公営住宅の入居基準の改正イメージ
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公営住宅の入居基準に関する地方独自の基準事例
第1次一括法による改正の概要
法令により全国一律に定められていた公営住宅の入居基準について、公営住宅法を改正し、条例
により、地域の実情に応じた設定を可能としたところ
①入居収入基準一対象者の月収の範囲を条例で設定（従来は15．8万円以下で全国一律）
※ 政令（公営住宅法施行令）は条例を制定する際の「参酌すべき基準」

②同居親族要件一単身者を対象者に含めるか否かを条例で設定（従来は単身者は原則対象外）
③入居者の範囲■収入一特に居住の安定を図るべき者（「裁量階層」）の範囲叫文人を条例で設定
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公営住宅の入居基準に関する地方独自の基準事例
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Z∂／2ノ9銑舞暦

○世代構成の多様化を図る取組
・ユニバーサルデザインを導入するよう努力義務化【岡山県美作市】

0利便性の向上を図る取組
・自動車駐車場の設置を義務化【京都府木津川市】
0長期利用や環境に配慮した取組み
・堆雪場所の確保など積雪期における除排雪の負担の軽減について配慮【北海道余市町】
・耐震性、耐久性を備え、長期にわたり良質な状態で使用できるように整備【岐阜県】
・環境に配慮し、自然と共生するように整備【岐阜県】

0地産地消や地域経済に配慮した取組
・地元産材を使用するよう努力義務化【長野県、茨城県常陸太田市、岡山県美作市等】
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道路構造に関する地方独自の基準事例

地方独自の基準の具体例

フ♂／2．2〔写β顔俊

＿0交通渋滞等の埠域の課題■ヽ申＿対処

・都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅

員を、郊外部についても縮小可能とし、右折レーンの設
置を容易に【香川県】
■停車帯を利用した「すり抜け車両」及び「違法駐車」を抑
制するため、その幅員を2．5mから1．5m標準とすること

を明確化【愛知県】
￠地域の通行票要に応じた道路整備の促進
・平地部の県道について、地形の状況その他の特別な理
由によりやむを得ない場合においては、2車線ではなく
1車線とすることを可能に【兵庫県】
・歩道等の設置が困難な場合には、路肩幅員を1m以上

とすることを明確化【香川県】
フ♂／2t占片観象

0安全確保対策の促進
・人や車椅子が移動可能な歩道整備を行うため、「幅員」ではなく
「有効幅員」を原則2．0m以上と規定【京都府】
※有効幅員とは、歩道及び自転車歩行者道の幅員から、路上施設や横断歩道橋等を設置
するために必要な幅員を除いた実質通行可能な幅員（右図）

き，十二一、‡k ■亡妻二・、廿

・自転車道を設けない道路の路肩の幅員は、交通及び地形の

状況等を勘案し、自転車の通行に配慮して定めることを規定【京都府】
・歩道の幅員を2．0mから1．5mまで縮小できることとし、歩道整備を促進【岐阜県】

・片側1車線道路でも、急カーブ区間など安全な通行に支障をきたす恐れがある場合には、中央分

離帯等の設置を規定【岐阜県】
0交通渋滞等の地域の課題への対処
・都市部のみ縮小可能であった交差点における車線の幅員を、郊外部についても縮小可能とし、
右折レーンの設置を容易に【愛知県＊、岐阜県】
・停車帯の幅員を2．5mから1t5mを標準とすることを明確化【岐阜県】

＊の事例は2月（3月）議会までに制定済みの事例

0安全確保対策の促進
・自転車の交通量が多い道路について、国の基準にはない「自転車走行

指導帯」の設置を明文化【香川県高松市】
※自転車走行指導帯とは、自転車の適正な通行についての啓発並びに安全性及び走行性の向上を目的として、
車道の左端部に設けられた帯状の道路の部分で、交通規制を伴わずに自転車の通行位置を示すもの（右図）

・歩道等の横断勾配を2％以下から1％以下に厳格化するとともに、国の基

自転車走行指導帯の例
（国道359号（金沢市））

準がなかった歩道等の縦断勾配を5％以下と規定【福岡県】

0地域の課題への対処
■道路の縦断勾配を最大12％から最大17％まで可能に【長崎県長崎市】
・道路の曲線半径（カーブの半径）の最小値を「15m」から「原則15m」とし、

地域の実情に応じた整備を可能に【長崎県長崎市】

・待避所の長さ（20m以上）を、やむを得ない場合縮小できることを規定

【広島県府中市】
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保育所の設備及び運営に関する地方独自の基準事例（カ
地方独自の基準の具体例

つか2・2（開粗食

0大都市部の待機児童対策
・0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり1．65ポから3．3ポ以上に引上げる一方、東京都認証保育所制度における

これまでの実績を踏まえ、年度の途中に定員を超えて入所させる場合は、0、1歳児の乳児室及びほふく室の面
積を1人当たり2．5ポ以上とする【東京都】
・0歳児の乳児室及びほふく室の面積を、1人当たり5ポ以上に引上げ、また、1歳児の乳児室の面積を3．3ポに引上げる
一方、待機児童が発生している区域の保育所は、乳児室、ほふく室及び保育室の面積を1人当たり1．65ポ以上とする

