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地方自治とローカルガバナンス（第3回） 

地方公共団体の事務と地方分権 

政策研究大学院大学 
教授 高田 寛文 

 
はじめに 
 地方自治とローカルガバナンスの第3回目は、「地方公共団体の事務と地方分権」について

である。地方公共団体が行っている事務に関して、その配分の考え方や処理の方法について

説明するとともに、地方分権によって何がどのように変わったのかを理解することが目的

である。 

全体の内容は以下のとおりである。 

 

１．地方公共団体の事務 

(1) 国と地方公共団体の役割と事務 

(2) 自治事務と法定受託事務 

(3) 都道府県と市町村の役割と事務 
(4) 地方公共団体の事務処理の方法 

 

２．地方分権 

(1) 地方分権改革の流れ 

(2) 第1次分権改革 

(3) その後の改革 
 

1．地方公共団体の事務 
(1) 国と地方公共団体の役割と事務 
 地方自治法は、第1条の2第1項で地方公共団体の役割を、また同条第2項で国の役割を定

めている。 

まず、地方公共団体の役割としては、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域に

おける行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う、とされている。「住民の福祉の

増進を図る」とは、地方公共団体の目的そのものであり、そのために地域における行政を「自

主的かつ総合的に」実施するものである。ここで「自主的」とは、自己決定と自己責任によ
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ることと理解され、憲法の規定に定められた「地方自治の本旨」の要素の1つである「団体

自治」の内容が表現をされているということができる（第1回参照）。また、「総合的」には

2つの内容があり、1つめとしては、地方公共団体は地域における総合行政主体であって、幅

広い分野の行政を全体として担うものであるから、地方公共団体においては関連する行政

との調和と調整を確保するということが可能であり、かつそのような役割が期待をされて

いるということである。また2つめは、企画立案の段階から管理執行まで一貫して実施をす

るという意味での総合性である。 

一方で国の役割としては、まず国際社会における国家としての存立に関わる事務を行う

とされており、外交や防衛、また通貨の発行・管理といった、国際社会の中において国家と

しての単位で実施をする事柄である。また2番目には、全国的に統一して定めることが望ま

しい活動や地方自治についての基本的準則に関する事務とされる。生活保護や労働基準等

については全国で統一的に実施をすることが一定程度必要であり、国の役割として定めて

いくことになる。3番目に、全国規模、全国的視点で行わなくてはならない施策・事務であ

り、公的年金、エネルギー施策、新幹線や空港といった基幹的な交通基盤の整備については、

地域的な観点だけでなく全国においてどのように実現するかを考えなくてはならないとい

う意味において、国の役割とされている。 

 ところで、こうした国の役割に関しては、地方自治法にいくつかの原則が置かれている。

まず、第1条の2第2項では、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基

本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担する、とされている。また、地方公共団

体に関する制度の策定、施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性・自立性が十分に発

揮されるように留意するということも定められている。 

第2条では、地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と

地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならないこと、またそのよう

に解釈・運用するようにしなければならないことが規定されている（第11・12項）。地方公

共団体の組織や運営に関する事項は、憲法第92条の規定により地方自治の本旨に基づいて

法律で定めるとされているが、地方自治法でもそのことを改めて確認をするとともに、解

釈、運用にあってもそのようにしなければならないということを明らかにしたものである。

さらに、地方公共団体の事務のうち自治事務（(2)参照）に関しては、国は地方公共団体が地

域の特性に応じて当該事務を処理することができるように特に配慮しなければならない、

としている。 
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(2) 自治事務と法定受託事務 
① 地方分権一括法による見直し 
 地方公共団体の事務は、自治事務と法定受託事務に分類される。この分類は平成12年に施

