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論　　　説

ドイツ「地方自治」保障に
関する一考察（１）

── 国家権限画定のための「本旨」解釈に向けて ──

横　堀　あ　き
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序　問題の所在

第１節　問い：関与に対する地方公共団体の出訴可能性

　わが国公法学での地方自治論は、憲法上の規範的含意探究の不足と、
憲法学・行政法学間に通底するドグマの不足が指摘されている。特に憲
法学での研究の不足は解消されていない。以下では、わが国の地方自治
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史・制度や行政法学の議論、地方自治が直面する課題を踏まえた憲法第
８章の規範的内容を探究する。研究の端緒となるのは、国の関与に対す
る地方公共団体の出訴可能性の問題である。当該問題は団体自治と関連
するにも関わらず、憲法学で検討される機会が極めて少なかった。本稿
は第一次地方分権改革において制度化された係争処理制度を端緒に、憲
法第８章の規範的意義を検討する。かような問題設定は、「地方自治の
本旨」に対する侵害という視点の取り入れになり、裁判規範としての「本
旨」解釈を前進させる端緒ともなり得よう。

第１款　問題意識
　わが国公法学での地方自治論においては、近年、２つの問題点が存在
するとされる。第一に、「比較法的言説の過剰」1とそれに伴う憲法第８
章の「規範的含意」2の看過の問題である。わが国公法学は広く、地方自
治を中央・地方の対抗関係として描き、法的には、地方公共団体の有す
る自治権をどのように保障するかという構図の議論を展開してきた。し
かしながら、そもそも「地方自治の歴史や存在意義は国によって様々で
ありえ」3、各国の地方自治に関する歴史等を捨象した形での「自治権」保
障の議論は説得的ではないのではないか。地方自治の歴史が浅く、また
それが国家統治メカニズムの一つとして位置づけられてきたわが国で
は、これらに鑑みた独自の解釈が必要であるにもかかわらず、公法学は、

「ある意味普遍的な地方自治観に根差し」4た自治権論に陥っており、説
得力を欠く上、「憲法典に明文化された条項に依拠し〔た〕解釈論」5が十

1 原島良成「地方政府の自律（下）」自研82巻３号（2006年）127頁。なお参照、
芦部信喜「序──比較法の『過剰』と『過少』」法時51巻２号（1979年）８頁以下、
手島孝ほか「日本憲法学の〝比較過剰〟体質」手島孝『憲法学の開拓線』（三省堂、
1985年）271頁以下。
2 原島・前掲注１）127頁。
3 原島良成「地方自治の保障について」阿部昌樹ほか編『自治制度の抜本的改革』

（法律文化社、2017年）161頁。
4 原島・前掲注３）161頁。
5 原島・前掲注１）118頁。
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分に展開されず、「国会の裁量を制約する憲法規範の究明」6がなされな
かった。その結果、「地方自治の本旨」の内容充塡が国会に委ねられ7、ま
さにこの点に、憲法第８章の解釈論の問題点が存在する、というのであ
る。
　以上の指摘からは、①わが国の地方自治研究における憲法解釈の不十
分さ、②検討に際して歴史的経緯や地方自治制度導入の趣旨を踏まえる
必要があることが判明しよう。後者の点については、少なくとも1999年
の地方分権一括法により結実した第一次地方分権改革を踏まえた議論が
要請されよう。憲法第８章の規範的内容の探求には、法律による憲法解
釈の限定を避けつつ、制度等を踏まえた検討が必要である。
　第二に、憲法学・行政法学の地方自治論には距離があり、共通して存
在しているはずの議論が存在しないという問題も指摘されている。憲法
学には英米法の影響が、行政法学にはドイツの議論が影響しており、「日
本の公法学の状況からは行政法と憲法との懸隔が厳然と存在しており、
地方自治体が国家組織上どのように位置付けられているのか、換言すれ
ば、国と地方自治体との関係がいかなるものであるか、また、『自治権』
をも視野に入れた上で、地方自治体がいかなる法的地位を有しているの
か等の議論をなす上で、当然に存在していなければならないはずの憲法
学及び行政法学に通底するドグマが欠損している」8。論者によれば、わ
が国では、地方自治体の位置づけや自治権の基礎に関する精確な法理論
的考察が不十分な中で各論的な問題が検討されてきた。
　以上の指摘からは、公法学に通底する基礎研究が不足していることが
判明する。第一の指摘を踏まえてもなお、わが国の憲法解釈を充実させ
るための研究や両分野に存在している距離を埋めるための基盤を探究す
る目的での比較法的検討は、有用である。各国の制度的相違が存在する
としても、制度や解釈の表面的差異を超えた共通する語り方が存在し得
るし9、ある解釈やそれが唱えられるようになった経緯については、わが

