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第５章 地方自治と住民参加 

□1 地方自治 

（１）民主主義の学校 

地域社会の住民が、その地域の住民の日常生活に直接つながる身近な問題を解決し、住

民の利益や幸福を守るために住民自らの手によって、政治を行うことを（ 地方自治 ）という。

住民は地方自治を通して、政治に参加し、政治に関心を持ち、政治の経験と訓練をつむこと

ができるから、「地方自治は（ 民主主義 ）の学校」といわれる。 

 

（２）地方自治の単位 

地方自治を行う機関を（ 地方公共団体 ）という。地方公共団体は３つに分類できる。 

①普通地方公共団体…（ 都道府県 ）と（ 市町村 ）のこと。 

②特別地方公共団体…（ 東京２３区 ）のこと。 

③政令指定都市…都道府県から独立している地方公共団体で、法定要件では５０万人以上

の都市と定められているが、実際には１００万人以上の都市が多い。 

 

 

政令指定都市 指 定 日 人口 （万人） 所 在 県 名 

横浜市 １９５６年９月１日 ３６９万   神奈川県     

大阪市 １９５６年９月１日 ２６７万   大阪府     

名古屋市 １９５６年９月１日 ２２６万   愛知県     

神戸市 １９５６年９月１日 １５４万   兵庫県     

京都市 １９５６年９月１日 １４７万   京都府     

北九州市 １９６３年４月１日 ９７万   福岡県     

札幌市 １９７２年４月１日 １９２万   北海道     

福岡市 １９７２年４月１日 １４９万   福岡県     

川崎市 １９７２年４月１日 １４３万   神奈川県     

広島市 １９８０年４月１日 １１８万   広島県     

仙台市 １９８９年４月１日 １０６万   宮城県     

千葉市 １９９２年４月１日 ９６万   千葉県     

さいたま市 ２００３年４月１日 １２３万   埼玉県     

静岡市 ２００５年４月１日 ７１万   静岡県     

堺市 ２００６年４月１日 ８４万   大阪府     

新潟市 ２００７年４月１日 ８１万   新潟県     

浜松市 ２００７年４月１日 ７９万   静岡県     

岡山市 ２００９年４月１日 ７１万   岡山県     

相模原市 ２０１０年４月１日 ７１万   神奈川県     

熊本市 ２０１２年４月１日 ７３万   熊本県     
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（３）地方公共団体の仕事 

憲法第９２条で、地方公共団体は国から独立した団体であり、固有の権限を持ち、地方政府

としての自主・独立性が保障されているが、従来、国の下請け的性質が強かった。そこで、１９

９９年に地方分権一括法が制定、翌２０００年に施行された。これによって機関委任事務は廃止

され、地方自治体が国と対等の立場で仕事ができるようになった。 

①地方税の徴収 

②学校・図書館・体育館などの設立と運営。 

③住宅・保育所・老人ホームなどの設立と運営。 

④病院・保険所などの設立と運営。 

⑤ゴミの収集や処理。 

⑥バス・電車・上下水道などの経営。 

⑦道路・公園・橋などの建設や河川の改修。 

⑧防犯・安全・消防など。 

⑨国から委託された仕事・・・戸籍・住民登録・国会議員選挙・生活保護など。 

 

（４）地方自治のしくみ 

議決機関と執行機関からなる。 

①議決機関 

国に国会があるように、地方公共団体にも住民の意思を代表する機関（議決機関）として地方

議会がある。地方議会には都道府県議会と市町村議会とがある。 

 

構成 
議員は２５歳以上の住民で、住民の直接選挙によって選ばれ、任期は４年であ

る。議員定数は人口に応じて比例して決められる。 

仕事 

ⅰ．（ 条例 ）の制定や改正・廃止。 

ⅱ．（ 予算 ）の議決や（ 決算 ）の承認。 

ⅲ．地方税・手数料・使用料の徴収。 

ⅳ．首長や行政委員会の仕事を監督し調査する。 

 

※条例とは地方公共団体の議会の議決によって制定される法律で、その適用範囲はその地方公共団

体の中に限られる。。懲罰として、「２年以下の懲役や罰金」を科することできる。 
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②執行機関 

議会で決めた方針に基づいて政治を行なうのが（ 執行機関 ）である。国でいえば、内閣に

あたる。執行機関として（ 首長 ）と（ 補佐機関 ）がある。 

 

首
 

 
 

長
 

資
 

 
格

 

都道府県の知事は（ ３０ ）歳以上の者で、住民の直接選挙によって選ばれ、

任期は（ ４ ）年である。市町村の市町村長は（ ２５ ）歳以上の者で、住民の

直接選挙によって選ばれ、任期は（ ４ ）年である。 

仕
 

 
事

 

