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市長 は えらい人？
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日本で一番えらい人は？
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画像出典 首相官邸. https://www.kantei.go.jp/ および岸田文雄氏Twitterアカウント



日本で一番えらい人は？
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日本国憲法第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

日本における国の最高機関は次のうちどれでしょう？

3. 最高裁判所2.国会1.内閣 4.国民 5. 俺

ただし、政治的美称説（単なる政治的美称であり、憲法上特に意味を持っていない）が通説と
なっている。

参考 平河エリ（2021）「第1章 総理大臣と国会」『25歳からの国会：武器としての議会政治入門』現代書館.



行政とは
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PCR検査
入院勧告？

救急の電話

救急搬送

濃厚接触者の追跡

関係機関への連絡

容態の確認

治療

すべて行政

どころか・・・
医療機関の整備
医師の養成
救急搬送のための車
道路の整備
連絡手段（電話、メール）

「国の機関または地方公共団体が、定められた規則・規範（法律）に基づき執行すること」
出典 島田美喜（2017）「国・都道府県・市区町村の行政のしくみと役割」『保健医療福祉行政論』p54



行政とは
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「これが行政である」という形での定義は難しい。

消去法的な定義も行われる

行政とは・・・国家権力のうち、

立法権（日本国憲法第41条） 司法権（日本国憲法第76条）

この二つ以外の権力（作用）である

出典 島田美喜（2017）「国・都道府県・市区町村の行政のしくみと役割」『保健医療福祉行政論』p54



行政とは

9

参考 金井利之（2020）「第1章 行政の相対性」『行政学概説』放送大学教育振興会

「行政」の範囲は流動的である

1. 行政が直接にサービスの担い手になるかどうかの範囲は変転する

2. 行政がサービスの担い手にならないにしても、企業・NPO・共同体という
他のサービスの担い手に、どのような関与を国家が行うかによっても、範囲
は変転する。

3. そうした国家の関与のうち、司法・立法の守備範囲とするのか、行政の守
備範囲とするのかも、変動がある。

4. 行政の守備範囲としても、国・連邦、州・自治体のどの行政が担当するの
かも、一義的には決まらない。
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行政の実施主体
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内閣 都道府県 市町村

内閣総理大臣 Prime Minister

その長が…その長が… その長が…

知事 Prefectural Governor 市町村長 Mayor



閑話休題 なぜ「Prime Minister （第1の閣僚）」?
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ロバート・ウォルポール Robert Walpole (1676-1745) 

by Arthur Pond, 1742
National Portrait Gallery, London

イギリスにおける初代首相 First Prime Ministerとされる

元々は財務を預かる大蔵委員会のトップ「第一大蔵卿」

「Prime Minister（第1の閣僚）」と呼ばれるようになった。

なぜか？



名誉革命 Glorious Revolution 1688-1689
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《King James II》
Sir Peter Lely作 1661-62年

《King William III》
Sir Peter Lely作 1677年

《Queen Mary II》
Sir Peter Lely作 1677年

カトリックの王を追放し、 オランダから新たなプロテスタントの王を招聘



名誉革命の後

15

王に対する議会の優越は決まった

王

議会

明確な国のリーダーは決まっていなかった。
議会はあくまで王が行う行政の歯止めとしての役割を果たしているだけであり、
行政権は王が保持していた

参考 平河エリ（2021）「第1章 総理大臣と国会」『25歳からの国会：武器としての議会政治入門』現代書館.



ジョージ1世（1660-1727）
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ウォルポールが活躍していたころの王・ハノーヴァー朝の初代

そもそもなぜ「ハノーヴァー朝」なのか、というと
ドイツ・ハノーヴァー選帝侯であったジョージが
イングランドに招かれて王となったから

ジョージ1世の肖像画
ゴドフリー・ネラー 1714年頃
画像出典 National Portrait Gallery

英語もほとんど理解できなかった

現代の英語の隆盛っぷりからは想像できませんが…
当時は1地域でしか使われていなかった言語の一つ

政務をウォルポールに任せた 「君臨すれども統治せず」

財務を預かる大蔵委員会のトップがPrime Ministerと
呼ばれるように

参考 平河エリ（2021）「第1章 総理大臣と国会」
『25歳からの国会：武器としての議会政治入門』現代書館.



