○

地方自 治法 の一部を改正する法律

参照条文

日本国憲法（昭和二十一年十一月三日憲法）（抄）

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委 任す ること ができる。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行 為を行 ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条 約を 公布す るこ と。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任 状及 び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、 特赦 、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書 及び 法律の 定め るその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

国会の常会は、毎年一回これを召集する。

第十五条 公務員を選定 し、及びこ れを 罷免することは、国民固有の権利である。
② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普 通選 挙を保障す る。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問 はれ ない。
第五十 二条

第五十三条 内閣 は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召 集を
決定しなければならない。

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ 、そ の選挙の日 から三十日以内に、国会を召集し
なければならない。
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② 衆 議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を 求め ること がで
きる。
③ 前項但書 の緊 急集会にお いて採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効 力を
失ふ。

第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律と なる 。
② 衆議院で可決し、参議院でこれ と異なつた 議決 をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
③ 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げな い。
④ 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、 国会 休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法
律案を否決 した ものとみなすことができる。

第六十 三条 内閣 総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議 院に
出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しな ければなら ない 。

内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この 指名は、他 のす べての案件に先だつて、これを行ふ。
② 衆議院と参議院とが異なつた指 名の 議決をした 場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆
議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の 議決 を国会 の議 決とする。
第八十六条

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（抄）

第九十 三条 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。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その 地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。

○

第十六条 普 通地 方公共団体の議会の議長は、条例の制定又は改廃の議決があつたときは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体 の長
に送付しなければならない。
② 普通地方公共団体の 長は 、前項 の規 定により条例の送付を受けた場合において、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、その日
から二十日以内にこれを公布しなければならない。
条例は、条例に特別の定がある もの を除く 外、 公布の日から起算して十日を経過した日から、これを施行する。
③
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④ 当 該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない 。
⑤ 前二項の規定は、普通地方公共団体の規則並びにその機関の定め る規則及び その他の規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、法令又
は条例に特別の定があ ると きは、 この 限りでない。

第七十四条 普通地方公 共団 体の議 会の 議員及び長の選挙権を有する者（以下本編において「選挙権を有する者」という。）は、政令の定めるとこ
ろにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し 、条 例（地 方税 の賦課徴収並びに分担
金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の 制定 又は改廃の 請求をすることができる。
② 前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない 。
③ 普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日 から 二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代
表者に通知 する とともに、これを公表しなければならない。
④ 議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつ ては 、政令 の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与え
なければならない。
⑤ 第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第 二十二 条の 規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選
挙人名簿に登録されている者とし 、そ の総数 の五 十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後
直ちにこれを告示しなければならない。
⑥ 選挙権を有する者のうち次に掲 げる ものは、第 一項の代表者（以下この項において「代表者」という。）となり、又は代表者であることができ
ない。
一 公職選挙法第二十七条第一項の規定により 選挙 人名簿 に同 項の表示をされている者（都道府県に係る請求にあつては、当該市町村の区域内に
住所を有 しな くなつ た旨 の表示をされている者のうち当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移
し、かつ、当該他の市町村の区域内に住所を有しているものを除く。）
二 前項の 選挙 人名簿 の登 録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
三 第一項の請求に係る普通地方公共団体（当該普通地方公共団体が、都道府県であ る場 合には 当該 都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二
条の十九第一項に規定する指定都市（以下 この 号において 「指定都市」という。）の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む。）
の選挙管理委員会の委員又は職員である者
⑦ 第一項の場合におい て、当該地 方公 共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれるこ
ととなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができな い。
⑧ 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲 によ り条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町
村の 選挙権を有する者（条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対 し当 該署名簿に
署名することを求める者を除く。）に委任して、自己の氏名（以下 「請求者の 氏名」という。）を当該署名簿に記載させることができる。この場
合において 、委 任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。
前項の規定により委任を受けた者（以下「氏名代筆者」という。 ）が 請求者 の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合にお
⑨
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いては、氏 名代 筆者は、当 該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

第七十六条 選挙 権を有する 者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える 数に
六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連 署を もつて 、そ の代表者から、普通地方公共団体
の選挙管理委員会に対し、当該普 通地方公共 団体 の議会の解散の請求をすることができる。
② 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
③ 第一項の請求があつたとき、委 員会は、こ れを 選挙人の投票に付さなければならない。
④ 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を 超え る場合 にあ つては、その超える数
に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを 合算 して得 た数）について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同
条第七項か ら第 九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

第八十 条 選 挙権 を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあ つて
は、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを 合算して得 た数 ）以上の者の連署をもつて、その代表者から
、普通地方公共団体の選挙管理委 員会 に対し 、当 該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合に
おいて選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつて は、 その超える 数に六分の一を乗じて
得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数と を合 算して 得た 数）以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。
② 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。
③ 第一項の請求があつたときは、委員会は、 これ を当該 選挙 区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、
すべ ての選挙人 の投票に付さなければならない。
④ 第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者 及びその総 数の 三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数
に六分の一 を乗 じて得 た数 と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同
条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項 の規 定によ る請 求者の署名について準用する。この場合にお
いて、第七十四条第六 項第三号中 「都 道府県の区域内の」とあり、及び「市の」とあるのは、「選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と読み
替えるものとする。

第八十一条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が 四十 万を超 える 場合にあつては、その超える数に
六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得 た数 とを合 算し て得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体
の選 挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。
② 第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及 びそ の総数 の三 分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に
六分の一を 乗じ て得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項の規定は前項の代表者について、同 条第
七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定 によ る請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項
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の規定は前 項の 請求につい て準用する。

第八十六条 選挙 権を有する 者（道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権 を有
する者）は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合 にあ つては 、そ の超える数に六分の一を乗じて得
た数と四十万に三分の一を乗じて 得た数とを 合算 して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事
若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができ る。
② 前項の請求があつたときは、当 該普通地方 公共 団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
③ 第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代 表者 及び関 係者 に通知し、かつ、これ
を公表しなければならない。
④ 第 七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合 にあつては 、そ の超える数
に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得 た数） につ いて、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同
条第七項から第九項ま で及 び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。この場合にお
いて、第七十四条第六項第三号中「区域内」とあるのは、「区域内（道の方面公安委 員会の委員 に係 る請求については、当該方面公安委員会の管
理する方面本部の管轄区域内）」 と読 み替え るも のとする。

第九十二条 普通地方公共団体の議 会の 議員は、衆 議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
② 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法（昭和 二十 五年法律第二百六十一号）第二十
八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短 時間 勤務職員」という。）と兼ねることができない。

第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該 普通地方公 共団 体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人
の無限責任 社員 、取締 役、 執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。

第九十七条 普通 地方公 共団 体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。
② 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方 公共 団体の長の 予算の提出の権限を侵すことはできない。

第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働 委員 会及び 収用 委員会の権限に属する事務で政令
で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全 を害 するお それ があることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でない
もの として政令で定めるものを除く。）に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委 員会 、人事委員
会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は 監査委員そ の他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管
理、議決の 執行 及び出納を検査することができる。
議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事 務に あつて は労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるも
②

- 5 -

普通地方公 共団 体の議 会は 、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。

のを除き、 法定 受託事務に あつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものと して
政令で定めるものを除く。）に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求す るこ とができる。この場合における監査の実施については、
第百九十九条第二項後 段の 規定を 準用 する。
第九十九条

第百条 普通地方公共団体の議会は 、当該普通 地方 公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定
める ものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが 適当 でないもの
として政令で定めるものを除く。次項において同じ。）に関する調 査を 行い、 選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求する
ことができ る。
② 民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この 法律 に特別 の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公
共団体の事務に関する 調査 のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規
定は、この限りでない。
③ 第一項の規定により 出頭 又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出
しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
④ 議会は、選挙人その他の関係人 が公 務員たる地 位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受
けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場 合に おいて 当該 官公署が承
認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。
⑤ 議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益 を害 する旨 の声 明を要求す
ることができる。
⑥ 当 該官公署が 前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録 の提 出をし なけ
ればならない。
⑦ 第二項に おい て準用 する 民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年
以下の禁錮に処する。
⑧ 前項の罪を犯した者 が議会にお いて 調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。
⑨ 議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発 しな ければ なら ない。但し、虚偽の陳述をした選
挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決 があ る前に 自白 したときは、告発しないことができる。
⑩ 議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記 録の送付を 求め たときは、当該団体等
は、その求めに応じなければならない。
⑪ 議 会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額 を定 めて置かな
ければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なけ れば ならない。
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⑫ 議 会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる 。
⑬ 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調 査のためそ の他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めると
ころにより、議員を派 遣す ること がで きる。
⑭ 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資 する ため必要な経費の一部として、その議会における会派又
は議員に対し、政務調査費を交付 することが でき る。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなけれ
ばならない。
⑮ 前項の政務調査費の交付を受け た会派又は 議員 は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出する
もの とする。
⑯ 政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、 市町 村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければ
ならない。
⑰ 都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道 府県 の議会 に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。
⑱ 議 会は、 議員 の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければな らな
い。
前項の図書室は、一 般に これを利用させることができる。
⑲

第百条の二 普通地方公共団体の議 会は 、議案の審 査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経
験を有する者等にさせることができる。

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
② 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方 公共団体の 長に 対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができ
る。
議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議 に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
前二項の 規定 による 請求 があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までに これ を告示しな ければならない。ただし、緊急を要する場合
は、この限りでない。
③
④
⑤

第百二条 普通地方公共団体の議会は、定例会 及び 臨時会とする。
② 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
③ 臨時会は、必要がある場合において、その事件に限り これ を招集 する 。
④ 臨 時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。
⑤ 臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前二項の規定 にか かわら ず、直ちにこれを会議に付議することができる。
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⑥

普 通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。

第百四条

普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。

普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を 統理 し、議会を 代表する。

第百三条 普 通地 方公共団体 の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
② 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第百五条

第百五 条の二 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、 議長が当該 普通 地方公共団
体を代表する。

第百六条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けた ときは 、副 議長が議長の職務を行う。
② 議長及び副議長にと もに 事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。
③ 議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

第百七条 第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がない とき は、年長の議員が臨時に議長の職
務を行う。

第百八条 普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、 議会の許可 を得 て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議
長の許可を 得て 辞職す るこ とができる。

第百九条 普 通地 方公共 団体 の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。
② 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会 にお いて選任し 、条例に特別の定めがある場合を除くほか、
議員の任期中在任する。
③ 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員 を選 任する こと ができる。
④ 常任委員会は、その部門に属する当該普通 地方 公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。
⑤ 常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識 経験を有す る者 等から意見を聴くこと
ができる。
⑥ 常 任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、そ の意 見を聴くこ
とができる。
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⑦ 常 任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を 提出 するこ とが
できる。ただし、予算については、この限りでない。
前項の規 定に よる議案の 提出は、文書をもつてしなければならない。
常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、な お、 これを審査することができる。
⑧
⑨

第百九条の二 普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。
② 議会運営委員は、会期の始めに 議会におい て選 任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。
③ 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、議会運営委員を選任 する ことが でき る。
④ 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行 い、 議案、陳情等を審査する。
一 議会の 運営 に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関す る事 項
前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。
⑤

前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例 でこれを定める。

第百十条 普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。
② 特別委員は、議会において選任 し、 委員会に付 議された事件が議会において審議されている間在任する。
③ 前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、特別委員を選任する こと ができる。
④ 特別委員会は、会期中に限り、議会の議決 によ り付議 され た事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉
会中 も、なお、 これを審査することを妨げない。
第百九条第五項から第八項までの規定は、特別委員会 について準 用す る。
⑤
第百十一条

第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に 議案 を提出する ことができる。但し、予算については、この
限りでない。
前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がな けれ ばなら ない 。
第一項の規定による議案の提出は、文書を 以て これをしなければならない。
②
③

第百十三条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半 数以 上の議 員が 出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定に
よる除斥の ため 半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き 議長
において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半 数に 達しなくなつたときは、この限りでない。
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第百十四条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者か ら請求があ るときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場
合において議長がなお 会議 を開か ない ときは、第百六条第一項又は第二項の例による。
② 前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会 議の 議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止する
ことができない。

第百十五条 普通地方公共団体の議 会の会議は 、こ れを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議
決し たときは、秘密会を開くことができる。
前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないで その 可否を決しなければならない。
②

第百十五条の二 普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議 を議 題とす るに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらな
ければならない。

第百十六条 この法律に 特別 の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議
長の決するところによる。
前項の場合においては、議長は 、議 員として議 決に加わる権利を有しない。
②

第百十七条 普通地方公共団体の議会の議長及 び議 員は、 自己 若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は
自己 若しくはこ れらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議 会の同意が あつ
たときは、会議に出席し、発言することができる。

第百十八条 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において 行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項及び第四項、第
四十七条、第四十八条 、第六十八 条第 一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に
関し異議があるときは、議会がこれを決定する。
② 議会は、議員中に異 議がないと きは 、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
③ 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議 に諮 り、議 員の 全員の同意があつた者を以て当選
人とする。
④ 一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならな い。
⑤ 第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があ つた 日から 二十 一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知
事に審査を 申し 立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。
第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこ れを 本人に 交付しなければならない。
⑥
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第百二十条

第百十九条
普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。

会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない 。

第百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員 会の 委員長又は 公平委員会の委員長、公安委員会
の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監 査委 員その他法 律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は
、議 会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。

第百二 十二条 普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地 方公共団体 の事 務に関する
説明書を提出しなければならない。

普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請 願書 を提出しな ければならない。

第百二十三条 議長は、事務局長又は書記長（書記長を置かない町村においては 書記） に書 面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の
知覚によつては認識することがで きな い方式 で作 られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第
二百三十四条第五項において同じ。）により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記 載さ せ、又は記 録させなければならな
い。
② 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名 しな ければならない。
③ 会議録が電磁的記録をもつて作成されてい ると きは、 議長 及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に
代わ る措置をと らなければならない。
④ 議長は、会議録が書面をもつて作成されているときは その写しを 、会 議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録さ
れた事項を 記載 した書 面又 は当該事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。）
を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
第百二十四条

第百二十五条 普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育 委員 会、選 挙管 理委員会、人事委員会若しくは公
平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監 査委 員その 他法 律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、
これ らの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。

第百二 十六条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、閉会中においては、議長の許可 を得 て辞職する
ことができる。
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第百二十七条 普通地方公共団体の議会の議員が被選挙権を有しない 者であると き又は第九十二条の二の規定に該当するときは、その職を失う。そ
の被選挙権の有無又は 同条 の規定 に該 当するかどうかは、議員が公職選挙法第十一条、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法
（昭和二十三年法律第百九十四号）第二十八条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を 除く ほか、 議会 がこれを決定する。この場合にお
いては、出席議員の三分の二以上 の多数によ りこ れを決定しなければならない。
② 都道府県の議会の議員は、住所を移したため被選挙権を失つても、その住所が同一都道府県の 区域 内に在ると きは、そのためにその職を失うこ
とはない。
③ 第一項の場合においては、議員は、第百十七条の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関 し弁 明する こと はできるが決定に加わ
ることができない。
第 百十八条第五項及び第六項の規定は、第一項の場合にこれを準用する。
④

