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いをいたしまして︑私の質問とします︒

という取組をしていただきたいというふうにお願

きましたように積極的に導入を促進していただく

いただくべく︑総務省としても︑今御答弁いただ

行政法人の活用︑連携中枢都市圏の推進︑連携中

り方ということにつきましては︑主に︑地方独立

者の人口減少社会に的確に対応する地方行政の在

まとめられた答申でございますが︑その中で︑前

ただいたような諮問を踏まえて御議論いただいて

査会でございますが︑今︑吉川委員が指摘してい

圏の地方行政体制の在り方︑これがメーンイシュ

も今回は人口減少社会における三大都市圏と地方

の中でつまびらかになりますけれども︑少なくと

地制調︑これから開かれるわけでありますが︑そ

の前総務大臣の答弁では︑﹁本日は︑三十一次の

ちょうど三年前︑五月十五日の当総務委員会で

ら答弁をいただきました︒

○吉川沙織君 民進党の吉川沙織でございます︒

枢都市圏以外の広域連携というものが盛り込まれ

ーになります︒﹂と︒もちろん︑後段の部分も大

ありがとうございました︒
今回の改正案は︑第三十一次地方制度調査会答
ております︒

申︑
﹁人口減少社会に的確に対応する地方行政体

きな議論になっているわけですけれども︑まああ

らかた対応できたということでございました︒そ

まず︑地方独立行政法人の活用につきましては︑
地方独立行政法人の業務に申請等関係事務の処理

の中で︑地方独立行政法人法の一部改正も地制調

制及びガバナンスのあり方に関する答申﹂を踏ま

を追加する内容の改正法案をまさに今国会に提出

えたものです︒
第三十次地制調答申を受けた平成二十六年改正

の答申内容を踏まえたものだというお話もありま

それは後ほど問うていきたいと思いますが︑こ

をしまして︑現在御審議をいただいているところ
また︑連携中枢都市圏の推進につきましては︑

こからは︑政省令委任事項への立法府の関与の在

においても私質疑に立ちましたが︑ちょうどその
われております︒その内容は︑
﹁人口減少社会に

既に︑答申を踏まえまして︑隣接する二つの市が

り方を含め︑立法府と行政府の関係について見て

したが︑実はそうではない内容もございます︒

的確に対応する三大都市圏及び地方圏の地方行政

連携し核となる都市の役割を担う複眼型の連携中

いきたいと思います︒

でございます︒

体制のあり方︑議会制度や監査制度等の地方公共

枢都市圏を導入しており︑これまでに圏域が二か

日の夕刻︑第三十一次地制調への総理の諮問が行

団体のガバナンスのあり方等について︑調査審議

所形成されています︒

う随分この委員会でも議論になっておりますが︑

さきの地方自治法改正で導入した連携協約を活用

それから︑連携中枢都市圏以外の広域連携も︑

傾向にありますが︑平成十一年の国会審議活性化

会においても政府参考人の答弁が非常に多くなる

最近︑委員会会議録を見ておりますと︑当委員

を求める︒
﹂というものでありました︒後者はも
前回改正の基となった第三十次地制調も︑答申の

法の成立以降は︑政治主導の政策決定システムを

した政府委員制度が廃止され︑委員会における質

した新たな広域連携手法の検討のため国費による
ですから︑第三十一次地方制度調査会答申に対

疑は原則として国務大臣︑副大臣又は大臣政務官︑

背景は︑人口減少社会における地方自治を見据え
今回の改正で第三十次地制調の積み残しも含め

しては︑おおむねでございますが︑対応できてい

いわゆる政務三役と立法府の議員同士︑つまり議

確立するため︑従来の帝国議会から続いておりま

て結論が出たのかどうか︑総務大臣の御見解をお

ると考えております︒

員対議員で行うことが︑決まりとして︑原則とし

委託事業を実施しております︒

伺いしたいと思います︒

○吉川沙織君 おおむね対応できたと総務大臣か

ての制度改革のはずでございました︒

○国務大臣︵高市早苗君︶ 三十一次地方制度調
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そこで︑参議院事務総長に伺います︒

