。そもそも、地方自治の概念は、団体自治と住民自治の二つに分け
られる。後述するように、90 年代以降行われてきた日本の地方分権改革の中では、究極的
には住民の自己決定権の拡充（住民自治）が目的とされた8。この目的を達成するために、
地方分権型行政システムを構築し、地方自治体の自己決定権（団体自治）を拡充すること
が意図された。このことから、本年度研究は団体自治の側面に焦点を当て、基礎自治体の
自己決定権がどのように変化し、現在どのような状況にあるのかを分析することになる。

２．２．基礎自治体の影響力資源
それでは、上記のような自律性を確保するために、基礎自治体が持つ資源とはどのよう
なものがあるのだろうか。ここでは、自律性を高める要件を考察する手がかりとして、自
治体が中央政府との関係の中で持つ影響力資源に注目する。

7

この点に関しては、当研究所基幹研究（保井 2009）が、市民と基礎自治体との関係について考察を行
っている。また、政策評価を通じた市民と行政との関係については、伊丹（2004-2006）を参照。
8
地方分権推進委員会『地方分権推進委員会中間報告』。地方分権改革の特徴については、主に、佐藤（2006）
を参照した。
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中央政府と地方政府の関係を相互依存という視点から捉えたローズは、基礎自治体が持
つ資源として、①法的資源、②財政資源、③政治的資源、④情報的資源、⑤組織的資源と
いう 5 つの資源をあげる9。橋本信之は、これらの資源を、法的資源、財政資源、政策実施
能力、
「政治的」資源に再編している10。ここでは、橋本の整理を参考にしながら、地方自
治体の持つ資源について概観していこう。
まず、法的資源とは、具体的には地方自治体が行う施策に関する権限である。どの程度
自治体自らが決定を行う権限を与えられているのか、という点が、地方自治体の影響力資
源となる。地方分権改革の結果、機関委任事務が廃止され、法定受託事務と自治事務に再
編された現在、日本の基礎自治体の法的資源の状況はどのようなものなのか、という点が
論点となろう。
次に、財政資源とは、文字通り地方自治体が有する財政力に関するものである。橋本は、
財政資源において、中央政府が優位に立っており、これが日本の集権化の要因の一つであ
ると指摘する11。確かに、日本において地方政府の自主財源は限られており、「3 割自治」
と表現されることもある。自治体の側から言えば、いかに自主財源を確保するのか、とい
う点が重要になろう。
第三に、政策実施能力とは、
「政策実施のために必要な物的施設・設備、人的な要因及び
組織、それらの要因の持っている専門能力、政策実施上必要な情報の収集、蓄積、利用の
能力といったものと総合したものである」という12。この能力は、自治体においていかに
政策形成を行うのかという側面を捉えたものといえよう。たとえ権限が限られていても、
実施能力に優れた主体は、権限以上に影響力を持つ一方で、実施能力に劣る場合には、権
限を十分に生かすことができない13。つまり、権限と財源が限られている場合には、この
側面こそが重要になってくる可能性が高い14。
最後に、
「政治的」資源がくる。これは、政治を通じた影響力の行使に関するものである。
日本の文脈の中では、地方政府による地元選出の国会議員を通じた中央政府への働きかけ
が指摘される15。また、地方政府の首長や地方議会の議員なども、選挙によって選出され
ているという政治的正当性を持つ16。
これらの影響力資源を活用しながら、地方政府は自らの政策を展開していく。いいかえ
れば、これらの資源を高めていくことによって、地方自治体は中央政府との政府間関係に
9

Rhodes（1985）。
橋本（2001）。
11
橋本（2001）：p.50。
12
橋本（2001）：p.50。
13
橋本（2001）：p.50。
14
この点に関して、伊丹（2008-2009）および保井（2008）は、政策資源について興味深い示唆を与える。
前者は、公共施設の有効利活用という側面から、後者は政策を展開していく行政職員の人材育成という側
面から、分析を行っている。平成 20 年度基礎研究（村山 2009）は、基礎自治体の情報資源の有効利活用
について都市情報データベースの運用の観点から検討を加えている。
15
村松（1988）。
16
近年、地方政府レベルの政治の重要性に脚光があたっている。例えば、曽我・待鳥（2007）など。
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おいて自律性を増すことができるといえよう。このことから、今年度研究では、これらの
資源についての豊中市の現状を、特例市及び中核市との比較の中から把握することを目標
にする。そこで、今年度研究について、それぞれの側面のどのような点を分析するのかを
ここで簡単に述べておきたい。
法的資源に関しては、特例市と中核市の権限についての比較を行う。すなわち、特例市
から中核市に移行する場合、どのような権限が増えるのかについて検討する。また、事務
権限という側面から、自治体がどのような政策を展開しているのかを把握するため、歳出
について自治体の単独事業の分析を行う。この中では、基礎自治体（中核市・特例市）が、
どのような領域で単独事業を行っており、中核市と特例市で違いは見られるのかなどにつ
いて、豊中市との比較も交えながら分析する。この単独事業の分析は、財政資源とも強く
関係している。なぜならば、単独事業を見ることによって、自治体がどのような政策に財
政資源を投入しているのかを明らかにすることができるからである。財政資源に関しては、
歳出面に加えて、歳入面も当然検証する必要がある。本研究では、財政力、地方税収入な
どに関して、特例市と中核市、そして豊中市がどのような特徴を持つのかを検証する。
最後に、政策実施能力については、全国市区のサービス水準のランキング調査17から検
討を行う。中核市と特例市の間で、行政サービスの水準に差は見られるのだろうか。また、
現状の豊中市の政策はどのように評価されているのだろうか。さらに、財政基盤や単独事
業などは、行政サービスの水準にどのような影響を与えているのだろうか。分析の最後の
部分は、これらの問いに答えることを目標にする。
一方で、本年度研究では、「政治的」資源に関しては、直接分析対象とはしない。その
理由として、
「政治的」資源が自治体にとって、いわば外部要因として与えられていること
がある。これまで、日本の地方政府が「政治的」資源を利用して、中央政府の政策形成に
関与してきたという指摘は多くなされてきた18。しかし、この「政治的」資源は、地方政
府がコントロールできる部分が少ない資源ともいえる。地元選出の国会議員などを通じた
働きかけという「政治的」資源は、中央における政治状況、地元選出国会議員そのものの
影響力など、地方自治体が関与できない部分を多く含む。このため、
「政治的」資源に関し
て、自律性を高めるために自治体が取ることのできる方策は、非常に限られたものになる。
今年度研究は、将来的に自治体が自律性を高めるための方策を検討する基礎情報を提示す
ることをめざしており、
「政治的」資源の分析は今年度研究の射程を超えたものであると考
える。
以上の検討から、今年度研究で分析する対象は、①法的側面、②財政的側面、③政策形
成面という三つの側面に定まった。次章では、日本の地方自治制度の特徴を、地方自治体
の自律性に関する側面から概観する。
17

日本経済新聞社『日経グローカル』113 号（2008）および日本経済新聞社・産業地域研究所（2009）参
照。
18
代表として、村松（1988）参照。
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３．日本の地方自治制度―集権・分権という視点
本章では、政府間関係をめぐる先行研究を紹介し、その中で日本の地方自治制度の特徴
を確認する。日本の地方自治制度については、分権化を進めることによって、住民により
近い地方政府に権限を委ねるべきだという議論が、長くにわたって行われてきた。また、3
割自治という言葉に端的に表されるように、日本の地方政府の自主財源が十分ではないと
の指摘も多くなされてきた。さらに、日本において、地方自治は十分に実現されていると
は言えず、グローバルスタンダードに達していない、という指摘までなされてきた 19。し
かし、そもそも日本の地方自治制度の特徴とはどのようなものなのだろうか。また、その
地方自治制度の下で地方政府にはどのようなことができ、一方でどのようなことができな
いのだろうか。本当に日本の地方政府は、自律的な政策を展開できていないのだろうか。
ここでは、このような問いに答えるために、本章ではまず日本の中央地方関係について、
「集権・融合型」という観点から整理を行う20。集権・融合的であるとされてきた日本の
地方自治制度とはどのような特徴を持つのかを明らかにすることによって、日本の自治体
が制度的にどのような制約を受けているのかを検討する。

３．１．政府間関係をめぐる類型軸
これまで、政府間関係については、いくつかの視点から数多くの研究がおこなわれてき
た21。それらの研究は、大きく 3 つに分けられる。まず、第一の視点は、歴史的経緯に着
目した研究である。世界の地方自治制度は、その歴史的な成り立ちから大きく大陸型とア
ングロ・サクソン型に分けられ、それぞれ異なる特徴をもつとされる。第二の視点は、地
方自治制度の法制度的な側面を見るものである。すなわち、連邦制をとるのか、単一主権
国家なのか、という違いがこの視点の中心となる。その中で、連邦制と単一主権国家の制
度比較が行われる。最後に挙げられるのが、集権・分権に代表される類型軸である。これ
らの類型軸は、地方政府の自律性、活動量、中央政府との関係など、様々な側面に注目を
したものである。これらの 3 つの視点は、相互に重なり合った部分も多く、必ずしも互い
に背反したものではない。
本研究では、地方政府の自律性について検討するために、地方政府の自律性に着目して
いる類型軸の視点からまとめていく。これらの類型化の研究では、様々な視点から「軸」
が設定され、その軸にしたがって様々な角度から日本の地方自治制度の類型化がなされて

19

例えば、西尾（2007）：pp.8-15 参照。
日本の地方自治制度の特徴としては、包括授権方式による中央から地方への授権という、いわゆる「大
陸型」という分類も挙げられる。この点に関しては、笠（2006）参照。
21
日本の地方自治制度に関して理論的位置づけなどについては、秋月（2001）参照。
20
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きた。それらの類型軸は、集権・分権軸、融合・分離軸、集中・分散軸、統合・分立軸と
いう 4 つの軸に分けられる22。その中で、日本は「集権・融合」的な地方自治制度を持つ
とされ、90 年代以降地方制度改革が行われてきた。ここでは、それぞれの類型軸がどのよ
うな側面に焦点を当てたものなのかを整理し、
「集権・融合」的な地方自治制度の特徴を検
討していこう。
３．１．１．集権・分権軸
ここでは、集権・分権軸から見ていこう23。集権・分権軸は、天川晃によって最初に提
唱された軸である24。この天川の設定した軸は、地方政府の意思決定の自律性という側面
を捉えたものである。やや詳しく見ていくと、集権・分権軸とは、
「中央政府との関係で地
方団体がどの程度まで自律的に、その区域内の住民の意思に従って、その意思を決定する
ことができるのか」という軸である25。すなわち、集権的であるならば、中央政府が地方
政府に関する決定を行うのに対し、分権的であれば、地方政府がより自律的に決定を行う
ことができると考えられる。このことから、集権的な政府間関係の下では、政策決定に対
する地方政府の影響力は必然的に低いものになるといえよう。このように、天川は、地方
政府が自ら意思決定をできる程度を基準に軸を設定している。
一方で、曽我が指摘するように、天川の集権・分権軸の理解には、ややぶれがみられる
26

。すなわち、天川は、集権的なのか、分権的なのかを分ける基準として、地方政府の長

が選挙によって選出されているのか否かをあげる。この定義によれば、日本の政府間関係
は分権的となり、一般的に集権的とされる理解とは大きく食い違う。
そこで、集権・分権軸には修正が加えられることとなる。その修正を受けて、集権・分
権の軸は、地方政府の自律性と活動量からなる軸として設定されることになる27。それに
よって、地方政府がいかに自律的に意思決定を行えるのかという天川の定義に加えて、地
方政府がどのような活動を行っているのかという活動量に関する視点が提示される。すな
わち、より広い範囲に関する決定を自律的に行うことができ、さらにその活動範囲が広い
ほど、分権的ということになる。本稿も、基本的にはこの理解に立つ。
集権・分権軸をめぐっては様々な視点から定義が行われ、確立された一つの定義として
まとまっていない。一つの考え方としては、天川が定義したように、地方政府の首長が選
挙によって民主的に選ばれているのかどうかという点を見るというものがある。この理解
に立ったものとして、建林正彦・曽我謙悟・待鳥聡史は、多国間比較にこの基準を適用し