【大阪市】

東京都の例
国の基準
改正後
0歳児
−1歳児

2歳児以上

大阪市の例
国の基準
改正後

乳児室
1．65ポ以上
3．3ポ（2．5ポ）以上
1．6年ポ以上
出（1￣．65ポ）以上
ほふく室
3．3n了以上
3．3ポほ，5滴）以上＿
3．3ポ以上
鮎戯れ65感）以上
乳児室
1．65nj以上
ほふく室
3．3ポ以上

保育室

3．3ポ（2．5ポ）以上
3．3ポ（2．5滴）以上

1．98ポ以上

1．98ポ以上

1．65ポ以上
3．3ポ以上

1．98肩以上

3．3ポ（1．65ポ）以上
3．3ポ（1．65㌢勘以上

1．98ポ（巧．65滴）以上

・保育士の配置基準では1歳児6人当たり保育士1人とされているが、5人当たり1人とするなど国の基準を上回る

基準で保育士を配置【京都市】
・食育推進計画を策定するとともに、食育推進担当者を配置。保育内容などをインターネットにより公表【佐賀県】

0乳幼児の安心暮安全の拡充

■満2歳以上の幼児のみを入所させる保育所も医務室を必置【東京都】
・施設内防災計画の作成と見直し、緊急時の安全確保のための体制整備等を義務付け【山口県】
・調理従事者等に検便の義務付け。乳児の健康管理や病状観察などを適切に行うため、乳児を入所させる保育所
は、保健師又は看護師を配置するよう努める【佐賀県】
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児童福祉施設の設備及び運営に関する地方独自の基準事例

如／Zf∠埴舞命

・児童館等児童厚生施設において、急な病気やけがの際に静養できる場所の設置を義務付け
【佐賀県＊】
・給食を外部委託する保育所で調理員を置かない場合には、栄養士又は管理栄養士を置くことを義

務付け【札幌市＊】
・人権擁護や虐待防止の責任者配置など必要な体制の整備や、職員等への研修の実施などの措置

を講じるように努める【京都府】
・府や市町村が実施する子育て支援施策への協力及び地域の子育て支援団体やNPO法人等との

連携を図った子育て支援事業の実施に努める【京都府】
1保育所における0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり3．3ポ以上に引き上げ【広島県＊、札幌市＊】
＊の事例は2月（3月）議会までに制定済みの事例

フ♂／2・9月教倹

0安心安全など子育て環境の充実
・保育所における0、1歳児の乳児室の面積を1人当たり1．65ポから3．3ポ以上に引き上げ

【福岡県、広島県福山市】
t保育所に置く調理員のうち、1人は栄養士又は調理師の配置を義務化【兵庫県】

・人権擁護推進員、災害対策推進員、安全管理対策推進員を必置【和歌山県】
・保育所において不審者等の侵入を防止するための措置を講じ、訓練を行うことを努力義務化

【福岡県】

６
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地方独自の基準の具体例

・亨♂／2，2〔3月鈎舞

Q多様なニーズへの＿対昼
■居室定員については、入居者の負担軽減のため、プライバシーに配慮しながら、2人以上4人以

下も可能に【東京都】
・ユニット型特別養護老人ホーム（居宅生活に近い環境でケアを行う特養）の施設全体の定員につ
いては、おおむね10人以下とされているが、12人以下とする【東京都】

Q地域の実情に応じた施設担堅塵
・廊下の幅は、片廊下（廊下の片側に居室等がある廊下）1．8m以上、中廊下（廊下の両側に居室等
がある廊下）2．7m以上とされているが、片廊下は1．5m以上、中廊下は1．8m以上とする。【東京都】
■3階以上の施設では、特別避難階段（火や煙が入らない階段）を2以上設けることとされているが、

屋内・屋外の避難階段、エレベーターを設ける場合などについても認める【東京都】

つ切りZ・占月薪命

Q多様なニ＿十ズへの対応

・居室定員については、市町村からの意見書があり、プライバシーの保護等の措置を講じる場合に

は、2人以上4人以下も可能に【京都府】
・居室定員については、地域の特別養護老人ホームの整備状況等を勘案し、知事が特に認める場
合には、2人以上4人以下も可能に【山口県】

Q地域の実情に応じた防災計画の撃俸
・施設内防災計画の策定と見直し、緊急時の安全確保のための体制整備等を義務付け【山口県】

つL♂／2・9月銘を

○地域の実情に応じた施設の整備等
・広域型特別養護老人ホームの廊下幅は片廊下1．8m（中廊下2．7m）以上とされていたが、円滑な
往来に支障ない場合は片廊下1．5m（中廊下1．8m）以上に緩和【千葉県】
※片廊下とは、廊下の片側に居室等がある廊下。中廊下とは、廊下の両側に居室等がある廊下。

