
平成 23 年全国市長会の主な動き 
 

○  ６月８日、第 81 回全国市長会議を開催。 

冒頭、東日本大震災により亡くなられた方々に対し黙とうを捧げた後、森会長並

びに被災自治体を代表して奥山・仙台市長からあいさつ。 

「東日本大震災に関する緊急決議」、「原子力発電所の事故と安全対策に関する緊

急決議」、「地震・津波防災対策の充実強化に関する緊急決議」、「真の分権型社会の

実現を求める決議」、「基礎自治体の果たしている役割を踏まえた社会保障と税の一

体改革に関する決議」を決定。 

同会議において、森・長岡市長が会長に再選。 

 

○  ３月 11 日に発生した平成 23 年東北地方太平洋沖地震の被災者の救援・救護、

被災地域の早期復旧及び復興を支援するため、３月 12 日、森会長を本部長とする

「平成 23 年東北地方太平洋沖地震災害対策本部」を設置。 

東日本大震災復興構想会議検討部会に森会長が部会長代理として参画し、６月に

「復興への提言～悲惨のなかの希望～」を取りまとめ、大震災関係法案としては、

「復興庁設置法」、「東日本大震災復興特別区域法」、「東日本大震災に対処するため

の特別の財政援助及び助成に関する法律」、「東日本大震災における原子力発電所の

事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者

に係る措置に関する法律」等が成立。 

 

○  ３月 11 日以降の本会災害対策本部の取組として、被災市町村に対する人的支援、

緊急災害支援掲示板の設置、全国市長会東北地方太平洋沖地震義捐金口座の設置等

を積極的に実施。 

・  被災市町村に対する人的支援 

総務省、被災県及び全国町村会との協力により、東日本大震災の被災市町村に対

する全国の市町村からの人的支援を実施。短期を中心とした職員派遣として、417

市区町村から 1,148 名を派遣するとともに、中長期的な職員派遣として、166

名を派遣（11 月 18 日現在）。 

９月８日、被災市町村における短期的かつ緊急的な職員派遣のニーズに迅速に対

応するため、本会ホームページ内に「短期的・緊急的な職員派遣に係る掲示板」を

全国町村会と共同設置。 

 



・  緊急災害支援掲示板の設置 

3 月 16 日、東日本大震災の被災者の救援・救護の推進等を推進するため、支援

要請都市・県市長会と応援申出都市・都道府県市長会との具体の人的、物的支援情

報の橋渡しをする「緊急災害支援掲示板」を本会ホームページ内に設置。被災地応

援申出掲示板に延 199 市、被災地支援要請掲示板に延 52 市の申し出。 

・  全国市長会東北地方太平洋沖地震義捐金口座の設置 

３月 16 日、東日本大震災被災地への義捐金について本会に義捐金口座を設置。

11 県市長会・88 都市から 12 億 6,770 万円余の入金があり、2 支部・7 県市長

会・20 市に対して送金。 

・  復興構想会議の状況報告と意見照会 

政府の復興構想会議及び検討部会の状況報告を行うとともに、同会議に被災 

自治体からの具体的な要望を反映させるための意見募集スキームを設置し、活用

（５月２日）。 

 

○  ９月７日、政策推進委員会を開催し、「野田新内閣発足に当たっての緊急要請」、

「円高是正対策と迅速かつ果敢な経済・雇用対策の早期実施に関する緊急提言」を

取りまとめ、正副会長等により関係方面に面談要請。 

また、急激な円高の進行・高止まりや歯止めのかからないデフレの進行に対し、

11 月 17 日、理事・評議員合同会議において、円高・デフレの総合的な経済対策

と地域経済の活性化に関する重点提言等を決定し、関係方面に提出。 

 

○  ４月 28 日、「国と地方の協議の場に関する法律」等が成立したことに伴い、 

６月の全国市長会議等において、本会会則並びに政策推進委員会設置要綱を改正。 

これまで国と地方の協議の場は臨時会合を含め８回、社会保障・税一体改革 

分科会は４回開催。 

 