行された、いわゆる地方分権一括法によって定められたものであるが、まずはそれ以前の事

務の区分について見ておく。 

地方分権一括法以前にも、地方公共団体が行う事務には大別して2つの区分が存在してい

た。その1つは団体事務といわれる地方公共団体の事務であり、もう一方では国の事務であ

りながら地方公共団体が行うとされた「機関委任事務」と呼ばれる事務があった。団体事務

には3つの分類があり、公共事務、団体委任事務、行政事務と分けられるが、このうち行政

事務については特別の扱いが法律に定められていたため、このような事務の分類には意味

があった。 

国の事務でありながら地方公共団体が行う機関委任事務については、国の機関としての

地方公共団体の長やその他の執行機関が行う事務とされ、したがって実際にこれらの事務

を行うのは各地方公共団体の職員であるが、国の機関である長等の執行機関を補助する立

場として実施をしていたものである。こうした事務は、地方分権一括法以前において、都道

府県では事務全体の約70％程度、また市町村でも30％ないし40％程度を占めると言われて

いた。機関委任事務はそもそも国の事務であるので、その執行にあたっては国や（市町村に

対しては）都道府県知事の包括的な指揮監督権が及び、また市町村長が行った処分に対して

都道府県知事がその取り消しや停止をすることができるという権限が認められていた。 

地方分権一括法による事務の区分の見直しの結果、従来の団体事務については新たに自

治事務という位置づけにされた。また、機関委任事務については制度自体が廃止され、従来

の機関委任事務については、事務自体を廃止するもの、事務として地方公共団体ではなく国

が直接執行することとするもの、これらに該当せず引き続き地方公共団体が実施をするも

のに分けられ、最後の区分については一定の基準により自治事務と法定受託事務という2種

類に分類された。 

 まず法定受託事務の定義については、地方公共団体が処理する事務のうち国（市区町村に

対しては都道府県を含む）が本来果たすべき役割に係るものであって、国（同前）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として法律・政令に特に定めるもの、とされ

ている（地方自治法第2条第9項）。具体的な例としては、例えば国政選挙の執行、パスポー

トの交付、国勢調査等が挙げられる。一方で自治事務については、法定受託事務に該当する

もの以外のものである（同条第8項）。 

地方分権一括法の施行の時点で機関委任事務に係る法律は432件あったと言われている

が、この中で自治事務を定める法律が298件、法定受託事務に関する法律が247件（重複あ
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り）であった。結果として約55％が自治事務に分類をされたことになる。 

 

② 自治事務と法定受託事務の区分 
法定受託事務として分類される基準については、政府が定めた地方分権推進計画におい

て、第1号法定受託事務（定義のうち、国に関するもの）として8つのメルクマールが定めら

れている（表1）。 

 自治事務と法定受託事務の違いは、表2のとおりである。まず地方公共団体による条例の

制定については、憲法や地方自治法の規定では、法律の範囲内で、あるいは法令に反しない

限り、地方公共団体は条例を制定することができることになっており、自治事務及び法定受

託事務についてはこのとおりであるが、機関委任事務はもともと国の事務であることから

条例は制定できないものとされていた。したがって、機関委任事務が廃止されて自治事務と

法定受託事務とに再編されたことにより、地方公共団体の条例制定権の範囲は格段に拡大

した。 

それ以外の議会の権限の中では、調査権については、自治事務及び法定受託事務には一定

の例外はあるものの原則的には及ぶものとされているが、機関委任事務にあっては国の事

務であることから調査権の対象外とされていた。議会の議決事件として条例で追加できる

かについても、機関委任事務は対象外であった。また、国などの関与の度合いも、機関委任

事務の場合には先に述べたとおり一般的・包括的な指揮監督権が及ぶとされていたが、自治

事務では緩やかな関与が基本とされ、また法定受託事務にあっては事務の性質が自治事務

とは異なることを反映して、自治事務よりは強い関与形態も認められているものの、機関委

任事務とは大きな違いがある。さらに、法定受託事務に関しては地方分権一括法の附則の規

定により、できる限り新たに設けることがないようにするとされている。 

このように、自治事務と法定受託事務は機関委任事務とは大きく異なっている一方で、そ

れらの間でも事務の性質の違いにより地方自治法等での扱いには一定の違いがある。 

 

(3) 都道府県と市町村の役割と事務 
 市町村は基礎的な地方公共団体と位置づけられており、都道府県は広域の地方公共団体

とされている。したがって、その性質に応じて、役割と事務の分担については、市町村の場

合は、都道府県が処理するものを除き一般的に普通地方公共団体の事務を処理するとされ

ている。一方で都道府県の事務としては、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関

するもの、規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められる

ものとされ、その広域性を踏まえた事務・役割を分担することとなっている。 

都道府県と市町村の事務の関係については、地方自治法の中で一定の原則が定められて
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おり、第1に都道府県と市町村はその事務を処理するにあたって、相互に競合しないように

しなければならないとされている（第2条第6項）。また第2として、市町村および特別区は都

道府県の区域の中に存在する地方公共団体であることから、都道府県の条例に違反をして

事務を処理してはならないと定められている。これに違反をして行った市町村の行為は無

効である（同条第16・17項）。なお、地方分権一括法による事務の区分の再編の前に団体事

務の分類の1つであった行政事務については、都道府県の区域内でその処理の統一性を図る

ことが特に必要な場合などには、都道府県の条例によって市町村の行政事務についての必

要な規定を設けるということができるものとされており、市町村の行政事務に関する条例

がこの都道府県の条例に違反をする時には、その市町村の条例は無効であるとされていた

（統制条例）。しかしながら行政事務という分類が廃止されたことから、統制条例に関する

規定も廃止された。 

 