22
23
24
25
26
27

金井（2007）：p.16。
政府間関係に関する包括的なレビューは、曽我（1998）を参照のこと。
天川（1986）。
天川（1986）：p.119。
曽我（1998）。
曽我（1998）。
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て、集権・分権について論じている28。その中では、ほとんどすべての先進国が、分権と
いうカテゴリーに当てはまることが示されている。このことから、住民の選挙による首長
の選出という基準で集権・分権の分類を行っても、国家間の差異を見出すことにはほとん
ど機能せず、それほど有効な軸とはならないと思われる。また、地方政府の自律性を測る
のに、首長が選挙によって選出されるのか否かは、適切な指標なのかどうかも疑問として
残る。すなわち、首長が選挙によって選出されているとしても、中央政府の統制が強く、
地方政府が自律的に政策決定をすることができない可能性は十分に残る。
そこで、本稿では、集権・分権軸について、憲法やそれに準じる法が地方自治制度をど
のように規定しているのかについて、地方政府の法的地位、財政に関する権限の二つの面
を中心に見ていくことにする。これらの側面から日本の地方自治制度を検討することによ
って、地方政府の自律性と活動量にどのような特徴がみられるのかを明らかにすることが
できよう。
３．１．２．融合・分離軸
融合・分離軸について天川は、「中央政府と地方政府の間の行政の機能、政策の実施の
関係を問題としている」29。この融合・分離軸についての定義は、集権・分権軸のそれと
比べると、やや直観的ではない。ここで問題とされているのは、中央政府の事務、政策と
されているものを、どのレベルの政府が担当するのか、ということである。融合的な政府
間関係であれば、中央政府の事務を地方政府が担うことになる。一方で、分離的な政府間
関係であれば、中央政府の事務は中央政府が出先機関などを通じて直接執行することにな
る。自律という側面からすれば、分離的な制度の方が、地方政府が独自の判断で自らの事
務を行うことができるという点で、自律的な制度といえる。逆に、融合的な制度は、中央
政府の事務の執行を地方政府が行うことを意味する。その場合には、地方政府は自らの事
務を自らが決定できないことになり、自律性は低くなると評価されよう。
３．１．３．集中・分散軸
この軸は、地方政府の活動量にかかわる軸である。前述したように、集権・分権は地方
政府の自律性と活動量の双方にかかわる軸であり、自律性をより重視した軸であった。そ
の点から、活動量を中心的に見る軸として、この集中・分散軸が提起される。しかし、本
研究に関する限り、この軸を新たに導入することによって、集権・分権軸よりも理解が格
段に広がることはないと思われる。このため、本研究では、この軸についてこれ以上深く
検討することはしない。

28
29

建林・曽我・待鳥（2008）。
天川（1986）：p.119。
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３．１．４．統合・分立軸
この概念は中央地方関係に直接適用されるものではない。すなわち、中央政府と地方政
府それぞれにおいて、機関が多元的かどうかを見る軸である。機関が多元的であれば、地
方政府内部でより分権化が進むことになり、地方政府全体としては統一的な意思決定が困
難になる可能性がある。このため、統合・分立軸は地方政府の自律性を押し下げる要因と
なりうる。
しかし、本稿は中央政府と地方政府との関係に絞って分析を行うため、このようなさら
に組織内部に分け入った分析を行うことは、本稿の射程を超えると考える。

３．２．集権・融合型地方自治制度の日本
３．２．１．集権・融合型地方自治としての日本―事務権限に関して
ここまで、地方自治制度をめぐる類型軸を概観してきた。それでは、これらの類型軸に
よって、
「集権・融合」的とされる日本の地方自治制度とは、どのように評価できるだろう
か。
単一主権国家である日本において、中央政府は地方自治制度の改変に大きな影響力を持
つ。まず、憲法上の地方政府の地位から検討していこう。戦後、日本国憲法において、地
方自治の章が設けられ、憲法上も地方自治が確立された。その中で、地方自治の一般原則
として、
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律
でこれを定める」とされている30。ここで、地方自治の本旨とは、住民自治と団体自治か
らなると解される31。住民自治とは、地方自治が住民の意思に従って行われるということ
を意味し32、団体自治とは、地方政府が国から独立して自治を行うことを意味するとされ
る33。この点から、憲法でいう地方自治の本旨を達成することが、最終的には地方政府が
自律していることを意味するといえよう。
次に、論点となるのは、地方公共団体についてである。ここでいう、地方公共団体とは、
都道府県と市町村をさすと考えられる34。通説では、地方公共団体そのものを廃止するこ
とは、
「地方自治の本旨」に反するとして違憲になるとされる35。但し、府県制を廃止する
ことが直ちに違憲とされるわけではない。現在の二層制の地方自治制度を維持しつつ、道
州制の導入によって、都道府県を再編することは、立法政策上許されると解される 36。ま
30

日本国憲法第 92 条。
芦部（2007）：p.350。
32
住民自治の観点からすれば、自治基本条例の制定は重要な意味を持つ（例えば、田中 2008 参照）。豊
中市では、2007 年に自治基本条例を制定した。
33
芦部（2007）：p.350。
34
東京特別区の位置づけに関しては、芦部（2007）：p.351 を参照。
35
芦部（2007）：p.350。
36
芦部（2007）：p.351。
31
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た、市町村のみを「地方公共団体」とし、一層制の地方自治制度に改変することも、許さ
れるとする説もある37。このように、憲法上、地方政府の地位は一定程度保証されている。
その一方で、地方自治政府の活動には制約も課されている。
ここでは、事務制度と条例制定に絞ってみていこう。まず、大陸型とされる日本の地方
自治制度において、行政事務は地方政府に対して、概括例示方式または概括授権方式によ
って授権されている。概括例示方式では、制限列挙型の授権と比べて、授権される事務の
範囲が広範囲に及ぶこと、その裏返しとして自律性が低くなることが特徴とされる 38。こ
の概括例示の下、日本の地方政府は、広い範囲の活動を行っているものの、それらの活動
における自律的な決定を行うことが困難であるとされていた。この点から見ると、日本の
地方自治制度は、まさに集権・融合的であったと評価されよう。
次に、事務に関する決定を地方政府がどこまで行えるのかという点から、条例の制定を
見ていこう。法的には、地方公共団体は自治事務の実施に際して、条例を制定できる 39。
条例制定には、基本的人権との関係で制約があるほか40、法律に反してはならないという
限界がある。しかし、法律に反しない範囲について、一般的に法で規制されている基準を
上回る規制を課すことに関しては適法であるとの判断がなされている41。このため、例え
ば、大気汚染の規制に関して、法による規制を上回るような厳しい規制を条例によって課
すことが可能であった。このように、地方政府の自律的な活動の余地は残されていたもの
の、中央政府は法によって基準を定めることによって地方政府の活動を制限することがで
き、その制約の中で地方政府は活動を行うことになる。これらの地方政府に対する制約こ
そが、「集権・融合」的な地方自治制度を表していたともいえよう（次頁図３－１参照）。
分権改革前に、その「集権・融合」体制を象徴していたのは、機関委任事務制度であっ
た。そのために、後述の地方分権改革の中で、まず改革に手をつけられたのが、機関委任
事務制度であったともいえよう。分権改革以前には、機関委任事務により、国の事務が地
方政府に機関委任されてきた。その結果、自治体の事務の多くを機関委任事務が占め 42、
自治体が独自に事務に関する決定を行える余地は少なくなっていたとされる。また、機関
委任事務の存在は、中央政府の事務の執行を地方政府が担うという点から、融合的な政府
間関係にもつながる。この状況は、分権改革を経てどのように変化したのだろうか。これ
については、第 4 章で取り上げることとして、本章の最後に、地方自治体の財政基盤を概
観しておこう。

37

芦部（2007）：p.351。
笠（2006）参照。
39
日本国憲法第 94 条「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を
有し、法律の範囲内で条例を制定することができる」。
40
基本的人権と条例制定に関しては、芦部（2007）参照。
41
芦部（2007）：p.354。
42
自治体の事務の 3、4 割を機関委任事務が占めていたとされる（真渕 2008）。
38
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３．３．２．集権・融合型としての日本の地方自治―財政基盤に関して
神野直彦は日本の政府間関係をさして、集権的分散システムと呼ぶ43。これは、日本に
おいて、中央政府が財源を持ち、それを地方政府に配分し、中央政府の制約の下で地方政
府が活動を行っていることを表す。確かに、日本の地方自治体は、連邦制との比較におい
て言えば、課税する税目の決定は中央政府が行っており、その意味での課税権を持たない。
また、自主財源である地方税収が限られ、移転財源に多くを依存していると指摘されてき
た。その状況の中で、小泉政権下でいわゆる三位一体の改革が行われることになる。
1990 年代後半以降の地方分権改革は、これらの集権的、融合的な日本の政府間関係を変
革させることを目的とした改革だった。その改革の中で、どのような変化が起こり、その
結果、日本の政府間関係はどうなったのだろうか。次章では、日本の地方分権改革の流れ
を概観し、地方自治体にとって、どのような変化が生じたのかを見ていく。
図３－１

地方自治の類型軸

融合

日本
分権
集権

分離
出典：筆者作成

43

神野（1998）。
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４．地方分権下の基礎自治体44
本章では、地方分権改革の過程で、地方自治制度にどのような変化が生じたのかを検討
していく。集権・融合的であるとされた日本の地方自治制度は、90 年代以降進められてき
た地方分権改革を経て、どのように変化したのだろうか45。
1993 年 6 月の衆参両院における「地方分権の推進に関する決議」を契機として、政府は
地方行財政制度をめぐる改革に取り組んできた。1995 年には地方分権推進法が成立し、総
理府に地方分権推進委員会（以下、分権委）が設置された。以後、分権委は第五次に及ぶ
勧告を提出するなど精力的に活動し、90 年代の改革をリードしていく。分権委の活動は、
1999 年の地方分権一括法として結実したが、同法は機関委任事務の廃止など、事務権限に
ついて抜本的な変更を盛り込んだ内容であった。また、2001 年以降は経済財政諮問会議に
議論の場を移し、
「三位一体の改革」として、税財政制度の見直しが進められている。さら
に、国の出先機関の統廃合、道州制の導入に向けた具体的な議論も開始されている。
このように国と地方の関係を見直す一連の動向のなかで、主に二つの観点から検討を行
う。まず、2000 年の地方分権一括法施行として結実した第一次地方分権改革を中央―地方
間の行政制度を見直す動きとして捉える。次に、2001 年以降、小泉政権下で実施された三
位一体の改革は税財政制度を見直す動きとして考える。これらの改革について、国政レベ
ルでの変化を踏まえつつ、基礎自治体にどのような変化がもたらされたかについて考察を
加える。

４．１．地方分権一括法施行まで（～2000 年)
４．１．１．第一次地方分権改革による事務権限配置の変容
2000 年 4 月 1 日、地方分権一括法が施行されたことを受け、機関委任事務が廃止される
など、中央・地方政府は制度上、対等・協力の立場に置かれることとなった。第一次分権
改革は機関委任事務の廃止以外にも、必置規制の廃止、国地方係争処理委員会の設置、地
方に対する国の関与等を限定化（国の関与の原則・基準手続き）する方策が盛り込まれ、
新たな枠組みの下で、地方自治体は財政運営を担っていく運びとなった。地方分権一括法
制定に至るまでには、1995 年 7 月より活動を開始した分権委が主体となって、1999 年 12
月までに第五次に及ぶ勧告を提出し、改革をリードした。
この 90 年代の地方分権改革は、全体として次のような特徴を有していた。第一に多様

44

本章は、大阪大学大学院法学研究科博士前期課程の比嘉航が執筆を担当した。城戸は、本章に関して、
表現の修正や報告書全体との整合性の統一などを行っている。
45
地方分権下の基礎自治体に関しては、松並（2009）も参照。また、地方分権改革後の自治体政策につ
いては、『TOYONAKA ビジョン 22』Vol.12（2009）を参照。
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な利害関係者が参加した点である。従来は、地方分権を提唱するのは一部の学者や地方自
治業界のみに限られていたが、今回は財界、政界、労働界、マスコミも積極的に参加した
結果、多彩な改革構想、答申が提出された。さらに、どのような改革案を採用するかは別
として、具現化を図る他はないという幅広い政治的合意が形成されていた。従って、様々
な改革構想や提言などが出され、議論は錯綜したけれども、合意形成・改革推進まで到達
した46。
第二に、分権委での調査審議手法にしても、①地方側（地方 6 団体）の意見を尊重、②
委員会議事録の情報公開を図ったこと、③制度的改革問題と行政的改革問題を個別・並行
的に議論したこと、④関係各省との長時間に及ぶグループ・ヒアリング（膝詰め交渉）を
行うなど、これまでにない特色を有していた47。
分権委は 96 年 3 月の「中間報告」の中で、日本社会が解決すべき課題として以下の 5
点を挙げた。①中央集権型行政システムの制度疲労、②国際社会への対応、③東京一極集
中の是正、④個性豊かな地域社会の形成、⑤少子・高齢（化）社会への対応である。そし
て、これらの問題を解決するためには、地域社会の多様な個性を尊重する「住民主導の個
性的で総合的な行政システム」を構築することによって対処すべきであるとし、地方分権
の推進を主張した。以降、自治体の自己決定権を拡充する、裏を返せば中央政府による行
政統制を縮小・廃止することを目指し議論が進んでゆく。具体的な方策として、①機関委
任事務制度の廃止及び地方公共団体が担う事務の整理、②国・地方公共団体間の関係調整
ルールの創設、③必置規制の廃止、④国庫補助負担金と税財源の見直しを提言した48。
橋本内閣は、97 年 10 月の分権委「第四次勧告」までを踏まえて、第一次地方分権推進
計画を策定する。この計画に必要な法律改正は 475 本にものぼることから、それらを個別
ではなく一括して成立させる手法を採用し、1999 年第 145 回国会で成立したのが地方分権
一括法である49。
地方分権一括法は、機関委任事務の廃止に見られるように、国と地方の事務権限のあり
方を見直し、対等・協力へとその関係をシフトさせたことは上で述べた。以下では、第一
次分権改革の主な 3 つの変更点を取り上げ、どのような制度へと変化したのかについて概
観する。
４．１．２．機関委任事務の廃止
第一は、機関委任事務制度の全廃である。機関委任事務の問題点については、その量の
多さもさることながら、①主務大臣が包括的かつ権力的な指揮監督権をもつことにより、
46

