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第3次改訂にあたって

この本で、難解な法体系が一目瞭然！

地方自治法は、300以上に及ぶ膨大な条文数と複雑な内容が絡み合うため、

勉強するのが並大抵の苦労では済みません。実際に、六法を開きズラッと書き

連ねられている法の文言を見るだけで、戦意喪失してしまう人が後を絶たない

のは、非常に残念なことです。

入門書や参考書は、ちまたに溢れていますが、文章を中心とした解説では、

読者がなかなか理解できないのが実状だと思います。今までも、特に地方自治

体の昇任試験を受験する方から、「わかりやすい本が欲しい」というご要望が多

数寄せられてきました。

そこで当研究会では、そんな皆さんの期待にお応えするべく、満を持して本

書を企画・制作し、大好評を得ています。特徴は次のとおりです。

�
■膨大な地方自治法の全容を33項目に分けて、図表を用いて完全整理して■

■
■います。

�■知りたいところがひと目でわかるよう、目次構成と本文デザインに工夫■

■■の限りを尽くしています。

�■特に、直接請求、住民訴訟、国又は都道府県の関与などの複雑な手続に■

■■ついては、一連の流れが把握できるように、順を追って掲載しています。

「参考書の字づらをひたすら追うことに疲れた」「もうサジを投げたい」とい

うアナタ、本書があれば、もう大丈夫です。この本を一読するだけで、目から

ウロコになること請け合いです。

しかも本書は、平成24年9月公布・25年完全施行の自治法改正に対応して

います。この改正は、通年議会、再議や専決処分の変更、直接請求の要件緩和、

自治体の不作為の違法確認訴訟等に係る大改正です。

今改正には、試験の頻出分野である「議会」に係わるものが含まれます。こ

れらは試験に出る可能性が十分にあります。本書はこれらの改正に対応すべく、

全体にわたって詳細に見直しており、当研究会が地方自治法攻略の「最後の切

り札」「合格へのエース」として、送り出す自信作なのです！

この1冊をフルに活用して、一人でも多くの方が「大願成就」されることを

期待いたします。

平成25年9月

地方公務員昇任試験問題研究会■

�

�

�
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地方自治法の目的、地方公共団体の種類・名称等

本項では、そもそも「地方自治法」がどのような目的で制定されてい
るかという出発点を確認し、地方公共団体の種類、名称、事務所な
ど設立に関する基本ルールを整理しています。特に名称は、団体種
別により異なった規定があるため、注意して覚えましょう。
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�地方自治法の目的（法1条）

�地方公共団体の種類（法1条の3）

�地方公共団体における事務所の位置の設定又は変更（法4条）

地方自治の本旨に基づき

�地方公共団体の区分、地方公共団体の組織及び

�運営に関する事項の大綱を定める��

�国と地方公共団体との間の基本的関係を確立する

�地方公共団体の民主的・能率的行政の確保を図り、健全な発達を保障する

�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（市並の権能を有する）

地方公共団体の組合

・［一部事務組合・広域連合］

財産区

合併特例区※

�地方公共団体は、法人とする（法2条�）
※「市町村の合併の特例に関する法律」27条、31条�による

�条例で定めること

�（位置についての条例の制定・改

�廃には、出席議員の2/3以上の

�同意を要する）

�住民の利便性、他官公署との関

�係等、適当に考慮すること

�（地方公共団体の組合は、規約で

定める）
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1

�地方公共団体の名称…従来の名称による（法3条�）、変更は下記の通り

�地方公共団体の休日（法4条の2）

�日曜日、土曜日

�国民の祝日に関する法律による休日

�年末年始のうち条例の定める日

�上記以外でも、当該団体の特別な日は休日にできるが、長があらかじ

�め総務大臣に協議すること

条
例
で
定
め
る

�地方公共団体から行政庁に対する申請等行為の期限が、その団体の休日に当たる
�とき　� 法令に別段の定めあるときを除き、休日の翌日を期限と見なす

区分　　　　　　　　変更手続

都道府県（法3条�）

市町村

特別区

財産区

（法3条�～�）

地方公共団体の組合

（法286条ほか）

郡

（法259条�、�）

市町村区域内の

町又は字

（法260条�～�）

法律で定める

知事 総務大臣

長 国の関係行政
機関の長

�協議
�報告（変更後　
�名称、変更日）

�条例で
�規定

�通知 �告示

�通知

知事 総務大臣

都道府県
議　　会

国の関係行政
機関の長

�決定

�議決

�届出 �告示

�通知

長 知事

市町村
議　会

�議決

�届出 �告示

地方公
共団体
の組合

�規約で
�規定

�許可
又は
届出

地方自治法の目的、地方公共団体の種類・名称等

総務大臣
（都道府県加入）

知事
（都道府県未加入）

�決定



議 会（1）

この項は、昇任試験の頻出分野NO.1ではないでしょうか。ほとん
どすべてが重要ですが、特に、議会の権限、議会の運営、会議が
マークすべき二重丸です。議員の中では、議長に関する規定が要注
意です。