・特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所の廊下幅については、特別養護老人
ホームと同じ廊下幅も可能に（例：地域密着型に併設の場合、片廊下1．5m（中廊下1．8m）未満も可能）

【大阪府】
■建物は耐火建築物又は準耐火建築物であることを原則義務化【大阪府】
・利用者等に提供するサービスの状況等に関する書類を整備し、保存年限を2年間から5年間に

延長【長野県】

７
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障害福祉サービスの設備及び運営に関する地方独自の基準事例

フ♂／2・9β毅命

0地域の実情に応じた施設の整備
・生活介護等を行う障害者支援施設及び福祉ホーム等の構造について、耐火建築物又は準耐火
建築物であることを義務化【大阪府】
■グループホーム及びケアホーム（共同生活援助及び共同生活介護）について、地域住民との交流

確保等の要件を満たせば、入所施設又は病院の敷地内において設置可能に【兵庫県】

・障害者支援施設について、トイレにブザーを必置【兵庫県】

0運営に係る基準への施策の反映
・陣がい種別や程度、特性、個々の適性、ニーズを踏まえ、就労準備から職場定着まで一貫した
就労支援を行うため、すべての就労移行支援事業者に対して、毎年度職場定着状況の報告を
義務化【大阪府】

保護施設の設備及び運営に関する地方独自の基準事例

0保護施設の設備及び運営に関する基準
・国の基準では、救護施設に原則霊安室を設置しなければならないとされているが、全ての居室
の定員が1人である場合は、霊安室を任意設置として規定【兵庫県】
・救護施設や更生施設においては、国の基準にはない入所者の健康の保持増進を担当する職員

配置を努力義務化【徳島県】
■保護施設（医療保護施設を除く）にその道営内容の自己評価と改善を義務付けるとともに、評価
結果を公表することを努力義務化【兵庫県】
８
旨

高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する地方独自の基準事例
省令により全国一律に定められていた特定道路及び特定公園施設に関する基準について、
高齢者、障害者等の移動等の円滑化に関する法律を改正し、条例により、地域の実情に応じ
た設定を可能としたところ
※ 省令（移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に
関する基準を定める省令）は条例を制定する際の「参酌すべき基準」
※ 特定道路とは、生活関連経路（高齢者や障害者等が日常生活または社会生活において利用する旅客施設、官公庁施設、福祉施設などの生
活関連施設間を結ぶ道路）を構成する道路のうち、多数の高齢者、障害者等の移動が、通常、徒歩で行われる道路であり、国土交通大臣が
指定したもの

※ 特定公園施設とは、都市公園の出入口と主要な公園施設等との間の経路及び駐車場との間の経路を構成する園路及び広場

コペク

く特定公園施設の例〉

Z dβ多食

0高齢者、障害者等の移動を容易にするための措置
・園路の縦断勾配は5％以下が基準であるが、4％以下に厳
格化【山口県＊】
・歩道や園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者
が通過する際に支障のない構造（蓋をする等）にすることを

義務化【千葉県、山口県＊】
・車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる
限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化

【千葉県、山口県＊】

＊の事例は2月（3月）議会までに制定済みの事例

茅♂／219牌命〔

旦軽量道路における高齢者、障害者等の移動を容易にするため＿の措置
・歩道に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通過する際に支障のない構造

（蓋をする等）にすることを義務化【北海道余市町、京都府、高知県、香川県】
・エレベーター内に手すりを2面以上設置すること、利用者を感知して自動的に扉を

車椅子や杖利用者に支障のない
溝蓋の例

制止する構造とすることを義務化【京都府】
・国の基準がなかった階段の寸法について、蹴上げ（段差）15cm、踏面（ステップ）
30cmを標準、蹴込みを2cm以下と規定【福岡県】
・国の基準がなかった点字ブロックの大きさについて、30cmx30cmと規定【福岡県】

2面以上手すりが設置されている
エレベーターの例

フ♂／Z′9痴喩（2」

○特定公園施設における高齢者、障害者等の移動を容易に
・園路の縦断勾配は5％以下が国の基準であるが、4％以下

るための措置
く特定公園施設の例〉

に厳格化【福岡県】
・園路等に排水溝を設ける場合、車椅子や杖利用者が通
過する際に支障のない構造（蓋をする等）にすることを

義務化【北海道余市町、京都府、高知県、香川県】
・車椅子使用者用駐車施設を駐車場に設置する際、できる
限り園路等からの距離が短くなる位置にすることを義務化

【京都府】
・国の基準がなかった階段の寸法について、蹴上げ（段差）
＿−＿雪∴＿一一・＿∴∴，．毒∴

′く

16cm以下、踏面（ステップ）30cm以上、蹴込み2cm以下と

芳．象豪勇豊穣溜H

規定【北海道余市町、福岡県】
T多機能便房（多目的トイレ）を設ける便所の出入ロの幅を
80cm以上から90cm以上に【高知県、福岡県】

・便所の戸や水栓の形状を高齢者、障害者等の利用に適
したものにすることを義務化【京都府、鳥取県、高知県】

９

レバー式水栓

光感知式水栓

図書館運営審議会等の垂昌の任命・妻暇に関する地方独自の基準事例

フ必／Z一方銑鈍色

○図書館運営審議会の委員
暮公募による市民を追加【岩手県花巻市＊等】
・文化活動を行う者を追加【愛媛県八幡浜市＊】
・市内に住所を有し、図書館活動の推進に意欲を持つ者を追加【佐賀県伊万里市＊】

