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二十一世紀における地方自治の憲法学的展望

はじめに

本稿は︑以上の経緯を踏まえて︑本文については報告書

以後の議論の動向について必要な限度の加筆を施すにとど

め︑また︑報告書での章別に変更を施したほかはできるだ

け本文どおりに再掲することとしたが︑報告書では一切が

省かれた参考文献や注記を可能な限り掘りかえして論文の
体を採ったものである︒

おりしも本稿最終点検にあたりつつあるさなか︑全国主

要新聞各紙は二〇〇五年二月一七日︑全国知事会会長とし

て知事会初の会長選挙により福岡県知事麻生渡知事を選出

したことを報じたが︵同月一八日︶︑同時に麻生知事が地

究者のほか︑行政実務担当者︑地元有識者など二〇有余名

行政学︑財政学︑経済学︑など多岐にわたる学問分野の研

自治制度研究会﹂を設置し︑政治学︑憲法学︑行政法学︑

地方自治に関する関係条文のあり方について知事会の考え

後︑全国知事会が現在進行しつつある憲法改正論議に早り︑

る﹂と発言したこと︵西日本︑同月一八日越︑また︑その

クのような政策提言でなく︑実践的な取り組みに力をいれ

方分権に向け国とどう向き合うかについて︑﹁シンクタン

を研究会構成員として︑新世紀における地方自治のあり方

方を反映させるべく︑これを検討するための憲法特別委員

福岡県は︑平成一三年五月二三日に﹁二十一世紀の地方

を探ってきたが︑同研究会は︑平成一五年八月一二日に麻

会を設置し四月には初会合を開く予定であることも報じて

したが︑報告書の性格上︑本文は一般の読者に読みやすく

味で︑したがって︑まさに単なる提言にとどまらぬ対峙・

国と対等の立場にたってその自立・自治を目指すという意

本稿が意図する自治体の側の姿勢のあり方は︑自治体が

いる︵西日本︑同年三月二日︶︒

生福岡県知事に報告書を提出し︑その成果を公表する運び
となった︒

料

するという観点から︑注記は一切省略されることとなった︒

筆者も憲法学からこの研究会に参画し︑担当部分を執筆
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と自治的行政の確立に向けた努力と制度化が目指されたに

主義的天皇制のもとでの制度の採用と運用ということであ

特色を把握することができる︒すなわち︑第一期は︑絶対

開は︑大括りにしていえば次の三つの時期に区分してその

わが国における近代的制度としての地方自治の歴史的展

十一世紀︵同第一章第二節第一款︶

﹁自由は高知の山間より﹂の標語︵県詞︶に代表されるよ

指して全国を牽引するために中央集権を必要としたことや︑

治の状況︑すなわち︑﹁西洋に追いつけ︑追い越せ﹂を目

の監督下にあった︒こうした制度採用の背景には︑国内政

ており︑官選の府県知事と郡長のもと府県行政は内務大臣

に始まるが︑それは中央集権的・官治主義的な性格を有し

60

（72−1−60）

交渉・協議・協調に主眼をおいた自治体の運営ということ

も関わらず︑つねに官治的・中央集権的内容のものへのゆ

て︑現今の地方自治制度大器正以後の二十一世紀を展望す

にある点に着目すれば右の動きは同様の方向を目指すもの

そこで︑こうした展開のなか︑あらためて前述の成果を

る第三期は︑根本的な地方自治制度改革が︑従来の地方分

り戻しに終わったと特色づけることができる︒これに対し

補充しここで参照願うことになお意義なしとしない面もあ

権化の努力や時代的潮流とも相倹って真の意味での地方自

とみることができよう︒

るのではないかと思量し補論とし再論する次第である︒こ

治実現へと一歩を踏み出したという点で前二期と異なる顕

り返っておきたい︒

ここでは︑以下︑この三期について簡単にその足跡を振

の点︑補正のうえの再掲を認めていただいた本誌に謝意を

︵報告書第一最寄

著な特色がある︒

ユ

地方自治の今日的意義

第一期は近代的自治制度の採用に始まる︒わが国の近代

的な地方自治制度は︑明治憲法制定に前後する一八八八年

り︑第二期は民主主義憲法の制定に伴う憲法制度化とその

うな自由民権運動が高揚したことに対して︑中央政府が地

の市制・町村制︑および一八九〇年の府県制・郡制の採用

運用ということであるが︑この両時期は︑約めていえば地

方制度をコントロールしその地方への波及をおさえようと

わが国における地方自治の憲法現実−戦前・戦後・二

二節︶

一

方自治制度の採用に伴いその内在的要請として自治的精神

ω

表したい︒
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ヨ

知事・市町村長および地方議会議員ともに直接公選となり︑

の保障を明らかにしたことに始まる︒国民主権の憲法の下︑

第二期は現行憲法が第八章で地方自治について規定しそ

入って一方で新保守主義的自治論の展開に︑他方︑革新自

資源・エネルギー等の現代的課題を前に︑一九八○年代に

によって画される︒この制度改革の動きは︑環境・福祉・

これに対し︑第三期の始期は︑今般の地方自治制度改革

のゆり戻しに帰着した︒

地方議会は首長と対等になるよう権限を強化された︒戦前

治体からの自治体革新の提唱にその発火点をみることがで

する狙いなどがあった︒

強大な権力を握っていた内務省の解体︑警察の自治体警察

きるが︑いずれの側に発するにせよ︑ここに真の意味の

きは︑九〇年代に入るや地方分権推進法の制定︵一九九五

への変貌など地方自治の場での民主化がはかられるなか︑

プ博士を団長とする税制調査費が︑占領軍および日本政府

年︶︑数次にわたる地方分権推進委員会勧告︑これを受け

﹁地方の時代﹂突入への胎動をみることができる︒この動

の目標の一つが地方自治であること︑未熟な段階にある地

地方分権推進計画に基づいてなされた地方自治法大改正な

一九四九年九月にはアメリカのコロンビア大学教授シャー

方自治について財政力の強化︑富裕な地方と貧困な地方と

どの地方分権一括法の成立という地方自治実現へ向けての

一連の制度改革により本格化した︒ただ︑この自治実現へ

の間に財政力の一層の均等化が必要であることを基本的認
識として︑今日の地方税制の基礎となる勧告をし︑あわせ

の歩みにはなお 地方への財源移譲 という自治実現に

とっての根幹にかかわる問題が今日まで積み残されている︒

て行政事務の再配分を勧告したことはよく知られている︒

その後︑この勧告にもとづいて﹁地方行政調査委員会﹂

この意味で︑第三期はようやく第一歩を踏み出したといえ
る︒

②

わが国の地方自治をめぐる実際的・歴史的な展開は以上

一章第二節第二款︶

説状況︵伝来説・制度的保障説と九州からの発信︶︵同第

わが国の地方自治をめぐる憲法理論の状況−従来の学

︵神戸委員会︶が行政事務再配分の勧告をするなど地方自
治強化を目指す動きはみられたが︑朝鮮戦争による冷戦の

激化とともに自治体警察の廃止︵︼九五四年目︑教育委員
公選の廃止︵一九五六年︶など民主化の逆コースへの転回
︵中央集権復活︶︑革新自治体登場に伴う地域民主主義論の