佐藤（2002）：p.22。
佐藤（2002）：pp.23-26。
48
分権委の活動は、1996 年の中間報告以後、第一次勧告（1996 年 12 月）、第二次勧告（1997 年 7 月）、
第三次勧告（1997 年 9 月）、第四次勧告（1997 年 10 月）
、第五次勧告（1998 年 11 月）と続き、意見（2000
年 8 月）、市町村合併についての意見（2000 年 11 月）、最終報告（2001 年 6 月）を最後に解散した。
49
新藤（2002）：p.71。
47
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地方自治体を上下・主従関係に置いていること、②知事と市町村長に自治体の代表者とし
ての役割を国の地方行政機関としての役割という二重の役割を負わせているため、自治体
の代表者としての役割に徹してきれていないこと、③国と地方公共団体との間で行政責任
の所在が不明確になり、住民に分かりにくいだけでなく、地域住民の意向を十分に反映さ
せることができない仕組みになっていること、④機関委任事務の執行について、国が一般
的な指揮監督権に基づいて瑣末な関与を行うことにより、地方自治体の自由裁量の余地が
小さいこと、⑤機関委任事務制度により、都道府県知事が各省庁に代わって縦割りで市町
村長を広く指揮監督する結果、全国画一の行政システムが構築されており、地域における
総合行政の妨げになっていることなどが指摘された50。
分権委は、「中間報告」以降、機関委任事務の廃止に消極的な各省庁と協議しつつ、561
件の機関委任事務について分類作業を展開した51。その結果、機関委任事務は全廃され、
自治事務52と法定受託事務に振り分けられた。また、団体事務については、自治事務へ変
更された。法定受託事務は「国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてそ
の適正な処理を特に確保する必要があるもの」のうち、法令により都道府県・市町村が処
理するものと定義された。一方で、自治事務に関しては、積極的な規定は行わず、控除法
的に法定受託事務以外の事務とされた。
なお、法定受託事務は、旧来の機関委任事務と変わらないと疑問視される向きもある。
しかし、法定受託事務は、法令に反しない限り条例の制定が可能であり、また、ごく一部
を除き議会の検閲、検査や 100 条調査権の対象となり、監査委員による監査の対象となる
ため、旧来の団体委任事務とほぼ同様の扱いであるといえる53。
４．１．３．必置規制の廃止
第二に、必置規制については、以下の点が問題視された。①国が、地方自治体の自主的
な人事権や組織権を阻害していること、②機関、施設等の設置が一律に義務付けられるこ
とによって、住民本位の柔軟で総合的な行政の展開が困難となっていること、③地方公共
団体の効率的な行政体制の整備、円滑な配置転換、人事交流等、行政改革を進める上で障
害となっている点などが指摘された54。この必置規制について、分権委は「法令に基づく
もの」、
「法令に基づかないもの」双方の必置規制について検討し、約 80 の項目の見直しに
ついて各省庁と合意に達した55。

50

地方分権推進委員会（1996）「中間報告」：第 2 章。
新藤（2002）：p.80。
52
旧来の機関委任事務が自治事務へと変更されたものに、大規模な都市計画関連事務や開発・宅地造成
の許可、私学の設置認可、福祉施設の設置や飲食店・公衆浴場・旅館業・薬局・病院診療所の許可（以上、
都道府県の自治事務）、建築確認、区画整理事業や準用河川の管理、要介護認定、学齢簿・就学校指定（以
上、市町村の自治事務）などがある（佐藤 2006：p.29）。
53
佐藤（2006）：p.30。
54
地方分権推進委員会（1996）「中間報告」：第 2 章。
55
具体的な例では、第一に青年学級の主事・講師、公営住宅と改良住宅の監理員、新産業都市建設促進
51
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その中では、必置規制は原則として法律または政令に根拠を有することが求められるよ
うになった。それまでの「法令に基づかない」必置規制のうち、資格規制、選任規定、定
数水準は法令によるものに改められ、それ以外の通達等による必置規制は、あくまで技術
的助言としてのガイドラインであることを明示すべきであるとした56。その一方で、
「法令
に基づく」必置規制については、職員に関する必置規制、行政機関・組織・施設に関する
必置規制、審議会等付属機関に関する必置規制、に分けて勧告された。
特に、職員に関する必置規制では、かねてより問題視されてきた行政機関の長について
の資格、専任規定、職員定数に関して大幅な緩和が勧告されたものの、最大の焦点であっ
た保健所長の医師資格規制の緩和は見送られた57。
必置規制については、行政水準の確保ならびに専門性の確保を目的として設けられた項
目も多いが、行政サービスの総合性や柔軟性の確保という観点を鑑みて廃止・緩和措置が
実施された。このことから、全体的に見れば、自治体にとっては、以前より弾力的な組織・
定員管理や専門職職員の配置が可能となった。
４．１．４．国の関与の一般原則と国地方係争処理委員会の設置
第三に、機関委任事務の廃止に伴い、主務大臣による指揮監督権および職務執行命令訴
訟制度も廃棄されることとなり、事務に関する国から地方への関与のルールが新たに構築
された。分権委は、国が地方へ関与する場合の一般原則として、
「法定主義の原則」、
「一般
法主義の原則」、「手続きの公正・透明性の確保」を掲げた58。これにより、国が地方自治
体に対して、法令に基づかない関与を実施することを、原則禁止した。さらに、1993 年に
制定された行政手続法の規定を参照し、新地方自治法へこれを盛り込むことによって、従
来の個別法による関与から一般法ルールに則った関与へと変更された。
また、国の関与の新たな基準・手続きをめぐって、地方自治体との間に争いが生じた場
合を想定し、国地方係争処理委員会が設置された。分権委は、その要件として、①国と自
治体との対等・協力関係を前提とすること、②公平・中立な立場に立って係争を判断する
権威ある第三者機関を組み込んだものであること、③できるかぎり行政内部で簡易・迅速
に係争の解決を図る事を旨としつつ、行政内部において係争が解決しない場合は、司法判
断によって係争を終局的に解決する事が可能であることを求めた59。これらに基づき、国
家行政組織法の 8 条機関（審議会等）として、5 名の委員（任期 3 年）から構成される国
地方係争処理委員会が総務省に設置された。従って、国と地方自治体の係争処理は、国地
協議会などは、社会経済情勢の変化に鑑みて廃止された。第二に児童、精神薄弱者更正、身体障害者更正
施設の各相談所や各福祉司などは、施設・職員の名称規制が緩和された。第三に施設職員の資格、選任、
配置基準等の廃止・緩和例では、公立博物館の学芸員・学芸員補の定数規制の廃止、公民館の館長・主事
の専任規制の緩和および司書、司書補の配置基準が廃止され、第四に公民館運営審議会は廃止された。
56
大森・神野（1999）：p.93、新藤（2002）：p.87。
57
新藤（2002）：p.87、佐藤（2006）：p.33。
58
分権委「第一次勧告」：第 1 章。
59
分権委「第四次報告」：第 3 章
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方係争処理委員会、次に司法の場で処理される、2 段階の制度へと変更された。
以上、本節では、第一次分権改革について概観した。第一次分権改革は、分権委による
主導の下、国と地方を対等・協力の関係へ変革するために、それまで上下関係にあったと
される事務配置を抜本的に改めるものであった。しかしながら、第一次分権改革では、財
政面での改革については見送られた。96 年の分権委「中間報告」では、国庫補助金の廃止
について言及されているものの、それらが実施されることはなかった。その意味で、第一
次分権改革は財政的な裏づけがない制度上の変更と位置づけることもできる。ただ、2001
年以降の三位一体の改革と併せて考慮するならば、改革の第一歩として大きな前進であっ
たことは間違いないであろう。

４．２．

三位一体の改革（2001～2005 年）

2001 年、分権委は最終報告を提出し解散する。この中で、地方分権改革は「未完」であ
るとされ、次段階における税財政制度改革の必要性が強調された。同委員会の解散後、地
方分権推進会議が発足するものの、これ以降、地方財政改革をめぐる議論の場は、経済財
政諮問会議へと移っていく。本節では以下、三位一体改革の流れを、年度別に概観する 60。
４．２．１．2001 年度
経済財政諮問会議での検討を経て、6 月に閣議決定された「今後の経済財政運営及び経
済社会の構造改革に関する基本方針（骨太の方針）」では、経済再生へ向けて財政構造改革
を実施する必要性を説き、その柱の一つに「地方財政改革」を位置づける。大きな方向性
として、地方交付税改革（事業費補正の縮小、段階補正の見直し、算定の簡素化）、国庫補
助負担金の整理合理化、税源移譲を含む国と地方の財源配分の見直し等が盛り込まれた一
方、地方側には行政サービス水準の見直しと効率性の追求を求めた61。言い換えれば、中
央レベルでの制度改革と個々の自治体レベルでの歳出削減という 2 つの方向性をもって財
政健全化に寄与することが期待されているといえる。ただし、中央レベルでの制度改革に
ついては、特定財源である国庫補助負担金の縮減を優先させ、次いで、一般財源である地
方交付税の縮減を図るという方途を取るべきであるとされた62。
４．２．２．2002 年度
2002 年 5 月、片山虎之助総務大臣は、経済財政諮問会議に、「地方財政の構造改革と税
源移譲について（試案）」
（以後、片山試案）を提出する。片山試案は、①税源移譲により、
60
61
62

三位一体改革の経緯については、北村（2005）；（2006）；（2009）などを参照。
神野（2006）：p.18。
佐藤（2006）：p.282。
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国税と地方税の税収割合を 1：1 とすること、②その第一段階として、所得税から住民税に
3 兆円程度、消費税から地方消費税に 2.5 兆円、計 5.5 兆円を国から地方へ税源移譲し、そ
の分の国庫支出金を削減することを提案するものであった。具体的な税目と額を明示して
税源移譲を求めたのは初めてのことであり、以降、経済財政諮問会議では、片山試案をた
たき台として、検討が進められた63。また、片山大臣は、国から地方への税源移譲、国庫
補助負担金および地方交付税の縮減は密接不可分の関係にあることから、3 つの改革を一
体的に行うべきことも主張した64。
片山試案を受けて、経済財政諮問会議の場で検討が進められ、6 月、「骨太の方針 2002」
が閣議決定される。その内容は、①国庫補助負担事業の廃止・縮減について、首相の主導
の下、各大臣が責任をもって検討し、年内に目処を出すこと、②これを踏まえ、国庫補助
負担金、地方交付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で検討し、将来のある
べき姿とそこに至るまでの具体的な工程を 1 年以内に取りまとめる、というものであった。
なお、国庫補助負担金を数兆円規模で削減し、地方交付税の財源保障機能を見直し・縮小
することについて言及しているものの、具体的な数値は明記されていない。2002 年度の段
階では、依然として、改革の大きな方向性を示すに留まっており、改革の具体化は進まな
かった。総理の指示を受け、国庫補助負担金改革について主導権を発揮するはずであった
地方分権推進会議が十分な成果をあげることができなかったことも原因であるとの見方も
ある65。
４．２．３．2003 年度
経済財政諮問会議は翌年の「骨太の方針 2003」において、税源移譲と国庫補助負担金の
廃止・縮減の規模について、具体的な数値目標を掲げた。①国庫補助負担金については、
事務事業の徹底的な見直し、行財政の効率化・合理化を進め、2006 年度まで概ね 4 兆円程
度を目処に廃止・縮減すること、②地方財政計画の歳出を見直し、地方交付税総額を抑制
し66、さらに財源保障機能67についても見直すこと、③税源移譲については、住民税など基
幹税の充実を図りながら、国庫補助負担金の対象事業で、引き続き地方側が事業実施する
ものについては義務的経費の 1 割を、また、公共事業費の 8 割を税源移譲分とすることが