○公民館運営審議会の委員
・公募による市民を追加【兵庫県加東市＊等】
・教育委員会が適当と認める者を追加【福井県永平寺町＊】
○博物館運営審議会の委員
書公募による市民を追加【長野県大町市＊】

＊の事例は2月（3月）議会までに制定済みの事例

之かZ・細線彗

○図書館運営審議会の委員
・公募による市民を追加【神奈川県厚木市＊】
・教育委員会が必要と認める者を追加【愛知県小牧市＊】

○公民館運営審議会の委員
・地域活性化の向上に資する活動を行う者を追加【山形県小国町＊】
・教育委員会が必要と認める者を追加【愛知県小牧市＊】

○博物館運営審議会の委員
・公募による市民を追加【長野県松本市＊】
＊の事例は6月議会までに制定済みの事例

１０
JP

公共職業能力開発施設の行う職業訓練に関する地方独自の基準事例

地方独自の基準の具体例

・Zの／Z．Z（ヲ朗叛命

○職業能力開発施設外訓練の対象の拡大

・従来、施設外訓練（県の研究施設や民間企業等における訓練）は知識習得型の職業訓練
（例：パソコン知識の習得）に限られていたが、要件を緩和し、技能訓練についても施設外訓練の

対象に追加【埼玉県】
○委託訓練の対象者の拡大
・従来、民間への委託訓練の対象者は、離職者や転職しようとする者などに限られていたが、要件
を緩和し、在職者も対象に追加【埼玉県】

・フ訓乞∫占β卓絶象

＿P無料とする公共職業訓練の対象者の拡大
・国の基準では、職業能力開発校において無料とする公共職業訓練の対象者は、短期課程の普通織業

訓練の受講者とされているが、普通課程の普通職業訓練の受講者も対象として規定【奈良県】

○公共職業能力開発施設における短期課程の普通職業訓練対象者の明確化
・国の基準では、公共職業能力開発施設における短期課程の普通職業訓練対象者は、職業に必要な技
能（高度の技能を除く）及びこれに関する知識を習得しようとする者（主な対象者は在職労働者、離転職
者等）とされているが、中学校卒業者等も対象であることを規定【山口県】

′フゼ／之′9月露命

○職業能力開発校において無料とする公共職業訓練の対象者の拡大
・離転職者から全求職者に対象者を拡大（短期課程の普通職業訓練に限定）【秋田県】

・国の基準の対象者に加え、普通課程の普通職業訓練の対象者の一部まで拡大【熊本県】
国の基準

秋田県

熊本県

対象者 離 転 職 者 全・求 職 者 離 転 職 者 障害者限定訓練受講者 国の委託訓練受講者
訓練課程

短期課程の 短期課程の 短期課程の 普 通 課．程 の
普通職業訓練 普通職業訓練 普通職業訓練 普 通 職 業 訓．練

○地域の実情に応じた訓練期間の設定
■国の基準では、普通課程の普通職業訓練における訓練期間は、高等学校卒業者の場合は原則1年としているが、
これを原則2年と規定【秋田県】

１１

都市公周の設置基準に関する地方独自の基準事例

フ∂／2・？β苑盆

0地域の実情に応じた都市公園の整備を図る取組
・都市公園内の建築物の割合は、原則として敷地面積の100分の2までが国の基準であるが、公園内に集
会所や便所などを設置するときは、1，000ポ以上の公園については敷地面積の100分の4と規定【長崎市】
・市民1人当たりの都市公園の面積は10ポ以上が国の基準であるが、6．1ポ以上と規定【兵庫県伊丹市】

・街区公園の標準面積は、0．25haが国の基準であるが、0．15haと規定【広島県江田島市】
0．1haと規定【香川県さぬき市】

0都市公園の充実を図る取組
・県民1人当たりの都市公園の面積を12ポ以上と規定【高知県】
・市民1人当たりの都市公園の面積を20ポ以上と規定【香川県さぬき市】

１２

i2

方独自の基準の具体例

Z♂／2−2（効節倹

○地方公共団体の実情に応じた資格の設定
・水道技術管理者の資格について、農学等を修めた者に必要な実務経験年数は4年とされて

いるが、3年（土木工学（水道工学及び衛生工学以外）を修めた者と同じ年数）とする【仙台市】
・水道布設工事監督者の資格について、10年以上の実務経験者などとされているが、「珠洲市水
道事業において、5年以上実務を経験した者」を追加【石川県珠洲市】
・一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格について、市長の指定する講習（一般財団法人日本環
境衛生センターの研修）を修了した者を追加【静岡県富士市】