第百二 十八条 普 通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の規定による異議の申出、同法第二 百二
条第二項若しくは第二百六条第二項の規定による審査の申立て、同法第二百三条第一 項、第二百 七条 第一項、第二百十条若しくは第二百十一条の
訴訟の提起に対する決定、裁決又 は判 決が確 定す るまでの間（同法第二百十条第一項の規定による訴訟を提起することができる場合において、当
該訴訟が提起されなかつたとき、当該訴訟についての訴えを却下し若しくは訴状を却下する裁判が確定した とき 、又は当該 訴訟が取り下げられた
ときは、それぞれ同項に規定する出訴期間が 経過 するま で、 当該裁判が確定するまで又は当該取下げが行われるまでの間）は、その職を失わない。

第百二十九条 普通地方公共団体の議会の会議 中こ の法律 又は 会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し
、又 は発言を取 り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終るまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることが できる。
議長は、議場が騒然として整理することが困難である と認めると きは 、その日の会議を閉じ、又は中止することができる。
②

第百三十条 傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等会議を妨害すると きは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令
に従わないときは、こ れを退場さ せ、 必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。
傍聴席が騒がしいときは、議長は、すべての傍聴人を退場させることができる。
前二項に定めるもの を除くほか 、議 長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならない。
第百三十一条

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会 にお いては 、議 員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはなら

議場の秩序を乱し又は会議を妨 害す るものがあるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。

②
③

第百三十二条
ない。
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第百三 十三条

普通地方公共団体の議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることが でき る。

第百三十四条 普 通地方公共 団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科する こと
ができる。
懲罰に関し必要な事 項は 、会議 規則 中にこれを定めなければならない。
②

普通地方公共団体の 議会 は、除名さ れた議員で再び当選した議員を拒むことができない。

第百三十五条 懲罰は、左の通りと する。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期 間の 出席停止
四 除名
② 懲 罰の動 議を 議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
③ 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分 の二以 上の 者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければな
らない。
第百三十六条

第百三十七条 普通地方公共団体の議会の議員 が正 当な理 由が なくて招集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議に欠席したため、議長が、
特に 招状を発し ても、なお故なく出席しない者は、議長において、議会の議決を経て、これに懲罰を科することができる。

普通地方公共団体の長は、衆議院議員又は参議院議員 と兼 ねるこ とができない。

第百三 十八条 都 道府県の議会に事務局を置く。
② 市町村の議会に条例の定めるところにより、事務局を置くことができる。
③ 事務局に 事務 局長、 書記 その他の職員を置く。
④ 事務局を置かない市町村の議会に書記長、書記その他の職員を置く。ただし、町村 にお いては、書 記長を置かないことができる。
⑤ 事務局長、書記長、 書記その他 の職 員は、議長がこれを任免する。
⑥ 事務局長、書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時の 職に ついて は、 この限りでない。
⑦ 事務局長及び書記長は議長の命を受け、書 記そ の他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
⑧ 事務局長、書記長、書記その他の職員に関する任用、職階制、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及 び懲戒、服 務、 研修及び勤務成績の評
定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この法律に 定めるもの を除くほか、地方公務員法の定めるところによる。
第百四十一条
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②

普 通地方公共団体の長は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び短時間勤務職員と兼ねることができない。

第百四十七条

副知事及び副市町村長は、普通地方公共団 体の 長が議会の同意を得てこれを選任する。

普通地方公共団体の 長は、当該 普通 地方公共団体を統轄し、これを代表する。

第百四十五条 普 通地方公共 団体の長は、退職しようとするときは、その退職しようとする日前、都道府県知事にあつては三十日、市町村長に あつ
ては二十日までに、当該普通地方公共団体の議会の議長に申し出なければならない。但し、議会 の同 意を得 たと きは、その期日前に退職すること
ができる。

第百六十二条

第百六十五条 普通地方公共団体の長の職務を代理する副知事又は副 市町 村長は 、退職しようとするときは、その退職しようとする日前二十日まで
に、当該普通地方公共 団体 の議会の議長に申し出なければならない。ただし、議会の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。
② 前項に規定する場合を除くほか、副知事又は副市町村長は、その退職しよう とする 日前 二十日までに、当該普通地方公共団体の長に申し出なけ
ればならない。ただし、当該普通 地方 公共団 体の 長の承認を得たときは、その期日前に退職することができる。

第百七十六条 普通地方公共団体の 議会 における条 例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体
の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から十日以内に理由を示してこれを再議に付す るこ とがで きる 。
② 前項の規定による議会の議決が再議に付さ れた 議決と 同じ 議決であるときは、その議決は、確定する。
③ 前項の規定による議決については、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。
④ 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を 超え又は法 令若 しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は
、理由を示 して これを 再議 に付し又は再選挙を行わせなければならない。
⑤ 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しく は会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総
務大臣、市町村長にあ つては都道 府県 知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
⑥ 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審 査の 結果、議会 の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若
しくは会議規則に違反すると認めるときは、 当該 議決又は選 挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十 日以 内に、 裁判 所に出訴することができる。
前項の訴えのうち第四項の規定による議会 の議 決又は選挙の取消しを求めるものは、当該議会を被告として提起しなければならない。
⑦
⑧

第百七十七条 普通地方公共団体の議会の議決が、収入又 は支 出に関 し執 行することができないものがあると認めるときは、当該普通地方公共団体
の長は、理 由を 示してこれを再議に付さなければならない。
議会において左に掲げる経費を削除し又は減額する議決をしたと きは 、その 経費及びこれに伴う収入についても、また、前項と同様とする。
②
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一 法令に より 負担する経 費、法律の規定に基き当該行政庁の職権により命ずる経費その他の普通地方公共団体の義務に属する経費
二 非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防の ため に必要な経費
③ 前項第一 号の 場合におい て、議会の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その経費及 びこ
れに伴う収入を予算に計上してその経費を支出することができる。
④ 第二項第二号の場合 にお いて、 議会 の議決がなお同号に掲げる経費を削除し又は減額したときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決を不
信任の議決とみなすことができる。

第百七十八条 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、 直ち に議長 から その旨を当該普通地方
公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普 通地 方公共 団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散するこ
とができる 。
② 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場 合に おいて 、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招
集された議会において 再び 不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長
は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
③ 前二項の規定による 不信 任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の
場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

第百七十九条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開 くこ とができないとき、普通地方公共
団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要する ため 議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は
議会 において議 決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
前 二項の規定 による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなけれ ばな らない 。
②
③

第百八十条 普通 地方公 共団 体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを
専決処分にすることができる。
前項の規定により専 決処分をし たと きは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。
②

第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体 の財 務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
② 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務（自治事務 にあつては 労働 委員会及び収用委員会
の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあ つては国の 安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査
の対象とす るこ とが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監 査の
実施に関し必要な事項は、政令で定める。
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③ 監 査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該 普通 地方公 共団
体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十 五項 の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特
に、意を用いなければ なら ない。
④ 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査を しな ければならない。
⑤ 監査委員は、前項に 定め る場合 のほ か、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
⑥ 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の 要求 があつたと きは、その要求に係る事項につい
て監査をしなければならない。
⑦ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公 共団 体が補 助金 、交付金、負担金、貸
付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの 出納 その他 の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。
当該普通地 方公 共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、 当該
普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該 普通地 方公 共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の
施設の管理を行わせて いる ものについても、また、同様とする。
⑧ 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、関係人の出頭を求め、 若しく は関 係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類
その他の記録の提出を求め、又は 学識 経験を 有す る者等から意見を聴くことができる。
⑨ 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及 び長並びに 関係 のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委
員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働 委員 会、農 業委 員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければなら
ない。
⑩ 監査委員は、監査の結果に基づいて必要が ある と認め ると きは、当該普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定によ
る監 査の結果に 関する報告に添えてその意見を提出することができる。
⑪ 第九項の規定による監査の結果に関する報告の決定又 は前項の規 定に よる意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑫ 監 査委員から 監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた普通地方公共 団体 の議会 、長
、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働 委員 会、農 業委 員会その他法律に基づく委員会又は委員は、
当該監査の結果に基づ き、又は当 該監 査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては
、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

普通地方公共団体の長がした第二百三条から第二百四条 まで 又は前 条の規定による給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、

第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
② 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を 行う ため要する費用の弁償を受けることができる。
③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給 方法 は、条 例で これを定めなければならない。
第二百六条
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法律に特別 の定 めがある場 合を除くほか、都道府県知事がした処分については総務大臣、市町村長がした処分については都道府県知事に審査 請求
をすることができる。この場合においては、異議申立てをすることもできる。
② 第百三十 八条 の四第一項 に規定する機関がした前項の給与その他の給付に関する処分に不服がある者は、法律に特別の定めがある場合を除 くほ
か、当該普通地方公共団体の長に審査請求をすることができる。
③ 普通地方公共団体の 長及 び前項 に規 定する機関以外の機関がした第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の
定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が処分庁の直近上級行政庁でない場合においても、当該 普通 地方公 共団 体の長に対してするも
のとする。
④ 普通地方公共団体の長は、第一項の給与その他の給付に関する処分についての異議申立て又は審査請求（ 同項 に規定 する 審査請求を除く。）が
あつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。
⑤ 議 会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。
⑥ 第一項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求（同 項に 規定す る審査請求を除く。）に対する裁決に不服がある者は、都道府県知
事がした裁決について は総 務大臣、市町村長がした裁決については都道府県知事に再審査請求をすることができる。

第二百七条 普通地方公 共団 体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項の規定により出頭した選挙人その他の関係
人、第百九条第六項（第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。）の規定によ り出 頭した参考 人、第百九十九条第八
項の規定により出頭した関係人、第二百五十 一条 の二第 九項 の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百九条第五項（第百九条の二第五項
及び第百十条第五項において準用する場合を含む。）の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければ なら ない。

（補 正予算、暫 定予算等）
第二百十八条 普通地方公共団体の長は、予算の調製後に 生じた事由 に基 づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補
正予算を調 製し 、これ を議 会に提出することができる。
２ 普通地方公共団体の長は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係 る暫定予算を調製し、これを議会に提出することができる。
３ 前項の暫 定予 算は、 当該 会計年度の予算が成立したときは、その効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは
、その支出又は債務の負担は、これを当該会計年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなす 。
４ 普通地方公共団体の 長は、特別 会計 のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについ
て、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相 当す る金額を当該経費（政
令で定める経費を除く。）に使用することができる。こ の場 合にお いて は、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しな
けれ ばならない。

（予算の送 付及 び公表）
第二百十九条 普通地方公共団体の議会の議長は、予算を定める議決 があ つたと きは、その日から三日以内にこれを当該普通地方公共団体の長に送

- 17 -

付しなけれ ばな らない。
２ 普通地方公共団体の長は、前項の規定により予算の送付を受けた 場合におい て、再議その他の措置を講ずる必要がないと認めるときは、直ちに
、その要領を住民に公 表し なけれ ばな らない。

（住民監査請求）
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは 委員 又は当該普 通地方公共団体の職員について、
違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若し くは 処分、契約 の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある（当該行為が
なさ れることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。）と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収 若し くは財産の
管理を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるとき は、 これら を証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防
止し、若し くは 是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補 填す
るために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
２ 前 項の規 定に よる請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理 由が
あるときは、この限りでない。
３ 第一項の規定による 請求 があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公
共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて 人の 生命又は身 体に対する重大な危害
の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害 する おそれ がな いと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職
員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合 にお いては 、監 査委員は、
当該勧告の内容を第一項の規定による請求人（以下本条において「 請求 人」という。）に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
４ 第一項の規定による請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理 由を 付して その 旨を書面に
より請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めると きは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員
に対し期間 を示 して必 要な 措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
５ 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があ つた日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
６ 監査委員 は、 第四項 の規 定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
７ 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方 公共 団体の長そ の他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を
行う場合において、必要があると認めるとき は、 関係のある 当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせる
ことができる。
８ 第三項の規定による勧告並びに第四項の規 定に よる監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
９ 第四項の規定による監査委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職 員は、当該 勧告 に示された期間内に必
要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければな らない。こ の場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通
知し、かつ 、こ れを公表しなければならない。
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（住民訴訟 ）
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定 による請求 をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結
果若しくは勧告若しく は同 条第九 項の 規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査
委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しく は議 会、長 その 他の執行機関若しくは職員が同条
第九項の規定による措置を講じな いときは、 裁判 所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請
求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は 一部 の差止めの 請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職 員又 は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関 又は
職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第 二百 四十三条の二第三項の規定による賠償の命令
の対象となる者である場合にあ つて は、当 該賠 償の命令をすることを求める請求
２ 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる期間内に提起しなければならな い。
一 監査委員の監査の結果又は勧 告に 不服が ある 場合は、当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合は、当該措置に係 る監 査委員の通 知があつた日から三十
日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行なわない場合は、当該六十日を経過した日から 三十 日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が 措置 を講じない場合は、当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
３ 前項の期間は、不変期間とする。
４ 第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該 普通地方公 共団 体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。
５ 第 一項の規定 による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
６ 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めるこ とによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その
他公共の福祉を著しく 阻害するお それ があるときは、することができない。
７ 第一項第四号の規定による訴訟が提起された場合には、当該職員又は当該行為若し くは 怠る事実の 相手方に対して、当該普通地方公共団体の執
行機関又は職員は、遅滞なく、その訴訟の告 知を しなければ ならない。
８ 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効の中断に関して は、 民法第 百四 十七条第一号の請求とみなす。
９ 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定 によ る訴訟が終了した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若しくは仮処分又は第
二百 三十一条に規定する納入の通知をしなければ時効中断の効力を生じない。
第一項に規定する違法な行為又は怠る事実については、民事保全法（平成元年法律 第九 十一号）に規定する仮処分をすることができない。
第二項から前項まで に定 めるも のの ほか、第一項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法第四十三条の規定の適用があるものとする。
第一項の規定による訴訟を提起した者が勝訴（一部勝訴を含む。）した場合において、弁護士 又は 弁護士法人 に報酬を支払うべきときは、当該
12 11 10
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普通地方公 共団 体に対し、 その報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