展開などをみるが︑結局︑自治の実態は中央集権的官治へ
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地方自治権をもって以上のように住民および地方自治体

て地方自治を国民主権原理および人権保障を重視して本質

自治権充実の観点からみて伝来説の歩を進める内容と構成

ことはできない︑とするものである︒こうした捉え方は︑

や自治行政権など地方自治の核心となる部分を法律で奪う

に着目し︑憲法が規定上これを保障するかぎり自治立法権

がみずから地方自治を制度として規定内に取り込んだこと

第二説は︑この伝来説の系統にありながら︑日本国憲法

方自治運動の戦略目標︵理想像︶に九州自治州を広域自治

〇〇一年を望んだヴィジョンに現われている︒それは︑地

く西日本新聞の三〇人委員会政治行政部会が三〇年後の二

ばその一端は︑学問的営為と連動しつつ︑九州に拠点を置

れつつも︑とくに九州を中心として高唱されてきた︒例え

第三説︵固有権説ないし新固有権説︶が水掛け論的と評さ

は上記三岳のうち通説的な第二説︵制度的保障説︶に対し

でなければその擁護と実現を期しえなくなった現状への洞

62
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にみたとおりであるが︑このような現実と不即不離のかた

その第一は︑明治憲法下の地方自治の実際にも対応する

内容を決定するとか︑人権擁護という基本目的を内在させ

に固有の権利と捉えるこの見解は︑同じ理解の線上にあっ

地方自治権の伝来説がそれである︒ここでは︑官選府県知

るかたちで捉え直す︑という言い方でも有力に展開されて

ちでその憲法的な理論付けがされてきた︒

事の制度に端的に現われているように︑地方自治体の存在

いる︒

を含んでおり従来の通説的見解であったが︑憲法改正によ

の砦として構築する長期展望を据えつつも︑戦術論として

戦後︑実務の上での支持のあり方は別として︑学説的に

り地方自治制度の廃止も可能となるという限界性に対して

防御的姿 勢

は道州制よりも府県拡大再編成論を展開しているが︑その

は手を導くほかなく︑
あった︒

これに対し︑第三説は︑地方自治の成立を歴史的に国家

この点については︑本研究会における成果︵豊永報告︶

察があった︒

を人権保障との対比でこれに類するものと捉える観点から︑

として︑或いは北海道からの発信として︑政治学者から九

ら

それを住民および自治体に固有の権利とするものである︒

の成立に先行するものと捉え︑あるいは地方自治権の性質

根底には︑住民と地方の権利が広域を究極の墾塁とするの

にとどまるもので

えられるものに留まった︒

ひいてはその権限は国家権力が地方へ差し伸べた腕にも喩
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五条解釈をめぐる新たな問題提起がなされおり注目される

︵草案︶策定へ影響を与えたという点でも﹁地方自治のバ

イブル﹂と評されるに値する成果である︒

第二は︑上記の﹁ヨーロッパ地方自治憲章﹂を世界的に

ところであるが︑法学とりわけ憲法学の分野では上記の学

説状況のなかにあって︑九州においてはすでにはやく憲法

定へ向けての努力が始まっていることである︒すなわち︑

広がりのあるものとするために︑﹁世界地方自治憲章﹂制

地 方 団 体 の基本権であり固有権とし て と ら え る

この動きは︑一九八五年九月の世界地方自治体連合

の全体構造の文脈を踏まえた上で︑地方自治を住民および

の思想が展開されていたこと︑その文脈のなかで九五条を

р｢︾︶二七回世界大会での﹁地方自治に関する世界宣

固有権

地方自治権の明治的表現と捉えてきたこと︑をあらためて

二十一世紀地方自治論の展望︵同署一章第二節第三

確認し︑強調しておきたい︒

㈹
款︶

言﹂に始まり︑最終的には二〇〇一年六月には﹁人間の居

住に関する国連会議︵＝︾ud國↓﹀↓︶﹂で採択することを目

指して︑二〇〇〇年五月にハビタット・アジェンダ実行に

業をとおしてそのことは確認されるが︑それらに加え世界

みも含めて地方自治制度に関する多くの国際的な比較の作

的潮流となりつつある︒例えば︑本研究会︵前節︶での試

地方自治を国家制度の基幹に据える考え方はいまや国際

の拡大などを理由として︑また︑アメリカは財政運営での

て︑中国は地方分権を強調しすぎることによる地域間格差

タンスに開きがあり︑二〇〇〇年一〇月の地域会合におい

ただ︑後者の案に対する幾つかの国の対応をみればそのス

﹁世界地方自治憲章﹂︵案︶をみる段階にまで至っている︒

関する総会特別セッション予備委員会レポートに付された

を舞台にしての地方分権を目指す動きの足跡も目覚しい︒

連邦制との対応困難性などを理由として同案に反対し︑イ

地 方自治原理採用への世界的 潮 流

その第一はヨーロッパ地方自治憲章がそれである︒この

ランは策定過程に疑問を呈して非公式ながら反対している

ω

憲章は一八八五年に批准が始まり︵ヨーロッパ評議会採

ことも見逃してはならないが︒

がいわゆる﹁補完性原理﹂である︒

ところで︑このような潮流の根底に据えられている思想

択二九八八年発効︶︑二〇〇〇年四月には加盟四一ヶ国中
三七ヶ国の署名︑三四ヶ国での批准をみるにいたっており︑

この動きは︑近年の国連を舞台にした世界地方自治憲章

（72−1−63）

63

（一

を執行するものとする﹂︵第四条三項前段︶としたうえで︑

その意思決定や権能の行使に関しては広域の意味での上位

家族︑地域社会へと単位が重層的に拡大するのに応じて︑

順位を与えられた個人を基点として順次上位の組織である

を組み込むとともに︑この地方公共団体の基本的権限や責

として︑三条一項︑八条二項︑九条五項などに補完性原理

なければならない﹂︵同条三項後段︶とすることをはじめ

よび性質並びに効率性および経済性の要請を考量して行わ

にも取り込まれた︒こうした状況と前後して︑上記のヨー

理をつぎのように謳う︒﹁公的な責務は一般に市民に最も

にあげた補完性原理と地域密着性︵プロキシミティ︶の原

64
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この補完性︵サブシディアリティ︶の原理とは︑個人を

