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はじめに

■ポイントを押さえて「スッキリ」！
　複雑な構成の法律であっても、いくつかのポイントを押さえれば、必要
な知識の習得は進みます。
　本書では、地方自治法をできるだけシンプルにわかりやすく解説するた
めに、項目数を 70 に厳選しました。
　また、事例を挙げながら各項目を見開き２ページで説明するとともに、
その冒頭には「ざっくり言うと」と題した端的なまとめを掲載しています。
　順番に読んでいただく必要はありません。目次を見て、気になるところ
から読み始めてください。

■地方自治法は難しい？
　地方自治法を学ぼうとするとき、多くの方は、その分量の多さと内容の
幅広さに戸惑われるのではないでしょうか。
　国と地方公共団体の関係、自治立法、議会と執行機関の役割や仕組み、
財務関係規定等々……。本書の参考文献の１つである『新版 逐条地方自治
法 （第８次改訂版）』は、1,700 ページを超す分量です。
　学習に際して理解の負担になるのは、分量の多さや内容の幅広さだけで
はありません。現行の自治制度は、国の議院内閣制とは異なる二元代表制

（首長制）や、執行機関多元主義を採用しています。また、時代の流れと
ともに制度の内容も見直され、度重なる改正も行われています。
　研究や実践が蓄積されている分野（自治立法や議会運営など）があれば、
これからの充実が期待される分野（住民参画や国・地方の紛争処理制度な
ど）もあり、これらを一望して理解するのは、なかなか困難であるのが現
状です。
　でも、大丈夫です。ポイントごとの理解が深まれば、点と点がつながっ
て線になり、頭の中で理解の地図が広がります。

■地方自治法をどう学ぶか
　この本を手に取られたあなたが地方公共団体の職員であれば、ご自身の
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知識を振り返ってみてください。よくわからないんだよな、という点があ
るのではないでしょうか。必要な知識があいまいなままでは、仕事がしづ
らいばかりではなく、ひいては地域の問題になりかねない危うさがありま
す。
　そのような方は、本書で不安な点を確認しましょう。「そうだったのか！」
と理解が深まるとともに、ぐっと日頃の仕事がしやすくなるはずです。
　また、公務員の仕事には異動がつきものです。でも、どのような部署で
仕事をするにせよ、「地方公務員として必要な知識」に変わりはありません。
ポイントを押さえれば、スタートダッシュが可能です。
　あなたが大学で学んでいたり資格試験等を目指したりしている方であれ
ば、本書の内容から、知識の基礎固めとともに自治制度を身近なものと感
じてください。
　地方自治法は、誰もが身近である自治制度についての法律です。その理
解は、皆さんの日々の暮らしの向上につながります。

　本書が読者の皆さんのお役に立つことができれば、これに勝る喜びはあ
りません。
　さあ、ページをめくって「スッキリ」しましょう！

　平成 28 年３月
 塩浜　克也　



5

スッキリわかる！地方自治法のきほん
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地方公共団体の処理する事務
　地方公共団体は、①地域における事務と②その他の事務で法律・政令に
より処理することとされるものを処理するものとされています（法２条２
項）。②の例としては、北海道根室市が北方領土に本籍を有する者の戸籍
を担当していることがあります（北方領土問題等の解決の促進のための特
別措置に関する法律 11 条）。
　地方公共団体が処理する事務のうち、「自治事務」は、積極的に定義さ
れておらず、法定受託事務以外のものとされています（法２条８項）。
　「法定受託事務」には、①第一号法定受託事務と②第二号法定受託事務
があります（同条９項）。

（1）第一号法定受託事務
　都道府県 ･ 市町村 ･ 特別区が処理することとされる事務のうち国が本来
果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確
保する必要があるもの。

（2）第二号法定受託事務
　市町村・特別区が処理することとされる事務のうち都道府県が本来果た
すべき役割に係るものであって、都道府県においてその適正な処理を特に
確保する必要があるもの。