63

神野（2006）：p.19。
税源移譲、国庫支出金及び地方交付税縮減を一体的に実施すべきであるとした片山試案は、骨太の方
針 2002 に反映され、以後、地方税財政改革は「三位一体改革」として呼ばれるようになった（佐藤 2006：
p.283）。
65
小西（2007）：p.61。
66
具体的には、国庫補助負担金の廃止・縮減による補助事業の抑制、地方財政計画計上人員を 4 万人以
上純減、投資的経費（単独）を 1990～1991 年度の水準を目安に抑制、一般行政経費等（単独）を現在の
水準以下に抑制するといった施策が打ち出された（神野 2006：p.23）。
67
財政制度等審議会による建議（平成 15 年度予算編成等に関する建議）では、地方交付税の持つ財源保
障機能について、地方財政運営にモラル・ハザードをもたらしてきたとし、財源保障機能を廃止し、税収
の偏在に財政格差を是正する機能（財政調整機能）に限る仕組みとすることにより、地方財政における受
益と負担の関係を明確にすることが必要であると述べている（小西 2007：p.59）。
64

21

決定された。
これを受け、2004 年度予算編成では、約 1 兆円強の国庫補助負担金が縮減・廃止68され
た一方、所得贈与税という形で約 6,500 億円の税源移譲の実施を決定した。また、総務省
は、地方財政計画の膨張を抑えるためとして、地方交付税を 16.9 兆円に抑制（対前年比マ
イナス 1.2 兆円）したほか、2003 年度までは、地方交付税総額が減っても減ることのなか
った臨時財政対策費を 1.7 兆円削減した69。この 2004 年度予算は、官庁、自治体側から反
発を受ける。国庫補助金の改革のうち、義務教育国庫負担金の削減については、文部科学
省や自民党文教族からの反発を招き、また、地方交付税の削減は、地方自治体―特に小規
模自治体―の財政を悪化させる結果となった。
４．２．４．2004 年度
「骨太の方針 2004」では、麻生総務大臣の提案「地方分権推進のための『地方財政改革』」
を受けて、制度改革の動きが本格化する。提案の内容は、①所得税から個人住民税へ 3 兆
円規模、税源移譲を行うこと、②「骨太の方針 2003」で決定された国庫補助負担金の削減
分 4 兆円のうち、2004 年度予算では、約 1 兆円削減されたが、残りの 3 兆円分を確実に実
施すること、またその内容は、地方の自由度を拡大するものであること、③地方歳出の見
直しを進めつつ、地方税、地方交付税等の一般財源総額は 2004 年度と同程度の水準にする
ことであった。これは、2004 年度予算に対する地方の批判に対応したものと捉えられる 70。
この提案を受けて、
「骨太の方針 2004」は、6 月 4 日閣議決定された。そこでは、①3 兆
円規模の税源移譲を目指すこと、②税源移譲については所得税から個人住民税への本格的
な移譲の実施を図るとともに、個人住民税の税率をフラット化すること、③地方自治体側
に国庫補助負担金改革の具体案を作成するよう要請すること、④地方交付税については地
方側の改革意欲をそがないようにすること、などが明記された。
「骨太の方針 2004」を受けて、小泉総理は、地方 6 団体に対して、国庫補助金改革の具
体案を作成するよう要請する。これに対し地方側は、全国知事会が原案を作成し、これを
他の 5 団体が承認する形で統一案を策定した。統一案は、地方 6 団体名義で提出され、国
庫補助金削減へ向け、検討されるべき具体的項目をリストアップしたほか、国と地方の協
議の場を設けることを提案した。統一案では、2006 年までを改革の第一期、2007～2009
年を第二期と区切り、義務教育費国庫負担金（中学校教職員給与費等）、公共事業補助金、
私立保育園運営費など、約 3.2 兆円の国庫補助金削減を政府に求めた。
これを受け、11 月 26 日には政府・与党合意がなされ、2006 年までの三位一体改革の全
68

2004 年度予算における国庫補助負担金の廃止・削減約 1 兆円強の内訳は、以下の通りである。国庫補
助負担金の恒久的一般財源化（2,440 億円）、児童保護費等負担金のうち公立保育所運営分（1,661 億円）、
義務教育国庫負担金（退職手当・児童手当分）の暫定的一般財源化（2,309 億円）、公共事業関係国庫補助
負担金等の削減等（5,550 億円）。
69
北村（2006）：p.221、佐藤（2006）：p.283。
70
神野（2006）：p.26。
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体像が決定された。その内容は、①2005、2006 年度予算において、約 2.8 兆円程度の国庫
補助負担金の廃止、縮減等を実施する71。②税源移譲については、所得税から個人住民税
への移譲によって行い、おおむね 3 兆円72を目指す（実際には 8 割に当たる約 2.4 兆円が決
定に至った）。③地方交付税については、地方団体の安定的な財政運営に必要な一般財源の
総額を確保すること、であった。
４．２．５．2005 年度
2005 年度に入り、議論の争点となったのは、前年 11 月の政府・与党合意で決着に至ら
なかった次の諸点であった。①2004 年度には、約 3 兆円の国庫補助負担金廃止・削減と約
2.4 兆円の税源移譲が決定された。この両者の差額である約 6,000 億円分の税源移譲につな
がる新たな国庫補助負担金改革を具体化してゆくこと、②2004 年度に決着を見なかった、
個々の補助負担金、義務教育国庫負担金、生活保護負担金および児童扶養手当、施設費の
取り扱いについてであった。
地方 6 団体が、7 月に上記の点を踏まえた改革案を政府に提出したことを受けて、政局
が一区切りついた 11 月後半、政府・与党合意がなされた。その内容は、約 6,540 億円の税
源移譲につながるような国庫補助負担金改革を進めるというものであった。この合意を受
け、3 兆円規模の税源移譲が実現する運びとなった。
４．２．６．三位一体改革の達成状況
2005 年 11 月の政府・与党合意を受けて、三位一体改革は決着をみた。これにより、国
税と地方税の割合は、57：43 から、54：46 へ変化したという73。この比率は片山試案や、
地方側が目標とした 1：1 には及ばなかったものの、税財政面での分権化は少なくとも進歩
をみせたということができる。
また、国庫補助負担金については、2003 年度分を含めると 4 兆 9,005 億円が廃止され、
うち 3 兆 1,176 億円（実際には 3 兆 94 億円）が税源移譲された。また、残りの 9,887 億円
はスリム化、7,943 億円が交付金化された74。なお、地方交付税については、2004 年度予算
で約 1 兆円強が縮減されて以降、地方側の反発もあってか、進展を見せていない。2005 年
度の政府・与党合意では、
「今後の予算編成を通じて具体的な調整を行う」と述べるに留ま
っている。三位一体の改革では、結果として、国庫補助負担金総額 20 兆円のうちの約 5
兆円が廃止・縮減されたので、全体の約 4 分の 1 程度の成果を挙げたことになる。

71

廃止・縮減となった国庫補助負担金のうち、1.8 兆円は税源移譲され、0.5 兆円はスリム化、0.6 兆円は
交付金化されることとなった。
72
税源移譲の内訳は、義務教育費国庫負担金 8,500 億円、国民健康保険に係る都道府県負担の導入 7,000
億円、公営住宅家賃収入補助 640 億円、2004 年度措置分 6,560 億円となっている（神野 2006：p.29）。
73
佐藤（2006）：p.293。
74
小西（2007）：p.88。
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４．３．2006 年以降の変化
2005 年 11 月の与党合意をもって、三位一体の改革は一応の決着に至った。現在では、
第二期目が引き続き進行している。三位一体の改革は、地方自治制度に関して大きな制度
変更や法改正を伴わず、主に予算編成の枠内で実施された改革であった。
その一方で、第一次分権改革以降、「平成の大合併」と称されるように、基礎自治体同
士の合併が進んだことにより市町村数は激減し、さらに近年では、法定外税を導入する自
治体も増加傾向にあるなど、地方自治体側の分権改革に対応する動きも目立っている。
このような変化の中にあって、中央政府は、分権改革のさらなる進展を目指して、地方
分権改革推進委員会、道州制ビジョン懇談会などを設置して議論を進めている。本節では、
これらの諮問機関に焦点を当て、2006 年以降の動向を概観する。
４．３．１． 地方分権改革推進委員会
2007 年 4 月に、地方分権改革推進法が成立したことを受け、現在、内閣府には地方分権
改革推進委員会（以下、推進委）が設置されている。推進委は、全国知事会や全国市長会
などと連携しつつ、2008 年 5 月に第一次勧告を、2008 年 12 月には第二次勧告を提出した。
第一次勧告では、分権推進計画の策定ならびに 2009 年を目途に「新・分権一括法」の成立
を目指すとされた75。推進委は、国と地方の役割分担の見直しを主眼に、国の出先機関を
廃止・縮小していくことを議論している。原則として、出先機関の事務・権限を、①重複
型、②分担型、③関与型、国専担型に仕分けし、8 府省 15 系統の 116 事項の事務を見直す
ことによって、組織の統廃合・スリム化を進めていく方針を打ち出している76。これによ
り、府省を超えた総合的な出先機関を設置すると同時に、地元自治体との協議機関も併せ
て設置し77、地域との連携を重視しつつ、基礎自治体のガバナンスを確保する仕組みを構
築していくという78。
４．３．２． 道州制ビジョン懇談会
道州制ビジョン懇談会（以下、ビジョン懇）は 2007 年 1 月、道州制導入に関して議論を
行うために、内閣官房に設置された。2008 年 3 月の中間報告では、2018 年までに道州制へ
移行することを目標に、「道州制基本法（仮称）」の制定ならびに道州制推進会議（仮称）

75

「新・分権一括法」の制定は、2010 年度以降に持ちこされた。
統廃合の対象となっている機関として、地方農政局、経済産業局、地方整備局、北海道開発局、地方
環境事務所（以上の機関を、国の直轄公共事業を担当する機関は「地方工務局（仮称）」として、それ以
外の事務を担う機関として「地方振興局（仮称）」にそれぞれ統合）、地方厚生局、都道府県労働局（統合
後の名称は未定）、が挙げられており、中労委地方事務所は廃止の方向で検討されている。また組織・定
員のスリム化を図りつつ、現行組織を存続させる機関に、沖縄総合事務局、総合通信局、法務局、森林管
理（独立行政法人化を目指す）、漁業調整事務所、地方航空局が挙げられている。
77
地元自治体との協議機関は「地方振興委員会（仮称）」という名称で設置が予定されている。
78
地方分権改革推進委員会『第二次勧告』。
76
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の設置に向けて活動してゆくことが確認された。道州制導入にあたっては、①経済的・財
政的に自立可能な規模であること、②住民が帰属意識を持てる地理的一体性を有している
こと、③歴史・文化・風土の共通性があること、④生活や経済面で交流があること、を条
件にブロックを形成することが原則とされた。また、広範な自主立法権を付与した一院制
議会を設置すること、偏在性が少なく安定性を備えた税財政制度の確立を図ること、さら
には国と道州の連絡機関を設置すること79などが明記された。これらにより、従来の中央
集権体制を改め、効果的・効率的な行政運営ならびに受益と負担の関係が明確な財政運営
体制の構築に寄与するという80。現在、ビジョン懇は、2009 年度中に最終報告を提出する
ことを目指して活動している。

４．４．地方自治体の変化
これまで見てきたように、90 年代以降、事務権限の配置・税財政の両面から、地方分権
改革が進められてきた。第一次分権改革では、機関委任事務の廃止に代表されるように、
国と地方の関係を対等・協力の関係へと改められ、例えば、土地利用規制が機関委任事務
から自治事務へ変更されるなど81、事務面に関しては地方自治体の裁量は拡大した。
税財政面での改革が進展を見せたのは、小泉政権が成立し、経済財政諮問会議が予算編
成過程で影響力を持ち始めた 2001 年以降であった。2005 年までの三位一体の改革の成果
を踏まえると、国庫補助負担金の廃止・縮減額とほぼ同規模の税源移譲が行われたことが
決定されたことから、税財源面でも改革は着実に進行してきたといえよう。ただ、三位一
体の改革については、地方分権の推進と同時に、財政健全化という首相（及び財務省）の
意向を反映したものでもあり、2004 年度には、税源移譲を伴わない地方交付税交付金の削
減が実施され、自治体財政の悪化を招いている。また、国庫補助負担金の廃止・削減面で
も、約 1 兆円がスリム化された。従って、自治体財政は依然として厳しい状況に置かれて
いるといえる。
このような国レベルでの制度変更を受けて、地方自治体はこれまでにも増して自律的な
政策運営が可能となっている一方で、厳しい歳入状況の下、どのような政策立案を行ない、
どのように予算を配分するのか、自己責任が問われるようになっている。

