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地方自治とローカルガバナンス（第2回） 

地方公共団体と市町村合併 

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2回は、「地方公共団体と市町村合併」についてであ

る。地方行財政の主体となる地方公共団体について、意義や種類を理解するとともに、その

区域を大きく変化させることになった市町村合併について、背景や経緯、効果などを紹介す

る。 

全体の内容は以下のとおりである。 

 

1．地方公共団体 

(1) 地方公共団体の意義（憲法上と地方自治法上の地方公共団体） 

(2) 地方公共団体の構成要素 

(3) 地方公共団体の種類 
 

2．市町村合併 

(1) 市町村数の変遷 

(2) 平成の大合併 

 

1．地方公共団体 
(1) 地方公共団体の意義 
 地方公共団体とは、国の領土の一部を自己の区域として、その区域内の住民に支配権を有

し、国から独立して政治・行政を行う統治権を認められている団体、と定義されるのが一般

的である。日本国憲法の条文では「地方公共団体」という言葉が使われているが、憲法の中

には定義はなく、したがって憲法における地方公共団体がどのようなものを指しているか

については、解釈による。ところで、日本国憲法においては、「地方公共団体」には、例え

ば議会を設置すると定められていることから、憲法上の地方公共団体の解釈は重要な問題

である。 

日本国憲法では、第92条から第94条までのそれぞれの規定に地方公共団体という言葉が
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使われている。例えば第93条第1項では、地方公共団体には議会を設置する、と定められて

おり、また第2項では、地方公共団体の長、その議会の議員は、その地方公共団体の住民が、

直接これを選挙する、と書かれているので、憲法上の地方公共団体であれば、議会を設置し

なければならず、その長や議会の議員は住民が直接公選をすることになる。一方、地方自治

法では、地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする、とした上で、普

通地方公共団体は都道府県及び市町村、そして特別地方公共団体は特別区、地方公共団体の

組合、財産区と定められている（第1条の3）。 

 日本国憲法における地方公共団体の意義を示した判例として、昭和38年の最高裁大法廷

判決がある。この事案の背景としては、東京都の特別区の区長の選挙制度の変遷がある。現

在では特別区の区長は住民の直接選挙によって選ばれているが、昭和27年には特別区の区

長の公選制が廃止されて、区議会が都知事の同意を得て選任することとなった。この制度の

下で、ある区の区長の選任に際して区議会議員が贈収賄で検挙される事件が起こり、その裁

判において、特別区の区長の公選を行わないのは憲法違反であって、区議会議員には区長を

選任する権限がないので贈収賄は成立しないと主張され、最高裁まで争われた事案である。 

これに対して最高裁は、憲法における地方公共団体と言い得るためには、事実上住民が経

済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識をもっているという社会的基盤が存在し、

沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自

主財政権等地方自治の基本的権能を附与された地域団体であることを必要とするものとい

うべきである、と述べた。その上で、東京都の特別区はその実体から憲法第93条第2項の地

方公共団体とは認められず、したがって区長を公選しないことは憲法違反ではない、と判断

した。 

なお、その後昭和49年には区長はまた公選となり、さらに平成10年には基礎的地方公共

団体としての位置づけが明確にされたことから、現在では東京都の特別区は憲法上の地方

公共団体であると解釈されるのが一般的であると考えられる。 

 ここでさらに2点、日本国憲法における地方公共団体の意義について検討する。1点目は、

都道府県、市町村という2層制が日本国憲法上の要請であるかどうかである。これに関して

は、一部の地域において1層制の制度があっても憲法違反ではないというのが通説であり、

かつてそのような制度も存在した。ただし、一般的にこの2層制を廃止できるかどうかにつ

いては、さまざまな議論がある。 

2つめに、日本国憲法の92条、93条、94条それぞれの「地方公共団体」という言葉が、すべ

て同じ意味を持っているかという議論がある。これに対しては、少なくとも第93条と第94条

については標準的な地方公共団体を意味するものであり、特別地方公共団体は含まれないと

考えられている。ただし、先にも述べたように、東京都の特別区に関しては議論がある。 
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(2) 地方公共団体の構成要素 
 地方公共団体には一般にその要素として、一定の区域、住民、法人格および自治権が必要