6 原島良成「地方政府の自律（上）」自研81巻８号（2005年）101頁。
7 参照、原島・前掲注１）118頁。
8 新村とわ「自治権に関する一考察（２）」法学68巻４号（2004年）126頁。
9 例えば制度的保障論は、内容の不明確性等から批判されるが、立法による侵
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国においても批判的に摂取する余地がある。
　以上のように、特に今日の憲法学における地方自治研究には、わが国
の地方自治史・地方自治制度や行政法学の議論、更には地方自治が直面
している課題10等を踏まえた憲法第８章の規範的内容の探究が求められ
ていると言えよう。そのため、研究では、従来指摘されていた欠落点を
補いつつ地方自治に係る規定の規範的意義を解明すること及び地方自治
を語る上で不可欠な論点を洗い出し、それらを探究することが要請され
る。憲法学の地方自治研究は字義通り全く停滞していた訳ではない。し
かしながら検討の不足が解消されたとも評価し得ない11。本稿は以上の
指摘を踏まえ、憲法学における地方自治研究を補う端緒を開こうとする
ものである。

第２款　論点
　本稿では行政主体としての地方公共団体12と国の間の法的紛争解決、

害に対する保障というコンセプト自体が問題とされている訳ではない。例えば
参照、白藤博行「裁判の保護に値する地方自治」室井力先生古稀記念『公共性
の法構造』（勁草書房、2004年）414頁、杉原泰雄／糠塚康江・大津浩「〈インタ
ビュー〉日本国憲法の地方自治論の基本視座・再考」憲法研究８号（2021年）23
頁〔杉原発言〕。
10 例えば少子高齢化を踏まえた「圏域」の議論や地方公共団体の機関の成り手
不足など、地方自治の基礎を脅かす課題は山積している。例えば参照、毛利透

「『縮小する社会』における民主政」公法82号（2020年）10-12頁、田村達久「地方
公共団体の再編」同書171頁以下。
11 参照、杉原泰雄ほか・前掲注９）33-34頁〔杉原発言〕、大津浩「現代分権改革
における自治体憲法理論の課題」・前掲注９）憲法研究35頁、北村喜宣「分権改
革後の憲法第８章に関する行政法学からの質問」同書75-76頁。
12 講学上自治体、地方自治体、地方政府といった文言が用いられるが、本稿
では憲法・法令用語である「地方公共団体」を用いる。当該文言の使用には批
判がある（例えば参照、人見剛ほか編著『ホーンブック地方自治法（第３版）』

〔北樹出版、2015年〕15頁、兼子仁『自治体法学』〔学陽書房、1988年〕３-19頁）。
確かに、今日の地方公共団体は、戦前期のそれとは、位置づけや役割等が大き
く異なり、新たな用語を用いることも考え得る。しかしながら、憲法・法令解
釈として積極的なニュアンスを持った地方公共団体・地方自治を検討し、憲法・
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特に、出訴可能性の問題──以下、関与に対する地方公共団体の出訴可
能性の問題──を扱う13。これは国（・都道府県）の関与に対して不服の
ある地方公共団体が訴訟を提起することが許容されるかという問題であ
る。従来、憲法学では国の関与が検討対象とされることが少なかった14。

法令用語たる地方公共団体にそれを読み込むという手法もあり得よう。以下で
はそのような意味において、日本の文脈で地方自治を行う主体につき、地方公
共団体という用語を用いる。なお、拙稿「地方自治体の出訴可能性」憲法理論
研究会編『市民社会の現在と憲法』（敬文堂、2021年）183頁以下は地方自治体
という名称を用いているが、紙幅の都合に依るものであり、以上の問題意識と
異なるものではない。
13 関与の問題は、地方公共団体と国との間のみならず、都道府県と市区町村
との関係でも生ずるが、本稿では前者のうち、特に市区町村と国との関係につ
いて検討する（都の特別区は平成10年法律第54号により、基礎的な地方公共団
体であると定められた。参照、地方自治法281条、同法281条の２第２項。関与
については、同法283条第１項参照）。関与を行う主体は事務区分や関与手段等
により異なる。参照、人見剛「都道府県と市区町村の関係」同『分権改革と自
治体法理』（敬文堂、2005年）123-125頁、木佐茂男「分権改革の法制度設計」同