24／2′？職暦

・学歴ごとに定められている水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年数を、国の基準より短縮化（例：大学

で土木工学（衛生工学・水道工学以外）を修めた者について、水道布設工事監督者の資格基準の実務経験年
数3年以上⇒2年以上）【北海道恵庭市】
・水道布設工事監督者の資格について、10年以上の実務経験者などとされているが、「東かがわ市水道事業にお
いて、5年以上実務を経験した者」を追加【香川県東かがわ市】
・水道技術管理者及び水道布設工事監督者の資格について、市長が国の基準と同等以上の技能を有すると認め

る者を追加【山口県長門市】

１３
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可能に

・高齢者部分休業の期間の上限の廃止
・地方独立行政法太を非公務員型に移行する定款変更を

……一一■●

弓肖防長及び消防署長の資格の条例委任
■私立学校審議会の委員の定数の廃止
■都道府県建築士審査会の委員の定数の廃止
■公害健康被害認定審査会の委員の上限数の廃止

．

②政省令等の整備が必要なもの → 公布の日から起算して3月を経過した日
③地方自治体の条例や体制整備が必要なもの → 平成25年4月1日 等

①直ちに施行できるもの → 公布の日

の義務の廃止

・農翔地利翔規程の公告の義務の廃止
1宅地造成工事規制区域の指定の大臣への報告

；；：；三三；‡蒙古

認める者の任
弓旨定居宅弁護支援事業の人員■運営に関する
基準の条例委任
・地域包括支援センタ冊の基準の条例委任
■農業委員会の選挙区の基準の見直し

・都道府県交通安全対策会議の知事が必要と

‥・・：：：＝：一結ニ‥：プ：：ン：・鮨：・‥・‥・二・‥・ン＝・婁・‥

…………‥．．ノ

……1…HHMmHHHH■■●●

義務付け・枠付けの更なる見直し（H23．11．29閣議決定）を踏まえ、関係法律の整備（69法律）を行う。

−■◆●．ノ．

基準」等について、これまで2次の見直しを実施してきたところ。
（第1次一括法（平成23年4月成立）、第2次一括法（平成23年8月成立））
第1次一括法附則第47条において、残された条項についても、できる限り速やかに見直しを行うこととされていることを受
け、下記の3つの重点事項を中心に、第3次の見直しを行うもの。

：■・ ・：：二ii：；：；：

月

内閣府地域主権戦略室

図るための
平

地方自治体に対する義務付け竃枠付けについては、地方分権改革推進委員会の勧告を受けて、「施設・公物設置管理の

◆日ト

関係

・地域

● ● ● ● ： ＝ ： ： ： ⁚ ： ： ： ： ： − ● √

′ i ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 三 ㌧

今後の義務付けt枠付けの見直し（第4次見直し）に向けた提案事項
平成24年7月12日 全国知事会 地方分権推進特別委員会

保育所の設置基準を「従うべき基準」から「参酌基準」に

寸

■■■■∴二三㍉■l∴■■

0番線東章毎鍵薄尊さ尭疎め奏晴を踏車を産土未が可草綾なを去・三■二二￣■ニー‡三
0社会韓祉落人尊め卸衷±未が発醸しやすく亘り二■＿■」■・塞頑や棒線亘鍵をサ＋
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責

寸

寸

責

責

■′∴￣■■∵∵予1￣■■

β鰐すぎ

二￠東痩＋売場｛め障害が瞭去さ水滴を攻も■車の草薮も重みやす亘・∴
b殖嘩中辛障亘合わせた∴手車て吏援体制の車乗軒函ら＿れる二一d
4

１５

基準病床数の都道府県による独自の加減算を可能に

玉

寸

玉

玉

￣や殖痺東夷晴躊蘇鴎庭療幸三ビ亘を痺壊す亭痺疇車庫が串専軽を孝三．r・…．

や医療≠や痺車重韓郎率碑頻率■二￣…・￣≡
5

農業振興に係る国の関与の見直しと権限移譲の推進

寸

′

′一

′′

′

′ノ、覇．′．

一事廃藩や東面事務㊥貴重LI≠よ転画凍車乗をわ行垂⇒カキ軸減よ．二＝≡−

や埠埠申嚢中≒圭亘二審嚢を含む殖唾軽車中涛唯施亘向けた中軸群峰怒
１６
ユ

寸

寸

β超す夢
○協議に係る時間が不要となり、都市計画決定の迅速化、国・地方双方の行政コス
トの削減が図られ、地域のニーズに迅速・的確に対応。
○都市計画を、地域の責任で決定することにより、更なる自治意識、住民自治の関
心を高める。

玉

寸

玉

β超す夢

○認定に係る時間が不要となり、円滑な事業実施、国・地方双方の行政コス
トの削減が図られる。
○迅速な港湾機能の強化により、地域経済の発展や地域住民の安全・安心
の向上にいち早く寄与。
8

