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地方自治とローカルガバナンス（第5回） 

住民と地方公共団体、国と地方公共団体及び地方公共団体間の関係 

 

政策研究大学院大学 
教授 高田 寛文 

 

はじめに 
 地方自治とローカルガバナンスの第5回は、住民と地方公共団体の関係、また国と地方公

共団体との間や、地方公共団体間の関係についてである。まず、地方公共団体における住民

の地位について理解した上で、国と地方公共団体との関係について、さらには地方公共団体

同士の協力のあり方について、様々な仕組みがあることについても理解することが目的で

ある。 

全体の内容は、以下のとおりである。 

 

1．地方公共団体の住民 

(1) 住民の意義と範囲 
(2) 住民の権利・義務 

 

2．国と地方公共団体の関係 

(1) 国等の関与 

(2) 国と地方の協議の場 

 
3．地方公共団体相互の協力関係 

 

1．地方公共団体の住民 
(1) 住民の意義と範囲 
 最初に「地方公共団体の住民」について、住民の意義から見ていく。地方公共団体の3つ

の要素のうちの1つが、人的要素である「住民」である（第2回「地方公共団体と市町村合併」

参照）。例えば日本国憲法第93条第2項では、地方公共団体の長や議会の議員等は、その地方

公共団体の住民が直接選挙する、と定められており、また地方自治法第1条の2第1項では、

地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とすると規定されているとおり、「住
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民」の概念は地方自治を考える上で欠くことのできない要素と言える。 

 「住民」の範囲について、地方自治法は、市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町

村及びこれを包括する都道府県の住民とする、と規定している（第10条第1項）。この場合に

は、自然人のみならず法人も含まれると解されている。そこで「住所」について関係する法

律の規定を見ると、自然人の場合はその生活の本拠（民法第22条）、また法人の場合には主

たる事務所または本店の所在地（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条、会社

法第4条等）とされている。自然人の場合の生活の本拠は、居住等の客観的な事実と主観的

な本人の居住意思を総合的に判断するのが相当と考えられている。また、自然人の住所の公

証の役割を果たすのが、住民基本台帳である。地方自治法により、市町村は、「別に法律の

定めるところにより」、その住民について住民たる地位に関する正確な記録を常に整備して

おかなければならない、とされており、この「法律」が住民基本台帳法である。なお、法人

の主たる事務所または本店の所在場所については、登記しなければならない（一般社団法人

及び一般財団法人に関する法律第299条以下、会社法第907条以下等）。 

 

(2) 住民の権利・義務 
 地方自治法などに定められている住民の権利と義務は、図1のとおりである。 

地方自治法では、まず、住民は地方公共団体が提供する役務（サービス）を等しく受ける

権利を有し、負担を分任する義務を負う（第10条第2項）。また選挙に参与する権利（選挙

権・被選挙権）を有する（第11条）。さらに、直接請求を行う権利を有し、これには、条例

の制定改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、長ま

たは議会の議員等の解職を請求する権利の4つがある（第12条・第13条）。この他に、憲法

第95条で定める地方自治特別法の住民投票の権利があり、さらには住民監査請求あるいは

住民訴訟を行うこともできる（第242条～242条の3）。こうした権利義務は住民としての地

位に基づくものであるが、選挙に参与する権利と直接請求を行う権利については、日本国民

たる住民であることが要件とされており、外国人である住民はこれらの権利の主体にはな

らない。 

以下、これらのうちのいくつかについて少し詳しく見ていく。 

 

① 選挙に参与する権利 
 選挙権・被選挙権について、日本国憲法第15条第1項には、公務員を選定し、及びこれを

罷免することは、国民固有の権利である、とある。また同じく第93条第2項では、地方公共

団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、

直接これを選挙するとして、憲法でも住民による選挙が定められている。これらの規定を受
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けて、地方自治法第11条では、日本国民たる普通地方公共団体の住民は、「この法律の定め

るところにより」、選挙に参与する権利を有するとされている。ここでいう「この法律に定

めるところにより」を受けて、第18条では、日本国民たる満18歳以上の者で引き続き3か月

以上市町村の区域内に住所を有するものは、議会の議員及び長の選挙権を有することが、ま

た第19条では、議会の議員の選挙権を有する満25年以上の者は、議会の議員の被選挙権を

有すること、日本国民で満30年以上または満25年以上の者は、それぞれ都道府県知事また

は市町村長の被選挙権を有することが、定められている。 

 