（訴訟の提起）
第二百四十二条の三 前条第一項第四号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は 不当 利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては
、普通地方公共団体の長は、当該 判決が確定 した 日から六十日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を
請求しなければならない。
２ 前項に規定する場合において、 当該判決が 確定 した日から六十日以内に当該請求に係る損害賠償金又は不当利得による返還金が支払われないと
きは 、当該普通地方公共団体は、当該損害賠償又は不当利得返還の請求を目的とする訴訟を提起しなければならない。
３ 前項の訴訟の提起については、第九十六条第一項第十 二号 の規定にかかわらず、当該普通地方公共団体の議会の議決を要しない。
４ 前 条第一項第四号本文の規定による訴訟の裁判が同条第七項の訴訟告知を受けた者に対してもその効力を有するとき は、当該訴 訟の 裁判は、当
該普通地方公共団体と当該訴訟告知を受けた者との間においてもその効力を有 する。
５ 前 条第一 項第 四号本文の規定による訴訟について、普通地方公共団体の執行機関又は職員に損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決 が確
定した場合において、当該普通地方公共団体がその長に対し当該損害賠償又は不当利 得返還の請 求を 目的とする訴訟を提起するときは、当該訴訟
については、代表監査委員が当該 普通 地方公 共団 体を代表する。

（財政状況の公表等）
第二百四十三条の三 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執 行状 況並びに財産、地方債及び一時借
入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければなら ない 。
２ 普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明す る書 類を作 成し 、これを次
の議会に提出しなければならない。
３ 普 通地方公共 団体の長は、第二百二十一条第三項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理 状況 を説明 する
政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。

（関与の意義）
第二百四十五条 本章に おいて「普 通地 方公共団体に対する国又は都道府県の関与」とは、普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の行政機関（
内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四条第三項に規定する事務をつかさどる機関たる内閣府、宮内庁、同法 第四 十九条第一項若しくは
第二項に規定する機関、国家行政組織法（昭和二十三年 法律 第百二 十号 ）第三条第二項に規定する機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置
かれ る機関又はこれらに置かれる機関をいう。以下本章において同じ。）又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為（普通地方公 共団 体がその固
有の資格において当該行為の名あて人となるものに限り、国又は都 道府県の普 通地方公共団体に対する支出金の交付及び返還に係るものを除
く。）をい う。
一 普通地方公共団体に対する次に掲げる行為
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イ 助言又は勧告
ロ 資料の提出の要求
ハ 是正の要求（普通地方公共団体の事務 の処 理が法令の規定に違反しているとき又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると
きに当該普通地方公共団体に対して行われる当該違反の是正又は改善のため必要な措置を講 ずべ きことの求 めであつて、当該求めを受けた普
通地方公共団体がその違反の 是正 又は改 善の ため必要な措置を講じなければならないものをいう。）
ニ 同意
ホ 許可、認可又は承認
ヘ 指示
ト 代執行（普通地方公共団体の事務の処理が法令の規定に違反していると き又は 当該 普通地方公共団体がその事務の処理を怠つているときに
、その 是正 のための措置を当該普通地方公共団体に代わつて行うことをいう。）
二 普通地方公共団体との協議
三 前二号に掲げる行 為の ほか、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して具体的かつ個別的に関わる行為（相反する利害を有す
る者の間の利害の調整を目的としてされる裁定その他の行為（その双方を名あて人とするものに限る。） 及び 審査請求、 異議申立てその他の不
服申立てに対する裁決、決定その他の行為 を除く。）

（是正の要求）
第二百四十五条の五 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反し てい ると認めるとき、又は著しく適正
を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都 道府 県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な
措置 を講ずべき ことを求めることができる。
２ 各大臣は、その担任する事務に関し、市町村の次の各 号に掲げる 事務 の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き
、かつ、明 らか に公益 を害 していると認めるときは、当該各号に定める都道府県の執行機関に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善
のため必要な措置を講ずべきことを当該市町村に求めるよう指示をすることができる 。
一 市町村長その他の 市町村の執 行機 関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）の担任する事務（第一号法定受託事務を除く。次号及び第三
号において同じ。） 都道府県知事
二 市町村教育委員会の担任する事務 都道 府県 教育委員会
三 市町村選挙管理委員会の担任する事務 都道府県選挙管理委員会
３ 前項の指示を受けた都道府県の執行機関は 、当 該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきこと
を求 めなければならない。
４ 各大臣は、第二項の規定によるほか、その担任する事 務に 関し、 市町 村の事務（第一号法定受託事務を除く。）の処理が法令の規定に違反して
いると認め る場 合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があ ると
認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該事務の処理について違反の是正又は改善 のた め必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
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５ 普 通地方公共団体は、第一項、第三項又は前項の規定による求めを受けたときは、当該事務の処理について違反の是正又は改善 のた めの必 要な
措置を講じなければならない。

（是正の勧告）
第二百四十五条の六 次 の各 号に掲 げる 都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めると
き、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自 治事 務の処 理に ついて違反の是正又は
改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することが でき る。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府 県選 挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務

（是正の指示）
第二百四十五条の七 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る 都道府 県の 法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認め
るとき、又は著しく適正を欠き、 かつ 、明ら かに 公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反
の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
２ 次の各号に掲げる都道府県の執 行機 関は、市町 村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著し
く適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理につい て違 反の是 正又 は改善のた
め講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
一 都道府県知 事 市町村長その他の市町村の執行機関（教育委員会及び選挙管理委員会を除く。）の担任する法定受託事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する法定受託事務
三 都道府 県選 挙管理 委員 会 市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
３ 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法 定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関
に対し、同項の規定に よる市町村 に対 する指示に関し、必要な指示をすることができる。
４ 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る 市町 村の第一号 法定受託事務の処理が法令の規定に違反して
いると認める場合、又は著しく適正を欠き、 かつ 、明らかに 公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると
認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措 置に 関し、必要な指示をす
ることができる。

（許認可等の基準）
第二百 五十条の二 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体からの法令に基づく申請又は協議の申出（以下本款、第 二百 五十条の十
三第二項、第二百五十一条の三第二項、第二百五十一条の五第一項、第二百五十二条 第一 項及び第二百五十二条の十七の三第三項において「申請
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等」という 。） があつた場 合において、許可、認可、承認、同意その他これらに類する行為（以下本款及び第二百五十二条の十七の三第三項 にお
いて「許認可等」という。）をするかどうかを法令の定めに従つて判断するために必 要と される基準を定め、かつ、行政上特別の支障があるとき
を除き、これを公表し なけ ればな らな い。
２ 国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、許認可等の取消し その 他これに類する行為（以下本条及び第二百五十条の四に
おいて「許認可等の取消し等」と いう。）を する かどうかを法令の定めに従つて判断するために必要とされる基準を定め、かつ、これを公表する
よう努めなければならない。
国の行政機関又は都道府県の機 関は、第一 項又 は前項に規定する基準を定めるに当たつては、当該許認可等又は許認可等の取消し等の性質に照
らし てできる限り具体的なものとしなければならない。
３

（設置及び 権限 ）
第二百五十条の七 総務省に、国地方係争処理委員会（以下本節にお いて 「委員 会」という。）を置く。
２ 委 員会は 、普 通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの（以下本節において「国の関与」という。）に 関す
る審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する 。

（国の関与に関する審査の申出）
第二百五十条の十三 普通地方公共 団体 の長その他 の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分
その他公権力の行使に当たるもの（次に掲げるものを除く。）に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行 つた 国の行 政庁 を相手方と
して、文書で、審査の申出をすることができる。
一 第二百四十 五条の八第二項及び第十三項の規定による指示
二 第二百四十五条の八第八項の規定に基づき都道府県知事に代わつて同条第 二項の規定による指示に係る事項を行うこと。
三 第二百 五十 二条の 十七 の四第二項の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指
示
四 第二百五十二条の 十七の四第 二項 の規定により読み替えて適用する第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき
市町村長に代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
２ 普通地方公共団体の 長その他の 執行 機関は、その担任する事務に関する国の不作為（国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期
間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしな いこ とをいう。以下本節に
おいて同じ。）に不服があるときは、委員会に対し、当 該国 の不作 為に 係る国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基 づく協議の 申出 が国の行政庁に対して
行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義 務を果たし たと認めるにもかかわらず当該協議が調わないときは、委員会に対
し、当該協 議の 相手方である国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
第一項の規定による審査の申出は、当該国の関与があつた日から 三十 日以内 にしなければならない。ただし、天災その他同項の規定による審査
４
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の申出をし なか つたことに ついてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
５ 前項ただし書の場合における第一項の規定による審査の申出は、 その理由が やんだ日から一週間以内にしなければならない。
６ 第一項の 規定 による審査 の申出に係る文書を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六 項に
規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に 規定 する信 書便 （第二百六十条の二第十二項にお
いて「信書便」という。）で提出 した場合に おけ る前二項の期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。
７ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、第一項から第三項までの規定による審査の申出（ 以下 本款におい て「国の関与に関する審査の申出
」という。）をしようとするときは、相手方となるべき 国の 行政庁に対 し、その旨をあらかじめ通知しなければならない。

（審査及び勧告）
第二百 五十条の十四 委員会は、自治事務に関する国の関与について前条第一項の規定による審査の申出があつた場合に おいては、 審査 を行い、相
手方である国の行政庁の行つた国の関与が違法でなく、かつ、普通地方公共団 体の自 主性 及び自立性を尊重する観点から不当でないと認めるとき
は、理由を付してその 旨を 当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し
、当該国の行政庁の行つた国の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自立性 を尊重する 観点 から不当であると認めるときは、当該国の行
政庁に対し、理由を付し、かつ、 期間 を示し て、 必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長そ
の他の執行機関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
２ 委員会は、法定受託事務に関す る国 の関与につ いて前条第一項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、相手方である国
の行政庁の行つた国の関与が違法でないと認めるときは、理由を付してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団 体の 長その 他の 執行機関及
び当該国の行政庁に通知するとともに、これを公表し、当該国の行 政庁 の行つた国の関与が違法であると認めるときは、当該国の行政庁に対し、
理由 を付し、か つ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長 その他の執 行機
関に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
３ 委 員会は、前 条第二項の規定による審査の申出があつた場合においては、審査を行い、当該審査の申出に理由がないと認めると きは 、理由 を付
してその旨を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手 方で ある国 の行 政庁に通知するとともに、これを公表し、当
該審査の申出に理由が あると認め ると きは、当該国の行政庁に対し、理由を付し、かつ、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告すると
ともに、当該勧告の内容を当該普通地方公共団体の長その他の執行機関に通知し、かつ、これを 公表 しなけ れば ならない。
４ 委員会は、前条第三 項の規定に よる 審査の申出があつたときは、当該審査の申出に係る協議について当該協議に係る普通地方公共団体がその義
務を果たしているかどうかを審査し、理由を付してその結果を当該審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執 行機 関及び相手方である国
の行政庁に通知するとともに、これを公表しなければな らな い。
前各項の規定による審査及び勧告は、審査の申出があつた日から九十日以内に行わなければならない。
５

（国の関与 に関 する審査の申出の取下げ）
第二百五十条の十七 国の関与に関する審査の申出をした普通地方公 共団 体の長 その他の執行機関は、第二百五十条の十四第一項から第四項までの
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２

規定による 審査 の結果の通 知若しくは勧告があるまで又は第二百五十条の十九第二項の規定により調停が成立するまでは、いつでも当該国の 関与
に関する審査の申出を取り下げることができる。
国の関与 に関 する審査の 申出の取下げは、文書でしなければならない。

（審査及び勧告）
第二百五十一条の三 総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関 する 都道府県の 関与のうち是正の要求、許可の拒
否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの（次に 掲げ るものを除 く。）に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付すること
を求 める旨の申出をしたときは、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件 をそ の審査に付
さなければならない。
一 第二百 四十 五条の八第十二項において準用する同条第二項の規定による指示
二 第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第八項の規定に基づき 市町村 長に 代わつて前号の指示に係る事項を行うこと。
２ 総 務大臣 は、 市町村長その他の市町村の執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為（都道府県の行政庁が、申請等が行われ た場
合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他 公権力の行 使に 当たるものをすべきにかかわらず、これをし
ないことをいう。以下本節におい て同 じ。） に不 服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたときは、
速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、当該申出に係る事件をその審査 に付 さなければ ならない。
３ 総務大臣は、市町村長その他の 市町 村の執行機 関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対
して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わない こと につい て、 文書により
、自治紛争処理委員の審査に付することを求める旨の申出をしたと きは 、速やかに、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命
し、 当該申出に 係る事件をその審査に付さなければならない。
４ 前三項の規定による申出においては、次に掲げる者を 相手方とし なけ ればならない。
一 第一項 の規 定によ る申 出の場合は、当該申出に係る都道府県の関与を行つた都道府県の行政庁
二 第二項の規定による申出の場合は、当該申出に係る都道府県の不作為に係る都道 府県 の行政 庁
三 前項の規定による 申出の場合 は、 当該申出に係る協議の相手方である都道府県の行政庁
５ 第二百五十条の十三第四項から第七項まで、第二百五十条の十四第一項、第二項及 び第 五項並びに 第二百五十条の十五から第二百五十条の十七
までの規定は、第一項の規定による申出につ いて 準用する。 この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあ
るのは「市町村長その他の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」と ある のは「自治紛争処理委
員」と、第二百五十条の十三第四項並びに第二百五十条 の十 四第一 項及 び第二項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と、第二百五十条
の十 七第一項中「第二百五十条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
６ 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第三 項及 び第五 項並 びに第二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第二項の
規定による 申出 について準用する。この場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長そ の他
の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委 員会 」とあるのは「自治紛争処理委員」と、第二百五十条の
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十七第一項 中「 第二百五十 条の十九第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
７ 第二百五十条の十三第七項、第二百五十条の十四第四項及び第五 項並びに第 二百五十条の十五から第二百五十条の十七までの規定は、第三項の
規定による申出につい て準 用する 。こ の場合において、これらの規定中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「市町村長その他
の市町村の執行機関」と、「国の行政庁」とあるのは「都道府県の行政庁」と、「委員会」とあ るの は「自 治紛 争処理委員」と、第二百五十条の
十四第四項中「当該協議に係る普 通地方公共 団体 」とあるのは「当該協議に係る市町村」と、第二百五十条の十七第一項中「第二百五十条の十九
第二項」とあるのは「第二百五十一条の三第十三項」と読み替えるものとする。
８ 自治紛争処理委員は、第五項に おいて準用 する 第二百五十条の十四第一項若しくは第二項若しくは第六項において準用する第二百五十条の十四
第三 項の規定による審査の結果の通知若しくは勧告及び勧告の内容の通知又は前項において準用する第二百五十条の十四第四項の 規定 による審査
の結果の通知をしたときは、直ちにその旨及び審査の結果又は勧告 の内 容を総 務大臣に報告しなければならない。
９ 第 五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第六項において準用する第二百五十条の十四 第三項の規 定に よる自治紛
争処理委員の勧告があつたときは、当該勧告を受けた都道府県の行政庁は、当 該勧告 に示 された期間内に、当該勧告に即して必要な措置を講ずる
とともに、その旨を総 務大 臣に通知しなければならない。この場合においては、総務大臣は、当該通知に係る事項を当該勧告に係る第一項又は第
二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関に通知し、かつ、こ れを公表し なけ ればならない。
総務大臣は、前項の勧告を受けた都道府県 の行政庁に 対し 、同項の規定により講じた措置についての説明を求めることができる。
自治紛争処理委員は、第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項、第六項において準用する 第二 百五十 条の 十四第三項
又は第七項において準用する第二百五十条の 十四 第四項 の規 定により審査をする場合において、相当であると認めるときは、職権により、調停案
を作成して、これを第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方であ る都 道府県 の行 政庁に示し
、その受諾を勧告するとともに、理由を付してその要旨を公表する こと ができる。
自治紛争 処理 委員は 、前 項の規定により調停案を第一項から第三項までの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方
である都道府県の行政庁に示し、その受諾を勧告したときは、直ちに調停案の 写しを添えてその旨及び調停の経過を総務大臣に報告しなければな
らない。
第十一項の調停案に係る調停は、調停案を示された市町村長その他の市町村の執行機関及び都 道府県の行 政庁 から、これを受諾した旨を記載し
た文書が総務大臣に提 出されたと きに 成立するものとする。この場合においては、総務大臣は、直ちにその旨及び調停の要旨を公表するとともに
、当該市町村長その他の市町村の執行機関及び都道府県の行政庁にその旨を通知しなければなら ない 。
総務大臣は、前項の規定により市町村長その他の市町 村の 執行機 関及 び都道府県の行政庁から文書の提出があつたときは、その旨を自治紛争処
理委員に通知するものとする。
次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。
一 第五項において準用する第二百五十条の十四第一項の規定による都道府県の関与が違法又は普通地方公共団体の自主性及び自 立性 を尊重する
観点から不当であるかどうかについての決定及び同項の規定による勧告の決定
二 第五項 にお いて準用する第二百五十条の十四第二項の規定による都道府県の関与が違法であるかどうかについての決定及び同項の規定に よる
勧告の決定
11 10

