
分権時代における新たな県のあり方について

今、あなたの住む“まち”が変わる…

あなたの住む“ 県 ”が変わる…

私たちの住む“地域”の将来を

一緒に考えましょう！

平成１８年３月

分権時代における県のあり方検討会議



わが国の地方自治制度の変遷をみると 1871明治４ 年の廃藩置県に始まり 1888明、 （ ） 、 （

治21）年の市制町村制の制定を経て、今日に至っています。

その間、市町村については、明治の大合併（市町村数71,314→15,859、昭和の大合併）

（市町村数9,868→3,472、平成の大合併を経て、その数は平成18年３月31日には1,821に）

なると見込まれています。また、政令指定都市、中核市、特例市制度の創設により、人口

規模に応じて市の処理する事務の拡大も進められてきました。

一方、都道府県については、戦後、知事の直接公選制が導入されたこと、平成12年４月

の地方分権一括法の施行により機関委任事務が廃止されたことなどの制度改革を経ながら

も、その区域と名称は、1888（明治21）年以来、ほとんど変更が行われていません。

しかし、約120年経た今日、高速交通体系の整備や情報・通信手段の発達による生活圏

・経済圏の拡大などを背景に、地方分権を一層推進する観点から、都道府県の区域や役割

についても見直すべき時期に入っていると考えられます。

このような問題意識の下、地方の自主・自立及び個性豊かで活力に満ちた地域社会の実

現を目指し、地方分権や市町村合併が進展した後の県のあり方を検討するため 「分権時、

代における県のあり方検討会議 （以下「検討会議」という ）が設置されました。」 。

検討会議では 平成17年７月から平成18年２月まで 県境を越えた広域的な連携施策 以、 、 （

下「広域連携」という 、都道府県合併や道州制など新たな県のあり方及びこれらの県民。）

への情報提供や県民意識の醸成に関することについて、検討を重ねてきました。検討に際

しては、別に開催された「青森県のあり方を考える県民フォーラム」における意見交換の

結果も参考としています。

本報告書は、新たな県のあり方の検討の必要性、広域連携の進め方、広域自治体制度、

特に広域連合と道州制について検討した結果、さらには国、県、市町村、そして当検討会

議の今後果たすべき役割について取りまとめたものです。

この報告書をきっかけとして、新たな県のあり方について、広く県民が関心を持ち、自

らの問題としてとらえ、隣県なども巻き込んだ議論が活発化することを期待いたします。

分権時代における県のあり方検討会議

座 長 田 島 平 伸
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１ 新たな県のあり方の検討の必要性

(1) 市町村合併の進展

、 、 、 。現在 市町村合併により 市町村の数は大幅に減少し その区域は拡大しています

また、法律上、市はその人口規模などに応じて、県が処理することとされている事務

を処理することができることになっている（ ）ほか、県の条例で定めるこ大都市制度

県から市町村への権とにより、市町村が処理することができることになっています（

。市町村合併などによる市町村の行財政基盤の強化や規模の拡大に伴い、今限移譲）

後は、住民に最も身近な基礎自治体である市町村が中心となって住民サービスを提供

していくことになります。

、 、 、 （ ）、このため これまで 県は 市町村の区域を越える広域にわたるもの 広域機能

市町村に関する連絡調整に関するもの（連絡調整機能）及び事務の規模、性質上一般

の市町村が処理することが適当でないもの（補完機能）を担ってきましたが、相対的

に県の役割は縮小することとなり、改めて県の存在意義や機能・規模について検討す

る必要があります。

市町村合併の状況（市町村数の推移）

順 都道府県 Ａ Ｂ 減少率(％) 順 都道府県 Ａ Ｂ 減少率(％)

29 青 森 県 67 40 40.3１ 広 島 県 80 23 73.3 …

２ 愛 媛 県 70 20 71.4

35 福 島 県 90 61 32.2３ 長 崎 県 79 23 70.9 …

４ 大 分 県 58 18 69.0

42 山 形 県 44 35 20.5５ 新 潟 県 111 35 68.8… …

44 北 海 道 212 180 15.1７ 秋 田 県 69 25 63.8

45 神奈川県 37 35 5.4

…

46 東 京 都 40 39 2.521 宮 城 県 71 36 49.3

47 大 阪 府 44 43 2.3
…

28 岩 手 県 59 35 40.7 全 国 3,232 1,821 43.7

Ａ：平成11年(1999年)３月31日の市町村数 Ｂ：平成18年(2006年)３月31日の市町村数(見込み)

大都市制度の概要

政令指定都市（人口50万以上）の処理する主な事務

○都市計画（市街地開発事業に関する都市計画決定など）

○民政行政（児童相談所の設置）

○土木行政（市内の指定区間外の国道の管理、市内の県道の管理）

○文教行政（県費負担教職員の任免、給与の決定）

中核市（人口30万以上）の処理する主な事務

○都市計画（屋外広告物の条例による設置制限）

○環境保全行政（ばい煙発生施設の設置の届出など）

○民生行政（身体障害者手帳の交付など）

○保健所の設置（飲食店営業等の許可、一般・産業廃棄物処理施設の許可など）

○文教行政（県費負担教職員の研修）

特例市（人口20万以上）の処理する主な事務

○都市計画（市街化区域又は市街化調整区域内の開発行為の許可など）

○環境保全行政（騒音や振動を規制する地域の指定など）
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県から市町村への権限移譲に関する状況（平成16年４月１日現在）

順 都道府県 法令数 事務数 順 都道府県 法令数 事務数

21 宮 城 県 46 336１ 静 岡 県 151 1,605 …

２ 福 島 県 117 1,285

28 岩 手 県 41 181３ 兵 庫 県 97 673 …

４ 神奈川県 94 858

41 青 森 県 28 219５ 広 島 県 86 961… …

11 山 形 県 57 449 44 秋 田 県 18 227…

（H16.12岡山県調査から作成）

注．各都道府県内の市町村の規模と数、事務のとらえ方に差異があるため、

表の順が市町村への権限移譲の進んでいる順とはいえない。

(2) 厳しい地方財政

現在、地方財政は極めて厳しい状況にあり、平成17年度末で205兆円の多額の借入

金（対国内総生産比40.7％）を抱える見込みとなっています。地方自治体は、これま

で以上に徹底した行財政改革の推進や施策の選択と重点化に努める必要があります。

、 、 、 、 、このため 公共的サービスを県 市町村 民間 住民との適切な役割分担に基づき

効果的、効率的に提供するなど、県の役割の見直しが必要となります。

また、既存の行政区域内に、全ての機能や施設を整備しようとする、いわゆる「フ

ルセット主義」から脱却し、今後は、行政区域にとらわれない既存施設の有効活用や

目的に応じた重点化を図るなど社会資本の効率的な機能分担を行うことにより、少な

い負担で多様で質の高い行政サービスを提供していく必要があります。

生活費が年500万円のサラリーマン

世帯にたとえると…

支出 500万円

・食費、光熱水費など 181万円

・車、家具などの購入 121万円

・子どもへの仕送り 73万円

・借金の返済 78万円

・その他 47万円

収入 494万円

・給与収入 98万円

・親からの仕送り 258万円

・借金 68万円

・その他 76万円

貯金残高 39万円

借金残高 862万円

平成１７年度当初予算（青森県）

自主財源

34.9

依存財源

65.1

その他

2.8県債

13.6

国庫支出金

17.4

地方交付税

31.3

その他

4.7

地方消費税

清算金3.6

諸収入

10.6

県税

16.0

歳入
7,401億円
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(3) 広域的課題の増大

高速交通体系の整備や情報・通信手段の発達により、住民の生活圏や経済圏、企業

の活動範囲などは既存の「県」という行政区域を越えて拡大しています。

青森、岩手、秋田の北東北三県にまたがる十和田八幡平国立公園や青森・秋田両県

にまたがる世界自然遺産白神山地などの自然環境保護、産業廃棄物不法投棄事案に見

られる県境を越えた環境問題、交通手段の発達による移動時間・距離の短縮や観光目

的の多様化に対応した観光振興など、県境を越える広域的な課題が増大しており、こ

れらの課題に的確に対応していくためには、単独の県の取組みには限界があり、隣接

する県などと共同で取組む体制を整える必要があります。

日帰り旅行をする際の活動可能時間

上野⇔青森（開業前） 上野⇔青森（開業後①） 東京⇔青森（開業後②）

開業前は鉄道で日帰り不可 13：05～16：40 11：19～18：46（ ）

３時間35分 ７時間27分

注．活動可能時間＝上野（東京）発の始発、目的地（青森）発の最終列車を利用して日帰

り旅行する際の、目的地（青森）到着時刻から発車時刻までの時間

東北新幹線開業による片道総所要時間

1時間41分

2時間37分

4時間14分

2時間26分

3時間57分

6時間23分

4時間09分

6時間34分

8時間47分

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

上野⇔青森（開業前）

上野⇔青森（開業後①）

東京⇔青森（開業後②）

上野⇔仙台（開業前）

上野⇔仙台（開業後①）

東京⇔仙台（開業後②）

上野⇔盛岡（開業前）

上野⇔盛岡（開業後①）

東京⇔盛岡（開業後②）

（時間）

△2時間13分

△2時間25分

△2時間26分

△1時間31分

△1時間37分

△56分

注．「開業前」とは、昭和57年６月の東北新幹線大宮・盛岡開業前、「開業後
①」とは、同区間の開業後、「開業後②」とは、平成14年12月の盛岡・八戸間
開業後（平成18年１月現在）の所要時間である。
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(4) 人口減少と少子高齢化の進行

