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資料１ 
 

第３回研究会における指摘事項への対応方針について 
 
 
協議事項（１） 「政令指定都市制度に関する基礎的研究等について」 

分類 指摘 対応方針 
とりまとめ

の視点につ

いて 

政令指定都市に移行すると、事務の特例によ

り多くの事務が市に移譲されることとなる

が、それらの多くは、市民生活との関連が薄

いのではないかという印象がある。例えば、

市民生活に密接に関わりがある防犯や交通

関連などは県に留保されたままである。今後

の道州制の導入なども視野に入れた上で、市

民生活にとってのプラス面がどのような形

で考えられるのかが、重要であろう。 

「６．政令指定都市移行により想定さ

れる変化、影響等に係る論点」に、 
「（２）政令指定都市移行によっても移

譲されない権限の存在について」の項

を新設し、指摘事項を踏まえた記述を

行う。 
→p.53 

 本研究会での研究は、今後、様々な議論をし

ていくための基礎的資料として整理するも

のであり、偏りのないとりまとめに留意す

る。 

指摘の点に留意し、全般の整理を行う。 

行政区など

について 
行政区に係る部分のタイトルを、「行政区の

設置」とすべき。また、組織を示す表中で行

政区単位で地方自治法に基づく地域自治組

織（地域協議会）の設置も可能であることを

追記してはどうか。 

・タイトルについて 
従前で項レベルであったものを節レベ

ルに格上げした上で、タイトルを「行

政区制度について」とする。 
→ p24 
・地域自治組織について 
表に加筆する。→ p24 

 （第４回ＷＧでの意見） 
政令指定都市移行が行革に与える影響につ

いて、事例を追加してはどうか。 

浜松市の事例に加え、さいたま市の事

例の記述充実、また堺市の例を追加。 
→p.20～22 

メリット・デ

メリットに

ついて 

資料について、政令指定都市のメリット、デ

メリットが記載されているが、デメリットに

係る記述が少ない感がある。誤解を与えない

ように留意する必要がある。一方的に偏らな

い情報が必要である。 

参考資料で示していた、指定都市市長

会の主張である「現行制度の問題点」

を、本文の「財政上の特例」部分に明

記。なお、「文字が小さい」との指摘を

踏まえ、文字のポイント数は挙げた。 
→ p14 
 
また、参考資料において、指定都市市

長会が認識している「大都市の事務配

分の特例の伴う税制上の措置不足額」

の数値など、課題を新たに整理した。 
→ p.81-82 
 
 
 
 

 政令指定都市移行を目指す各市における「移 移行目的等の事例については、本文中
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分類 指摘 対応方針 
行目的」等の事例紹介については、住民にと

ってのメリットについてどのように説明し

ているのか等の視点から、もう少し詳しく示

した方がよい。 

と参考資料に分散していたが、これを

巻末の参考資料に集約する。なお、紹

介事例については、各市が市民向けに

公表しているものであり、それを多数

事例掲載しているため、ある程度詳細

な紹介となっているものと考える。な

お、熊本市の事例については充実を図

った。 
→p.42、及び参考資料２全体 

 「メリット・デメリット」という文言と「期

待される事項・懸念される事項」が混在して

おり、わかりづらい。また、両論併記的なと

りまとめ方は、市民にとってわかりづらいの

ではないか。 

「期待される事項・懸念される事項」

に統一する。 →p.51 以降 

 
とりまとめ方については、市民への幅

広い基礎的情報提供の観点から、両論

併記方式のままとしたい。 
検討内容に

ついて 
本地域の課題の中で、現行の政令指定都市制

度では実現が難しいが、制度改正によって課

題解決に結びつきような事務移譲等が考え

られるか、今後検討してはどうか。 

（再掲）「６．政令指定都市移行により

想定される変化、影響等に係る論点」

に、 
「（２）政令指定都市移行によっても移

譲されない権限の存在について」の項

を新設し、指摘事項を踏まえた記述を

行う。 
→p.53 

 政令指定都市の市長によって構成されてい

る指定都市市長会においても、現行制度の

様々な課題を提示している。こうした点を踏

まえつつ、制度の課題や改善の方向性なども

本研究会で検討することが考えられる。 

（再掲）参考資料で示していた、指定

都市市長会の主張である「現行制度の

問題点」を、本文の「財政上の特例」

部分に明記。なお、「文字が小さい」と

の指摘を踏まえ、文字のポイント数は

挙げた。 
→ p14 
 
（再掲）また、参考資料において、指

定都市市長会が認識している「大都市

の事務配分の特例の伴う税制上の措置

不足額」の数値など、課題を新たに整

理した。 
→ p. 81-82 
 
（再掲）「６．政令指定都市移行により

想定される変化、影響等に係る論点」

に、 
「（２）政令指定都市移行によっても移

譲されない権限の存在について」の項

を新設し、指摘事項を踏まえた記述を

行う。 
→p.53 
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協議事項（２） 「広域的課題及びまちづくりの可能性について」 
 

