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【新・地方自治 2008：No.22】 

地方分権改革推進委員会第二次勧告（４）・・・個別出先機関改革 

2008 年 12 月 8 日にまとまった地方分権改革推進委員会（以下「委員会」）第二次勧告の内容紹介、

第 4 回目は、前回の総合出先機関構想に続き個別機関の改革について整理する。 
 

１．個別機関見直し 
総合出先機関構想と同時に、経済財政諮問会議から提示のあった 15 機関について個別の見直しを

提示している。なお、15 機関の対象から外れている財務局、行政評価局などの出先機関についても見

直しを進める必要がある。しかし、今回の委員会審議が経済諮問会議からの提示を受けた形で始動し

たため、見直し対象が限定的となっている。個別出先機関の見直しは、以下の三種類に分けられる。 
 

（1）同一府省における出先機関の統廃合 
第 1 は、同一府省における出先機関の統廃合である。総合出先機関化に該当しない出先機関に

ついて、当該機関と、同一府省内の専ら国が本来担うべき事務を行う他の出先機関の機能・所掌

事務等に親和性がある場合には、現行の組織を廃止し、これらを統合するものである。 
 

（2）府県単位機関のブロック単位機関への統廃合 
第 2 は、府県単位機関のブロック単位機関への統廃合である。都道府県単位の機関が置かれて

いるものについては、現行の組織を廃止して、国の出先機関の事務・権限として残すこととなる

ものを、原則としてすべてブロック単位機関へ集約・統合するものである。 
 

（3）現行の組織のまま 
第 3 は、現行の組織を残すものである。仕分けによる整理の結果、ほとんどの事務・権限を出

先機関の事務・権限として残すこととなる場合であって、かつ、それにより「二重行政」の弊害

やその新たな拡大をもたらすおそれがないと考えられるものについては、現行の組織を残すもの

としている。 
なお、既往の方針に基づき、独立行政法人化による主要な事務・権限の廃止が予定されている

場合であって、独立行政法人化後に国に残る機能を存続させても「二重行政」の弊害やその新た

な拡大をもたらすおそれがないと考えられるものについても、当該機能を担う組織を残すものと

している。 
 

２．出先機関改革推進に向けた考え方 
総合出先機関、そして個別出先機関の見直しを進めるため、委員会勧告を受けて具体的な作業を進

める政府に対して以下の点が要望されている。 
 

（1）工程表作成 
委員会の勧告を踏まえ、地方自治体への事務・権限の移譲と国の出先機関の抜本的な改革を実

現するにあたっては、一定の準備期間が必要になると考えられる。政府に対しては、当委員会が
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本勧告で示した方向に沿って、こうした国の出先機関の改革の具体化に向けた検討に早急に着手

し、これを実現するための工程を明らかにした計画を平成 20 年度内に策定することを要請して

いる。同時に、人員の移管等については、そのための仕組みづくりに一定の時間を要すると考え

られるので、計画策定と並行してそのための検討を進めることを、さらに、こうした改革を強力

に推進するための体制づくりも政府に要請している。 
こうした要請を受けて、政府では 20 年度中に出先機関改革の工程表作成を目指しており、2

月下旬以降、分権担当大臣と各府省大臣との直接的な協議も必要となっている。なお、国の出先

機関について、新組織に移行するまでの間においても、政府においては、厳格な定員管理による

スリム化など減量・効率化を徹底し、簡素で効率的な行政運営に努め、その際には、委員会の調

査で明らかになったものも含め、国の出先機関から関連公益法人等の外郭団体への業務委託や支

出などの見直しを徹底することが必要であるとしている。また、今般の事務・権限の見直し後に

国に残る業務についても、引き続き地方分権を推進していく観点から不断の見直しを行い、将来

的にこれを地方に移譲する方向で検討していくことが必要である。 
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組織改革の方向性（イメージ）

沖縄総合事務局

総合通信局

法務局

森林管理局

漁業調整事務所

地方航空局

存 続

地方農政局 ※

経済産業局

地方整備局

北海道開発局

地方運輸局 ※

地方環境事務所

現行組織を廃止して、国に残る
事務・権限のうち、直轄公共事
業の実施機能以外を統合

地方振興局
（仮称）

ⅰ）府省を超えた総合的な出先機関への統廃合を行うもの

地方厚生局

都道府県労働局

（統合後の）

ブロック機関
都道府県労働局を廃止してブロック
機関に集約し、地方厚生局と統合

ⅱ）同一府省における出先機関の統廃合を行うもの

中労委地方事務所 廃 止

ⅲ）組織を廃止するもの

ⅳ）現行の組織を残すもの

（北海道農政事務所を含む）

※ 地方農政事務所、運輸支局は廃止

※ 労働基準監督署及びハローワークは、ブロック機関の下に置く。

（注２）

（注２）既定方針に沿った独立行政法人化後
に国に残る事務・権限を担う組織を残す。

直轄公共事業の実施

機能を統合

地方工務局
（仮称）

直轄公共事業の実施機能を分離

（組織・定員のスリム化）

地域振興委員会
（仮称）（注１）

（注１）地方自治体との協議機関
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（2）3 万 5,000 人削減 
出先機関改革により、まず総人件費改革などでも定められた約 7,700 人の人員削減を行うとと