これらの地方自治法の規定には、いずれにも「別に法律に定めるところにより」とあり、

この法律が公職選挙法である。公職選挙法では、第9条で選挙権について、また第10条で被

選挙権について、地方自治法と同旨の規定が置かれている。こうして、憲法から地方自治法、

そして公職選挙法という流れにより、選挙権と被選挙権の要件が規定されている。 

 なお、在住外国人の選挙権については、様々な議論が行われているが、最高裁判所の判決 
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（平成7年2月28日）がある。この判決では、憲法第15条第1項による公務員を選定罷免する

権利の保障は在留外国人には及ばない、憲法第93条第2項の「住民」は日本国民に限ると解

するのが相当であり、在住外国人には地方公共団体の長や議会の議員を選挙する選挙権は

保障されていない、ただし、法律で選挙権を付与することは憲法上禁止されているものでは

なく、もっぱら国の立法政策である、と判断した。 

 

② 直接請求 
わが国は間接民主制を採用しており、選挙を通じて代表者を選ぶことによって政治・行政

を行う。しかしながら、選挙は一定の期間ごとに行われるため、任期の間に代表者の考え方

が選挙民の意向と乖離する可能性は否めない。そこで、こうした間接民主制の欠陥を補完す

るため、住民が直接自らの意思を実現しうる手段として、直接請求が認められている。なお、

この制度は国には存在していない。 

地方自治法等に定められている直接請求の種類については、以下の表のとおりである。こ

のうち、条例の制定改廃から主要公務員の解職までの5つは地方自治法に、合併協議会の設

置及び合併協議会の設置に関する住民投票は、市町村の合併の特例に関する法律に定めら

れた仕組みである。 

 

表1．直接請求の種類 

 署名数の要件 請求先 措置 

条例の制定改廃 1/50以上 長 議会審議 

事務監査請求 1/50以上 監査委員 監査 

議会の解散 1/3以上＊ 選管 住民投票 

議員または長の解職 1/3以上＊ 選管 住民投票 

主要公務員に対する解職 1/3以上＊ 長 議会審議 

合併協議会の設置 1/50以上 市町村長 議会審議 

合併協議会の設置の住民投票 1/6以上 選管 住民投票 

※人口段階に応じて要件の緩和がある。 

 



 5 

③ 住民監査請求・住民訴訟 
地方自治法では、住民の権利として、住民監査請求や住民訴訟が認められている。これら

の制度の意義は、住民自治の理念に基づいて、地方公共団体の財務事務に関して、その民主

的・実効的な統制を確保して住民全体の利益を保護しようとするものである。アメリカでは

「納税者訴訟」（Taxpayer’s suit）が制度化されているが、同様の考え方がベースになって

いる。ただし、地方自治法上の仕組みにおいては、納税者ではなく住民にその権利が認めら

れている。 

住民監査請求については、違法または不当な財務会計上の行為あるいは怠る事実、具体的

には、公金の支出や財産の取得、また税などの公金の賦課・徴収を行わずに怠っていること

が対象になる。このような場合に、これらを防止・是正する、あるいは怠っている事実を改

める、さらにはこれらにより地方公共団体が被った損害の補填を求める、という請求をする

ことができる。この請求は住民1人でも行うことができ、この点が直接請求とは異なる。 

請求は監査委員に対して行い、監査委員は内容を審査した上で、理由がない場合は棄却

し、理由があると認める場合には、議会や長などに対して必要な措置を講ずべきことを勧告

する。請求した住民が、監査委員の監査の結果や勧告の内容、また議会や長が行う必要な措

置に対して不服がある場合、あるいはこうした必要な措置が講じられない場合等には、これ

に対して当該住民は訴訟を起こすことができる。これが住民訴訟であり、次の段階に進むこ

とになる。 

 住民訴訟は、住民監査請求を行った住民がその結果に不服がある場合等に出訴すること

ができるものであって、まず住民監査請求を行わなければならず、初めから住民訴訟を起こ

すことはできない。また、住民訴訟は「違法な」財務会計上の行為や怠る事実に対して提起

することができるものであり、住民監査請求の場合とは異なって、不当な行為や怠る事実は

対象外である。訴訟で請求できる内容は、違法な行為の全部または一部の差し止め、それら

が行政処分である場合には、その取り消しや無効であることの確認、また特定の行為を怠る

事実に対しては、違法であることの確認とされている。さらに、それらの行為を行った職員

や、行為や怠る事実の対象である相手方に対して、損害賠償や不当利得の返還の請求を行う

こと、あるいはそれらの者に対して賠償命令を出すことを求めることもできる。 

 