１７
吉

フZり2ノ

針3．．

全国知事会︑全国市長会︑全国町村会︑全国町村議会議長会は七月二四日︑義務付け・枠付けと権限移譲の第
−四次見直しに向けた異体的提案を内閣府に提出した︒昨年二月の閣議決定で︑今回の見直しは地方の提案を
受けて検討するとされたことを受け︑四団体は提案項目でみても教育委員会の選択制など延べ百数十項目を
提案︒新規提案も少なくないが︑農地転用許可権限の移譲など従来から要請している項目も目立つ︒政府は
これを受けて近く各省に正式に検討を求め︑調整・議論を経て今秋の地域主権戦略会議に報告する方針︒

鴨

た︒知事会は︑土地利用計 条例制定権を市に移譲する

このほか町村会は︑過疎 緑地指定下限面積の枠付け

市長会はこのほか︑生産

画の策定義務廃止も求め よう求めた︒

︒
た

地有償運送の主体とその対 を廃止して市で設定可能に

加可能にす奇よう提案した の要件緩和︑自衛隊災害派

象者を市町村長が条例で追 することや︑公営住宅処分

開発行為に関し︑概ね五〇 も提案︒①国道・都道府県

ほか︑市街化調整区域での 遣要請権限の市長への付与

戸以上の建築物が連たんし 道管理権限②河川管理権限

画を変更する際の都道府県 ている地域は都道府県条例 ③ハローワーク事務権限と

知事との協議・同意につい で定めるとされていること 都道府県の職業訓練に係る

定め︑開発許可ができるよ ことや︑特別自治市制度の

て︑同意を要しない協議と について︑市町村が条例で 檜限1を指定市に移譲する
するよう提案した︒

知事会は︑保育所の設置 議前には関係法律条項ベー

なお︑知事会は︑知事会

都市計画区域の整備︑開 うにすることなどを要請し 創設も盛り込んだ︒
発と保全方針については︑

︒
た

案する一方︑市長会は中核 は︑市町村立学校の教職員 するよう求め︑市長会は市 協議の廃止を︑市長会は国 認可権限等の移譲や︑児童 スで七〇条項の提案として

義務付け等の見直しはこ 定都市への一元的移譲を提 規制撤廃も求めた︒知事会 タール超を都道府県に移譲 知事会が策定等に係る大臣

れまで第一次︑第二次の一

︒
た

しての意見を提言できれば も視野に基礎自治体を見直
す考えなどを示した︒
と思う﹂と提案した︒

１８

括法が成立し︑第三次一括 市と希望する市に先行実施 の加配について︑実態に即 に移譲し国との協議等を廃 ・都道府県との同意・協議 福祉施設の基準の条例重 いたが︑知事会議での福岡
法も今国会に提出︒今後の する形で市に人事権を︑指 した配置が行えるよう加配 止するよう要請︑町村会は の廃止を要請︒道路構造基 任︑認定こども園認定基準 県からの暴力団対策関係の

長会も条例委任を要請し 育所設置基準を標準とし︑

市長会と合同会議を開き︑

議では︑八月下旬に中核市

らは異論は出なかった︒会

これに対し︑出席市長か

定市に給与負担﹁必要額全 要件の見直し・弾力化を提 四ヘクタール超について都 準については知事会が条例 や家庭的保育事業基準の条 提案などを反映し︑条項単
案した︒
道府県知事の許可とするよ 委任適用範囲の拡大を︑市 例委任む提案︒市長会も保 位では二八条項となっ

一月の閣議決定で地方から 額﹂を移譲するよう提案︒

見直しについては︑昨年一

の異体的提案を受けて検討 知事会は指定市以外につい

また︑市長会は農業振興

教育委員会の必置規制を う求めた︒

都市制度研が初会合

国への共同提言を目指す︒

との合同会議などを行い︑

携して検討を澄める方針を 愛知県春日井市長が﹁中核 明確にした上で︑中核市と
決めた︒今後︑中核市市長会 市と連携し︑基礎自治体と 特例市を将来統合すること

度や基礎自治体のあり方に 連携も課題だ﹂と指摘︒さ な方向性を了承︒国︑都道
ついて︑中核市市長会と連 らに︑研究会会長の伊藤太 府県︑基礎自治体の役割を

な都市制度を検討する研究 や新しい制度を提案してい 市市長会の都市制度に関す
会﹂の初会議を開き︑都市制 く必要があり︑中核市との る提言案についても基本的

全国特例市市長会︵会長
竹内会長は冒頭の挨拶 二月中旬に共同壁ニロを提
．・竹内功鳥取市長︶は七月
で︑﹁大都市制度が議論さ 出する方針が了承された︒
二五日︑都内で﹁自律可能 れている聖特例市の役割
会議ではこのほか︑特例

特例市長会

するとされたほか︑今年四 ては︑香川県で開いた知事 巡っては︑知事会が遥択制

会議での議論を踏まえ︑人 を︑町村議長会も自主設置 地域の指定・変更等権限の
月の地域主権戦略会議で︑
それを受けて七月に各省に 事権と給与負担のあり方を とするよう提案した︒町村 市への移譲や︑農用地利用

