
第２次改訂にあたって

　初版を上梓して以来 10 年近くの歳月が流れました。
　この間に
（1�）　第２次地方分権が、第１次に比べればマスコミなどに取り上げられ
ることは少なかったものの、義務付け・枠付け規定の廃止、縮小など
着実に進展したこと
（2�）　個性的な首長が登場し、それまでの地方自治制度が予期していな
かったことを行ったため、地方自治法が改正されたり、新たに特例法
などが制定されたこと
（3�）　地方分権の進展に伴い、条例の対象領域が拡大。実際に多くの条例
が制定されたため、これらの条例を分類、整理し、問題点などを指摘
する必要が生じたこと
（4�）　マイナンバー法など地方自治制度に影響する法律が制定されたこと
（5�）　空知太神社判決など地方自治をめぐる判例も積み重なってきたこと
などの変化やうねりがありました。
　これらの変化やうねりの中には、逆流や溢

いつ

流
りゅう

もありましたが、地方
分権は大きな流れとなって、逆流や溢流すらも取り込んで、より逞

たくま

し
く、着実なものとなってきました。
　こうした変化については、その都度、第１次改訂版の発行、追録など
の補完措置を講じてきましたが、体系的に全体像を描くまでには至りま
せんでした。

　この度、平成 26 年の地方自治法改正で第２次地方分権が一段落し、
現時点での地方自治の全体像を描くことが可能となりましたので、初版
の骨子と分かりやすさを残しながら、新たな制度を追加したり、古く
なった説明を削除したり、書き方を変えたりして、大きく変更いたしま
した。
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　この本では、第 1章～第 11 章で、平成の地方分権後の最新の地方自
治の姿を描き、第 12 章で「新しい地平（フロンティア）」と題して、制
度面の変化、現象面の変化など変化の種々相を描き、併せて、地方分権
が取り残したもの、今後の方向などについても解説しています。
　最新の地方自治の姿を制度面のみならず現象面を含めて把握するため
の入門書としてお読みいただければ、筆者としてこれにすぐる喜びはあ
りません。
　第２次改訂版の発行にあたり、改正条文や判例など丹念にチェックし
ていただいた学陽書房の宮川純一さんに心から感謝いたします。

　　 2015 年８月

平谷英明
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₁　自治体の種類

　

 イメージしやすい自治体─市町村と都道府県 

　１章では、自治体という総称を使って説明しましたが、皆さんは多
分、今住んでいる市と県あるいはふるさとの町や村と県などを頭に描き
ながら読み進められたことでしょう。
　実際に、わが国の場合には、身近な自治体として市町村があり、市町
村を含む広い自治体として都道府県があります。
　また、市町村が身近で、私たちの暮らしに直接関係する多くの業務、
例えば婚姻届、出生届、転入・転出届、印鑑登録、高齢者の無料パスの
交付などを行っていますので、市町村役場の窓口に行った経験のある人
は多いでしょう。
　一方、都道府県の場合は、パスポートの取得や消費生活センターへの
相談くらいしか都道府県庁（出先のサービスセンターを含む。）に行く
機会がなく、私たちにとってやや縁遠い存在というイメージではないで
しょうか。
　そうした両者の性格から、市町村は基礎的地方公共団体、都道府県は

どんな自治体があって、
どんな仕事をしているのか2章

　地方公共団体には、普通地方公共団体としての市町村と都道府県及び特別地
方公共団体としての特別区、一部事務組合などがあります。このうち、普通地方
公共団体には１章で説明した住民自治と団体自治が憲法上保障されています。
　都道府県は呼び方の違い以外に基本的な差異はありませんが、市町村には人
口やできる事務などで差異があります。また、市は人口やできる事務などで、
政令指定都市、中核市、一般市の３つのカテゴリーに分類されています。