であるとされる。区域とは場所的な要素であり、住民は人的な構成要素、そして法人格と自

治権は一般的に自治立法権と自治行財政権と言われ、制度的な要素である。これは、国家に

おいて領土、国民、主権が必要であるとされることに対応する。近代的な地方公共団体は区

域と住民に加えて、国家により認められた人格と、各種の自治権を持つことが特色である。

そこで、この3つの要素についてもう少し詳しく見ていくことにする。 

 

① 区域 
地方自治法では、普通地方公共団体（都道府県、市町村）の区域は従来の区域によるとさ

れており、地方自治法施行当時の都道府県や市町村の区域をそのまま踏襲することになっ

ている(第5条第1項)。明治21年に制定された市制町村制や、さらに遡って明治11年の群区町

村編制法にも同様の規定があることから、今の自治法上の「従来の区域」とは、結局のとこ

ろ江戸時代の区域によるという最高裁の判決が存在する（茨城県内の町同士が、筑波山の山

頂にある地域の境界を争った事案）。 

 
② 住民 

住民とは、地方自治法上、市町村の区域内に住所を有する者、とされている。地方公共団

体の目的は住民の福祉の増進を図ることであり、住民の範囲がどこまでかは非常に重要で

ある。地方自治法上、住民には自然人だけではなく法人も含まれると解釈される。また、「住

所」については、自然人の場合はその生活の本拠であり（民法第22条）、法人の場合には関

係法律によって主たる事務所あるいは本店の所在地とされている。 

 

③ 法人格と自治権 
地方自治法では、地方公共団体は法人とするとされている（第2条第1項）。また、自治権

の内容には、自治立法権、自治行政権、自治財政権、自治組織権が含まれていると考えられ

ている。 

 

(3) 地方公共団体の種類 
 地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに分けられている。普通地

方公共団体は、一般的、普遍的に存在するものであり、都道府県と市町村の2種類がある。

特別地方公共団体は、特定の目的のために設置され、組織や権能が制度的に特殊なものであ

って、普通地方公共団体のように普遍的なものではない。その種類には、東京都の特別区、
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地方公共団体の組合、財産区がある。合併した市町村の区域内に設置される合併特例区も、

市町村の合併の特例に関する法律によって特別地方公共団体とされる。 

 

① 普通地方公共団体 
(i) 市町村 
ア．市町村の処理する事務 

地方自治法では、市町村は基礎的な地方公共団体とされており、その行う事務は、まず、

都道府県が処理するものを除き、一般的に普通地方公共団体の事務を処理する、と規定され

ている（第2条第3項）。これを一般的に、市町村優先の原則という。なお、戦後間もない時

期に日本の税制について調査を行ったシャウプ調査団がまとめた報告書（シャウプ勧告）の

中でも、市町村の適当に遂行できる事務は都道府県または国に与えられないという意味で、

市町村には第一の優先権が与えられるであろう、と書かれている。 

市町村の事務の2つめとして、都道府県の事務のうち、規模・性質において一般の市町村

が処理することが適当でないものは、規模・能力に応じて処理することができる、とされて

いる。例えば公立の高等学校は一般的には都道府県が設置、運営の主体となるが、市町村の

中には市町村立の公立高等学校を設置しているところも存在する。 

 

イ．市あるいは町となるための要件 
市と町村とではその行う事務の種類に違いがあり、町村から市になると行う事務の範囲

が変わることになるため、市になるための要件は重要である。地方自治法では、(a)人口5万

人以上、(b)中心市街地を形成する区域内の戸数（連たん戸数）が全体の6割以上、(c)商工業

などの都市的業態（おおむね農林水産業以外のすべての業種）の従事者と同一世帯に属する

者の数が全体の人口の6割以上、(d)都道府県が条例で定める要件、の4つの項目が挙げられ

ている。なお、これらの要件は、市町村合併の推進のため、平成の大合併の期間中には合併

の場合に限って一定緩和をされた。また、これらは市として成立するための要件であり、例

えば人口が減少して市となるための要件を欠くことになっても、市から町村に降格するこ

とはない。 

「市となるための要件を定める都道府県条例」としては、いくつかのパターンがあり、人

口のうち一定の業態に属するものの動向や、住民1人あたりの税額の程度を要件とするも

の、あるいは様々なタイプの施設の設置を要件とするものなど、都道府県によって条例の内

容はかなり異なっている。 

 町と村については、地方自治法上違いはないが、村から町になるためには一定の要件を備

えていなければならず、その要件は都道府県の条例で定める。多くの例では、地方自治法上



 5 

の市となるための条件と類似の項目を用いているが、その水準には都道府県によって違い

が存在している。 

 

