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日　　本/ Japan 韓　　国/ Korea

*1
　　　　　　   　　　　　   　1億2693万人

                                      126.93 Million
　　　　　　　　 　　　       〈2016年11月〉

*25
 　　　　　　　   　　　　　  　5,052万人

                                       50.52 Million
　　　　　　　   　　　　　　   〈2010年〉

（該当なし）
(N/A)

（該当なし）
(N/A)

*3

　　　  　　　                               △
　　　　　　  　 116広域連合/ 116 Wide-area Unions
　　　　1,493 一部事務組合/ 1,493 Partial Cooperatives

　　　　　　　協議会216件/ Conferences 216 cases
          機関等の共同設置444件/ Joint Setting Up of
                                                     a Committee, etc. 444 cases
          事務の委託6,443件/ Deligations of a Part of
                                               the Specific  Affairs 6,443 cases
                      （設置数は、市町村相互のもの）

     (counted only those jointed exclusively by municipalities)
      　　 　　 　　　　　　　　　〈2016年12月〉

*5

　　　　　　　　 　 　　　   　     　△
　        　60行政協議会/ 60 Administrative Conferences
　　　      　（7広域行政協議会・53基礎行政協議会）

                (7 Regional Administrative Conferences and
               53 Foundamental Administrative Conferences)

　　      6地方自治団体組合/ 6 Municipal Cooperatives
　　　　 　     　    　（2経済自由区域、4組合）

                     (2 Free Economy Zones, 4 Cooperatives)
　　　　　　　　　　   　 　    　　など

　　　　　　　 　　　       　〈2006年12月〉

*4　　　　　      　　                ○
　　　　　　　　　　　    791市/ 791 Cities
　　　　　　　　　 23特別区/ 23 Special Wards
 　　　　　　　　　　　　 744町/ 744 Towns
 　　　　　　　　　　　　 183村/ 183 Villages
　　計1,718団体/ 1,718 Organizations in total
                                  【平均人口7.4万人】

                           【Average Population 74,000】
                                     〈2016年10月〉

                    【最大人口373万人、最小人口165人】

*5, 7
        　　 　   　  　　　　　　   ○
       　　             　　69自治区/ 69 Districts
　　　　　　　               74市/ 74 Cities
　　　　　　　　　     　 84郡/ 84 Counties
         　　　  計227団体/ 227 Organizations in total
　　　　 　         　  【平均人口22.16万人】

                  【Average Population 0.2216 Million】
          　　  　 　    　        〈2014年〉

      【Most Populated 3.73 Million, Least Populated 165】
　　　　　　　　　　　　      〈2016年〉

※2006年は777市、846町、198村、23特別区、計1844団体。
※2006年は計230団体（うち 75市）。

基礎自治体
Municipalities

総人口
Population

*2

　　　　 　　　　　                  ○
　　　　　　　　　  47都道府県/ 47 Prefectures
　　　　　　　　　　  【平均人口270万人】
                     【Average Population 2.700 Million】

　　　　　　　　　　　 　　〈2016年〉

 　　　　 【最大人口1,351万人、最小人口57万人】

【Most Populated 13.51 Million, Least Populated 0.57 Million】

　　　　　　　　　　　   　　 〈2016年〉

広域自治体
Local

Government Units
Serving Wide

Areas

*7                                        ○
　　　　　　　  　   　 1特別市/ 1 Special City
　　　　　　　    6広域市/ 6 Metropolitan Cities
　　　　　　　　         　 8道/ 8 Provices
　　　　　　   　1特別自治道/ 1 Special Province
                      1特別自治市/ 1 Special Autonomous City
　　　　　　    　　　     【平均人口316万人】