ここ ポイントが



1　住民の範囲

 会社や外国人も住民 

　私たちはどこかに安心して睡眠のとれる休息の場を設け、そこをベー
スに職場（職場と住宅が同じ場合もあります。）や学校に通い、家庭を
作り、子供を育てています。
　こうした生活の基礎となる場所を住所と言います（民法 22 条は「各
人の生活の本拠をその者の住所とする。」と規定しています。）。
　私たちは、私たちの住所のある自治体の住民となります。より詳しく
言えば、住所のある市町村の住民となり、かつ、その市町村を含む都道
府県の住民となります。そして、その自治体から住民としての様々な
サービスを受けたり、その自治体に税金を納めたりします（自治法 10
条）。
　 13 頁で住民自治について、同好会の会員の例で説明しましたが、同

私たちは自治体の住民
─ 住民の権利と義務3章

　私たちは、生活の本拠となる住所がある市町村の住民及び都道府県の住民と
なります。住民には日本人のほか、外国人や企業、公益法人などの法人も含ま
れます。日本人の住民は住民基本台帳に登録され、住民基本台帳番号が付され
ます。この住民基本台帳番号により各種証明書の取得が容易になるなど住民の
利便性が増加しています。
　また、平成 21 年の制度改正により永住外国人なども住民基本台帳に登録さ
れるようになりました。
　さらに、マイナンバー法に基づく国民一人ひとりのマイナンバーにより、税
や社会保障の面で利便性が増すと期待されています。

ここ ポイントが



 住民票コードからマイナンバーへ 

　住民には、平成 14 年８月から基本４情報（氏名、生年月日、性別及
び住所）とリンクした住民票コードが付され、転入転出手続きの簡素化
など各種サービスがより簡単により便利に受けられるようになりまし
た。
　この住民票コードに関して、自治体や国民の中には、プライバシー保
護の観点や、万一の事故などで自己の情報が漏えいするおそれなどか
ら、住民基本台帳番号からの離脱を希望される方もいました。
　そこで、憲法 13 条の幸福追求の権利をベースに離脱を求める訴訟が、
数件提起されましたが、最高裁は、住民基本台帳ネットは住民サービス
の向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われて
いること、漏えいなどの「具体的な危険」が認められないことなどの理
由で、自治体や国民の要求を退けています（住基ネット訴訟最小判平成
20 年３月６日）。最終的には、平成 23 年５月、札幌高裁判決に関する最
高裁確定により、すべての住民基本台帳ネット訴訟が終結し、住民票
コードの正統性が確定しました。
　また、実際の運用においても、一部の自治体や国民が心配していたよ
うなトラブルは発生しませんでした。
　こうした実績も踏まえ、平成 25 年５月に、行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律（いわゆるマイナン
バー法）など関連四法が制定され、マイナンバー制度が導入されること
となりました。

 マイナンバーでより便利に 

　マイナンバー法の施行に向けて、市町村では次のような業務を行って
いくこととなります。
（１�） 平成 27 年 10 月から、住民票コードを変換して得られる番号（マイ
ナンバー）を「通知カード」により、住民に通知
（２�） 個人情報保護条例など関連する条例の改正
（３�） マイナンバーを自治体独自で活用する場合は、関連する条例の制定
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１　地方分権で、何が変わったのか
　

　
　
　

 私たちの生活にも大きな影響 

　平成の地方分権で、この国のかたちに大きな変化が生じました。
　具体的に目に見える変化を中心に変ったと実感できるものについて順
次見ていきましょう。

 市町村長、知事、国会議員の流動性の増加 

　平成の市町村合併で市町村の区域が拡大し、人口も増加したことによ
り、市町村長の選挙が、知事の選挙や参議院議員選挙（選挙区）に近く
なってきました。
　また、一方で衆議院議員選挙が小選挙区比例代表並立制になったこと
に伴い、全国が 295 の小選挙区に分けられたため、国会議員の選挙区
が、市長の選挙区と同じ、あるいは、市長の選挙区よりも狭いという事
態が生じました。
　この結果、
　 （1） 市町村長から国会議員に（ニセコ町長、山越村長など）
　  国会議員から市町村長に（名古屋市長、浜松市長など）
　 （2） 知事から国会議員に　　 （佐賀県知事など）

新しい地平
（フロンティア）12章

　地方分権の進展で、従来にも増して意欲と能力のある首長や議員が誕生し、
より地方の声が国政に反映されやすくなりました。また、私たちの利便性も増
加し、私たちの声もまちづくりにより反映されやすくなりました。

ここ ポイントが
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