国と地方公共団体の役割
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出典 島田美喜（2017）「国・都道府県・市区町村の行政のしくみと役割」『保健医療福祉行政論』p55

区分 国 地方公共団体

普通地方公共団体 特別地方公共団体

都道府県 市町村 特別区 ・財産区
・地方公共団体の
組合 など

根拠法令
(地方自治法) 第1条の2 第2条第5項 第2条第3項 第281条 第284条

役割 ・国際社会における
国家としての存立に
かかわる事務
・全国的に統一して
定めることが望まし
い事務
・全国的な視点に
立って行わなければ
ならない施策、事業

市町村を包含する広
域の地方公共団体と
して、
1 広域にわたるも
の
2 市町村の連絡調
整に関するもの、な
ど

基礎的な地方公共団
体として都道府県が
行う事務を除いたも
の

基礎的な地方公共団
体として都が行う事
務を除いたもの

特定の目的のために
設置されるもの

横浜市保土ヶ谷区などの
「区」ではない 例 介護保険広域連合

後期高齢者医療広域連合



市の区分
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出典 島田美喜（2017）「国・都道府県・市区町村の行政のしくみと役割」『保健医療福祉行政論』p55
ただし、市の数は総務省ウェブサイトより 2021年9月7日時点
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.html

区分 指定都市（20市） 中核市（62市） 施行時特例市（23市） その他の市

要件1) ・人口50万人以上
・政令で指定

・人口20万人以上
・市の申し出により、
政令で指定

・人口20万人以上
（2015年4月1日に特例市が廃
止。制度が変更された）

人口5万人以上

特例 ・知事の承認、許可、
認可などの関与を要し
ている事務について、
その関与をなくし、ま
たは知事の関与に代え
て直接各大臣の関与を
要することとする

・福祉に関する事務に
限って指定都市と同様
の関与

・施行時特例市は、平
成32年3月31日まで人口
20万未満であっても中
核市の指定を受けるこ
とができる。

1) 町村の要件は次のとおり。
町の要件：都道府県で定める要件を備えていること。村の要件：なし。

特例市としての事務（中核市が処理でき
る事務のうち、都道府県が特例市に移譲
するもの）を引き続き実施（総務省）
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政令市（指定都市、指定市、政令指定都市）

・地方自治法第252条の19による指定を受けた都市。
・人口50万人以上が目安。
・都道府県が行う業務の多くを行うことができる。
例）児童福祉に関する業務

障害者の福祉に関する業務
生活保護に関する業務
食品衛生に関する業務 など

行えない業務の例
病院の開設許可（診療所は可能）
→ 2014年から指定都市も可能に
薬局の開設許可
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中核市

・地方自治法第252条の22第1項による指定を受
けた都市。
・人口20万人以上が目安。
・所属する都道府県の議会と市議会の議決を経て、
総務大臣に申請する。
・都道府県が行う業務の一部（主に福祉関連）を
行うことができるようになる。

中核市の例（関東地方）
栃木県宇都宮市、群馬県前橋市、群馬県高崎市、
埼玉県川越市、埼玉県越谷市、千葉県柏市、千葉
県船橋市、東京都八王子市、神奈川県横須賀市



23

日本の市町村・人口ランキング 2020年国勢調査より

市町村 人口 政令市 中核市 施行時特例市

1 横浜市 3,778,318 ○

2 大阪市 2,754,742 ○

3 名古屋市 2,333,406 ○

4 札幌市 1,975,065 ○

5 福岡市 1,613,361 ○

6 川崎市 1,539,081 ○

7 神戸市 1,527,022 ○

8 京都市 1,464,890 ○

9 さいたま市 1,324,591 ○

10 広島市 1,201,281 ○

11 仙台市 1,097,196 ○

12 千葉市 975,210 ○

13 世田谷区 948,147
14 北九州市 939,622 ○

15 堺市 826,447 ○

16 浜松市 791,155 ○

17 新潟市 789,715 ○

18 練馬区 753,045
19 大田区 748,291
20 熊本市 738,744 ○

市町村 人口 政令市 中核市 施行時特例市

21 相模原市 725,302 ○

22 岡山市 725,108 ○

23 江戸川区 698,189
24 足立区 695,530
25 静岡市 693,759 ○

26 船橋市 642,972 ○

27 川口市 594,461 ○

28 鹿児島市 593,460 ○

29 杉並区 592,241
30 板橋区 584,403
31 八王子市 579,605 ○

32 姫路市 530,723 ○

33 江東区 524,547
34 宇都宮市 519,026 ○

35 松山市 511,569 ○

36 松戸市 498,293
37 市川市 496,943
38 東大阪市 494,074 ○

39 西宮市 485,705 ○

40 大分市 475,852 ○
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日本の市町村・人口ランキング 2020年国勢調査より