もに、直轄国道や一級河川の地方への移管、農林統計等の農政関係の事務の見直しを中心に１万

人程度を出先機関から地方に移す。さらに将来的には、国のハローワークや公共事業関係の職員

の地方への移管を行うことなどにより、出先機関職員のうち、合計３万 5,000 人程度の削減を目

指すべきであるとする試算を第二次勧告は示している。なお、地方振興局（仮称）、地方工務局

（仮称）については、現行の二層制の地方自治制度に基づき府省を超えた総合的出先機関として

地域の民主主義によるガバナンス（統治）や地方との連携を確保しつつ設置するものである。し

たがって、将来、道州制等の新しい行政体制が検討される際には、他のブロック機関とともに地

方政府に積極的に移管が検討されるものであり、新しい国と地方の関係に向けた先駆的移行措置

として位置付けられる。 
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国の出先機関（15系統） 【 20’末定員95,836人】

○厳格な定員管理
▲4,500程度

（▲1,500×３年）

○総人件費改革に
よる合理化減

▲3,200
＜21’・22’の２年間＞

○道路の移管 ▲1,300＋▲1,300？

○河川の移管 ▲3,000

○その他の事務・権限の見直し
▲2,000 ＋▲1,500？

○上記に係る共通管理部門の減
（▲9,100×0.25≒）▲2,300

約▲34,600

国の出先機関改革に関する試算

【 将来的 】

○整備が概成した道路の移管
▲1,100

○その他の直轄公共事業の範囲
の見直し

（5,000×1/2⇒）▲2,500

○上記に係る共通管理部門の減
（▲3,600×0.25≒） ▲900

○ハローワークの縮小
（12,000－重複分⇒）▲11,000

（ 組織の抜本改革のＸデー）

▼
３年程度

６系統 49,273 31,000
（将来）

その他９系統（※） 46,563

▲3,000

▲1,000

▲1,500

▲2,200

（うち森林管理局の独立行政
法人化約▲1,950含む）

（▲7,600×0.25≒）▲1､900

▲400

▲18,000

うち
地方移管▲10,600
スリム化▲ 7,400

▲16,600

うち
地方移管▲12,500
スリム化▲ 4,100

合計（▲34,600の内訳）
地方移管▲23,100
スリム化 ▲11,500

※その他９系統（残るもの）

４６，５６３

３０，０００ （将来）

沖縄総合事務局
総合通信局
法務局
地方厚生局
都道府県労働局
中労委地方事務所
森林管理局
漁業調整事務所
地方航空局

再掲 （将来像）

９６，０００（15系統）
地方移管 （２３，１００）
スリム化 （１１，５００）
総合出先化 （３1，０００）
存続 （３０，４００）

地方振興局
地方工務局
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３．事務・権限と組織の見直しに伴う人員及び財源の取扱い 
 
（１）人員の移管等の取扱い 

仕事を地方自治体に移譲する際には、それに伴い求められる技術や専門性を備えた人材や必要

な財源を地方自治体に確保することが必要である。このためには、国と地方の双方が対等の立場

に立って、真摯に協議する場を設けることが重要である。第二次勧告を踏まえ、国の出先機関の

抜本的な改革を実現するにあたっては、事務・権限の地方移譲に伴う国から地方自治体への職員

の移行等が不可欠となる。また、事務・権限の廃止・縮小や、組織の統廃合等に伴う要員規模の

スリム化が必要となる。その的確かつ円滑な実施をはかるためには、職員の雇用や国と地方を通

じた公務能率の維持・向上について十分な配慮が必要であり、こうした点を踏まえた職員の移行

等の仕組みを、次のように構築すべきとしている。①人材の地方自治体への移管等について総合

的な調整を行うための国と地方を通じた横断的な組織（調整本部）を設置、②人材の移管にあた

って必要となる制度的な措置（退職金の負担、身分取扱い、給与を含む処遇上の取扱い等）の具

体化、③人材の移管にあたっては、地方に移譲される事務・権限を実施するために必要な資質や

能力を備えた人材が十分に確保されるよう配慮、④事務・権限の廃止・縮小や、組織の統廃合等

に伴う要員規模のスリム化については、一定の期限を設けて計画的に実施、この他、国、地方を

通じた人材の有効活用や、国による人的支援の観点から、 例えば「人材交流センター」を設け

るなど、出先機関と地方自治体との間での人事交流（人材交流）の仕組み、国・地方を通じた人

材育成の仕組みの整備について検討すべきとしている。 
 

（２）財源の手当ての取扱い 
事務・権限の地方移譲及び国から地方自治体への職員の移行等に際して、事務の集約化等によ

る効率化・スリム化を前提とした上で、それに伴う財源を確保することが不可欠である。委員会

は、今後、国庫補助負担金、地方交付税、国税から地方税への税源移譲を含めた税源配分の見直

しについて一体的に検討し、地方債を含め分権にかなった地方税財政制度の改革を検討する過程

において、留意すべき事項としている。 
 

（注）文中の図表は地方分権改革推進委員会事務局資料 


