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地方自治とローカルカバナ゙ンス（第4回） 

地方公共団体の機関 

政策研究大学院大学 
教授 高田 寛文 

 

はじめに 
 地方自治とローカルガバナンスの第4回は、地方公共団体の機関についてである。地方公

共団体が行政を行うにあたってはその内部にあるさまざまな機関が関わっているが、地方

公共団体がどのような機関によって成り立っているのか、またそれらの機関がどのような

関係になっているのかを理解するのが目的である。 

全体の内容は以下のとおりである。 

 

1．地方公共団体の組織の基本 

 

2．地方公共団体の議会 

(1) 組織と権限 
(2) 運営 

 

3．地方公共団体の執行機関 

(1) 執行機関の全体像 

(2) 地方公共団体の長 

(3) 監査委員と監査 

 

1．地方公共団体の組織の基本 
 国や地方公共団体の政治・行政の制度には、大きく分けると議員内閣制と大統領制の2つ

がある。議員内閣制は、例えば日本の国政レベルでの政治・行政制度であり、また大統領制

はアメリカの連邦レベルにおける政治・行政制度である。 

議員内閣制の下では、国民は立法権である国会のメンバーを選挙する。行政権は内閣に存

するが、国民は内閣のメンバーを直接選挙で選ぶのではなく、国会が内閣総理大臣を指名す

るという関係に立つ。したがって、内閣は国会に対して責任を負い、国会は内閣に対して不
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信任の議決をすることができる。これに対しては、内閣が衆議院を解散することが認められ

ている。 

一方、大統領制の下では、国民は立法府である国会のメンバーを選挙するのみならず、行

政権の存する大統領も選挙する（間接選挙の場合を含む）。行政府である大統領と立法府の

国会の関係は、大統領が国会の議決に対して拒否権を行使でき、これに対して国会は再可決

する権限を持つ。 

 日本の地方公共団体の統治構造の基本形は、国民は行政府である地方公共団体の長（首

長）を選挙で直接選び、併せて立法権の存する議会のメンバーも直接選挙する。この点では

大統領制に近いものがあるが、首長と議会との関係が大統領制よりはかなり複雑である。大

統領制で見られる拒否権や再可決権に加えて、議員内閣制に存在する議会による首長への

不信任と、逆に首長による議会の解散も認められている。その他にも、専決処分と言われる

行為を行う権限や、首長が議会を招集する権限、さらに議会に対して首長が議案を提出する

権限なども認められている。こうした形をとらえて、日本の地方公共団体では「首長制」が

採用されていると言われることがある。その他に、首長主義や大統領制、あるいは「代表」

としての存在が2つある点をとらえて二元代表制と呼ぶこともある。 

 こうした日本の地方公共団体の統治構造には、いくつかの特徴が挙げられる。まず一つ

は、今ほど述べた首長制である。日本国憲法第93条は、議会と長のいずれもが住民に直接選

挙されると規定している。この目的は、直接選挙で選ばれる議会と長が相互に牽制すること

で均衡と調和、チェック・アンド・バランスが働くようにするため、また選挙で選ばれる機

関が複数存在することで、より民主的な政治や行政を期待できるため、また、長の存在の基

礎を国民による選挙に置くことで、長の任期を保障し、計画的・効率的な行政運営を実現す

るため、などが挙げられる。 

2つめの特徴は、執行機関の多元主義である。行政の執行権限を持つ執行機関には、直接

選挙で選ばれる長の他に、委員会や委員と呼ばれるものが存在している。それぞれの執行機

関は独立した権限を持って活動し、その全体の総合調整を執行機関の1つである長が行う形

の多元主義が採られている。この目的は、執行機関における権限の集中を避けて、より民主

的な行政の執行を期待することにある。 

3点目として画一性である。憲法第92条では、地方公共団体の組織及び運営に関する事項

は地方自治の本旨に基づいて法律で定めることとされているが、こうした法律の中で最も

重要な地方自治法では、地方公共団体の組織のあり方について統一的な枠組みの規定が置

かれている。その枠組みの中で一定の範囲は条例で定めることが認められているが、法律で

定められた基本的な枠組みと異なる内容を定めることはできない。その意味で、日本の地方

公共団体の統治構造は画一的であると言える。 
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2．地方公共団体の議会 
(1) 組織と権限 
① 組織 
 地方公共団体の議会には、すべての議員で構成される本会議があり、議長と副議長を1名