言ではないと思います︒

技術的事項について説明をどうしても聴かなきゃ
法務委員会の例のように︑反対会派がある中で︑

てそうなっています︒ただ︑行政に関する細目的︑
いけないときに限り政府職員を政府参考人として

○事務総長︵郷原悟君︶ 御説明申し上げます︒

政府特別補佐人につきましては︑国会法第六十

九条第二項において︑
﹁内閣は︑国会において内

り前のようになっていますが︑政府参考人が出席

なっています︒いつもいつものことですので当た

委員会で議決し︑その出席を求めるという制度と

づき理事会で協議を行い︑必要と認めた場合には︑

になっていますが︑政府職員は質疑者の要求に基

日の法務委員会の例︑一件でございます︒

議決を賛成多数により行った例は︑去る五月三十

定の議案審査中︑政府参考人として出席を求める

が︑お尋ねのありました︑特定の政府職員を︑特

平成十一年十月二十九日から施行されております

政府参考人制度は︑第百四十六回国会召集日の

今答弁がありましたとおり︑人事院総裁など五名

用して答弁をされましたが︑政府特別補佐人は︑

○吉川沙織君 今の答弁︑国会法第六十九条を引

めることができる旨定められております︒

おきまして︑委員会は政府特別補佐人の出席を求

ことができる︒﹂こと︑また︑同法第七十一条に

補佐人として議院の会議又は委員会に出席させる

閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため︑両

して政府の職員が委員会で答弁をするというのは

○吉川沙織君 平成十一年に国会を活性化させる

に限って内閣側から委員会に出席させることがで

出席を求める政府職員を特定し︑議案の審査中︑

例外でございます︒本日も委員会の冒頭に政府参

ためにできた法律の下︑政府参考人制度はちゃん

きることを定めています︒つまり︑政府参考人は︑

出席を求める︑これは参議院規則第四十二条の二

考人の出席要求に関する件として全会一致で︑異

と全会一致の議決に基づいて基本的に行ってきま

ここで毎回冒頭議決をしていただいているとおり︑

議院の議長の承認を得て︑人事院総裁︑内閣法制

議なしで議決をされています︒

した︒それを︑その法案の審査中︑包括して多数

例外的なことですから︑この人を呼ばないと技術

包括して政府参考人として出席を求める議決を行

そんな中︑去る五月三十日︑参議院法務委員会

をもって議決を行うということはあってはならな

的︑細目的なことが聞けないから議決をした上で

並びに参議院規則第四十二条の三に規定がありま

において︑組織犯罪処罰法改正案の審査中︑法務

いことだと思います︒政府側の都合で政府職員を

例外的に出席を求めて答弁をしていただいていま

局長官︑公正取引委員会委員長︑原子力規制委員

省刑事局長を政府参考人として出席を求めること

委員会に出席させることを可能にするということ

すが︑今事務総長から答弁があった人事院総裁等

った例はありますでしょうか︒

を理事会の合意なきまま多数で議決しました︒基

にもつながり︑事実上︑政府特別補佐人と同じ効

五名については︑内閣側の都合で︑これは必要だ

す︒この結果︑政府職員は︑私も今日︑自治行政

本は政務と立法府の議員で議論し︑細目的︑技術

果を生むことになるのではないかと︑立法府の立

から︑内閣側の都合で議決を委員会でしなくとも

会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別

的事項についてどうしても説明を聴く必要がある

場として危惧しています︒政府参考人制度の趣旨

出席をできるという︑こういうことになっていま

○事務総長︵郷原悟君︶ お答えいたします︒

ときに限り政府参考人として政府職員の出席を許

と政府特別補佐人制度は本来明確に異なります︒

局長を政府参考人として求めておりますので着席

し︑委員会の議決の上︑委員会で発言させるとす

例えば︑この国会の会期の直前︑一月十八日の

す︒

そこで︑政府特別補佐人制度について参議院事
務総長に伺います︒

る政府参考人の本来の趣旨からすると︑法務委員
会の議決は立法府の自殺行為であると言っても過
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について内閣官房副長官から申出を受け︑私も︑

