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はじめに

　本書は、主任、係長等の昇任試験、行政書士の資格試験を受験する方や地
方自治法を初めて学ぶ方を念頭に置いて、類似語を比較しながら、地方自治
法に対する理解を深めてもらいつつ、試験における出題者の意図やねらいを
明確にすることをめざしたものです。
　通常、地方自治法のテキストは、法の体系に沿って、構成されており、あ
る意味、法律の１条から順を追って学習することになり、試験で出るような
ポイントを理解するにはあまり適していません。私が昇任試験を受けた経験
を振り返っても、関連用語を書きだしたりしながら、違いを理解していった
記憶があります。
　その経験をふまえて、本書は次のような特色を持たせています。
類似語の違いを明確にして、芋づる式にインプット！

　地方自治法をはじめから追っていく学習法は、「あれ、〇〇は××とどう
違うんだ？」といったことを調べたりして、いたずらに時間をかけてしまい
がちです。試験対策としては、類似語を芋づる式に理解する方が手っ取り早
いようにも思います。
　そこで、本書では、見開きで、２つの類似語を比較し、その違いを明らか
にするように努めました。また、一緒に芋づる式に理解した方がよい類似語
は通常２つに限られないことから、関連キーワードとして類似語を一緒に解
説しています。さらに、キーワード深読みとして、比較した用語の由来など
を解説しています。
択一試験でよく出るパターンを明示！

　択一試験では、２つの類似語の説明を入れかえて選択肢を作成したり、「で
きる」「しなければならない」といった条文末の文言を言い換えるなどして
誤った選択肢にします。
　本書では各項目の冒頭に、出題パターンを明示しました。これを知れば、
どこが試験でねらわれるのかを意識しながら、効果的な学習ができると思い
ます。
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試験に出る類似語・キーワードを厳選・整理！

　本書を利用して学習される際には、はじめに通読し、重要な類似語を捉え
た上で、試験問題などで気になったキーワードを調べることがより効果的で
す。そこで、本書では最低限でありながら、最も出題されると思われる用語
を選び、整理しています。あわせて、本書では自治法等の条項を示すように
しています。本書を読み進めていく上では、可能な限り手元に六法を置き、
当該条文に当たって、その内容を確認していただければと思います。こうし
た手順を取ることで、より地方自治法の理解が深まると思います。
　昇任試験や資格試験はあくまでも一つの通過点です。最近、自治体では、
昇任試験の受験率が下がっていることが問題視されていますが、私の経験で
は、この試験を乗り越え、昇格すると、それまで見えなかった新しいさまざ
まなものが見えてくるように感じています。ぜひとも、読者のみなさまにも
昇任試験等をパスされて、新たな場所で活躍いただきたいと思っています。
　さいごに、本書の類似語比較というアイデアは、学陽書房の宮川さんの発
案であり、どのような形がよいかも含めていろいろアドバイスをいただきま
した。ここに感謝を申し上げたいと思います。

　　平成28年４月

鈴 木 洋 昌●
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■法令の略称

　地方自治法は法律名を省略してそのまま条文を表記

憲　　　　　　　　日本国憲法

自治法　　　　　　地方自治法

令　　　　　　　　地方自治法施行令

公選法　　　　　　公職選挙法

地公法　　　　　　地方公務員法

地公企法　　　　　地方公営企業法

地教法　　　　　　地方教育行政の組織及び運営に関する法律

地財法　　　　　　地方財政法

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

第２次一括法　　  地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関
する法律（平成23年８月30日公布）

合併特例法　　　  市町村の合併の特例に関する法律

議会解散特例法　  地方公共団体の議会の解散に関する特例法

※送り仮名など、法律の古い表現は一部直して表記しています。
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1　関与の法定主義と基本原則
　図表１のとおり、関与の法定主義、３つの基本原則が定められています。

2　是正の要求、是正の勧告とは
　是正の指示とともに、是正の要求、是正の勧告は、地方公共団体の違法な
事務処理等に対する関与の類型です。
（１）是正の要求

　是正の要求は、都道府県の自治事務に係る違法な事務処理の是正等のため、
大臣が直接、又は市町村の自治事務・第二号法定受託事務について、大臣の
指示を受け、知事等が必要な措置を求めるものです（245の５①～③）。緊急
を要するときなど、必要なときは大臣が直接市町村に要求できますが（同④）、
基本的に知事自らの判断ではできません。また、要求を受けた地方公共団体
は具体的な措置を講じなければなりませんが（同⑤）、その措置の具体的な
内容は当該団体の裁量によります。

図表１　関与の基本原則

関与の法定主義（245の２） 関与には法律又はこれに基づく政令の根拠が必要

基
本
原
則

最小限度の原則（245の３①） 必要最小限のものとし、地方公共団体の自主性・自
立性に配慮

一般主義の原則（245の３②） 基本類型以外の関与を設けないようにすること
特定の類型の関与に係る原則
（245の３③～⑥）

協議、同意などそれぞれの原則を明示

14 是正の要求と是正の勧告

市町村の全ての自治事務の処理に関して、都道府県知事は自ら
の判断で是正の要求、是正の勧告を行うことができる。

誤り。是正の要求は、基本的に大臣からの指示があった場合に
限られます。

次の文の正誤を判定せよ出題パターン
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　なお、特例条例に基づき都道府県から市町村へ移譲された自治事務につい
ては大臣の指示がなくても知事自ら是正の要求ができます（252の17の４①）。
（２）是正の勧告