『国際比較の中の地方自治と法』（日本評論社、2015年）71-75頁。市区町村への
関与の多くは都道府県が担うこととされており、改革前後はそのように想定さ
れていた（例えば参照、木佐茂男「新地方自治法の課題」同書146頁、西尾勝『地
方分権改革』〔東京大学出版会、2007年〕65頁）。しかしながら今日、周知の通り、
国地方係争処理委員会における対立が話題となる例が多い。そのため、本稿で
は国と地方公共団体の間の事案について検討する。
14 関与の憲法上の根拠については、第一次地方分権改革が大詰めを迎えた後
も法的な議論が整理されていなかった。参照、小早川光郎ほか「〈座談会〉分権
改革の現段階」ジュリ1127号（1998年）28-31頁〔小早川・高橋和之・増島俊之・
西尾勝発言〕。
　なお、関与の文脈には限定されないものの、地方公共団体と国の紛争を裁判
所において解決すべき旨の指摘は憲法学においてもなされていた。参照、全国
憲法研究会「〈討論〉地方自治の危機」ジュリ416号（1969年）60頁〔奥平康弘発言〕、
62頁〔和田英夫発言〕。
　地方公共団体と国の間の──実質的に極めて政治的或いは政策的な──紛争
を法的なものとして扱うことの妥当性について疑問が呈される場合がある（参
照、板垣勝彦「地方自治の本旨と国の関与」同『地方自治法の現代的課題』〔第
一法規、2019年〕８-11頁）。しかし、仮にそのような紛争であっても、訴訟要
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しかしながらこれは、地方公共団体の意思決定に対する国の干渉であり、
国法秩序における地方公共団体の位置づけや団体自治に直結する15。し
たがって関与を巡る法的紛争解決、違法な関与に対する救済の問題は、
憲法解釈との連関が十分に意識されなければならない16。実際、わが国
地方自治法改正史において、戦前の監督制度からの脱却や逆コースにお
ける一定程度の揺り戻しが生じ17、戦前の制度として廃止された筈の後

件該当性が問題とされるべきではない──善かれ悪しかれ、裁判所は統治行為
論を用い得る──と考えられる。また、裁判所による裁断によっても解決され
得ない紛争があるとも指摘される（参照、茂木洋平「辺野古訴訟最高裁判決を
めぐる法的問題」桐蔭法学25巻１号〔2018年〕129-130頁）。これらの点には留意
した上で尚、本稿は法的紛争について可能な限り裁判所において解決し得るべ
きであるとの立場に立脚する。しかしながらこれらの指摘は首肯できる部分も
多く、法的紛争に馴染まない事案や本来的にあるべき解決方法を探究する必要
はあろう。この点の検討は他日を記すほかない。
15 団体自治と関与の関係について、参照、白藤博行「地方分権改革と『自治体
行政訴訟』」法時79巻９号（2007年）58頁、山本未来「行政主体間の争訟と地方
自治」法経論集177号（2008年）２頁、阿部泰隆ほか編著『泉佐野市ふるさと納
税訴訟』（信山社、2021年）420-426頁、452-453頁、469-472頁。憲法学において
この点に触れる数少ない文献として、参照、小林武ほか『憲法と地方自治』（法
律文化社、2007年）248-255頁、山元一「自治体に対する国の『関与』」大石眞ほ
か編『憲法の争点』（有斐閣、2008年）312頁。また、関与に係る訴訟を「団体自
治の争訟化」とする論考もある。参照、阿部昌樹『争訟化する地方自治』（勁草
書房、2003年）12頁以下。
16 「裁判抜き代執行」について憲法に反するとされたことを指摘する近年の論
考として参照、垣見隆禎「地方分権改革の検証」日本地方自治学会編『自治体
二層制と地方自治』（敬文堂、2006年）100頁。
17 例えば参照、塩野宏「地方公共団体に対する国家関与の法律問題」同『国と
地方公共団体』（有斐閣、1990年）54-70頁、宇賀田順三「行政的関与と地方自治」
都市問題61巻２号（1970年）31-32頁、塩野宏「地方自治法制」同『法治主義の諸相』

