
はしがき

　本書は、自治体昇任試験を受験される方々が、短期間で地方自治法の
対策ができるように、地方自治法の幅広い知識の範囲領域を必要最小限
度の50項目に厳選してまとめた問題集です。
　通常、問題集を使う際には、問題を解き、解説を読んで、わからない
箇所や疑問を基本書や参考書であたって確認するものです。本書では、
その手間が極力省けるように、各項目について五肢択一の問題と肢別の
解説、さらに解答のカギとなる重要ポイントをまとめて「解説書を兼ね
た問題集」としました。
　本書を繰り返し解くことで、基本的な知識と解答力を確実に身に付け
ることができます。
　本書は、次のような特徴をもっています。
・地方自治法の頻出項目を50問に厳選整理
　過去３年間の本試験で実際に出題された問題から、とくに出題頻度の
高い項目を50問にまとめ、厳選しています。それぞれの設問にはさらに
出題頻度の高い順に★★★、★★、★の３段階でランクを付けているの
で、時間のないときには頻度の高い順から学ぶとより効果的です。
・五肢択一の問題と肢別の解説を見開きで掲載
　五肢択一の問題を左に、各肢に対応する解説を右頁に掲載しました。
解説の頁には、正答にたどり着くためには、何がポイントになるのかに
ついても掲載しています。
・基礎項目、重要ポイントを見開きで整理
　上記の肢別の解説頁に加え、各項目の重要ポイントを整理した解説を
見開きで収録しています。重要ポイントでは、地方自治法の基本的な知
識、試験で問われることの多い論点についてその定義や概念、用語や制
度の違い等についてコンパクトにまとめています。
・図解・図表によって数値や制度の流れをイメージ化
　複雑な構造になっている地方自治法は、頭の中にイメージとして覚え

ることが大切ですから、本書では図または表をできる限り用いています。
　設問で問われることの多い定足数や定数の違いなど様々な数値の規定
は表に整理しています。また、再議制度や関与の原則などは、制度の流
れがシンプルにわかるような図解化を心がけました。
　これらの図解や図表でイメージをつかんでから条文にあたると、構造
がより明確になってきます。
・最新の地方自治法等の改正に対応
　教育委員会制度の見直しに係る平成26年６月公布の地方教育行政の組
織及び運営に関する法律の改正、連携協約制度の創設等に係る平成26年
５月公布の地方自治法改正に対応しています。

　自治体の昇任試験における地方自治法では、試験に出るところは限ら
れていますので、本書を利用して頻出項目を重点的に勉強するのが一番
の近道です。ただし、外部監査契約など条文の複雑な箇所は、解説で概
要を確認してから問題を解くことが効率的と思われます。本書には重要
ポイントの解説を収めていますので、最初に解説を読んでから、問題に
あたることも可能です。

　受験者各位が本書をフルに活用し、難関を突破されることを期待して
おります。

　　平成27年４月
地方公務員昇任試験問題研究会　
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166 財務と公の施設……167

★★公有財産40
　財産は、次の①～④に区分でき、さらに各財産とよく出題される
事項とを関連させると、このような対応関係になります。

①　公有財産
　行政財産→貸付け不可→例外が２つあり

　　　　　　　普通財産→貸付け可能→条例又は議決が必要な行為
　　　　　　　　　　　　　　　　　　が３つあり
②　物品→長の通知により会計管理者が出納
③　債権→公法上の金銭債権は時効５年／権利の放棄は議会の議決

必要
④　基金→管理権限は長だが、現金や有価証券の保管は会計管理者

の権限／現金基金運用益や経費は歳入歳出予算に計上

1　誤り。長は、委員会に対し、当該委員会の所掌に属する公有財
産の管理について報告を求めるとともに、実地調査をすることも
できます（法238の２①）。

2　誤り。行政財産である土地を政令で定める法人が経営する鉄道
の用に供する場合、その者のために地上権を設定することができ
ます（法238の４②⑸）。
3　誤り。行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度におい
て、その使用を許可することができますが、その許可を受けてす
る行政財産の使用については、借地借家法の規定の適用はありま
せん（同条⑦、⑧）。
4　誤り。普通財産を貸し付けた場合に、その貸付期間中に公共用
に供するため必要が生じたときは、長は、その契約を解除するこ
とができます（法238の５④）。