人の承認に関する件として︑今答弁があった五名

参議院議院運営委員会理事会でも︑政府特別補佐

んが︑最近︑こんな事例がございました︒

張感が欠けているということは言いたくありませ

う︒だからとは言いたくないですが︑行政府の緊

議が始まれば数の力で恐らく通っていくんでしょ

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

の答弁を求めます︒

で答弁をしている政府参考人である自治行政局長

ナンバー法に明記されておりましたＪ︱ＬＩＳの

御指摘のございましたように︑制定当初のマイ

議院運営委員会の理事会でこれを参議院として了

先日︑五月十六日︑当参議院総務委員会でＪ︱

ネットやＬＧＷＡＮの運用︑マイナンバーとすべ

承しました︒

マイナンバー法の成立は平成二十五年です︒し

き番号の生成事務を行うこととされていることか

事務は︑マイナンバーとすべき番号の生成及び通

とを可能にするという意味で国会審議活性化法や

かし︑そのとき法律で定められたＪ︱ＬＩＳの事

ら︑各地方公共団体からの要望も受けて︑Ｊ︱Ｌ

ＬＩＳ法改正の質疑が行われました︒政府参考人

政府参考人制度の趣旨に反するものであり︑立法

務はマイナンバーの付番とその通知事務だけであ

ＩＳが市町村からの委任によってマイナンバーカ

今回の法務委員会における政府参考人の包括議

府の対応として非常に問題であると思っています︒

り︑それ以外は省令に委ねられました︒これに従

ードの発行に関する事務を行うこととし︑その旨

知事務のみでございましたが︑準備段階におきま

私は︑立法府に身を置く議会人の一人として︑

って︑平成二十六年︑地方公共団体の事務である

をマイナンバー法に基づく省令に規定してＪ︱Ｌ

である自治行政局長の答弁︑会議録をよく読んで

与野党を問わずここは矜持を持つべきだと思いま

マイナンバーカードの発行についてＪ︱ＬＩＳに

ＩＳの業務として追加したものでございます︒

決は︑特定の政府職員をあたかも政府特別補佐人

すし︑先ほども少し申し上げましたとおり︑平成

委任することができるとする省令が規定をされま

今般の法改正︑先日御審議いただき可決してい

して︑経済的な効率性の観点︑Ｊ︱ＬＩＳが住基

十一年までは政府委員制度で︑政府委員であれば

した︒結果として︑省令によってＪ︱ＬＩＳの業

ただきましたけれども︑マイナンバーカードの発

分かったことがあります︒

基本的に委員会が議決をして求めなくとも勝手に

務が大幅に拡大し︑業務が拡大してガバナンスの

のごとく政府の意を酌んで委員会に出席させるこ

座って答弁をさせることができる制度でした︒そ

行に関する事務も含めましてマイナンバー法に基

今後︑Ｊ︱ＬＩＳについては︑マイナンバーカー

強化が避けて通れなくなって先日の法改正に至っ
要するに︑平成二十五年に法律を制定するとき

ドの利活用拡大に伴い発行事務の円滑︑適正な実

れを改めたのは︑やはり議員対議員で国会を活性
いう趣旨でしたので︑それを︑政府職員をその法

の立て付けが甘く︑その多くを省令に委ねた結果︑

施が求められることなどから︑更に事務の適正性

づきマイナンバー制度が順次施行されていく中で︑

案の審査中ずっと出席させる議決を包括的に行っ

今次国会におけるＪ︱ＬＩＳ法改正は︑省令を規

を確保するための方策を講じることが必要との認

たものと考えています︒

たということはその趣旨に本当にもとるものです

定してその省令に合うように法律を改正したとい

化して︑議員同士のやり取りで立法をしていくと

から︑悲しい思いでいっぱいです︒

よりまして︑マイナンバーカードの発行に関する

このため︑具体的には︑マイナンバー法改正に

識を踏まえたものでございます︒
今回のてん末について︑五月十六日︑当委員会

逆の手順になったとも考えられます︒

う︑省令が決まって法律改正になるというおよそ

与野党の議席のバランスが大きく崩れている状
態が続く中︑内閣提出法律案も︑数の上では︑国
会に提出をされ︑それが委員会に付託をされ︑審
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に基づき実施する事務を機構処理事務として総務