79
80
81

国と道州の連絡調整の機関は「国・道州連絡協議会（仮称）」という名称で設置される予定である。
道州制ビジョン懇談会（2008）『中間報告』。
新藤（2002）：p.81。
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５．日本の地方自治体―比較の視点82
以上のように、1990 年代以降、日本では分権化の動きが続き、自治体の自律性は増して
きた。それでは、分権化が進められてきた日本の地方自治制度の特徴はどのようなものな
のだろうか。ここでは、分権的な地方制度を持つと思われる連邦制の国家との簡単な比較
を行い、日本の地方自治制度の現状を主に財政面から把握しておく83。

５．１．日本の地方自治体―財政
まず、歳出について見ていこう（表５－１参照）。連邦制国家であるアメリカとカナダ
において、中央政府である連邦政府よりも地方政府の歳出は多い。これらの連邦制国家で
は、多くの行政サービス権限が地方政府に分権化されており、それに伴って地方政府の歳
出も多くなっている。連邦制は必ずしも、分権化を含意するわけではないが、多くの州が
集まって国家を形成するという制度上、州政府の権限が大きくなることが多い。一方で、
基礎自治体の歳出に目を向けてみると、対 GDP 比でアメリカでは 10.76％、カナダでは
7.34％を占める。アメリカ・カナダ両国では、地方政府の中でも、州政府の方が歳出は多
くなっていることが分かる。
それでは、日本はどうだろうか。日本は集権的な国であるとされながらも、中央政府の
歳出（対 GDP 比 10.56％）を都道府県と市町村を合わせた地方政府の歳出（同 18.44％）
が大きく上回っている。また、都道府県と市町村の歳出がほぼ等しく、市町村の活動量は
大きい（同 9.32％）。

表５－１

政府レベル別歳出状況（日本・カナダ・アメリカ）
国

都道府県・州政府

市町村

日本

10.56%

9.12%

9.32%

カナダ

15.28%

18.17%

7.34%

米国

19.63%

12.04%

10.76%
（対 GDP 比、2004 年）

出典：総務省統計局『日本の統計』、Statistics Canada、U.S. Census より筆者作成。

82

本章は、城戸（2009）の一部を修正したものである。
連邦制が必ずしも分権を意味するわけではないが、日本の特徴をとらえるという点から簡単な比較を
行うことは、有益であろう。連邦制と分権との関係については、岩崎（1998）を参照。
83
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地方自治体の役割に関していえば、アメリカでは、州政府と地方自治体の歳出の程度は
ほぼ等しい。しかし、カナダにおいては、州政府の歳出が多く、地方自治体の歳出の程度
はそれほど大きくはない。このように、分権化するといっても、それが直接一番住民に近
い政府の役割を増すことにつながるわけではない。これに対して、日本は単一集権国家で
あるものの、中央政府の歳出は地方政府全体の半分ほどにとどまり、地方政府の活動量が
多くなっている。その中でも、日本の基礎自治体の活動量は、分権的とされる連邦制国家
の基礎自治体と比べても遜色がないといえる。
それでは、歳入面ではどうなのだろうか。日本では、3 割自治という言葉に代表される
ように、基礎自治体の自主財源はその活動量と比べて十分ではなく、中央政府や都道府県
からの財政移転が多すぎると指摘されてきた。確かに、地方税だけを見ると、歳入全体に
占める割合は 35％程度にとどまっている。一方で、地方交付税など中央政府や都道府県か
らの政府間財政移転は、自治体歳入のおよそ 30％を占めている。

図５－1

基礎自治体の歳入（日本・カナダ・アメリカ）

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

日本

カナダ

アメリカ

地方税

34.02%

40.77%

33.66%

政府間移転

30.39%

40.01%

34.20%

（基礎自治体の歳入に占める割合、2004 年）
出典：総務省統計局『日本の統計』、Statistics Canada、U.S. Census より筆者作成。

歳入についても、やはりアメリカ、カナダと比較してみよう（図５－１）。アメリカ、カ
ナダにおいて、地方自治体の歳入に占める割合は、アメリカで 33.66％、カナダでも 40.77％
となっている。これから見ると、日本の地方自治体の地方税収が極端に少ないわけではな
い。次に、政府間移転を見てみると、アメリカでは歳入の 34.20％、カナダでは歳入の 40.01％
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を占めている。これを見ると、アメリカやカナダの地方自治体の方が、政府間移転により
多くを依存していることが分かる。このように、日本の地方自治体は、分権的とされる連
邦制国家の地方自治体と比較しても、財政的な自律性という点で格段に不利な状況に置か
れているとはいえない。

５．２．分権・分離型の地方自治
これまで、日本において、分権・分離型は、集権・融合型よりも望ましい地方自治制度
とされてきた。一方で、分権・分離型の地方自治制度の国々においても、地方政府が抱え
る問題点もいくつか指摘されてきた。ここでは、主に財政面に焦点を当てて、分権型の地
方自治制度が地方自治体に対してどのような制約を持ち、それがどのような結果をもたら
すのかを見ていく。
まず、地方政府により大きな権限を任せることが望ましいとする研究を見ていこう。自
治体の政策と住民との関係について、経済学者のティボーはいわゆる「足による投票」と
呼ばれるモデルを提唱した84。彼によれば、現在住んでいる自治体よりも他の自治体の政
策の方が望ましい場合、住民はその自治体へと引越しをしてしまうという。このため、地
方政府は他の地方政府と政策面で競争を行い、住民をより引き付ける政策を展開しようと
いう誘因を持つ。このことから、地方政府は住民の意思により敏感であり、住民サービス
を中央政府ではなく、より地域に近い自治体で行うことによって、住民ニーズを満たすよ
うな政策を行うことができると考えられる。この研究から考えると、分権化は住民の意向
を政策に反映するという点で、より望ましい結果に結び付くと思われる。日本の分権改革
もこの点を踏まえ、集権的な地方自治制度ではなく、分権的な自治制度が望ましいという
視点に立って行われてきた。
それでは、分権的な政府間関係は常に望ましい政策に結び付くのだろうか。まず、自治
体における政策を見てみよう。ピーターソンはアメリカの地方政府が福祉などの再分配政
策を切り下げ、開発政策に専念する傾向を持つことを指摘する85。彼によれば、地方政府
が再分配政策を充実させることは、先に述べた「足による投票」によって高所得者層や企
業の自治体外への転出を促し、逆に低所得者層を引き付けることにつながるという。すな
わち、高所得者層や企業は再分配のために高い税負担を強いられることを嫌って、他の自
治体へと転出してしまう。その一方で、低所得者層はより充実した福祉が受けられる自治
体へと移動する。その結果、各自治体は税収が減少する一方で、低所得者層の増加に伴う
歳出の増加に直面することになる。このような事態を避けるために、アメリカの自治体で
は、福祉の切り下げ競争が起こり、福祉レベルが低下するのである。
84
85

Tiebout（1956）を参照。
Peterson（1981）及び Peterson and Rom（1990）を参照。
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このようなピーターソンの議論は連邦制国家であるアメリカでの議論であり、単一主権
国家である日本の自治体に直接適用できるとはいえないかもしれない。また、アメリカは
自由主義福祉国家の典型とされるように、公共セクターが提供する福祉は非常に限られた
ものであり、日本とは福祉政策に対する公共部門の姿勢が異なる可能性もある。しかし、
日本においても、自治体には開発政策を行うことによって税収の拡大を目指す誘因はある。
このため、事務の決定権限を自治体に移譲することで、アメリカと同様のロジックが働き、
福祉政策の切り下げ競争につながりうるということは、認識しておくべきであろう。
さらに、分権的な地方自治制度の問題点について、ロッデンは、地方政府の財政的自律
性が高い場合に、望ましい程度を超えて負債が増えることがあると指摘する86。ロッデン
の議論において重視されるのは、起債に関する地方政府の自律性と地方政府の自主財源（い
いかえれば、中央政府からの財政移転への依存度）である。地方政府が起債に関する自律
性を持たない場合（すなわち、地方政府が自由に起債を行えない場合）、当然ながら地方政
府の債務は維持可能な範囲にとどまる。地方政府が起債に関する自律性を有している場合
でも、地方政府が自主財源によって歳入を賄っているならば、地方政府の財政赤字は維持
可能な範囲（すなわち、債務不履行を起こさない範囲）にとどまる。問題となるのは、地
方政府が起債に関する自律性を持ち、かつ、自主財源ではなく中央政府からの財政移転に
歳入を依存しているケースである。このような場合、地方政府は、中央政府が最終的に救
済してくれることを期待して、維持不可能なまでに債務を拡大する誘因を持つ。このよう
に、分権的な中央地方関係の下で、地方政府が財政移転に依存している場合、地方政府の
債務が拡大するということが示唆される。
以上のように、分権・分離型の地方自治制度であれば即座に、自律的で望ましい地方自
治が達成されるわけではない。今後分権化が進展していく中で、日本の基礎自治体がどの
ように政策を展開していくのか、また展開していけるのかについては、考えていかねばな
らない。現在も揺れ動いている日本の地方自治制度がどのような方向に向かい、分権化が
何をもたらすのか。今後も検討すべき課題は多い。本研究の残りでは、まず、現状の制度
において、日本の自治体がどの程度自律性を持っているのかを確認していく。

86

Rodden（2006）を参照。
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６．特例市と中核市
本章では、基礎自治体としての豊中市の自律性の現状について、権限、財政、政策形成
という 3 つの側面から検討を行う。第 4 章と第 5 章では、90 年代以降の地方分権改革の流
れと分権改革を経た日本の地方自治の特徴を連邦制国家と比較検討してきた。それらの検
討を踏まえ、本章では、豊中市の同規模自治体という観点から、特例市及び中核市と比較
しながら、豊中市の自律性について分析を行う。

６．１．データ
ここで分析に入る前に、本研究で用いるデータについて簡単に触れておこう。2009 年 3
月 1 日現在、全国に中核市は 39 市、特例市は 43 市存在する。しかし、本稿では、データ
入手上の制約から、以下の分析では 2007 年 3 月 31 日現在の特例市と中核市を分析対象と
する87。その時点の中核市は 37 市、特例市は 39 市であった88。
本稿で用いるデータの出所は、以下の通りである。単独事業データに関しては、総務省
89

より、人口その他社会経済データについては、独立行政法人統計センター90より、それぞ

れ入手した。さらに、行政サービス水準については、日本経済新聞社と産業地域研究所に
よる調査「全国市区の行政サービス調査」を参照した91。

６．２．制度概要と地理的な位置
本節では、分析に先立って、特例市と中核市について簡単に紹介する92（次頁表６－１
参照）。まず、指定に向けた手続きを確認しよう。特例市もしくは中核市に指定されること
をめざす市は、市議会の議決を経て、都道府県の同意（都道府県議会の議決）を得なけれ
ばならない。これらの手続きを踏んだ上で、総務大臣に申し出を行い、政令によって指定

87

本研究で用いる人口と財政データは 2005 年度のものである。単独事業に関するデータは、2006 年度の
データを用いた。詳しくは、それぞれの分析を参照。分析にあたってデータの年度が異なることになるが、
全体的な傾向を把握する上では、大きな瑕疵があるとまではいえないと考える。
88
この時点から現在までの変化としては、中核市のうち新潟市と浜松市が政令指定市に移行し、特例市
のうち盛岡市、久留米市が中核市に移行した。さらに、一般市から、柏市、西宮市が中核市に、つくば市、
伊勢崎市、太田市、長岡市、上越市、春日部市が特例市に移行した。これらの変化はあるものの、中核市
と特例市の全体的な特徴を把握する上では、本分析に特に問題は無いと考える。
89
総務省 2006 年度『地方財政状況調査』。
90
独立行政法人統計センター“www.e-stat.go.jp/”（最終アクセス日：2009 年 3 月 4 日）
91
日本経済新聞社『日経グローカル』113 号（2008）及び日本経済新聞社・産業地域研究所（2009）参照。
92
ここでの中核市・特例市の概要については、総務省ホームページ
“http://www.soumu.go.jp/cyukaku/index.html”を参照した（最終アクセス日：2009 年 2 月 10 日）。
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されることになる。
表６－１

中核市と特例市の制度概要

中核市

特例市

政令指定都市が処理することができ 中核市が処理することができる事務
る事務のうち、都道府県がその区域 のうち、都道府県がその区域にわた
概要

にわたり一体的に処理することが中 り一体的に処理することが特例市が
核市が処理することに比して効率的 処理することに比して効率的な事務
な事務を除き、中核市に対して移譲 を除き、特例市に対して移譲するも
するものである。

要件

のである。

人口 30 万人以上

人口 20 万人以上

政令で指定

政令で指定

総務大臣は、中核市の指定に係る政 総務大臣は、特例市の指定に係る政
令の立案をしようとするときは、市 令の立案をしようとするときは、市
手続

からの申し出に基づき、これを行う。からの申し出に基づき、これを行う。
ただし、市は、あらかじめ、市の議 ただし、市は、あらかじめ、市の議
会の議決を経て、都道府県の同意（都 会の議決を経て、都道府県の同意（都
道府県議会の議決）を得なければな 道府県議会の議決）を得なければな
らない。

