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分類 書籍（論文）名 著者等 発行所、発表雑誌等 発刊年

都市内分権の動態と展望 : 民主的正統性の視点から 石平春彦 公人の友社 2010

ホーンブック地方自治［第3版］ 磯崎初仁、金井利之、伊藤正次 北樹出版 2007

自治都市・大阪の創造 大阪市政調査会 編 敬文堂 2004

現代地方自治の法的基層 斎藤誠 有斐閣 2012

都市政府とガバナンス 武智秀之 編著 中央大学出版部 2004

新しい自治のしくみづくり 辻山幸宣 ぎょうせい 2006

地域自治のしくみと実践 中川幾郎 編著 学芸出版社 2011

コミュニティの自治－自治体内分権と協働の国際比較－ 名和田是彦 編 日本評論社 2009

住民・コミュニティとの協働 西尾隆 編 ぎょうせい 2004

参加・分権とガバナンス(地方自治叢書 26) 日本地方自治学会 編 敬文堂 2013

ローカル・ガバメント論 真山達志 編 ミネルヴァ書房 2012

地域自治の最前線　新潟県上越市の挑戦 山﨑仁朗、宇野隆俊 ナカニシヤ出版 2013

地方制度改革 横道清孝 編 ぎょうせい 2004

住民自治は深化したか : 国主導の地域自治区に「自治なし」
の声 広がる独自組織、地域予算や事業決定権も

浅田 和幸,市川 嘉一 日経グローカル 206, pp.10-21 2012

合併特例区の現状と課題(1)主として岡山市・宮崎市の事例
を参考に

生沼 裕 地域政策研究 10(3) , pp.1-12 2008

合併特例区の現状と課題(2)主として岡山市・宮崎市の事例
を参考に

生沼 裕 地域政策研究 10(4), pp.1-20 2008

都市内分権の論理と住民自治 今川 晃 都市問題研究 58(8), pp.46-56 2006

「都市と農山村との共生」と「都市内分権」思想とのハーモ
ニー--豊田市の場合

今川 晃
地方自治職員研修 575 (臨増88), pp.153-
168

2008

政令指定都市と行政区--都市内分権のめざすもの 岩崎 恭典,原田 晃樹 都市問題研究 55(7), pp.50-68 2003

都市内分権の現在・過去・未来 岩崎 恭典 都市問題 94(4), pp.3-15 2003

市町村合併と地域自治--地域自治区制度の現状と課題 牛山 久仁彦 政経論叢 77(3・4), pp.389-408 2009

法による地域社会の変動と自治体内分権 宗野 隆俊 法社会学 74, pp.14-29  2011

住民自治の充実を目指して--上越市における都市内分権の
取組

木浦 正幸 市政 56(4), pp.56-60 2007

合併後の市町村運営と住民行政(9)合併後の組織体制の難
しさ--分庁舎方式と総合支所方式

小西 砂千夫 住民行政の窓 290, pp.61-68 2006

地域自治区と住民自治の行方 佐藤 忠治 現代の理論 9, pp.104-109 2006

参考文献リスト（都市内分権）
都市自治制度研究会
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都市内分権とデモクラシー  澤井 勝 市政研究 148, pp.16-25 2005

地域自治区と地域コミュニティ税--宮崎市 椎木 隆 地方自治職員研修 588, pp.17-19 2009

地域自治区と地域コミュニティ税--地域コミュニティの再生を
目指して 

椎木 隆 コミュニティ政策 8, pp.37-49 2010

市町村の支所・出張所改革 : 札幌市および世田谷区の事例
から

武岡 明子 札幌法学 23(2), pp.39-68 2012

各地にみる住民自治活動と都市内分権の可能性 田嶋 義介 都市問題  94(4), pp.17-28 2003

都市内分権の現状とその課題--地域自治区における公民連
携の可能性を手掛かりに

徳久 恭子 立命館法學 333・334, pp.2401-2442 2010

分析 地域自治区・合併特例区の現状  長野 基 月刊自治研 575, pp.31-41 2007

近隣政府論--都市内分権のこれまでとこれから 名和田 是彦 地方自治職員研修 35(10), pp.21-23 2002

協働型社会における「地域自治区」制度の課題 名和田 是彦 月刊自治フォーラム 540, pp.17-22 2004

深化するコミュニティ政策 日本型都市内分権の特徴とコミュ
ニティ政策の新たな課題

名和田 是彦 コミュニティ政策 4, pp.42-64 2006

合併後の市町村における地域内分権の可能性--支所機能
の見直しと地域包括支援センター設置を契機とする区域設
定の見直しの必要

原田 晃樹 日本都市学会年報 39, pp.179-183 2005

都市内分権--市民との協働をめざして 福嶋 浩彦 都市問題 94(4), pp.75-85 2003

平成大合併における都市内分権と地域住民自治の重層的展
開--宮崎市1市3町合併を中心として

宮入 興一 経済論集 178, pp.21-63 2008

都市内分権化と地域自治組織の新展開--宮崎市の「地域自
治区」の動向を素材として

宮入 興一 経済論集 185, pp.23-74 2011

都市内分権と総合支所 宮崎 正寿 自治研究 75(12), pp.38-55 1999

合併新法と地域自治区・合併特別区 望月 達史 市政 53(9), pp.24-33 2004

豊田市の地域自治区・地域会議--豊田市まちづくり基本条
例、豊田市地域自治区条例

山崎 丈夫 コミュニティ政策研究 9, pp.77-94 2007

地域自治区及び合併特例区 吉川 浩民 地域政策研究 29, pp.39-49 2004

地方分権社会における大都市(その1)都市内分権と行政区 吉村 悟 市政研究 124, pp.114-122 1999

地方分権社会における大都市(その2)都市内分権と行政区 吉村 悟 市政研究 125, pp.110-126 1999

地方分権社会における大都市(その3・完)都市内分権と行政
区

吉村 悟 市政研究 126, pp.110-121 2000
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長野市都市内分権調査・研究報告書 : 市民と行政とのパー
トナーシップによる元気なまちを目指して

長野市都市内分権調査・研究プロジェクト
チーム／編

2004

「平成の合併」の評価・検証・分析 総務省 2008

今後の都市部におけるコミュニティのあり方に関する研究会
報告書

総務省 2014

地方自治法上の地域自治区を活用した取組みについて （財）地域活性化センター 2007

「地域自治組織」の現状と課題～住民主体のまちづくり～ （財）地域活性化センター 2011

コミュニティ･近隣政府と自治体計画 -その軌跡と展望- （ブッ
クレット６）

（財）日本都市センター 2002

自治的コミュニティの構築と近隣政府の選択 （財）日本都市センター 2002

近隣政府への途 -地域における自治システムの創造（ブック
レット７）

（財）日本都市センター 2003

英・独・仏における「近隣政府」と日本の近隣自治 （財）日本都市センター 2004

近隣自治の仕組みと近隣政府　－多様で主体的なコミュニ
ティの形成を目指して－

（財）日本都市センター 2004

近隣政府の制度設計 -法律改正･条例制定に係る主な検討
項目-

（財）日本都市センター 2004

地域コミュニティと行政の新しい関係づくり （公財）日本都市センター 2014
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