本県の総人口は、既に減少傾向に転じており、平成12年10月１日現在で約148万人

ですが、平成27年には約141万人になると推計されています。また、少子高齢化も進

んでおり、特に全国に比べ高齢者（65歳以上）人口割合の増加が大きく、平成27年に

は約28％になると推計されています。

このような人口減少と少子高齢化は、生産年齢人口（15～64歳）の大幅な減少をも

たらすことになり、地域経済へ深刻な影響を及ぼすこととなります。

このため、経済圏に対応した広域的な視点から、産業振興や社会資本の有効活用な

どに取り組んでいく必要があります。

（単位：千人）将来推計人口（総人口）

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年

（2000） （2005） （2010） （2015） （2020） （2025） （2030）

全 国 126,926 127,708 127,473 126,266 124,107 121,136 117,580

青森県 1,476 1,465 1,445 1,414 1,373 1,322 1,265

岩手県 1,416 1,408 1,390 1,364 1,327 1,282 1,232

秋田県 1,189 1,160 1,124 1,080 1,029 972 914

宮城県 2,365 2,397 2,413 2,414 2,396 2,363 2,317

山形県 1,244 1,226 1,199 1,165 1,124 1,079 1,032

福島県 2,127 2,113 2,085 2,044 1,990 1,926 1,856

（資料）国立社会保障・人口問題研究所

地域経済の将来推計

域内総生産 人口当たり域内総生産

都市圏名 平成12年 平成42年 変化率 平成12年 平成42年 変化率

（億円） （億円） （％） (万円/人) (万円/人) （％）

青 森 市 12,702 10,708 △15.7 373 415 11.4

弘 前 市 9,537 8,096 △15.1 292 326 11.5

八 戸 市 11,394 10,869 △ 4.6 343 387 13.1

五所川原市 2,797 2,263 △19.1 251 287 14.3

十和田市 2,786 2,482 △10.9 307 349 13.6

三 沢 市 2,509 2,554 1.8 383 433 13.0

む つ 市 2,441 2,114 △13.4 325 355 9.1

（資料 「人口減少下における地域経営について （平成17年12月地域経済研究会）） 」

年齢階層別人口の構成割合（青森県）

11.1

11.6

12.0

12.5

13.1

14.0

55.7

56.4

57.5

59.8

62.6

63.9

65.4

33.2

32.0

30.4

27.7

24.2

22.1

19.415.1

平成42年

平成37年

平成32年

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

年少人口（15歳未満） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

（単位：％）
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２ 広域連携の進め方

(1) 広域連携の現状

北東北三県では、共通の政策課題に対応するため、平成９年度から知事サミットを

開催し その合意事項を中心にこれまで100を超える連携事業を実施してきました 平、 （

成13年度の第５回目からは北海道も参加しています 。。）

県という行政区域に縛られ、互いを競争相手として施策を実施しがちな行政におい

て、このような連携実績を有するのは全国的に類が無く、自治体関係者や議員、学識

経験者などから高い評価を得ています。

さらに、北東北三県のみならず、東北六県や新潟県を含む東北七県など様々な組合

せでの広域連携にも取り組んでいます。

知事サミット合意事項などに基づく主な連携事業

分 野 合 意 事 項 ・ 主 な 連 携 事 業 備 考

観 光 ・北東北観光アクションプランの策定(Ｈ11.３）

・ 北東北３県観光立県推進協議会」による各種事業の実施「

環 境 ・ 北東北環境フォーラム」設置（Ｈ11.２）「

・ 北東北子ども環境サミット」開催（Ｈ11～）「

・産業廃棄物税、環境保全協力金の制度整備（Ｈ14.12）

・水と緑を守る条例の整備への取組

産 業 ・北東北産学官連携シンポジウム（Ｈ12～）

情 報 ・情報ハイウェイの整備運用等

食 料 ・ 食料フォーラム」開催（Ｈ13～）「

・アンテナショップの設置（福岡（Ｈ11.２ 、大阪（Ｈ16.７ ）） ）

子ども ・ 北東北青少年科学セミナー」開催（Ｈ13～）「

健 康 ・北のくに健康づくり推進会議の設立（Ｈ15.４） ４道県

文 化 ・北の縄文文化回廊づくりアクションプログラムの策定（Ｈ16.７） ４道県

・北東北三県共同展「描かれた北東北」の開催（Ｈ16.８～11））

連 携 ・ 北東北広域連携構想」策定（Ｈ11.10）「

・ 北東北広域連携推進協議会」設立(Ｈ12.２）「

行 政 ・合同事務所の設置

福岡（Ｈ11.２ 、北海道（Ｈ14.４ 、大阪、名古屋（Ｈ15.４）） ）

ソウル（Ｈ14.11、シンガポール（Ｈ15.11） ４道県）

・職員人事交流の実施（Ｈ13～各県２名、Ｈ15～各県10名、Ｈ17～各県12

名）

・４道県知事によるリレー・トップセミナーの実施（Ｈ14～） ４道県

・ 北からの分権改革検討会」設置（Ｈ15.11） ４道県「

・ 北東北広域政策推進会議」設置（Ｈ15.10）「

財 政 ・北東北三県地方債「北東北みらい債」の発行（Ｈ15.12）

また、行政のみならず、民間においても広域連携の取組みが進められており 「北、

東北広域連携推進協議会 （平成12年２月設立）では、県境を越えた交流・連携を促」

進するため、北東北広域連携活動促進助成事業の実施（平成12年度～ 、北東北交流）

連携フェスタ、セミナーの開催（平成16年度 、広域連携塾の開催（17年度）などを）

行っています。

その他、北東北三県の金融機関による合同のビジネス商談会の開催、北東北国立三
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大学連携推進の一環としての単位互換制度の実施、三県の特産品を使ったカップラー

メンや三県産のブドウや酵母を使ったワインの販売など北東北三県の住民やＮＰＯ、

各種民間団体などにおいて、多様な広域連携が実践されています。

(2) 広域連携のメリット・成果

① スケールメリット

観光振興、アンテナショップ・合同事務所の設置、北東北みらい債 など

② 地域資源の有効活用

観光振興、北の縄文文化回廊づくり、民間団体における交流・連携 など

③ 広域的課題への対応

環境フォーラムの設置、産業廃棄物税及び環境保全協力金制度の制定 など

④ 国際競争力の強化

観光振興、合同海外事務所の設置 など

⑤ 行財政の効率化

観光振興、アンテナショップ・合同事務所の設置 など

⑥ 一体感の醸成

合同県外事務所の設置、人事交流、子ども環境サミットの開催、民間団体におけ

る交流・連携 など

⑦ 職員の資質向上

リレー・トップセミナーの実施、各種共同研究 など

注１．みちのく夢プラザ（北東北三県福岡合同事務所）は平成11年２月の開設であり、10年度のデー

タは、２月及び３月の２ヶ月分の値である。

注２．観光客入込数は、北東北三県の共同の取組みのほか、各県、市町村、民間団体などの取組みに

負うところが大きい。

（資料）各県「観光統計」他
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(3) 広域連携に対する住民の意識

平成16年度に国土交通省からの委託により、北東北三県で実施した「国土施策創発

」 「 」調査 の一環として行った 北東北の広域連携等に関する地域住民のニーズ分析調査

（以下「住民ニーズ分析調査」という ）の結果によれば、広域連携を進めることに。

、 「 」 、「 」対する賛否について 住民の60.8％は 賛成 と回答しているものの わからない

との回答が35.6％であること、広域連携事業の認知度について 「知事サミット」と、

の回答が住民の51.3％であることなどから、広域連携については住民に分かりやすい

ＰＲが一層必要と認められます。また、今後連携が期待される分野としては 「広域、

観光」が住民、企業、団体ともに多くなっています。

（単位：％）広域連携を進めることに対する賛否

区 分 賛 成 反 対 わからない

住 民 60.8 3.7 35.6

企 業 63.6 3.2 33.2

団 体 74.2 1.1 24.7

（単位：％）広域連携事業の認知度

住 民 サミット 51.3 産廃対策 36.3 水と緑 24.0 みらい債 23.9

企 業 合同商談会 62.0 サミット 56.5 産廃対策 43.5 みらい債 41.0

団 体 サミット 84.4 ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 67.8 県外事務所 65.6 産廃対策 56.7

（単位：％）今後連携が期待される分野

住 民 広域観光 54.1 医療 54.1 福祉 42.2 環境 41.6

企 業 高速交通基盤 48.1 広域観光 44.7 環境 42.7 医療 40.8

団 体 広域観光 73.6 環境 56.3 高速交通基盤 43.7 共同研究 42.5

このような調査結果も踏まえ、当検討会議において挙げられた広域連携の進め方に

対する意見は、次のとおりです。

広域連携の進め方に対する主な意見

○北東北三県の共通のイメージを作り上げ、そのイメージを全国に発信するための

プロモーション戦略が必要。

○青年会議所など各種団体において情報を伝えていくことが有効。

○子ども、勤労者、高齢者、障害を持った方など様々な対象者ごとにＰＲすること

が必要。

○行政からの一方通行型の情報提供ではなく、住民参加型の情報提供が必要。

○住民でも町内会でも、まずアクションを起こすことが必要。

○数値目標を設定すべき。一定期間での見直しが絶えず必要。

○行政と民間とのパートナーシップで取り組む体制・仕組みが必要。

(4) 広域連携の今後の展開

北東北三県では 今後とも広域連携を推進していく上での基本的な方向性を示す 北、 「

東北のグランドデザイン」を平成17年９月に策定しました。その中で 「地域に魅力、
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と活力がある北東北 「地域に誇りの持てる北東北 「安全で安心して生活できる北」、 」、

東北」という３つの将来像を掲げ、その実現に向けて行政及び民間が共に取り組むべ

き施策例を掲げています。

これまでは 「できることから着実に」広域連携を実施してきましたが、このグラ、

ンドデザインの策定をきっかけとして、機能分担や役割分担など調整が困難な課題に

も行政と民間がお互いに協力しながら取り組んでいこうとするものです。

北東北がこれから目指していくこと
（ 北東北のグランドデザイン （17.９.２北東北広域政策推進会議）より）「 」

１ 地域に魅力と活力がある北東北

●北東北の特色（地域資源）を活かした産業の振興

○農林水産物海外戦略の策定と共同事業の実施

○公設試験研究機関の機能分担、統合 など

●新産業の創出と育成 ●地域に貢献する人づくり

○研究開発支援ネットワークの構築 ○企業人材の育成支援体制の整備

○産業支援ネットワークの構築 など ○大学連携などによる人づくりの推進 など

●交通基盤の効果的利活用 ●地域に根ざした広域観光の振興

○北東北の高速道路の利用促進 ○北東北やすらぎ観光プランの推進

○北東北空港港湾ビジョンの策定 など ○北東北グリーンツーリズムの推進 など

２ 地域に誇りの持てる北東北

●地域のアイデンティティの確立 ●新たな北東北像の国内外への発信

○北東北ならではの風景・景観マップの作成 ○新たな北東北像の共有と発信

○ふるさと再発見活動 など ○「北東北学」の確立 など

●地域の自立・活性化 ●男女が個性や能力を発揮しあう社会の実現

○北東北特産品きらめき戦略の策定 ○北東北女性人材バンクの整備

○北東北foodgardens構想の策定 など ○北東北活き活き女性ネットの構築 など

３ 安全で安心して生活できる北東北

●広域安全安心ネットワークの構築

○北東北における保健・医療の連携・機能分担

○医師の偏在解消、医師確保に向けた共同取組み など

●日本で最も安全・安心な食料供給体制の整備

○北東北内の地域の地産地消の推進

○地域産品ブランド認証体制の整備 など

●環境共生型社会の創出

○北東北版環境マネジメントシステム開発の支援

○環境保健センターの機能分担 など

これらも含め、当検討会議において挙げられた広域連携に関する新たなアイディア

は、次のとおりです。

広域連携に関する新たなアイディアの提案

○北東北三県のシンボルマークの創出 ○北東北ならではの「食」を通じた連携

○北東北三県の放送局による共同宣伝 ○北東北三県による高校総体の共同開催

○北東北三県の教育委員会の連携 ○北東北三県子どもスポーツ(相撲)大会の開催

○子どもから老人まで英語を話すことができる北東北教育特区
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３ 新たな県のあり方