らない。

平成 20 年 4 月 1 日現在 39 市

平成 20 年 4 月 1 日現在 43 市

旭川市、函館市、青森市、盛岡市、 八戸市、山形市、水戸市、つくば市、
秋田市、郡山市、いわき市、宇都宮 前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、
市、川越市、船橋市、柏市、横須賀 川口市、所沢市、越谷市、草加市、
市、相模原市、富山市、金沢市、長 春日部市、小田原市、大和市、平塚
指定されて
いる市

野市、岐阜市、豊田市、豊橋市、岡 市、厚木市、茅ヶ崎市、長岡市、上
崎市、高槻市、東大阪市、姫路市、 越市、福井市、甲府市、松本市、沼
西宮市、奈良市、和歌山市、岡山市、津市、富士市、春日井市、一宮市、
倉敷市、福山市、下関市、高松市、 四日市市、大津市、豊中市、吹田市、
松山市、高知市、久留米市、長崎市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、
熊本市、大分市、宮崎市、鹿児島市 岸和田市、尼崎市、明石市、加古川
市、宝塚市、鳥取市、呉市、佐世保
市

制度施行

1995 年 4 月 1 日

2000 年 4 月 1 日

出典：総務省ホームページ“http://www.soumu.go.jp/cyukaku/index.html”の表を一部抜粋（最終アクセス日：
2009 年 3 月 4 日）。
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次に、特例市と中核市の指定要件を見てみよう。特例市制度は 2000 年 4 月 1 日に創設
された。特例市の要件は、人口が 20 万人以上であることのみである。これは次に述べる中
核市要件が変遷をたどってきたこととは異なっている。中核市制度は、分権化が進展し始
めた時期に当たる 1995 年 4 月に創設された。この中核市指定の要件は、制度創設以来これ
までいくつかの変遷をたどっている。制度創設当初は、人口が 30 万人以上、面積が 100km2
以上、さらに人口が 50 万人以下の場合には昼夜間人口比率が 100 を超えていることであっ
た。
これらの要件は、中核市が地方の中心となるような都市を想定した制度であり、大都市
周辺部の郊外の自治体が中核市となりにくいような制度設計であった。しかし、地方分権
の進展に伴って、これらの要件は徐々に緩和されていく。これらの要件のうち、昼夜間人
口比率に関する要件は 1999 年に廃止され、さらに面積要件は 2002 年に緩和、2006 年には
廃止された。これを受けて現在は、中核市に関しては、人口が 30 万人以上であるという人
口要件のみになっている。このように、現在特例市と中核市に関しては、人口のみが指定
要件となっており、それぞれ人口 20 万人と 30 万人が境界線となっている。
次に地理的な広がりを見てみよう（下図６－１及び次頁図６－２を参照）。これを見る
と、特例市と中核市は必ずしも 3 大都市圏にのみ存在するのではなく、全国に広く散らば
っていることが分かる。これは、特に中核市が地方の中心都市を整備するという当初目的
を持っていたことにもよるだろう。
図６－１

全国中核市の位置
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図６－２

全国特例市の位置

出典： 図６－１、６－２はともに国土交通省国土計画局 GIS ホームページ「国土数値情報行政区画デー
タ」“http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/jpgis/datalist/KsjTmplt-N03.html”をもとに作成（アクセス日 2009 年 3
月 4 日）93。

どちらかといえば、特例市は都市圏に多く存在するものの、中核市も都市圏にも存在し
ている。その中で、地方の中心都市を整備するという中核市の目的を端的に示しているの
が、特例市と中核市に占める県庁所在地の数である。中核市では 18 市が、特例市では 8
市がそれぞれ県庁所在地であった。このことをみても分かるように、中核市指定について
は地方の中心都市をターゲットにしていることが端的に示されているだろう。

６．３．人口と財政
さて、ここでは本格的な分析に入る前に、特例市と中核市の人口や財政状況などを簡単
にまとめ、それぞれの特徴を把握し、豊中市がどのような位置にあるのかを確かめておこ
う（下表６－２）。
上述したように、中核市、特例市は、それぞれ現在指定要件として人口が挙げられ、こ

93

図の作成は、村山徹氏（とよなか都市創造研究所研究員）にご助力いただいた。
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の人口要件を満たした自治体が指定を申請することによって、中核市、特例市に指定され
る94。これを受けて、中核市の平均人口は 45 万人余り、特例市のそれは 28 万人余りとな
っており、特例市の平均人口が中核市の指定要件である 30 万人に迫る水準にあることが分
かる。実際にも、特例市のうち 14 市は、人口が 30 万人を上回っている。このように、人
口を見れば、特例市の中にはすでに中核市の指定要件を満たしている自治体も多い。これ
は、先に述べたように、中核市の指定要件に 2006 年まで面積要件が存在した影響があるも
のと考えられる95。

表６－２96

中核市・特例市平均と豊中市（人口・面積・財政指数）

人口

面積

（人）

（㎢）

中核市平均

455,213

529.34

特例市平均

283,168

豊中市

388,227

財政力指数

実質収支比率 経常収支比率 公債費比率
（％）

（％）

（％）

0.76

3.36

87.4

15.64

211.46

0.86

3.26

89.1

14.35

36.38

0.97

0.6

97.2

17.1

表６－２続き

歳入

地方税

（億円） （億円）

地方税

一人当たり

一人当たり

/歳入

歳入（万円）

地方税（万円）

中核市平均

1569.29

662.91

42.24%

34.83

14.45

特例市平均

889.33

408.27

45.91%

31.63

14.42

豊中市

1130.43

614.67

54.37%

29.24

15.9

出典：上述統計センターデータを元に筆者作成。いずれも 2005 年。

次に、面積についてみると、中核市は特例市を大きく上回る。一般的に、人口が多くな
るほど、面積も広くなるといえ、人口が多い中核市ではそれに比例して面積も広くなって
いる。また、中核市には、平成の大合併で合併を経験した自治体が特例市と比べて多く、
合併の結果として、面積も広くなったと思われる。

94

人口要件を満たしながら、中核市、特例市になっていない自治体も存在する。
面積要件の撤廃を反映して、特例市の中には中核市への昇格をめざす都市がある。豊中市もその中の
一つである。
96
データ部分でも述べたが、ここでの中核市は 37 市、特例市は 39 市である。以下の分析も同様である。
95
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続いて、財政の状況を見てみよう。一般会計の歳入を見ると、中核市の平均は約 1,570
億円、特例市のそれは約 890 億円と、人口の多い中核市の方が当然財政規模は大きい。ま
た、地方税収入を見ても、中核市は約 660 億円、特例市は約 410 億円と、中核市の地方税
収入は大きくなっている。これらのことからすると、中核市の方が特例市よりも強い財政
基盤を持っているように見える。しかし、人口一人当たりで見ると、やや異なる事実が見
えてくる。人口一人当たりでは、中核市の歳入は約 316,000 円、地方税収入は約 144,000
円であるのに対し、特例市の歳入は約 348,000 円、地方税収入は約 144,000 円である。人
口一人当たりの歳入では、特例市が中核市を上回っており、地方税収入はほぼ等しい。
このように、歳入面で見れば、中核市が特例市よりも強い財政基盤を持つとは必ずしも
いえない。その理由としては、中核市と特例市を比較して、中核市にのみ移譲された財源
がほぼないということが挙げられよう。例えば、ある都市が特例市から中核市に移行する
場合、歳入面でプラスになる要素は、地方交付税の算定における基準財政需要額の中核市
補正を受けた増額のみである。これは、地方交付税の交付を受けない自治体にとっては、
中核市であることによる財政上の特例が財政的な恩恵をもたらさないということを意味す
る97。
このことは、財政力指数などの財政指標データからも読み取れる。ここでは、財政デー
タとしてさらに財政力指数と経常収支比率、公債費比率を見ていこう。財政基盤を示す中
核市の財政力指数の平均は 0.76 にとどまり、特例市の 0.86 を下回っている。一方、財政
に柔軟性にかかわる経常収支比率は、中核市が 87.4％、特例市が 89.1％である。上で見て
きたように、財政基盤に関しては中核市が特例市を上回っているとは言えず、財政の柔軟
性もそれほど大きな違いは見られない。このように、財政面では中核市と特例市の間で明
確な差は見られないといえる。
それでは、豊中市の財政はどのような状況なのだろうか98。まず、同じように一般会計
でみると、豊中市の歳入総額は約 1,130 億円、地方税収入は約 610 億円である。歳入総額
で見ると、特例市としては平均を上回っている。また、地方税収については、中核市平均
に近いレベルの税収を上げている。このように、総額で見ると豊中市は特例市の中では強
い財政力を持ち、地方税収については、中核市にも並ぶような税収を上げていることが分
かる。しかし、人口を考慮に入れると、上の特例市と中核市の比較と同じように、やや異
なる実態が分かる。人口一人当たりで見ると、豊中市の歳入は約 292,300 円、地方税収入
は 159,000 円である。これは、特例市の歳入を下回り、中核市の歳入をも下回っている。
それに対して、地方税収入は、特例市・中核市の平均を上回っている。このことから、豊
中市は自主財源の基幹である地方税収入では、他の特例市や中核市よりも恵まれているも
のの、交付税や補助金、公債発行などの地方税以外の歳入はそれ程多くないことが分かる。
97

このことは、特例市にも当てはまる。特例市に関しても、一般市と比べて財政上の特例といえるのは
地方交付税の算定における基準財政需要額の補正係数を受けた増額にとどまる。
98
豊中市の財政に関しては、『豊中市予算書』、『とよなかの家計簿』各年度も参照のこと。
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次に、財政に関する指標について見ていくと、財政力指数は 0.97 であり、特例市、中核
市の中で平均よりも上に位置する。上で見たように、豊中市は自主財源である地方税収入
が他の特例市や中核市よりも多い。一方で、歳入と税収からは見て取れなかった財政の硬
直性が、経常収支比率を見ると分かる。豊中市の経常収支比率は 97.2％であり、財政が硬
直化していることが分かる。これは、17.1％に達する公債費比率に示されているように、
公債残高が 1,200 億円に達する状況が背景にある。実質収支比率など他の指標を見ても 99、
豊中市の財政構造はやや硬直化しているといえよう。
財政的な自立性を確保することは、基礎自治体の自律性を向上させる上で、非常に重要
である。三位一体の改革によって、交付税と補助金の削減が行われる中で、自主財源を確
保する必要性は今後も拡大すると思われる。この点から、豊中市の今後の財政運営におい
ても、現在の自主財源を中心とした構成を維持し、拡充するような方策を探ることが重要
となろう。

６．４．単独事業から見た自律性
上では、財政の歳入面について豊中市の現状がどのようなものかについて、中核市・特
例市との比較の中から明らかにしてきた。ここからは、事務権限に分析の視点を移してい
く。まず、中核市と特例市の事務について簡単に見ていく（次頁表６－３参照）。
中核市には、政令指定都市が処理することのできる事務のうち、中核市よりも都道府県
が処理することが効率的とされる事務を除く事務権限を移譲される。特例市には、この中
核市が処理することができる事務のうち、特例市よりも都道府県が処理することが効率的
とされる事務を除く事務権限が移譲される。具体的にいうと、特例市に移譲される事務の
主なものは、都市計画に関する事務や環境保全行政に関する事務のそれぞれ一部などであ
る。中核市には、それに加えて民生行政に関する事務の一部や保健所の設置、文教行政に
関する事務として県費負担教職員の研修に関する権限などが移譲される。特例市と中核市
では、特例市が都道府県の事務の 3 割を、中核市が同じく 7 割を移譲されるとされている。

99

他の財政指標等に関しては、「市町村財政比較分析表」もあわせて参照。
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表６－３

中核市の事務と特例市の事務

出典：総務省ホームページ“http://www.soumu.go.jp/cyukaku/index.html”の表の一部抜粋（最終アクセス日：
2009 年 3 月 4 日）。

実際のデータを少し見てみよう（次頁表６－４）。これは、豊中市が特例市から中核市
に移行する場合に、大阪府から移譲される事務の数を表したものである。
この表を見ると分かるように、中核市移行に当たって移譲される事務は、圧倒的に法定
事務が多い100。法定事務とは、法律・政令に基づく事務、もしくは省令・要綱等に基づく
事務である。これに対して、府が単独で行っていた事務の数は、法定事務の 2 割に満たな
い。この点から、中核市に移行することがすぐさま自律的な政策展開につながるのかどう
かはやや疑問が残る。確かに、展開できる政策の範囲は広がるとはいえるが、基礎自治体
100