事務も含めまして︑Ｊ︱ＬＩＳがマイナンバー法
と思っています︒

て︑私はちゃんとそこは見ていく必要があるんだ

の在り方として︑この国会での審議の在り方とし

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

ょうか︒

っちにしてもマイナンバー法制定当時の内容が少

○吉川沙織君 長々と答弁いただきましたが︑ど

内容に関してはその多くが政省令等に委任されて

ついては︑手続面は法律の条文に規定される一方︑

今回の地方自治法等の一部を改正する法律案に

関する通知というのが出されております︒それを

間事業者に委託することが可能な業務の範囲等に

れは︑内閣府が平成二十七年六月に示しました民

まず︑法別表の事務でございますけれども︑こ

大臣の監督権限等の対象にしたものでございます︒

なく︑それを︑それ以外は省令に委ねて︑省令を

踏まえた上で︑改めて関係府省の意見を聞いた上

御指摘のございました地方税法に基づく事務で

います︒衆議院での審議︑一昨日の当委員会での

そこで︑具体的に事例を挙げてお伺いします︒

ございますが︑これは地方税法に基づく納税︑内

変えて業務増えて︑その結果法改正という流れは︑

マイナンバー法に明記されていたＪ︱ＬＩＳの事

例えば︑今回の改正案では︑先ほど総務大臣から

閣府の通知でどういう整理されているかというこ

で必要な調整を行い︑受理や決定といった公権力

務としては番号の生成︑通知事務ということでご

答弁ありましたとおり︑地方独立行政法人の業務

とで申し上げますと︑地方税法に基づく納税証明

審議でも︑論点とされた改正内容は政省令に関す

ざいました︒

に公権力の行使を含む窓口関連業務を追加される

書の交付に関する事務でございまして︑具体的に

その全体の流れは余り変わりないんですね︒

省令に委任規定がございまして︑その後の検討

ことになりますが︑これについては︑定型的な事

は︑証明書の交付請求の受付︑証明書の作成︑証

の行使に係る部分を含めて実施できるように規定

の中で省令でカードの発行事務をＪ︱ＬＩＳに委

務として法案の別表に掲げたものとされています︒

明書の引渡しその他の補助的業務と︑こういうも

る部分が多いです︒ただ︑その内容が明確にされ

任するという規定を置き︑実際に委任がなされて

別表を見ますと︑一から二十四までありますが︑

のが内閣府の通知に掲げられておりまして︑基本

○政府参考人︵安田充君︶ ただいま申し上げた

いると︑こういうことでございます︒

例えば﹁五 地方税法︵昭和二十五年法律第二百

的にこういう内容を想定して︑今後︑関係府省と

したものでございます︒

○吉川沙織君 制定当初はマイナンバーの付番と

二十六号︶による証明書の交付に関する事務であ

協議しながら具体的に定めていく考え方でござい

たとは考えられません︒

通知事務だけであって︑それ以外は省令に委任を

って総務省令で定めるもの﹂というように︑その

とおりでございまして︑法律制定時点においては︑

されて︑省令委任事項で市町村の発行事務をＪ︱

ます︒

する法律案の地独法の窓口関連業務の追加の事務︑

ほとんど全てが政省令で定めることとされていま
省令に委任する内容は国会審議を通じてある程

定型的であって法律の別表に掲げるもの︑一から

ＬＩＳが受けて︑そうしたら業務拡大したと︒業
求められて今回の法改正であったという流れは恐

度は明確にする必要があるとの立場から︑例えば

二十四まであると言いました︒そのほとんどが︑

○吉川沙織君 今回の地方自治法等の一部を改正

らく間違いないことだと思います︒ですので︑何

今申し上げた地方税法による証明書の交付に関す

何々であって政省令で定めるもの︒具体的に五番

す︒

でもかんでも右から左に法案をこの立法府が通し

る事務はどのようなものを想定されていますでし

務拡大したことによって結局ガバナンスの強化が

て︑後は全部政省令に委ねるというのは︑立法府
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りましたとおり︑細かい内容︑ほぼ定型的な事務