2．国と地方公共団体の関係 
(1) 国等の関与 
 国と地方公共団体の関係については、2つのことを取り上げる。まず1つめが、国等による

地方公共団体に対する関与のあり方である。第1次地方分権改革の際の地方分権一括法によ

り、国と地方公共団体の基本的関係の抜本的な見直しの一環として、国等による関与のあり
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方の見直しが行われた。改正後の地方自治法では、国等による関与の意義とその類型、法定

主義やその他のいくつかの原則、関与等を行うための根拠の整備、関与等の手続きのルー

ル、また国等の関与に対して地方公共団体に不服がある場合の国と地方公共団体の間の係

争処理制度について、規定されたところである。 

 関与の類型と基本原則及びその手続きについてまとめると、次の表のとおりである。 

 

表2．関与の類型と基本原則及びその手続き 

類型 自治事務 法定受託事務 関与の手続 

基

本

類

型

の

関

与 

助言・勧告 ○ ○ 
書面の交付、 

不利益取扱いの禁止 

資料提出要求 ○ ○ 書面の交付 

是正の要求 ○ 

○ 

第2号法定 

受託事務 

書面主義 

同意 △ ○ 許認可等、及び取消し等の 

基準の設定・公表 

標準処理期間等の設定・公表 

書面主義 

許可・認可・承認 △ ○ 

指示 △ ○ 書面主義 

代執行 × ○  

協議 △ △ 誠実協議、書面の交付 

基本類型外の関与 × × 
上記に類する行為には 

同様の手続必要 

○:原則的な関与類型、△:一定の場合に限る類型、×:できる限り設けない類型 

書面の交付：求められたら交付、書面主義：書面を交付しなければならない 

 

関与には、地方自治法に定められている基本類型の関与と、定めのない基本類型外の関与

があるが、基本類型外の関与はできる限り設けないこととされている。また、自治事務と法

定受託事務という事務の性質の違いにより、関与のあり方にも差異がある。法定受託事務に
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は、関与として認められる類型が比較的多く用意されている一方、自治事務の場合には、あ

る一定の場合に限る関与の類型が多く存在するほか、できる限り設けないこととされてい

る類型もある。関与の手続きとして、地方自治法には書面の交付と書面主義が定められてい

る。書面の交付とは、書面を交付するように求められた場合にはこれを交付しなければなら

ないものであり、これに対して書面主義の場合には、関与を行うには書面を交付しなければ

ならないとされる。 

 これらの他にも、地方自治法には関与についての原則が定められている。1つめは、関与

の法定主義である。国等が関与を行う場合には法律またはこれに基づく政令の根拠が必要

であり、これらの根拠なく関与を行うことは許されない。2つめには、関与の最小限度の原

則であり、関与の類型には緩やかなものから関与の度合いが強いものまであるが、目的の達

成のために必要な最小限度の、できる限り緩やかな関与の類型を用いることとして、地方公

共団体の自主性・自立性に配慮しなければならないというものである。 

 国の関与が行われた場合に地方公共団体がこれに対して不服を持ち、国との間で争いが

生じた時は、これを簡易・迅速に処理することを目的として国地方係争処理委員会が設置さ

れている。この委員会は総務省に常設されており、委員は5人で、両議院の同意を得た上で

総務大臣が任命する。具体的な手続としては、国による関与に対して不服がある地方公共団

体は、委員会に対して審査の申出をすることができ、委員会は審査を行った上で、申出に理

由があれば国に対して必要な措置を講ずべきことの勧告を行い、理由がないと考える場合

には地方公共団体に対してその旨の通知を行う。勧告を受けた国の機関は、これに即して措

置を講じなければならない。なお、地方公共団体において委員会の審査の結果や勧告の内容

に不服がある場合や、勧告を受けた国の措置に不服がある場合には、高等裁判所に訴えを起

こすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2. 国と地方公共団体、国地方係争処理委員会等の関係 
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したがって、地方公共団体の側は、委員会の判断や国の措置に対する不服については訴