(1) 広域自治体制度の概要

北東北三県を例にすると、① 広域連合

青森県 三県広域連合現在の都道府県や市町村はそのまま

・広域連合長に、広域にわたり処理することが適当 ＋

秋田県 岩手県 ・広域連合議会であると認められる特定の事務（例え

三県はそのまま、新たに広域連合を設置ば、廃棄物対策など）を共同処理する

ために設置するものです。

広域連合には、広域連合長と広域連合議会を置くことになります。都道府県の加

入する広域連合は、国に対し国の権限に属する事務の一部を移譲するよう要請する

ことができます。

北東北三県を例にすると、② 都道府県合併

青森県これまでは特別法の制定が必要で、

新たな県さらに特別法の制定には、住民投票で

（ ）過半数の同意が必要とされていました 秋田県 岩手県 新設合併の場合

三県を廃し、新たな県を設置が、平成16年の地方自治法の一部改正

により、この手続きのほか、関係都道

府県議会の議決を経た申請に基づき、内閣が国会の承認を経て決定できるようにな

りました。合併後の県の権限は、合併前と変わりありません。

③ 道州制

国 47都道府県 市町村道州制は、まだ法制度化されたもの

ではなく、これまで、多様な提言がさ

国の出先機関れていますが、概ね、全国を数ブロッ

クに分け、現行の都道府県と国の地方

支分部局（出先機関）を廃止し、新た

国 ７～13の道州 市町村な広域自治体として道又は州を設置す

るものです。

道州は、現在の県が担ってきた事務権限（市町村に移譲されるものを除く）と国

が担ってきた事務権限（引き続き国が担うものを除く）を有することになります。

④ 連邦制

連邦政府連邦制は、全国を数ブロックに分け、

行政権のほか立法権、司法権を有する

高度な自治権を持った独立国家の性格

州 州 州を有する支分国（州など）を設置する

（ ） （ ） （ ）ものです。 州政府 州政府 州政府
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以上、４つの制度を国からの権限移譲の有無という観点で比較すると、次のとおりと

なります。

広域連合 県合併 道州制 連邦制

行政権（国からの権限移譲） 可能 無 有 有

立法権・司法権 無 無 無 有

(2) 広域自治体制度の比較

① 広域連合

広域連合は、単独の県では対応が困難または非効率な分野において効果が期待で

きること、国からの権限移譲が期待できること、などのメリットがありますが、広

域連合を構成する県の知事と議会のほかに広域連合長と広域連合議会を設置するた

め、構成団体間の合意形成や事業実施までに時間を要するというデメリットもあり

ます。

② 都道府県合併

都道府県合併により、現行の県の区域を越えて広域的課題に対応できること、行

財政の効率化が図られること、などのメリットがありますが、国と地方の役割分担

を整理し、国からの権限移譲を進め、地方分権型社会を実現する直接的な制度とは

言えません。

③ 道州制

道州制は、都道府県合併によるメリットに加え、地方分権型社会を実現する制度

と言えますが、行政区域の拡大による住民サービスの低下や、中心都市への一極集

中などの懸念が指摘されています。

④ 連邦制

連邦制は、基本的に州内のことは州で自己決定し、自己解決が図られ、自己責任

が明確になる制度ですが、我が国と歴史的・社会的背景が異なるアメリカやドイツ

など諸外国に見られる制度であり、その導入には憲法改正も必要であり、国民的合

意が得られないなどの懸念が指摘されています。

以上、４つの制度のメリット、デメリットを概説しましたが、本報告書では、地方

分権型社会の実現という観点から、広域連合と道州制について更に詳しく検討するこ

ととします。
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４ 北東北三県広域連合の検討

(1) 広域連合設置の手続き、規約及び組織

① 設置の手続

構成団体は、協議により規約を定め、構成団体の議会の議決ののち、数都道府県

にわたるものについては総務大臣に許可を申請します。

総務大臣は許可をしたときは直ちにその旨を告示します。

広域連合は、設置後速やかに広域計画を作成します。

構成団体の協議 構成団体の 設置許可 設置許可 広域連合

規約作成 議会の議決 申請 ・告示 発足

② 広域連合の規約

規約には、広域連合の名称、構成団体、区域、処理する事務、広域計画の項目、

事務所の位置、議会の組織、議員選挙の方法、執行機関の組織と選挙の方法、経費

支弁の方法を定めることになります。

③ 広域連合の組織

広域連合の長は、規約で定めるところにより （構成団体の住民による）直接選、

挙又は（構成団体の長による）間接選挙により選出、広域連合の議会の議員は、規

約で定めるところにより （構成団体の住民による）直接選挙又は（構成団体の議、

会による）間接選挙により選出します。

(2) 観光分野における広域連合

観光は、旅行業、宿泊業、輸送業、飲食業、土産品業など極めてすそ野の広い産業

であり、地域振興のリーディング産業と言えます。

このため、地域交通政策（二次交通の整備 、ボランティア支援（ガイド育成 、環） ）

（ ）、 （ ）、 （ 、境政策 エコツーリズム 商工政策 中小企業・新産業創出支援 農林水産政策 食

グリーンツーリズム 、教育政策（教育旅行）などの関連分野における個々の取組み）

のみならず、総合的・一体的視点から観光振興に努める必要があります。

そして、これら関連分野における施策を実施する場合、現在の制度では、国の監督

や許認可が必要とされているものが多く、その所管省庁も多方面に渡っていることか

ら、事務手続きの繁雑さ、所管省庁縦割りの予算配分といった課題も指摘されていま

す。

このような課題を解消し、地域がその特色を活かした観光振興への取組みを進める

ためには、国からの権限移譲が可能である広域連合を設置して、総合的かつ計画的に

広域行政を行うことは、有効な手段であると考えられます。

都道府県同士が広域連合を設置して、広域観光に関する事務を処理することとした

場合、国から移譲を求める事務の例としては、次のような事務が考えられます。
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観光分野において国から移譲を求める事務の例

東北地方経済産業局 ・中心市街地活性化事業の推進に係る事務

・伝統的工芸品産業施策関連事務

東北地方農政局 ・滞在型農林漁業体験関連事務

・農山漁村と都市との交流促進関連事務

東北地方運輸局 ・観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に係る事務

・旅行業、旅行業者代理業、通訳案内業その他の観光事業に係る事務

・ホテル及び旅館の登録に関する事務

・道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業

・一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業

東北地方整備局 ・地域港湾・空港・道路整備に係る事務

その他 ・文部科学省、文化庁、環境省の所管する事務

【参考】北東北三県観光立県推進協議会

青森県、岩手県、秋田県、東日本旅客鉄道(株)、(社)日本観光協会、(社)青森県観光連盟、

(財)岩手県観光協会、(社)秋田県観光連盟で構成する「北東北三県観光立県推進協議会 （以」

下「三県協」という ）では 「北東北文化観光振興アクションプラン （以下「アクションプ。 、 」

ラン」という。平成11年３月策定 ）に基づき、観光振興事業を展開しています。。

平成16年３月には後期アクションプラン（平成16～20年度）を策定し、以下のような事業を

実施しています。

① 北東北の統一的観光イメージの形成

② 周遊・拠点・滞在観光の促進

③ 観光情報提供体制・誘客宣伝活動の強化

④ 観光産業の活性化

⑤ 国際観光の推進（⇒「北東北国際観光テーマ地区推進協議会」へ事業が移行 ）。

⑥ 圏民の連携意識の高揚

後期アクションプランの中で 「現在、三県協は、観光宣伝・誘客事業等を通して、北東北、

の観光振興に重要な役割を担っているが、その体制は必ずしも強固なものではない。今後の観

光振興にあたり、三県協には、単に関係組織・部門間の調整のみならず、今回の後期アクショ

ンプランを強力に推し進めていくことのできる体制が求められている 」と述べています。。

そして 「三県協の共同事務局を、三県のいずれかに設置し、専従機関として、広域観光振、

興の推進機能を持たせる 」こと、次の段階として 「既存の三県協を再編成し、名実ともに一。 、

体的な組織として「新・北東北三県観光立県推進協議会」を組織化（法人化）する 」ことな。

どを提案しています。

(3) 医療・福祉・教育などの分野における広域連合

住民ニーズ分析調査において、今後連携が期待される分野として回答の多かった医

療・福祉、また、当検討会議において再三議論に上った教育などの分野においても、

直接国からの権限移譲ということではありませんが、以下のような課題に対して広域

連合の制度を活用して取り組むことが考えられます。

【医療】医師確保対策

【福祉】職員の共同研修

【教育】教職員の共同採用・人事交流
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５ 道州制の検討

(1) 道州制導入の意義

① 地方分権の推進（地域主権の確立）

戦後、我が国では、中央集権型行政システムにより、全国統一的・画一的な生活

水準の達成を目標として地方への公共投資を進めてきました。その結果、短期間で

戦後の復興を果たし、高度経済成長を実現しました。

しかし、社会の成熟化に伴い、住民の生活様式や価値観が多様化してきており、

従来の画一的な行政システムでは的確に対応することが困難になってきています。

このため、地方がそれぞれの個性や主体性を発揮しつつ、その文化、経済の潜在力

を十分に活用できるような地方分権型行政システムに転換する必要があります。

さらに、自己決定・自己責任の原則の下、地域のことは地域で決めることのでき

る地域主権型のシステムを確立する必要があります。

地方分権の実現は、現行の都道府県制度の下でも可能であるとして道州制の導入

に慎重な意見もあります。確かに、道州制の導入の是非とは別に地方分権は推進さ

れるべきですが、地方自治制度の根幹を定める地方自治法において、実際に国と地

方の役割分担を規定しているにもかかわらず、国に多くの権限と財源を集中させ、

国による地方への義務づけ、許認可制度、全国画一の補助基準など過剰な関与によ

り地方の自主性を阻害している現状を打破するためには、道州制の導入という一大

改革が必要ではないかと考えられます。

国と地方（都道府県・市町村）の役割分担（地方自治法より）

（ 、 、 、 ）国 ① 国際社会における国家としての存立に関わる事務 外交 防衛 通貨 司法など

② 全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関するの

基本的な準則に関する事務（公正取引の確保、生活保護基準、労働基準など）役

③ 全国的な規模で若しくは全国的な視点に立つて行わなければならない施策及び事割

業の実施（公的年金、骨格的社会資本整備など）

① 地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割

② 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

地 県の役割

① 広域にわたるもの方

② 市町村に関する連絡調整に関するものの

③ 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もの役

割 市町村の役割

① 都道府県が処理するものとされているものを除く全て

② 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

のについては、当該市町村の規模及び能力に応じて処理

国の過剰関与の例（全国知事会国の過剰関与等撤廃研究会による事例調査より）

【調査結果の概要】

都道府県分 市町村分 合 計

阻害要因（案件） 174 180 354

具体的事例件数 回答数 295 271 566（ ）
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【具体的事例】

