第一部：地方自治法の制定まで 目次一覧
第1章 戦時体制とその清算
第1節

戦時下の内務省

主管事務概要 /行政課関係 第74議会大臣答弁参考資料 附 政
策言明 /第82回帝国議会関係 /第84回帝国議会答弁資料
（その１）/
第84議会答弁資料 /第84回議会関係資料 /第85回帝国議会答弁資
料 /【内務省官制改正ほか】 /昭和17年度中間機関問題設置予算資
料 /地方事務所名称位置及び管轄区域表 /吉岡恵一氏寄贈論文集 /
戦争と内務省 /外地行政の編入

市町村長の総合化 ・戦後自治史 元原稿 /市町村会議候補者推薦制
度要綱 /市町村会議候補者推薦制度要綱 /市町村制度改正要綱 /市
町村制度改正要綱 /市町村制度改革要綱 /内務省委員会に於ける局
長説明要旨10月30日官邸ほか /市町村制度要綱 /府県制・北海道会
法改正に関する資料 昭和18年
（第81回帝国会議） /想定問答集 /
改正府県制、市制、町村制関係質疑事項
（一） /改正地方制度関係実
例等

第2節

第4節

町内会・部落会

地方行政協議会

部落会町内会等整備に関する訓令通牒綴 /五人組制度と大東亜共栄
圏 /五大都市町内会に関する調査 /部落会、町内会等ノ法制化ノ内容
/部落会、町内会ノ法制化ヲ必要トスル理由 /部落会、町内会及隣保組
織ノ法制化問題ニ就テ /部落会町内会関係資料 /部落会町内会関係
資料(そのニ） /町内会部落会又はその連合会等に関する解散・禁止、
そ
の他の行為の制限に関する件
（昭和22年政令第15号）
について

地方行政協議会ニ関スル事項 （
/ 地方）
行政協議関係書類 /第7回北
海地方行政協議会概況 /地方官庁管区区域調 /地方行政協議会に
関する調

第3節

第6節

昭和18年地方制度改正

地方制度改正意見 /諸般行政ノ刷新拡張ニ関スル意見書 /総体資料
市町村の事務に関する事項、各種施設の総合化、市町村会の総合化、

第5節

地方総監府

地方総監府関係書類
/General
Headquarters
Supreme
Commander for The Allied Powersほか /地方総監府関係参考資料
放出物資処分関係

緊急放出物資処分関係通達綴 /緊急放出物資処分金の措置 /隠匿
物資に依る差益金に関する書類

第2章 昭和２１年地方制度改正
第1節

内務省地方局

終戦より退官迄
（自昭和20年8月15日 至昭和31年1月25日）
日記抄録
/終戦後の内務省
（地方局）
首脳部異動経過一覧 /地方庁幹部一覧表
（昭和21年）
ほか /内務本省職員録 /職員録 /山崎内務大臣時代を語
る座談会/堀切内相時代を語る/大村内相時代を語る
（座談会）
/資料大
村内相在任中の主要事件一覧 /地方自治法制定当時の思出を語る
/植原内務大臣時代を語る座談会/連合国総司令部と地方制度の改革
について〜東京大学教授田中二郎口述録〜 /地方制度の沿革
（未定
稿）
−内務省との関係第2節

憲法改正と地方制度改正

憲法改正案ノ諸規定ニ関スル外国立法例(第一輯） /政府の憲法改正
草案網に対する批判 /改正憲法の施行に伴ひ改廃を必要とする法令調
第3節

地方制度改正

東京都制・市制・町村制及び府県制改正関係資料ほか /東京都制中改
正要綱案 /The Law concerning the Organization of the
Metropolis of Tokyo
（1943年東京都制の英訳2部）/【東京都制の英
訳】/The Law concerning the Organization of Urban or Rural
Prefectures 1946
/The Law concerning the Organization of
Cities 1946 /The Law concerning the Organization of Urban
or Rural Prefectures /The Law concerning the Organization of