(4) 地方公共団体の事務処理の方法 
地方自治法には、地方公共団体が事務を処理するにあたって守るべき基本的な原則が定

められている。住民の福祉の増進に努めることは当然であるが、併せて、最少の経費で最大

の効果を上げるようにしなければならないこと、常にその組織及び運営の合理化に努める

とともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならないこ

と、また当然のことながら、法令に違反をして事務を処理してはならないということも定め

られている（第2条第14～16項）。実際の事務処理の方法としては、地方公共団体がそれぞ

れ単独で処理することが原則ではあるが、それ以外に、他の地方公共団体と共同で処理する

ことや、民間に委ねて当該事務を処理するというやり方も考えられる。 

 まず、他の地方公共団体との共同による事務処理については、地方自治法にいくつかの方

法が定められている。その1つは、特別地方公共団体を設置して行うものである。特別地方

公共団体については、「地方公共団体の種類」として第2回で説明しているが、ここでは地方

公共団体の組合（一部事務組合・広域連合）が該当する。一部事務組合は事務の一部を共同

処理するために設立されるものであり、広域連合は、広域にわたり処理をすることが適当な

事務について設立をされるもので、独立性や権限等が一部事務組合よりも強いという特色

を持つ。 

地方自治法には、それ以外の様々な相互協力の方法も定められている。特に連携協約や事

務の代替執行は新しく定められた方法であり、連携協約は他の地方公共団体との相互協力

の基本的な方針や役割分担などを定めるもの、また事務の代替執行は、事務の一部を自らの

地方公共団体の名において他の地方公共団体に行ってもらう方式である。 

なお、他の地方公共団体との共同による方法については、第5回で詳しく説明する。 
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 次に「民間に委ねることによる事務処理」の方法であるが、既に様々な事務がこの方法に

よって行われている。直近の調査結果である平成29年4月1日現在で見ると、一般ごみの収

集や道路の維持補修・清掃は、指定都市を除く市区町村では既に96％台が民間委託によって

実施しており、またホームヘルパーの派遣や在宅配食サービスのような福祉関連サービス

では、100％に近い市区町村が民間委託を行っている。学校給食の調理はこれらより率が低

いが、それでも3分の2近い市区町村において民間に委ねている状況である。 

このように民間を活用する方式として、「指定管理者」制度が地方自治法に定められてい

る。これは住民の福祉の増進の目的で、住民の利用に供するために設置した施設（「公の施

設」）の管理について、地方公共団体が指定する法人その他の団体に行わせるものであり、

この場合には使用許可の権限についても指定管理者に委ねることができる。特別養護老人

ホームや文化会館については、既にそれぞれ70％、50％を超える割合で活用されている。 

 

2．地方分権 
(1) 地方分権改革の流れ 
 地方分権の背景・理由としては、地方分権推進委員会の中間報告でいくつかの事柄が挙げ

られているが、まず、戦後続いてきた中央集権型の行政システムが、長い年数を経て一定の

制度疲労を起こしていると考えられたことがある。また、変動する国際社会への対応が求め

られる中で、国は国際社会における国の立場により特化をした役割を果たしていくため、国

の役割をそれらに集中し、その他の行政はできる限り地方で行うことができるようにする

ことも求められていた。 

さらに、地域の自己決定権の拡充により個性豊かな地域社会を形成し、地域を支える人材

を地方圏で育てて、東京への一極集中の是正につなげていく必要や、高齢化社会や少子化社

会への対応として、公私協働によって様々な福祉等のサービスを地域のレベルで供給しな

ければならないことも、地方分権の大きな背景・理由となった。 

こうしたことを踏まえて取り組まれてきた地方分権改革は、第1次分権改革、それに続く

三位一体の改革、そして第2次分権改革という3つのステージに分けることができる。第1次

分権改革では、平成5年の国会の衆議院・参議院両院による地方分権の推進に関する決議に

始まり、地方分権推進法の制定、これに基づく地方分権推進委員会の設置、そして同委員会

の勧告を踏まえた地方分権一括法の制定が行われた。しかしながら、この第1次分権改革の

中では税財政面における改革が必ずしも十分に行われなかったことから、次の段階の三位

一体改革につながった。また、同じように第1次分権改革の中では十分に実現できなかった、

いわゆる義務付け・枠付けの見直し等については、第2次分権改革の中で累次の法改正によ

り実施されてきている。 
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(2) 第1次分権改革 
第1次分権改革は、地方分権の推進に関する衆参両院の決議から、地方分権一括法の制定、