市町村 人口 政令市 中核市 施行時特例市

41 倉敷市 474,793 ○

42 金沢市 463,583 ○

43 福山市 461,268 ○

44 尼崎市 459,717 ○

45 葛飾区 453,441
46 藤沢市 437,155
47 町田市 431,525
48 柏市 426,552 ○

49 品川区 422,795
50 豊田市 422,511 ○

51 高松市 417,803 ○

52 富山市 414,171 ○

53 長崎市 409,305 ○

54 岐阜市 402,742 ○

55 豊中市 401,818 ○

56 宮崎市 401,591 ○

57 枚方市 397,596 ○

58 横須賀市 388,504 ○

59 吹田市 385,787 ○

60 岡崎市 384,805 ○

市町村 人口 政令市 中核市 施行時特例市

61 一宮市 379,981 ○

62 長野市 373,251 ○

63 高崎市 373,218 ○

64 豊橋市 372,134 ○

65 和歌山市 356,858 ○

66 北区 355,501
67 奈良市 354,833 ○

68 川越市 354,680 ○

69 高槻市 352,876 ○

70 新宿区 349,743
71 大津市 345,202 ○

72 中野区 345,089
73 所沢市 342,535 ○

74 越谷市 341,765 ○

75 いわき市 333,202 ○

76 前橋市 332,332 ○

77 旭川市 329,513 ○

78 郡山市 327,872 ○

79 高知市 326,814 ○

80 那覇市 317,832 ○
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日本の市町村・人口ランキング 2020年国勢調査より

市町村 人口 政令市 中核市 施行時特例市

81 春日井市 308,832 ○

82 秋田市 307,885 ○

83 四日市市 305,744 ○

84 明石市 303,838 ○

85 久留米市 303,496 ○

86 豊島区 302,098
87 盛岡市 289,893 ○

88 目黒区 288,501
89 茨木市 288,014 ○

90 福島市 282,802 ○

91 青森市 275,340 ○

92 津市 274,759
93 墨田区 272,190
94 水戸市 270,810 ○

95 市原市 269,653
96 長岡市 267,115 ○

97 府中市 262,932
98 福井市 262,501 ○

99 加古川市 260,988 ○

100 港区 260,851

市町村 人口 政令市 中核市 施行時特例市

101 墨田区 272,190
102 水戸市 270,810 ○

103 市原市 269,653
104 長岡市 267,115 ○

105 府中市 262,932
106 福井市 262,501 ○

107 加古川市 260,988 ○

108 港区 260,851
109 平塚市 258,524 ○

110 下関市 255,199 ○

111 徳島市 252,364
112 函館市 251,271 ○

113 草加市 248,037 ○

114 山形市 247,747 ○

115 富士市 245,489 ○

116 渋谷区 244,067
117 佐世保市 243,387 ○

118 調布市 242,721
119 茅ヶ崎市 242,603 ○

120 つくば市 241,785 ○



明治の大合併（1890年、明治22年）
・市制町村制の施行にともなうもの
・71,314 → 15,859

昭和の大合併（1953-1961年）
・町村合併促進法（1953年）
・9,868（1953年10月） → 3,472（1961年6月）

平成の大合併（1999年-2010年）
・財政措置、国・都道府県の積極的な関与
・合併特例法
・3,232（1999年） → 1,730（2010年）

総務省.市町村合併資料集. http://www.soumu.go.jp/gapei/gapei.html

市町村の大合併
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平成の大合併の例 愛媛県

2013年1月2003年3月
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自治事務と法定受託事務

2000年 地方分権一括法の施行 に伴い廃止

• 知事・市町村長および地方公共団体の行政委員会を、個別の仕事
ごとに法律あるいは政令で各大臣の地方機関と位置づけ、所管大
臣の指揮命令のもとに仕事を処理させる制度。