ウ．大都市の特例 
 市の中で一定の人口規模を有するものについては、処理する事務の範囲に特例的な仕組

みが設けられている。その1つは指定都市であり、現在、20市が存在する。要件は、地方自

治法上、人口50万人以上の市から政令により指定をすることとされているが、現実にはほと

んどの指定都市は人口70万人以上であるように、運用によって人口70万人が1つの目安にな

っている。次に中核市は、人口20万人以上の市の申し出により政令によって指定をするもの

である。平成30年4月に6市が移行し、現在54市となっている。その他に施行時特例市があ

るが、平成27年4月1日に特例市制度が廃止された時点で現に特例市であった市である（他

の区分に移行した市を除く）。それぞれについて、事務配分の特例や、知事や大臣による関

与の特例が定められており、財政面についても特例的な取扱いが認められている。 

 

(ii) 都道府県 
 市町村が基礎的な地方公共団体であるのに対して、都道府県は地方自治法において広域

の地方公共団体と位置づけられている。したがって都道府県が行う事務は、広域にわたるも

の、市町村の連絡調整に関するもの、規模または性質において一般の市町村が処理すること

が適当でないと認められるもの、である（第2条第5項）。なお、都と道と府県の間には、事

務配分や組織における一定の違いが存在する。 

 

② 特別地方公共団体 
 「特別地方公共団体」は、それぞれの種類に応じた存立の目的を有するものであるが、特

別区以外にも、特に地方公共団体の組合は現実の事務処理や行政サービス提供の上で重要

な役割を果たしている。 

 

(i) 特別区 
 地方自治法にいう「特別区」は都の23区をいい、原則として市に関する法令が適用される

（第283条）。 

都と特別区の役割分担については特例的な規定が定められており、市町村の事務のうち、

人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性および統一性の確保の観点からそ

の区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務については、市

町村に相当する特別区ではなく都が処理する、とされる。具体的には、都市計画決定のうち
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一定のもの、上下水道、消防に関する事務は、特別区ではなくて都が一体的に処理をするこ

とになっている。 

なお、平成10年までは、これらに加えて一般廃棄物の収集・運搬・処分も都が処理をして

いたが、同年の自治法改正により特別区が行うことにされるとともに、特別区の位置づけが

基礎的な地方公共団体とされたところである。 

 なお特別区には、都の特別区の他に、平成24年に制定された大都市地域特別区設置法にお

ける特別区が存在する。この法律は、大都市地域において市町村を廃止して、それに代わっ

て特別区を設置する手続き等を定めるものである。この法律には、特別区の設置ができる市

町村の区域の人口等による要件が定められているが、この法律の規定により特別区が設置

された場合には、その特別区を包括する道府県は地方自治法などの規定の適用については、

原則として都とみなされる。したがって、法律の規定の適用に関しては、都と特別区の関係

と類似の関係が成立することになるが、特別区とこれを包括する道府県の事務の分担等は

協定書で定めることとされており、そのため特別区の性格については、協定書の内容によっ

て決まるところが特徴である。 

 

(ii) その他の特別地方公共団体 
 まず「地方公共団体の組合」であるが、これには2種類あり、その1つは一部事務組合と呼

ばれ、地方公共団体が事務の共同処理を行うために設立することができるものである。ま

た、もう1つは広域連合であり、これは、広域的な行政需要への適切な対応のために設置を

されるものであって、国などから権限移譲を受けることができる点が一部事務組合とは異

なる。 

次に「財産区」については、主に明治および昭和の大合併が行われた際に合併前の町村の

財産（山林や用水施設など）を、合併後の市町村の全体の財産とするのではなく、その一部

である合併前の町村の区域における財産として管理や処分を行うことができるようにする

ための制度である。また「合併特例区」は、合併後の5年以内の一定の期間、合併前の旧市

町村の区域での事務について、その区域の住民の意見を反映させる観点から設置ができる

ものである。 

 