ずつ選挙する。議員の定数については地方自治法により条例で定めることとなっている。 

議長の権限はもちろん議会を代表するということにあるが、その他にも、議場の秩序保持

や議事の整理などの権限が認められている。なお、議長、副議長の任期は地方自治法の規定

では議員の任期によるとされており、したがって本来的には4年間である。しかしながら、

現実には1年や2年で慣例的に交代することにしている地方公共団体が多い。ただし、こうし

た慣例は地方自治法が想定するところではない。 

議会には、委員会を置くことができる。委員会の中には、行政の部門に応じて設置される

常任委員会、議会の運営に関わる事項を審議する議会運営委員会、特に付議された事件・案

件について審議をする特別委員会の3種類がある。議会の事務を行う議会事務局について

は、都道府県では必置だが、市町村は条例で置くことができるとされている。 

 次に、議員の地位について見ておく。議会の議員は、選挙人が投票によって選挙する。そ

の被選挙権は議員の選挙権を有する年齢満25歳以上の者とされているが、議員の選挙権に

ついては、住所の要件が定められている（当該市町村に引き続き3か月以上住所を有してい

ること）ため、被選挙権についても同様の要件が必要である。 

議員の任期は4年であり、国会議員や地方公共団体の常勤の職員と兼業・兼職することは

禁止されている。なお、海外にはこれらの公職を複数兼職することが認められている国もあ

る。また、議員には議員報酬が支給されるほか、職務を行うために必要な経費については費

用弁償を、またいわゆるボーナスである期末手当を受けることができる。 

さらに条例の定めるところによって、政務活動費の交付を受けることができることとさ

れている。この政務活動費の対象としては、議員個人のみならず、議会の中で同一の政治的

な行動をとるグループである会派に対しても交付できる。 

 この政務活動費について少し見ておく。議会において議員が調査研究するための交付金

は、従来も多くの地方公共団体で交付されていたが、平成12年の地方自治法改正において、

「政務調査費」として制度化された。さらに平成24年の地方自治法の改正の際に、議員修正

によってその名称が「政務活動費」に改められるとともに、使途が拡大された。なお、政務

活動費については使途の透明性・公平性を確保する観点から、交付を受けた議員・会派は収

入と支出の報告書を提出しなければならない。最近では透明性の向上を図るために、会計帳

簿や領収証などについてもインターネットで公開をする地方公共団体が増えてきている。 
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② 権限 
 議会には様々な権限が認められているが、最も重要なものは議決権である。議会が議決す

べき事件は地方自治法第96条に列挙されている。議決権の他には、例えば議長、副議長等の

選挙を行う選挙権、書類等の検閲や報告の請求を行うことを通じて検査を行う権限（検査

権）、長が行った専決処分に対する承認や副知事・副市町村長の選任についての同意を行う

権限も有する。さらに、調査権が認められており、これは同法第100条に規定されているこ

とから、しばしば「100条調査権」と呼ばれる。この調査権には、出頭や証言などを求める

権限も含まれており、これを正当な理由なく拒否した場合には罰則が科せられるという、強

力な権限である。その他に、自律権の1つとして自主解散権も認められている。 

 これらのうち、議決権と、自主解散権に関連して議会の解散について説明する。まず議決

権については、第96条には、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定等、16項目の議決

事項が列挙されているが、これらは制限的列挙とされている。ただし、「条例で議会の議決

すべきものと定めた事件」として追加することはできる（一定の事項は議決権追加の対象外

とされている）。 

 次に、議会の解散にはいくつかの場合がある。議会の不信任議決に対して長が解散をする

場合、住民が直接請求に基づいて解散となる場合、特例法に基づいて自主的に議会が解散す

る場合、そして全議員が辞職した場合である。総務省の調査によると、近年（平成19～27年

度）に議会の解散が行われた事案には、不信任議決に対するケースが10件、直接請求が4件、

特例法に基づく自主解散が5件、全議員の辞職が1件ある。このうち特例法による自主解散に

ついては、首長の選挙などと期日を揃えて選挙事務経費を縮減する目的で行われたものが

多い。 

 