12

13

14

15
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三 第六項 にお いて準用す る第二百五十条の十四第三項の規定による第二項の申出に理由があるかどうかについての決定及び第六項において 準用
する第二百五十条の十四第三項の規定による勧告の決定
四 第七項において準 用す る第二 百五 十条の十四第四項の規定による第三項の申出に係る協議について当該協議に係る市町村がその義務を果たし
ているかどうかについての決定
第五項から第七項までにおい て準用する 第二 百五十条の十五第一項の規定による関係行政機関の参加についての決定
第五項から第七項までにおいて準用する第二百五十条の十六第一項の規定による証拠調べの実施につい ての 決定
第十一項の規定による調停案の作成及びその要旨の 公表 についての 決定
五
六
七

（国の関与に関する訴えの提起）
第二百 五十一条の五 第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他 の執行機関 は、 次の各号の
いずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方とな つた国 の行 政庁（国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当
該行政庁の権限が他の 行政 庁に承継されたときは、当該他の行政庁）を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し
又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、 違法な国の 関与 の取消しを求める訴えを提起する場合におい
て、被告とすべき行政庁がないと きは 、当該 訴え は、国を被告として提起しなければならない。
一 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき 。
二 第二百五十条の十八第一項の規定による 国の 行政庁 の措 置に不服があるとき。
三 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定によ る審 査又は 勧告 を行わない
とき。
四 国の行政庁 が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。
２ 前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければな らない。
一 前項第 一号 の場合 は、 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十
日以内
二 前項第二号の場合 は、第二百 五十 条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
三 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
四 前項第四号の場合は、第二百五十条の十 四第 一項から第 三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
３ 第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。
４ 原告は、第一項の訴えを提起したときは、 直ち に、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日
時、 場所及び方法を通知しなければならない。
５ 当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは 、速 やかに 口頭 弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、
同項の訴え の提 起があつた日から十五日以内の日とする。
第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一 週間 とする 。
６
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７ 国 の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。
８ 第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについ ては、行政 事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二
項、第十一条から第二 十二 条まで 、第 二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
９ 第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴 訟法 第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第
二項及び第四十一条第二項の規定 は、準用し ない 。
前 各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は 、最 高裁判所規
則で定める。

（都道府県の関与に関する訴えの提起）
第二百 五十二条 第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、 次の各号の いず れかに該当
するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁 （都道 府県 の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁
の権限が他の行政庁に 承継 されたときは、当該他の行政庁）を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該
申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都 道府県の関 与の 取消しを求める訴えを提起する場合において
、被告とすべき行政庁がないとき は、 当該訴 えは 、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
一 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十 一条 の三第六項 において準用する第二
百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結 果又 は勧告に不服があるとき。
二 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
三 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員 が第 二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若し
くは第二 項又 は第二 百五 十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
四 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じな いとき。
２ 前 項の訴えは 、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条 の十 四第一 項若 しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項
において準用する第二百五十条の十四第三 項の 規定による 自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日か ら三 十日以 内
三 前項第三号の場合は、当該申出をした日 から 九十日を経 過した日から三十日以内
四 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は 第二 百五十一条の三第六項
において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛 争処理委員 の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
３ 前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該 普通地方公 共団 体の区域」とあるのは
「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「 都道府県の 関与」と読み替えるものとする。
４ 第 一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわ らず 、同法第八
条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一 条、 第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
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５ 第 一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわ らず 、同法 第四
十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
６ 前各項に 定め るもののほ か、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判 所規
則で定める。

（協議会の設置）
第二百五十二条の二 普通地方公共 団体は、普 通地 方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行し、若しくは普通地方公共団体の事務の管理
及び 執行について連絡調整を図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため、協議により規約を定め、普通地方公 共団 体の協議会
を設けることができる。
２ 普 通地方公共団体は、協議会を設けたときは、その旨及び規約を告示するとともに、都道府県の加入するものにあつ ては総務大 臣、 その他のも
のにあつては都道府県知事に届け出なければならない。
３ 第 一項の 協議 については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。ただし、普通地方公共団体の事務の管理及び執行に つい
て連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。
４ 公益上必要がある場 合に おいては、都道府県の加入するものについては総務大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地
方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。
５ 普通地方公共団体の協議会が広 域に わたる総合 的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体は、当該計画に基づいて、その事務を処理す
るようにしなければならない。
６ 普通地方公共団体の協議会は、必要がある と認 めると きは 、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力
を求 めることが できる。

（協議会の 規約 ）
第二百五十二条の四 普通地方公共団体の協議会の規約には、次に掲げる事項に つき規定を設けなければならない。
一 協議会の名称
二 協議会を設ける普通地方公共団体
三 協議会の管理し及び執行し、若しくは協 議会 において連 絡調整を図る関係普通地方公共団体の事務又は協議会の作成する計画の項目
四 協議会の組織並びに会長及び委員の選任の方法
五 協議会の経費の支弁の方法
２ 普通地方公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場 合には、協 議会 の規約には、前項各号
に掲げるもののほか、次に掲げる事項につき規定を設けなければな らない。
一 協議会 の管 理し及び執行する関係普通地方公共団体の事務（以下本項中「協議会の担任する事務」という。）の管理及び執行の方法
二 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所
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三
四
五

協議会 の担 任する事務 に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分取扱い
協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の財産の取得、管理及 び処 分又は公の施設の設置、管理及び廃止の方法
前各号に掲げるも のを 除くほ か、 協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項

（協議会の組織の変更及び廃止）
第二百五十二条の六 普通地方公共団体は、普通地方公共団体の協議会を設ける普通地方公共団体 の数 を増減し、 若しくは協議会の規約を変更し、
又は協議会を廃止しようとするときは、第二百五十二条 の二 第一項から 第三項までの例によりこれを行わなければならない。

（機関等の共同設置）
第二百 五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規 定する事務 局若 しくはその
内部組織（次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。） 、第百 三十 八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第
三項に規定する附属機 関、 第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若し
くはその内部組織（次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という 。）、普通 地方 公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の
事務を補助する職員又は第百七十 四条 第一項 に規 定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。
２ 前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会 事務局若し くは 職員を共同設置する普通地方公共団体の数を
増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行 機関 、附属 機関 、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し
、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止 しよ うとす ると きは、関係
普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなけれ ばな らない。
第二百五十二条の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合に、同条第四項の規定は第一項の場合にこれを準用 する 。
３

（機関の共 同設 置に関 する 規約）
第二百五十二条の八 前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会 若しくは委員又は附属機関（以下この条において「共同設置する機
関」という。）の共同 設置に関す る規 約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 共同設置する機関の名称
二 共同設置する機関を設ける普通地方公共 団体
三 共同設置する機関の執務場所
四 共同設置する機関を組織する委員その他の構成員の 選任 の方法 及び その身分取扱い
五 前各号に掲げるものを除くほか、共同設置する機関と関係普通地方公共団体との関係その他共同設置する機関に関し必要な事 項

（議会事務 局等 の共同設置に関する準用規定）
第二百五十二条の十三 第二百五十二条の八から前条までの規定は、 政令 の定め るところにより、第二百五十二条の七の規定による議会事務局、行
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政機関、内 部組 織、委員会 事務局、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は専門委員の共同設置につい て準
用する。

（条例による事務処理の特例）
第二百五十二条の十七の 二 都道府 県は 、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとするこ
とができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及 び執 行する もの とする。
２ 前項の条例（同項の規定により 都道府県の 規則 に基づく事務を市町村が処理することとする場合で、同項の条例の定めるところにより、規則に
委任 して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則を含む。以下本節において同じ。）を制定し又は改廃する場合においては、都 道府 県知事は、
あらかじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理するこ とと なる市 町村の長に協議しなければならない。
３ 市 町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当 該市町村が 処理 することと
するよう要請することができる。
前 項の規 定に よる要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
４

（是正の要求等の特則）
第二百五十二条の十七の四 都道府県知事は、第二百五十二条の十七の二第一項の条例 の定めると ころ により市町村が処理することとされた事務の
うち自治事務の処理が法令の規定に違反して いる と認め ると き、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該
市町村に対し、第二百四十五条の五第二項に規定する各大臣の指示がない場合であつても、同条第三項の規定により、 当該 自治事 務の 処理につい
て違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを求めるこ とが できる。
２ 第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事 務に 対する 第二 百四十五条
の八第十二項において準用する同条第一項から第十一項までの規定の適用につ いては、同条第十二項において読み替えて準用する同条第二項から
第四項まで 、第 六項、 第八 項及び第十一項中「都道府県知事」とあるのは、「各大臣」とする。この場合においては、同条第十三項の規定は適用
しない。
３ 第二百五 十二 条の十 七の 二第一項の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る市町村長の処分に
ついての第二百五十五条の二の規定による審査請求の裁決に不服がある者は、当該処分に係る事 務を 規定す る法 律又はこれに基づく政令を所管す
る各大臣に対して再審査請求をすることがで きる 。

（外部監査契約を締結できる者）
第二百五十二条の二十八 普通地方公共団体が外部監査契約を締結できる者は、普通地方公共団体の財務管理 、事業の経 営管 理その他行政運営に関
し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当する ものとする 。
一 弁護士 （弁 護士となる資格を有する者を含む。）
二 公認会計士（公認会計士となる資格を有する者を含む。）
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三 国の行 政機 関において 会計検査に関する行政事務に従事した者又は地方公共団体において監査若しくは財務に関する行政事務に従事した 者で
あつて、監査に関する実務に精通しているものとして政令で定めるもの
２ 普通地方 公共 団体は、外 部監査契約を円滑に締結し又はその適正な履行を確保するため必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、同 項の
識見を有する者であつて税理士（税理士となる資格を有する者を含む。）であるものと外部監査 契約 を締結 する ことができる。
３ 前二項の規定にかか わら ず、普 通地 方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を 終わ り、又は執 行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの
三 破産者であつて復権を得ない者
四 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）又は地方公務員 法の 規定に より懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
五 弁護士 法（ 昭和二十四年法律第二百五号）、公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）又は税理士法（昭和二十六年法律第二百三十七 号）
の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士の登録の抹消又は税理士の業 務の 禁止の処分を受けた者でこれらの処分を受け
た日から三年を経過しないもの （こ れらの 法律 の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。）
六 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に その処分を 受け ているもの
七 当該普通地方公共団体の議会 の議 員
八 当該普通地方公共団体の職員
九 当該普通地方公共団体の職員で政令で定 める もので あつ た者
十 当該普通地方公共団体の長、副知事若しくは副市町村長、会計管理者又は監査委員と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関 係に ある者
十一 当該普通地方公共団体に対し請負（外部監査契約に基づくも のを 除く。）をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無
限責任社 員、 取締役 、執 行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人

（外部監査 人の 監査へ の協 力）
第二百五十二条の三十三 普通地方公共団体が外部監査人の監査を受けるに当た つては、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職
員は、外部監査人の監 査の適正か つ円 滑な遂行に協力するよう努めなければならない。
代表監査委員は、外部監査人の求めに応じ、監査委員の監査の事務に支障のない範 囲内 において、 監査委員の事務局長、書記その他の職員又は
第百八十条の三の規定による職員を外部監査 人の 監査の事務 に協力させることができる。
２

（議会による説明の要求又は意見の陳述）
第二百五十二条の三十四 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、 外部監査人 又は 外部監査人であつた者
の説明を求めることができる。
普 通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる 。
２
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（包括外部 監査 人の監査）
第二百五十二条の三十七 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体 の財務に関 する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理
のうち、第二条第十四 項及 び第十 五項 の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。
２ 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査 対象 団体の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対
象団体の経営に係る事業の管理が 第二条第十 四項 及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いなければなら
ない。
３ 包括外部監査人は、包括外部監 査契約で定 める 包括外部監査契約の期間内に少なくとも一回以上第一項の規定による監査をしなければならない。
４ 包括外部監査対象団体は、当該包括外部監査対象団体が第百九十九条第七項に規定する財政的援助を与え てい るもの の出 納その他の事務の執行
で当該財政的援助に係るもの、当該包括外部監査対象団体が出資し てい るもの で同項の政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に
係るもの、 当該 包括外部監査対象団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るも の、
当該包括外部監査対象団体が受益権を有する信託で同項の政令で定めるものの 受託者 の出 納その他の事務の執行で当該信託に係るもの又は当該包
括外部監査対象団体が 第二 百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務
に係るものについて、包括外部監査人が必要があると認めるときは監査することがで きることを 条例 により定めることができる。
５ 包括外部監査人は、 包括 外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体
の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、 公安 委員会、労 働委員会、農業委員会
その他法律に基づく委員会又は委員に提出し なけ ればな らな い。