（有斐閣、2001年）370-377頁、木佐・前掲注13）「分権改革の法制度設計」57-59
頁。職務執行命令訴訟の改革について検討した論考として例えば参照、成田頼
明「地方自治法改正の問題点」同『地方自治の法理と改革』（第一法規、1988年）
153-159頁、杉原丈史「職務執行命令訴訟制度論」早稲田法学74巻２号（1999年）
117-121頁。
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見的監督が問題とされる場面も存在した18。このように、制度改正が度々
行われ、かつ団体自治とも関わる関与及びそれを巡る紛争解決に関して
は、本来、憲法の規範的内容が検討されていなければならなかった19。
　しかしながら憲法学においては、当該論点が看過されているように思
われる20。関与不服訴訟制度創設は第一次地方分権改革の成果の一つと
して位置づけられ、以下で検討するように、行政法学では、行政主体間
の訴訟提起の問題の中で憲法上の地方自治保障との関連が意識されてい
た。しかしながら管見の限りでは、憲法学ではこの点につき十分に議論
されておらず21、憲法学においては、「第一次分権改革で関与不服訴訟が

18 内閣総理大臣の措置要求を自治体に対する後見的監督と解する論考として
参照、碓井光明「起債の不許可処分を地方公共団体は裁判上争えるか」室井力
ほか編『行政法を学ぶ２』（有斐閣、1978年）283頁。
19 第一次分権改革との関係で、小早川教授は「関与法定主義（法律の留保）が、
一般に、または一定種類の関与について、憲法上当然に妥当すると解すべき
かどうかは、これまで議論のあるところである」と指摘していた（小早川光郎

「国地方関係の新たなルール」西尾勝編著『地方分権と地方自治』〔ぎょうせい、
1998年〕106頁）。阿部泰隆「基本科目としての行政法・行政訴訟法の意義（３）」
自研77巻６号（2001年）26頁は、法解釈の紛争を解決するには裁判制度を用い
るほかなく、国と地方公共団体の争いに裁判制度を導入することは憲法上の要
請とする。この点については、例えば参照、宇賀田・前掲注17）29-30頁。非権
力的な関与についても法律の根拠を要するとしていた論考として例えば参照、
室井力「地方公共団体に対する国家関与」同『現代行政法の原理』（勁草書房、
1973年）166-167頁。
20 第一次分権改革の成果について憲法学の側から比較的詳細に検討した小林
ほか・前掲注15）255-258頁も、係争処理制度と憲法の関係についての言及はない。
21 憲法学は主に司法権の議論において検討を重ねてきた。例えば参照、石川
健治「『法律上の争訟』と機関訴訟」法教376号（2012年）87頁（なお92-93頁では、

「国家や憲法についての本格的な考察が、必要不可欠になる」と指摘される）。
地方自治の観点から出訴について検討する例外的な論考として例えば参照、小
林武「憲法訴訟における自治体の地位」立命館法学119・120号（1975年）１頁以下、
小林武「自治体財政と行政訴訟」アカデミア経済経営学篇57号（1977年）143頁
以下、小林武「憲法訴訟における自治体の原告適格」同『地方自治の憲法学』（晃
洋書房、2001年）279頁以下、大津浩「国民主権と『対話』する地方自治」『岩波
講座　憲法３　ネーションと市民』（岩波書店、2007年）271-274頁、杉原泰雄『地
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機関訴訟として立法的な手当を受けたこと」の法的意義が十分に検証さ
れていないように思われる。
　関与不服訴訟制度の新設については、当該制度が機関訴訟として制度
化されたため、第一に、このような立法措置がなければ訴訟提起が認め
られないか、第二に、そのような立法措置が超えてはならない憲法上の
要請の有無が問題となる。改革によって立法措置がなされた以上、実務
上の問題は大きくないように思われるかもしれない。けれども、既に見
たように、地方公共団体への関与は国が長年関心を示してきた論点であ
り、今後も改正の可能性がある22。この点について立法裁量を画定する
ような憲法上の要請はないのか。極端な事例を挙げるならば、制度化さ
れた係争処理制度の全廃は憲法上許容されるのか。関与に対する地方公
共団体の出訴可能性の問題に関する憲法解釈が十分でないということ
は、違法な行政的関与という介入に対する団体自治の保障という憲法の