                       【Average Populaton 3.16 Million】

　　　　　　　　　   　　　     　〈2014年〉

区分

・都道府県・市町村の2層制。

・市には大都市、中核市及び特例市の特例があり、一
般の市より権限が広い。

・中間自治体はない。

・基礎自治体の連携の方法としては、法人である広域
連合・一部事務組合、機能的な協力方式である協議
会・機関等の共同設置・事務の委託などがある。

・また、地方自治法の一部改正（2014年11月施行）によ
り、連携協約 175件（うち連携中枢都市圏の形成に係

るもの128件）、事務の代替執行 2件もまた新たに実施
されている。

基礎自治体連携
Intermunicipal
Cooperation

中間自治体
Local

Government in
Between

*5
・広域自治体である特別市、広域市、道、特別自治道と
基礎自治体である自治区、市、郡の２層制。

・2つ以上の地方自治団体に関連する事務の一部を共
同処理するために行政協議会を構成することができ
る。

・2つ以上の地方自治団体が相互間の事務を共同処理
するために法人である地方自治団体組合を設置するこ
とができる。

概　　況

General
Conditions

単一制国家・融合型/ Unitary・Integrated
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フランス/ France オランダ/ Netherlands

総人口
Population

*8
 　　　　　　　     　　　 　　6,699万人

                                      66.99 Million
　　　　　　　     　　　 　　〈2017年1月〉

*25
　　　　　　　    　　　 　     1,653万人

                                     16.53 Million
　　　　　　　    　　　  　   〈2009年〉

中間自治体
Local

Government in
Between

*8, 9

                        　     　　 　○
                   98 デパルトマン/ 98 Departmans
                        （フランス本土96、海外県2）

                 　　　　【平均人口68.4万人】

                   【Average Population 0.684 Million】

                        　　　　〈2016年〉

（該当なし）
(N/A)

基礎自治体連携
Intermunicipal
Cooperation

*10

12,234コミューン間事務組合/12,234 Intercommunal Cooperatives
               11大都市共同体/ 11 Urban Communities
     1,842コミューン共同体/ 1,842 Commune Communities
            196都市圏共同体/ 196 agglomeration communities
　　　　　　　　　　　　          〈2016年1月〉

*11

　　　　　    　　　　　　　　 　  　○
         　　27治水団/ 27 Water Boards (Waterschappen)

　　　           7広域公共団体/ 7 Regional Public Bodies
                                                  (Regionaal Openbaar Lichaam)
（①アムステルダム、②デン･ハーグ、③ロッテルダム、④ユト
レヒト、⑤エイントホーフェン及びヘルモント、⑥アーネム及び
ネイメーヘン、⑦エンスゲーデ及びヘンゲローの7大都市圏に
のみ設置）
　　     　　       　共同規約法に基づく「公共団体」

　　     　　        　「共同機関」「中核都市協定」等

基礎自治体
Municipalities

*9

                    　　　               ○
         　　　35,885コミューン/ 35,885 Communes
　　　　       　　　   【平均人口1,866人】

                         【Average Population 1,866】
          　   　 　      　　　〈2016年〉

※1999年は36,779コミューン。

*6
・州（レジオン）・県（デパルトマン）・市（コミューン）の３
層制。

・課税権を持つコミューンの連合体としてのコミューン連
合がある。

・1つもしくは複数の事務を広域処理する事務組合があ
り、レベルの異なる自治体や隣国の自治体と組合を結
成することも可能。

概　　況
General

Conditions

広域自治体
Local

Government
Units Serving
Wide Areas

*11
・州（プロヴィンス）と地方自治体(ヘメーンテ)の2層制。

・州と地方自治体の他に、治水事業を所管する地方行政機関
である「ウォーターボード（治水委員会）」があり、独自の議会
と課税権を有している。

*12
・共同規約プラス法(WGR-Plus)に基づく「広域公共団体」など
基礎自治体間の広域連携の枠組が存在。

*11
・共同規約法(WGR)に基づく「公共団体」（階層制の構造・法
人格・権限を有する）、「共同機関」（階層制の構造・法人格・
権限を有さない）、「中核都市協定」（中核都市が一定の権限
を行使することを共同規約に定める）。