訟の場に移すことができる。一方、国の関与が是正の要求や是正の指示の場合には、これ

を受けて地方公共団体側では何らかの措置を講じなければならないが、地方公共団体が何

も行わず、また関与を不服として委員会への審査の申出も行わないときは、国としてはそ

れ以上何らの手も打てない状況になっていた。このような事態を避けるために、国の側か

らも高等裁判所に対して、地方公共団体の不作為が違法であることの確認の訴訟を起こす

ことができる（地方自治法第251条の7）。なお、都道府県が市町村に対して行う関与につ

いては自治紛争処理委員制度が定められており、総務大臣が事件ごとに3人を委員として

任命する点は国地方係争処理委員会とは異なっているが、審査や勧告等の手続に関して

は、委員会の場合に準ずることとされている。 

 

(2) 国と地方の協議の場 
国と地方公共団体の関係の2点目は「国と地方の協議の場」であり、平成23年に制定され

た「国と地方の協議の場に関する法律」によって法制化されたものである。その目的は、地

方自治に影響を及ぼす国の政策の企画立案や実施について関係大臣と地方公共団体の首長・

議会議長の代表者が協議を行うことにより、地方分権改革の推進と、国と地方の政策の効果

的・効率的な推進を図ることにある。メンバーは、国の側から内閣官房長官、地方分権改革

担当の内閣府特命担当大臣、総務大臣、財務大臣、及び内閣総理大臣が指定する大臣、また

地方の側からは地方六団体の代表者各1名とされている。また、協議の対象は、国と地方公

共団体との役割分担に関する事項、地方行政・地方財政・地方税制その他の地方自治に関す

る事、国の政策に関する事項のうち地方自治に影響を及ぼすと考えられるもののうち、重要

な事項である。なお、協議が調った事項は、メンバーにおいて協議結果を尊重しなければな

らない。 

開催状況を見ると、近年は各年度3回の開催が続いており、その内容は、5月ないし6月に

翌年度の骨太の方針の策定に関して、10月には翌年度の予算の概算要求や地方創生、地方分

権について、そして12月から1月にかけて翌年度の予算編成と地方財政対策に関しての協議

が行われている。 

 

3．地方公共団体相互の協力関係 
 地方公共団体が相互に協力をする必要性は、いくつかの面から説明できる。まずは広域行

政の視点であり、広域の行政需要が増加する中で、それらに対応するためには、単一の地方

公共団体ではなく周辺の地方公共団体が一体となって取り組む必要があるという点である。

次に、広域的な実施を通じて、事務事業の効率化・能率化を図るためである。さらには、単
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独の自治体では処理が困難な事務事業について、自治体の能力補完の観点から周辺の市町

村が協力することで円滑に実施するという必要性も存在する。 

現在定められている地方公共団体相互の協力の制度及びそれぞれの件数は、次の表のと

おりである。 

 

表3. 地方公共団体相互の協力の制度及びそれぞれの件数 

制度名 概要 件数 

協議会 共同の管理・執行、連絡調整、広域総合計画作成のため設置 202 

機関等の共同設置 委員会・委員、行政機関、内部組織、職員等を共同で設置 444 

事務の委託 事務の一部を他の地方公共団体に委ねて管理・執行させる 6,443 

事務の代替執行 事務の一部を当該地方公共団体の名で他の地方公共団体が行う 2 

職員の派遣 特別の必要により他の地方公共団体の職員の派遣を求める ― 

連携協約 連携して事務処理を行うための基本的方針や役割分担を定める 175 

組

合 

一部事務組合 事務の一部の共同処理のために設置する特別地方公共団体 1,493 

広域連合 広域にわたる事務を処理するために設置する特別地方公共団体 116 

※件数は平成28年7月1日現在における総務省調べ。「職員の派遣」は調査対象外。 

 

 以下、これらについて具体的に説明する。 

 

① 協議会 
協議会には、事務の管理・執行を目的とするものの他に、連絡調整や広域計画の策定のた

めのもの等がある。協議により関係地方公共団体が規約を定めることにより設立され、その

旨の告示及び総務大臣または都道府県知事に対する届出が必要である。協議会による事務

の管理執行は、関係地方公共団体の長等が行ったものとしての効力を有する。消防・救急や、

広域行政計画の策定、社会教育での活用例が多い。 

 