○  ４月 28 日、地域主権改革一括法（第１次）が成立。 

また、８月 26 日には、第 2 次の義務付け・枠付けの見直し及び基礎自治体への

権限移譲を内容とする地域主権改革一括法案（第２次）が成立。 

 

○  ８月 24 日、第 30 次地方制度調査会が設置され、地方自治法の一部改正や大都

市制度のあり方等について諮問。委員に森会長、臨時委員として林・横浜市長が参

画。 

 



12 月 15 日、総会で地方自治法改正案に関する意見を取りまとめ、総理へ提出

するとともに、今後は、大都市制度等について審議。 

 

○  6 月３日、政府は、国家公務員制度改革関連４法案を国会に提出。地方公務員の

労働基本権の在り方については、国家公務員の労使関係制度に係る措置との整合性

をもって速やかに検討。 

7 月 5 日、総務省が取りまとめた「地方公務員の労使関係制度に係る基本的な

考え方」に対し本会としての意見を提出し、慎重な検討を要請するとともに、７月

13 日、本会に「地方公務員制度改革検討委員会」を設置し、検討。 

 

〇  12 月 10 日、平成 24 年度税制改正大綱（地方税関係）において、固定資産税

の見直しが行われ、来年度の評価替えで見込まれる固定資産税の大幅な減収を圧縮

するため、地価高騰時の平成 9 年度に導入された住宅用地課税に係る課税標準額

の据置特例を、15 年ぶりに廃止することを決定（商業地等については、現行どお

り）。 

また、車体課税の見直しが行われ、自動車重量税（国税）を減税（1,500 億円

規模）するとともに、自動車重量税及び自動車取得税（都道府県税）のエコカー減

税を 新の燃費基準に切替のうえ、3 年間延長することを決定。 

 

○  地域自主戦略交付金の市町村向け補助金等の一括交付金化について、本会は、 

都道府県の執行状況や東日本大震災の対応等を踏まえつつ、その制度設計に当た

っては、団体間・年度間の事業費の変動等も考慮したうえで、国と地方の協議の場

等で都市自治体と十分協議し合意形成を図るとともに、各自治体の事業執行に支障

が生じることのないよう、現行の補助金等総額を十分に確保するよう要請。 

政府は平成 24 年度において、投資補助金の交付金化について、都道府県に加え

新たに政令指定都市を対象（総額 8,329 億円うち政令指定都市分 1,239 億円）

とするとともに、経常補助金の交付金化については引き続き検討。 

 

○  ３月 31 日、子どもに対する手当制度について、いわゆるつなぎ法である「国民

生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関す

る法律の一部を改正する法律」が成立するとともに、８月４日の民主党・自由民主

党・公明党の３党合意に基づく「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関

する特別措置法」が８月 26 日に成立。 

11 月７日、子どもに対する手当の恒久化に当たり、国・地方の負担割合を１対



１とする厚生労働省の提案が唐突に出され、11 月 29 日、「国と地方の協議の場」

（第２回臨時会合）において、正式に地方側に提示。これに対し、地方側は、国・

地方の負担割合を１対１にすることは地方を逆なでするもので、地方増収分

5,000 億円を更に何の裁量もない地方負担に乗せるという話を認めてしまったら、

「中央集権」「地方隷属」以外の何ものでもない、国が誠意を見せないことには議

論することも出来ない、政府は汗をかいて再提案すること等を主張。 

こうした地方の強い要請を受け、12 月 20 日、「国と地方の協議の場」（第３回

臨時会合）が開催され、政府からは、当初提案の「国・地方の負担割合１対１」を

撤回し、一般財源化等もからませながら、旧児童手当並みの「国・地方の負担割合

２対１」とする案を再提案し、地方側も概ね了承。 

子ども・子育て新システムについては、７月 27 日、「子ども・子育て新システ

ムに関する中間とりまとめ」が行われ、本会は、①国、地方等の負担のあり方、既

存の財政措置との関係など費用負担のあり方、②子ども・子育て包括交付金（仮称）

のあり方、③国における所管のあり方、④地域の実情に応じた地方の裁量の仕組み

のあり方等の検討課題について、都市自治体等と丁寧に協議を行い、理解を得た上

で、成案を取りまとめるよう引き続き要請。 

 