08 自治事務・法定受託事務

◉   地方公共団体は、地域における事務と、その他の事務で法律・政令
により処理することとされるものを処理する。

◉   法定受託事務には、第一号法定受託事務と第二号法定受託事務があ
る。

◉   自治事務は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以
外のものである。

重要度 ★★★

ざっくり言うと
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機関委任事務の廃止
　地方分権一括法（地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関す
る法律）の施行（平成 12 年４月）に伴い、地方公共団体の長を大臣の下
級行政機関とする「機関委任事務」が廃止され、地方公共団体が処理する
事務について、自治事務と法定受託事務に分類されました。
　これに伴い、地方公共団体においては、法令に違反しない限り、条例制
定が拡大されるなど自己決定権が拡充し、これまで以上に地域の事情や住
民のニーズ等に応じた自主的な行政運営を行うことができるようになった
のです。

自治事務と法定受託事務
　従来の機関委任事務のうち、戸籍事務、生活保護の決定及び実施、国政
選挙などは法定受託事務とされ、住民基本台帳事務、就学する小中学校の
指定などは自治事務とされました。また、法定受託事務については、でき
るだけ新たに設けることのないようにするとともに、地方分権を推進する
観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとされています。

行政事務
団体委任事務
公共事務

自治事務

存続する事務

決定受託事務

機関委任事務

事務自体の廃止

国の直接執行事務

例：都市計画の決定
　　土地改良区の設立許可
　　飲食店営業の許可
　　病院・薬局の開設許可

例：国立公園の管理等
　　駐留軍用地特措法における土地調
書等への署名押印の代行等の事務

　　信用協同組合の認可、検査及び業
務改善命令等の事務

例：国民年金の印紙検認事務
　　外国人登録原票の写票の送付等に
係る都道府県の経由事務

例：国政選挙
　　旅券の交付
　　国の指定統計
　　国道の管理
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長の補助機関
　「補助機関」とは、地方公共団体の執行機関がその権限に属する事務を
管理執行するのに際し、これを補助する内部的な機関をいいます。
　地方自治法は、長の補助機関として、①副知事・副市町村長、②会計管
理者、③出納員その他の会計職員、④職員を置き、又は原則として置くも
のとしています（法 161 条１項、168 条１項、171 条１項、172 条１項）。
　また、地方公共団体は、常設又は臨時の専門委員を置くことができます

（法 174 条１項）。
　なお、地方公営企業（水道事業や交通事業、病院事業など）の管理者も
長の補助機関ですが、自己の名と責任において企業の業務を執行するとと
もに業務の執行に関しその地方公共団体を代表する地位にある点で、他の
補助機関とは性格が異なります。
　長は、その補助機関である職員を指揮監督します（法 154 条）。

副知事・副市町村長と職員
　副知事・副市町村長は、長が議会の同意を得て選任し（法 162 条）、そ
の任期は、４年です（法 163 条）。副知事・副市町村長は、長を補佐し、長
の命を受け政策・企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する
事務を監督します（法 167 条１項）。

28 長の補助機関等

◉   長の補助機関として、①副知事・副市町村長、②会計管理者、③出
納員その他の会計職員、④職員が置かれる。

◉   長の事務を分掌させるため、必要な内部組織が設けられる。
◉   出先機関には、長の事務全般を地域的に分掌する総合出先機関と、

特定の事務を地域的に分掌する特別出先機関がある。

重要度 ★★★

ざっくり言うと
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　地方公共団体に置かれた職員は、長によって任免され（法 172 条２項）、
その定数は、条例で定められます（臨時・非常勤の職員を除く）（同条３項）。

内部組織
　長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設け
ることができます。この場合において、長の直近下位の内部組織（一般的
には、都道府県・指定都市であれば「局」、一般市であれば「部」、町村で
あれば「課」）の設置とその分掌する事務については、条例で定めるもの
とされています（法 158 条１項）。
　長は、内部組織の編成に当たっては、その地方公共団体の事務・事業の
運営が簡素かつ効率的なものになるよう十分に配慮しなければいけません