Cities /The Situation of the Mayor before Ten Years Ago /B/
The Situation in the Other Laws and Ordinances /A Draft of the
Law concerning the Amendments of the Towns and Villages
Organization Law /A Bill for the Amendment of the Law
concerning the Organization of Urban and Rural Prefectures /地
方制度改正法律案 市制・府県制 /Proposed Amendment of the
Law concerning the Organization of Cities /Amendments of the
City Organization Law of the 21st Year of Showa /Amendments
of the Town and Village Organization Law of the 21st Year of
Showa /都制・府県制・市制・町村制改正法律案綴じ /地方自治制度改
正ニ関スル件 /第90回特別議会衆議院における地方制度改革案に対
する質疑応答 /マ司令部と接衝を要する事項 /地方制度改正に関する
新聞記事 /改正地方制度修正関係資料 /地方制度改正に関する内務
大臣談 /附帯決議 /座談会 第一次地方制度改正
（昭和二十一年東
京都制・府県制・市制町村制改正）
について/地方制度施行令草案原議
/改正地方制度施行令及び施行規則 /Draft Imperial Ordinance
amending a Part of Imperial Ordinance concerning the
Enforcement of the Law concerning the Organization of Cities
and the Law concerning the Organization of Town and Villages
/The Ordinance concerning the Enforcement of the Law
concerning the Organization of District of Urban or Rural
Prefecture /Materials concerning Gun /郡に関する資料ほか

第3章 地方自治法制定と初期の改正
第1節

地方制度調査会

地方制度調査会諮問案 /地方制度調査会委員部属表
（案） /地方制
度調査会第一、第二部会構成案 /地方制度調査会配布資料目次 /地
方制度調査会第一回総会会議次第 /地方制度調査会会議規則
（案）
/内務省発地第274号 /地方制度調査会名簿 /地方制度調査会名簿
/地方制度調査会日程表 /地方制度調査会総会議席表 /地方制度調
査会第一部会答申要綱 /地方制度調査会第二部会長審議経過報告
/諮問第三関係答申要綱
（案）
地方制度調査会第二部会決定 /地方制
度調査会第三部会答申要綱 /地方制度調査会審議経過報告 /地方
制度調査会答申 /内務省発地第288号 /地方制度調査会第四部会
委員・幹事名簿
（案）/府県、大都市及残存府県の面積比較等 /府県廃
置変更一覧表
（廃藩置県以降 府県制施行迄）
第2節

地方自治法制定

地方自治法案 /地方自治法案関係資料 /地方自治法案関係資料
（追
加） /昭和22年地方自治法関係書類其の
（二） /地方自治法関係資料
（四）
（各省関係） /昭和22年地方自治法関係書類
（其の四） /特別市

制案反対意見について /地方自治法制定関係参考資料 /地方自治法
制定関係参考資料
（其のニ）/地方自治法施行令関係資料
（一）/地方
自治法施行令原案
（三）/地方自治法施行令関係資料
（四）
附内務部長
会議 /日本国憲法施行に伴う府県令の取扱について /第92回帝国議
会大臣答弁資料 /部落会町内会外地方制度関係 /地方自治法英文
全訳 /1條-50條 /168條-245條 /246條以下 /A Study of Local
Government in Japan /地方自治
（仮訳）
-連合国総司令部民政局報
告書より- /政令15号・局地・犯罪人名簿関係 /都行政の民主的能率的
運営に関する調査報告書
第3節

昭和22・23年地方自治法改正

地方自治法関係 /地方自治法の一部改正法立案関係 /地方自治法一
部改正関係 /第1回国会地方自治法の一部を改正する法律案関係資
料 /地方自治法制定関係参考資料
（其の三）
知事市町村長等弾劾審
判法関係 /地方自治法第一次改正
（昭和22年12月）
をめぐって
（座談
会）
/地方自治法改正新旧対照 /地方自治法の一部改正綴 /地方自治
法〜昭和23年改正をめぐって〜/地方自治法関係和英用語集第一報