*12

　　　　　　　　　　　　　  　　　 ○

　　　　443ヘメーンテ/ 443 Municipalities (Gemeenten)
　　　　　　　　　　　　【平均人口3.7万人】

                        【Average Population 37,000】
　　　　　　　　　　　　　　　〈2007年〉

*8, 9

                          　　　　　 ○
                　　   14 レジオン/  14  Regions
                     （フランス本土12  、海外2 ）
               　　　 【平均人口478.5万人】

             【Average Population 4.785 Million】

                      　　　　  〈2016年〉

*12

　　　　　　　　　 　　　       　○
　　          12プロヴィンス/ 12 Provinces (Provincies)
　　　　　　 　　   　 【平均人口138万人】

                     【Average Population 1.38 Million】

　　　　　　　   　　    　　〈2007年〉

単一制国家・融合型/ Unitary・Integrated
区分
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総人口
Population

大都市圏

*15

 27 カウンティ

  27 Counties
 　〈2010年〉

※2000年は

35カウンティ。

中間自治体
Local

Government in
Between

（該当なし）
(N/A)

基礎自治体連
携

Intermunicipal
Cooperation

*15

  事務組合

Cooperatives
   〈2010年〉

*15
 
 201ディストリク
ト
 201 Districts
    〈2010年〉

※2000年は

238ディストリク
ト。

*15
ごく少数のパリッシュ

Only a few Parishes
       〈2010年〉

（該当なし）
(N/A)

*25
　　　　　　　　    　　　　　  　938万人

                                          9.38 Million
 　　　  　　　　   　　　　　   〈2010年〉

スウェーデン/ Sweden
単一制国家・分離型/ Unitary・Separated

*6
・ランスティング（一部はレギオン）・コミューンの2層制。

・レギオンはランスティング所管業務（医療・衛生サービ
ス）に加えて国の事務である地域交通を所管する。

・ランスティングとほぼ同じ管轄区域を持つ国の広域行
政単位（レーン）が存在する。

・基本的には、コミューン（市町村）とランスティング（県）
の事務は分離している。

概　　況
General

Conditions

（該当なし）
(N/A)

*13
                                     ○
　　 　　　　　　17 ランスティング/ 17 Landstings

　　　　　　　　　　　3 レギオン/ 3 Regions

                    （～2010年 レギオン実験）

　　　　　計20 広域自治体/ 20 governments in total

　　       　　　　       【平均人口46.9万人】

                 【Average Population 0.469 Million】

　　　　　　      　　　　　     　〈2011年〉

※2007年は18ランスティングと2レギオン。

地方圏

広域自治体
Local

Government
Units Serving

wide Areas

*25
                　　　　　       6,135万人

                                   61.35 Million
　　　　　 　　　     　　　 〈2010年〉

*6, 15
・2層制、一部1層制。

　（地方圏）
・2層制：カウンティ、ディストリクトからなる。それぞれの所掌
事務は分離している。
・1層制：ユニタリーがカウンティとディストリクトの事務を担
当。

　（大都市圏）
・1層制：メトロポリタン・ディストリクトがカウンティとディストリ
クトの事務を担当。

　（ロンドン）
・グレーター・ロンドン・オーソリティー（GLA）は、警察、消
防・救急、公共交通、文化、戦略的計画等の事務を担当。
32のロンドン区とシティ・オブ・ロンドン・コーポレーションが
ある

英国（イングランド例）/ UK (England)区分

基礎自治体
Municipalities

*14

  　　　　　  　 　   　　　　　　　○
        　　　　  290コミューン/ 290 Communes

　　　　　     　　　　 【平均人口3.23万人】
       　　 　       【Average Population 32,300】
                       　　　　   〈2011年〉