１ 国の義務づけ

○民生委員の委嘱に当たり知事の推薦が必要。

民生委員については、市町村民生委員推薦会の推薦→都道府県社会福祉審議会の意見→

県の推薦→厚生労働大臣が委嘱

○全国一律の学校週５日制

地域、市町村の判断で土曜日の授業実施ができない。

２ 許認可制度

○幼稚園の廃止

市町村の設置した幼稚園を廃止する場合、市町村議会において幼稚園設置条例の廃止を

議決したのに、更に都道府県の認可が必要。

○商工会議所に係る許認可

設立の認可は国の事務、事業報告の受理は県の事務となっている。また、定款変更の認

可は、その内容により国の場合と県の場合が混在している。

３ 必置規制

○交通安全対策会議

県（市町村）交通安全対策会議の委員は法律で行政機関を中心に指定されており、女性

や地域住民、関係団体の委員を任命できない。

４ 縦割り行政

○幼保一元化

幼稚園は文部科学省主管、保育所は厚生労働省主管で、その設置基準も異なり、子ども

の年齢や保護者の就労形態で区分されている。

○社会福祉施設整備

児童、高齢者、障害者など対象者ごとに縦割りの補助制度となっており、障害者デイサ

ービスを実施している事業者が、同じ施設で介護保険の指定通所介護事業（老人デイサー

ビス）を実施したくても、国庫補助金制度の関係で基本的に認められない。

５ 補助金その他

○訪問介護（ホームヘルプ）サービス

居宅ではない場所から通所、または利用後に居宅以外（病院等）に行くときなど、通所

介護の送迎サービスを利用できない。

道州制の導入により、現在国（特に出先機関である地方支分部局）が担っている

事務は、国が本来果たすべき役割に係る事務を除き、道州さらには市町村へ移譲さ

れることとなり、２以上の都道府県にわたるという理由で国が実施してきた事務あ

るいは同一の趣旨・観点から国も都道府県（さらに市町村）も実施してきた事務の

重複などが解消されることになります。

、 。道州制下における国と地方の役割分担を例示すると 次の表のとおりとなります
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【現行の国と地方の役割分担】
分野 国 都道府県 市町村

司法 裁判所（最高・下級 、検察）

立法 憲法改正、法令制定 条例制定 条例制定

国 一級河川（指定区間外）管理 一級河川（指定区間）管理

土 二級河川管理 準用河川管理

保 都市計画（区域区分）の同意 都市計画（区域区分（市街化区 都市計画（用途地域、地区計画

全 域、調整区域）等）の決定 等）の決定

・ 農地保全（転用許可４ha超） 農地保全（転用許可４ha以下）

（ ）土 保安林指定・解除（重要流域） 保安林指定・解除 重要流域外

地 砂防・地すべり対策 砂防・地すべり対策

利 国営土地改良 県営土地改良 団体営土地改良

用 治山事業（国有林・民有林） 治山事業（民有林）

社 高速自動車国道整備・管理 国道（指定区間外）管理

会 国道（指定区間）管理 都道府県道整備・管理 市町村道整備・管理

（ 、 ） （ 、 ）資 重要港湾指定 港湾管理 重要港湾 地方港湾 港湾管理 重要港湾 地方港湾

本 空港管理 国際拠点 国内主要 空港管理（国内主要、地方・離（ 、 ）

整 島）

備 公営住宅 公営住宅

漁港指定（第３種・第４種） 漁港指定（第２種 ・漁港管理 漁港指定（第１種 ・漁港管理） ）

交 自動車運送、海運業等許可

通 自動車登録検査

経 中小企業対策 中小企業対策

済 中心市街地活性化、商店街振興 中心市街地活性化、商店街振興

・ 業界団体指導・経営支援 業界団体指導・経営支援

産 観光振興 旅行・ホテル業登録 観光振興 観光振興（ ）

業 農林水産業の基盤整備 農林水産業の基盤整備 農林水産業の基盤整備

雇用 労働基準、雇用保険

・ 雇用施策、職業紹介 地域雇用施策 地域雇用施策

労働 職業能力開発・職業訓練 職業能力開発・職業訓練

医 医療法人設立認可・指導監督 医療法人設立認可・指導監督

療 医薬品等の許可、製造業の許可 医薬品販売業の許可

（ 、 、保 地域保健（保健所の設置） 地域保健 母子保健 老人保健

健 予防接種）

衛 水道事業認可 給水人口５万超 水道事業認可（同５万人以下） 水道事業の実施（ ）

生 生活衛生（理美容、クリーニン ごみ・し尿処理

グ、旅館、公衆浴場等）

福 生活保護の実施（町村の区域） 生活保護の実施（市の区域）

祉 法人設立認可・指導監督 法人設立認可・指導監督

公私立大学の設置認可

教 国立大学の運営 公立大学・公立高等学校の運営 公立小中学校、幼稚園の運営

育 私立高等学校、公・私立幼稚園

等の設置認可

※現行と道州制下で国と地方の役割分担に異動がある事務を中心に掲載しました。また、表中太い黒枠部分
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【道州制下における国と地方の役割分担（例示 】）
分野 国 都道府県 市町村

司法 裁判所（最高・下級 、検察）

立法 憲法改正、法令制定 条例制定 条例制定

国 一級河川管理 二級河川管理

土 二級河川（広域）管理 準用河川管理

保 都市計画区域の指定 都市計画の決定

全

・ 農地保全（転用許可）

土 保安林指定・解除（広域） 保安林指定・解除

地 砂防・地すべり対策（広域） 砂防・地すべり対策

利 土地改良（広域） 土地改良

用 治山事業（広域） 治山事業

社 高速自動車国道整備・管理 国道整備・管理 都道府県道整備・管理

会 都道府県道（広域）整備・管理 市町村道整備・管理

（ 、 ）資 重要港湾指定 港湾管理（特定重要港湾） 港湾管理 重要港湾 地方港湾

本 空港管理（国際拠点） 空港管理（国内主要、地方・離

整 島）

備 公営住宅

漁港指定・漁港管理（広域） 漁港指定・漁港管理

交 自動車運送、海運業等許可

通 自動車登録検査

経 中小企業対策 中小企業対策

済 中心市街地活性化、商店街振興

・ 業界団体指導・経営支援 業界団体指導・経営支援

産 観光振興 旅行・ホテル業登録 観光振興（ ）

業 農林水産業の基盤整備（広域） 農林水産業の基盤整備

雇用 労働基準、雇用保険

・ 雇用施策 地域雇用施策、職業紹介 地域雇用施策

労働 職業能力開発・職業訓練

医 医療法人設立認可・指導監督 医療法人設立認可・指導監督

療 医薬品等の許可、製造業の許可 医薬品販売業の許可

保 地域保健（広域） 地域保健（保健所の設置、母子

健 保健、老人保健、予防接種）

衛 水道事業認可 水道事業の実施

生 生活衛生（ごみ・し尿処理、理

美容、クリーニング、旅館等）

福 生活保護の実施

祉 法人設立認可・指導監督 広域 法人設立認可・指導監督（ ）

私立大学の設置認可

教 公立大学・公立高等学校の運営 公立小中学校、幼稚園の運営

育 私立高等学校、公・私立幼稚園

等の設置認可

（司法・立法）を道州でも担うこととするのが 「連邦制」です。、
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② 国際競争力の強化

経済のグローバル化が急速に進む中、国際競争力を強化するためには、相当程度

の経済力や社会基盤などが必要になります。

次表に見るとおり、総生産額において、北東北三県ではマレーシア、シンガポー

ルをしのぎ、東北六県ではスイスに匹敵します。

中国、韓国、台湾など東アジアを視野に入れれば、ヨーロッパやアジアの諸国に

も匹敵する圏域として、その経済力、社会基盤などの総合力を発揮して、国際販路

の開拓や外国からの誘客・企業誘致などの産業政策を展開していくことが可能とな

ります。

人口・面積・国内総生産に見る諸外国との比較

人 口（千人） 面 積（ｋ㎡） 総生産額（兆円）

ポルトガル 10,072 オーストリア 83,858 台湾 35.2

ハンガリー 9,831 アラブ首長国連邦 83,600 スイス 34.4

東北六県 9,706 北海道 84,454 東北六県 32.7

スウェーデン 8,886 チェコ 78,866 ベルギー 30.7

… … …

リビア 5,659 アイルランド 70,273 デンマーク 21.6

香港 20.1北海道 5,644 東北六県 66,889

北海道 19.6ヨルダン 5,613 スリランカ 65,610

デンマーク 5,375 リトアニア 65,300 イラン 16.9

… … …
シンガポール 4,315 オランダ 41,526 イスラエル 13.1

スイス 41,284 アルゼンチン 12.8北東北三県 4,006

北東北三県 36,498 北東北三県 12.5アイルランド 3,999

中央アフリカ 3,912 台湾 36,006 マレーシア 11.9

ニュージーランド 3,905 ベルギー 30,528 シンガポール 11.1

（資料）国内総生産及び諸外国の人口・面積：総務省「世界の統計2005」

国 内：人口（H16.10.1、面積（H13.10.1 一部境界未定のため総務省）

における計値を含む）
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(2) 国及び都道府県などにおける検討状況