○  ６月 13 日、「国と地方の協議の場」（第１回）が開催され、政府の社会保障改革

成案に対し、地方六団体は、地方単独事業を排除して国の制度のみを取り上げてい

ること等に対して強く遺憾の意を表明するとともに改革成案自体に反対。 

６月 30 日、政府・与党社会保障改革検討本部において、地方単独事業を含めた

「社会保障・税一体改革成案」が決定されるとともに、11 月 10 日、総務省は、

平成 22 年度決算における社会保障関係の地方単独事業の調査結果を公表（総合福

祉、医療、介護・高齢者福祉、子ども・子育て、障害者福祉、貧困・格差対策など

７分野６．２兆円、社会保障４経費で 5.1 兆円の規模）。 

11 月 17 日、12 月８日、12 月 12 日開催の「社会保障・税一体改革分科会」

等において、国は対象となる地方単独事業は「社会保障４経費であること」、「給付

であること」、「制度的に確立されたものであること」の考え方に基づき厳格に整理

すべきである、とするのに対し、地方側からは、国の制度との関連や統計上の形式

的な整理ではなく、住民の視点に立って現実に合理的なニーズがあるか否かに基づ

いて総合的に判断すること、住民に現物サービスそのものを提供している保健師等

のマンパワーに係る人件費、住民ニーズに対応するため実施せざるを得ないものと

して全国的に実施しているもの等については、税収配分の基礎に含めること等を主

張。 



12 月 29 日、「国と地方の協議の場」（第５回臨時会合）において、これまでの

地方の主張を踏まえ、保育士等のマンパワーの人件費も対象とする、「制度として

確立された」こととは杓子定規でなく実質的に捉えることとし、対象とする地方単

独事業を 2.6 兆円、消費税の増収分５％のうち 1.54％を地方分とすることを提示

し、地方側もこれについて評価。 

社会保障・税番号について、6 月 30 日、政府・与党社会保障改革検討本部は 

「社会保障・税番号大綱」を決定するとともに、１２月１６日、社会保障・税に

関する番号制度に関する実務検討会で「社会保障・税番号制度の法律事項に関する

概要」を決定。 

本会の「共通番号制度等に関する検討会」は、１月 27 日、４月 25 日、6 月

24 日に本会としての意見を提出。 

 

○  ５月 30 日、「生活保護制度に関する国と地方の協議」の初会合を開催。同協議

は、厚生労働省政務三役、知事、市長並びに町長で構成され、本会から岡﨑・高知

市長、阿部・川崎市長が参画。 

初会合において確認された当面取り組むべき事項について、８回にわたる事務レ

ベル会合での議論を踏まえ、12 月 12 日、「生活保護制度に関する国と地方の協

議に係る中間とりまとめ」として合意。引き続き検討を要する事項については、 

継続して協議予定。 

 

○  10 月 26 日、関税撤廃が原則の環太平洋戦略的経済連携協定（TPP）の交渉参

加については、日本の農林漁業はもとより、関連産業、地域経済、更には被災地東

北の基幹産業である農林漁業の復興にも大いに影響を及ぼすことが懸念されるこ

とから、詳細な情報の開示、十分な議論、国民的な合意を得た上で慎重に判断する

よう求めた「環太平洋戦略的経済連携協定交渉に関する緊急意見」を内閣総理大臣

はじめ農林水産大臣等に提出。 

さらに、11 月 17 日、経済連携協定のあり方に係る適切な対応等を求めると 

ともに、東日本大震災からの復旧・復興、農業者戸別所得補償制度、農業農村 

整備事業の推進を要請する「農業の再生に関する意見」を農林水産大臣に提出。 

 

○  10 月 6・7 日の両日、鹿児島市において「都市の魅力と交流戦略～地域資源×

公共交通＝地域活性化～」をテーマに第 73 回全国都市問題会議を開催。全国から

約 2,000 人の参加を得て、自然や文化、歴史、食などの地域資源や公共交通を 

大限に生かした交流戦略について熱心に討議。 