※ゴットランド・コミューンは、ランスティングの行政事務
も担当している。

*15

 56 ユニタリー

  56 Unitary
Authorities
  〈2010年〉

※2000年は

46 ユニタリー。

*15

 36 メトロポリタ
ン・ディストリクト
  36 Metropolitan
Districts
   〈2010年〉

※2000年は

36 メトロポリタン・
ディストリクト。

*15
　　　       約10,000 パリッシュ

             About 10,000 Parishes
                　    〈2010年〉
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ドイツ/ Germany スイス/Switzerland

総人口
Population

*16
      　    　　　　　　          8,119万人

                                     81.19 Million
　　　　　   　　　　　　　     〈2014年〉

*25
　　　　　　　　　　　 　　　　  782万人

                                         7.82 Million
　　　　    　　　　　　　　　 　〈2010年〉

広域自治体
Local

Government
Units Serving
Wide Areas

*16

　　　　　  　　　　   　　      △
　　　     294 郡（クライス）/ 294 Districts (Kreise)
       107 郡独立市/District free cities (Kreisfreie Staedte)
　                       【平均人口19.8万人】

            【Average Population 0.198 Million】

　　　　　　 　　　   　   〈2016年〉

※2006年は323郡、116郡独立市。

*17

　　　　　　　　　　　　 △
　　　　　    　　　　   147郡/ 147 Counties
         　　　　　　　　 【平均人口5.3万人】

                          【Average Population 43,000】

            　  　　　　　　　    〈2011年〉

※2006年は175郡。

基礎自治体連携
Intermunicipal
Cooperation

*10, 16
　　　　    　 　　　   　　特定目的組合

                        Special-Purpose Cooperatives
          　　　　      （バイエルン例　約1,500）

        (About 1,500 cooperatives in Free State of Bavaria)
　　　     　      　　　　　〈2006年4月〉

 
　　　           　　　　1,262 市町村小連合

    (1,262  administrative associations of small municipalities)
　    　　　       　　市町村大連合（広域連合）

          　   (Wide-area associations of Municipalites)
　　　     　　　       　　　　〈2016年〉

（調査中）
(Research in progress)

基礎自治体
Municipalities

州
State

*17

　　　   　    　　　　　  ○
   　 　   　 　　　　　　　  26州/ 26 Cantons
　　　  （20州・6半州/ 20 Cantons and 6 Half-Cantons）
       　　　　　　　   　【平均人口30.1万人】

                        【Average Population 0.301 Million】

            　　　　　　　　  　〈2011年〉

概　　況
General

Conditions

*6
・基本的に州と市町村の2層制。

・但し、市町村の存在しない都市州が存在。都市州内
には区（Bezirk）が設置されている。

※州と市町村の間には、市町村連合に近い性格を持
つ郡や、狭義の市町村連合が存在することがある。

※郡独立市（人口5-10万人以上）、郡所属市（人口5-
10万人未満）の2種類がある（州によって基準が異な
る）。
※バーデン・ビュルテンベルク州（4）、バイエルン州(7)、
ヘッセン州(3)、ノルトライン・ヴェストファーレン州(5)の４
つの州には計19の行政管区（Regierungsbezirk）が存在
する。

*16

　 　　　      　　　　            ○
　  　     　　　　   16州（うち3都市州）

                     16  States (including 3 City States)
　     　　　　　　【平均人口507.4万人】

                【Average Population 5.074 Million】

　　  　　　　　　　　    　〈2015年〉

*17
・基本的に州（半州）・市町村の２層制。

・州によっては、郡（州と市町村の間の、複数の市町村
にまたがる組織）が存在。

連邦制国家・融合型/ Federal・Integrated
区分

*16

        　　    　　　                   ○
　　　　　   11,059市町村/ 11,059 Municipalities
 　　　 　  　　　    【平均人口7,341人】

                       【Average Population 7,341】
　　　　　　　    　　　     〈2016年〉

※2006年は12,312市町村。

*17

 