（同条２項）。

総合出先機関と特別出先機関
　長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、都道府県にあっ
ては支庁・地方事務所を、市町村にあっては支所・出張所を設けることが
できます（法 155 条１項）。これらは、長の権限に属する事務全般を地域
的に分掌する「総合出先機関」です。
　また、長は、法律又は条例の定めるところにより、保健所、警察署その
他の行政機関を設けるものとされています（法 156 条１項）。これらは、特
定の事務を地域的に分掌する「特別出先機関」です。条例により、任意に
設置されるものとしては、税務事務所が挙げられます。
　なお、ここでいう「行政機関」は、住民の権利義務に密接な関連のある
事務を担当する機関であると解されますので、土木事務所や物産あっせん
事務所のようなものは該当しません。
　総合出先機関と特別出先機関のいずれも、その位置・所管区域について
は、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関
係等について適当な考慮を払わなければならないものとされています（法
155 条３項、156 条３項による４条２項の準用）。
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使用料の概要
　地方公共団体は、公の施設を利用させる場合や、行政財産の目的外使用
の許可を与えて使用させる場合（法 238 条の４第７項）に、「使用料」を
徴収することができます（法 225 条）。行政財産の目的外使用の事例とし
ては、学校 ･ 保育所敷地内の電柱の設置などがあります。また、行政財産
の旧慣使用を認める場合（法 238 条の６）においても、使用料を徴収する
ことができます（法 226 条）。
　使用料に関する事項については、条例で定めなければいけません（法
228 条１項）。なお、学校や博物館などの使用許可（目的外の使用許可を含
む）は、教育財産を管理する教育委員会が行いますが、使用料の徴収は、
長の権限です。地方公営企業の料金（水道料など）の徴収は、企業管理者
の権限として行われます。

公の施設の利用料金
　公の施設の管理を指定管理者に行わせている場合は、その公の施設の利
用に係る料金を「利用料金」として、指定管理者に直接収受させることが
できます（法 244 条の２第８項）。指定管理者は、地方公共団体が条例で
定める限度額の範囲内で、利用料金の金額を設定することになります（同

46 使用料・手数料・分担金

◉   公の施設の利用や行政財産の目的外使用に関し、使用料を徴収する
ことができる。

◉   特定の者のためにする事務について、手数料を徴収することができ
る。

◉   必要な費用に充てるため、特に利益を受ける者から受益の限度にお
いて、分担金を徴収することができる。

重要度 ★★

ざっくり言うと
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条９項）。
　使用料の徴収は、行政処分としての性格を持ちますが、指定管理者の収
入とされる利用料金は、私法上の債権とされることから行政処分としての
性格を持ちません。

手数料の概要
　地方公共団体は、その地方公共団体の事務で特定の者のためにするもの
について、「手数料」を徴収することができます（法 227 条）。手数料の対
象となる事務としては、戸籍や印鑑登録に関する証明や、狂犬病予防法に
基づく犬の登録などがあります。
　ここで「特定の者のためにする」事務とは、一私人の利益や行為（不作
為を含む）のために必要となったものとされ、専ら地方公共団体の行政上
の必要のためにする事務については、手数料を徴収することはできないも
のとされています。
　手数料に関する事項については、条例で定めなければいけません（法
228 条１項）。なお、全国的に統一して定めることが特に必要と認められる
手数料の額については、「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」で
その標準とすべき額が定められています。

分担金の概要
　地方公共団体は、政令で定める場合を除き、数人又は地方公共団体の一
部に対し利益のある事項に関し、その必要な費用に充てるため、特に利益
を受ける者から、その受益の限度において、「分担金」を徴収することが
できます（法 224 条）。「特に利益を受ける」とは、一般の住民とは明らか
に区別し得る程度に利益を受けることをいいます。
　分担金が徴収できる場合の事例としては、防風、防火、防水、防潮等の
措置あるいは農道、ため池等の農業土木事業等があります。
　分担金に関する事項については、条例で定めなければいけません（法
228 条１項）。