の単位に補助的・補完的役割を担わせようとする原理であ

務を憲法ないし制定法により規定化するべきことまでを要

﹁他の公共団体へのこの責務の配分は︑当該責務の範囲お

る︒したがって︑これが地域社会の自治としてとりあげら

請している︵四条一項前段︶︒

このことは︑世界地方自治憲章︵草案︶についても同様

である︒そこでは第二条で憲法的および法的に地方自治の

原則を基礎付けるべき必要性を︑また四条二項前段でその

基本的権限と義務︑責任が憲法ないし法律によって規定さ

ロッパ地方自治憲章に続いて世界地方自治憲章︵草案︶は︑

近い公共団体によって行使されるべきであることを意味す

れるべきことを高らかに宣言したうえで︑四条三項がさき

過度の地方分権の強調が地域間格差をもたらすことへの懸

こうして補完性の原理を基幹に据えた世界地方自治憲章

正当化されねばならない︒﹂と︒

要請に基づかねばならず︑市民の共通の利益によってのみ

へのいかなる責務の配分も技術的あるいは経済的効率性の

る補完性及び地域密着性の原理にしたがい︑他の公共団体

務は︑一般に︑最も市民に身近な公共団体が優先的にこれ

すなわち︑ヨーロッパ地方自治憲章では﹁公的部門の責

理を導入しようとしていることは周知のところである︒

営決定に限界があることなどの反論を克服しながらこの原

念や︑連邦制国家の場合連邦政府による地方政府の財政運

一月発効のEU︵欧州同盟︶条約︵マーストリヒト条約︶

統合との関係処理をめぐる問題を孕みつつも一九九三年一

この補完性原理自体は︑国民︵国家︶主権原理や一元的

めぐる原理として現われることになる︒

えば市町村・県と国の関係とくにその権限や責任の配分を

れる場合は中央政府と地方政府の関係︑わが国の場合で言

最も重要視してあらゆる社会の中核に据え︑この最優先の
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︵草案︶は︑例えば地方自治の範囲︵四条︶や地方公共団
こととなった︒

わが国でも憲法改正問題についてようやく﹁創憲﹂には

た動きに先行して作業を始めていた衆議院憲法調査会は二

体の領域保護︵五条︶︑固有の行政組織の構築と人的資源

このような動きは各国での地方自治をめぐる態度決定の

〇〇二年一一月一日に﹁中間報告﹂を出し︑ついで二〇〇

じまり﹁論憲﹂や﹁加養﹂という議論状況を呈するなかで︑

方向にも影響を与えつつある︒例えば︑最近では︑しばら

五年四月一五日には﹁衆議院憲法調査会報告書﹂を衆議院

の手当て︵六条︶︑公共団体の財政権︵九条︶などにみら

く前まで中央集権国家で聞こえていたフランスが︑一九八

議長に提出したが︑ここでも地方分権推進の潮流が明確に

与党による﹁憲法改正国民投票法案﹂の国会提出もありう

二年の地方分権改革を経て︑昨今では︑憲法改正などで意

されている︵ただし︑同年四月二〇日に提出された参議院

れるように︑ヨーロッパ地方自治憲章を発展的に継承する

見を述べる国務院が憲法一条などの改正に反対を表明し︑

の調査会報告書では︑新たな地方自治の理念の明記や道州

るような動向が報じられている︒憲法改正をめぐるこうし

削除を求めていたにも拘らず︑地方分権を構造改革の柱と

制導入の是非で賛否両論にわかれている︒︶︒もとよりそこ

諸規定を随所に組み込むに至っている︒

位置づける憲法改正案を閣議決定したが︑その第一条は

国と地方の税源配分の見直しや自治体の独立行政権の強化︑

構は地方分権からなる﹂との表現を加える案であり︑また︑

会的な共和国である﹂という書き出しにはじまり﹁その機

国の分権改革進行の現況をも考慮すれば︑いまやわが国が

えないとしても︑このことに加え︑先にのべたようなわが

のことをもって直ちに地方分権化への世界的潮流に対比し

的に調査・研究の対象となっているなかでのそれでありこ

での地方自治に関する議論については憲法改正自体が全面

住民投票権や住民請願権などを盛り込んだ︵例えば︑二〇

向かいつつある現況は世界の潮流と同じ方向にあるという

﹁フランスは不可分で︑宗教から分離された民主的かつ社

〇二年一〇月一七日西日本︑日本経済新聞紙参照︶︒

そこで︑以上のような世界的潮流とその根底に据えられ

ことができる︒

論議を経て︑機翼〇〇三年三月二八日には︑憲法第一条を

る補完性原理を踏まえたうえで︑二十一世紀におけるわが

そして︑この問題をめぐる前記閣議決定前後における諸

はじめとする地方分権改革関連の憲法改正が日の目をみる
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する点で相違はない︒

これら二つの立場の相違はコの地方公共団体のみに適

用される特別法﹂について住民投票による過半数の同意を

および相違は前項ω︑②にみたとおりであるが︑そこで示

わが国の地方自治をめぐる憲法現実の展開と学説の変遷

て例外的な規定として位置づけられることになるが︑地方

条は代表民主制を憲法原理とするわが国の憲法体制におい

わち︑通説によれば︑住民による直接投票を要求する九五

え︑そこでいう﹁地方自治の本旨﹂の内容について︑九三

民主制と連動するものとして捉え︑憲法四三条にいう﹁全

の通説的憲法学説はこれを議会との関係では代表︵間接︶
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国の地方自治のあり方について︑国家の基本法︵憲法︶の

﹁地方自治の自律的制度設計﹂に向けた展望

唆されたように︑ここでは地方自治に関する憲法的所見と

自治権を住民及び地方自治体に固有の権利として捉える固

要求する九五条の憲法的位置づけ方に関わっている︒すな

していわゆる︵新︶固有権説の立場から二十一世紀の地方

有権説にとって︑この条文は国会の立法権をも限定づける

憲法解釈学的な立脚点

自治のあり方を展望することとしたい︒以下にみるように︑

重要な内容を示すものとして把握されることになるからで

㈲

この説の内容と論理こそまさに地方自治実現へ向けての世

ある︒

ある﹁住民自治﹂の中核部分に住民の直接参加を組み込む

このような学説的対立のなかで︑﹁地方自治﹂の要素で

日本国憲法が地方自治について定める第八章の諸規定に

理解のし方について︑憲法学におけるいまひとつの論争点︑

条が﹁住民自治﹂の原理︵民主主義的要素︶として議事機

国民を代表する選挙された議員﹂の含意として自由委任

﹁国民主権﹂論争の成果が支援となる︒

関︵議会︶の設置と長及び議員の住民による直接選挙を定

︵命令的委任の禁止︶の原則を読み取ってきた︒しかし︑

組織及び運営に関する事項は︑地方自治の本旨に基づいて︑

め︑九四条が﹁団体自治﹂の原理︵自由主義的要素︶とし

国民主権をめぐる理解のし方に関するフランスでの歴史的

すなわち︑いわゆる﹁国民主権﹂の原理について︑旧来

て条例制定権を含む地方公共団体の諸権能を定めていると

法律でこれを定める﹂とする九二条を地方自治の中核に据

ついて︑通説ならびに固有権説のいずれもが﹁地方自治の

可能なものなのである︒

界的潮流とそれを支える補完性原理とに最も親和的に存立

㈲

観点から再把握しておかねばならない︒
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展開の研究成果を参考にしつつ︑近年︑憲法学の有力な学
二四二条の二︶︒