方自治の憲法論（補訂版）』（勁草書房、2008年）166-179頁、杉原泰雄ほか・前
掲注９）22-31頁〔杉原発言〕。
　このような状況に対して、行政法学からは、まさに地方自治の観点からの検
討不足が問題であるとされてきた。例えば参照、人見剛 + 川岸令和「行政法学
からの問題提起と憲法学からの応答」法時81巻５号（2009年）67頁。また、憲
法と関与不服訴訟の連関について検討が必要であると指摘する論考として、例
えば参照、山本未来・前掲注15）31-37頁。行政主体間の争訟については、司法
権や裁判を受ける権利等も関わる内容であり、憲法学における行政主体の位置
づけ論、憲法上の権利享有主体の議論が欠かせない。行政主体と裁判を受ける
権利の関係を指摘するものとして、参照、村上裕章「行政主体間の争訟と司法権」
同『行政訴訟の基礎理論』（有斐閣、2007年）64-65頁。
22 実際にその後制度化された例として参照、地方自治法251条の７。これは国
から是正の要求をするよう指示を受けた都道府県が、市町村に関与を行わな
かった事案が発生したためである。参照、吉川基道ほか「杉並区訴訟の経過お
よび主要争点」兼子仁ほか編『自治体の出訴権と住基ネット』（信山社、2009年）
24頁。国からの審査の申出及び訴訟の提起及び条例の違法確認審査は当該改革
で省庁の反対により実現しなかった。参照、成田頼明「『分権型社会の創造』に
むけた行政システムの変革と地方自治制度」同『分権改革の法システム《著作
集》』（第一法規、2001年）72頁、77頁。この点の必要性を主張する論考として、
例えば、参照、西尾・前掲注13）74-76頁。
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規範的内容が欠けていることになろう。憲法学は第一次地方分権改革の
検証ができていないとされるが23、関与不服訴訟に関しても同様である。
　以上のように、本稿では、従来検討が不足していた憲法第８章の規範
的意義を探るため、関与に対する地方公共団体の出訴可能性の問題につ
いて検討する。この点の検討は、また、「地方自治の本旨」に対する侵
害の視点24を取り入れることになり、裁判規範として機能し得る「本旨」
の内容の具体化を考える端緒ともなり得るように思われる25。今日、少
数ながら訴訟の文脈において憲法92条へ言及する例が見られるように
なっているため26、今まで以上に裁判規範としての「地方自治の本旨」の

23 参照、北村・前掲注11）91頁。第一次地方分権改革に際して、座談会の場に
おいて、地方分権推進委員会の専門委員だった論者により、「憲法学者は現実
に起こっている事態に対して的確な対応能力を書いているのではないか」、「日
本の憲法学が、これほどの統治構造の改革をやっているときに、どうしてこれ
ほど発言力を失っているのかということは驚くべきことではないか」という感
想が吐露されている（大津浩ほか「〈座談会〉地方分権改革の意義と課題」小早
川光郎ほか編『あたらしい地方自治・地方分権』〔有斐閣、2000年〕20頁〔大森
彌発言〕）。同座談会では、地方自治の本旨が抽象的に語られてきた点が一因と
して指摘された（20頁〔大津発言〕、この点につきなお参照、白藤・前掲注９）
411-412頁）。しかしながら憲法学における団体自治や行政組織にかかる論点、
法人論の不足も一因となったのではなかろうか（法人論の霧散につき参照、西
貝小名都「二つの団体自治論」地方自治839号〔2017年〕15頁）。団体自治の改革
を主要な成果とした当該改革において（参照、西尾・前掲注13）55頁）、問題と
なった領域の議論が手薄であった憲法学が発言できなかったのは、已むないと
ころであったと考えられる。当該改革の検証が進んでいないのも、同様の事情
であろう。
24 参照、須藤陽子「地方自治における『比例原則』、補完性原理」同『比例原則
の現代的意義と機能』（法律文化社、2010年）189頁。
25 成田頼明「地方分権一括法をどのように生かすべきか」同・前掲注22）155頁
は、「委員会の勧告や裁判所の判決の積み重ねが、いずれ『地方自治の本旨』の
具体的内容を法的に確立させることになるものと期待される」と述べ、従来判
例で明らかにされなかった「本旨」の中身（参照、成田頼明「法定受託事務の概
念」同書178-179頁）の明確化を望む。
26 参照、福岡高裁那覇支部平成28年９月16日判決民集70巻９号2727頁（辺野古
基地新設に関し、沖縄県知事が公有水面埋立承認取消を行なったところ、国が
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内容の検討が求められている27。このような訴訟が裁判所において訴訟
要件を満たさないとして却下される傾向にあることからも、「本旨」の
法的内容を学説において充実させることは、喫緊の課題である。