ⅰ．議会に予算・条例案を提出する。 

ⅱ．議会の決定した議案・予算・条例に従って、地方行政を行なう。 

ⅲ．（ 地方税 ）を徴収する。 

ⅳ．議会の（ 招集 ）と（ 解散 ）。 

ⅴ．地方公共団体を代表して国との交渉を行なう。 

ⅵ．地方公共団体の職員を指揮・監督する。 

補
佐

機
関

 

都
道

府
県

 

 

副知事と会計管理者 

 

市
町

村
 

 

副市町村長と会計管理者 

 

 

（５）地方行政委員会 

首長に全ての行政の仕事が集中して行政の民主的な運営が妨げられないように、いろいろ

な行政委員会が設置されている。 

①教育委員会…学校の設置・運営に関する仕事をする機関 

②選挙管理委員会…国会議員選挙や地方選挙に関する仕事をする機関 

③公安委員会（都道府県のみ）…警察を監督する機関 

④人事委員会…地方公務員の採用や給料の管理、労働条件のチェックなどをする機関 

⑤監査委員…地方税が正しく使われているか監査する機関 

他に、○農業委員会（市町村のみ）、○地方労働委員会、○収用委員会、○海区漁業調整委

員会、○内水面漁業管理委員会、○固定資産評価審査委員会、などがある。 

 

 



 4 

（６）首長と議会の関係 

首長と議員はともに住民による直接選挙で選ばれ、議会と首長は（ 対等 ）の関係である。

首長と議会は、住民の自治という原則を守るために、互いに牽制しあうしくみになっている。首

長と議会が対立するときの手続きとして次の３つの場合がある。 

①首長が、条例や予算などについて、議会の議決に反対である場合は、（ 10 ）日以内に拒

否権を行使して、議会に審議をやりなおすように求めることができる。これを（ 再議請求 ）と

いう。しかし、再審議でも議会で出席議員の３分の２以上をもって再議決されると、議決は確定

する。 

②議会を招集する時間的余裕がない場合や、議会が議決をしない場合は、首長が自分の責

任で議案を決め、これを実施することができる。これを（ 専決処分 ）という。しかし、後に議会

の承認を得ることが必要である。 

③議会は、首長の政治方針に反対であれば、（ 不信任決議 ）をすることができる。首長の不

信任決議は、総議員の（ ３分の２ ）以上が出席した議会で（ ４分の３ ）以上の賛成が必要

である。その場合、首長は辞職するか、（ 10 ）日以内に議会を解散できるが、解散しない場

合や、解散後初めて招集された議会で、再び不信任の議決があったときには首長は失職す

る。 

 

（７）住民の権利 

地方政治は身近な問題であるため、住民には選挙権だけでなく、住民投票権と直接請求権

が保障されている。 

①選挙権 

その地域に住民登録してから（ ３ ）ヶ月以上経てば、２０歳以上であれば、知事、市町村長、

地方議会の議員を選挙する権利を持っている。 

②住民投票権 

住民は自分の住んでいる地方だけに関係のある法律（＝特別法）が国会で作られる場合、住

民投票で賛否を決める権利をもっている。その結果、住民の（ 過半数 ）の賛成がないと、法

律として制定できない。レファレンダム権ともいう。 

【沖縄県で行なわれた住民投票の例】 

投票日 自治体 投 票 の 対 象 結 果 投票率 

平成８年 ９月 ８日 沖縄県 日米地位協定の見直しと米軍基地の整理縮小 賛成８９％ ６０％ 

平成９年１２月２１日 名護市 米軍ヘリポート基地建設 反対５３％ ８３％ 
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③直接請求権 

直接請求権には、住民が地方公共団体で重要な職に就いている人をやめさせる（ リコー

ル ）と、住民が地方自治に関することを提案する（ イニシアティヴ ）の二つに分けられる。す

なわち、住民は一定数以上の署名を集めることができれば、以下のことを地方公共団体に求

める権利を持っている。 

ⅰ．首長・議員の解職請求 

ⅱ．議会の解散請求 

ⅲ．条例の制定・改廃の請求 

ⅳ．首長の仕事についての監査請求 

【直接請求権の一覧表】 

直接請求権の種類 必要署名数 請 求 先 手続 

リ
コ

ー
ル

 

ⅰ．解職請求 
首長・議員 

有権者の３分の１以上 ※６ 

選挙管理委員会 ※１ 

主要公務員 首長 ※２ 

ⅱ．議会の解散請求 選挙管理委員会 ※３ 

イ
ニ

シ
ア

テ
ィ

ヴ
 

 

ⅲ．条例の制定・改廃請求 

 
有権者の５０分１以上 

首長 ※４ 

 