5　正しい（法238の４②⑶）。
正解　5

　地方自治法に規定する普通地方公共団体の公有財産に関する記述
として、妥当なのはどれか。
1　普通地方公共団体の長は、公有財産の効率的運用を図るため、
当該普通地方公共団体の委員会に対し、当該委員会の所掌に属す
る公有財産の管理について報告を求めることはできるが、実地調
査をすることはできない。
2　普通地方公共団体は、行政財産である土地を政令で定める法人
が経営する鉄道の用に供する場合、その土地が行政財産である限
り、その者のために地上権を設定することはできない。
3　行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その
使用を許可することができ、その許可を受けてする行政財産の使
用については、借地借家法の規定が適用される。
4　普通財産を貸し付けた場合は、その貸付期間中に国において公
共用に供するための必要が生じたときでも、普通地方公共団体の
長は、その契約を解除することができない。
5　普通地方公共団体は、政令で定める法人と行政財産である土地
の上に一棟の建物を区分して所有する場合には、その用途又は目
的を妨げない限度において、その法人に当該土地を貸し付けるこ
とができる。



200 地方公共団体と国等の関係、特別地方公共団体……201

必修項目 協力の種類と議会の議決重要ポイント48
❶ポイント 連携協約の創設

　普通地方公共団体は、他の普通地方公共団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及び役割分担を定める連携協約を
締結することができます（法252の２①）。これは平成26年の自治法
改正で新設された制度です。

　協議会は、次の３種類があります（法252の２の２①）。
ア　普通地方公共団体の事務の一部の共同管理執行
イ　普通地方公共団体の事務の管理執行の連絡調整
ウ　広域にわたる総合的な計画の共同作成
　協議会が事務を管理・執行した場合は、関係普通地方公共団体の
執行機関が管理・執行したものとして効力があります（法252の５）。

　普通地方公共団体は、共同して次の機関等を設置することができ
ます（法252の７①）。
①議会事務局　②行政委員会（公安委員会を除く） ③附属機関　
④行政機関　⑤長の内部組織　⑥行政委員会の事務局　
⑦議会・長・行政委員会の補助職員　⑧専門委員

　普通地方公共団体は、事務の一部を他の普通地方公共団体に委託
して管理執行させることができます（法252の14）。
　また、普通地方公共団体は、事務の一部を、当該普通地方公共団
体の名において、他の普通地方公共団体の長等に管理・執行（代替
執行）させることができます（法252の16の２）。この場合、当該事

務について、代替を依頼した当該普通地方公共団体の責任・権限が
維持されることに特徴があります。
　それに対し、「事務の委託」では、委託した事務の責任・権限は
委託先に移ります。

　普通地方公共団体の長・委員会（委員）は、他の普通地方公共団
体の長・委員会（委員）に対して職員の派遣を求めることができま
す（法252の17①）。その求めに応じて派遣される職員は、派遣を受
けた普通地方公共団体の職員の身分も併せて有します（同条②）。

　職員の派遣を除き、設置等をするには、関係普通地方公共団体の
議会の議決を経た協議が必要です（連絡調整協議会を除く）。
　職員の派遣を除き、公益上必要がある場合、総務大臣（都道府県
が締結、加入するもの）又は都道府県知事（その他のもの）は、関
係普通地方公共団体に対して協議会の設置の勧告ができます。

❹ポイント 事務の委託・事務の代替執行　

❻ポイント 協議（要、議会の議決）、規約と勧告

❸ポイント 執行機関等・職員の共同設置

❺ポイント 職員の派遣

❷ポイント 協議会の設置

協力の種類 協議・規約 議会の議決 設置の勧告

１連携協約 協議 ○必要 ○可能

２協議会 協議・規約 ○必要
（連絡調整は不要）

○可能

３執行機関等・職員の共同
設置

協議・規約 ○必要 ○可能

４事務の委託 協議・規約 ○必要 ○可能

５事務の代替執行 協議・規約 ○必要 ○可能

６職員の派遣 不要 ×不要 ×不可
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