第２節　日本における地方公共団体の出訴の概観

　以下では、地方自治法に規定されている制度及び地方公共団体の出訴
可能性に係る判例・学説を検討する。先ず、第一次地方分権改革により

承認取消に対し是正の指示をし、知事がこれに従わなかったことにより国から
違法確認訴訟が提起された事案）、最高裁令和２年６月30日判決民集74巻４号
800頁（泉佐野市ふるさと納税不指定取消請求事件、但し最高裁はこの点につ
いて上告理由として取り上げなかった。参照、阿部泰隆ほか編著・前掲注15）
469-472頁〔上告理由書〕）。
27 裁判規範として機能する「本旨」解釈の必要性について例えば参照、大津ほ
か・前掲注23）20頁〔大津発言〕。
　なお、改革により、新たに憲法92条の内容として役割分担論を読み込むべき
との見解が展開された（例えば参照、小早川光郎「地方分権の現状と課題」ジュ
リ1413号〔2010年〕９頁）。「適切な役割分担」規定（地方自治法２条11項、同条
12項）が「裁判規範として作用する可能性もある」との指摘もある（成田頼明「改
正地方自治法の争点をめぐって」同・前掲注22）99-100頁）。これと類似の概念
とされる補完性原理について、これを強力な裁判規範と解すべきとの主張もあ
る（例えば参照、杉原泰雄ほか・前掲注９）25頁〔杉原発言〕）。補完性原理に
ついては、背景となる思想・歴史を解明する必要性（参照、斎藤誠「地方自治
の手続的保障」同『現代地方自治の法的基層』〔有斐閣、2012年〕125-126頁）や
具体的な内容の不明確性（例えば参照、関谷昇「補完性原理と地方自治につい
ての一考察」公共研究４巻１号〔2007年〕81頁、全国知事会「地方自治の保障の
グランドデザイン」〔2004年〕50-51頁）が指摘されている。特に後者については、
わが国において、合併をも視野に入れた補完性原理──総合行政主体たる能力
を有する地方公共団体の「自主的な」作出──が展開されているとして、危惧
が示されている（参照、塩野宏『行政法Ⅲ（第５版）』〔有斐閣、2021年〕255-256頁）。
省庁側の実務家が展開する地方統治構造改革論については参照、山﨑重孝「地
方統治構造の変遷とこれから」『地方自治法施行70周年記念自治論文集』925頁

（https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/chiho/02gyosei01_04000320.html ）
［2021年10月５日最終アクセス］。
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結実した諸成果を概観し、関与不服訴訟制度に残されている課題を指摘
する。当該訴訟は行政実務において機関訴訟と位置づけられているとこ
ろ、国からの「関与」を一般的に認める規定は存在しないことが確認さ
れる。出訴が認められない関与が残されることにより、法律による行政
の原理の観点及び改革の目標との整合性に係る問題が残されている（第
１款）。続いて地方公共団体と国の紛争について妥当している判例法理
を確認する。具体的には、このような紛争において広く引用される宝塚
市パチンコ条例事件上告審判決を検討し、裁判実務においてもこのよう
な訴訟が機関訴訟と位置づけられてきたことを指摘する（第２款）。学
説においては、しかし、出訴に積極的な説が多い。しかしながらこれに
消極的な説も存在し、出訴を認める際に検討することが避けられない原
理的な問い──「自治権」はあるのか、あるとしてこれは抗告訴訟で救
済されるべき権利なのか──が提示されている。何れの立場においても、
主観的権利たる自治権を、抗告訴訟で救済すべきか否かという定式に基
づく点は共通する（第３款）。

第１款　制度
　地方公共団体と国の関係を語る上では、1999年に成立した「地方分権
の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」（平成11年法律第
87号）による第一次地方分権改革について検討しなければならない。周
知の通り、当該改革は両者の関係を、上下・主従関係から「対等・協力」
関係へと転換することを目指し28、その目玉の一つが、機関委任事務の
廃止や関与に係るルールの条文化であった29。