地方自治における自立的制度設計の可能性

以上のような地方自治の位置づけは︑地方公共団体自体

ω

の内容を読み取り︑議員︵代表︶が国民の意思に事実上あ

のシステム︵組織等︶をいかに構成するかという制度設計

説では︑国民代表の意味に﹁半代表﹂ないし社会学的代表

るいは法的に一定の限度で拘束されるとする解釈を展開し

を地方自治体自身に委ねることへ道を開く︒

この点︑わが国の地方公共団体の組織等については︑従

つつあり︑この解釈の延長線上ではわが国の国民代表のあ

り方は制度的表現としてフランスでのいわゆる﹁半直接

こうして︑地方自治権自体に関する理解のし方に︑とく

しての長および議事機関としての議会を有する画一的な制

道府県という画一的な自治体の形態のもとで︑執行機関と

来︑憲法をはじめとする各種法制により︑市町村および都

に国民代表との関係での国民主権をめぐるあらたな解釈の

度をとってきた︒しかし︑目を世界に転ずれば︑地方自治

制﹂の状況に到達していると見ることも可能である︒

あり方を加味すれば︑九五条は旧来通説が提示してきた地

体自体のシステムのあり方は必ずしもすべての国が全国的

ここでは︑その一例としてアメリカにおける地方自治体

に画一的なそれを採用するというわけではない︒

方自治規定における例外的位置づけとは逆に︑憲法第八章
︵地方自治︶における中心的地位を占めるものと解される
ことどなる︒

求︑主要公務員の解職請求︑住民監査請求や住民訴訟がそ

求︑事務監査請求︑議会解散請求︑議員および長の解職請

地方自治法における直接請求制度としての条例制定改廃請

制的制度を導入していることとも整合的である︒例えば︑

法律や条例のレベルで現実にはすでにさまざまな直接民主

ジャー制︵議会がプロのマネージャーを任命する︒︶︑委員

市長一議会制﹂とがある︒︶のほか︑議会ーシティ・マネー

い市長11議会制﹂と︑責任ある市長を中心にすえる﹁強い

11議会制﹂︵公選市長が主にセレモニーをつかさどる﹁弱

をとるが︑市町村自治体の場合は大多数が採用する﹁市長

アメリカの地方自治体はタウン︑カウンティなどの形態

自体のシステムの概要をみれば次のとおりである︒

れである︵地方自治法七四条〜七四条の四︑七五条︑七六

会制︵数名の委員が各部門のマネージメントに責任を負

なお︑このような地方自治の憲法的理解は︑憲法ならぬ

条〜七九条︑八○条〜八五条︑八六条〜八八条︑二四二条︑
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該地域の実情に応じ︑かつ︑効率的な運営を確保するため︑

る﹂とし︑世界地方自治憲章草案は六条で﹁市町村は︑当

くは公選理事による理事会に立方・行政の権能を集中する

自らの内部組織について決定する権能を有するものとす

自律的制度設計に道を開く憲法解釈

できる︒これはもとよりその前提となる考え平すなわち補

憲章草案やヨーロッパ自治宣言のなかにも確認することが

計するというあり方ないし考え方は︑先に引いた世界自治

以上のような︑地方自治体がそのシステムを自ら制度設

を定め︑そこでの﹁地方自治の本旨﹂の具体的内容が︑さ

㈱で述べたように︑日本国憲法第九二条が地方自治の原則

れてきた︒そして︑そのような理解を底流におきながら︑

侵すことができない︑という趣旨でのものであると理解さ

的に保障したもので︑その核心部分は法律をもってしても

村は︑より総括的な法令に違反しないかぎりにおいて︑当

その議会での代表者︵議員︶との関係を代表︵間接︶民主

方︑他方︑国民主権原理の理解に関わって国民︵住民︶と
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う︒︶をとるものもある︒また︑カウンティの場合は︑多

理事会型委員会制をとるが︑ほかにカウンティ・エギュゼ

る﹂と規定しているのである︒

㈲

することができるかが問題となる︒

潮流と考え方に対し︑わが国の憲法体制はどのように対応

そこで︑つぎに︑制度的採用に向けたこのような世界的

クティブ制︵理事会と同じく首長を公選︶などをとる場合
もある︒

このように︑五〇州にわたるアメリカの地方自治体のシ

ステムは︑今日次第に多くの州で導入されつつあるホー
ム・ルール憲章︵州の承認により内部組織等の自己決定が

日本国憲法の定める﹁地方自治﹂の諸規定について︑従

完性︵サブシディアリティ︶の原則と連動するものである

らに九三条による住民自治の原則と︑九四条による団体自

来︑一般には︑国家の最高等である憲法が地方自治を制度

が︑補完性の原理については二の③で触れたのでここでは

治の原則として展開されるものと説明されてきた︒

該地域の実情に応じ︑かつ効率的な運営を確保するため︑

制として捉えるこれまでの通説的︵一般的︶理解の下では︑

地方自治の原理についてこのような理解のし方を示す一

自らの内部組織について決定する権能を有するものとす

すなわち︑ヨーロッパ地方自治憲章はその六条で﹁市町

自律的制度設計に関わる点のみをあげておきたい︒

る︒︵詳しくは註6に掲示の文献を参看願いたい︒︶

認められる憲章︶の存在も相侯って多様な形態をとってい
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九五条につぎのような積極的内容が読み取られうることを

るが︑ここでは︑そのような理解からさらに一歩をすすめ︑

直裁に表すものとして捉えたことは⇔りで述べたとおりであ

関する固有権説が︑この規定をむしろ地方自治権の本質を

このような九五条の位置づけに対し︑地方自治権の本質に

九五条は︑例外的な規定として位置づけられるに留まった︒

の自治に委ねるとの思想を読み取ることができる︒また︑

の根幹に関わる問題を法律で規律することに関しては住民

るとしても︑この条文の背後には︑当該関係地方公共団体

ては︑一般に単一の地方公共団体に限られないと理解され

なわち︑九五条に言う﹁一の地方公共団体﹂の意味につい

の制限的内容に加え積極的内容を付与することとなる︒す

九三条の枠という限定はあるにせよ︑地方公共団体がその

この理解のし方の延長線上では︑現行憲法を前提とすれば

すなわち︑九五条を字義どおりに理解すれば︑国会によ

内部組織を自ら決定することこそが地方自治の理念にとっ

提唱する︒

る法律の制定について︑それがコの地方公共団体のみに

て相応しいという内容を確認しうるからである︒

ここで︑アメリカはじめとする諸外国の経験が示唆的と

適用される特別法﹂の場合には﹁その地方公共団体の住民
の投票においてその過半数の同意﹂を得るべしとの消極的

なる︒

わが国の行政のあり方は︑明治憲法以来ほぼ中央集権に

な制限を課すに留まることとなる︒

しかし︑九五条の規定する内容についてその射程をこの

よる画一的行政システムとして機能してきたとみることが

政策的課題への対処が望まれる今日︑そのあり方も個性的

ように限定的なものとすることは自制的に過ぎるというべ

従来︑地方自治は住民の民主主義修得のための学校にも

で総合的な行政システムへと転換することが要請されてい

できるが︑住民のさまざまなニーズへの対応などあらたな

擬えられてきたが︑先にみた固有権の論理や補完性の原理

る︒こうした状況のなかで︑それぞれの自治体がみずから

きであろう︒

を根底に据えた地方自治は︑二十一世紀を迎えた今日︑

最適とする組織等を選び取るための参考例を︑これらの経

験は示してくれるからである︒この点に関しては︑注記の
む
とおり近時各種の提言や試みが見られ始めているが︑たと

﹁自由民主主義の原動力﹂としてあらためて強固な地位を
与えられねばならない︒

地方自治に関するこのような理解は︑九五条について先
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六月︑群馬県太田市が条例化︑二〇〇一年八月一〇日を期

