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地方分権推進委員会設置.5次 にわたる勧告で改革の基礎固め

地方分権推進会議 (20012004)3次 の意見書 (財政上の分権)

地暁びW≫→薔去[475本 ・2000年 桁 〕  |

◇地方分権  地方への権限移譲 (都市計画法など34本 )  i

機関委任事務廃止,国 からの 「通達」廃止   |

中央省庁から住民代表へ役割移行     :

地方債発行に関する総務相の許可制度廃止   |

◇国の関与縮減 機関等の必置規制緩和 (身障者法など38本 ),

地方事務官制度廃止 (厚生労働省設置法改正)|

国 ・地方の係争処理委員会の新設       :

法定外普通税の規制緩和,法 定外目的税新設  ‐

◇国の関与の基本類型,合 計 11類 型を明記          |

自治事務   助言や勧告,資 料提出要求,是 正要求,協 議  |

法定受託事務 助言や勧告,資 料提出要求,同 意,協 議′   |

許可 ・認可 ・承認′指示,代 執行      ‐

三位一体改革 〔2006年 度予算で司芯の区切り〕  |

◇国庫補助金削減 = 約 4.7兆 円            |

①国庫負担金,(2)国庫委託金′③国庫補助金の 3種    :

③の奨励的財政援助は利権など弊害 も多く,整 理合理化  :

◇国税から地方税への税源移譲 = 約 3兆円        :

基幹税の政府内の配分変更 (所得税から住民税へ)   |

◇地方交付税の縮減 = 約 5兆円             :

自治体間の格差調整,自 治体が自由に使える一般財源   :

5国税 (所得,酒 ,法 人,消 費,た ばこ)の 法定割合   ‐

糊 職観赫1腋正 |〔2007年 4月自治法改正〕

助役 (市町村の)廃 止 副市町村長の創設

群

広域連合 (94年法改正)

広域市町村圏 (69以 降)

澪 障 周辺 賊 励 難TIEP

Ul怖 り答申 (06年 調査会)

地域自治区 (2004年 )

人口減少率,② 少子高齢化率

政力指数などで指定

「地域再生計画」認定

累計で 1千件弱認定 (7回 )

規制緩和と財政支援制度

地域再生協議会の設置

改正法 (2007年 成立)

約 1千件内閣府認定 (14回 )

規制緩和,財 政支援はない

教育,産 学連携,ま ちづくり

地方拠点法 (1992年 )

各知事が指定,関 係省庁支援

公共施設,業 務拠点地区整備

計85圏 域を指定

1969碑

国土交通省が 179を 設定

都市的基盤の整備

第 2次地方分権一括法

地域主権戦略大綱 (内閣府)

ら、るさと納税制度

自治体財政健全化法

公共サービス改革法

市町村合併特例新法

市町村合併 3法成立 (平成の大合併)

対象の目安 1万人未満

指定管理者制度導入.三 位一体改革

住民訴訟 ・監査請求の充実

第 2次分権推進会議 (local optimum)

総務省 (自治行政,財 政,税 務の 3局 )

地方分権―括法 (制度上完全自治体化)

機関委任事務廃止 ,国 の関与縮減

権限移譲.必 置規制の整理

過疎地域自立促進特別措置法

外部監査制度 〔包括 ・個別外部監査〕

地方分権推進法.同 推進委員会設置

広域連合,中 核市創設

公の施設の委託拡大,地 縁団体の法人化

区長公選制採用

沖縄県の日本復帰

地方開発事業団制度

自治省 (自治庁と国家消防本部)

昭和の大合併

制度改革に伴い基礎自治体の資格設定

市町村合併促進法

地方公営企業法

地方自治庁設置

日本国憲法

地方自治法施行.知 事公選制採用

東京府 ・市統合,「 東京都」創設

現都道府県の境界確定

廃藩置県

明治維新
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多 明治の大合併 1888年
市町村制施行に伴う集約

7万 1千⇒ l万 6千 (1/6)

昭和の大合併  1953年

8年間で 1/3

3470に 減るまで統合

2006年

[1次 合併 _1999年 創闊 法

7年間で582の 合併自治体

___3_23 2、⇒ 1820

[2次逝 _2005m怯

5年間の時限立法
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健全度指標
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