第二百五十二条の三十八 包括外部監査人は、 監査 のため 必要 があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人
につ いて調査し 、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができ る。
２ 包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要がある と認めると きは 、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査
の結果に関 する 報告に 添え てその意見を提出することができる。
３ 監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつ たときは、これを公表しなければならない。
４ 監査委員 は、 包括外 部監 査人の監査の結果に関し必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の議会及び長並びに関係のある教育委
員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会 その 他法律 に基 づく委員会又は委員にその意見を
提出することができる。
５ 第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとす る。
６ 前条第五項の規定による監査の結果に関す る報 告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象
団体 の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法 律に 基づく委員
会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参 考として措 置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この
場合におい ては 、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
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（第七十五 条の 規定による 監査の特例）
第二百五十二条の三十九 第七十五条第一項の請求に係る監査につい て、監査委 員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例
により定める普通地方 公共 団体の 同項 の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、同項の請求をする場合において、併せて監査委員の監
査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。
２ 前項の規定により個 別外 部監査 契約 に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求（以下本条において「事務の監査の請求に係
る個別外部監査の請求」という。）については、第七十五条第二項から第四項までの規定は、適用しない。
３ 事務の監査の請求に係る個別外 部監査の請 求が あつたときは、監査委員は、直ちに、政令の定めるところにより、請求の要旨を公表するととも
に、 当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること につ いての意見
を付けて、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければな らな い。
４ 前 項の規定による通知があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、当該通知があつた日から二十日以内に議会を 招集し、同 項の 規定による
監査委員の意見を付けて、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に ついて 監査 委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によ
ることについて、議会 に付 議し、その結果を監査委員に通知しなければならない。
５ 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代え て個別 外部 監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を
経た場合においては、当該普通地 方公 共団体 の長 は、政令の定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項に
ついての個別外部監査契約を一の者と締結しなければならない。
６ 前項の個別外部監査契約を締結 する 場合におい ては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を
経なければならない。
７ 第三項又は前項の規定による意見の決定は 、監 査委員 の合 議によるものとする。
８ 第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
一 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
二 個別外 部監 査契約 の期 間
三 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
四 前三号に掲げる事 項のほか、 個別 外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
９ 普通地方公共団体の長は、第五項の個別外部監査契約を締結したときは、前項第一 号か ら第三号ま でに掲げる事項その他政令で定める事項を直
ちに告示しなければならない。
包 括外部監査対象団体の長が、第五項の個別外部監査契約を当該包括外部監査対象団体の包括外部監査人と締結するときは、第 六項 の規定 は、
適用しない。この場合においては、当該個別外部監査契 約は 、個別 外部 監査契約の期間が当該包括外部監査対象団体が締結している包括外部監査
契約 で定める包括外部監査契約の期間を超えないものであり、かつ、個別外部監査契約を締結した者に支払うべき費用の額の算定 方法 が当該包括
外部監査契約で定める包括外部監査契約を締結した者に支払うべき 費用の額の 算定方法に準じたものでなければならない。
前項の規定により第 五項 の個別 外部 監査契約を締結した包括外部監査対象団体の長は、その旨を議会に報告しなければならない。
第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約 の期 間内に、事 務の監査の請求に係る個別外部監
10
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査の請求に 係る 事項につき 監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約を締結した普通地方公 共団
体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員 会若 しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員
会その他法律に基づく 委員 会又は 委員 に提出しなければならない。
監査委員は、前項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを当該事務の監査の 請求に係る 個別 外部監査の請求に係る
代表者に送付し、かつ、公表しな ければなら ない 。
前 条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個 別外 部監査人の
監査について準用する。この場合において、同条第二項 及び 第四項中「 包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地
方公 共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部 監査 契約を締結
した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
事務の監査の請求に 係る 個別外部監 査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこ
れを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初 めから 第一 項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によるこ
とが求められていない 第七 十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項及び第四項の規定を適用する。

（第九十八条第二項の規定による 監査 の特例 ）
第二百五十二条の四十 第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に 代えて契約 に基 づく監査によることができることを条例によ
り定める普通地方公共団体の議会は、同項の 請求 をする 場合 において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監
査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委 員の 意見を 聴か なければな
らない。
２ 前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求（以下本条におい て「 議会か らの 個別外部監
査の請求」という。）については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査 の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行
わない。
３ 議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨 を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
４ 前条第五 項か ら第十 一項 までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査
の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監 査に よるこ とに ついて議会の議決を経た」とある
のは「次条第三項の規定による通知があつた 」と 、「事務の 監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議
会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中 「事 務の監査の請求に係る
個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定す る議 会から の個 別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
５ 前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個 別外部監査 契約 の期間内に、議会から
の個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。
６ 第 百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請 求に 係る事項に
ついての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二 条の 三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第
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四項及び第 六項 中「包括外 部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

第二百五十五 条の 五 総務大 臣は都道府県の事務に関し、都道府県知事は市町村の事務に関し、この法律の規定による審査請求（第二百五十五 条の
二の規定による審査請求を除く。）、再審査請求（第二百五十二条の十七の四第三項の規定によ る再 審査請 求を 除く。）、審査の申立て又は審決
の申請があつた場合において、審 査請求、再 審査 請求、審査の申立て若しくは審決の申請をした者から要求があつたとき、又は特に必要があると
認めるときは、第二百五十一条第二項の規定により自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上、審査請 求若 しくは 再審 査請求に対する裁決を
し、審査の申立てに対する裁決若しくは裁定をし、又は 審決 をするもの とする。

第二百五十六条 市町村の境界に関する裁定若しくは決定 又は 市町村の境界の確定、普通地方公共団体における直接請求の署名簿の署名、直接請求
に基づく議 会の 解散又は議員若しくは長の解職の投票及び副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解職の議決 、議
会において行う選挙若しくは決定又は再議決若しくは再選挙、選挙管理委員会 におい て行 う資格の決定その他この法律に基づく住民の賛否の投票
に関する効力は、この 法律 に定める争訟の提起期間及び管轄裁判所に関する規定によることによつてのみこれを争うことができる。

（組合の種類及び設置）
第二百八十四条 地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合とする。
２ 普通地方公共団体及び特別区は 、そ の事務の一 部を共同処理するため、その協議により規約を定め、都道府県の加入するものにあつては総務大
臣、その他のものにあつては都道府県知事の許可を得て、一部事務組合を設けることができる。この場合において、一 部事 務組合 内の 地方公共団
体につきその執行機関の権限に属する事項がなくなつたときは、そ の執 行機関は、一部事務組合の成立と同時に消滅する。
３ 普通地方公共団体及び特別区は、その事務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわ たる 総合的 な計 画（以下「
広域計画」という。）を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の 実施のために必要な連絡調整を図り、並びにその事務の一部を広域
にわたり総 合的 かつ計 画的 に処理するため、その協議により規約を定め、前項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を得て、広域連合を
設けることができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
総務大臣 は、 前項の 許可 をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
４

第二百八十五条 市町村 及び特別区 の事 務に関し相互に関連するものを共同処理するための市町村及び特別区の一部事務組合については、市町村又
は特別区の共同処理しようとする事務が他の市町村又は特別区の共同処理しようとする事務と同一の種類のものでない 場合 においても、これを設
けることを妨げるものではない。

（組織、事務及び規約の変更）
第二百 八十六条 一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは共同処理する事務を変更し、又は一部事務組 合の 規約を変更
しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入す るも のにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府
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県知事の許 可を 受けなけれ ばならない。ただし、次条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更し よう
とするときは、この限りでない。
２ 一部事務 組合 は、次条第 一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約を変更しようとするときは、関係地方 公共
団体の協議によりこれを定め、前項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出を しな ければ なら ない。

（規約等）
第二百八十七条 一部事務組合の規 約には、次 に掲 げる事項につき規定を設けなければならない。
一 一部事務組合の名称
二 一部事務組合を組織する地方公共団体
三 一部事 務組 合の共同処理する事務
四 一部事務組合の事務所の位置
五 一部事務組合の議 会の 組織及び議員の選挙の方法
六 一部事務組合の執行機関の組織及び選任の方法
七 一部事務組合の経費の支弁の 方法
２ 一部事務組合の議会の議員又は管理者（次条第二項の規定により管理者に代えて理 事会を置く 第二 百八十五条の一部事務組合にあつては、理
事）その他の職員は、第九十二条第二項、第 百四 十一条 第二 項及び第百九十六条第三項（これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。）の規
定にかかわらず、当該一部事務組合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねる こと ができ る。

（議 決方法の特 例及び理事会の設置）
第二百八十七条の二 第二百八十五条の一部事務組合の規 約には、そ の議 会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区
の一部に係 るも のその 他特 別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
２ 第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるとこ ろにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くこ
とができる。
前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村 若し くは特別区 の長がその議会の同意を得て当該市町村又は
特別区の職員のうちから指名する者をもつて 充て る。
３

（議決事件の通知）
第二百八十七条の三 一部事務組合の管理者（前条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く第二百八 十五条の一 部事 務組合にあつては、理
事会。第二百九十一条第一項及び第二項において同じ。）は、当該 一部事務組 合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものについて
当該議会の 議決 を求めようとするときは、あらかじめ、これを当該一部事務組合を組織する地方公共団体の長に通知しなければならない。当 該議
決の結果についても、同様とする。
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第二百八十六条又 は前条の場 合に おいて、財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定める。

（解散）
第二百八十八 条 一部事務組 合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は 都道
府県知事に届出をしなければならない。
（財産処分）
第二百八十九条

（議会の議決を要する協議）
第二百 九十条 第二百八十四条第二項、第二百八十六条、第二百八十八条及び前条の協議については、関係地方公共団体 の議会の議 決を 経なければ
ならない。

（経費分賦に関する異議）
第二百九十一条 一部事 務組 合の経費の分賦に関し、違法又は錯誤があると認めるときは、一部事務組合を組織する地方公共団体は、その告知を受
けた日から三十日以内に当該一部事務組合の管理者に異議を申し出ることができる。
前項の規定による異議の申出が あつ たときは、 一部事務組合の管理者は、その議会に諮つてこれを決定しなければならない。
一部事務組合の議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内にその意見を述べなければなら ない 。
２
３

（広 域連合によ る事務の処理等）
第二百九十一条の二 国は、その行政機関の長の権限に属 する事務の うち 広域連合の事務に関連するものを、別に法律又はこれに基づく政令の定め
るところに より 、当該 広域 連合が処理することとすることができる。
２ 都道府県は、その執行機関の権限に属する事務のうち都道府県の加入しない 広域連合の事務に関連するものを、条例の定めるところにより、当
該広域連合が処理する こととする こと ができる。
３ 第二百五十二条の十七の二第二項、第二百五十二条の十七の三及び第二百五十二条 の十 七の四の規 定は、前項の規定により広域連合が都道府県
の事務を処理する場合について準用する。
４ 都道府県の加入する広域連合の長は、その議会の議決を経て、国の行政機関の長に対し、当該 広域 連合の 事務 に密接に関連する国の行政機関の
長の権限に属する事務の一部を当該広域連合が処理する こと とする よう 要請することができる。
５ 都道府県の加入しない広域連合の長は、その議会の議決を経て、都道府県に対し、当該広域連合の事務に 密接に関連 する 都道府県の事務の一部
を当該広域連合が処理することとするよう要請することができる。
（組織、事務及び規約の変更）
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第二百 九十一条の三 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約 を変 更しよ うと
するときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものに あつ ては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事の
許可を受けなければな らな い。た だし 、次条第一項第六号若しくは第九号に掲げる事項又は前条第一項若しくは第二項の規定により広域連合が新
たに事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）における当該事務のみに係る 広域 連合の 規約 を変更しようとするときは、この
限りでない。
２ 総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければなら ない 。
３ 広域連合は、次条第一項第六号 又は第九号 に掲 げる事項のみに係る広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議により
これ を定め、第一項本文の例により、直ちに総務大臣又は都道府県知事に届出をしなければならない。
４ 前条第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに 事務 を処理することとされたとき（変更されたときを含む。）は、広域連合の長は、直ち
に次条第一 項第 四号又は第九号に掲げる事項に係る規約につき必要な変更を行い、第一項本文の例により、総務大臣又は都道府県知事に届出 をす
るとともに、その旨を当該広域連合を組織する地方公共団体の長に通知しなけ ればな らな い。
５ 都 道府県 知事 は、第一項の許可をしたとき、又は第三項若しくは前項の届出を受理したときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大 臣に
報告しなければならない。
６ 総務大臣は、第一項 の許 可をしたとき又は第三項若しくは第四項の届出を受理したときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行
政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知し なけ ればならな い。
７ 広域連合の長は、広域計画に定 める 事項に関す る事務を総合的かつ計画的に処理するため必要があると認めるときは、その議会の議決を経て、
当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域連合の規約を変更するよう要請することができる。
前項の規定による要請があつたときは、広 域連 合を組 織す る地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
８

（規約等）
第二百 九十一条の 四 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
一 広域連合の名称
二 広域連合を組織す る地方公共 団体
三 広域連合の区域
四 広域連合の処理する事務
五 広域連合の作成する広域計画の項目
六 広域連合の事務所の位置
七 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
八 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任 の方法
九 広域連 合の 経費の支弁の方法
前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する 地方 公共団 体の区域を合わせた区域を定めるものとする。ただし、都道府県の
２
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加入する広 域連 合について 、当該広域連合の処理する事務が当該都道府県の区域の一部のみに係るものであることその他の特別の事情がある とき
は、当該都道府県の包括する市町村又は特別区で当該広域連合を組織しないものの一 部又 は全部の区域を除いた区域を定めることができる。
３ 広域連合 の長 は、広域連 合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
４ 広域連合の議会の議員又は長その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第 二項 及び第百九十六条第三項（これらの規定を適用し又は準
用する場合を含む。）の規定にか かわらず、 当該 広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長その他の職員と兼ねること
ができる。

（議 会の議員及び長の選挙）
第二百九十一条の五 広域連合の議会の議員は、政令で特 別の 定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙
人（広域連 合を 組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものを いう 。
次項及び次条第八項において同じ。）が投票により又は広域連合を組織する地 方公共 団体 の議会においてこれを選挙する。
２ 広 域連合 の長 は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広 域連
合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

（直接請求）
第二百九十一条の六 前編第五章（ 第七 十五条第五 項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。）及び第二百五十
二条の三十九（第十四項を除く。）の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例（地方税の賦 課徴 収並び に分 担金、使用
料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定若しくは改廃、 広域 連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議
会の 議員若しく は長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章（第七十 四条第一項 を除
く。）の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第 七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権
を有する者 （以 下本編 にお いて「選挙権を有する者」という。）」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及
び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの（以下「請求権 を有 する者 」と いう。）」と、同条第六項第一号（第七十五
条第五項前段、第七十 六条第四項 、第 八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。）中「に係
る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他 の市 町村の 区域 内（当該広域連合の区域内に限る。
以下この号において同じ。）」と、第七十四 条第 六項第三号 （第七十五条第五項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四
項前段において準用する場合を含む。）中「普通地方公共団体（当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当 該都 道府県」とあるのは「
広域連合（当該広域連合」と、「（以下この号において 「指 定都市 」と いう。）の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とある
のは 「の区を含む」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体（当該普通地方公共 団体 が、都道府
県である場合には当該都道府県の区域内の市町村及び第二百五十二 条の十九第 一項に規定する指定都市（以下この号において「指定都市」とい
う。）の区 を含 み、指定都市である場合には当該市の区」とあるのは「広域連合（当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域 連合
の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が 含ま れる市町村及び第二百五十二条の十九第一項に規定する