② 機関等の共同設置 
委員会・委員、行政機関、内部組織、職員について、関係地方公共団体が共同で設置し、

共通の機関等として位置づけられる。関係地方公共団体の協議によって規約を定め、設置後
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には告示及び届出が必要とされる。共同設置された機関等が行った事務の管理・執行につい

ての法令の適用においては、共同設置された機関が各関係地方公共団体の機関であると見

なされるので、当然その効果は各地方公共団体に帰属する。介護区分や障害区分の認定審査

を目的とする設置や、公平委員会の共同設置が多く見られる。 

 

③ 事務の委託・事務の代替執行 
これはいずれも事務の管理・執行を他の地方公共団体に委ねたり行わせたりするもので

ある。事務の委託の場合には、その管理・執行の責任は、委ねられた他の地方公共団体に帰

属することになるが、事務の代替執行では、代替執行させる地方公共団体の名において管

理・執行されるので、権限の移動を伴わないことが特色である。関係地方公共団体の協議に

よって規約を定め、設置後には告示及び届出が必要とされる点は、①②の場合と同様であ

る。委託あるいは代替執行による事務の管理執行は、委託をする、あるいは代替執行させる

側の地方公共団体が自ら行ったのと同様の効力を生じる。なお、事務の委託と事務の代替執

行とでは権限の移動において違いがあるため、議会の審査が及ぶか否かに差異が生じる。 

事務の委託は非常に多数のケースがあるが、事例が多いのは、住民票の写しの交付や公平

委員会の事務の他に、地方公共団体が公営競技として行う競艇に関する事務等である。一

方、事務の代替執行は最近導入された制度であるため、事例はまだ少ない。 

 

④ 連携協約 
国家間の条約のように、地方公共団体同士において協約を締結するものであるが、その仕

組みは極めて柔軟であり、事務の分担のみならず政策面での役割分担も対象とすることが

できる。協約は関係地方公共団体の協議によって締結され、告示及び届出が必要である。効

力・効果としては、連携協約を結んだ場合には、連携して事務を処理するに当たって分担す

べき役割を果たすために必要な措置を執るようにしなければならないと定められている（地

方自治法第252条の2第6項）。「必要な措置」として、例えば連携協約に基づき具体的に事務

の委託を行う場合には、事務の委託に必要な手続を別途講じなければならない。対象となっ

ている主な事務としては、連携中枢都市圏の形成に関するものや消費生活相談、職員研修等

がある。 

 

⑤ 一部事務組合 
⑤と次の⑥は、特別地方公共団体を設置するものである。その1つめは一部事務組合であ

り、地方公共団体が相互に協力して事務を共同処理するために多く利用されている。しかし

ながら、市町村合併の結果、一部事務組合の構成市町村が1つになったケースも見られ、市
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町村合併の進展に伴って一部事務組合の数は大きく減少した。 

一部事務組合の新設には、協議により規約を定めた後に、総務大臣または都道府県知事の

許可が必要であり、①から④までの形態に求められた届出よりも強い関与となっている。設

置の効力としては、一部事務組合で共同処理することとした事務は、構成団体から一部事務

組合に引き継がれ、各団体は当該事務の管理・執行はできなくなる。なお、一部事務組合と

して税の賦課・徴収を行うことはできず、地方交付税は構成地方公共団体に対して交付され

る。各構成団体は、一部事務組合が事務の管理・執行を行うために必要な経費を、負担金と

して分担することになる。一部事務組合による主な事務としては、ごみ処理、し尿処理、消

防・救急、火葬場などが多く、単一の市町村よりも広域で対応することでより効率的・効果

的に実施することができる事務に多く利用されている。 

 

⑥ 広域連合 
 広域連合も特別地方公共団体であり、広域にわたり処理することが適当な事務に関して、

計画の策定や連絡調整等を行う目的で設置される。特色として、国や都道府県から直接権限

委譲を受けることができ、この点において同じ特別地方公共団体である一部事務組合とは

異なっている。また、広域連合の議会の議員及び長は、直接公選か間接選挙で選ぶ必要があ

り、充て職によることはできないが、この点も一部事務組合とは異なる。 

設置の手続は一部事務組合と同様、協議によって規約を定めた後、総務大臣または都道府

県知事の許可を必要とする。設置の効力や財源についても、一部事務組合と同様である。主

な事務としては後期高齢者医療があり、現在すべての都道府県に広域連合が設置されてい

る。その他、介護区分や障害区分の認定審査等に活用されている。 

 