　　　　　　　   　　 　　　　　 ○
　　    　　　　2,551市町村/ 2,551 Municipalities
 　 　   　　　　　　　【平均人口3,065人】

                         【Average Population 3,065】
　　　　　   　　　　　　　 〈2011年〉

※2006年は2,740市町村。
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ベルギー（全域）/ Belgium (Overall) ベルギー（フラーンデレン地方）/ Belgium (Flanders)

総人口
Population

*19
　　　　　　　　　　　　     　　　1,084万人

                                           10.84 Million
　　　　　　　　　　　　　     〈2010年1月1日〉

*19
                   　　　　　　        625万人

                                         6.25 Million
　　　　　　　　　　　       〈2010年1月1日〉

広域自治体
Local

Government
Units Serving
Wide Areas

*18, 19
　

　　　　　　　　　　　　　　　　       △
                        　　　      10 県/ 10 Provinces
                 　　　        　【平均人口108万人】

                       【Average Population 1.08 Million】

　　　　 　【最大人口174万人、最小人口27万人】

  【Most Populated 1.74 Million, Least Populated 0.27 Million】

　　　　　　　　　　　　　　　〈2010年〉

*18, 19

                                               ○

　　　　　　　5 県/ 5 Provinces (Provincies)
　　　　　　　　　　　　【平均人口125万人】
                     【Average Population 1.25 Million】

　　　　　　【最大人口174万人、最小人口84万人】
【Most Populated 1.74 Million, Least Populated 0.84 Million】

　　　　　　　　　　　　　　〈2010年〉

基礎自治体連携
Intermunicipal
Cooperation

*18, 20

　

                          　225 広域コミューン組合

                                225 Intercommunales
                                         〈2005年〉

*20

 
　
                    　地域組合/ Inter-local Associations
                    　事業組合/ Project Associations
      サービス実施組合/ Service Providing Associations
                      委任組合/ Mandated Associations

州
State

*18
・基本的にレジオン（地域）、共同体、県、コミューンの4
層制。

・３つの地域（フラーンデレン地域、ワロン地域、ブリュッ
セル首都地域）と、３つの共同体（オランダ語共同体、フ
ランス語共同体、ドイツ語共同体）とが、重複しながら
併存。

・地理的には、「ブリュッセル首都地域」を別とすれば、
オランダ語共同体とフラーンデレン地域の領域が一
致。また、「フランス語共同体とドイツ語共同体を合わ
せた領域」がワロン地域の領域と一致（相対的にフラン
ス語共同体のほうが人口・面積において大きい）。

*18
 
                                      ○
                                　3 レジオン/ 3 Regions
                            　3 共同体/ 3 Communities
              　 　   　      【平均人口361万人】

                    【Average Population 3.61 Million】

                     　　    　      　〈2008年〉

*18
　

   　　　　　　　　　　　　　○
　　フラーンデレン・レジオン/ Flemish Region
　　　　　 オランダ語共同体/ Flemish Community

※フラーンデレン・レジオンとオランダ語共同体は一体
となってフラーンデレン政府を構成している。

連邦制国家・融合型/ Federal・Integrated
区分

概　　況
General

Conditions

*18, 19

　　　　　　　　　　　　　  　  ○
                    　589コミューン/ 589 Communes
　　　　　　　　　　  【平均人口1.8万人】

                        【Average Population 18,000】
　　　　　   【最大人口48.4万人、最小人口80人】

     【Most Populated 0.484 Million, Least Populated 80】
　　　　　　　　　　　　　〈2010年〉

*18
・フラーンデレン政府、県、コミューンの3層制。

※なお、フラーンデレンはフランドルとも表記されること
がある。

*18, 19

　　　　　　　　　　　　　　　○
　       308ヘメーンテ/ 308 Municipalities (Gemeenten)
　　　　　　　　　　 【平均人口2.0 万人】

                        【Average Population 20,000】
　　　　　   【最大人口48.4万人、最小人口80人】

      【Most Populated 0.484 Million, Least Populated 80】
　　　　　　　　　　　　      　〈2010年〉

基礎自治体
Municipalities
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アメリカ/ U.S.A. カナダ/ Canada