ⅳ．監査請求 

 

監査委員 ※５ 

 

※１･･･有権者の住民投票で、過半数の賛成があれば、首長又は議員は失職する。 

※２･･･議会を開き、３分の２以上の議員が出席し、４分の３以上の賛成があれば、副知事などの主要公務員は失職する。 

※３･･･有権者の住民投票で、過半数の賛成があれば、議会は解散する。 

※４･･･申し出の日から 20 日以内に議会を開き、採決する。 

※５･･･監査を行い、その結果を公表する。 

※６･･･地方自治法改正（２００２年施行）により、４０万人以上の地方公共団体では、「４０万には３分の１をかけ、４０万を超える

数については６分の１をかけて、それぞれの人数の和」に変更された。例えば、６０万の人口なら、従来は、６０万×１/３

＝２０万の署名が必要であったが、改正後は（４０万×１/３＝１３３，３３３人）＋（２０万×１/６＝３３，３３３人）＝１６６，６６６

人の署名が必要になった。 
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□2 地方財政 

（１）三割自治 

地方公共団体は、住民に必要な仕事をするために、１年間に必要なお金（＝歳出 ）を見積

り、それに見合う収入（＝歳入 ）を得なければならない。地方公共団体の収入源といえば、

（ 地方税 ）であるが、多くの地方公共団体では、自主財源である地方税が歳入全体の３分

の１程度にすぎず、歳入の多くを国の財政に頼っている。そのため、そのような地方財政を

（ 三割自治 ）とよんでいる。近年、地方財政が多少好転し、自主財源が歳入全体の４０％弱

を占めるようになってきているので、「四割自治」と呼ばれることもある。 

①歳入の内訳 

ⅰ．（ 地方税 ）・・・・・・都道府県税と市町村税に大別できる。 

ⅱ．（ 国庫支出金 ）・・・・・・国が地方公共団体に支出する使途指定の補助金。 

ⅲ．（ 地方交付税交付金 ）・・・・・・歳入の少ない地方公共団体に、国が国税の一部を交

付するお金。使途は指定されない。 

ⅳ．（ 地方債 ）・・・・・・地方公共団体が政府や銀行から借り入れる資金（＝借金）。 

②歳出の内訳 

ⅰ．（ 民生費 ）・・・・・・児童、高齢者、障害者などのための福祉施設の整備及び運営費（２３．９％） 

ⅱ．（ 教育費 ）・・・・・・学校教育、社会教育などの教育施策に要する費用（１６．７％） 

ⅲ．（ 土木費 ）・・・・・・道路、河川、住宅、公園などの公共施設の建設及び整備費（１１．６％） 

ⅳ．（ 公債費 ）・・・・・・地方債を返済するための利子などの費用（１３．３％） 

ⅴ．（ 商工費 ）・・・・・・地域における商工業の振興を図るための費用（６．８％） 

ⅵ．（ 衛生費 ）・・・・・・医療、公衆衛生、精神衛生などに係る費用（７．０％） 

ⅶ．（ 農林水産業費 ）・・・・・・農林水産業の振興と食糧の安定供給を図るための費用（３．３％） 

ⅷ．（ 警察費 ）・・・・・・国民の生命・財産を守るための警察行政に要する費用（３．３％） 

ⅸ．（ 消防費 ）・・・・・・災害から国民の生命・財産を守るための消防行政に要する費用（１．９％） 

ⅹ．（ 労働費 ）・・・・・・就業者の福祉向上を図るための費用（１．０％） 

※（  ）内の数値は総務省発行の「地方財政白書」（平成２５年版）による、歳出全体に占める割合を表す。 
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□3 地方自治の課題と改革 

（１）地方分権 

国の政治力を強くして、重要な問題は国の政府が決定するしくみを（ 中央集権 ）という。こ

れに対して、地方の政治力を強くして、国の政治力と釣り合うようにし、国と地方が協力し合い

ながら問題を解決するしくみを（ 地方分権 ）という。日本は明治以来、中央集権体制を築い

てきて、日本中どこにいてもほぼ同じ公共サービスが受けられるまで整備された。しかし、国の

負担は増えるばかりで、地方公共団体の独自性や自立性が軽視されてきたといえる。そこで、

１９９５年に、地方分権推進法が制定され、１９９９年には地方分権一括法が成立し、翌２０００年

に施行された。これによって、国からの機関委任事務は廃止され、国と地方公共団体が今まで

の「上下・主従関係」から「対等・協力関係」に変った。 

 