2．市町村合併 
(1) 市町村数の変遷 
 市町村合併は、市町村の区域に大きな変更を生じると同時に、事務処理の仕方やサービス

の水準にも変化をもたらすものである。 

市町村の数がどのように変化してきたかを見ると（表）、明治22年の市制町村制の施行に
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先立って、従来の自然集落を基礎とした町村の単位を近代的な行政に対応できる単位とし

て再編するため、明治の大合併が行われた。この時は、300戸ないし500戸を1つの標準とし

て、全国一律に合併を行った結果、明治21年から22年にかけての1年の間に、7万以上あっ

た市町村が1万5,000あまりに再編されたのである。 

その後、戦後間もない時期には市町村数は約1万になっていたが、新たに市町村が行うこ

ととなった事務を処理するため、さらに規模を拡大する目的で、昭和の大合併が行われた。

この時は町村合併促進法が制定され、人口おおむね8,000人を標準とすることとされた。お

おむね8,000人という数字は、新制の中学校1校を円滑に運営するために必要な人口規模と

いう考え方によるものである。この昭和の大合併の結果、約1万という市町村数は3,000台ま

で減少した。そして平成に入り、平成11年に3,200余であった市町村数は、平成の大合併の

結果、現在では約1,700まで減少した。次項でこの平成の大合併について述べることとする。 

 

(2) 平成の大合併 
① 平成の大合併の背景と進展 
 「平成の大合併」の背景としては、1つめに地方分権の推進がある。地方分権の結果、住

民に最も身近な市町村において様々な事務を処理する必要が出てきたため、それに相応し

い規模や能力を充実、確保していくことが必要になった。2番目として、少子高齢化の進展

に伴い、様々な福祉保健関連のサービスを提供する必要や、専門のスタッフをきちんと確保

する必要性が生じてきたことが挙げられよう。3番目に、広域的な行政需要の増大であるが、

昭和の大合併から40年余りが経過し、当然ながら通勤、通学、買い物などの日常生活のエリ

アが拡大してきた。これに伴って広域的な行政需要が大きくなってきており、それに見合っ

た市町村の規模が求められるようになってきたのである。最後に行政改革の推進である。地

方公共団体においては従来から行政改革のために様々な努力を行ってきたが、社会経済情

勢を踏まえて、より簡素で効率的な行財政運営が求められている。 

こうした背景を踏まえて、基礎自治体である市町村の規模・能力を充実させ、また行財政

基盤を強化していくことが必要になり、合併の推進にもつながったと言える。 

 平成の大合併の前後を通じて市町村の規模がどのように変化をしたかを見ると、市町村

数の減少に伴って、平均人口・平均面積は約1.9倍に拡大している（平成11年→26年）。 

平成の大合併に際しては、その推進のために各種の特例措置が定められてきた。主なもの

として、まず、基本的に平成の大合併は市町村による自主的な合併であるが、国や都道府県

が一定の形で推進のための関与を行ってきた。関与のあり方は、必要な助言と情報の提供か

ら、国による基本指針の策定や都道府県による構想の作成という、より積極的なものに変化

している。その他には、先述した市の人口要件の緩和や、財政上の措置として、地方交付税
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の算定における合併算定替に関する特例も講じられた。合併算定替とは、合併後の市町村の

地方交付税の算定に際し、一般的には合併により市町村の人口が大きくなるのに伴ってい

わゆる規模の経済から算定額が小さくなるのに対して、このことが市町村合併の判断の隘

路にならないよう、合併後の一定期間については合併前の旧市町村を単位として算定をし

た地方交付税額の合算額を保証する措置であるが、その一定期間が特例的に延長された。ま

た、合併後に臨時的に必要になる経費について地方交付税の算定に含める措置や、合併に伴

う事業に対して特別の地方債を発行することも認められた。 

 平成の大合併について区切りをつけるという判断がされたのが、平成21年の第29次地方

制度調査会答申である。この答申では、まず、平成の大合併が始まった平成11年から約10年

が経過し、市町村合併は相当程度進捗したという認識が示された一方で、小規模市町村の行

財政基盤の強化や、将来的に合併の必要性を認識している市町村が存在をしているという

課題も指摘された。その上で、合併推進は平成22年3月末までで一区切りとするのが適当で

あるとし、他方で、同年4月以降は自主的に合併を選択する市町村に必要な支援措置を講ず

ることが適当と述べた。さらに今後の対応方策として、そのような市町村を対象とした特例

法が必要であること等が述べられた。 

 