総人口
Population

*25
　　　　　        　  　　      3億0,875万人

                                     308,75 Million
　　　　　    　     　　　       〈2010年〉

*25
　　　　    　　　　　　　　　3,411万人

                                     34.11Million
　　　　    　　　　　　　　　〈2010年〉

広域自治体
Local

Government
Units Serving
Wide Areas

*22
　

　　　　　　　          　　　      △
      　        3,031郡（カウンティー）/ 3,031 Counties
　　    　     　　　　    【平均人口10万人】

                         【Average Population 100,000】

                                          〈2012年〉

※2002年は3,034郡。

（調査中）
(Research in progress)

基礎自治体連携
Intermunicipal
Cooperation

 
　　　　　         　　　   　（調査中）

　　　　　　　　　　(Research in progress)
　　　　　　　       　　　  　（調査中）

                                (Research in progress)

*25

　　　　　       　　      ○
　　 　　         　       　     50州/ 50 States
　　           　　　    　【平均人口617.5万人】

                     【Average Population 6.715 Million】

　　　　   　     　  　　　     〈2010年〉

*24

                   　　　　　　　        ○
　　　    10州・3準州/ 10 Provinces and 3 Territories
      　　　　 　　　　【平均人口262.4万人】

                    【Average Population 2.624 Million】

              　　  　　　　　    　〈2010年〉

*21
・地方公共団体の仕組みは州によって様々。

・地方公共団体の種類として、カウンティー（州の代理
機関）、市などの自治体（わが国の市町村に該当）、タ
ウン・タウンシップ（市などの自治体よりも限定的な事務
を担う）、学校区などの特別区（特定の行政目的のため
に設立）が存在。

州
State

連邦制国家・分離型/ Federal・Separated

概　　況
General

Conditions

基礎自治体
Municipalities

*22
                                              △
   　     90,056地方政府 /  90,056 Local governments
                            うち　 3,031郡 / 3,031 Counties
           19,519 ミュニシパリティ/ 19,519 Municipalities
    16,360 タウン・タウンシップ/ 16,360 Town・Townships
                  　12,880学校区/ 12,880 School Districts
                     38,266特別区  / 38,266Special Districts
　　　　　　　　　　　【平均人口3, 428人】

                      　  【Average Population 3, 428】
                                          〈2012年〉

※2002年は87,525 地方政府（うち 35,052 特別区）。

*23
・州（準州）と市町村の２層制。

・市町村のほかに州法によって創設された各種の委員
会がある。

・郡のような広域行政府を持たない単一層自治体と広
域行政府を持つ二層自治体という2つの種類があり、
後者の場合、郡と地域といった上層自治体と市、町、郡
区（タウンシップ）、村といった下層自治体で構成されて
いる。

区分

*24

         　　 　　    　  　           ○
　　　　    4,066 市町村/  4,066 Municipalities
 　  　  　　　      【平均人口8,389人】

                     【Average Population 8,389】
　　　　   　　　　　　       〈2000年〉



注 「分離型」の国家とは、自治体の権限を定める授権法が制限列挙方式であり、その結果として各層の
政府の行政サービスが相互に分離された形で国民に提供されるという特徴を持つ国家（主にアング
ロ・サクソン系諸国）であり、「融合型」の国家とは、自治体の権限を定める授権法が概括授権方式
または概括例示方式であり、各層の政府が相互に関連のある事務権限を執行するという特徴を有する
国家（主に大陸系諸国）である（参照、西尾勝(2001)『行政学[新版]』、有斐閣）。

平均人口は、総人口/団体数により機械的に算出した。
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