- 40 -

指定都市（ 以下 この号にお いて「指定都市」という。）の区（選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村及び指定都市の区）を含み 、広
域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する 広域 連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれて
いる地方公共団体の区 域内 の市町 村及 び指定都市の区（当該広域連合の区域内にあるものに限る。）」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選
挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、 政令 で定め る。
２ 前項に定めるものの ほか 、広域 連合 を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に
住所を有するもの（第五項前段において「請求権を有する者」という。）は、政令で定めるところにより、 その 総数の 三分 の一（その総数が四十
万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を 乗じ て得た数と 四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署を
もつ て、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
３ 前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長 は、 直ちに、請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対
し、当該請 求に 係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知 しな
ければならない。
４ 前 項の規 定に よる要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない 。
５ 第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数（ その総 数が 四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の
一を乗じて得た数と四十万に三分 の一 を乗じ て得 た数とを合算して得た数）について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項
から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名につ いて 準用する。 この場合において、第
七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する 者」 とある のは 「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特
別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの（以下「請求権を有する者」 とい う。） 」と 、同条第六
項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同 項第 一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「の他の
市町 村の区域内 」とあるのは「の他の市町村の区域内（当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。）」と、同項第 三号中「普 通地
方公共団体（当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県 」とあるのは「広域連合（当該広域連合」と、「（以下この号にお
いて「指定 都市 」とい う。 ）の区を含み、指定都市である場合には当該市の区を含む」とあるのは「の区を含む」と、同条第八項並びに第七十四
条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と 読み 替える ほか 、必要な技術的読替えは、政令で定める。
６ 第二百五 十二 条の三 十八 第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定に
より第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求め られ た第一 項に おいて準用する第七十五条第一項
の請求に係る事項についての第二百五十二条 の二 十九に規定 する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において必要な技術的読替え
は、政令で定める。
７ 政令で特別の定めをするものを除くほか、 公職 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の
規定 による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合 の選 挙人に よる 選挙と同時にこれを行うことができる。
８

（協議会）
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第二百 九十一条の八 広域連合は、広域計画に定める事項を一体的かつ円滑に推進するため、広域連合の条例で、必要な協議を行う ため の協議 会を
置くことができる。
２ 前項の協 議会 は、広域連 合の長及び国の地方行政機関の長、都道府県知事（当該広域連合を組織する地方公共団体である都道府県の知事を 除
く。）、広域連合の区域内の公共的団体等の代表者又は学識経験を有する者のうちから広域連合 の長 が任命 する 者をもつて組織する。
前項に定めるものの ほか 、第一 項の 協議会の運営に関し必要な事項は、広域連合の条例で定める。
３

（解散）
第二百九十一条の十 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条 第二 項の例 によ り、総務大臣又は都道
府県知事の許可を受けなければならない。
２ 総 務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
３ 都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公 表す るとと もに、総務大臣に報告しなければならない。
４ 総 務大臣 は、 第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告 を受
けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

（一部事務組合に関する規定の準用）
第二百九十一条の十三 第二百八十 七条 の三及び第 二百八十九条の規定は、広域連合について準用する。この場合において、同条中「第二百八十六
条又は前条」とあるのは、「第二百九十一条の三第一項、第三項若しくは第四項又は第二百九十一条の十第一項」と読 み替 えるも のと する。

（普 通地方公共 団体に関する規定の準用）
第二百九十二条 地方公共団体の組合については、法律又 はこれに基 づく 政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつ
ては都道府 県に 関する 規定 、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村
に関する規定を準用する。

（事務の区分）
第二百九十八条 都道府 県が第三条 第六 項、第七条第一項及び第二項（第八条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。）、第八
条の二第一項、第二項及び第四項、第九条第一項及び第二項（同条第十一項において準用する場合を含む。）並びに第 五項 及び第九項（同条第十
一項及び第九条の三第六項において準用する場合を含む 。） 、第九 条の 二第一項及び第五項並びに第九条の三第一項及び第三項の規定により処理
する こととされている事務、第二百四十五条の四第一項の規定により処理することとされている事務（市町村が処理する事務が自 治事 務又は第二
号法定受託事務である場合においては、同条第二項の規定による各 大臣の指示 を受けて行うものに限る。）、第二百四十五条の五第三項の規定に
より処理す るこ ととされている事務、第二百四十五条の七第二項、第二百四十五条の八第十二項において準用する同条第一項から第四項まで 及び
第八項並びに第二百四十五条の九第二項の規定により処理することとされている事務 （市 町村が処理する第一号法定受託事務に係るものに限

- 42 -

国会法（昭和二十二年法律第七十九号）（抄）

る。）、第 二百 五十二条の 十七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項（第二百九十一条の二第三項において準用する 場合
を含む。）の規定により処理することとされている事務、第二百五十二条の十七の五 第一 項の規定により処理することとされている事務（同条第
二項の規定による総務 大臣 の指示 を受 けて行うものに限る。）、第二百五十二条の十七の六第二項及び第二百五十二条の十七の七の規定により処
理することとされている事務、第二百五十五条の二の規定により処理することとされている事務 （第 一号法 定受 託事務に係るものに限る。）、第
二百六十一条第二項から第四項ま での規定に より 処理することとされている事務、第二百八十四条第二項の規定により処理することとされている
事務（都道府県の加入しない一部事務組合に係る許可に係るものに限る。）、同条第三項の規定により処理 する ことと され ている事務（都道府県
の加入しない広域連合に係る許可に係るものに限る。） 、第 二百八十六 条第一項及び第二項の規定により処理することとされている事務（都道府
県の 加入しない一部事務組合に係る許可又は届出に係るものに限る。）、第二百八十八条の規定により処理することとされている 事務 （都道府県
の加入しない一部事務組合に係る届出に係るものに限る。）、第二 百九 十一条 の三第一項及び第三項から第五項までの規定により処理することと
されている 事務 （都道府県の加入しない広域連合に係る許可又は届出に係るものに限る。）、第二百九十一条の十第一項の規定により処理す るこ
ととされている事務（都道府県の加入しない広域連合に係る許可に係るものに 限る。 ）、 同条第三項の規定により処理することとされている事務
並びに第二百六十二条 第一 項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一
号法定受託事務とする。
２ 都が第二百八十一条 の四 第一項、第二項（同条第九項及び第十一項において準用する場合を含む。）、第八項及び第十項の規定により処理する
こととされている事務は、第一号法定受託事務とする。
３ 市町村が第二百六十一条第二項 から 第四項まで の規定により処理することとされている事務及び第二百六十二条第一項において準用する公職選
挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定により処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
○

常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。

第一条 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
② 常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこ れを 公布しなけ ればならない。
③ 臨時会及び特別会（日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう）の召集詔書の公布は、前項によることを要 しな い。
第二条

第二条の三 衆議 院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。 但し
、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にか かる 場合は、こ の限りでない。
② 参議院議員の通常選 挙が 行われ たと きは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若
しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる 場合 は、こ の限 りでない。
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第八条

常会 の会 期は、百五 十日間とする。但し、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもつて、会期は終了するもの とす

国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。

臨時会及び特別会の会期は、両議院一致の議決で、これを定める。

第十条
る。
第十一条

国会の会期は、召集の当日からこれを起算する。

第十二条 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
② 会期の延長は、常会にあつては一回、特別会及び臨時 会に あつては二回を超えてはならない。
第十四条

各議院の委員会は、常任委員会及び特別委員会の二種とする。

第十五条 国会の休会は、両議院一致の議決を必要とする。
② 国会の休会中、各議 院は 、議長において緊急の必要があると認めたとき、又は総議員の四分の一以上の議員から要求があつたときは、他の院の
議長と協議の上、会議を開くことができる。
前項の場合における会議の日数 は、 日本国憲法 及び法律に定める休会の期間にこれを算入する。
各議院は、十日以内においてその院の休会を議決することができる。
③
④
第四十条

第四十 一条 常任 委員会は、その部門に属する議案（決議案を含む。）、請願等を審査する。
②・③ （略）

第四十二条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあ るも のとする。
② 議員は、少なくとも 一箇の常任 委員 となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、
副大臣及び大臣政務官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
前項但書の規定により常任委員を辞した者 があ るときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。
③

第四十五条 各議院は、その院において特に必要があると 認め た案件 又は 常任委員会の所管に属しない特定の案件を審査するため、特別委員会を設
けることが でき る。
特別委員は、議院において選任し、その委員会に付託された案件 がそ の院で 議決されるまで、その任にあるものとする。
②
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③

特 別委員長は、委員会においてその委員がこれを互選する。

第四十七条 常任 委員会及び 特別委員会は、会期中に限り、付託された案件を審査する。
② 常任委員会及び特別委員会は、各議院の議決で特に付託された案件（懲罰事犯の件 を含 む。）については、閉会中もなお、これを審査すること
ができる。
前項の規定により懲罰事犯の件を閉会中審査に付する場合においては、その会期中に生じた事 犯に かかるもの でなければならない。
第二項の規定により閉会中もな お審査する こと に決したときは、その院の議長から、その旨を他の議院及び内閣に通知する。
③
④

第五十条の二 委員会は、その所管に属する事項に関し、 法律 案を提出することができる。
② 前 項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。

第五十 一条 委員 会は、一般的関心及び目的を有する重要な案件について、公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験者等から意見 を聴
くことができる。
② 総予算及び重要な歳 入法 案については、前項の公聴会を開かなければならない。但し、すでに公聴会を開いた案件と同一の内容のものについて
は、この限りでない。

第五十五条 各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。
② 議長は、特に緊急の必要があると認めたと きは 、会議 の日 時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

第六十八条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に 継続しない 。但 し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件
は、後会に 継続 する。

第六十九条 内閣 官房副 長官 、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することが
できる。
② 内閣は、国会におい て内閣総理 大臣 その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委
員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。

委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大 臣並 びに内 閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席

第七十条 内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐 人が、議院 の会 議又は委員会において
発言しようとするときは、議長又は委員長に通告しなければならな い。
第七十一条
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を求めるこ とが できる。
第七十二条 委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出 席説明を求 めることができる。
② 最高裁判 所長 官又はその 指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。

政治資金規正法（昭和二十三年法律第百九十四号）（ 抄）

第七十三条 議院の会議 及び 委員会 の会 議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官
、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人に送付する。

○

公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）（抄）

第二十八条 第二十三条から第二十六条の五まで及び前条第二項の罪 を犯 し罰金 の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間（刑の執
行猶予の言渡しを受け た者 については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間）、公職選挙法に規定する選挙権及
び被選挙権を有しない。
２ 第二十三条、第二十 四条 、第二十五条第一項、第二十六条、第二十六条の二、第二十六条の四及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた
者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執 行の 免除を受け るまでの間及びその後
五年間又はその裁判が確定した日から刑の執 行を 受ける こと がなくなるまでの間、公職選挙法 に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
３ 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項の五年間若しくは刑の執行 猶予 中の期間について選挙権及び被選
挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれ を適 用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項の
五年 間若しくは 刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規 定を適用す べき
期間を短縮する旨を宣告することができる。
４ 公 職選挙法第 十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由が なく なつた とき
について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項又は第二百五十二条」 とあ るのは 、「 政治資金規正法第二十八条」と読み替えるも
のとする。

○

（選挙権及び被選挙権を有しない者）
第十一条 次に掲げる者 は、 選挙権 及び 被選挙権を有しない。
一 成年被後見人
二 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
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三 禁錮以 上の 刑に処せら れその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）
四 公職にある間に犯した刑法（明治四十年法律第四十五号）第百九十七条から第百 九十 七条の四までの罪又は公職にある者等のあっせん行為に
よる利得等の処罰に関する法律（平成十二 年法 律第百三十号）第一条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受
けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から五年を経過しないもの又はその刑の執 行猶予中の 者
五 法律で定めるところにより行 われる選挙 、投 票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
２ この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二 百五 十二条の定 めるところによる。
３ 市町村長は、その市町村に本籍 を有する者 で他 の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第三十条の六の規定による在外選挙人名簿
の登 録がされているものについて、第一項又は第二百五十二条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じた こと 又はその事
由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市 町村 の選挙 管理委員会に通知しなければならない。

（被選挙権を有しない者）
第十一 条の二 公 職にある間に犯した前条第一項第四号に規定する罪により刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者で その
執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から五年を経過したものは、当該五年を 経過した日 から 五年間、被選挙権を有しない。

（登録）
第二十二条 市町村の選挙管理委員 会は 、登録月の 一日現在により、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該登録月の二日に選
挙人名簿に登録しなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、登録月の一日から七日までの間に選挙の期 日が ある選 挙を 行う場合そ
の他特別の事情がある場合には、政令で定めるところにより、登録 の日 を変更することができる。
２ 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会（衆議院 比例 代表選 出議 員又は参議
院比例代表選出議員の選挙については、中央選挙管理会）が定めるところによ り、当該市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を選挙人
名簿に登録 しな ければ なら ない。

（選挙犯罪による処刑 者に対する 選挙 権及び被選挙権の停止）
第二百五十二条 この章に掲げる罪（第二百三十六条の二第二項、第二百四十条、第二 百四 十二条、第 二百四十四条、第二百四十五条、第二百五十
二条の二、第二百五十二条の三及び第二百五 十三 条の罪を除 く。）を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間（刑の執
行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間）、この 法律 に規定する選挙権及び
被選挙権を有しない。
２ この章に掲げる罪（第二百五十三条の罪を除く。）を犯し禁錮以上の刑に処せられた者は、その裁判が確 定した日か ら刑 の執行を終わるまでの
間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受ける までの間及 びその後五年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けるこ
とがなくな るま での間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。
第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条又は第二百二 十三 条の二 の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十
３
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生 活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）（抄）

三条の二ま での 罪につき刑 に処せられた者については、前二項の五年間は、十年間とする。
４ 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する 者（第二百 二十一条から第二百二十三条の二までの罪につき刑に処せられた者
を除く。）に対し同項 の五 年間若 しく は刑の執行猶予中の期間について選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間の
うちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、第一項に規定する者で第二百二十一条から第 二百 二十三 条の 二までの罪につき刑に処せられた
もの及び第二項に規定する者に対 し第一項若 しく は第二項の五年間若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間
のうち選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定す る者 に対し 同項 の十年間の期間を短縮
する旨を宣告することができる。