国の第28次地方制度調査会 内閣総理大臣の諮問機関 は 平成18年２月28日 道（ ） 、 、「

州制の導入は地方分権を加速させ、効率的な政府を実現するための有効な方策」であ

り 「広域自治体改革の具体策としては道州制の導入が適当」とする旨の答申を行っ、

たところです。

また、全国知事会においても道州制特別委員会を設置して、地方の立場からの検討

を行っているほか、各都道府県、経済団体などにおいて様々な検討・提言が行われて

います。

第28次地方制度調査会「道州制のあり方に関する答申 （平成18年２月28日）」

① 道州の位置づけ

○ 広域自治体として、現在の都道府県に代えて道州を置く。地方公共団体は、

道州及び市町村の二層制とする。

② 道州の区域の範囲

○ 道州の区域は、数都道府県を合わせた広域的な単位を基本とする。

○ 道州の区域は、人口や経済規模、交通・物流、各府省の地方支分部局の管轄

区域といった社会経済的な諸条件に加え、気候や地勢等の地理的条件、政治行

政区画の変遷等の歴史的条件、生活様式の共通性等の文化的条件も勘案するこ

とが必要である。

③ 道州の区域例

○ 道州の区域については、様々な考え方があり得る。別紙（本報告書巻末資料

参照）で示した区域例は、現在、各府省の事務を分掌させるため全国を区分し

て設置されている地方支分部局に着目し、基本的にその管轄区域に準拠したも

のである。

④ 道州の区域の画定方法

○ 国は道州の予定区域を示す。

○ 都道府県は、その区域内の市町村の意見を聴き、一定期限内に、協議により

当該予定区域に関する意見（変更案等）を定めて、国に提出できる。

○ 国は、当該意見を尊重して区域に関する法律案を作成する。

⑤ 道州への移行方法

、 、 。○ 道州への移行は 必要な経過期間を設けたうえで 全国において同時に行う

ただし、関係都道府県と国の協議が調ったときには、先行して道州に移行でき

る。

⑥ 道州の議会

○ 道州に議決機関として議会を置く。議会の議員は、道州の住民が直接選挙す

る。

⑦ 道州の執行機関

○ 道州の執行機関として長を置く。長は、道州の住民が直接選挙する。長の多

選は禁止する。



-19-

道州制等に関する検討状況（近年における主なもの）

【都道府県】

No 都道府県 年月 検討組織・報告書など

１ 北海道 13年２月 道州制検討懇話会「道州制 北海道発・分権型社会の展望」

15年８月 「分権型社会のモデル構想－北海道から道州制を展望して－」

２ 15年２月 県の未来研究会「青森県の地方自治の姿」青森県

３ 13年11月 地方分権研究会「あるべき地方の姿」ワーキング・グループ岩手県

「 あるべき地方の姿」報告書」「

４ 14年12月 「道州制」等に関する研究会「分権型社会における地方の姿」秋田県

５ 15年８月 北東北広域政策研究会「地域主権の実現に向けて」北東北三県

６ 静岡県 16年７月 「静岡政令県構想」

７ 滋賀県 17年３月 分権時代の滋賀県のあり方研究会

「分権時代の県のあり方研究報告書」

８ 愛知県 16年11月 「分権時代における県の在り方検討委員会 報告書」

「 」９ 大阪府 16年10月 大阪府地方自治研究会 大阪都市圏にふさわしい地方自治制度

10 島根県 15年12月 島根県地方分権推進協議会

「今後の地方自治制度のあり方に関する論点整理等」

11 岡山県 15年３月 「21世紀の地方自治を考える懇談会 報告書」

12 広島県 16年11月 「広島県分権改革推進計画」

13 山口県 17年１月 県のあり方検討チーム

「分権時代における山口県のあり方について（中間報告 」）

14 沖縄県 16年11月 「道州制等研究会（中間報告 」）

15 神奈川県 16年６月 広域自治制度研究会

16 群馬県 16年７月 道州制や政令指定都市についての研究会

17 徳島県 16年８月 県道州制等研究会

【知事会】

No 知事会 年月 検討組織・報告書など

１ 全国知事会 16年３月 道州制研究会設置

17年３月 「道州制研究会における審議経過」

17年７月 道州制特別委員会設置

２ 中国地方知事会 15年 担当部局長検討会議

３ 四国知事会 17年９月 四国四県道州制研究会（部次長級・若手職員）

４ 九州地方知事会 16年10月 「道州制等都道府県のあり方を考える研究会」中間報告

17年６月 「九州が道州制に移行した場合の課題等について」

【経済団体等】

No 経済団体等 年月 検討組織・報告書など

１ 北海道経済連合会 17年６月 「北海道の目指す姿と道州制」

２ 日本・東京商工会議所 14年２月 「真の地方分権の実現を通じた日本の再生を目指し

て」

３ 全国経済同友会地方行 14年10月 「自ら考え、行動する地域づくりを目指して」

財政改革推進会議

４ 中部経済連合会 14年10月 「道州制移行への提言」

５ 日本経済団体連合会 15年１月 「活力と魅力溢れる日本をめざして」

６ 関西経済連合会 15年２月 「地方の自立と自己責任を確立する関西モデルの提

案」

７ 関西分権改革研究会 16年６月 「関西州（産業再生）特区構想」

17年１月 「分権改革における関西のあり方」

８ 中国経済連合会 16年11月 「広域的な地方自治の実現に向けて」

９ 四国四県経済同友会 17年２月 四国における道州制に関する検討委員会設置

10 九州・山口経済連合会 17年５月 「地方から道州制の推進に向けて」
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(3) 道州制導入により期待される効果

【行政面から】

一般的には、次のような点が挙げられます。

① 国と地方の二重行政の弊害の是正

② 国（特に出先機関）の権能が住民により身近な道州に移譲されることによる行政

サービスの向上

③ 地方分権にとどまらず、自主的・自立的な地域経営を担う地域主権の確立

④ 行財政の効率化

⑤ 広域的課題への対応

⑥ 各地域が持つ多様な資源の有効活用

⑦ 国際競争力の強化 など

【生活面から】

道州制の導入というと、従来の都道府県に代えて、道州を設置する点に視点が行き

がちですが、市町村合併などにより、市町村の行財政基盤が強化され、その上で、住

民に最も身近な市町村に、国及び都道府県から多くの権限と財源が移されるという点

が重要です。これまでは、国及び都道府県が住民サービスの内容に大きく関わってき

ましたが、住民に見えやすいところで、住民の望むサービスの提供が可能になるとい

う点が、道州制のメリットであると考えられます。

【例】

○ 自動車の登録事務やパスポート発給を市町村が行うようになり、遠い陸運支局や県庁に行

かなくて済む。

○ 国道、県道、市町村道の一括管理が可能となり、除排雪などがスムーズに行われる。

○ 幼稚園（文部科学省主管「学校教育法 ）と保育所（厚生労働省主管「児童福祉法 ）のカ」 」

リキュラムや運営を同一にすることにより、保育費負担の軽減や、施設の効率的な運営が可

能となる（幼保一元化 。）

その他、当検討会議で挙げられた期待される効果は、次のとおりとなっています。

道州制導入により期待される効果

○他地域への発信力が増す。

○効果的なインフラ整備が可能となる。

○スケールメリットの発揮。

○行政サービスの向上が住民にとって一番のメリット。

○地方分権の進展により、地域の実情に合った事業実施が可能になる。

、 、○自分たちのことを自分たちで決められるようになれば 地域の特性も活かせるし

極め細やかなサービスも可能。

○新たな産業の創出 （地域産業の融合、海外市場への進出など）。

○「北の食文化」の情報発信。

○地域に合った教育の推進。

○国と地方の役割分担を明確にして、行政サービスは主に市町村が担うことになれ

ば、サービスの低下は無い。
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道州制などによる財政負担軽減効果の試算

「日本再編計画２０１０ （平成14年５月 【全国ベース】○ＰＨＰ総合研究所 」 ）

・府県・市町村合併効果 ▲１４．６兆円

・国と地方の役割再編効果 ▲２４．０兆円

・計▲３８．６兆円

（平成14年12月 【全国ベース】○自由民主党国家戦略本部国家ビジョン策定委員会 ）

・重複行政の解消により中間部分の都道府県職員、国の出先機関職員の２分の１程度の削減

が可能 →▲２．２兆円削減可能

・地方の投資的経費は、徹底的な民間移行と「適財適所」による全体の投資額の見直しによ

り３割程度減少 →▲７．３兆円削減可能

・単純に試算しても、毎年▲１０兆円程度（試算では▲９．５兆円）の財政削減効果

「新しい地域主権型システム実現に向けた提言 （平成17年11月 【全国ベー○全国経済同友会 」 ）

ス】

・府県・市町村合併効果 ▲１２兆円

・地方交付税の超過交付金 ▲１０兆円

・地域計▲２２兆円

・国は▲１１兆円

「地域主権の実現に向けて （平成15年８月 【北東北三県ベース】○北東北広域政策研究会 」 ）

・青森県職員数５，５９３人、岩手県職員数４，９８２人、秋田県職員数４，６６４人が北

東北三県では３，３８２人（約２０％）削減可能

・職員の単純平均給料月額では、年間約１４４億円削減可能

(4) 道州制に対する懸念

道州制に対する懸念としては、従来の都道府県の行政区域が拡大することから、一

般的には、市町村合併の場合と同様、以下のような点が挙げられます。

① 県庁（道州庁）が遠くなって不便になる

② 住民の意見が行政に反映されなくなる

③ きめ細かな行政サービスが期待できなくなる

④ 中心都市への一極集中が進む

⑤ 地域の特色・アイデンティティが失われる

これらの懸念を解消するため、今後、対住民への直接的な行政サービス（福祉や教

育、まちづくりなど）を主として担う市町村の体制整備の強化が望まれます。また、

市町村内のコミュニティの強化や、道州内の（従来の県境を越えた）民間団体やＮＰ

Ｏなどの連携も重要になると考えられます。
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(5) 道州制の枠組みについて

第28次地方制度調査会では、道州制の枠組みについて、検討過程において10数例の

パターン、最終答申では３つのパターンを示しており、本県関係では、東北六県また

は北東北三県の組合せが示されています。

道州制については、枠組みを先行させた議論を行うべきではないとの意見もありま

すが、道州制という新たな制度自体のイメージが県民に浸透していない現状では、枠

組みについて例示することも一つの手段であると考えられます。

ただし、具体的に検討する場合は、国の地方支分部局の管轄区域、人口規模や財政

規模、経済指標に限らず、地理的・歴史的・文化的条件などを総合的に考慮し、十分

なコンセンサス（合意）を得ることが必要であると考えられます （東北六県を中心。

とした県間の結びつきの状況については、巻末資料を参照）

「住民ニーズ分析調査」の結果によれば、広域的な行政の枠組みとしては、全般に

北東北三県 が最も多く 次いで 東北六県 となっていますが 団体では特に 北「 」 、 「 」 、 「

東北三県」の割合が高く、住民では「北東北三県」と「東北六県」の差が小さくなっ

ています。

広域的な行政の枠組み（ 住民ニーズ分析調査」結果より）「

区 分 北東北三県 東北六県 その他

広域連携 住 民 53.2 44.3 2.6

企 業 62.3 36.4 1.3

団 体 78.6 16.7 4.8

都道府県合併 住 民 66.7 30.8 2.4

企 業 86.7 13.3 0.0

団 体 100.0 0.0 0.0

道州制 住 民 50.1 47.3 2.6

企 業 58.8 33.3 7.8

団 体 63.2 31.6 5.3

※「その他」の主なものは、北東北三県＋宮城県、北東北三県＋宮城県・山形県など。
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６ 道州制の導入に向けて

(1) 国の役割

、 、 、道州制は 国のあり方や地方・地域のあり方に関わる問題であり その実現には

（ ） 。国民を巻き込んだ幅広い議論とそのコンセンサス 合意 を得ることが不可欠です

地方制度調査会における学識経験者を中心とした審議の場には、詳細かつ膨大な

検討資料が提出され、専門的な見地から検討が行われてきました。

国においては、地方制度調査会の答申といういわば審議の結果のみではなく、そ

の検討過程における資料を、国民に分かり易い形で提示することが望まれます。

また、道州制に対する国民の関心を高めるためにも、その必要性やメリットのみ

ならず、懸念されること（デメリット）も含めて、国民への情報提供、世論の喚起

のための各種取組みを進める必要があります。

なお、道州制の導入に向けた検討とは別に、真に地方分権型の社会の構築に向け

た取組みを一層推進すべきであると考えます。

(2) 県の役割

県においては、国の場合と同様、県民への情報提供、県民議論の喚起のための各

種取組みを進める必要があります。これまでにも、地方分権シンポジウムや地方分

権出前講座を実施してきており、来年度からは新たに県職員及び市町村職員を対象

とした（仮称）地方分権セミナーを開催する予定と聞いていますが、引き続き、あ

らゆる機会をとらえ、地道な県民意識の醸成に努めることが望まれます。

そのためには、若い人を育てていくことが必要であり、例えば、中・高校生を対

象とした学習の機会を設けることが考えられます。

また、経済団体や企業を対象とした取組み、福祉・医療・教育・観光など分野ご

との取組み、年齢層に応じた取組みを進めることも必要であると考えられます。

(3) 市町村の役割

市町村においては、いわゆる平成の大合併を迎え、新市町村としての体制整備や

一体的なまちづくり、あるいは新合併特例法下における合併に向けた取組みなどが

、 （ ）喫緊の課題となっており なかなか市町村合併進展後の新たな県の姿 道州制など

について検討する暇がないとの声も聞かれます。

しかしながら、地方分権時代においては、住民に最も身近な市町村が行政サービ

スの主体となることが望まれ、国と地方の役割分担、さらに、現在の県及び新たな

道州と市町村の役割分担はどうあるべきかについて、市町村は自らの問題としてと

らえ、地域住民とともに検討していく必要があります。

また、市町村も県と同様に広域的課題を抱えていることから、県内市町村との連

携だけではなく、県境を越えて連携を進めていくことによって、住民にその成果が

一層身近なものとして意識されるのではないかと考えられます。
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(4) 当検討会議の役割