(2) 運営 
① 会期 
 議会には定例会と臨時会がある（地方自治法第102条）が、その他に、1年を通じて議会が

開会されている「通年の会期」が認められている（第102条の2）。定例会は地方公共団体の

長のみが招集できるが、その回数は条例で定めることとなっており、1年に4回開催するケー

スが多い。一方、臨時会の場合は原則として地方公共団体の長が招集するが、例外として議

長により招集される場合もある。臨時会は必要がある場合にその事件に限り開会される。 

こうした定例会・臨時会に代えて「通年の会期」を定めることができるものとされている。

これが導入された背景には、例えば他に職業を持つ者は議員として議会に参画することが

困難なため、議会が住民の縮図になっていないこと、定例会や臨時会は会期の日数が限られ

ていて十分な審議時間を確保できないこと、定例会や臨時会の会期外に重要な議案が専決
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処分によって決定され、議会のチェック機能が機能していないこと等が挙げられている。現

在のところ、「通年の会期」を実施している地方公共団体の数はまだ多くないが、制度の導

入以来少しずつ増加している。 

 

② 会議における原則 
 議会の会議については、いくつかの原則が地方自治法に定められている。 

 

(i) 会議公開の原則（第115条） 
具体的には、傍聴の自由、報道の自由、会議録の公開であるが、例外的に秘密会として開

催することができることも定められている。 

 

(ii) 定足数の原則（第113条） 
議会の会議は、議員の定数の半数以上が出席をしなければ開くことができず、この数を定

足数と呼ぶ。この原則は開会のみならず、議事を継続するための要件（議事要件）でもあり、

議決を行おうとする時点での要件（議決要件）でもあると解される。 

 

(iii) 多数決の原則（第116条） 
議事は出席議員の過半数、すなわち絶対多数により決する。これに対して、一定の場合に

は、より多い議員の賛成あるいは同意が必要とされる（特別多数）。例として、以下のよう

な場合がある。 

秘密会の開催、条例または予算の再議：出席議員の3分の2以上 

長の不信任議決：3分の2以上の出席で、その4分の3以上 

議会の自主解散：4分の3以上の出席で、その5分の4以上 

 

(iv) 一事不再議の原則 
地方自治法に明文はないが、同一の会期中には、一度議決された同一の事項については再

び意思決定をしないという原則（一事不再議の原則）があると解されている。通常、議会の

会議規則に、議案として再び提出することができないという形で定められている。2度目に

出された議案が「一事」、つまり同一の事項に当たるかどうかは、実質的に判断するとされ

ている。 

この例外として、前回の議決以降に事情の変化があった場合（事情変更の原則）や、地方

自治法による長の再議に係る議案については、同一事件が同じ会期内に再度審議され得る。 
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(v) 会期不継続の原則（第119条） 
議会の意思決定能力は会期ごとに独立をしており、一旦会期が終了すれば案件はすべて

消滅するのが原則である。例外として、議決により閉会中に審査を行うことや、継続審議と

して次の会期に持ち越すことが認められる。 

 

3．地方公共団体の執行機関 
(1) 執行機関の全体像 

地方自治法上の執行機関としては、地方公共団体の長の他に、法律の定める委員会または

委員があり、都道府県と市町村に共通に設置するとされているものとしては、教育委員会、

選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会及び監査委員がある。この他に、都道府県に

は公安委員会など5つの委員会を、また市町村には農業委員会など2つの委員会を置かなけ

ればならないこととされている。 

 

表1．地方自治法上の執行機関である委員会及び委員 

都道府県 教育委員会 

選挙管理委員会 

人事委員会または公平委員会 

監査委員 

  

公安委員会 

労働委員会 

収用委員会 

海区漁業調整委員会 

内水面漁場管理委員会 

市町村 農業委員会 

固定資産評価審査委員会 

 

こうした委員会や委員を執行機関として設置することとしている理由は、政治的中立性

の確保（教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会など）、専門的な知見による専門技術的

判断（固定資産評価審査委員会など）、利害関係人の参加による調整の実施（労働委員会）

などとされている。 

 執行機関に関しては、地方自治法に2つの原則が定められている。1つは多元主義であり、

執行機関としては地方公共団体の長以外に委員会及び委員が存在しているが、執行機関の

組織は、長の所轄の下に明確な所掌事務と権限を有する執行機関により系統的に構成しな

ければならないとされている（第138条の3第1項）。もう1つが一体性の原則であり、執行

機関は長の所轄の下に相互の連絡を図って、すべて一体として行政機能を発揮しなければ

ならない（第138条の3第2項）。この2つの原則から、地方公共団体の執行機関はそれぞれ
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が別個に分立するものであるが、いずれも地方公共団体の機能の一部を担当する存在であ