治体←国﹂︑したがって﹁市町村←都道府県←国﹂と上昇

町村﹂と統治の役割が下降する型ではなく︑逆に﹁地方自

方自治体﹂と︑わが国の場合でいえば﹁国←都道府県←市

して神奈川県大和市は条例化を待たず助役退任後に集団合

し領域としてはより広域の団体が補完的にその役割を担う
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えば助役廃止をめぐっては︑自治体ではっとに一九九八年

議制に移行︑二〇〇四年三月一二日に富山県舟橋村が︑ま

ことを要請する︒

こうした理解によれば︑﹁国と地方自治体の関係﹂は︑

自治体が重層的に領域に応じた任務を分担する国家のあり

相互に対等の立場にあるものとなる︒このように国と地方

そこで︑つぎに︑具体的にわが国の場合について﹁国と

方は︑両者の間で任務遂行への積極的な協力を必要とする

それらの中から︑ここでは次に﹁都道府県と市町村の関

委ねられた課題は多い︒

歩みだけに︑後の章で検討されるように今後の取り組みに

しかし︑ようやくその実現への緒についた地方分権への

出したことは周知のところである︒

等に関する地方自治法大改正へとすでにその第一歩を踏み

告を経て︑国と地方の役割分担・機関委任事務制度の廃止

のような構造転換が︑総理府の地方分権推進委員会中間報

互に対等な地位にあって協力しあう関係におこうとするこ

明治以来の憲法現実から脱却して︑国と地方自治体を相

場合には共同して調整することを要請する︒

地方自治体﹂︑﹁都道県と市町村﹂の関係をどのようなもの

︵報止口圭日第二立早︶

国と地方自治体︑都道府県と市町村の関

とともに︑消極的にはその任務分担の領域等に疑義がある

三
係

f﹁国と地方自治体の関係﹂および﹁都道府県と
市町村の関係﹂︵同第二章句一節︶

﹁国と対等・協力関係にある地方自治体﹂︵同第二章第

点からみれば︑国と地方自治体との関係について﹁国←地

る理解は︑国と国民︵住民︶との間の統治の関係という観

以上のように地方自治の要素に﹁補完性﹂の原理を据え

一節第一款︶

ω

として理解し︑構成するかが問題となる︒

自立への挑戦を読み取ることができよう︒

ない条例を可決するなど︑ここでも国に先んじる自治体の

た同年六月八日には長野県南信濃村がそれぞれ助役を置か
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︵中間団体︒わが国にあっては都道府県︶の存立︵可能性︶

は︑国と基礎的地方自治体との中間に位置する地方自治体

あり︑また︑補完性の原理と密接不可分にあるということ

地方自治権が地方自治にとって人権類似の固有のもので

② ﹁都道府県と市町村の関係﹂︵同第二三男一節第二款︶

係﹂がどのように解されるべきかについて触れておきたい︒

化・自然環境・情報・権力の性質︵自由な制度か権威的制

いて県が担うこうした任務が︑経済︵体制と生産力︶・文

整性を有することを指摘しておこう︒現行の自治制度にお

団体がその歴史的・機能的使命として地域的な統合性と調

で詳しく点検されることとなるので︑ここでは上記の中間

そう有効となる場合のあることが本報告書の引き続く各章

担い手としてあらわれるかという点が問われるからである︒

してあらわれるか︑住民に対してもっぱら二重の統治権の

た︑住民との関係では︑上記の意味での自治権の担い手と

その役割・権限等の面における存在意義が問われるし︑ま

ては︑国と基礎的地方自治体の両者との関係でひとまず︑

ところである︒しかし︑この両者の中間にある団体につい

することが要請される事務があることも容易に認められる

反対に︑国際的︑国内的な観点から国家という規模で処理

任務を担当することがもっとも望ましい︒また︑これとは

地方自治体を置き︑この自治体が自律的・総合的に自らの

に委ねるこのあり方にとっては︑地方制度の中心に基礎的

なぜなら︑住民に身近な行政を可能なかぎり地方自治体

理想像としては自治州が国の統治権に対応して︑地方レベ

県の連合形態であること︑を提唱する︒なお︑この場合︑

自治州の構築であるが︑当面の実現可能な目標としては府

りえないこと︑地方自治実現の目指すところ︵理想像︶は

県等の形態を廃止し基礎的自治体と国とを直結する型は取

体としての以下に述べるような性質などから︑中間にある

かについては議論のあるところであるが︑本項では統治団

のうちどの形態が今後の中間団体のあり方として望ましい

えることまで多様な形で現われるということができる︒こ

態を連合的なそれ︵都道府県連合︶ないし道州制へと組換

的処理︵一部事務組合︶に解消することから都道府県の形

の変遷に応じて︑県の事務を市町村による一部事務の組合

ることを考えれば︑中間団体の形態については︑この条件

度かの相違︶といった諸条件の歴史的変遷に応じて変質す

この二点のうち︑前者については︑中間団体の存在が︑

ルで︑通常いわゆる分立する三権︵立法・行政・司法︶を

に関して難問を提起する︒

地方自治したがって住民および基礎的自治体にとっていっ
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しないように要請される相手方として位置づけられる︒し

もに国民︵住民︶との関係で︑国民︵住民︶の人権を侵害

いう民主主義原理の要素を別として︑国と地方自治体はと

割︶のみに着目すれば︑国民︵住民︶が自らを統治すると

方自治体について国と同様の統治団体としての側面︵役

という第二の懸念︵後者︶についてである︒たしかに︑地

次に︑地方自治体も統治団体として住民の前に現われる

に応じて多様な選択肢を考えることができ︑またそれは自

の組合的処理による対応などまで関係自治体の意向と要請

の合併による拡大的な対応から現状維持あるいは一部事務

うな意味での基礎的自治体相互間については︑他自治体と

てどの程度が適正かという点の検討が可能となる︒このよ

入れ︑それに相応しい自律的・自治的な自治体の規模とし

重要な課題である行政需要と財政的裏づけの両面を視野に

を前提としたうえで︑さらに︑その存立にとって今日的に

典型とみられる市の規模にあるものについては︑その存立

かし︑国と異なり地方自治体は︑その中間団体としての性

治のあるべき姿といえる︒これに対し︑主として町村レベ

者の場面で︑一般的にいえば︑自治体とくに基礎的自治体

つの重要な関係が見落とされてはならない︒すなわち︑後

が処理可能な事務のみを担うこととして︑その他の事務は

体再編成により上記の要請に対応すること︑もしくは自ら

れることになる︒その方策として︑例えば︑拡大的な自治
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分担することになることはいうまでもな賄㌍