　是正の勧告は、市町村の自治事務に係る違法な事務処理の是正等のため、
都道府県知事等が自らの判断で行う関与です（245の６）。これを受けたとし
ても、市町村に尊重義務が生じるにすぎず、紛争処理手続の対象となりませ
ん（251の３）。

図表２　是正の要求等の概要

是正の要求
（245の５）

是正の勧告
（245の６）

是正の指示
（245の７）

権限の
主体（国）・各大臣

──
（都道府県－市町村間のみ）・各大臣

権限の
主体

（都道府
県）

・ 都道府県知事
・ 都道府県教育委員会
・ 都道府県選挙管理委員会
※ 各大臣からの指示があっ
た場合に限る（事務処理
の特例条例の例外あり）

・ 都道府県知事
・ 都道府県教育委員会
・ 都道府県選挙管理委員会
※ 都道府県自らの判断に限
る

・ 都道府県知事
・ 都道府県教育委員会
・ 都道府県選挙管理委員会
※ 各大臣からの指示があっ
た場合
 ※ 都道府県自らの判断で可

対象事
務

・ 自治事務
・ 第二号法定受託事務 ・ 自治事務 ・ 法定受託事務

対応義
務等

・ 違反の是正又は改善のた
め必要な措置を講ずべき
法的義務

・ 法的義務はなく、勧告を
尊重すべき義務を負うに
すぎない

・ 違反の是正又は改善のた
め必要な措置を講ずべき
法的義務

・ 具体的措置内容は地方公
共団体の裁量

・ 具体的措置内容は地方公
共団体の裁量

・ 具体的措置内容について
も指示可能で地方公共団
体を拘束

　是正の指示は、法定受託事務にのみ認められ、指示を受けた団体を拘束する最も強
いものです。
　是正の指示は、違反の是正又は改善のために講ずべき措置に関し、必要な指示をす
るもので、是正の要求と異なり、指示された団体はその内容に従う必要があり、都道
府県に対しては大臣が、市町村には原則都道府県が行います（245の７①②）。また、
大臣は、市町村の第一号法定受託事務に関して都道府県の執行機関に指示できるほか
（同③）、緊急を要するときなど、特に必要なときは自ら指示できます（同④）。

是正の指示関連キーワード
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1　地方公共団体の契約の締結方法
　地方公共団体の売買、貸借、請負などの契約は、図表のとおり、一般競争
入札、指名競争入札、随意契約、せり売りの方法で締結します（234①）。

2　一般競争入札とは
　一般競争入札は、契約の相手方となる者の選定のための手続きに不特定多
数の者が参加することを認め、それらの者のうち、契約の目的に応じ、原則
として最も有利な価格をもって申込をした者を契約の相手方とする方法（234
③本文）で、「公正の確保」と「均等な機会の保障」に配慮したものです。

47 一般競争入札と指名競争入札

指名競争入札は、一般競争入札に付し、入札者がないとき又は
再度の入札に付し落札者がないときにできる。

誤り。指名競争入札は政令で定めるときに限ってできます。

次の文の正誤を判定せよ出題パターン

図表　入札の方法

手　法 内　容

一般競争入札 不特定多数の者に参加させ、最も有利な価格をもって申し込んだ者と契
約を締結する入札方法（234③本文、令167の４～167の10の２）

指名競争入札

実績、従業員の数、資本の額など参加の要件を定め、適当であると認め
る特定の者を指名した上で競争入札させ、最も有利な価格を提供する者
との間に契約を締結する入札方法（234③本文、令167、令167の11～
13）

随意契約 競争入札の方法によらないで任意に特定の相手方を選択し契約を締結す
る方法（令167の２）

せり売り 口頭で価格競争をするもの。動産の売払いのみ可（令167の３）
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3　指名競争入札とは
　指名競争入札は、政令で定められた条件に合致する場合に地方公共団体が、
参加する者に必要な資格として、あらかじめ契約の種類及び金額に応じ、工
事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額等の要件とする資格を定め
（令167の11②）、当該資格を有する者のうちから適当であると認める特定の者
を指名したうえで（令167の12①）、入札の方法により競争させて、契約の相
手方を決定する方法です。
　政令に定められた、①契約の性質・目的が一般競争入札に適しないとき、
②入札参加者の数が一般競争入札に付する必要がないほど少数であるとき、
③一般競争入札に付することが不利と認められるときに行うことができます
（令167）。

4　一般競争入札・指名競争入札の落札者の決定
　通常、有利な価格を示した者を落札者としますが、その例外として、①最
低の価格で入札した者と契約の履行がなされないおそれがあると認めるとき
に他の者を落札者とする低入札価格調査制度（令167の10①）、②あらかじめ
最低制限価格を設けて、同価格以上の価格をもって申込をした者のうち、最
低の価格をもって申込をした者を落札者とする最低制限価格制度（令167の
10②）、③価格その他の条件が有利な者を落札者とする総合評価競争入札制
度（令167の10の２）があります（指名競争は令167の13で一般競争入札の規定を
準用）。

◆　随意契約
　随意契約は、競争の方式によらないで、任意の相手方を選択して契約を締結する方
法で、①予定価格が規則で定める額を超えないとき、②契約の性質・目的が競争入札
に適しないとき、③緊急の必要により競争入札に付することができないとき、④競争
入札に付することが不利と認められるとき（令167の２①）などにできます。
　契約に関わる手続きが簡素で経費が少なくて済む反面、適正な価格の形成や公平の
確保という面での問題も生じやすく、課題も多いです。
◆　せり売り
　せり売りは、買受人が口頭により価格の競争を行うもので、動産の売払いのみに認
められます（234②、令167の３）。

随意契約、せり売り関連キーワード