（２）三位一体の改革 

多くの地方公共団体は自主財源が乏しく、財源を国からの国庫支出金や地方交付税交付

金などに依存してきた。そのため、これらの補助金の配分を通して地方公共団体が国に従属

する傾向が見られ、地方自治を損なう原因にもなってきた。地方公共団体が地方分権を推進

していくためには、地方公共団体が国から財政的に自立していくことが必要である。そこで、２

００４年から、「国から地方への補助金（国庫支出金）の廃止・縮小」、「国から地方への税減移

譲」、「地方交付税交付金の縮小」の３つを一体として改革を進めた。 

①国から地方への補助金の廃止・縮小 

国からの補助金とは、地方公共団体が仕事をするときに、国が必要費用の半分を支援するお

金のことである。補助金のおかげで、全国の小・中学校で一クラス４０人以下が達成でき、校舎

も立派になった。また、どんな田舎に行っても道路は整備されており、どんな都市に住んでも

だいたい同じような公共サービスを受けられるようになった。しかし、その反面、全国画一的に

ものを作ってしまったので、その自治体に適したものを作っておらず、無駄も多いというデメリッ

トもたくさんある。 

②国から地方への税源移譲 

国から地方への補助金（国庫支出金）を廃止・縮小すれば、地方公共団体は収入が減少する

ので困る。そこで、地方税の収入を増やす方法が税源移譲である。住民は国税として所得税

を、地方税として住民税を払っているが、例えば、所得税８％＋住民税２％の合計１０％を納め

ている税金を、所得税４％＋住民税６％を納めるようにすれば、住民の負担は変わらず、地方

税の収入を増やすことができる。 
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（３）市町村合併 

自動車の普及や交通網の整備によって生活圏が拡大したこと、高齢化による福祉サービス

の増大、住民サービスの多様化などにより、１つの地方公共団体がこれらの変化や要求に対

応するのが難しくなってきた。そこで、国は１９９０年代半ばから市町村合併を推進してきた。そ

の結果、１９９９年３月末に３，２３２団体あった市町村は、２０１０年３月末には１，７２７団体まで

縮小することができた（平成の大合併）。 

【沖縄県で行なわれた平成の大合併】 

合 併 日 新自治体名 旧 自 治 体 

２００２年 ４月１日 久米島町 具志川村・仲里村 

２００５年 ４月１日 うるま市 具志川市・石川市・与那城町・勝連町 

２００５年１０月１日 宮古島市 平良市・城辺町・上野村・下地町・伊良部町 

２００６年 １月１日 南城市 佐敷町・知念村・玉城村・大里村 

２００６年 １月１日 八重瀬町 東風平町・具志頭村 

 

（４）オンブズマン制度 

オンブズマンとは、「代理人」を意味するスウェーデン語で、「行政監察官」や「護民官」など

と訳される。オンブズマン制度とは、オンブズマンが、行政に対する苦情を受け付け、中立的

な立場から原因を究明し、是正措置を講じ、問題の解決を図るなど、行政を監視する制度であ

る。１９世紀にスウェーデンに始まり、１９５０年以降ヨーロッパ諸国で導入されている。日本では

１９９０年に川崎市で最初に導入された。 
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〈〈〈    関関関関    連連連連    語語語語    句句句句    〉〉〉    

■機関委任事務…知事や市町村長が、国の行政組織として指揮監督を受けて行なう事務。 

 

■中核市…法定要件は人口３０万人以上の都市。政令指定都市のほぼ７割の権限を持つ。沖

縄県では那覇市が２０１３年４月１日に指定された。 

 

■構造改革特区…地域の活性化を図ることを目標に、ある特定の地域に限定して、税制面で

の優遇や大幅な規制緩和を実施して企業を誘致する政策。沖縄県が金融特区、経済特区

に指定されたことから始まる。 

 

■ＮＰＯ（民間非営利組織）…non profit organization の略。福祉、教育、医療、環境保全、国

際協力など、特定のテーマについて市民主体の自由な社会貢献活動を行なう組織のこと。

収益事業を行なってもよいが、企業とは異なり事業収益を追求しないのが普通である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

〈〈〈    参参参参    考考考考    図図図図    書書書書〉〉〉    

『中学社会 公民』 （平成２４年発行 教育出版） 

『チャート式シリーズ 中学公民』 （新指導要領準拠版 平成９年発行 数研出版） 

『中学総合的研究 社会』 （改訂版 平成２１年発行 旺文社） 

『中学社会 自由自在』 （改訂第２刷版 平成２５年発行 受験研究社） 

『シリウス２１ 社会中３』 （育伸社） 

『改訂版 現代社会用語集』 現代社会教科書研究会編 （平成２０年発行 山川出版社） 

『詳説 政治・経済研究 第２版』 藤井剛著 （２０１０年発行 山川出版社） 

「総務省ホームページ」 

 