質により︑人権を護るべく住民とともに︑あるいは住民の

ルで現われる小規模自治体の場合︑とくに上記のような今

日的課題に対しまず基礎的自治体としての存立可能性が問

相互の関係︑および︑従来基礎的自治体のうちに含まれて

より広域的自治体︑したがって現行制度では県に委託・返

われたうえで︑そのような課題に対応するための道が探ら

きた小規模の自治体︵町村など︶と県との関係がそれであ

より厳密にいえば︑当該自治体の存立のあり方︑行方を決

当該自治体および住民自身であることはいうまでもない︒

もとより︑このような選択にあたってそれを行う主体は

上し住民の要請にこたえてゆくことが考えられる︒

とされるものの範囲が問題となる︒そして︑ひとまずその

すなわち︑この関係を考える場合︑まず︑基礎的自治体

典型的に現われる︒

り︑具体的にはこの点が現今の市町村合併問題をめぐって

県と市町村﹂という基本図式での検討については︑次の二

なお︑以上のような﹁国と地方自治体﹂および﹁都道府

側に立って国に対灯しうる立場もあるといえよう︒
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この点に関し︑﹁基礎自治体を事務権限と財政基盤の双

られる面もあるので︑決定の遅れによりさらに選択の可能
ゆ
性が狭められるという問題を内包している︒

ず︑四囲の自治体の態度決定との相関関係として条件づけ

わる問題の場合︑その決定は主体的になされるにも関わら

うべきである︒ただ︑このような自治体の存立自体にかか

定するのは住民自身であり︑そこに自治の基本があるとい

自治体の財源と事務権限の再編成を行い︑それぞれの身の

べきであることはいうまでもない︒そのうえで︑これらの

緑﹂．や社会的・文化的環境部に関する役割・条件を加味す

治体を支える条件︑すなわち小規模自治体が担う﹁水と

財源的状況に規定された思考を超え︑二十一世紀の国と自

存立可能性を考えるに際しては︑その要件とされる現状の

なお︑この場合︑われわれがこのような小規模自治体の

示し︑その規模に達しなかった市町村には従来と異なる特

見解︑したがって解消すべき市町村の人口規模を法的に明

規模・能力が必要だとして︑基礎的自治体の再編成を説く

して位置付け﹂︑それに相応しい担い手になるには一定の

側にたって防波堤となり︑あるいは住民の要請を受け止め

体であるという性格を別論として︑国との関係では住民の

の存在を主張しうるためには︑中間団体は︑それが統治団

の対応を課せられた中間的団体が民主主義社会においてそ

ともあれ︑繰り返していえば︑先にふれたような難問へ

丈にあった自治が確立されるべきである︒

例的制度を創るべきであるとの考え方がある︒そして︑こ

て人権保障・福祉増進につとめるという基本姿勢を見失う

方を有するものとすることにより︑分権の主たる担い手と

のような私案に対し︑全国町村議会議長会は﹁財政的締め

ことなく地方自治の役割を分担することが必要である︒

なお︑地方自治体と他の公共団体との関係に関しては︑

付けで︑町村を合併に追い込むことがあってはならない︒

小規模町村が憲法上の基礎的自治体として自立できるよう

グローバルな視点から︑各国地方自治体の協力・連携とい

う国際的な課題もとりあげられるべきであるが︑この点に

要望する﹂︵二〇〇二年工月二〇日︶と決議した︒
結局︑このような合併をめぐる見解の対立については︑

ω

地方自治に関する憲法改正・基本法制定について

自治強化への処方箋︵同第二章第一節第三款︶

ついては二②㈲ωでの関連する基礎的な言及にとどめる︒
③

地方自治体自身の自主・自立的な対応として︑種々の国家
的段階での補完も考慮したうえ︑当該町村がどのような事
お
務を担いうるかが当該自治体に再度問われることとなろう︒
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ような地方自治の理解のし方は︑地方自治制度の一層の充

現行制度︵国・都道府県・市町村︶を素材にした以上の

の活動がはじまっており︑衆議院憲法調査会については︑

の関心は必ずしも高くない︒すでに衆・参両院憲法調査会

にのべた地方自治に関する基本的理解によれば︑理念的に

その第一は︑根本的処方箋としての憲法改正である︒先

に関する意見は一八一七件奪わずか九件に留まっている︒

れば︑国民から寄せられた意見の分野別内訳では地方自治

会ニュース︵二〇〇二年＝月八日︶が報ずるところによ

二〇〇二年＝月の中間報告の時点では︑衆議院憲法調査

は地方自治体の自治的・自立的存立を憲法的により強固な

また︑先述の最終報告書でも受付意見総数二五四一件中︑

はいえ︑本稿補正時である今年に入り憲法改正の議論が

一五件が寄せられているにすぎない︵同書六六八頁︶︒︵と

した代表意識にみられるような︑地方分権ないし地方自治

いっそう沸騰する中で政党によっては﹁地方自治﹂の章に

自治強化の改正を施すべきとの提唱をするものも現れてき
たことは注目されよう︒︶

関の関係など︶を憲法的に組み入れ関連規定を整備するこ

と︑自治司法権や自律的な自治組織決定権︵議会と執行機

想をさらに展開し︑住民による直接投票の対象を広げるこ

し︑現行憲法では通常例外として位づけられる九五条の思

重要な位置を与えられる基本法を制定することが望まれる︒

して︑憲法に附属しその思想をより鮮明にするものとして

地方自治の法的な強化を進めるためには︑第二の処方箋と

憲法改正自体を行うための厳しい要件を考慮したうえで︑

める国民投票法案成立も視野に入りつつあるとはいえ︑︶

こうした状況に加え︑︵このところ憲法改正手続きを定

と︑議会の活性化を目指し明示的に権限を強化することな

そのための第一歩として︑すでに地方分権推進法に始まる

ね

しかしながら︑地方分権への国内外の潮流にもかかわら
ず︑この点に関する憲法改正までの展望はといえば︑国民

備の基本に位置し︑前記の憲法改正に含まれるような内容

一連の法的整備がなされつつあるが︑さらに︑こうした整

どがそれである︒

すなわち︑現在規定にはない補完性原理の宣明をはじめと

の憲法規定に次のような点を加味することが考えられる︒

このような改正に向けた具体的内容として︑例えば現行

の強化を阻害する要因は根幹から排除されるからである︒

ば︑官僚的中央統制の現実や国会議員の国民意思から乖離

ものとして定礎することが望ましい︒それによって︑例え

実を目指す法制度設計へと導く︒
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あ
を取り込んだ基本法の制定が目指されるべきである︒