事務連絡でございますが︑ここに至極︑今答弁あ

することが可能な業務の範囲等について﹂
︑これ

入札又は民間競争入札等により民間事業者に委託

所・連絡所等における窓口業務に関する官民競争

閣府公共サービス改革推進室︑﹁市町村の出張

お尋ねをしましたら︑平成二十七年六月四日︑内

目の地方税法については何を想定していますかと

ざいます︒

に書いていくと︑このように考えている次第でご

を法律に書いた上で省令に委任して省令で具体的

まして︑極めて細目にわたるということで︑大枠

れを記述していく必要があるということがござい

部という場合もありまして︑限定を掛けながらこ

を引きながら︑しかもその全てではなくてその一

あるいは政省令に規定されている事務を︑各条項

に規定されている事務もございまして︑当該法律

す︒

こういったものが想定しているところでございま

査︑質問のうちの一部︑住民票コードの記載と︑

る住民票の記載のうちの一部︑記載事項に係る調

載関係では︑届出による住民票の記載︑職権によ

覧の請求の受理︑その承認︑それから住民票の記

住民票の写しの交付の請求の受理︑その交付︑閲

ますが︑さらにもう少し敷衍して申し上げますと︑

政省令で定めるものとしておきながら︑内閣府の

国会に提出する法案の別表に掲げる事務は全部

方税法による証明書の交付に関する事務であって

たが︑例えば︑今︑一から二十四ある五番目の地

○吉川沙織君 大枠と細かい話とおっしゃいまし

けれども︑住民票の住所欄が空欄となっている場

の対象業務として想定しているわけでございます

句の修正と︑こういったものは地方独立行政法人

につきましては︑申請書等の突合による単純な字

ただ︑この中で︑例えば記載事項に係る調査等

と考えられるものが事細かに羅列をされています︒

事務連絡では︑ほとんど内容重なっています︒二

政省令で定めるものは何を想定されていますかと

査を行い︑職権により記載する事務につきまして

十四項目のうち十六︑実はこの二十七年の内閣府

実は一番から四番まで書いてある︑その内容を今

は︑裁量性のある︑判断の余地が大きいものとい

合に︑その者の居住実態も含めて住所について調

ですので︑なぜ︑内閣府が二十七年に出して︑

答弁なさいました︒ですから︑基本はおおよそ決

うふうに考えておりまして︑地方独立行政法人の

伺いましたところ︑平成二十七年の内閣府通知に

今総務省の所管だと伺っておりますけれども︑民

まっているんだと思います︒ですので︑本来は国

の通知に細かく事務が定められています︒

間に窓口の委託できる事務を事細かに︑細かく何

この別表に関連してまた伺います︒

きなものを仕分けていく必要があるということで︑

対象事務から除外することを想定しているもので

ど全部政省令に投げてしまっているのでしょうか︒

例えば︑十二番の﹁住民基本台帳法︵昭和四十

かなり細かな規定が必要になるということで省令

会に明らかな形で出してほしかったですし︑出す

見解ありますか︒

二年法律第八十一号︶による住民基本台帳及び戸

に委任させていただいているということでござい

ができる︑何ができる︑何ができると書いておき

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

籍の附票に関する事務であって総務省令で定める

ます︒

ございます︒

内閣府の通知におきましてはこのように書いて

もの﹂における事務は何を想定されていますか︒

○吉川沙織君 なぜ住基のものを伺ったかといい

べきではなかったかと思います︒

あるわけでございますけれども︑これを法律なり

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

ますと︑今答弁の中でおっしゃったので少しは安

ながら︑国会に提出する法律の方ではなぜほとん

政省令に落としていくという作業が必要になって

これも内閣府の通知に書いてあるものでござい

すなわち︑やはり個々の事務ごとに裁量性の大

まいります︒こうなりますと︑当該法律や政省令
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でしょうか︒