28 地方分権推進委員会事務局編『地方分権推進委員会第１次勧告』（ぎょうせ
い、1997年）19頁。松本英昭『要説地方自治法（第10次改訂版）』（ぎょうせい、
2018年）660頁は、両者の関係の転換につき、「要するに、地方公共団体の『自
己決定と自己責任』ということを徹底することに他ならない」、「国との関係に
おいて、地方公共団体の『自己決定と自己責任』の原則を確立することと、国
と地方公共団体との関係を『対等・協力の関係』とすることとは、表と裏の関
係にある」とする。
29 西尾勝「地方分権改革を目指す二つの路線」前掲注27）地方自治法施行70周
年記念自治論文集３-５頁は、機関委任事務の廃止を改革の最大の成果として、
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１．機関委任事務の廃止及び事務再編成30

　改革以前、地方公共団体は所謂団体事務（自治事務、地方自治法旧２
条２項の各事務）及び機関委任事務31を行うこととされていた。前者は
地方公共団体の事務とされ、原則として非権力的な関与のみ認められた

（地方自治法旧245条）32。一方、後者は国等の事務を長等に委任するもの
であり（同法旧148条）、したがって以下の帰結を伴うものであると解さ
れた33。即ち、当該事務を遂行する際、本来国とは別の法人の代表たる
長は、主務大臣の下級行政機関として位置づけられ34、通達を始めとす
る大臣の包括的な指揮監督に服するとされた（国家行政組織法旧15条１
項、地方自治法旧150条）。のみならず、条例制定権や地方議会の100条
調査権等が及ばないと解された35。国の事務を長へ委任する場面を例に

国地方係争処理制度の創設をもう一つの成果とし、特に関与不服訴訟について、
国と自治体の解釈権限の対等性を保障するものと述べる。
30 以下の点について、参照、西尾・前掲注13）57-69頁。なお、平成３年改正ま
での機関委任事務の詳細については例えば参照、阿部照哉ほか編『地方自治大
系　第２巻』（嵯峨野書院、1993年）161頁以下〔芝池義一執筆〕。
31 当該事務の問題点について、例えば参照、坂田期雄「機関委任事務をめぐる
論点」東洋法学32巻２号（1989年）17頁以下、人見剛「機関委任事務制度」法教
209号（1998年）10頁以下。
32 自治事務についても、昭和31年に新設された内閣総理大臣の是正措置請求
等（地方自治法旧246条の２、旧246条の３）が存在した。当該請求は事実上の
ものに過ぎないとの見解が存在していたが（例えば参照、曽和俊文「地方公共
団体の訴訟」同『行政法執行システムの法理論』〔有斐閣、2011年〕230頁）、実
務上は法律上の義務が認められていた（参照、長野士郎『逐条地方自治法（第
12次改訂新版）』〔学陽書房、1995年〕938頁）。室井・前掲注19）169頁は、「形
式的に非権力的手段であるとはいえ、実質的には地方自治を侵害するかなり強
い手段となりうるであろう」と述べる。
33 但し、権限の委任と委任機関の下級機関化は必ずしも結びつかないことを
指摘する論考として、参照、人見・前掲注31）10頁。
34 異論として参照、鳥飼顯「機関委任事務に関するいくつかの『通念』への疑問」
都市問題88巻７号（1997年）52-56頁。
35 参照、成田・前掲注27）106-107頁、成田頼明「地方自治法の改正」同・前掲
注22）129-130頁。人見・前掲注31）10頁は、「（ア）国の強い行政的関与を受ける、

（イ）住民代表議会のコントロールを受けにくい」点に問題があったと述べる。
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とると、当該事務は都道府県の事務の７、８割、市町村の事務の３、４割
に及ぶとされ36、事務そのものが違憲であるとはされていなかったもの
の37、とりわけ（都道）府県の事務量の割合からは、最早違憲状態の疑い
があるとの指摘も存在していた38。
　機関委任事務に対しては、更に市町村長の処分に対する知事の取消・
停止権（地方自治法旧151条１項）や罷免を含めた主務大臣・内閣総理大
臣の措置や職務執行命令訴訟等が認められていた。例えば昭和22年法律
第169号による改正後の地方自治法146条７項、同条８項、平成３年法律
第24号による改正前の国家行政組織法旧15条１項では、職務執行命令訴
訟制度39が設けられ、裁判所の判断を経て主務大臣の代執行が認められ、
内閣総理大臣には知事の罷免の権限が与えられた40。その後、上記平成
３年の法改正により、職務執行命令訴訟は、罷免制度の廃止や主務大臣
の勧告等の変更がなされた上で、改めて制度化された（地方自治法旧
151条の２、国家行政組織法旧15条２項）。当該制度は「伝家の宝刀」41と
して機能していたとされ、砂川事件42及び沖縄代理署名事件43において
用いられた44。