とも確認されるべきである︒従来︑すでに︑そのようなあ

り方への端緒は︑全国地方自治関係六団体による各種の決

地方自治をめぐる憲法解 釈

qD

こうした事実を越えて︑法的に自治体の側の意見表明︵調

議や要望等にみられるところである︒したがって︑今後は

化を目指すものであるということから明らかであるが︑そ

整要求︶権を︑さらには自治団体としての国︵政府︶側と

以上︑ωにみたような法制度設計が現行憲法規定の充実

こで望まれる内容の多くは憲法解釈として導き出すことが

地方自治に関する法律レベルでの制度設計

の交渉権を確認することが望まれる︒

㈹

可能である︒

地方自治に関する固有権説にとって︑憲法九五条が地方

方議会が︑例えば自ら条例案を作成・提出するというよう

るが︑これと密接に関わって︑常態としては活性化した地

決定する場合の最後的・究極的な手法として位置づけられ

ここでは︑住民自治の観点から︑住民投票が一定の問題を

しないその他の統治の権限が地方団体に認められており︑

ター︶を定める特権と︑憲法が留保せずまたは法律に矛盾

起草によるもので︑そこでは︑条例ならぬ憲章︵チャー

改正がなされた際︑同法一四条の原案は占領軍総司令部の

権の根拠の問題に関して︑憲法制定後置一回の地方自治法

地方公共団体の自主立法たる条例の性質および条例制定

に︑住民の意思を可能なかぎり反映して積極的に活動する

地方主権的なものが打ち立てられていた︒

自治の基幹的規定となることはすでに見たところである︒

姿が浮かび上がる︒

の関係におき︑両者間の紛争処理のための委員会を設置し

により︑地方自治法は﹁国と地方公共団体﹂を対等・協力

法律および条例が対象とする内容や保障と規制はどのよう

前述のような憲法改正や憲法解釈をめぐる考察を踏まえ︑

このような法制度設計の出発点での状況も参考にしつつ︑

地方自治に関して法律レベルでの制度設計を考える場合︑

ている︒しかし︑この紛争処理手続きに至る前の段階で︑

なものであるべきかについて︑その方向性を探ることが必

なお︑すでに︑このところの地方分権化を目指す法制化

地方自治体の事務に関わる国家的規模の問題について︑自

要である︒

第一は法律による規制事項の種類や幅に関わる︒すなわ

治体の側には︑自らの創意による選択肢や国が採ろうとす
る選択についての意見表明︵調整要求︶の権利を有するこ
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より厳しい規制をすることが必要であり可能である場合の

あることを帰結するからである︒

囲を踏まえたうえで︑一定の限度でさらに独自に一定の事

ルで共通に規制される必要のある事項についても︑その範

う事項を規制の対象とするとともに︑法律により全国レベ

対し︑条例などの自治法は地方の規模と観点から自らが担

ただ︑具体的に地方自治法が条例の罰則制定権を規定する

立法であることに着目し条例を法律に準じて考えてきた︒

事項としたうえで︑両者が代表民主制的基盤にたつ民主的

合憲性の根拠付けについては︑一般に刑罰規定を法律専管

条例による罰則制定権との関係が問題となる︒従来︑その

は憲法九五条に現われているが︑この九五条に関する本報
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ち︑法律は︑通常︑もっぱら国が担当すべき事務として割
り振られる事項および全国的な規模と観点から全国民に共

項を処理することが可能であり︑またその必要な場合があ

ことについては︑これを憲法的条例制定権の確認的規定と

以上の二つの点に関わっては︑とくに法律による罰則と

る︒言い換えれば︑ここでは法律による規制と矛盾抵触し

みるか︑創設的委任規定とみるかで見解がわかれているが︑

い︒ここでは︑むしろ法律が条例の罰則を限定する点で︑

ない限り︑自治体は地方自治の充実・発展という観点から

第二は︑法律による規制をどれほど厳格にするかという

それが地方自治の本来盲目的実現を妨げる程度に至る場合

本報告の立場からは︑前者が支持されること言うまでもな

ことにかかわる︒すなわち︑地方自治に関する法律の規制

に違憲となりうるという問題も伏在することになる︒

なお︑以上の問題のほか︑第三に︑地方自治に関する法

すなわち︑地方固有の自治権を承認することは︑法律が

告の理解に立てば︑その延長線上で︑とくに地方自治関係

律については前項でも触れた国への意見表明︵調整要求︶

全国共通に規制する必要のある事項を対象とする場合にも︑

法等の設計にあたっては︑国会両議院での議論や政党を介

るだけ地方の自治に委ねるほうが望ましい場合があるとい

それが例えば平均的水準或いは最低限度の規制であるなど

してハあるいは地方六団体による要請・決議などをとおし

権ないし交渉権の強化が要請される︒その典型的なあり方

の場合には︑寒山事項にも関わらず︑地方の特性に応じて

うことである︒

もののほか︑規制の程度に関しても規制事項に応じてでき

の場合︑その基本的枠組みに関しては︑規制の幅に関する

独自の法的規制が可能だということである︒

通して規制することが必要な事項を規律の対象とするのに
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て地方の意見を反映する従来のあり方のほかに︑地方自治

体の側から国の法律制定等に際して積極的にその意見を反
映させうるような制度ないし手続が整備されるべきである︒

例えば︑国土利用計画に関わる各種審査会の機能不全に対
する改善などに向けて国の側でこれらの問題に対応する制
︵17︶

度設計が望まれるところである︒

結局︑地方自治における自治体および住民に固有の権利
と補完性原理に基づけば︑地方自治に関して法律が規制す
る場合に︑総じて言えば︑規制は大綱的なものにとどめ︑

各自治体に自律的かつ固有の展開に役立つような自主立法

方自治体の関係﹂および﹁都道府県と市町村の関係﹂であ

地方自治

の部分は︑本誌﹃法政研究﹄

る︒なお︑本文でも後述するが︑第一章第一節
制度に関する国際的な比較

の出版者たる九州大学法政学会の当時のメンバー︵同僚︶

である豊永郁子氏︵前掲研究会委員︶の担当部分である︒

同部分は地方自治の意義を政治学的観点から根源的に問い

直すものであるのであわせて参看願いたい︒なお︑二〇〇

五年三月一七日現在で︑なお︑本報告書および報告書の要

旨はともに福岡県のホームページで参看可能である︒また︑

＼＼駆●象05bΦな＼〜貯80﹃ぎ＼ぎ︷o﹃ヨ⇔菖8bげ叶ヨ 9＼9＼

憲法改正に関する各種動向の報道について簡単には
ぼ9

ONで入手可能である︒

本節ωでふれる﹁わが国における地方自治の憲法現

実﹂での時代区分︑および②﹁わが国における地方自治を

︵2︶

ら捉えなおす見解に則していえば︑条例の規制対象が精神

めぐる憲法理論の状況﹂については︑それぞれ日本公法学

権が認められるべきである︒地方自治を人権保障の観点か

的自由・人身の自由などの場合には法律がナショナル・マ

会における︑総会報告﹁日本国憲法における﹃国﹄と﹃地

六号︵一九九四年︶の内容を基底においている︒したがっ

報告﹁﹃地方自治の本旨﹄をめぐる理論動向﹂公法研究五

方公共団体﹄﹂公法研究六二号︵二〇〇〇年︶および部会

キシマムの規制を︑規制対象が生存権・財産権の場合には
︵18︶

ナショナルこ・︑ニマムの規制をするものと解することがで
きる︒

て︑そこで触れられた文献については本稿では省略する︒
︵3︶

この標語は植木枝盛の一句によることにつき︑西森茂

︵1︶ 福岡県﹁二十一世紀の地方自治制度研究会﹂報告書︑

夫﹃民主主義の源流・自由民権運動﹄一一頁︑一九九二年︒

手島孝﹃地方復権の思想﹄一九七三年︑六三〜六八頁︒

︵5︶山口二郎コ国争制度﹂︵松下圭一・西尾勝・新藤宗幸

︵4︶

平成一五年八月︒筆者の担当部分は第一章 地方自治の意
国と
﹁国と地

義 第二節 地方自治の今日的意義︑および第二章
地方自治体︑都道府県と市町村の関係 第一節
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選ぶ﹁シティーマネジャー制度﹂の導入検討を提言する方