施行に至るまでの段階ということができる。地方分権の推進に関する決議では、国土の均衡

ある発展や、ゆとりと豊かさを実感できる社会の実現など、地方分権を推進するための背景

を述べた上で、国と地方の役割を見直し、地方公共団体の自主性、自立性の強化を図ること

が急務として、地方分権改革として何を行うのかを明らかにした。この決議を踏まえて平成

7年に地方分権推進法が、当初5年間の時限立法として制定され、後に1年延長された。 

この法律に基づいて地方分権推進委員会が設置され、7名の委員として、経済界、研究者、

地方公共団体の長が選任された。委員会には、内閣総理大臣に対する勧告権や、改革の実施

状況の監視をする役割も認められていた。委員会はその後、中間報告と第1次から第5次に

至る勧告を提出し、勧告に基づいて地方分権一括法が制定をされたのである（平成12年施

行）。この法律は475本の法律を一括して改正をしたものであり、国・地方公共団体の役割の

明確化、国の関与のあり方の抜本的な見直しと類型化・ルール化、国と地方の間の係争処理

制度の創設などが盛り込まれたが、最も重要なのは機関委任事務制度の廃止である。 

さらに、地方分権推進法の最終年度である平成13年度には最終報告を提出し、その中で、

第1次分権改革としてどこまで達成できたか、また何が達成できなかったかを明らかにし

て、次の三位一体の改革、さらに第2次分権改革につなげたのである。 
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(3) その後の改革 
① 三位一体の改革（平成16～18年度） 
 三位一体の改革は、歳入・歳出両面での地方の自由度を高めるという財政面の地方分権の

推進を主眼としたものである。権限が地方に移譲されて地方が自由に判断できる範囲が広

がったとしても、財政面で自由度の高い財源が地方に乏しければ、その権限を十分に発揮す

ることは難しい。また、地方公共団体が国からの補助金に大きく頼るような状況では、補助

金に付けられる条件のために、歳出における自由度も低くなる。したがって、歳入・歳出両

面での地方の自由度を高めることが極めて重要であり、三位一体の改革が行われたのであ

る。具体的には、国庫補助負担金の改革、税源移譲、地方交付税改革の3つの改革を同時に

実施したものであり、そのため「三位一体」の改革といわれる。 

地方分権推進委員会最終報告（平成13年6月14日）（抜粋） 

 

第1章 第１次分権改革を回顧して 

Ⅳ 未完の分権改革 

…今次の分権改革の成果は、これを登山にたとえれば、まだようやくベース・キャン

プを設営した段階に到達したにすぎないのである。…今次の分権改革は第1次分権改革

と呼ぶべきものであって、分権改革を完遂するためには、これに続いて第2次、第3次の

分権改革を断行しなければならない。 

 

第4章 分権改革の更なる飛躍を展望して 

…今次の分権改革は、…第1次分権改革というべきものにとどまっている。この未完

の分権改革をこれから更に完成に近づけていくためには、まだまだ数多くの改革課題が

残っている。 

 これらを大きく分類すれば、以下の6項目に整理することができると考える。 

 

Ⅰ 地方財政秩序の再構築 

Ⅱ 地方公共団体の事務に対する法令による義務付け・枠付け等の緩和 

Ⅲ 地方分権や市町村の合併の推進を踏まえた新たな地方自治の仕組みに関する検討 

Ⅳ 事務事業の移譲 

Ⅴ 制度規制の緩和と住民自治の拡充方策 

Ⅵ 「地方自治の本旨」の具体化 



 9 

このうち国庫補助負担金の改革については、できる限り廃止・縮減することとし、その中

でも引き続き地方公共団体で実施する必要がある事業については、税源の移譲により地方

公共団体が自由に使える財源の確保を図った。税源移譲については、所得税と個人住民税に

ついて税率の調整を行うことによって、所得税から個人住民税への移譲を行った。さらに地

方交付税について、地方の歳出を徹底的に見直すことによって総額の削減を行ったもので

ある。 

 