機関委任事務制度

自治事務 法定受託事務

新たな区分に整理
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自治事務と法定受託事務

項目

内容 地方公共団体の処理する事務のうち、法定
受託事務を除いたものをいう。

国が本来果たすべき役割にかかる事務で
あって、国においてその適正な処理をとく
に確保する必要があるもの。

おもな例 1 法律・政令により事務処理が義務づけら
れるもの
・例 介護保険サービス、国民健康保険の給付
2 法律・政令に基づかずに任意で行うもの
・例 各種助成金

法律・政令により事務処理が必ず義務づけ
られる。
・例 国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、生
活保護、戸籍事務

国の関与 1 助言・勧告
2 資料提出の要求
3 協議
4 是正の要求 の4種類

1 助言・勧告
2 資料提出の要求
3 協議・同意・許可・認可・承認
4 是正の指示
5 代執行 の5種類
しかし4、5など、国の強い関与が認められている。

法定受託事務自治事務

出典 島田美喜（2017）「国・都道府県・市区町村の行政のしくみと役割」『保健医療福祉行政論』p56
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自治事務と法定受託事務

2000年 地方分権一括法の施行 に伴い廃止

• 知事・市町村長および地方公共団体の行政委員会を、個別の仕事
ごとに法律あるいは政令で各大臣の地方機関と位置づけ、所管大
臣の指揮命令のもとに仕事を処理させる制度。

機関委任事務制度

自治事務 法定受託事務

新たな区分に整理
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予算とは？

参考 吉岡京子（2017）「保健医療福祉の財政」『保健医療福祉行政論』p74-80

旅行や買い物にいくらかけるか、
を決めるように

決め・・・ますよね？

国や地方公共団体も活動に必要な費用に
ついて予め見積をしている。

これを予算と呼ぶ。
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予算の機能

1. 一定期間の財政支出と財政収入の見積もりを示す

自分の家庭の予算を考える時を思い浮かべながら…

2. 将来の行政の行動計画を示す
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予算の種類

一般会計

• 通常の行政活動を行ううえで毎年必要な基本的経費を含むもの。
• 単一の会計で処理することが原則となっている。

特別会計

• 特定の歳入（保険料など）と特定の歳出を一般会計とは別の経理として扱うもの。

参考 吉岡京子（2017）「保健医療福祉の財政」『保健医療福祉行政論』p74-80

例 国の年金特別会計、自治体の国民健康保険事業費会計
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予算の種類 会計年度からみた場合

本予算（当初予算）

• 正式な議決を経て、一会計年度の年間予算として年度の当初に成立するもの。

暫定予算

• 本予算が年度開始前に成立しない場合に、成立までの間に必要な経費を支出するため
の予算。

• 本予算が成立するとその効力を失う。

参考 吉岡京子（2017）「保健医療福祉の財政」『保健医療福祉行政論』p74-80

補正予算

• 年度の途中で既存の予算を追加修正する必要が生じた場合に組むもの。
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予算の原則

出典 青木一郎（2016）「Chapter 3 財政運営と予算」『財政学 改訂第2版』p59-77, 学文社.

1. 公開の原則

予算そのもの及び予算の作成から決算に至る全段階が公開されなければならない

2. 明瞭の原則

予算はわかりやすいものでなければならない

3. 事前承認の原則

予算はそれが執行される会計年度の開始前に、議会（国会）による審議承認を受け成立しなけれ
ばならない（財政法第27条）。
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予算の原則

出典 青木一郎（2016）「Chapter 3 財政運営と予算」『財政学 改訂第2版』p59-77, 学文社.

4. 正確性の原則

予算の数値はできるだけ正確でなければならない

5. 目的拘束禁止の原則

特定の歳入を特定の歳出目的に結び付けること（歳入の使途を予算を作成する以前からあらかじ
め決定しておくこと）を禁止する

6. 単一性の原則

予算は単ーでなければならない。

（ノン・アフェクタシオンの原則）
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予算の原則

出典 青木一郎（2016）「Chapter 3 財政運営と予算」『財政学 改訂第2版』p59-77, 学文社.