すでに中核市に移行した大阪府高槻市の例からも同じ傾向が見て取れる（高槻市「中核市高槻の取組」
“http://www.city.takatsuki.osaka.jp/db/seisui/db3-chukakushi.html”最終アクセス：2009 年 3 月 9 日）。
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が自らの判断でサービスの存廃を決定できる範囲が広がるとまではいえないだろう。
さらに、分野別で見ると、保健所設置に見られるように、保健衛生分野の事務量が増え
ることが分かる。また、民生・環境分野の事務もそれぞれ相当数増えることがみてとれる。
これらの政策分野において、中核市に移行することで政策展開の可能性が広がることが分
かる。一方で、文教分野の事務はそれ程増えず、教育政策に関しては、数の上ではそれ程
権限が広がる様子は見えない。

表６－４

中核市移行に伴う事務の移譲
区分・分野

区分別

法定移譲事務

2,028

府単独事務等

323

民生行政

496

保健衛生行政
分野別

事務数

1,246

都市計画等

243

環境保全行政

342

文教行政

16

その他の事務

8

移譲事務数・合計

2,351

出典：豊中市政策企画部企画調整室作成資料（2009）。

以下では、基礎自治体が提供する行政サービス＝歳出面に注目して分析を進めていく。
自治体が行う事業は資金に注目すると、補助事業と単独事業の二つに分けられる。補助事
業とは、国などの補助金等を受けて行われる事業であり、単独事業とは自治体が国からの
補助などを受けずに独自の経費で任意に実施する事業である。この単独事業は、従来から
地方自治体の独自性を示す事業と捉えられてきた101。本研究では、地方自治体の自律的な
政策展開を測るひとつの指標として、単独事業の歳出に注目する。
次頁表６－５は、中核市、特例市、豊中市について、単独事業の歳出が全事業の歳出に
占める割合を示したものである102。全体的に見て、地方自治体の歳出にしめる単独事業の
割合は、7 割を超えている。90 年代末より減少に転じてきたと指摘される103地方単独事業
であるが、依然として 7 割を超える事業が、地方単独によるものである。単独事業の割合
が多いことは、三位一体改革の結果、補助金が削減されてきたこととも無関係ではないだ
ろう。
101
102
103

北山（2002）。
ここでは、財政規模による差を制御するために、歳出に占める割合をみている。
北山（2002）。
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いずれにせよ、中核市や特例市の事業歳出の 7 割を越える部分は、地方単独事業として
行われている。豊中市の単独事業についてみても、中核市や特例市の水準を上回っている。
この点からは、豊中市が自らの財源で施策を展開していることがうかがわれる。
表６－５

中核市平均

特例市平均
豊中市

中核市平均

特例市平均
豊中市

中核市・特例市平均と豊中市（単独事業の状況）104

単独事業合計

民生費

衛生費

労働費

農水費

商工費

74.93%

34.90%

92.11%

95.00%

84.11%

97.00%

（5.32）

（12.97）

（5.08）

（5.80）

（10.86）

（5.80）

76.74%

37.94%

93.11%

93.33%

90.92%

99.20%

（3.63）

（8.72）

（4.70）

（16.64）

（10.11）

（3.10）

76.93%

42.90%

97.04%

100.00%

100.00%

99.06%

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

総務費

その他

83.54%

97.21%

89.41%

38.39%

98.61%

100.00%

（8.08）

（3.68）

（5.26）

（38.11）

（1.56）

（0.20）

85.83%

98.67%

88.83%

29.17%

98.10%

100.00%

（9.79）

（2.21）

（6.31）

（39.46）

（3.33）

（0.14）

95.54%

99.63%

93.37%

0.00%

99.62%

100.00%

出典：総務省『地方財政状況調査』をもとに筆者作成。（）内は標準偏差。

それでは、個々の項目についてみていこう。ここでは、すべての項目に言及することは
せず、いくつかの項目に絞って論じていきたい。ここで取り上げるのは、民生費、衛生費、
土木費、そして教育費である。
まず、基礎自治体の歳出のうちもっとも多くを占める民生費である。民生費とは、主に
福祉に関する歳出であり、市町村の全歳出の 30％弱を占める。この民生費の中で単独事業
の占める割合は、中核市で 34.90％、特例市で 37.94％である。民生費については、生活保
護費など国の事業として行われるものも多く含まれているため、自治体の単独事業は 3 割
を超える程度になっていると思われる105。これに対して、公衆衛生にかかわる衛生費、民
生費についで多くの歳出がなされる土木費、さらに教育費については、自治体の単独事業
として行われる率が高く、80％を超えている。これらの目的別歳出に関しては、中核市と
特例市の間でそれほど大きな差は見られない。衛生費、土木費に関しては、特例市におい
て単独事業が多く行われ、教育費は中核市のほうが多く単独事業を行っている。しかし、
104

ここで、豊中市の単独事業の割合がいくつかの項目で 100％になっているが、これはそれらの事業に
関して全て自主財源によって実施していることを示している。
105
市町村全体で見れば、民生費における単独事業の割合は 20％にも満たない（総務省『地方財政白書』
平成 20 年度）。
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民生費などを含めてこれらの差はいずれも小さなものであり、全体的に中核市と特例市の
間で大きな差があるとはいえない106。全体としてみれば、事業経費を見る限りは、中核市
になることがそれだけで市独自の政策展開につながるとは、いえないだろう。
それでは、豊中市の状況はどうだろうか。民生費などこれらの 4 つの歳出項目において
は、豊中市の歳出はいずれも平均を上回る水準にある。この点から、豊中市は多くの単独
事業を展開しており、独自の政策展開がなされていることがうかがわれる。
以上では、単独事業の割合から基礎自治体がどの程度独自の政策を展開しているのかを
分析してきた。その結果、中核市と特例市を比較しても大きな差は無く、むしろ特例市の
ほうが単独事業を行っている割合が高い項目があることが明らかになった。また、豊中市
は、これらの特例市・中核市の平均と比較しても、単独事業の割合は高くなっていた。そ
れでは、これらの歳出は実際にどのようなパフォーマンスを生んでいるのだろうか。本章
の分析の最後の部分は、この問いに答えることを目指す。

６．５．行政サービス水準と自律性
６．５．１．行政サービス調査
本研究では、行政サービス水準を測る指標として、2008 年に日本経済新聞社と産業地域
研究所が行った「第 6 回行政サービス調査」の結果を用いる。この調査は、東京 23 区を含
む全国 806 市区を対象に、
「子育て環境」、
「高齢者福祉」、
「教育」、
「公共料金等」、
「住宅・
インフラ」の 5 分野についてのアンケートに基づいて集計したものである107。この調査デ
ータを用いることによって、単なる歳出の多寡ではなく、それぞれの自治体がどのような
政策を展開しているのかということをより客観的に把握することができると考える。
６．５．２．行政サービス水準
まず、ここでは、中核市と特例市の平均、豊中市の評価から見ていこう（下表６－６）。
表６－６

サービス
総合得点

順位

行政サービスの水準

子育て環
境

福祉

教育

公共料金

住宅

など

インフラ

中核市平均

143.0

192.4

34.3

30.7

18.3

32.5

27.8

特例市平均

142.9

204.8

33.7

28.4

18.6

34.1

28.4

豊中市

128.0

436

30.9

24.2

18.8

29.9

24.3

出典：日本経済新聞社・産業地域研究所「第 6 回行政サービス調査」をもとに筆者作成。

106
107

それぞれの平均値について、平均値の差の検定を行ったところ、農水費のみが 1％水準で有意だった。
より詳細な調査方法については、日本経済新聞社・産業地域研究所（2009）を参照。
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まず、サービス水準総合で見た場合、中核市と特例市の平均はともに約 140 点となって
いる。また、個別項目ごとに見ていっても、福祉と公共料金でわずかな差が見られるもの
の、ほぼ等しいレベルにあるといっても良いだろう。この点から、行政サービスの水準に
ついて、中核市と特例市で格段の差はないといえるのではないだろうか108。
これにはいくつかの理由が考えられるが、財政面と権限面の影響が大きいのではないだ
ろうか。第一に、先に確認したように中核市と特例市の間で、財政力には大きな差は見ら
れなかった。これに伴って、中核市・特例市双方で提供される行政サービスには、大きな
差がつかなかったと思われる。第二に、中核市に昇格することで移譲される権限が、本調
査の調査項目に対応していないことである。本行政サービス調査は、全国の市区を対象と
しており、対象には政令指定市から一般市までが含まれる。これらの幅広い対象について、
行政サービス水準の違いを確認するために、調査項目には、どの自治体でも行っているが
実施の程度に差が見られる行政サービスと、先進的な自治体のみが実施している行政サー
ビスが含まれている。前者の例としては、公立保育所の待機児童数や介護保険の保険料な
どが該当するだろうし、後者には公立小中学校の講師等の独自採用状況などが該当するだ
ろう。これらの調査項目は、当然ながら中核市と特例市の事務権限の違いとは直接関係し
ていない。そのために、中核市と特例市で差が見られない結果となっている。
しかし、それは本調査結果が中核市と特例市における行政サービスについて考える上で
意味を持たないということではない。なぜならば、上表の結果は、一般市から政令指定市
まで至るすべての市の中で、特に特例市や中核市が達成している行政サービス水準を示し
ているからである。豊中市の類似規模の自治体がどの程度の行政サービス水準にあるのか
を把握し、それらの結果と豊中市の現状を比較することには十分意味があるだろう。
それでは、豊中市の結果を見ていこう（上表６－６参照）。豊中市の行政サービス水準は、
全体としても、個別項目ごとにも余り芳しくない。サービス総合の得点は、128 点にとど
まり、これは全市区の中でも 436 位と全市区平均にも達していない。中核市・特例市の平
均であれば、得点は 140 点近くになり、豊中市の現状を上回る。その意味では、豊中市に
とって、行政サービスに関しては、中核市・特例市の平均こそが目指すべき一つの目安と
もいえよう。また、個別項目ごとに見れば、教育は中核市・特例市平均をわずかながら上
回っているものの、そのほかの項目はいずれも平均を下回っている。先に見てきたように、
財政基盤という意味では、豊中市は中核市・特例市の中でもどちらかといえば恵まれてお
り、なぜ評価が伸びていないのか、どうすればサービスを向上させられるのかは、今後検
討すべき課題であると思われる109。
108

行政サービス得点に関して、もっとも高得点だったのは、特例市である前橋市の 164.4 点である。中
核市の最高点は、郡山市の 154.8 点になっている。また、県庁所在地か否かについても分析を行ったが、
県庁所在地の市とそうではない市の間で、サービス総合得点の平均に関して、統計上有意な差は見られな
かった。
109
この点に関して、とよなか都市創造研究所では、
「日経グローカルデータを用いた二次分析」を行うな
ど、検討を進めている。
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６．５．３．単独事業と行政サービス水準
本節の最後では、自治体の自律性と行政サービス水準との関係を分析する。ここでは、
財政と行政サービス双方における自律性を示す一つの指標としての単独事業割合と行政サ
ービス水準との関係を見ていく（下表６－７参照）110。ここで、分析に当たって想定して
いる関係は、以下の通りである。まず、第一に、行政サービス水準の指標となるような事
業の中で、先進的とされるような事業の多くは、補助事業としてではなく各市自治体の単
独事業として行われているというものである。ここでは、先進的とされる事業が補助事業
として行われるならば、特定の自治体のみが行うのは不自然ではないかという考えがある。
確かに、補助事業であってもすべてをどの自治体でもできるわけではなく、財政的に余裕
のある自治体が率先して取り組んでいるという可能性はある。しかし、先進的とされるの
は、他の自治体に先駆けてその政策に取り組み始めたからであり、それは単独事業として
開始されることが多いのではないだろうか。第二に、自治体間で差が生じるような施策に
関しても、その差を生むような政策の上乗せ部分は、自治体の単独事業として行われてい
るのではないかというものである。全国一律の程度から、一歩でも進んで行政サービスを
提供している場合には、その部分を独自の財源から支出しているのではないだろうか 111。
表６－７

単独事業

Pearson

割合

相関係数

単独事業と行政サービス水準の関係

公共料金

住宅・

など

インフラ

-0.178

0.346

0.297

0.115

0.124

0.002

0.009

76

76

76

76

サービス総合

子育て

福祉

教育

0.28

0.344

-0.182

0.014

0.002

76

76

有意度
(両側検定)
N

出典：総務省「地方財政状況調査」と日本経済新聞社・産業地域研究所「第 6 回行政サービス調査」をも
とに筆者作成。

表６－７を見ると分かるように、単独事業の割合は行政サービス水準と弱い正の相関関
係を持つ。すなわち、事業全体における単独事業の割合が大きいとサービス水準の得点も
高くなる傾向がある。また、単独事業の割合が大きいと子育て、公共料金、そして住宅・
インフラに関しても、得点が高くなるという関係が見られた。これらの関係は、いずれも
強いものであるとまではいえないが、単独事業の割合と行政サービス水準との間に、なん
110