○

（町村の一部事務組合 等）
第八十二条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場 合には 、こ の法律の適用については、その一部事務組合又は広域連
合を福祉事務所を設置する町村と みな し、そ の一 部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

地方公営企業法（昭和二十七年法律第二百九十二号）（抄）

（大都市等の特例）
第八十四条の二 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法（ 昭和 二十二年法律第六十七号）第二百
五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定都市」という。）及 び同 法第二百五十二条の二十二第一項の中核市（以下「中核市」という。）に
おい ては、政令 の定めるところにより、指定都市又は中核市（以下「指定都市等」という。）が処理するものとする。この場合に おいては、 この
法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に 適用があるものとする。
第 六十六条第 一項の規定は、前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る不服申立てについて準用する。
２

○

（決算）
第三十条 管理者は、毎事業年度終了後二月以 内に 当該地方公営企業の決算を調製し、証書類、当該年度の事業報告書及び政令で定めるその他の書
類を あわせて当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
２ 地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員 の審 査に付 さな ければならない。
３ 監 査委員は、前項の審査をするにあたつては、地方公営企業の運営が第三条の規定の趣旨に従つてされているかどうかについて 、特 に意を用い
なければならない。
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地 方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）（抄）

４ 地 方公共団体の長は、第二項の規定により監査委員の審査に付した決算を、監査委員の意見を付けて、遅くとも当該事業年度終 了後 三月を 経過
した後において最初に招集される定例会である議会の認定に付さなければならない。
５ 前項の規 定に よる意見の 決定は、監査委員の合議によるものとする。
６ 地方公共団体の長は、第四項の規定により決算を議会の認定に付するに当たつては 、第 二項の規定により監査委員の審査に付した当該年度の事
業報告書及び政令で定めるその他 の書類を併 せて 提出しなければならない。
７ 第一項の決算について作成すべき書類は、当該年度の予算の区分に従つて作成した決算報告書 並び に損益計算 書、剰余金計算書又は欠損金計算
書、剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書及び貸借対 照表 とし、その 様式は、総務省令で定める。

○

（解職請求）
第八条 地方公共団体の長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、 その総 数の 三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、
その超える数に六分の一を乗じて 得た 数と四 十万 に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、当
該地方公共団体の長に対し、委員の解職を請求することができる。
２ 地方自治法（昭和二十二年法律 第六 十七号）第 八十六条第二項から第四項まで、第八十七条及び第八十八条第二項の規定は、前項の規定による
委員の解職の請求について準用する。この場合において、同法第八十七条第一項中「前条第一項に掲げる職に在る者」 とあ るのは 「教 育委員会の
委員」と、同法第八十八条第二項中「第八十六条第一項の規定によ る選 挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求」とある
のは 「地方教育 行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第八条第一項の規定による教育委員会の委員 の解職の請 求」
と読み替えるものとする。

（条例による事務処理の特例）
第五十五条 都道 府県は 、都 道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。
この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の教育委員会が管 理し 及び執 行す るものとする。
２ 前項の条例を制定し 又は改廃す る場 合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は
処理することとなる市町村の長に協議しなければならない。
３ 市町村長は、前項の規定による協議を受け たと きは、当該市町村委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて当該協議に応じなければなら
ない 。ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、当該市町村が処理し又は処理すること とす る事務のす
べてを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。
都 道府県の議会は、第一項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。
第一項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務（都道府 県の 教育委 員会規則に基づくものに限る。）の一部を市町村が処理し又は処理
４
５
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することと する 場合であつ て、同項の条例の定めるところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員 会は
、当該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務 を処 理し又は処理することとなる市町村委員会に協議しなけ
ればならない。この場 合に おいて 、当 該事務が第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより当該市町村の長が処理し又は処理することとな
るものであるときは、当該協議を受けた市町村委員会は、当該市町村長に通知するとともに、そ の意 見を踏 まえ て当該協議に応じなければならな
い。
６ 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定により当該都道府 県委 員会の権限 に属する事務の一部を当該市町村
が処理することとするよう要請することができる。
７ 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知するとと もに 、その 意見 を踏まえて当該市町村
の長と協議しなければならない。
８ 市 町村の議会は、第六項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。ただし、第二十四条 の二第一項 の条 例の定める
ところにより、当該市町村委員会が、第六項の要請に係る事務のすべてを管理 し、及 び執 行しない場合は、この限りでない。
９ 地 方自治 法第 二百五十二条の十七の三並びに第二百五十二条の十七の四第一項及び第三項の規定は、第一項の条例の定めるところにより、 都道
府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合について準用する。こ の場合にお いて 、これらの規定中「規則」とあるのは「教育
委員会規則」と、「都道府県知事 」と あるの は「 都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育委員会（地方教育行政の組織及
び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより 当該 市町村の長 が管理し、及び執行す
る事務については、市町村長）」と読み替え るも のとす る。
第 二十四 条の 二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務については、当該事務を都道府県 委員会が管 理し
、及び執行する事務とみなして、第一項から第三項まで及び第六項 から 前項までの規定を適用する。この場合において、第七項中「速やかに、当
該都 道府県委員 会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これらの規定中「規則」と あるのは「 教育
委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」 とあるのは「同条第三項中」とする。

４

（組合に関する特例）
第六十条 地 方公 共団体 が第 二十三条に規定する事務の全部を処理する組合を設ける場合においては、当該組合を組織する地方公共団体には教育委
員会を置かず、当該組合に教育委員会を置くものとする。
２ 地方公共団体が第二 十三条に規 定す る事務の一部を処理する組合を設ける場合において、当該組合を組織する地方公共団体のうち、第二十四条
の二第一項の条例の定めるところにより、その自ら処理する第二十三条に規定する事務のすべてをその長が管理し、及 び執 行することとしたもの
には、教育委員会を置かない。
３ 第二十三条に規定する事務の一部を処理する組合のうち、第二十四条の二第一項の条例の定めるところに より、その 処理 する第二十三条に規定
する事務のすべてをその管理者（地方自治法第二百八十七条の二第 二項の規定 により理事会を置く同法第二百八十五条の一部事務組合にあつては
、理事会） 又は 長が管理し、及び執行するものとしたものには、教育委員会を置かない。
地方公共団体が第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理 する 組合を 設けようとする場合において、当該地方公共団体に教育委員会が置

10
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かれている とき は、当該地 方公共団体の議会は、地方自治法第二百九十条、第二百九十一条の十一、第二百九十一条の十四第五項又は第二百 九十
一条の十五第三項の議決をする前に、当該教育委員会の意見を聴かなければならない 。た だし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところによ
り、当該地方公共団体 の教 育委員 会が 、当該組合が処理することとなる第二十三条に規定する事務を管理し、及び執行していないときは、この限
りでない。
５ 総務大臣又は都道府 県知 事は、 第二 十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置について、地方自治法第二百八
十四条第二項の許可の処分又は同条第二項、第三項、第五項若しくは第六項の許可の処分をする前に、総務 大臣 にあつ ては 文部科学大臣、都道府
県知事にあつては当該都道府県委員会の意見を聴かなけ れば ならない。 ただし、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより、当該都道府
県委 員会が、当該組合（当該都道府県が加入しないものに限る。）が処理することとなる第二十三条に規定する事務を管理し、及 び執 行していな
いときは、都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
６ 第 二十三条に規定する事務の一部を処理する地方公共団体の組合に置かれる教育委員会の委員は、第六条の規定にか かわらず、 その 組合を組織
する地方公共団体の教育委員会の委員と兼ねることができる。
７ 地 方自治 法第 二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、都道府県が、都道府県委員会の権限に属する事務のうち都道府県の加 入し
ない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理することとする場合 については 、同 条第三項の規定にかかわらず、第五十五条第
二項から第五項まで及び第九項の 規定 を準用 する 。
８ 地方自治法第二百九十一条の二第五項の規定により、都道府県の加入しない広域連 合の長が、 都道 府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関
連する都道府県委員会の権限に属する事務の 一部 を当該 広域 連合が処理することとするよう要請する場合については、第五十五条第八項の規定を
準用する。この場合において、当該要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知しな けれ ばなら ない 。
９ 地方自治法第二百九十一条の二第二項の条 例の 定める とこ ろにより、都道府県が、第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県
知事 が管理し、 及び執行する事務のうち都道府県の加入しない広域連合の事務に関連するものを当該広域連合において処理するこ ととする場 合に
ついては、同法第二百九十一条の二第三項の規定にかかわらず、第五十五条第 二項、第三項及び第九項の規定を準用する。この場合において、同
項中「これ らの 規定中 「規 則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、」とあるのは、「同
条第三項中」と読み替えるものとする。
地方自治法第二百九十一条の二第五項の規 定に より、都道 府県の加入しない広域連合の長が、都道府県に対し、当該広域連合の事務に密接に関
連する第二十四条の二第一項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する 事務 の一部 を当 該広域連合が処理することとする
よう要請する場合については、第五十五条第 八項 の規定を準 用する。
前 各項に定めるもののほか、第二十三条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合の設置、解散その他の事 項に ついて は、
地方自治法第三編第三章の規定によるほか、政令で特別 の定 めをす るこ とができる。
10

（事務の区分）
第六十 三条 都道府県が第四十八条第一項（第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により処理する こと とされてい
る事務（市町村が処理する事務が地方自治法第二条第八項に規定する自治事務又は同 条第 九項第二号に規定する第二号法定受託事務である場合に
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○

おいては、 第四 十八条第三 項（第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する文部科学大臣の指示を受けて行う もの
に限る。）、第五十三条第二項（第五十四条の二の規定により読み替えて適用する場 合を 含む。）の規定により処理することとされている事務、
第六十条第五項の規定 によ り処理 する こととされている事務（都道府県委員会の意見を聴くことに係るものに限る。）並びに第五十五条第九項（
同条第十項により読み替えて適用する場合並びに第六十条第七項において準用する場合及び同条 第九 項にお いて 読み替えて準用する場合を含
む。）において準用する同法第二 百五十二条 の十 七の三第二項及び第三項並びに第二百五十二条の十七の四第一項の規定により処理することとさ
れている事務は、同法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

児童扶養手当法（昭和三十六年法律第二百三十八号） （抄 ）

行政事件訴訟法（昭和三十七年 法律 第百三十九 号）（抄）

（町村の一部事務組合等）
第三十 三条の 二 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務 組合
又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は 広域連合の 長を 福祉事務所を管理する町村長とみなす。

○

（抗告訴訟）
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
２ この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政 庁の処分そ の他 公権力の行使に当たる行為（次項に規定する裁決、決定その他の行為を除
く。以下単 に「 処分」 とい う。）の取消しを求める訴訟をいう。
３ この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその 他の不服申立て（以下単に「審査請求」という。）に対する行政庁
の裁決、決定その他の 行為（以下 単に 「裁決」という。）の取消しを求める訴訟をいう。
４ この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効 力の 有無の確認 を求める訴訟をいう。
５ この法律において「 不作為の違 法確 認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきである
にかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
６ この法律において「義務付けの訴え」とは 、次 に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき（次号に掲げる場合を除く。）。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申 請又は審査 請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべ
きであるにかかわら ずこ れがさ れな いとき。
この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又 は裁 決をす べきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、
７
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行政庁がそ の処 分又は裁決 をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

（当事者訴訟）
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成 する 処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律
関係の当事者の一方を被告とする もの及び公 法上 の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

（民衆訴訟）
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める 訴訟 で、選 挙人 たる資格その他自己の
法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

（機関訴訟）
第六条 この 法律 において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をい う。
（この法律に定めがない事項）
第七条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例に よる。

（被告適格等）
第十一条 処分又は裁決をした行政庁（処分又 は裁 決があ つた 後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同
じ。 ）が国又は 公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を 被告として 提起
しなければならない。
一 処分の 取消 しの訴 え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
２ 処分又は 裁決 をした 行政 庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
３ 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、 取消 訴訟は、当 該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は
公共団体を被告として提起しなければならな い。
４ 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状 には 、民事 訴訟 の例により記載すべき事項のほか
、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各 号に 定める 行政 庁を記載するものとする。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
５ 第 一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し 、前 項各号に掲
げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければなら ない 。
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６ 処 分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上 の一 切の行 為を
する権限を有する。

（行政庁の訴訟参加）
第二十三条 裁判所は、 処分 又は裁 決を した行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁
の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。
裁判所は、前項の決定をするに は、あらか じめ 、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を 準用 する。
２
３

（釈明処分 の特 則）
第二十三条の二 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要がある と認 めると きは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若し くは 公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の内容、処分又は裁決の根拠となる法令の条項
、処分又は裁決の原因となる事実その他処分又は裁決の理由を明らかにする資料（次項に規定する審査請 求に 係る事件の 記録を除く。）であつ
て当該行政庁が保有するものの全部又は一 部の提出を 求め ること。
二 前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの 全部 又は一部の 送付を嘱託すること。
２ 裁判所は、処分についての審査 請求 に対する裁 決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、次に掲げる処分をすることができる。
一 被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録で あつ て当該 行政 庁が保有す
るものの全部又は一部の提出を求めること。
二 前号に規定 する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部又は一部の 送付を嘱託 する
こと。

（職権証拠調べ）
第二十四条 裁判 所は、 必要 があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見
をきかなければならない。
（取消判決等の効力）
第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、 第三 者に対しても効力を有する。
２ 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

第三十 三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
２ 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しく は棄 却した 裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行
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政庁は、判 決の 趣旨に従い 、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。
３ 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した 裁決が判決 により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用
する。
第一項の規定は、執行停止の決定に準用する。
４

（訴訟費用の裁判の効力）
第三十五条 国又は公共団体に所属 する行政庁 が当 事者又は参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公
共団 体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

（取消訴訟 に関 する規定の準用）
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで 、第 二十一 条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の
規定は、取消訴訟以外 の抗 告訴訟について準用する。
２ 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査 請求を 棄却 した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合
に、第二十条の規定は、処分の無 効等 確認の 訴え をその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用す
る。
第二十三条の二、第二十五条か ら第 二十九条ま で及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
３
４

第三章 当事者訴訟
（出訴の通知）
第三十 九条 当事 者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一 方を 被告と する
ものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知 する ものと する 。

（出訴期間の定めがある当事者訴訟）
第四十条 法令に出訴期 間の定めが ある 当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後
であつても、これを提起することができる。
第十五条の規定は、法令に出訴期間の定め があ る当事者訴訟について準用する。
２

（抗告訴訟に関する規定の準用）
第四十 一条 第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当 事者 訴訟におけ
る処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
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２ 第 十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合に おけ る移送 に、
第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。

第四章 民衆訴訟及び機関訴訟
（訴えの提起）
第四十二条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起 する ことができ る。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和三十九年法律第百三十四号）（抄）

（抗 告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用）
第四十三条 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取 消し を求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する
規定を準用 する 。
２ 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるも のに ついて は、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準
用する。
３ 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第 三十九 条及 び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規
定を準用する。