44

8

�位置づけ

�憲法93条「地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関

■として、議会を設置する」 � 普通地方公共団体に議会を置く（法89条）

�ただし、町村は条例により、議会を置かず、有権者から成る町村総会を置くことが
できる（法94条） �　町村の議会に関する規定を準用する（法95条）

☆条例の制定など立法権だけではなく、行政作用に参与する権能も併せ持つ

�議　員

�定　数（法90条�、91条�）

�都道府県及び市町村の議会の議員定数は、条例で定める

※以前の自治法では、都道府県・市町村ともに、その人口に比例した上限

値が定められていたが、平成23年の改正で撤廃された

議会と長のどちらも住民の直接選挙により選ばれる

�地方公共団体の二元代表制

住　民

［執行機関］

長

［議事機関］

議　会

選　挙 選　挙行政サービス

地方公共団体
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8

議 会

［各種規定］

項目 取扱い

議員定数の変更

（法90条�、91条�）

一般選挙の場合でなければ不可

都道府県の自主的合併

（法90条�～�）

�著しく人口の増加があった都道府県は、議

■員の任期中でも定数増加が可

�設置関係都道府県

�協議（要議決）により、あらかじめ新た

�に設置される都道府県の議員定数を定める

�こと

�直ちに告示　＝　新たに設置される都道

�府県の条例で定められたものと見なす

市町村の廃置分合

又は境界変更

（法91条�～�）

�著しく人口の増減があった市町村は、議員

■の任期中でも定数変更が可

�定数を減少した場合、現職議員数がその減

■少した定数を超えているとき　

�　当該議員の任期中は、その数をもって

■定数とする（議員に欠員が生じたら、これ

■に応じ、その定数は減少した定数に至るま

■で減少する）

�市町村の設置を伴う市町村の廃置分合の場合

■�　設置関係市町村が2以上なら協議（要

■議決）、1なら議決を経て、あらかじめ新た

■に設置される市町村の議員定数を定めること

�　直ちに告示 ＝　新たに設置される市

■町村の条例で定められたものと見なす



住民監査請求（1）
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19

�請求の対象（法242条�）

対象者

�長

�委員会

�委員

�職員

行為の性格

違法

若しくは

不当

行為の内容

�公金の支出

�財産の取得・管理・処分

�契約の締結・履行

�債務その他の義務の負担

�公金の賦課・徴収

�財産の管理

｝｝相当な確実をもって予測され

る場合を含む

｝｝を怠る事実

�請求の方法（法242条�～�）

請求内容

事由を証する書面を添え、

監査委員に対し監査を求め、

�当該行為の防止・是正

�当該怠る事実を改める

�損害の補�

請求期間

当該行為のあった日

又は終わった日から

1年以内

（正当な理由があれば、

この限りではない）｝｝必要な措置を講ずべきことを

請求することが可

住民が行使できる大きな権利の1つです。直接請求である事務の監
査請求と違い、財務に関する監査請求という点に特徴があります。
この制度では、やはり、キーパーソンは監査委員です。その動きに
注視しつつ、流れを理解してください。
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�請求上の規定（法242条�～�、�）

住民監査請求

［請求に理由なしの場合］

［請求に理由ありの場合］

請求人

監査委員

�請求

�監査の実施　�　請求に理由なし

�書面で通知（理由を付す）

�公表

�監査・勧告は、いずれの場合も請求日から60日以内に行うこと

請求人

�請求

�監査の実施　

�　請求に理由あり

�勧告内容を通知

�	の通知に係る事項を通知

�勧告内容を公表

�	の通知に係る事項を公表
監査委員

議会

長その他の執行機関

職員


勧告の期間内に必要措置を講ずる

�必要措置を講じるよ

�う期間を示して勧告

	通　知

�監査の手続

※議会は、請求の対象にはならない

※が、勧告の対象にはなるので注意！
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