ここでは、単独事業の割合を分析しているが、これを実際の歳出額で分析した場合も、結果に大きな
違いは見られなかった。
111
この場合に、それも含めて補助事業として実施している可能性は排除されない。その場合には、最終
的に相関関係が見られないという結果が表れるだろう。
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らかの正の関係が見られることは確認できた。豊中市においては、単独事業の割合が多い
にもかかわらず、サービス水準の評価が低くなっており、これらの点についてさらに分析
を進める必要があろう。次節では、本章の最後に、単独事業の割合を増やす上で、どのよ
うな要因が影響を与えるのかについて、主に財政面から概観する。

６．６．単独事業の拡充に向けた方策
表６－８

単独事業
割合

単独事業割合と財政データの関係

Pearson
相関係数

人口当たり

人口当たり

歳入

地方税

-0.362

-0.210

0.493

0.000

0.002

0.069

0.000

72

72

76

76

財政力指数

公債費比率

0.535

有意度
（両側検定）
N

出典：総務省「地方財政状況調査」と統計センターデータをもとに筆者作成。

ここでは、単独事業割合と財政的な要因との関係がどのようなものなのかを簡単に見
ていこう（表６－８）112。この表を見ると、人口一人当たり歳入を除くといずれも何らか
の関係が見られる。そもそも単独事業割合は、歳出の一部であり、これらの財政指標とは
強い関係があることは容易に予測がつく。個別項目を見ていこう。一番強い関係が見られ
るのは財政力指数である。財政力指数は、自主財源でどれだけ歳出を賄えるのかを示して
おり、自前の財源で行う事業である単独事業とは強い関係がある。また、人口一人当たり
の地方税収入も、同じように正の相関関係が見られる。一方で、歳出に占める公債費の割
合は、単独事業割合とは負の相関を持つ。これは、基本的には公債残高が少なく、財政の
自由度が高いほど、単独事業の割合も多いことを示唆すると思われる113。最後に、統計的
な有意水準には達していないものの、人口一人当たり歳入の符号が負になっているのは興
味深い。これは、歳入が多くなることは、単独事業割合が大きくなることにはつながらず、
むしろ単独事業の割合が少なくなるということを示唆している。ただし、これは、単独事
業が自治体独自の財源による事業であり、歳入には補助金など補助事業の増加をもたらす
要素が含まれていることから、ある意味当然の結果といえる。

112

財政力指数と公債費比率については、直近に合併を経験した市については、値が明らかにされていな
かった。
113
ここでは結果からは除いたが、財政的な自由度をみる実質収支比率もまた単独事業と正の関係を持つ。
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７．おわりに
７．１．本研究の要約
本研究では、自律する基礎自治体の要件に関して、現在の豊中市がどのような位置にあ
るのかを、中核市と特例市との比較の中から把握することを目指してきた。まず、第 2 章
では、基礎自治体の自律性に関して、中央政府と基礎自治体との関係の中から捉えること
を明確にした。その中で、基礎自治体の権限・財政・政策形成という 3 つの影響力資源か
ら自律性について考えるという、研究の方向性を設定した。
次に、第 3 章では、日本における中央政府と地方政府の関係を捉えるために、政府間関
係の類型軸を概観した。その上で、集権・融合的とされる日本の政府間関係の特徴を紹介
し、その特徴が基礎自治体の自律性にどのような影響を及ぼすのかを検討した。集権・融
合的とされる日本において、基礎自治体の自律性は中央政府からの制約を受けていた。具
体的には、機関委任事務などによる事務権限に関わる制約や課税権など財政面に関する制
約など、権限・財政面にわたる制約を受けてきた。
これらの政府間関係を大きく変化させたのが 1990 年代以降の地方分権改革の流れであ
る。第 4 章では、この改革の流れの中で、どのような制度変更が行われ、その結果、地方
自治体にどのような影響があったのかを概観した。
これに続いて、第 5 章では、集権・融合的とされる日本と分権・分離的とされる連邦制
国家を比較することによって、日本の地方自治制度の現状を把握した。その結果、歳入と
歳出に関して言えば、日本の地方政府の活動は、分権・分離型国家の活動に比肩するレベ
ルにあることが確認された。
これらの検討を経て、第 6 章では、日本の基礎自治体の自律性について、権限、財政、
政策形成の 3 つの側面から分析した。分析に当たっては、豊中市と類似規模の自治体とし
て、全国の中核市と特例市との比較を通して、豊中市の現状を把握することを試みた。ま
ず、中核市と特例市、豊中市について、それぞれ人口、財政など基礎的な特徴を整理した。
その上で、単独事業に注目し、各自治体の中で単独事業がどの程度の割合で行われている
のかを明らかにした。この単独事業の分析を通して、自治体が権限と財源をどのように利
用しているのかを把握することを目指した。また、政策実施に関しては、
「行政サービス水
準調査」データを利用した分析を行った。その中では、豊中市の現状がどのようなのか、
また、単独事業と行政サービス水準の間にはどのような関係があるのかを分析した。最後
に、単独事業の割合を増やす上で、どのような財政的要因があるのかを探った。
以上の分析を通して、基礎自治体と豊中市の現状について、以下のような結果が得られ
た。まず、人口に関しては、当然中核市が特例市を上回るものの、特例市の平均は中核市
への昇格基準に迫るものであった。また、豊中市の人口は特例市の平均を大きく上回り、
中核市の平均に並ぶものであった。財政に関しては、中核市の方が人口規模に応じて財政
規模が大きくなっている。しかし、人口一人当たりでみると、特例市の歳入は中核市に並
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ぶか、それを上回っている。これは、中核市であることによる財政的な恩恵が、地方交付
税の算定基準に関わる部分に限られていることによる部分が大きいと思われる。さらに、
財政力指数など、財政指標のデータを見ても、特例市と中核市の間で明確な差は見られな
い。豊中市についてみると、中核市に並ぶような総歳入を得ている一方で、人口一人当た
りでみると、特例市や中核市の平均を下回っている。また、財政力指数などの指標でみる
と、平均よりも上に位置している。一方で、公債費残高や経常収支比率などをみると、豊
中市の財政構造が硬直化している傾向が確認された。
次に、単独事業については、全体の 7 割を越える部分が単独事業として行われている。
豊中市の単独事業は、中核市や特例市を上回る水準にある。個々の項目については、特例
市と中核市で顕著な差は見られない。豊中市は、個別項目についていずれも、中核市や特
例市の平均の割合を超えて、単独事業を行っている。この点から、豊中市は比較的多くの
単独事業を行っており、その点では独自の政策展開がなされていることが伺われる。
このような歳出の結果としての、行政サービスの水準はどうだろうか。財政力と単独事
業について、それ程差がみられなかったことを反映するかのように、行政サービスの水準
に関しても、特例市と中核市の間に大きな差は見られない。このことを裏返して考えると、
中核市になったからといって、それだけで行政サービスの水準が高まったり、先進的な取
り組みができたりするわけではないということが示唆される。中核市や特例市と比較する
と、豊中市は行政サービスに関して芳しい評価を得られていない。個別分野ごとに見ても、
教育分野が平均を上回っているものの、総じて低い評価にとどまっている114。
それでは、自治体が独自の政策を展開することは、このサービス評価にどのように結び
つくのだろうか。独自政策を示す指標として、先の単独事業の割合で見てみると、サービ
ス水準との間には、弱いながらも正の相関関係が見られる。すなわち、単独事業の割合が
多いほど、サービス水準も高くなることが示されているといえる。それにもかかわらず、
豊中市では、単独事業の割合が高いことがサービス水準の評価につながっていない。この
点に関して、何が原因なのかをさらに分析する必要がある。
最後に、単独事業を拡充していく上では、財政的な要因が影響を与えていることが示唆
された。特に、財政力指数に示されているように、自主財源が豊富なほど単独事業の割合
が多くなる。この点から、自主財源を確保すること、財政の自由度を大きくすることが単
独事業を行ううえで重要となる。
このように、本研究では、中核市、特例市、そして豊中市について、人口や財政といっ
た側面から、自律的な政策の展開と政策に対する評価を見てきた。その中で、豊中市は、
財政的には比較的恵まれているものの、財政構造がやや硬直化していること、他の自治体
と比べると自律的な政策展開を行っているものの、それが十分評価に結びついていないこ
とが示された。また、中核市と特例市についてみれば、中核市が特例市を引き離している

114

先述のとおり、この点に関しては、当研究所において別に分析を進めている。
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という側面は少なく、中核市に昇格することによって自律性という側面で、大きな飛躍を
するわけではないことが分かってきた。中核市になればそれだけで、できることが増える
ということではなく、むしろ中核市に昇格することで可能になる権限をどういかしていく
のか、という点が重要になろう。さらに、財政的には、中核市が特例市より恵まれている
わけではない。また、サービス水準でみても、中核市と特例市の差はほとんど無く、中核
市と特例市の中で最高得点を得たのは特例市の前橋市115である。このことを頭に置きなが
ら、中核市として、どのような政策を展開していくのか、どのようにして財政的な資源を
確保するのか、さらにどのようにして住民の意思を政策に反映させるのか、を考えていく
ことが重要であろう。

７．２．残された課題と今後の展開
以上のように、本研究では、自律する基礎自治体の要件に関して、現在の豊中市がどの
ような位置にあるのかを、中核市と特例市との比較の中から明らかにしてきた。ここでは、
本報告書を締めくくるにあたって、残された課題と今後の研究の方向性に触れておきたい。
まず、本研究の分析は、単年度について分析したものである。いわば、スナップショッ
ト的な分析であり、地方分権改革以前からの変化や長期の時系列的な傾向の把握は行えて
いない。一方で、スナップショットではあっても、全中核市と特例市との比較を行うこと
によって、豊中市の現状を把握する上では、一定の成果を得たと考えている。また、さま
ざまな側面から分析を行ったことによって、一つの側面だけでは明らかにできなかったこ
とを明らかにできたのではないだろうか。
次に、権限、財政、政策形成というそれぞれの側面について、より深めていく必要性に
ついてである。本研究では、それぞれの側面について、現状を把握することに努めてきた。
そのために、豊中市がそれぞれの側面で抱えている課題やそれに対する対応策については、
十分な検討を行うことができなかった。今後、研究を進めていく中で、より個別的な課題
を分析し、それに対する対応を考えていく必要がある。
最後に、本研究は、中央政府と地方政府である自治体との関係の中から自律性を考察し
てきた。いわば、地方自治の本旨の中の団体自治の側面にのみ焦点を当てているといえる。
地方分権改革の目的が団体自治の拡充におかれていることをみても分かるように、中央地
法関係から見た自律性の強化は、非常に重要な側面である。一方で、まだ分析されていな
い側面も残されている。その中で、ここでは、都道府県と基礎自治体との関係、住民と自
治体との関係を挙げておこう。
まず、都道府県と基礎自治体との関係である。地方分権化の進展とともに、都道府県の

115

但し、2009 年 4 月 1 日より中核市に移行する予定である。
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事務を基礎自治体へと移譲する動きが進んでいる。その中で、大阪府と豊中市の関係はど
のようなものなのか、また、大阪府からどのような権限を移譲されれば、豊中市の自律性
は高まるのだろうか。さらに、他の都道府県では、どのような権限が移譲されているのだ
ろうか。特例市や中核市になるということは、財政的に何かが得られるという面は少なく、
基本的には都道府県の権限のいくらかを移譲されるということを意味する。その点からす
れば、中核市に移行するまでもなく、権限の移行のみを求めていくという姿勢もあってよ
いだろう。さらに、中核市を超えて、政令指定市の権限に含まれる部分までも、自律的な
政策展開を行ううえで必要ならば、移譲を求めていくことも重要だろう。これらの点に関
して、今後さらに分析を進めていく必要があろう。
次に、住民と自治体との関係について言えば、地方自治の本旨として、住民自治があり、
地方分権の最終目標として、住民自治の拡充が掲げられている。この点から、自治体の政
策形成に住民の意思をどう取り込んでいくのか、政策形成に住民にどう参加してもらうの
か、さらには自治体内分権の取り組みに見られるような住民が主体となった政策展開をど
う進めていけばよいのか。住民と自治体との関係に関しても、このように議論すべき点は
数多い116。また、政策形成資源として、地域資源といったものをどう取り込んでいくのか
も、重要な課題であろう117。
このように、基礎自治体の自律に関しては、今後残された課題も多いが、その分今後研
究すべきテーマは無数に存在し、さまざまな方向に研究を展開しうる。今後の研究の可能
性が大きく広がっていることを指摘して、本年度の研究を終わりたい。
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この点に関しては、保井（2009）がまちづくりにおける住民の参加という視点から意義深い示唆を与
えてくれる。
117
豊中市における地域コミュニティの構築に関しては、白岩（2005-2006）を参照。
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