分類 指摘 対応方針 
広域的な施

策について 
本資料において示された「広域的な施策」「広

域的な課題」の中には、各市で解決できる問

題なども含まれている。広域的なものに絞る

など、整理の仕方を再考すべきであろう。 

改めて各市から施策を提出し、それを

総括する形で全面的に見直す。 
→p.66～ 

 いくつか課題を分類した上で、その分類に沿

う形で、改めて各市が該当する施策を出すこ

とにしてはどうか。 

課題の組み替えを行った上で、改めて

各市から施策を提出し、それを総括す

る形で全面修正。 
→p.66～ 

広域的な課

題について 
類似した内容も含む１１本の柱が立ってい

る。これを再整理し、もう少しまとめた方が

よい。その上で、広域的に取り組む必要性や

期待される効果の検討に結びつけていって

はどうか。 

組み替えを行い、４本の柱に整理し直

す。 
→p.59～ 

 課題の切り口の一つに、「観光」を追加して

はどうか。６市は様々な観光資源を有してお

り、広域的にネットワーク化して観光施策に

取り組んではどうか。 

「観光」の視点を追加し、記述する。 
→p.63 

 課題の中の「社会資本の維持更新」に関して

は、各市の持つストックをどのように活用し

ていくか、という視点も必要である。 

「既存ストックの活用」を追加し、記

述する。 
→p.64 

 （第４回ＷＧでの意見） 
防災、防犯の重要性について明記する必要が

ある。 

項目に「防災、防犯」を追記し、記述

する。また、想定される広域的施策で

は「救急」についても言及する 
→p.57,60,61,67 

広域的課題

への対応可

能性と懸念

事項につい

て 

「合併による対応」と「政令指定都市移行に

よる対応」がそれぞれ別にまとめられてい

る。政令指定都市に至らない規模の合併も視

野に入れているのか。そうでなければ、これ

はまとめてよいのではないか。 
→ （上記意見に対し） 政令指定都市に至

らない合併は想定していない。本研究会に

は、政令指定都市について研究するという

考えで参加している。 
→ 本研究会は、合併する、しないは別とし

て、政令指定都市を研究する場である。ま

とめ方については、市民が多角的に判断で

きるようにする必要がある。 
→ 当該部分で、どのようなことをまとめた

いのか、はっきりさせるべきである。また、

区分の仕方の考え方も示すべきである。 
 

「合併による対応」と「政令指定都市

移行による対応」を一本化する。 
→p.71～74 
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分類 指摘 対応方針 
広域的まち

づくりの可

能性につい

て 

本地域は自立した６市の集まりである。政令

指定都市をめざすのであれば、「政令指定都

市にならなくては実現できないこと、１４０

万都市でなくては達成できないこと」を市民

に示す必要がある。この点については、今後、

研究の余地があろう。 

第４回ＷＧでの議論を踏まえ、案をと

りまとめる。 
→p.75-76 

 規模の拡大をめざすだけではなく、都市内分

権を進めることが大きな課題である。その理

念、事例などを示すことはできないか。 

広域的課題の中で「都市内分権の推進」

について記述する。 
→p.60 
 
都市内分権についても、「広域的まちづ

くりの可能性」の中で言及する。 
→p.75-76 

 市民が満足できるサービスの向上と、管理部

門のコスト削減の２つが大きな柱であろう。

効率のよい行政運営を行い、それを財源とし

て市民生活向上のための事業に配分する仕

組みが合併によって実現にできる、というこ

とを示してはどうか。 

第４回ＷＧでの議論を踏まえ、案をと

りまとめる。 
→p.75-76 

 本地域においては、持続的発展のための活性

化が必要であろう。また、合併による行財政

基盤の強化について踏まえるべきであろう。 

広域的課題の中で「持続的発展」「行財

政基盤強化」について記述する。 
→p.64 

 各市が様々な考え方をもっていることから、

色々な方向性がわかるようなとりまとめを

しておき、市民に考えていただく、というこ

とであろう。誘導的な形は望ましくない。た

だし、「政令指定都市になれば何ができるの

か」といった点は示すべきであろう。 

第４回ＷＧでの議論を踏まえ、案をと

りまとめる。 
→p.75-76 

全体の構成

について 
「広域的な施策」「広域的な課題」「課題への

対応可能性と懸念事項」「広域的なまちづく

りの可能性」の一連の流れについては、整理

の仕方を再検討する必要がある。原案ではつ

ながりが悪く、よくわからない。一貫した整

理が必要ではないか。 

全面的な組み替えを行い、わかりやす

い展開とする。 
なお、統計データ等については、参考

資料程度の扱いとし、参考資料に位置

づける。 
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協議事項（３） 「中間報告目次構成について」 
意見は特になく、原案の方向で今後とりまとめを進めることとした。 

 
 
 
協議事項（４） 「その他」 
 

分類 指摘 対応方針 
議会への説

明について 
各市の３月議会において関連す

る質問が行われることが考えら

れる。対応等について、各市の

整合を留意すべきではないか。 

－ 

資料の体裁

について 
中間報告のとりまとめにあた

り、文字サイズの統一等に留意

すべきである。 

市民にとっての「読みやすさ」を勘案すると、文字

サイズが大きい方がよい、という指摘は当然のこと

ではあるが、文字サイズ、字体などで「メリハリ」

の効いた体裁としなくては、かえって読みづらいと

考える。 
従って、注釈や図表、また引用部分については、必

要に応じ小さなサイズの文字を使うこととする。 
なお、印刷時に文字が読みやすいよう、引用した図

表等については、できるだけ事務局で再作成し、文

字サイズや網掛け等を読みやすい形に加工するな

どの工夫は行っている。 

 
 


