
　　I

はしがき

　地方自治制度ないしは地方自治法に関する書籍の数は多い。私たちが地方
自治を学び始めた1980年前後とは比べものにならない。これは、1990年代に
具体化した地方分権改革の影響によるところが大きいものと思われる。
　このような状況のなかで、本書を出版する意義はどこにあるのか。この意
義を探ることが、本書のもつ特徴に直結しよう。
　第１に、本書は、自治体職員の経験をもち、実務に精通した２人の著者の
手によるものである。現在は、２人とも縁あって大学の教員に転職したが、
これまでの体験をふまえた「現場の地方自治」を、どのように学生に伝える
べきか日々悩んできた。その講義ノートの集大成が本書である。
　学生、特に、自治体に就職したいと考えている学生が欲している情報とは
何か。それは、自治体職員がどのような仕事をしているのか、そして、自治
体職員の身分・待遇はどのようなものか、といったことだろうと思われる。
　しかし、これらは、地方自治を取り巻く制度的な環境のなかで決定され
る。したがって、自治制度についての解説は、最低限必要だと考えた。それ
でも、「自治制度」は、地方自治法に基づく制度だけではなく、地方公務員
制度や地方財政制度に及ぶもののため、幅が広い。そこで、本書は、想定す
る読者層をまずは学生レベルに置くことにし、地方自治の「すがた」、すな
わち制度の運用と実態についても重点的に記述することにした。
　第２に、このことは、学生の視点とともに、自治体職員の視点が前面に出
ることを意味する。もっとも、理想的な自治体職員像を主観的に訴えるもの
ではない。むしろ、この点については、抑制的に表現するよう努めた。ただ
し、読者においても理想的な自治体職員像を思索し、本書の行間に込められ
た筆者たちと同様の想いをもって読まれれば、共感していただける部分も多
いのではないかと考える。この意味で、本書は、自治体職員の研修テキスト
としても適していると自負している。
　第３に、本書では、制度内容の厳密な正確性よりも、「明快さ」「平易さ」
を優先して記述した。



II

　制度は、具体的には法律等の条文によって規定されているものが多い。そ
こで、制度の解説に際しては、条文の引用は不可欠である。ただし、条文
は、正確性を最優先に作成されているため、一般の読者にとっては読みにく
い構造となっている。そこで、本書では、条文を直接引用する場合を除き、
原則として日常的に使用される表記に改めた。具体的には、「及び」を「お
よび」に変え、また、場合によっては、「と」や「・」に置き換えるなど
し、読みやすさを優先した。微妙な解釈問題に直面したときには、ぜひとも
条文本体をも参照して欲しい。
　なお、これらの配慮は、初学者にも理解しやすいように解説することに
あって、内容の水準を下げることを意味しない。こういった観点から、各論に
おいては、やや立ち入って、制度や運用上の論点を取り上げているものがあ
る。これらは、自治体実務で実際に想起する論点であって、初学者である学
生にとっては、むずかしいと感じられるかもしれない。独学で本書を読み進
める際には、このような点に留意しつつ、論点の理解に努めていただきたい。
　第４に、制度の運用に関しては、できるだけ統計数字をあげて説明するよ
うにした。実際の地方自治の「すがた」を理解するためには、統計数字が必
要不可欠だと考えるからである。
　また、本書の巻末には、自治制度にかかる年表を付している。歴史的な経
緯を学習する際には、この年表を活用して欲しい。

　なお、本書は、『［入門］地方自治』（初版2009年、第１次改訂版2012年各発
行）のタイトルを変更し、改訂したものである。本書の当初の執筆意図は、
学生向けのテキストであって、「入門」としたところだったが、自治体職員研
修で本書を活用された講師の方々から、第一線で活躍する職員に堂々と推薦
できるタイトルにして欲しい、といったご意見をいただいた。
　そこで、2012年以降の地方自治法改正、2014年の地方公務員法、行政手続
法等の改正をはじめとする内容のアップデートに合わせ、タイトルを変更し
たものである。『［入門］地方自治』に引き続き、ご愛顧を賜りたい。

　2014年12月

山口　道昭
出石　稔　
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26　　第３章　自治体の機構とその活動形式