② 第2次分権改革（平成18年度～） 
 第2次分権改革では、地方分権推進委員会最終報告でも指摘された義務付け・枠付けの緩

和と事務事業の移譲が主眼に据えられた。義務付け・枠付けとは、国の法令によって地方公

共団体がある事務・事業を実施することを義務付けることや、事務・事業の実施の方法や体

制について一定の義務を課すことをいう。これらは地方分権推進委員会最終報告において

「ほとんど全く手付かずに終わっている」、あるいは「あまり大きな成果を上げられなかっ

た」とされ、第2次分権改革の大きな柱とされたものである。 

具体的には、地方公共団体の施設について国が設置管理の基準を定めているものは、廃止

または条例で定められるようにすることとしている。また、許可・認可や協議などの形で国

が関与することについては、廃止または弱い形態の関与とし、また地方公共団体に計画の策

定や通知・届出等を義務付けている規定についても、廃止するか策定を努力義務にするよう

取り組んでいる。この他に、地方公共団体の特定の職務を行う職員に資格を求めたり定数を

定めたりすることについても、廃止や条例への委任という方向である。 

事務・権限の移譲については、国から地方公共団体に対してのみならず、地方の間（都道

府県から指定都市、都道府県から市町村一般）での事務・権限の移譲も進められている。事

務・事業の分担は「補完性の原理」に基づいて、できる限り市町村を優先するということが

基本とされる。 

 第2次分権改革の中では、特に平成26年に政府の地方分権改革有識者会議が取りまとめた

報告において、提案募集方式と手挙げ方式という新たな分権改革の取り組みが行われるこ

とになった。権限移譲や義務付け・枠付けの見直しについての提案を地方公共団体から募集

し、それらに基づいて関係省庁との協議を行うものであり、またそうして実現した権限移譲

は、それを実施したいという地方公共団体について選択的に実施する方式である。 

第2次分権改革は現在も続けられているほか、地方分権推進委員会最終報告の中では、他

にもまだ課題として挙げられている事柄もある。まさに地方分権改革は未完である。 
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表1．第1号法定受託事務のメルクマール 

（地方分権推進計画、平成10年5月29日） 

  (1) 国家の統治の基本に密接な関連を有する事務 

(2) 根幹的部分を国が直接執行している事務で以下に掲げるもの 

① 国が設置した公物の管理及び国立公園の管理並びに国定公園内における指定等に関する

事務 

② 広域にわたり重要な役割を果たす治山・治水及び天然資源の適正管理に関する事務 

③ 環境保全のために国が設定した環境の基準及び規制の基準を補完する事務 

④ 信用秩序に重大な影響を及ぼす金融機関等の監督等に関する事務 

⑤ 医薬品等の製造の規制に関する事務 

⑥ 麻薬等の取締りに関する事務 

(3) 全国単一の制度又は全国一律の基準により行う給付金の支給等に関する事務で以下に掲

げるもの 

① 生存にかかわるナショナル・ミニマムを確保するため、全国一律に公平・平等に行う給

付金の支給等に関する事務 

② 全国単一の制度として、国が拠出を求め運営する保険及び給付金の支給等に関する事務 

③ 国が行う国家補償給付等に関する事務 

(4) 広域にわたり国民に健康被害が生じること等を防止するために行う伝染病のまん延防止

や医薬品等の流通の取締りに関する事務 

① 法定の伝染病のまん延防止に関する事務 

② 公衆衛生上、重大な影響を及ぼすおそれのある医薬品等の全国的な流通の取締りに関す

る事務 

(5) 精神障害者等に対する本人の同意によらない入院措置に関する事務 

(6) 国が行う災害救助に関する事務 

(7) 国が直接執行する事務の前提となる手続の一部のみを地方公共団体が処理することとさ

れている事務で、当該事務のみでは行政目的を達成し得ないもの 

(8) 国際協定等との関連に加え、制度全体にわたる見直しが近く予定されている事務 
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表2．自治事務と法定受託事務の違い 

 （参考） 

機関委任事務 

自治事務 第1号法定受託事務 

条例制定権 制定できない 法令に違反しない限り

制定可 

同左 

それ以外の 

議会の権限 

・検査権、監査請

求権は原則対象 

・調査権の対象外 

・議決事件の追加

の対象外 

・検査権、監査請求権

は原則対象 

・調査権は原則対象 

・議決事件の追加対象 

・検査権、監査請求権

は原則対象 

・調査権は原則対象

（例外が左より広い） 

・議決事件追加の原則

対象 

監査委員の 

権限 

上記検査権、監査

請求件と同じ 

同左 同左 

行政不服審査 国の行政庁等へ 国へは請求できない 国の行政庁等へ 

国等の関与と 

係争処理 

一般的・包括的指

揮監督権 

・緩やかな関与が基本 

・係争処理では違法

性・不当性を審査 

・強い関与形態も 

・処理基準の策定可 

・係争処理では違法性

を審査 

国の 

特別配慮義務 

創設の抑制 

 国は、地域の特性に応

じて当該事務を処理す

ることができるよう特

に配慮 

できる限り新たに設け

ることがないようにす

る（地方分権一括法附

則250） 

 