7. 包括性の原則

国家の収入および支出は全て予算に編入されなければならない。

8. 個別性の原則

歳出の支払いは、予算に定められた承認額の枠内で、かつそこに定められた使用目的に対しての
み支出すべきである。

9. 会計年度独立の原則

予算における歳出入は、基本的に当該年度において実施されなければならない。
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予算が決まるまで

8月下旬 省庁がそれぞれ予算を作成し、財務省に提出

9月～12月 財務省が各省庁へヒアリングを行い、予算を精査

12月下旬 政府予算案を作成し、閣議決定

1月～3月 通常国会で予算案の審議

【概算要求】

「予算委員会」の開催
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社会保障給付費の基準（ILO基準）

国際労働機関 (International Labour Organization, ILO) の第 18 次及び第 19 次の社会保障費用調査で
は、次の 3 つの基準を満たすものを、社会保障制度として定義している。

3. 制度が法律によって定められた公的、準公的、若しくは独立の機関、あるいは法的に定
められた責務の実行を委任された民間の機関によって管理されていること。

1. 制度の目的が、(1) 高齢 (2) 遺族 (3) 障害 (4) 労働災害 (5) 保健医療 (6) 家族 (7) 失業 (8) 
住宅 (9) 生活保護その他、のリスクやニーズのいずれかに対する給付を提供するものであ
ること。

2. 制度が法律によって定められ、それによって特定の権利が付与され、あるいは公的、準
公的、若しくは独立の機関によって責任が課せられるものであること。

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計（2021年8月31日公表）を一部修正
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社会支出（OECD基準）と社会保障給付費（ILO基準）

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計
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社会保障給付費の分類

社会保障給付費

部門別社会保障給付費 機能別社会保障給付費

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計（2021年8月31日公表）
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部門別社会保障給付費

部門 詳 細

医療 「疾病・出産」の医療及び「業務災害」の医療の合計
医療保険、後期高齢者医療の医療給付、生活保護の医療扶助、労災保険の医療給付、
結核、精神その他の公費負担医療等

年金 「業務災害」の年金及び「年金」の合計
厚生年金、国民年金等の公的年金、恩給及び労災保険の年金給付等

福祉その他 「医療」と「年金」以外の項目の合計
社会福祉サービスや介護対策に係る費用、生活保護の医療扶助以外の各種扶助、児童
手当等の各種手当、医療保険の傷病手当金等、労災保険の休業補償給付等、雇用保険
の求職者給付等が含まれる。また、再掲した介護対策には、介護保険、生活保護の介
護扶助、原爆被爆者介護保険法一部負担金、雇用保険等の介護休業給付等

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計（2021年8月31日公表）
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ILO基準における社会保障財源と社会保障給付のイメージ図（2019年度）

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計
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部門別社会保障給付費の推移

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計
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社会保障給付費の分類

社会保障給付費

部門別社会保障給付費 機能別社会保障給付費

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計（2021年8月31日公表）
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機能別社会保障給付費

種類 定義 具体例

高齢 退職によって労働市場から引退した人に提供される全ての給付。

遺族 保護対象者の死亡により生じる給付。

障害 部分的又は完全に就労不能な障害により保護対象者に支払われる給付。

労働災害 保護対象者の業務上の災害、病気、障害、死亡に対する労働災害補償制
度から支払われる給付。

保健医療 病気、傷害、出産による保護対象者の健康状態の維持、回復、改善の目
的で提供される給付（傷病で休職中の所得保障を含む）。

家族 子どもその他の被扶養者がいる家族（世帯）を支援するために提供され
る給付。

失業 失業した保護対象者に提供される給付。

住宅 住居費の援助目的で提供される給付（資力調査を伴うもの）。

生活保護
その他

定められた最低所得水準や最低限の生活必需品を得るために、援助を必
要とする特定の個人又は集団に対して提供される現金及び現物給付。

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計（2021年8月31日公表）
具体例は各種資料を参考に大久保が作成
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ILO基準における社会保障財源と社会保障給付のイメージ図（2019年度）

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計
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機能別社会保障給付費の推移

出典 国立社会保障・人口問題研究所（2021）2019年度社会保障費用統計
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