ることから、地方公共団体全体の機能から見た場合には、各執行機関が相互に矛盾なく全体

として調和する形で、無駄なく行政機能を発揮することが要請されている、と言える。 

 そのため、地方公共団体の長には他の執行機関に対して一定の総合調整を行う権限が認

められている。まず、予算の調製・執行権、議案の提出権、また地方税の賦課・徴収等につ

いては、それらが委員会または委員の所管事項に係るものであっても、長に専属する権限と

されている。また、長の総合調整権として、地方自治法には、委員会または委員の事務局の

組織や職員の定数等に関して勧告を行う権限や変更等についての長への事前協議（第180条

の4）、予算執行や公有財産に関して、収入・支出の実績や見込み、及び公有財産の取得・

管理について、報告徴取、実地調査等の権限が認められている（第221条、第238条の2）。 

 

(2) 地方公共団体の長 
① 権限 
 地方公共団体の長（都道府県知事、市町村長）の権限としては、地方自治法上、統轄・代

表権（第147条）、総合調整権（(1)参照）、事務の管理・執行権（第148条）、職員の任命

権・指揮監督権（第162条等、第154条）、取消・停止権（第154条の2）、公共的団体等の

指揮監督権（第157条）組織編成権（第158条）等が定められている。このうち、事務の管

理・執行権については、概ね担任する事務として、議決事件の議案の提出、予算の調製・執

行、地方税の賦課徴収等、決算の付認定、会計の監督、財産の取得・管理・処分、公の施設

の設置・管理・廃止、証書・公文書類の保管、その他地方公共団体の事務の執行が挙げられ

ている（第149条）。議会の議決事項が限定列挙とされる（2(1)②参照）のとは異なり、長

の担当事務については、「概ね」という文言があるように概括列挙であると解されている。 

 

② 長と議会との関係 
 いわゆる首長制の下では、長と議会の議員の両者が相互に牽制して均衡する関係に立つ

（チェック・アンド・バランス）。具体的には、平常時においては、長の議案提出権や議会

の議案議決権、加えて議会の調査権等によって、両者の関係が調整されている。一方、長と

議会の間で意見の相違が生じた場合などの緊急時には、両者の調整の仕組みが重要になる

が、地方自治法上、長による再議、長に対する不信任議決とそれに対する議会の解散、長が

行う専決処分という3つが用意されている。 
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(i) 長による再議（第176条・177条） 
 長による再議とは、長が議会の議決などを拒否し、再度の議決などを議会に対して求める

ことである。再議には大きく分けて2つの種類があるが、1つは一般的再議（一般的拒否権）

であって、権限行使は長の任意である。長が議会の議決に対して異議がある時には、10日以

内にこれを再議に付すことができるとされており、これに対して再度議会が同一の議決を

行った時は、その内容で確定することになる（条例や予算の場合の再議決には、特別多数が

必要）。 

もう1つは特別再議といわれ、長の再議は義務である。特別再議には3種類あり、1つは、

議決や選挙が議会の権限を越えている、または違法である場合であり、この場合には、最終

的には訴訟により決着が図られる仕組みである。2つめが、義務的な経費について予算から

削除または減額する議決が行われた場合であり、長は最終的には当該経費及び収入を計上

した予算の原案を執行することができる（長の原案執行権）。3番目は、非常災害費等の経

費を削除または減額する議決であり、この場合には、最終的には長が議会の議決を不信任議

決とみなすことができる仕組みとなっている（(ii)参照）。 

 

(ii) 長の不信任議決と議会の解散（第178条） 
 地方公共団体の長と議会が対立する関係になった場合に、最終的には選挙により両者の

対立を解決する仕組みである。 

議会が長に対して不信任議決を行うには、3分の2以上の出席と、その4分の3以上の同意

が必要である。議会が不信任議決を行った場合には、10日以内に長が議会を解散しない時に

は長は失職をする。一方、10日以内に議会が解散された場合には議員の選挙が行われるが、

選挙の後に初めて召集された会期において再度の不信任議決が行われた場合には、長は自

動的に失職する。この再度の不信任議決にも3分の2以上の出席が必要であるが、議決は過半

数の同意で足りる。したがって、10日以内に議会が解散されなければ長が失職して、長の選

挙が行われる。また議会が解散された場合には議会の選挙が行われるが、その後の最初の議

会で再度の不信任議決が行われた時には長は失職して、さらに長の選挙が行われる。 
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表2．長の不信任議決とその処理状況（平成19～27年度） 