○

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）（抄）

（町 村の一部事 務組合等）
第三十九条 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福 祉事務所を 設置 した場合には、この法律の規定の適用については、その一部事務組合又は
広域連合を 福祉 事務所 を設 置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

○

（事業状況の報告）
第百三十五条 後期高齢者医療広域連合又は国 保連 合会は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況（後期高齢者医
療広 域連合にあつては、次項の規定により後期高齢者医療広域連合の長が市町村から報告を受ける事業の状況を含む。）を都道府 県知 事に報告し
なければならない。
市 町村は、厚生労働省令で定めるところにより、後期高齢者医療に係る事業の状況を後期高齢者医療広域連合の長に報告しなけ れば ならない。
２
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○

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関す る法律（平 成四年法律第七十六号）（抄）

市町村の合併の特例に関する法律（平成十六年法律第五十九号）（抄）

（事務の委託の特例）
第八条 都道府県は、第 六条 第六項 の規 定による同意を得た基本計画（前条第一項の規定による変更の同意を得たときは、その変更後のもの。以下
「同意基本計画」という。）の達成に資するため、当該都道府県と一部事務組合又は広域連合との協議によ り規 約を定 め、 都道府県の事務の一部
を、当該一部事務組合又は広域連合に委託して、当該一 部事 務組合の管 理者（地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により理事会を置く同
法第 二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。以下同じ。）又は広域連合の長に管理させ、及び執行させることができる 。
２ 地方自治法第二百五十二条の十四第二項及び第三項、 第二 百五十二条の十五並びに第二百五十二条の十六の規定は、前項の場合について準用す
る。

○

（合併協議会設置の請求）
第四条 選挙権を有する者（市町村 の議 会の議員及 び長の選挙権を有する者（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第二十二条の規定による選挙
人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者をいう。）をいう。以下同じ。）は、政令で定める とこ ろによ り、 その総数の
五十分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、市町村の長 に対 し、当該市町村が行うべき市町村の合併の相手方となる市町村（以下この
条に おいて「合 併対象市町村」という。）の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる。
２ 前項の規定による請求があったときは、当該請求があ った市町村 （以 下この条において「合併請求市町村」という。）の長は、直ちに、請求の
要旨を公表 する ととも に、 合併対象市町村の長に対し、これを通知し、当該請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項
の協議（以下この条において「合併協議会設置協議」という。）について議会に付議 する か否か の意 見を求めなければならない。この場合におい
て、合併請求市町村の 長は、当該 意見 を求めた旨を合併請求市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
３ 合併対象市町村の長は、前項の意見を求められた日から九十日以内に、合併請求市 町村 の長に対し 、合併協議会設置協議について議会に付議す
るか否かを回答しなければならない。
４ 合併請求市町村の長は、すべての合併対象市町村の長から前項の規定による回答を受理したと きは 、直ち に、 その結果を合併対象市町村の長及
び第一項の代表者に通知するとともに、これを公表し、 かつ 、合併 請求 市町村を包括する都道府県の知事に報告しなければならない。
５ 前項のすべての回答が合併協議会設置協議について議会に付議する旨のものであった場合には、合併請求 市町村の長 にあ っては同項の規定によ
る合併対象市町村の長への通知を発した日から六十日以内に、合併 対象市町村 の長にあっては同項の規定による通知を受けた日から六十日以内に
、それぞれ 議会 を招集し、合併協議会設置協議について議会に付議しなければならない。この場合において、合併請求市町村の長は、その意 見を
付けなければならない。
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６～

（略）

第五条 合併 協議 会を構成す べき関係市町村（以下この条において「同一請求関係市町村」という。）の選挙権を有する者は、政令で定めると ころ
により、他の同一請求関係市町村の選挙権を有する者がこの項の規定により行う合併協議会の設 置の 請求と 同一 の内容であることを明らかにして
、その総数の五十分の一以上の者 の連署をも って 、その代表者から、同一請求関係市町村の長に対し、当該同一請求関係市町村が行うべき市町村
の合併の相手方となる他の同一請求関係市町村の名称を示し、合併協議会を置くよう請求することができる 。
２ 前項の規定による請求を行う場 合には、す べて の同一請求関係市町村の同項の代表者は、あらかじめ、政令で定めるところにより、これらの者
が代 表者となるべき同項の規定による合併協議会の設置の請求が同一の内容であることについて、同一請求関係市町村を包括する 都道 府県の知事
の確認を得なければならない。
３ 第 一項の規定による請求があったときは、当該請求があった同一請求関係市町村の長は、直ちに、請求の要旨を公表 するととも に、 当該同一請
求関係市町村を包括する都道府県の知事に対し、これを報告しなければならな い。
４ 同 一請求 関係 市町村を包括する都道府県の知事は、すべての同一請求関係市町村の長から前項の規定による報告を受けたときは、その旨を すべ
ての同一請求関係市町村の長に通知しなければならない。
５ 前項の規定により通 知を 受けた同一請求関係市町村の長は、直ちに、その旨を第一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければなら
ない。
６ 第四項の規定により通知を受け た同 一請求関係 市町村の長は、当該通知を受けた日から六十日以内に、それぞれ議会を招集し、第一項の規定に
よる請求に基づく合併協議会に係る地方自治法第二百五十二条の二第一項の協議（以下この条において「同一請求に基 づく 合併協 議会 設置協議」
という。）について、議会にその意見を付して付議しなければなら ない 。
７～
（略）

第六条 合併市町 村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。
一 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針
二 合併市町村又は合 併市町村を 包括 する都道府県が実施する合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項
三 公共的施設の統合整備に関する事項
四 合併市町村の財政計画
２ 合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を図ることを目的と し、 合併市 町村 の一体性の確立及び住民の福祉の
向上等を図るよう適切に配慮されたものでなければなら ない 。
３ 合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、合併関係市町 村を包括す る都 道府県の知事に協議し
なければならない。
４ 合 併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更したときは、直ちに、これを公表するとともに、総務 大臣 及び合併関
係市町村を包括する都道府県の知事に送付しなければならない。
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５ 第 四条第十八項又は前条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以 内に 、合併 市町
村基本計画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は前条 第一 項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければ
ならない。
６ 合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することができる 。
７ 前項の場合において は、 合併市 町村 の長は、あらかじめ、当該合併市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければならない。
８ 第六項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の長は、当該合併市町 村に 第二十二条 第一項に規定する地域審議会が置
かれている場合、第二十四条第一項に規定する合併に係 る地 域自治区が 設けられている場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あ
らか じめ、当該地域審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会（地方自治法第二百二条の五第一項に規定する地域協議会を いう 。）又は当
該合併特例区の合併特例区協議会の意見を聴かなければならない。
第 四項の規定は、第六項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を変更した場合について準用する。
９

第十四 条 市 町村 の合併（当該市町村の合併によりすべての合併関係市町村の区域の全部が一の合併市町村の区域の全部となるものに限る。以 下こ
の条において同じ。）の日の前日において、当該市町村の合併に係るすべての合併関 係市町村が 地方 自治法第二百八十四条第二項又は第三項の規
定により合併関係市町村以外の地 方公 共団体 （以 下この項において「他の地方公共団体」という。）と同一の一部事務組合又は広域連合を組織し
ている場合においては、同法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定にかかわ らず 、当該市町 村の合併の日から当該
一部事務組合又は当該広域連合の規約が変更 され る日（ 当該 市町村の合併の日から起算して六月を経過する日までの間に当該規約の変更が行われ
ない場合にあっては、当該六月を経過する日）までの間に限り、当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村 及び 当該他 の地 方公共団体
が組織する一部事務組合又は広域連合とみなし、当該一部事務組合 又は 当該広域連合は、当該合併市町村の区域における事務について、従前の例
によ り行うもの とする。
２ 前項の場合における議員の定数に関する一部事務組合 又は広域連 合の 規約の規定の適用については、当該規約において当該一部事務組合又は当
該広域連合 を組 織する 市町 村について定められた議員の定数がすべての市町村について、同一の数である場合にあっては当該同一の数が、同一の
数でない場合にあっては当該規約において合併関係市町村について定められた議員の 定数 を合算 して 得た数が、当該規約に当該合併市町村の議員
の定数として定められ ているもの とみ なす。
３ 第一項の場合における経費の分賦金に関する一部事務組合又は広域連合の規約の規 定の 適用につい ては、当該規約において当該一部事務組合又
は当該広域連合を組織するすべての市町村が 均等 に経費を負 担するものと定められている場合にあっては当該規約に当該合併市町村及び当該一部
事務組合又は当該広域連合を組織する合併関係市町村以外の市町村が均等に経費を負担するものと定められているもの とみ なし、その他の場合に
あっては当該規約に当該規約において合併関係市町村に つい て定め られ た経費の分賦金の額を合算して得た額が当該合併市町村の経費の分賦金の
額と して定められているものとみなす。
４ 前三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 前条第 一項 の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組 織す
る一部事務組合又は広域連合とする場合
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二 次条第 二項 の規定によ り通知を受けた日の翌日から起算して三十日を経過する日（その日が市町村の合併の日以後の日である場合にあっ ては
、当該市町村の合併の日の前日）又は市町村の合併の日から起算して三十日前の日のうちいず れか 遅い日 まで に当該一部事務組合又は当該広域
連合を組織する地方公共団体から当該一部 事務 組合の管理者（地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により管理者に代えて理事会を置く
同法第二百八十五条の一部事務組合にあっては、理事会。次項及び次条において同じ。）又は当該広域連 合の長に第 一項 の規定の適用について
異議の申出があった場合
三 市町村の合併の日前に地方自治法第二百八十六条第一項本文又は第二百九十一条の三第一項本文の規定 によ り当該 一部 事務組合又は当該広域
連合を組織する地方公共団体の数の減少に係る当該一部事務組合 又は 当該広 域連合の規約の変更であって合併関係市町村に係るものが行われた
場合
５ 前項第二号の異議の申出があった場合には、一部事務 組合 の管理者又は広域連合の長は、直ちに、その旨を当該一部事務組合又は当該広域連合
を組織する 地方 公共団体（当該異議の申出をした地方公共団体を除く。）の長に通知しなければならない。
６ 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の場合における一 部事 務組合 又は広域連合の規約の規定の適用関係その他必要な事項は、政令で
定める。

○

（市町村長による避難住民の誘導等）
第六十二条 市町村長は、その避難実施要領で 定め るとこ ろに より、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導しなけ
れば ならない。
２ 消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共 団体の組合 （以 下「消防組合」という。）の管理者（地方自治法第二百八十七条の二第二
項の規定に より 管理者 に代 えて理事会を置く一部事務組合にあっては、理事。以下同じ。）又は長は、当該消防組合を組織する市町村の長が前項
の規定により避難住民を誘導するときは、当該市町村の避難実施要領で定めるところ によ り、当 該消 防組合の消防長及び消防団長を指揮し、当該
市町村と協力して、避 難住民を誘 導し なければならない。
３ 前二項の場合において、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するもの とす る。
４ 第二項の場合におい て、当該消 防組 合を組織する市町村の長は、当該市町村の避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、当該消防
組合の管理者又は長に対し、当該消防組合の消防長又は消防団長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求 める ことができる。
５ 前三項の規定は、消防に関する事務の全部 又は 一部を他の地方公共団体に委託した市町村の長が避難住民を誘導する場合について準用する。こ
の場 合において、第二項中「消防に関する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合（以下「消防組合」という。）の管 理者 （地方自治
法第二百八十七条の二第二項の規定により管理者に代えて理事会を 置く一部事 務組合にあっては、理事。以下同じ。）又は長」とあり、前項中「
消防組合の 管理 者又は長」とあるのは「委託を受けた地方公共団体の長」と、第二項及び前項中「当該消防組合を組織する市町村」とあるの は「
委託した市町村」と、「当該市町村」とあるのは「当該委託した市町村」と、「当該 消防 組合の消防長」とあるのは「当該委託を受けた地方公共
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団体の消防 長」 と読み替え るものとする。
６ 市町村長は、避難住民を誘導するときは、必要に応じ、食品の給 与、飲料水 の供給、医療の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。

（避難住民の復帰のための措置）
第六十九条 市町村長は、第五十五条第一項又は第二項の規定により要避難地域又は要避難地域に 近接 する地域の 全部又は一部について避難の指示
が解除されたときは、当該地域の避難住民を当該地域へ 復帰 させるため 、当該地域までの誘導その他必要な措置を講じなければならない。
２ 第六十二条及び第六十七条（第五項を除く。）の規定は、前項の規定による避難住民の復帰のための措置 につ いて準 用す る。この場合において
、第六十二条第一項中「その避難実施要領」とあるのは「別に定め る避 難住民 の復帰に関する要領」と、同条第二項中「避難実施要領」とあるの
は「長が別 に定 める避難住民の復帰に関する要領」と読み替えるものとする。

（準用）
第百八十三条 第七条、第八条及び第九条第一項、第一章第二節（第十条、第十 一条、 第十 六条、第二十一条及び第二十二条を除く。）及び第三節
（第二十四条並びに第二十九条第 四項 及び第 七項 を除く。）、第四十二条、第二章（第五十六条、第六十条、第六十八条及び第七十三条第一項を
除く。）、第三章（第八十八条及び第九十三条を除く。）、第四章、第五章第二節及び第三節、第百四十一 条、 第百四十三 条、第百四十四条、第
百四十七条及び第百五十一条から第百五十六 条ま で並び に第 七章（第百六十一条第一項を除く。）の規定は、緊急対処事態及び緊急対処保護措置
について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 に掲 げる字 句に 読み替える
ものとする。

（特別区についてのこの法律の適用等）
第百八 十五条 こ の法律の適用については、特別区は、市とみなす。
２ 第六十二条第二項から第四項まで（これらの規定を第六十九条第二項（第百 八十三条において準用する場合を含む。）及び第百八十三条におい
て準用する場合を含む 。以下この 項に おいて同じ。）並びに第六十六条第一項及び第七十条（これらの規定を第百八十三条において準用する場合
を含む。）の規定は、特別区の長が避難住民を誘導する場合について準用する。この場合におい て、 第六十 二条 第二項中「消防に関する事務の全
部又は一部を処理する地方公共団体の組合（ 以下 「消防組合 」という。）の管理者（地方自治法第二百八十七条の二第二項の規定により管理者に
代えて理事会を置く一部事務組合にあっては、理事。以下同じ。）又は長」とあり、同条第四項中「当該消防組合の管 理者 又は長」とあるのは「
都知事」と、同条第二項及び第四項中「当該消防組合を 組織 する市 町村 」とあるのは「特別区」と、「当該市町村」とあるのは「当該特別区」と
、「 当該消防組合の消防長」とあるのは「特別区の消防長」と、「消防団長」とあるのは「当該特別区の消防団長」と読み替える もの とする。
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