これまで、行政の設置する審議会などにおいては、与えられたテーマについて一

定の方向性や提言をとりまとめた報告書を作成して、その役割を終えることが多か

ったように見受けられます。

、 、当検討会議では 本報告書を取りまとめてその役目を終えるということではなく

フォローアップとその実現までのプロセスにしっかりと責任を持って携わっていき

たいと考えています。

このため、来年度以降、当検討会議委員の活動分野、関係団体などを中心に県民

の参加者を募り、意見交換会などを開催して、当検討会議なりの県民意識の醸成や

県民への情報提供に努めていきたいと考えています。そこには、地域住民の代表者

である県議会議員及び市町村議会議員の参加を促して、意識の喚起を図っていきた

いと考えています。

また、道州制は、単に本県のみに関わることではないことから、まず、お互いに

隣接しており、広域連携の実績も積み重ねてきている岩手・秋田両県の住民の方々

との意見交換にも臨みたいと考えています。

(5) 県民に望むこと

県民に対しては、道州制は、単に行政サービスの提供体制の変更ということでは

なく、自らのまちづくりに直接関わってくる問題であるという意識を持っていただ

きたいと思います。道州制はそれ自体が目的ではなく、地方、地域の個性を活かし

たまちづくりのための手段の一つだと言えます。

市町村合併と同様、道州制により行政区域が拡大することによって、行政と住民

をつなぐＮＰＯなどの中間組織、自治会や町内会などのコミュニティの果たす役割

はより一層大きくなります。そして、地方自治の一翼を担う住民自治のあり方が問

われる時でもあります。

そのためには、何よりも住民一人ひとりが自らの住むまちづくりに関心を抱き、

何から何まで行政に依存するのではなく、自らまず行動を起こすことが重要である

と考えられます。
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その他、当検討会議で出された意見は、次のとおりです。

道州制導入に向けて

○ いつ道州制が導入されるかよりも、いつまでに自分たちが行動を起こして、地

域を変えるという気概が大事。

○ 国から一方的に道州の区割りを示す方法では、住民や地域の反発が大きい。

○ 行政面でのメリットを最大限に活かし、行政サービスの向上が住民にとって一

番のメリットであるという将来展望を住民に示すことが大事。

○ 住民には 「自分たちの地域を良くしていきたい」という意識を持ってもらう、

ことが必要。

○ 子どもの頃から学校で、地域で議論することが必要。北東北の若い人を育てて

いくことが道州制につながっていく。

○ 小学校の修学旅行は是非北東北三県へ。

○ 民意が反映される仕組みを地域全体で作っていくことが必要。

○ 一市町村単位の財産ではなく、北東北地域の、ひいては日本の財産であるとい

う認識を持って誇りにできればいい。

○ 分権時代において権限を実行に移すための職員の資質向上が必要。

、 、 、○ 住民 企業 団体など身近なところから広域連携というアクションを起こして

広げていくことが必要。

○ 県境をまたいだ市町村同士の広域連合を設置して、実績を積み重ねていくこと

も一つの方法。

○ メディアを使って、スポット的なものではなく、時間をかけて北東北をアピー

ルしていく戦略が必要。

○ 道州制は、日本国民の意識のバリアフリー化。

○ 「ミスター、ミズ道州制」というプロの人が伝道師のように啓蒙活動していく

ことが必要。

○ 具体的な中味はともかく、道州制の議論が進んでいるということを普段の会話

から認識を持ってもらうことが必要。

○ シンポジウムのような一方的な情報提供ではなく、ワークショップのように自

ら考えることの方が有効。
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◇「分権時代における県のあり方検討会議」委員名簿

No 項 目 役 職 等 氏 名 住 所 備 考

岩手県立大学
１ 学識経験者 田 島 平 伸 盛 岡 市 座長

総合政策学部助教授

青森県商工会議所青年部
２ 商工会議所 南 谷 信 廣 む つ 市

連合会会長

青森商工会議所青年部
３ 商工会議所 田 中 正 子 青 森 市

20周年記念事業検討室長

日本青年会議所青森
４ 青年会議所 程 川 竜 児 十和田市

ブロック協議会2003会長

八戸青年会議所2005
５ 青年会議所 寺 沢 奈美子 八 戸 市

専務理事

特定非営利活動法人
６ ＮＰＯ 町 田 直 子 八 戸 市

ＡＣＴＹ理事長

７ 地域づくり 南部州デザイン会議議長 米 内 達 郎 八 戸 市

北東北広域連携推進
８ 地域づくり 齋 藤 サツ子 弘 前 市

協議会運営会議構成員

民間企業 身体障害者小規模作業所
９ 佐 藤 真理子 青 森 市

（福祉） スタジオとまと代表

民間企業 ㈱近畿日本ツーリスト
10 浜 名 広 行 青 森 市

（観光） 青森支店営業担当課長

11 市町村職員 三沢市職員 立 崎 裕 輔 三 沢 市

12 市町村職員 五所川原市職員 山 谷 仁 史 つがる市

13 市町村職員 岩木町職員 野 呂 智 子 弘 前 市

（敬称略）
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◇「分権時代における県のあり方検討会議」開催実績

回 年月日 検 討 内 容

第１回 平成17年７月26日 ・講演「新たな県のあり方」～田島 平伸氏

・広域連携について

第２回 平成17年10月７日 ・ 北東北のグランドデザイン」について「

・都道府県合併、道州制について

第３回 平成17年12月16日 ・都道府県合併、道州制について

・県民への情報提供、県民意識の醸成について

第４回 平成18年２月24日 ・報告書（素案）について

「青森県のあり方を考える県民フォーラム八戸」開催実績

回 年月日 検 討 内 容

第１回 平成17年８月25日 ・都道府県合併、道州制について

第２回 平成17年11月８日 ・ 北東北のグランドデザイン」について「

・道州制について

※「青森県のあり方を考える県民フォーラム八戸」は、当検討会議委員の米内氏を座長

として、八戸、十和田、三沢、カシオペア（二戸 、久慈、鹿角の各青年会議所の方々）

に意見交換していただいたものです。



１　東北６県における県・郡の変遷（その１・その２）

２　東北の地形・気候

３　居住地移動の状況

４　自県の高校卒業者（大学進学者）に占める他県の大学への入学者数の割合

５　自県の大学入学者に占める他県の高校卒業者の入学者数の割合

６　代表交通機関別（全機関）都道府県間流動表（年間）

７　都道府県間流動量（代表輸送機関別）―重量―

８　国の地方支分部局の管轄区域及び経済活動範囲の状況

９　道州の区域例１－３（第28次地方制度調査会最終答申より）

10　北東北広域政策研究会報告書の概要

◇東北６県を中心とした県間の結びつきなどに関する資料
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府県統合 明治５ 明治８ 郡区町村編制

国 郡 明治４(1871)(1872)(1875) 明治11(1878)

爾志郡

檜山郡

津軽郡

福島郡

西津軽郡 西津軽郡

北津軽郡 北津軽郡

弘前市

中津軽郡

南津軽郡 南津軽郡

東津軽郡 東津軽郡

上北郡 上北郡

下北郡 下北郡

三戸郡 三戸郡 三戸郡

二戸郡 二戸郡 二戸郡

北九戸郡

南九戸郡

北閉伊郡

東閉伊郡

中閉伊郡

西閉伊郡

南閉伊郡

北岩手郡 盛岡市

南岩手郡 岩手郡

紫波郡 紫波郡 紫波郡

稗貫郡 稗貫郡 稗貫郡

東和賀郡

西和賀郡

鹿角郡 秋田県へ

胆沢郡 胆沢郡 胆沢郡

江刺郡 江刺郡 江刺郡

西磐井郡 西磐井郡

東磐井郡 東磐井郡

気仙郡 気仙郡 気仙郡

本吉郡 本吉郡 本吉郡

登米郡 登米郡 登米郡

栗原郡 栗原郡 栗原郡

玉造郡 玉造郡 玉造郡

牡鹿郡 牡鹿郡 牡鹿郡

桃生郡 桃生郡 桃生郡

遠田郡 遠田郡 遠田郡

志田郡 志田郡 志田郡

加美郡 加美郡 加美郡

黒川郡 黒川郡 黒川郡

仙台区 仙台市

宮城郡 宮城郡

名取郡 名取郡 名取郡

柴田郡 柴田郡 柴田郡

刈田郡 刈田郡 刈田郡

伊具郡 伊具郡 伊具郡

亘理郡 亘理郡 亘理郡

１　東北６県における県・郡の変遷（その１）

旧国郡

磐城国
平県
↓

磐前県
磐前県

宮城県

磐前県

青森県

盛岡県 岩手県

青森県

岩手県 岩手県
５月
岩手県

岩手県

磐前県

岩手県
岩手県 岩手県

磐井郡

水沢県 磐井県

宮城県 宮城県

宮城県

８月
宮城県

陸前国

宮城郡

一関県
↓

水沢県

陸中国

九戸郡

岩手郡

和賀郡

仙台県

九戸郡

閉伊郡

下閉伊郡

上閉伊郡

陸奥国

津軽郡 中津軽郡

北郡

青森県

北海道
開拓使
へ移管

青森県 青森県
青森県

府県制・郡制

明治23(1890)

第２次府県統合

明治９(1876)

渡島国

和賀郡
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府県統合 明治５ 明治８ 郡区町村編制

国 郡 明治４(1871)(1872)(1875) 明治11(1878)

宇多郡 宇多郡

行方郡 行方郡

標葉郡 標葉郡

楢葉郡 楢葉郡

磐城郡 磐城郡

磐前郡 磐前郡

菊多郡 菊多郡

田村郡 田村郡 田村郡

石川郡 石川郡 石川郡

白川郡 東白川郡 東白川郡

白河郡 西白河郡 西白河郡

伊達郡 伊達郡 伊達郡

信夫郡 信夫郡 信夫郡

安達郡 安達郡 安達郡

安積郡 安積郡 安積郡

岩瀬郡 岩瀬郡 岩瀬郡

耶麻郡 耶麻郡 耶麻郡

河沼郡 河沼郡 河沼郡

大沼郡 大沼郡 大沼郡

北会津郡 北会津郡

南会津郡 南会津郡

越後国 蒲原郡 東蒲原郡

陸中国 鹿角郡 鹿角郡 鹿角郡

山本郡 山本郡 山本郡

北秋田郡 北秋田郡

秋田市

南秋田郡

河辺郡 河辺郡 河辺郡

由利郡 由利郡 由利郡

仙北郡 仙北郡 仙北郡

平鹿郡 平鹿郡 平鹿郡

雄勝郡 雄勝郡 雄勝郡

飽海郡 飽海郡 飽海郡

東田川郡 東田川郡

西田川郡 西田川郡

最上郡 最上郡 最上郡

北村山郡 北村山郡

東村山郡 東村山郡

西村山郡 西村山郡

山形市

南村山郡

東置賜郡 東置賜郡

西置賜郡 西置賜郡

米沢市

南置賜郡

石城郡

１　東北６県における県・郡の変遷（その２）

旧国郡 第２次府県統合 府県制・郡制

秋田県

明治９(1876) 明治23(1890)