知事会も市町村が定める農

ても同様に自主設置制を要 意・協議の廃止等を求め︑

議・同意の廃止を盛り込ん

農地転用許可権限につい 用地利用計画での知事の協

市長会は︑学級編成基準 義した︒

提案した︒

対し検討を求める予定など 各地域が決められる検討を 議長会は農業垂貞会につい 計画に係る都道府県との同
四団体の主な提案をみる

が示されていた︒

と︑県費負担教職員問題で 制定権と教職員定数権の市

は︑知事会が教員人事権と への移譲や︑教育委員会に ては︑知事会が二ヘクター

給与負担︑定数権限等の指 おける社会教育主事の必置 ル以下を市町村に︑四へク だ︒町村会は農用地利用計

由櫓∂象

J

指定取り消し等が2，4相伴に〜20は年措定管理者制度の導入状況調萱
角田 英昭（自治労連・研究機構、神嘉川自治体問題研究所）
総務省は−2012年11月6日、「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」（2012
年4月現在）を発表した0＿これは同省が2004年（1・550施設）と2006年、2009年に実施した概ね3
年ごとの本格的な調査に続くもので、その概要は下記の通りである。

最大の問題は、指定取り消し、業務停止、期間満了取り止め（以下「指定取り消し等」）が、激増
した前回調査（34→2100）よりも更に増え2，415件になったことである。制度の創設以来9年間で
4，549件にもなり、その結果、多くの施設が休止・廃止、民間譲渡等に追い込まれている。これは

由々しき事態であり、指定管理者制度のあり方、自治体の制度運用が厳しく問われる。
1．指定管理者制度の導入状況調査結果の概要と特徴
2006年9月
導入嘩設数

61￣，565

一管理者別内訳
■＿株式会社

6，762（11￣，6％）

財団・社団法人

1，．043（1，−−7％）−

その他−

19，275（27，5％）

3，447（5，6％）￣

7，803（11言％）

＋6，＿037

19，38￣5（26，4％）

29，824（42，6％）■一一

2，311（＿−3，−3％）

＋11，911

12，799（17，4％）−

434（￣0，6％）

−27i718（45，0％）

￣増涼．（＊）

￣73，476−

−10，375（14，＿8％）

331（0，5％）

公共的団体−

2012年4月＿

70，022

22，264（36，2％）

公共団体
NPO

2009年4月

△2，879

275（0，4％）
29，432（40，0％）￣

−2，836−（￣3；9％）￣−
8，749（11，9％）−￣

■・＋1，793

・＋5，￣302・．■

従商の管理受託者・￣一指定管理者が引き続き指定管理者にな￣っ尭施設数
￣全−．体

・48，・001（78，0％）

50，690（72，4％）

△56
＋1，714

￣57，898（78，■＿8％）

＋9，897・

￣導入繭管理状況■・
層定奪理者＿

31，￣￣481（45，0％）

旧管理委革制度

53，421（86，8％）

直一営

−6，753（11，0％）

新

−1；391（￣2，・3％）

設

60，017（弘一7％）￣￣

26，157（37，￣4％）−

10，462（1年，9％）

＋28，536

5，142（￣7，rO％）

△4．8，279

−6，31−5（・8，6％）−

＋△438

2，−002（一一2，7％）

十611・

＝4，544（63，￣8％）

＋919￣

1，922（・2；7・％）

公募状況（括弧内は各自治体区分別等の公募の割合）−
都道府県

指定都市
二市区町村

畠，625（51，2％）

3，982（57，9％）￣

2，704（48，8％）
3，532（55，8％）
11，584（23，7％）−
−＿20，478（36，￣0％）

全−＿体−￣−

17，91＿3（29，1％￣）−

4，833（63，3％）
一一22，83ナ（38，9％）

27，99飢40，0％）

32，▼214（43，8％）

＋2，129
＋11，253
＋14，301

掃 定 期￣一間一一
2年以下

4，如5（8，0％）＿

3年
4年■＿

5年

5，681（9，2％）

17，813（28，9％）

6〜9年

10年以上

2，078（3，0％）

29，139（47，3％）

3，356（＿−4，6％）

△1，559

22，844（弘一6％）16，389（22，3％）△12，75d
7，−305（10，4％￣）−

33，141（47，3％）

530（0，9％）

＋1，761

41，132（56，＿0％）＋23，319■

709（1−，1％）

一二．畠，487（5，7％）

7，442（10，1％）

897（1，2％）

−3，945（5，6％）

4，260（烏8％）

＋367￣

＋773

指定取り消し等の鍵況（施設数）
全体

暮

34（＊）

t

2108

1

−2，415

l計4，￣549

2．指定取り消し等の状況
（1）指定取り消し等の状況
指定痕り消し等の件数は、前回より315も増え2，415施設になっている。自治体区分別にみる
と県が607（＋288、90％増）、市区町村が1，724（＋361、26％増）に増え、指定都市は84（−334、80％