来︑町村に限られていた首長等による収入役の兼務を人口

また︑これとは別に︑二〇〇四年一一月一〇日には︑従

︵1！︶

向にあると︒なお︑憲法が自治体の首長は住民が直接選挙

性化︑意思決定のスピード化が図れるとして︑特定地域で

男編﹃地方分権と司法分権﹄︵二〇〇一年︶参照︒なお︑

一〇万人未満の市でも市長や助役が兼務可能とする地方自

規制を緩和する政府の構造改革特区に提案した案を採択し

中間団体の形態については︑今年五月一七日に九州・山口

すると定めていることから︑総務省は﹁法解釈上︑疑義が

なかった経緯があるという︒日経二〇〇四年五月三日も︑

経済連合会の地方制度研究会が︑報告書﹁地方からの道州

治法施行令一三二条の二の改正がなされている︒

憲法九三条二項が地方公共団体の長などを﹁住民が直接選

制の推進に向けて1九州モデルの検討﹂において︑本稿と

ある﹂として︑埼玉県志木市が昨年︑経費削減や議会の活

挙する﹂と規定していることによりこのような動きが前進

同旨の三段階での移行を提言している︒

このような観点からの試みとして︑たとえば︑木佐茂

しないと同じ趣旨を指摘する︒

から企業経営の経験者を採用︑行政運営を全面的に任せる

首長を補佐する副知事・助役制度の見直し︑自治体が民間

しかし︑その後︑同年九月六日までに総務大臣は自治体

いう︵西日本二〇〇四年五月八日︶︒

を可能とすることも検討すべきだ﹂との表現に後退したと

の観点から疑問﹂とする意見もあり﹁多様な選択肢の導入

導入については﹁公選によらず権限を与えるのは住民自治

から首長を選ぶシティ・マネージャー︵市支配人︶制度の

治体の行財政改革に関する意見書案をまとめたが議員の中

︵西日本新聞平成二〇〇五年一月三日︶ことも注目されて

ネットワーク﹂を構想するなど自立を模索する動きがある

自治体が全国組織﹁中山間地域の自主自立を目指す自治体

立の状況にある︒ただ︑これとは別に︑中山間地の小規模

法定合併協議会を設置し再編をすすめており︑桂川町は孤

その後︑桂川町を除く一市四町および一市三町はそれぞれ

桂川町の合併協議離脱により当初の合併構想は崩壊した︒

に二市八町の合併協議が破綻した福岡県嘉飯山地区では︑

ものとなった︒たとえば︑一七五人の巨大議会誕生を目前

の市町村合併の取り組みのなかでこのような事態が現実の

平成一五年八月に本報告書が答申された後︑いくつか

﹁シティ・マネージャー﹂制度の導入を検討するよう事務局

よい︒

︵12︶

に指示したこと︑および地方制度調査会も一〇月から検討

︵13︶

なお︑地方分権改革推進会議は二〇〇四年五月七日頃自

を本格化させる予定であることが報じられている︵同紙．

月一五日に開催された第三期中央教育審議会での義務教育

このような視点から注目されるべきは︑二〇〇五年二

同年九月七日︶︒
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三〇人からなる委員会は︑文部科学省側の案では曲折はあ

④固有財源の保障︑課税権︑財政調整制度などの財政に関

先︑基礎的地方自治体の優先を規定する︒

③﹁国と地方の役割分担﹂原則︑すなわち地方自治体の優

れそのメンバーとして全国知事会等地方六団体から二名の

する規定を置く︒

費国庫負担金削減を検討する特別部会委員選出問題である︒

委員を予定していたが︑地方自治体側は三更の参加を要求

また︑道州制を本格的に討議する今次地方制度調査会は

⑤自治権侵害への司法救済の規定を設ける︒

なった︒ここには︑地方六団体中︑全国知事会・全国市長

憲法関係を重視して長谷部恭男東大教授を新委員として選

して譲らず︑一月末に予定された第一回の部会開催は延期

会・町村会という三層の自治体代表が参加するという自治

び﹁憲法シフト﹂を敷いてた︒︵日経二〇〇四年五月三日︶︑

などである︒

の理念が読み取られるが︑文部科学省に﹁市と町村を分け

なお︑この点について例えば第二八次地方制度調査会第六

され︑上記総会も上記二名が欠員のまま開催される事態と

る必要はない﹂︵西日本新聞平成一七年二月二一日︶との

回専門小委員会での道州に関する報告︵茸8

ω8日差αqoな＼ωヨσqくZoN︒︒−ωΦ⇒ヨ︒﹃9算巨O切＼OG︒＼卜︒切︶参

＼＼≦≦芝．

意識があるとすればそこには本稿ですでに触れたような補
完性原理に根ざした地方自治の本質はまったく看過されて

①憲法に地方自治の章をおく︒

ば次のようなものである︒すなわち︑

して一〇項目を提示しているがそのうちいくつかをあげれ

したうえで︑新しい地方自治の保障システムのデッサンと

保障システムの検討﹂の三部からなる基本的な考え方を示

第二部﹁比較の中の地方自治条項﹂︑第三部﹁新しい自治

一部﹁地方自治に関する国際的・普遍的な原則について﹂︑

員長・塩野宏東大名誉教授︶は︑二〇〇四年二月に至り第

︵14︶ 全国知事会の諮問機関である全国自治制度研究会︵委

の報じられた︵日経二〇〇四年五月一〇日︶︒このような

る国会議員から法制度上問題があると指摘されて断念﹂と

とができる﹃上書き権﹄を盛り込むことも検討したが︑あ

﹁国が全国一律で定める政省令を道の条例で書き換えるこ

諮問会議での指示を受けた道州制特区構想の検討過程で

︵16︶

三日︶

がいい﹂との結論に到ったという︒︵日経二〇〇四年五月

自治法を大改正し︑憲法−地方自治法という形で整える方

︵15︶

照︒

②﹁地方自治の本旨﹂を基本原則としつつ︑従来よりも分

﹃上書権﹄の可能性の検討は︑地方自治強化の観点から今

これとの関連では︑北海道が二〇〇三年一二月に財政

先の第七次地方制度研究会は﹁憲法改正と併せて地方

権的にとらえ直す︒

いるというほかあるまい︒
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後の憲法学の課題といえよう︒
︵17︶ たとえば福岡県の場合をはじめ県国土利用計画審議会

については法制度のあり方から審議手続き上に実務あと追
い的ないし事後報告承認的にならざるをえない面が多々み
られることに対し︑審議会自体から問題提起がなされてき
た︒しかし︑新たに国土交通省で国土総合開発法の改正を
という形で検討されつつある﹁新しい国土計画制度﹂にお
いても︑従来の県レベルにおける国土利用計画審議会に関
する右のような問題点への対処については分明ではないよ
うに思われる︵改正案提出自体の動きについては例えば日
経二〇〇五年一月二六日参照︶︒
︵18︶ 鴨野幸雄﹁地方自治論の動向と問題点﹂︵﹃公法研究﹄

︵五六号︑一九九四年︶一四頁︑および大隈︑前掲註︵2︶
﹁日本国憲法における﹃国﹄と﹃地方公共団体﹄﹂一五五頁
以下︒
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