的な事務としては︑今議論しておりました法案の

窓口関連業務を追加することになりますが︑定型

地方独立行政法人の業務に公権力の行使を含む

かいと思ったので︑今聞きました︒

も︑
﹂としかおっしゃらなかったので︑これだけ

行政法人の対象業務となると考えられますけれど

書等との突合による単純な字句の修正は地方独立

る事務については︑記載事項の調査のうち︑申請

での局長答弁に︑
﹁例えば︑住民基本台帳に関す

心したんですが︑五月十六日の衆議院総務委員会

政府にお任せくださいというのは余り好ましいこ

できる答弁で︑法律が国会を通過した後︑全て行

的な制約はなくなり︑国会ではいかようにも解釈

例えば︑何とでもなる解釈を付けておけば実質

法府の立場からいかがなものかと思っています︒

で政省令に委任してしまうということは︑私は立

でも局長されていますけれども︑定型的なものま

形で一段階絞り込んでいる等の答弁を衆議院段階

書き方として︑○○に関する事務であってという

当たって︑今やり取りしましたけれども︑別表の

○吉川沙織君 定型的な事務を政省令で定めるに

ざいます︒

○政府参考人︵安田充君︶ 御指摘のとおりでご

いうものも含まれるということでよろしいですね︒

まして政省令の内容につきましてしっかり事前に

うわけではないと思っておりまして︑与党を含め

律が通ってしまえば全てが内閣が決めていいとい

が答弁したとき何と言ったかといいますと︑
﹁法

こういうやり取りの中で同じような問いを︑大臣

そのやり取りの中で︑当時の経済産業大臣は︑

の思いも入れて追加をしました︒

任事項への国会の関与の在り方﹂というのを自分

れ︑私︑本会議の委員長報告の際に︑﹁政省令委

でも政省令委任事項の在り方について質疑が行わ

テム改革の総仕上げの法律でございました︒ここ

は重要広範議案でありましたけれども︑電力シス

電気事業法等の一部を改正する等の法律案︑これ

所属は経済産業委員会にありました︒そのときに︑

では︑続いて伺いますが︑定型的な業務とは何

別表に掲げたものとされています︒

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

判断の余地が小さいものというお答えだったかと

○吉川沙織君 今︑内容について裁量性のある︑

えているところでございます︒

余地が小さいもの︑こういうものを指すものと考

処理が可能なもの︑内容について裁量性の判断の

いたしましては︑客観的︑外形的に一定の手順で

ちろんお答えさせていただきたいというふうに思

ますけれども︑一般質疑等で御質問があれば︑も

ると︑省令であれば大臣の決裁ということになり

これは︑政省令は︑政令であれば閣議で決められ

○政府参考人︵安田充君︶ システムとしては︑

する︑立法府に報告するという機会はありますか︒

今挙げたような政省令制定過程を国会等に報告

しました︒

いただきました︒問題意識については理解をいた

摘︑様々伺いまして︑しっかりと受け止めさせて

○国務大臣︵高市早苗君︶ 今︑吉川委員の御指

御説明をして︑また御意見をいただく機会をつく

思いますが︑五月十八日の衆議院総務委員会の局

っております︒

るときには︑私に︑大臣に協議をするということ

とではないのかと思います︒

長の答弁では︑例えば申請︑届出の受理︑書面等

○吉川沙織君 私︑初当選以来︑この総務委員会

が義務付けられておりますし︑適切に︑やはりこ

定型的な事務でございますけれども︑私どもと

の交付決定など︑専門性は高いけれども定型的な

でずっとお世話になっています︒ただ︑経済産業

れから省令を定めるという段階において︑この国

っていきたいと考えております︒
﹂と答弁なさっ

業務が含まれている︒ですので︑定型的な業務は

委員長の任にあった間は︑もちろん常任委員会の

いずれにしましても︑総務省令を定めようとす

大臣︑何か御見解ありますか︒

ております︒

裁量性の判断の余地が小さいものというのはそう
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今回︑政省令委任事項は多いんですが︑例に挙