減）に減っている。県の大幅増は、指定管理者の合併・解散、施設の民間譲渡等の増加によるもの

１９

で、指定都市の大幅減は公営住宅の管理代行制度への移行分の減少によるものである。
施設分野別では、文化教育施設が＋199（72％増）、産業振興施設が＋101（47％増）、社会福祉施
設が＋122（32％増）、レク・スポーツ施設が＋91（24％増）と増え、基盤施設は−198（23％減）とな

っている。文化教育施設の大幅増は、民間譲渡、休止・廃止、費用対効果等の検証結果等の増加
によるもので、基盤施設の大幅減は、公営住宅の管理代行制度への移行減よるものである。
指定管理者別では、公共的団体が十302（42％増）、株式会社が＋65（28％増）、NPOが＋21（80％

増）と増え、公共団体は−8（30％減）、財団・社団法人は−9（1％滅）の減となっている。

（2）指定取り消し等の理由とその後の管理の状況
鹿定取り消し等の理由は、今回の調査では施設の休止・廃止が509（21％）と最も多く、次が民間譲渡
等の473（20％）で、両方で982になり4割を超える。ここに自治体側の意図、思惑が端的に表れている。
さらに嘩定管理者の合併・解散が268（11％）、経営困難、業務不履行、不正が196（8％）もあり、これ

らの理由を合わせると約6割にもなり、事態は深刻である。
その結果、直営（業務委託含む）に戻す施設も632（26％）と多いが、統合・廃止、休止、民間譲渡・貸
与となった施設は、その倍近くの1，150（48％）になる。社会福祉施設、文化教育施設では、その割合は
70％、65％とさらに高くなる。再指定は337（13％）と少なく、社会福祉施設、文化教育施設ではわずか
34（6，7％）、衰（5，9％）で、指定管理者制度を再度運用するという選択肢は殆どない。

●表2

指定取り消し等の理由
一・都道府県

調査一一年

−￣2009二年

経営困難等■

・3

＿合併・解散
休止・廃止■￣

5−

合￣＿計．

31

65

￣4

40■

296￣

319

＿274−

0

6d7

￣5
37

1
0

344

41

2009＿年

−2

￣33
＿67
4−
−￣4

244

その他

2012年

127

24

民商議渡等二・
一費用対効果等
管理代行制度

r7

￣6

指定都市
185

0■

84

2−012年

12009年

2012年

∴196＿（8，1％）

157（7，−5％）

26鋸11，＿1％）

266（12￣．7％）−

509（21，1％）■￣

二￣384
277．（13，・2％）
473（19，6％y
381
363￣（17，3％）＿
38再1・．6，璃）

0＿

136

計了

．3由（14，7％）＿．

407

243
359

0￣

2009年

136

202￣＿

1年
418、

2012年

149

22
2￣

市区町村

−．588（28，0％）

231

￣￣￣・296（12∴2％）・

141（6，￣7％）

1，￣363

￣1，724

2鱒6日1，8紛−

￣2，100−

−2，415

＊経営困難等には、指定管理者の業務不履行、不正事件も含む。合併・解散は、指定管理者の合併・解散等である。

●表3

指定取り消し等の後の管理
都道府県−

・詞＿査年

2009年

直営・業務委託

16■

休止
．49￣
・続廃合・譲渡等

再魔定一

そ鱒他
計

5

0
・607

2012年

＿＿16

8
2

＿132

296

一指定都市−

2009年

39
134

244°

5
319

35

10
4

￣Yl−￣

管理代行制度

合

2012年

551

8

293

344二

0

0

か

581

2012、年

・計

加09−年・

572（27，12％）

2012年、■

−6321（26，■冒％）−

355−
170
443（21．1％）
188（7．8％）−
52
154、
−￣776
−16br7」6％十
96、2（由．8酌

−28

418

市区町村

2009年

0
84

1如

0．

＋10
1，363￣

32幻15，3％）

由8（28川％）

0

537（13，■9％）−

・296（＿12，2％）−

15笹7％）

1，724

2，100−

0（0％）
・2，415■■

＊統廃合・譲渡等には、施設の統合、廃止、民間等への譲渡・貸与を含む。再指定には、直営の後の再指定も含む。

これが実態である。自治体側の姿勢、制度連用、参入団体・事業者のモラル、経営実態が厳しく問
われる。端的に言えば指定管理者制度は事実上破綻しており、実態的には行政による公の施設の仕分
け、▼再編・整理の手法になっている。制度廃止を含めた抜本見直しは喫緊の課題である。
なお、制度運用の全般的な検証と社会福祉施設、文教施設の適用除外に向けた法改正の提案は、拙
著「今こそ指定管理者制度の抜本見直しを」（300円）を参照されたい。こうした事実を利用者・住民、議
員、関係団体に知らせ、世論を喚起し、早急に議会論戦、運動を強めていきたい。

２０