② 平成の大合併の評価 
 平成の大合併についての評価としては、まず合併による効果として、専門職員の配置など

により、住民サービスの提供体制の充実強化が図られた点が挙げられる。また、少子高齢化

対策の観点からは、福祉サービスの維持・拡充ができたという評価も行われている。さらに

日常生活圏の拡大への対応としては、町づくりをより広い視点から行えるようになった、ま

た地域活性化を広域的な単位で実施をすることが可能になったという点が、最後に行財政

の効率化という観点からは、職員配置や施設の統廃合の面での効率化の実現も効果として

挙げられている。 

一方で、合併による問題点や課題も指摘されている。合併による市町村の規模の拡大のた

め、周辺部となった合併前の旧市町村のエリアでは活力が失われてしまうという問題が生

じている。また、同じ理由によって、住民の声が市役所や役場に届きにくくなっていること

も指摘される。一定の住民サービスの見直しによって、住民サービスの低下も懸念される。

さらに、地域の伝統文化や古くからの地名が消えていくことも問題点として指摘されてい

る。このように平成の大合併に対する評価は、プラス、マイナス両面に大きく分かれている。 
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③ 道州制 
 最後に、都道府県の再編の1つの方向である「道州制」について簡単に説明しておきたい。

平成18年、第28次地方制度調査会は道州制のあり方に関する答申を出した。その背景は、

市町村合併が一定程度進んできたということ、都道府県のエリアをも越える広域の行政課

題が生じ、それへの対応が求められてきたことなどがある。 

これらを背景として、道州制を導入する場合の基本的な考え方が示され、都道府県に代え

て広域自治体としての道州を設置するとされた。その担当する事務は、現在の都道府県の事

務を大幅に市町村に移譲し、道州は広域の事務をもっぱら担うとされ、併せて、国の事務の

うち、特に国の出先機関が行っている事務は、できる限り道州に移譲をするとしている。道

州の議会の議員や長については、住民の直接選挙によるとされた。一方で、課題として、検

討すべき課題が非常に広範にわたり、国民生活への影響も大きいことから、道州制の導入に

ついては幅広い国民的議論を期待し、判断はその動向もふまえて行うべきであるとされた。

さらに、この答申では道州制の区域の案についても示されており、区域の例として、9、11、

13に分ける場合の3種類の例が挙げられている。 

道州制の議論は、平成18年の同答申以降、深くは進んでおらず、なお国民的な議論を深め

ていくことが必要である。 
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表1．市町村数の変遷 

年月 市 町 村 計 
備考 

（近い時期の市町村合併関連の出来事） 

明治21年 － (71,314) 71,314  

「明治の大合併」 江戸時代から引き継がれた自然集落を基礎とする町村を、内務大臣訓令

による300～500戸を標準として全国一律に合併を実施。 

明治22年 39 (15,820) 15,859 市制町村制施行 

昭和20年10月 205 1,797 8,518 10,520  

昭和28年10月 286 1,966 7,616 9,868 町村合併促進法施行 

「昭和の大合併」 戦後新たに市町村に加わった事務の能率的処理のため、町村合併促進法

により人口概ね8,000人（新制中学校1校）を標準と定めて合併を推進。 

昭和31年4月 495 1,870 2,303 4,668 新市町村建設促進法施行 

昭和31年9月 498 1,903 1,574 3,975 町村合併促進法失効 

昭和36年6月 556 1,935 981 3,472 新市町村建設促進法一部失効 

昭和40年4月 560 2,005 827 3,392 市町村の合併の特例に関する法律施行 

平成11年4月 671 1,990 568 3,229 市町村合併特例法の一部改正 

「平成の大合併」 人口減少・少子高齢化等の社会経済情勢の変化への対応や、地方分権の

担い手にふさわしい行財政基盤の確立のため、自主的合併を推進。 

平成17年4月 739 1,317 339 2,395 市町村の合併の特例等に関する法律施行 

平成18年3月 777 846 198 1,821 市町村合併特例法 経過措置終了 

平成22年4月 786 757 184 1,727 市町村の合併の特例に関する法律 

平成26年4月 790 745 183 1,718  

平成28年10月 791 744 183 1,718  

 