置賜県

山形県
山形県

秋田県

福島県

相馬郡

双葉郡

若松県

山形県

磐城国

平県
↓

磐前県

秋田県

磐前県

山形県 山形県 山形県

秋田県 秋田県 秋田県

若松県

置賜県 置賜県 置賜県

磐前県 磐前県

羽前国

田川郡

村山郡

南村山郡

置賜郡

酒田県 酒田県 鶴岡県鶴岡県

南置賜郡

羽後国

秋田郡
南秋田郡

若松県

岩代国

会津郡

二本松県
↓

福島県
福島県 福島県

若松県

1887年新潟県へ

８月
福島県

福島県

（資料）「図説青森県の歴史」（河出書房新社）、「日本史広辞典」（山川出版社）
　　　　「角川日本史辞典」（角川書店）ほか
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（資料）国土交通省東北運輸局「第６回東北地方交通審議会」提出資料

　本州の最北端に位置する東北地方は６

県から構成され、南北に縦に長く、中央

を走る高く険しい奥羽山脈によって、青

森県東部、岩手県、宮城県、福島県が面

する太平洋側と青森県西部、秋田県、山

形県が面する日本海側に分けられる。

　また、奥羽山脈に平行して東に北上高

地・阿武隈高地、西に出羽山地が連な

り、山地・山脈が多い地形となってい

る。

　それらの山地・山脈の間には、北上盆

地、横手盆地、山形盆地、会津盆地など

があり、北上川流域には仙台平野、最上

川流域には庄内平野、雄物川流域には秋

田平野、岩木川流域には津軽平野が開け

ている。

　全般的に東北地方の夏は比較的涼しい

が冬は長く厳しい。しかし、高く険しい

山脈が東北地方を東西に分けているた

め、太平洋側と日本海側では気候が大き

く異なっている。夏、太平洋側では「や

ませ」の影響で気温があまり上がらず、

比較的涼しくなる。一方、日本海側では

盆地を中心に高温となることが多い。そ

して冬になると、太平洋側では晴天の日

が続き降雪量も少ないが、日本海側では

低温でくもりの日が多く大雪となる。

　しかし、同じ日本海側でも盆地と平野

を比べると、盆地では大雪となるが平野

では降雪が少ない、などの違いが現れ

る。同じ日本海側と太平洋側の地域で

も、盆地と平野では気候が異なってくる

ため、東北地方は様々な気候を持つ地方

といえる。

２　東北の地形・気候
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（単位：人／年）

（資料）住民基本台帳人口移動報告年報（平成１６年統計表）より作成。

長野県 群馬県 栃木県 茨城県

1,423 1,742
1,040 2,027

1,493 1,747 1,672 1,259

1,391 5,157

新潟県 福島県
930

767

1,313 5,746
756 641

5,764 4,851

山形県 宮城県

3,797

4,346

641

836

556 1,093

2,833
2,315

秋田県

1,360 2,384

岩手県

1,196

1,355

3,015 581

831 694

1,250
519 500 3,888

青森県

3,001～4,000

4,001～

2,216 2,558

３　　居　住　地　移　動　の　状　況

0～1,000

北海道1,001～2,000

2,001～3,000

　平成16年中に都道府県の境界を越
えて住所を移した人の数を表していま
す。同一人が当該期間内に２回以上
住所を移した場合は、その都度、移動
者数に計上されます。

878

2,406 610
772
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（単位：％）

（資料）平成１６年度学校基本調査より作成。

（注．自県の高校から自県の大学への入学者数及び東京都の大学への入学者数を控除した後の割合）

8.2

4.5

5.5 4.0

福島県

2.3
25.2 9.4

12.3

5.5

7.0

20.6 4.4

10.2

8.9

4.120.7

岩手県

長野県 群馬県 栃木県 茨城県

4.2
3.9 5.9

3.2
4.21.5

6.5

新潟県

3.8

2.4

6.7 2.1

山形県 宮城県

3.81.3

25.6

4.4 2.3

19.3

3.3
2.83.5

秋田県

3.0

2.8 1.6

10.2 2.6 3.3

青森県

17.47.915.1～20.0

20.1～

４　自県の高校卒業者（大学進学者）に占める他県の大学への入学者数の割合

0～5.0

北海道5.1～10.0

10.1～15.0

　青森県の高校を卒業して大学へ進
学した人のうち、北海道の大学へ入学
した人の割合は17.4％、北海道の高
校を卒業して大学へ進学した人のう
ち、青森県の大学へ入学した人の割
合は7.9％であることを表しています。
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（単位：％）

（資料）平成１６年度学校基本調査より作成。

（注．自県の高校から自県の大学への入学者等を控除した後の割合）

長野県 群馬県 栃木県 茨城県

6.6
8.5

11.9
6.9

4.0 11.5 9.3 10.6

新潟県 福島県

9.0

5.7

12.8

12.2 16.8
10.2 5.8

9.8

山形県 宮城県

5.7 4.8

22.1

13.7

6.3 10.4

５　自県の大学入学者に占める他県の高校卒業者の入学者数の割合

0～5.0

北海道5.1～10.0

10.1～15.0

　青森県の大学へ入学した人のうち、
北海道の高校を卒業した人の割合は
21.6％、北海道の大学へ入学した人
のうち、青森県の高校を卒業した人の
割合は9.3％であることを表していま
す。

6.5

岩手県

7.7

15.3

16.6

9.1

9.7

22.5

7.2

12.7 27.65.1 8.1

秋田県

15.1～20.0

20.1～

8.6

5.0

17.4 5.3 5.1 9.8 19.8

青森県

21.6 9.3

3.8
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（単位：千人／年）

（資料）第３回全国幹線旅客純流動調査（2000年）より作成。

17

138

29 16

94

337

654
791

長野県 群馬県

827

2,303 1,425

新潟県

栃木県 茨城県

243 3,974
3,456

1,403 3,757

765 4,195

福島県

326

824

3,517
1,319

1,344 699

山形県 宮城県

3,332

2,794

34 41

3,055

秋田県

1,502 2,917

岩手県

9,734

1,265

374 26

592

43 12

1,016 32 26 564

青森県

2902,001～3,000

3,001～

６　代表交通機関別（全機関）都道府県間流動量（年間）

0～500

北海道501～1,000

1,001～2,000

　通勤・通学以外の目的（出張などの
仕事、観光、私用・帰省）で、航空、新
幹線、高速バスなどを利用して移動し
た人の数を表しています。異なる交通
機関を乗り継いだ場合、①航空、②鉄
道、③旅客船、④バス、⑤自動車の順
で代表機関として計上しています。

413
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（単位：トン／３日間）

（資料）第７回全国貨物純流動調査（物流センサス）２０００年より作成。

長野県 群馬県 栃木県 茨城県

3,310 13,575
1,947 17,835

23,511 4,883 10,148 17,379

3,501 15,951

新潟県 福島県

2,412

6,162

17,729 10,111
5,905 3,192

35,310 29,556

山形県 宮城県

15,757

9,451

1,480 834 24,494 15,471

7,855 2,791
1,295 2,531

8,740 12,973

秋田県

7,329 16,337

岩手県

9,734

1,265

7,980 1,720

20,001～

707 1,802

1,389 399 766 5,980

７　都道府県間流動量（代表輸送機関別）―重量―

0～5,000

北海道5,001～10,000

10,001～15,000

　貨物の出発点から到着点までの輸
送量を表しています。Ａ地からＢ地
（30km）までトラック、Ｂ地からＣ地
（500km）まで鉄道、Ｃ地からＤ地
（20km）までトラックで輸送した場合、
輸送距離の最も長い輸送機関（代表
輸送機関：この場合は鉄道）でＡ地か
らＤ地まで輸送したこととします。

6,806 27,635

青森県

15,001～20,000
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地方支分部局 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県

警察庁 管区警察局

防衛施設庁 防衛施設局

管区行政評価局

総合通信局

地方郵政監察局

地方郵政局

公正取引委
員会

地方事務所

矯正管区

地方更生保護委
員会
法務局

地方入国管理局

公安調査庁 公安調査局

財務局

税関 横浜 函館 東京 横浜 東京

国税庁 国税局

厚生労働省 地方厚生局

地方農政局

林野庁 森林管理局 関東

水産庁 漁業調整事務所

経済産業省 経済産業局

地方整備局

地方運輸局 東北 新潟

気象庁 管区気象台

東北

仙台

東北

注．運輸局については、平成１４年７月１日から管轄区域の変更が行われ、秋田・山形は東北運輸局へ、
　新潟は北陸信越運輸局へ移管。

東北

東北 新潟

仙台

東北

東北

函館

仙台

東北

東北

仙台

仙台

東北

東北

東北

東北

仙台

東北

仙台

東北

東北

財務省

農林水産省

国土交通省

省　　　　　庁

内閣府

総務省 郵政事業庁

法務省

電力会社

ＪＲ

日本郵政公社（支社）

大手建設会社（支社） 東北

東北

東北

大手商社（支社）

大手電気機器メーカー（営業本部）

８　国の地方支分部局の管轄区域及び経済活動範囲の状況

東北

東北経済連合会地域経済団体

日本経済新聞（地域経済）

ＮＨＫ（ローカルニュース）

東北

東日本

東北

東北
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人口 面積 総生産 一人当たり一人当たり

税収 所得 指定都市等 国 都道府県 市町村等 都道府県 市町村等

（単位） （人） （k㎡） （百万円） （万円） （万円） （数） （数） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

北海道 5,627,424 83,455 19,635,630 50.60 258 180 3 179,796 17,623 82,134 80,039 3,192 108 3,084

東北 9,634,466 63,987 32,711,690 48.53 251 232 7 301,518 19,183 150,100 132,235 6,684 307 6,377

北関東信越 11,642,927 42,405 43,446,550 55.49 287 232 7 307,337 15,816 155,149 136,372 7,037 290 6,747

南関東 35,356,183 17,483 153,762,788 75.61 327 230 41 764,037 47,542 394,712 321,783 7,197 458 6,739

（東京以外）(22,785,279)(15,380)(71,919,903) (59.10) (288) (191) (18)(463,790)(28,158)(219,301)(216,331)(5,406) (333)(5,073)

（東京） (12,570,904) (2,102)(81,842,885) (105.53) (397) (39) (23)(300,247)(19,384)(175,411)(105,452)(1,791) (125)(1,666)

中部 17,306,944 35,410 72,848,607 65.63 316 211 14 431,679 26,858 199,807 205,014 6,334 368 5,966

関西 21,714,274 31,362 82,353,165 60.34 286 224 22 554,540 32,935 255,347 266,258 6,076 434 5,642

中国・四国 11,761,745 50,602 41,686,449 51.35 266 210 10 354,855 24,806 177,818 152,231 7,427 418 7,009

九州 13,352,022 39,910 43,237,491 47.38 249 261 9 358,486 26,115 181,834 150,537 7,801 369 7,432

沖縄 1,360,830 2,274 3,500,063 36.19 200 41 0 43,407 4,253 23,975 15,179 885 46 839

全国 127,756,815 366,888 493,182,433 61.08 291 1,821 1133,295,655 215,1311,620,8761,459,648 52,633 2,798 49,835