と思います︒

あればとおっしゃいましたが︑まあひどいものだ

会が少ないのは︑先ほど局長︑一般質疑の機会も

が一たび通ってしまえば立法府として関与する機

り答弁いただきましたけれども︑なかなか︑法律

○吉川沙織君 慎重に定めるということはしっか

ております︒

意見も伺いながら慎重に定めてまいりたいと思っ

参考にしながら︑そしてまたさらには有識者の御

でも様々な御指摘を賜りましたし︑それを十分に

会でいただいた御議論︑特に三十日のこの委員会

に関する事項﹂とお述べになりました︒だがしか

して︑
﹁第二は︑地方独立行政法人法の一部改正

地方自治法等の一部改正に関する事項﹂
︑間中略

地方制度調査会の答申を踏まえ︑
﹂とし︑
﹁第一は︑

総務大臣は本法案の趣旨説明で︑
﹁この法律案は︑

○吉川沙織君 去る五月二十五日の当委員会で︑

ます︒

すが︑この五法律を改正することにいたしており

された同法︑最後非常に技術的なものでございま

だし書の規定によりなおその効力を有するものと

村の合併の特例に関する法律附則第二条第一項た

法人法︑市町村の合併の特例に関する法律︑市町

は︑地方自治法︑地方公営企業法︑地方独立行政

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

してきたんでしょうか︒

回︑地方自治法の大きい改正と一緒にまとめて出

時会に法案は提出できたと思うんですが︑なぜ今

ます︒であれば︑昨年の常会︑若しくは昨年の臨

その報告書は平成二十七年の十二月に出されてい

法人制度の改革に関する研究会というのがあって︑

成二十六年に改正になっています︒地方独立行政

まえて出されたものは︑実は国の独法通則法は平

○吉川沙織君 今回︑国の独法通則法の改正を踏

思っております︒

その点は触れさせていただいているというふうに

ざいまして︑提案理由︑趣旨説明におきましても

地方独立行政法人制度を︑人口減少社会において

げたのは地方独立行政法人法の改正案に関するも

申を踏まえた改正︑これ冒頭大臣から答弁もあり

外部資源の活用という点で第三十一次地方制度調

二つあると思っておりますけれども︑一つは︑

ましたが︑これだけではなくて︑実は平成二十六

査会でその活用について議論がなされていたと︑

し︑後者の地独法の改正は第三十一次地制調の答

地方独立行政法人法の一部改正案ではなくて地方

年に国の独法通則法が改正になっています︒これ

並行して議論がなされていたということが一つで

のでした︒本日議題となっておりますのは︑実は
自治法等の一部を改正する法律案です︒

を踏まえた改正であるということは︑この白表紙

ございます︒

在り方について伺います︒

そこで︑今度は立法府たる国会への法案提出の

の総務省が出してきたやつにもちゃんと書いてい

今回︑内閣から国会に提出されておりますのは︑

国会に提出しているということが見て取れます︒

正する法律案で︑本則で三本以上の法律を束ねて

えたわけではなくて︑平成二十六年の国の独法通

いかといえば︑全てが地制調の答申の内容を踏ま

ですから︑必ずしもその法案の趣旨説明が正し

政法人のガバナンスの強化ということでございま

六年の国の独立行政法人通則法の改正も︑独立行

内容でございます︒御指摘ございました平成二十

方公共団体のガバナンスの強化ということが主な

もう一つは︑今回の地方自治法の改正でも︑地

どのような法案が何本束ねられているのか︑総

則法の改正を踏まえた内容があると書いてあるん

した︒したがいまして︑この地方独立行政法人の

ます︒

務省に伺います︒

ですから︑その認識で︑局長︑合いますね︒

ガバナンスの強化の改正内容と地方自治法のガバ

今申し上げましたとおり地方自治法等の一部を改

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

○政府参考人︵安田充君︶ 御指摘のとおりでご

今回の地方自治法等の一部を改正する法律案で
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片や︑地方独立行政法人のガバナンス強化を含