 
自治

体数 

上

程 

件

数 

議決結果 議決後の状況 議会解散後の状況 

可

決 

否

決 
解散 失職 

再度上程 
上程

なし 

自ら 

辞職 可決 否決 

都道府

県 
1 1  1       

市町村 41 51 13 38 11 2 6 0 2 3 

合計 42 52 13 39 11 2 6 0 2 3 

出典：総務省「地方自治月報」第55～58号を基に作成 

 

(iii) 専決処分（第179条・第180条） 
専決処分とは、議会の権限に属する事項を例外的に長が代わって行うものである。これに

は2つの種類があり、1つは、法定の理由によって専決処分を行うことができる場合である。

法定の理由とは、議会が成立しない場合、定足数の特例（地方自治法第113条ただし書き）

によってもなお開会できない場合、長において特に緊急を要するために議会を招集する時

間的な余裕がないことが明らかと認める場合、そして議会において議決すべき事件を議決

しない場合である。ただし、副知事または副市長村長の選任は、専決処分の対象からは除か

れている。 

これらの理由で専決処分を行った場合は次の議会において報告をして承認を得る必要が

ある。ただし、承認が得られなかったとしても、その法的な効力には影響しないとされてい

る。なお、条例や予算について議会が不承認とした場合には、長において必要と認める措置

を講じて、その旨を議会に報告しなければならない。 

専決処分のもう1種類は、議会の委任により長が専決処分を行うことができる場合であ

る。この場合には、法定理由による専決処分の場合とは異なり、専決処分を行った後に議会

に対して報告することで足りる。 

 

(3) 監査委員と監査 
① 監査委員 
 監査委員については、地方自治法第195条以下に規定されており、都道府県と人口25万人

以上の市の場合と、それ以外の市及び町村の場合とで、その扱いが異なっている。 
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また、監査委員の事務を行うための事務局については、都道府県の場合は必置であるが、

市町村については任意とされる。 

 

② 監査の種類と内容 
 監査委員が行う監査には、大きく分けて一般監査、要求監査、財政的援助団体等監査、決

算審査・出納検査の4種類がある。一般監査とは、定期または随時に行う監査であり、財務

に関する事務の執行、経営に係る事業の管理に係るものである。要求監査は、事務の監査請

求に係る直接請求や、議会や長の要求に基づいて行う監査、また住民監査請求による監査で

ある。決算審査・出納検査は、決算や関係する証書類等の審査、現金の出納についての検査

等を定期的に行うものである。 

監査には、これらに加えて、外部監査人による監査もある。これは外部の独立した監査人

による専門的な監査を実施することを趣旨としており、監査に対する信頼性の向上を図る

目的で導入されたものである。外部監査人となり得るのは、弁護士、公認会計士、監査の実

務に精通している者、税理士である。外部監査人による監査には2種類あり、毎会計年度に

契約を締結し、外部監査人が選定したテーマについて監査を行う包括外部監査と、監査に係

る請求・要求があった場合に、当該監査に係る事項に関して監査委員の行う監査に代えて外

部監査人が行う個別外部監査とに分けられる。都道府県及び指定都市・中核市は、包括外部

監査の実施が義務とされている。このように監査委員が行う監査に加え、外部監査人による

監査を制度化することにより、地方公共団体の執行機関による行政や財務会計上の行為に

ついて、内容の適法性や適否に関してのチェックを行う機能が一層担保されることになる。 
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表3． 

 
識見を有する者か

ら選任される委員 

議会議員から選任

される委員 
備考 

定数 

都道府県・ 

25万以上の市 
2人または3人 

2人または1人 

（増加不可） 

計4人（条例で増加

可能） 

その他の市・町村 1人 1人（増加不可） 
計2人（条例で増加

可能） 

OBからの選任の制限 1人以内 ―  

常勤 

監査 

委員 

都道府県・ 

25万以上の市 
必置・1人以上 ―  

その他の市・町村 任意 ―  

代表監査委員 1人選任 ―  

就任 長が、議会の同意を得て選任  

任期 4年 議員の任期  

 