第二部：戦後自治制度の確立 目次一覧
第4章 地方行政調査委員会議
第1節

調査委員会議の活動

地方行政調査委員会議 /地方行政調査委員会議設置法案/第6国会
地方行政調査委員会議設置法案想定問答集 /地方行政調査委員会
議関係 /地方行政調査委員会関係綴 /事務配分に関する実態調査要
領 /事務配分に関する実態調査表 第三表 事務の名称 /学校教育
法 その他綴 /法令に基づく地方行政事務の所管省別調1 /法令に基
づく地方行政事務の所管省別調2 /法令に基づく地方行政事務の所管
省別調3 /地方行政資料Ⅰ 行政事務実態調査報告書その1
（兵庫県
庁）/地方行政資料2 地方行政関係現行法令索引 /地方行政資料３
行政事務実態調査報告書その2 神奈川県愛甲郡厚木町） /地方
行政資料 行政事務実態調査報告書その3 埼玉県北足立郡川田谷
村 /地方行政資料 北海道における地方制度の沿革 /地方行政資料
9
行政事務実態調査報告書その5 足利市
（附)佐野市 /地方行政
資料 行政事務実態調査報告書-その六-北海道夕張市 /地方行政資
料11 行政事務実態調査報告書-その七-北海道訓子府村／別海村 /
地方行政資料12 行政事務実態調査報告書 その8名古屋市 /地方
公共団体の法務処理機構について /北海道関係資料 /東京都制実態
調査報告書 /都及び特別区に関する資料 /神戸視察団視察報告書
その他
第2節

第一次勧告

道路行政の事務再配分について(第一次試案） /事務再配分試案
（第
一次） /学校教育事務再配分について
（第一次試案） /労働行政事務
再配分試案 /医務行政事務再配分試案 /生活保護関係行政事務の
再配分について
（第一次試案）/児童福祉法及び身体障害者福祉法関
係行政事務再配分試案
（第一次）/行政事務再配分に関する勧告 附
国庫補助制度の改正に関する勧告、事務配分の現状 /国庫補助金
制度等の改正に関する勧告の説明・別冊 国庫補助金の現状 /行政
事務再配分に関する勧告
（集録） /Recommendation concerning
Redistribution of Administrative Aﬀairs /昭和25年10月14日付地
方行政調査委員会議の「国庫補助金制度等の改正に関する勧告」の取
扱いに関する件 /行政事務配分に関する勧告の取扱いに関する件
（閣
議決定案）/行政事務再配分に関する勧告に対する各省の意見 /行政
事務配分の現状、行政事務再配分に関する勧告一覧表、勧告に対する

各省並びに地方側の意見 /第10国会答弁資料
（その第1章） /国会答
弁資料
（そのニ）
第3節

第二次勧告

英国行政調査団報告書 /府県の規模合理化についてー府県の規模と
合理化の方向― /行政事務再配分に関する第二次勧告 /Second
Recommendation concerning Redistribution of Administrative
Aﬀairs (Draft) /国会答弁資料 第二次勧告に関する分 /第11回国
会答弁資料 /地方行政調査委員会議勧告実施状況調 /大都市制度に
関する資料 /都及び特別区に関する資料
第4節 自治体の意見・要望等
府県の性格と適正規模に関する府県意見集録 /行政事務再配分に関
する提出意見集
（その第1章） /行政事務再配分に関する地方自治団体
関係の意見集 /行政事務再配分に関するブロック及府県別意見比較
（総論）/行政事務再配分に関する各ブロック別意見比較表
（資料ニ）/
府県の存在意義及び機能 /「行政事務再配分に関する勧告」
に対する
意見
（案） /地方行政調査委員会議の行政事務再配分に関する第二次
勧告に対する意見 /行政事務再配分資料 /行政事務再配分に関する
意見書 /行政事務再配分の具体的提案 /行政事務再配分に関する勧
告に対する意見書 /北海道総合開発第一次計画書 /行政報告書 /行
政事務再配分第二次意見書 /都区調整に関する主要資料 /行政事務
配分第一次意見書 /市政の現状と行政改革資料 /行政事務再配分資
料 /大都市行政調査委員会第三次報告書-地方公共団体に対する国
家関与の方式- /大都市行政調査委員会第一次報告書 /大都市行政
調査委員会第二次報告書 /大都市行政調査委員会第四次報告書-地
方税制度の検討 /大都市行政調査委員会第五次報告書-国・府県・市
町村間における事務再配分の基準と方針 /大都市行政調査委員会第
六次報告書-事務再配分に伴う地方制度の改革 /大阪市行政実態調
査報告 /都市計画上大阪市の区域をどう考えるべきか /大阪市周辺67
市町村財政実態調査表 /名古屋市とその周辺町村に関する実態調査
報告要旨 /神戸市行政調査委員会報告書
（其の第1章
/神戸市行
政調査委員会報告書
（其の第2章） /地方財政調査報告書北海道・岩
手・山他県の部 /地方行政機構に関する調
（地方制度に関する法制の
改正経過）
1．
茨城県2.横浜市3.八王子市4.千葉市ほか