　「自治体」という用語は、ごく普通に使用されている。本書においても同
様である。しかし、「自治体」は、法令上の用語ではない。マスコミ等では、
市町村のことを指して使用し、都道府県を含めないといった使用法もある。
いずれにしても、厳密に定義しての使用法ではない。
　一方、地方自治法等では、都道府県、市町村といった「普通地方公共団体」
とともに、特別区などの「特別地方公共団体」を規定している。「自治体」
は、これらと重なる部分が大きいが、必ずしも一致しない。そこで、ここで
は、本書における「自治体」について定義しておこう（図3−1−1）。
　法律上、特別地方公共団体に位置づけられている特別区（都の区）は、現
在では、市町村とほぼ同様の取扱いである（自治283）。そこで、本書では、
特に断らない限り、普通地方公共団体に特別区を加えたものを「自治体」と

1「自治体」とは

第1節
自治体統治の構造

　本書の中心に位置する「自治体」の概念を整理した後、その権能をみる。そ
して、自治体の機構としての住民、議会、知事・市町村長等の執行機関につい
て述べる。また、これらの機関の視点から、条例、規則、要綱や行政計画と
いった自治体の活動形式をみる。さらに、自治体の機関相互の関係を把握した
後、その他の機関や、大都市制度と広域行政の仕組みについて説明する。



54　　第３章　自治体の機構とその活動形式

　自治体の自治立法権については、すでに本章第１節で述べた。特に、この
うち条例については、やや詳しく検討した。自治体の条例制定権と国法との
関係は、自治体の団体自治に関する論議と密接に結びついているものである。
　本節では、再び条例も取り上げるが、その視点は、ここでは基本的に団体
自治からではなく、自治体の機構との関連からである。どういった自治体の
機関がどのような内容の条例、規則、要綱などを制定・策定しているのかに
ついて、重点的に検討していきたい。
　ただし、条例、規則、要綱などの「自治立法」が日本の法体系の上でどの
ように位置づけられているのか、という点も、自治体の機構との関連で重要
な視点である。そこで、まず、このような点を概観する。なお、要綱は、自
治立法そのものではないが、自治体においては自治立法同様に取り扱われて
いる状況があるので、比較の観点からここで論じることにする（図3−5−1）。
　第１に、国会の制定する法律は、法律に規定する事務を国の行政機関であ
る府省庁や自治体に配分し、その執行方法等の詳細について定めるよう命ず
ることが可能である。内閣の定める政令では、さらにその詳細を府省庁の定
める府省令に再委任することが可能である。
　第２に、法律で、自治体に対してではなく、自治体の機関である首長等に
直接権限を配分することが可能かどうかが、問題となる。もちろん、事務事
業の執行主体を首長等とすることには問題はないが、事務事業の執行方法を
決定する方式を「長の規則で定める」などとすることは、自治体の条例制定
権を否定するようにも受け止められるので、少なくとも好ましい立法の仕方
ではない。
　2000年に施行された地方分権一括法の前には、大臣の権限を知事等自治体
の機関に委任する機関委任事務制度が存在しており、法令の定めの詳細を
「知事が定める」等と規定することが可能であった。ところが、同年以降、

1　日本の法体系

第5節
条例、規則、要綱



第９節　大都市制度と広域行政の仕組み　　79

⑴　指定都市

　指定都市とは、政令で指定する人口50万以上の市であって、本来都道府県
が処理する事務の全部または一部を、政令で定めるところにより処理するこ
とができる市である（自治252の19①）。大都市であるがゆえに、区域を分け
て区（行政区）を設ける（同252の20）。住民基本台帳法（38）や戸籍法（４）