（出典）人口：国勢調査（平成１７年）、面積：全国都道府県市区町村別面積調（平成１６年）、総生産：県民経済計算（平成１４年度）における県内総
　　　　生産、一人当たり税収：地方税・国税合計（平成１５年度決算ベース、国税については一定の按分を行い算出）を人口で割ったもの、一人当たり
　　　　所得：県民経済計算（平成１４年度）における県民所得を人口で割ったもの、市町村数：平成１８年３月３１日現在における市町村の数、指定都
　　　　市等：指定都市、中核市、特例市、特別区の数、公務員数：（国）国の地方支分部局の定数（平成１７年版行政機構図のデータに一定の按分を行
　　　　い、各県単位で算出）、（地方）平成１６年地方公務員給与実態調査、地方議会議員数：平成１６年地方公務員給与実態調査

９　道州の区域例－１（９道州）

市町村数 公務員数 地方議会議員数

　　（注）
　　１　道州の区域については様々な考え方があり得る。ここで示した区域例は、各府省の地方支分部局に着目
　　　し、基本的にその管轄区域に準拠したものである。
　　２　東京圏に係る道州の区域については、東京都の区域のみをもって一の道州とすることも考えられる。

沖縄 

北海道 

九州 中国・四国 

関西 

東北 

中部 

南関東 

北関東信越 
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人口 面積 総生産 一人当たり一人当たり

税収 所得 指定都市等 国 都道府県 市町村等 都道府県 市町村等

（単位） （人） （k㎡） （百万円） （万円） （万円） （数） （数） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

北海道 5,627,424 83,455 19,635,630 50.60 258 180 3 179,796 17,623 82,134 80,039 3,192 108 3,084

東北 9,634,466 63,987 32,711,690 48.53 251 232 7 301,518 19,183 150,100 132,235 6,684 307 6,377

北関東 16,265,220 35,233 54,351,230 55.35 279 268 12 366,781 18,626 182,211 165,944 7,231 322 6,909

南関東 28,302,494 13,716 133,818,971 81.12 343 159 35 631,524 39,990 330,552 260,982 5,303 366 4,937

（東京以外）(15,731,590)(11,613)(51,976,086) (61.61) (299) (120) (12)(331,277)(20,606)(155,141)(155,530)(3,512) (241)(3,271)

（東京） (12,570,904) (2,102)(81,842,885) (105.53) (397) (39) (23)(300,247)(19,384)(175,411)(105,452)(1,791) (125)(1,666)

北陸 5,538,581 22,115 21,374,285 54.24 285 86 4 170,810 11,252 85,685 73,873 3,397 187 3,210

東海 15,021,348 28,423 63,800,620 67.03 319 177 12 361,187 21,882 165,738 173,567 5,174 279 4,895

関西 20,892,685 27,173 79,066,004 60.40 286 207 21 527,291 31,401 240,829 255,061 5,539 396 5,143

中国 7,675,475 31,813 28,293,382 52.19 273 114 7 219,839 15,630 108,152 96,057 4,411 246 4,165

四国 4,086,270 18,789 13,393,067 49.77 251 96 3 135,016 9,176 69,666 56,174 3,016 172 2,844

九州 13,352,022 39,910 43,237,491 47.38 249 261 9 358,486 26,115 181,834 150,537 7,801 369 7,432

沖縄 1,360,830 2,274 3,500,063 36.19 200 41 0 43,407 4,253 23,975 15,179 885 46 839

全国 127,756,815 366,888 493,182,433 61.08 291 1,821 1133,295,655 215,1311,620,8761,459,648 52,633 2,798 49,835

９　道州の区域例－２（１１道州）

　　（注）
　　１　道州の区域については様々な考え方があり得る。ここで示した区域例は、各府省の地方支分部局に着目
　　　し、基本的にその管轄区域に準拠したものである。
　　２　東京圏に係る道州の区域については、東京都の区域のみをもって一の道州とすることも考えられる。

市町村数 公務員数 地方議会議員数

（出典）人口：国勢調査（平成１７年）、面積：全国都道府県市区町村別面積調（平成１６年）、総生産：県民経済計算（平成１４年度）における県内総
　　　　生産、一人当たり税収：地方税・国税合計（平成１５年度決算ベース、国税については一定の按分を行い算出）を人口で割ったもの、一人当たり
　　　　所得：県民経済計算（平成１４年度）における県民所得を人口で割ったもの、市町村数：平成１８年３月３１日現在における市町村の数、指定都
　　　　市等：指定都市、中核市、特例市、特別区の数、公務員数：（国）国の地方支分部局の定数（平成１７年版行政機構図のデータに一定の按分を行
　　　　い、各県単位で算出）、（地方）平成１６年地方公務員給与実態調査、地方議会議員数：平成１６年地方公務員給与実態調査

北海道 

沖縄 

九州 

中国 

関西 

北陸 

東北 

東海 

南関東 

北関東 

四国 
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人口 面積 総生産 一人当たり一人当たり

税収 所得 指定都市等 国 都道府県 市町村等 都道府県 市町村等

（単位） （人） （k㎡） （百万円） （万円） （万円） （数） （数） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

北海道 5,627,424 83,455 19,635,630 50.60 258 180 3 179,796 17,623 82,134 80,039 3,192 108 3,084

北東北 3,967,136 35,948 12,537,993 42.76 237 100 3 134,828 8,035 68,566 58,227 3,250 144 3,106

南東北 5,667,330 28,039 20,173,697 52.57 260 132 4 166,690 11,148 81,534 74,008 3,434 163 3,271

北関東 16,265,220 35,233 54,351,230 55.35 279 268 12 366,781 18,626 182,211 165,944 7,231 322 6,909

南関東 28,302,494 13,716 133,818,971 81.12 343 159 35 631,524 39,990 330,552 260,982 5,303 366 4,937

（東京以外）(15,731,590)(11,613)(51,976,086) (61.61) (299) (120) (12)(331,277)(20,606)(155,141)(155,530)(3,512) (241)(3,271)

（東京） (12,570,904) (2,102)(81,842,885) (105.53) (397) (39) (23)(300,247)(19,384)(175,411)(105,452)(1,791) (125)(1,666)

北陸 5,538,581 22,115 21,374,285 54.24 285 86 4 170,810 11,252 85,685 73,873 3,397 187 3,210

東海 15,021,348 28,423 63,800,620 67.03 319 177 12 361,187 21,882 165,738 173,567 5,174 279 4,895

関西 20,892,685 27,173 79,066,004 60.40 286 207 21 527,291 31,401 240,829 255,061 5,539 396 5,143

中国 7,675,475 31,813 28,293,382 52.19 273 114 7 219,839 15,630 108,152 96,057 4,411 246 4,165

四国 4,086,270 18,789 13,393,067 49.77 251 96 3 135,016 9,176 69,666 56,174 3,016 172 2,844

北九州 8,603,745 17,182 28,810,088 50.20 254 133 6 218,413 17,165 110,543 90,705 4,280 221 4,059

南九州 4,748,277 22,727 14,427,403 42.27 240 128 3 140,073 8,950 71,291 59,832 3,521 148 3,373

沖縄 1,360,830 2,274 3,500,063 36.19 200 41 0 43,407 4,253 23,975 15,179 885 46 839

全国 127,756,815 366,888 493,182,433 61.08 291 1,821 1133,295,655 215,1311,620,8761,459,648 52,633 2,798 49,835

（出典）人口：国勢調査（平成１７年）、面積：全国都道府県市区町村別面積調（平成１６年）、総生産：県民経済計算（平成１４年度）における県内総
　　　　生産、一人当たり税収：地方税・国税合計（平成１５年度決算ベース、国税については一定の按分を行い算出）を人口で割ったもの、一人当たり
　　　　所得：県民経済計算（平成１４年度）における県民所得を人口で割ったもの、市町村数：平成１８年３月３１日現在における市町村の数、指定都
　　　　市等：指定都市、中核市、特例市、特別区の数、公務員数：（国）国の地方支分部局の定数（平成１７年版行政機構図のデータに一定の按分を行
　　　　い、各県単位で算出）、（地方）平成１６年地方公務員給与実態調査、地方議会議員数：平成１６年地方公務員給与実態調査

９　道州の区域例－３（１３道州）

　　（注）
　　１　道州の区域については様々な考え方があり得る。ここで示した区域例は、各府省の地方支分部局に着目
　　　し、基本的にその管轄区域に準拠したものである。
　　２　東京圏に係る道州の区域については、東京都の区域のみをもって一の道州とすることも考えられる。

市町村数 公務員数 地方議会議員数

北海道 

沖縄 

北九州 

中国 

関西 

北陸 
南東北 

北東北 

南九州 

東海 

南関東 

北関東 

四国 
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　○　しかし、道州制については、道州のブロック分けの問題、具体的な制度設計の問

　　題、各自治体を始めとする全国的な合意形成など、クリアすべき課題が残されてお

　　り、全国一律の導入にはなお相当の期間が必要。

　○　一方、市町村合併への取組みが平成17年３月を目途に進められていることを踏ま

　　えれば、県のあり方についても一定の方向性を見出すべき時期。

　○　北東北三県は、歴史的・文化的なつながりが深く、社会経済構造及び産業・生活

　　基盤も似かよっており、観光・環境などの分野で多数の広域連携の実績を積み重ね

　　ているほか、行政だけではなく、民間レベルでの様々な交流・連携の実績があるこ

　　とから、一体感の醸成は他地域に比較してより進んでいる。

　○　このため、国主導により道州制を導入するのではなく、北東北三県の区域を限っ

　　て「ミニ道州制」、あるいは「地方分権推進特区」の導入を図るのが、より現実的

　　な選択。

　○　北東北三県が、単に広域性・総合性を求めて合併するだけでなく、国からの大幅

　　な権限と税財源の移譲により、自主的・自立的な地域経営を担う新しい地方自治の

　　姿。

　○　都道府県合併の手続きと国からの権限移譲の手続き等を規定した「都道府県合併

　　特例法」を提案。

　　　⇒都道府県合併の手続きについては、地方自治法改正法案が第159回国会におい

　　　　て成立（平成16年５月）。

　「北東北広域政策研究会」は、北東北三県の連携強化のあり方、国と地方の役割分担や

望ましい地方自治の姿を検討するため、北東北三県の企画政策部門の若手実務者により平

成14年４月に設置され、平成15年８月に最終報告書「地域主権の実現に向けて」を公表し

ました。

１０　北東北広域政策研究会報告書の概要

　○　道州制は自主・自立の原則のもと、地域のニーズや特性を活かした地域経営を行

　　っていくことが可能であり、国と地方の二重行政の弊害を是正し、地方による総合

　　行政を効率的に展開していくことのできる制度。

　○　また、地方分権社会における広域的自治体の新しい役割・機能を担うことができ

　　るという点で有効なシステムと考えられることから、道州制が都道府県制に代わる

　　望ましい姿。

　○　東北六県は、ある程度の財政規模もあり、これまで様々な面で「東北地方」とい

　　う括りで取り扱われており、経済団体の活動が東北という単位で行われていること

　　や、国の地方支分部局が概ね東北の単位で設置されており、国の権限移譲がスムー

　　ズに行われることが期待できること等から、道州制の括りとして望ましいもの。
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