第5章 昭和２５年以降の地方自治法改正
第1節

昭和２５年地方自治法改正

第3節

昭和２９年地方自治法改正

占領軍司令部関係方面提出英文控 /Gs提出書類控 /行政課関係雑
綴 /地方行政における当面の問題 /行政 /地方自治法の一部を改正す
る法律案 /地方自治法第三次改正
（昭和25年法律143号）
関係参考
資料 /地方自治振興運動関係綴

地方自治法改正
（未定稿） /地方自治法一部改正関係資料 /第22国
会地方自治法の一部を改正する法律案関係 /第22国会提出 法案関
係資料
（地方自治法・地方公務員法） /地方自治法関係改正案 /地方
自治法の一部を改正する法律案に対する各省意見

第2節

第4節

昭和２７年地方自治法改正

地方自治法の一部を改正する法律案関係資料 /地方自治法一部改正
（二） /第13国会地方自治法改正参考資料
（三） /第13国会地方自治
法一部改正
（四） /地方自治法の一部を改正する法律案大臣答弁資料
/自治法改正質疑応答綴 /地方自治法関係資料 /特別区関係綴1 /特
別区関係綴2 /特別区の存する区域に於ける自治方式についての説明
/特別区の存する区域における自治方式についての説明資料 /東京都
の復興再建状況
（東京都復興白書）/地方団体連合会の地方制度に関
する意見集 /地方制度改革に関する意見外2編 /地方制度改革に関す
る意見(その第2章) 警察制度の改革について /｢地方公共団体の種
類、機能、規模、性格等に関する、問題の考え方｣
（自治庁提示）
に対する
意見 /地方制度改革意見 /地方行政調査委員会資料8 府県の区域
に関する調査 /地方制度改革意見 /地方自治法施行規程の一部を改
正する政令 /議会の組織及び運営に関する事項 /英国における各段階
の地方公共団体の機能及び国又は地方公共団体と下級地方公共団体
との関係

昭和３１年地方自治法改正

第24国会 地方自治法の一部を改正する法律、衆議院議員選挙区画
案、市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案 /第24国会地方
自治法関係
（一）（提案理由等） /地方自治法改正案
（資料編）（ニ）
/地方自治法の一部を改正する法律案及び地方自治法の一部を改正す
る法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律の施行に関する件
（通知） /地方自治法10年の経過 /戦後地方自治関係主要事件一覧
（未定稿）
第5節 その他地方自治法関係
地方自治法の改正経過
（昭和22年4月17日〜昭和33年4月25日） /第
28国会地方自治法の一部を改正する法律案関係資料 /第28国会地
方自治法の一部を改正する法律案関係資料
（部内用） /第28国会地方
自治法の一部を改正する法律案想定問答集
（追加） /地方自治法の一
部を改正する法律案 /第46国会地方自治法等の一部を改正する法律
案想定問答
（追加）/地方自治法施行令の一部を改正する政令案要綱