のように、区や区長を、市や市長とみなすものがある。もっとも、指定都市
の区は、行政区と称するように、区長は一般職であり、区議会も有さない。
この点で、特別区とはまったく別物である。ただし、2014年改正地方自治法
では、総合区制度が新設され、総合区長については、議会の同意を得て市長
が選任することになった（自治252の20の２の追加）。
　指定都市は、多くの事務で、都道府県（知事）の関与を受けず、直接、国
（各大臣）から関与を受ける扱いとされている（自治252の19②）。また、国庫
補助金等の交付に関する協議なども、都道府県をとおさず直接国と交渉す
る。そのため、指定都市は、都道府県と同格などといわれる。
　指定都市は、「政令で指定する人口50万以上の市」とされているが、実際
の指定基準は、50万人ではない。一応の目安は、100万人であった。もっと
も、100万人に達していなければ指定しないかというとそうでもなく、近い
将来100万人に達する見込みがあるとか、地域的に中核都市であるとかと
いった事情も勘案されているようである。さらに、平成の大合併に際して
は、市町村合併を推進するという国の政策目的から、合併後70万人に基準が
切り下げられた。このような事情もあって、2003年４月のさいたま市の指定
都市移行以降、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
と、続々と指定都市が誕生している（2014年４月１日現在の指定都市の一覧
は、後掲表3−9−1）。

1　指定都市、中核市、特例市

第9節
大都市制度と広域行政の仕組み



⑴　連携協約

　2014年改正地方自治法では、広域連携を一層進めていくため、これまでの
事務の共同処理の制度に加え、より弾力的な広域連携の制度が新設された。
そのひとつが、連携協約制度である。
　連携協約制度とは、自治体が、他の自治体と連携して事務を処理するに当
たっての基本的な方針および役割分担を定める連携協約を締結できることと
するものである。総務大臣または都道府県知事へは届出で足りる。管理執行
協議会および計画作成協議会の協議については、関係自治体の議会の議決を
経なければならない（自治新252の２）。
　また、自治体間に連携協約にかかる紛争があるときは、当事者たる自治体
は、自治紛争処理委員による処理方策の提示を申請することができることに
なった（同251の３の２の追加、同252条の２⑦）。

⑵　協議会

　協議会は、自治体の事務の一部を共同して管理・執行し（管理執行協議会）、
もしくは自治体の事務の管理・執行について連絡調整を図り（連絡調整協議
会）、または広域にわたる総合的な計画を共同して作成する（計画作成協議会）

ため、協議により規約を定めて設立される（自治新252の２の２）。総務大臣
または都道府県知事へは届出で足りる。管理執行協議会および計画作成協議
会の協議については、関係自治体の議会の議決を経なければならない。連絡
調整協議会を設ける場合には、不要である。
　協議会は、会長および委員で組織する。これらの者は、規約の定めるとこ
ろにより常勤または非常勤とし、関係自治体の職員のうちから選任する。こ
れらの点で、特別地方公共団体である組合等とは異なる。
　前にあげた総務省資料に基づき、2012年７月１日現在で協議会が共同処理
している事務を多いもの順に３つあげると、①教育79件（31％）、②その他
40件（16％）、③地域開発計画38件（15％）である。特定の分野に属さない多
くの分野で協議会が設置されている。

86　　第３章　自治体の機構とその活動形式

3　その他の広域行政の仕組み



第１節　自治体の財政　　127

⑴　地方財政の現状

　自治体は、国民生活に密接に関連する行政の多くを実施している。このこ
とは、財政面でも、国と地方の政府支出に占める地方財政のウェイトの大き
さからみてとれる。2012年度決算によれば、最終支出ベースで58パーセント
が地方の支出となっている（図7−1−1、図7−1−2）。

第1節
自治体の財政

1　地方財政の仕組み

　自治体の活動を支えるのが地方財政である。この柱としての地方税、地方債、
地方交付税、国庫支出金について、国の財政とからめながら説明する。併せて、
自治体財政の健全化をみる指標について説明する。さらに、自治体の会計や予
算・契約、財産を取り扱う、自治体の財務会計制度についても説明する。



174　　第９章　自治体職員制度とその運用

　現行地方公務員法では、「職」を重要な概念として定めている。職員を
「職」に就けることを任用という。任用には、採用、昇任、降任、転任の４
種類がある（地公17）。このうち、採用とは、「職員以外の者を職員の職に任
命すること（臨時的任用を除く。）」（2014年改正地公15の２①Ⅰ。ただし、施行