律で改正になっています︒

議決定がなされて︑半年以内の平成二十六年の法

正は︑平成二十五年十二月二十四日に基となる閣

閣議決定されています︒国の独法通則法の一部改

方針﹂で︑これは平成二十五年十二月二十四日に

いるのは﹁独立行政法人改革等に関する基本的な

常会で成立をしています︒その前段の基となって

○吉川沙織君 国の独法通則法は平成二十六年の

お願い申し上げているということでございます︒

とで︑今回まとめてこれを改正するということで

ナンスの強化の内容︑通ずるものがあるというこ

いしましたし︑自治行政局長が自治財政局長のと

○吉川沙織君 最近︑去年は何回か大臣にもお伺

願いしているということでございます︒

るものがございましたので︑併せて今回改正をお

の地制調答申を受けてのガバナンスの強化と通ず

立行政法人のガバナンスの強化︑これ地方自治法

しれないのでございますけれども︑今回の地方独

先ほどと同じようなお答えになってしまうかも

○政府参考人︵安田充君︶ お答えいたします︒

が︑総務省︑どうでしょう︒

て出してくるべきだったんではないかと思います

ンスを強化した上で︑今回は今回で別の法律とし

す︒でも︑だからこそ︑議会としてのチェック機

がら否めない︑否定できない側面だと思っていま

ら左に通っていくような状況であるのは︑残念な

れ︑審議に入れば︑よほどのことがない限り右か

一目瞭然で︑国会に法律が提出をされ︑付託をさ

っかりと︑右から左︑今の議会構成を見ればもう

た︒私は︑立法府に身を置く者の一人として︑し

のルールについて主に質問をさせていただきまし

を中心に︑立法府と行政府の在り方と立法府の中

今日は︑地方自治法等の一部を改正する法律案

ったのではないかというのが私の思いであります︒

一次地制調の答申を踏まえた内容で出すべきであ

スの強化でちゃんと法律を出して︑今回は第三十

て出してくることが多くなっています︒そうなる

きにも実はお伺いしているんですが︑国会に法律

出ずに︑今回地制調の答申を踏まえた内容と一緒

と︑法案名︑議題となっている法律に関してはし

○森本真治君 民進党・新緑風会の森本真治です︒

む改正案は︑その基となる研究会報告書が平成二

くたに出てきました︒しかも︑その内容はガバナ

っかり議論がある程度︑論点も明確で︑なされる

私からは︑まず学校法人加計学園の獣医学部新

能を果たしていくのが私たちの役割ということを

ンスの強化であります︒先ほど︑Ｊ︱ＬＩＳ法の

んですが︑その中に入ってしまうと︑どんなに大

をまとめて出してきて︑
﹁等﹂で三本以上くくっ

改正を例に取りましたけれども︑Ｊ︱ＬＩＳ法の

きい論点があっても隠れていて︑ほとんどこの立

十七年の十二月に出されながら︑去年の常会には

改正も︑ガバナンスの強化が必要ということで︑

法府の場で審議すらされないということも残念な

申し上げて︑私の質問を終わります︒

今回︑もう通過していますけれども︑法律が改正

がら散見をされています︒

加は様々な論点があります︒ですから︑地方独立

で︑今回いろいろ議論ありました︒窓口業務の追

化を︑去年法律をちゃんと出して︑質を高めた上

今回も︑先に地方独立行政法人のガバナンス強

も︑追加するのであれば︑それは︑去年ガバナン

を結局政省令にほとんど委ねられていますけれど

それと︑地方独立行政法人も︑今回いろんな業務

審議をしてガバナンスの強化が図られています︒

ですから︑本来︑国の独法通則法はそれだけで

公開制度を推進する所管省でありますので︑本日

総務省は国民に対する政府の説明を全うする情報

説明を求めていきたいと思います︒その意味で︑

す︒我々としても︑国会のあらゆる機会を通じて

う丁寧に説明責任を果たしてもらう必要がありま

透明な部分も多く︑政府には国民が納得できるよ

この問題についての一連の経過については︑不

設計画についてお伺いします︒

ありがとうございました︒

して成立をしております︒

行政法人を受皿とするのであれば︑そこのガバナ
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