は、公布の日（2014年５月14日）から起算して２年を超えない範囲内において政

令で定める日から）である。
　さて、採用の方法は、競争試験によることが原則である。ただし、人事委
員会規則または公平委員会規則で定める場合には、選考によることを妨げな
いとされている。選考とは、競争試験以外の能力の実証に基づく試験である。
採用人数が少数の職種（行政事務職以外の職種）などでは、試験実施の効率
性という観点から、必ずしも競争試験の実施を義務づけることは適当ではな
い。このような考え方から、行政事務職であっても採用人数が少数の（もし
くは毎年度採用を行わない）中小規模自治体にあっては、人事委員会の設置が
義務づけられていないこともあって、職員の採用も、「競争試験又は選考に
よるもの」（同地公17の２）とされている。

第2節
自治体職員の採用から退職まで

1　採　用

るが、新教育長の任命は、それぞれの自治体の現教育長の任期満了（または退任）以降に
行われるようになる。
　首長は総合教育会議で、学校統廃合や小中連携などについて教育委員会と協議し、教育
行政の基本方針（大綱）を定めることになる（１の３）。ただし、教科書採択や教職員人
事などに関する執行権は、教育の政治的中立性に配慮して引き続き教育委員会に残された。
　以上、教育委員会制度の改革とともに、新教育長の概要を記したが、教育に関する首長
の強いリーダーシップの発揮と教育の中立性の確保を両立し、真の教育の自治を実現させ
ていくことは、未来を託す次世代への教育という重要な使命である。教育長が政策的にも
実務的にも中心となり、喫緊の課題としてのいじめ問題の解決をはじめ、目にみえる成果
を上げることが期待される。



202　　第９章　自治体職員制度とその運用

一般職の職員数自体を圧縮することを目指しているものである。この結果、
残る一般職の職員は、首長等政治的特別職の意思形成を補佐し、または、公
権力を直接行使しうる者としてイメージされているようである。NPM理論
（⇨第10章第５節1）そのままに、政策の企画は、自治体と、政治的特別職およ
び任期なし一般職の職員が行うとしても、これらの実施は、民間企業・団体
と、自治体の任期付・短時間勤務職員および臨時・非常勤職員に多くを任せ
る方向にあるといえる。
　なお、その後の公務員制度改革は、国家公務員制度改革基本法の内容に
沿って推進され、2014年４月、幹部職員人事の一元管理とこれを担う内閣人
事局の設置を主な内容にした改正国家公務員法（平成26年法律第22号）がつ
いに成立した。

【表9−4−1】　最近の公務員制度改革の流れ

職階制の廃止及び能力・実績主義、再就職
に関する規制の強化（国家公務員法改正な
ど）

幹部職員人事の一元管理と内閣人事局の設
置（国家公務員法改正）

職階制の廃止及び能力・実績主義、再就職
に関する規制の強化（地方公務員法改正）



第３節　行政手続　　231

のが多い。このように、自治体では、同じ「意見公募手続」であっても国と
は対象案件に相違がある。さらには、意見公募手続を条例で定めるにしても、
行政手続条例中に規定するのではなく、「意見提出手続に関する条例」、「パ
ブリック・コメント手続条例」など、単独の条例で定めるものが多数ある。
これらの理由として、①国が行政手続法で意見公募手続を定める前に、自治
体でパブリック・コメント手続を制度化したこと、②2005年改正行政手続法
前の国の意見提出手続は、「規制の設定または改廃」に限定して実施されて
いたが、自治体では、これらだけを対象にしたのではあまり効果がないと認
識されていたこと、などがあげられる。
　このように、自治体では、独自の工夫で意見公募手続を実施しているもの
があるが、総じて、実施自治体数が少ない、根拠とする法形式面で国に劣る、
といった欠点がある。

　2014年６月、６年越しの懸案だった改正行政手続法が可決・成立した。こ
の概要は、次のとおりである。
　第１は、行政指導の方式の強化である。このことは、すでに述べた（行手
新35②）。
　第２は、行政指導の中止等の求めに関する規定の追加である（同36の２）。
　法令に違反する行為の是正を求める行政指導のうち、その根拠となる規定
が法律に置かれているものに限り、行政指導の相手方は、当該行政指導が当
該法律に規定する要件に適合しないと思料するとき、当該行政指導をした行
政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置を
とることを求めることができるものとなった。申出を受けた行政機関は、必
要な調査を行い、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと認
めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならな
い。
　第３は、処分等の求めに関する規定の追加である（同36の３）。
　何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされ

4　2014年改正行政手続法
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