36 参照、地方分権推進委員会事務局編・前掲注28）22頁、成田・前掲注27）
107-108頁、成田頼明「これからの地方行財政改革の課題」同・前掲注22）116頁。
異論として参照、鳥飼・前掲注34）56-58頁。
37 参照、原田尚彦『〈新版〉地方自治の法としくみ（改訂版）』（学陽書房、2005年）61頁。
38 参照、坂田・前掲注31）22頁、稲葉馨「内閣・国家行政組織制度」公法59号（1997
年）170頁、兼子仁『行政法学』（岩波書店、1997年）249頁。
39 参照、杉原丈史・前掲注17）115頁以下。
40 地方自治法制定当初（旧146条）では、内務大臣による知事の、知事による
市町村長の弾劾裁判所への罷免の訴追が設けられていた。詳細は参照、小西敦

『地方自治法改正史』（信山社、2014年）73-76頁。罷免が憲法に反すると指摘す
る論考として、参照、鈴木俊光「職務執行命令訴訟について」民事訴訟雑誌８
号（1962年）240頁。
41 杉原丈史・前掲注17）116頁。
42 最高裁昭和35年６月17日判決民集14巻８号1420頁。
43 最高裁平成８年８月28日判決民集50巻７号1952頁。
44 参照、奥村文男「職務執行命令訴訟に関する一考察」憲法論叢５号（1998年）
97頁以下。
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　改革では機関委任事務が廃止され、自治事務と法定受託事務へと事務
区分が再編成された（地方自治法２条８項・同条９項）。両者は共に地
方公共団体の事務とされ45、自治事務についての地方公共団体の法令解
釈権の拡大及び法定受託事務への条例制定権等の拡大が認められた46。
相違点は主に関与の手法である47。これは法定受託事務が、「国または都
道府県にとってその適正な処理を確保する必要性が高いため」48である。
事務の判断基準は地方分権推進計画において示されており、例えば「国
家の統治の基本に密接な関連を有する事務」、「根幹的部分を国が直接執
行している事務」のうち一定のもの（例えば公物の管理、治山・治水及
び天然資源の適正管理等）、「全国単一の制度又は全国一律の基準により
行う給付金の支給等に関する事務」のうち一定のもの（例えば「生存に
かかわるナショナル・ミニマムを確保するため、全国一律に公平 ・平
等に行う給付金の支給等」）等が挙げられている49。

２．関与制度のルール化50 51

45 したがって何れの事務も憲法65条の範囲外と考えられる。参照、「〈シンポ
ジウム〉第二部会　地方分権　討論要旨」公法62号（2000年）244頁〔曽和俊文・
小早川光郎発言〕。
46 西尾・前掲注13）67頁。
47 参照、山下淳「自治事務と法定受託事務」法教209号（1998年）12-13頁。
48 宇賀克也『地方自治法概説（第９版）』（有斐閣、2021年）138頁。
49 「地方分権推進計画本文」（https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/doc/bunken-
suishindoc980529bunken.pdf ）第２ ３（１） イ［2021年６月18日最終アクセス］。
50 以下の点について参照、西尾・前掲注13）69-73頁。
51 関与は従来、所謂「固有の資格」の立場にある地方公共団体への処分である
と定式化されてきた（例えば参照、西尾・前掲注13）70頁）。しかしながら当該
概念の基準は不明確であり（例えば参照、木佐・前掲注13）「分権改革の法制
度設計」94-95頁）、地方自治法と行政手続法・行政不服審査法で見られる「固
有の資格」概念の関係も明確ではない（参照、田中孝男「地方自治法性におけ
る『固有の資格』概念の検討（上）」自治実務セミナー 2016年３月号58頁以下）
ため、本稿は当該概念を可能な限り廃して議論を進める。「関与」と「固有の
資格」が争われた例として、参照、大阪地裁中間判決令和３年４月22日 LEX/
DB25571507（泉佐野市特別交付税額決定取消請求事件）。
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　更に、改革では地方公共団体に対して国等が関与する場合のルールが
設けられた。「対等・協力」関係にある両者の間で関与が必要とされた
理由は、「地方公共団体の行政といえども、国全体の行政活動の一部と
いうことができ、その統一性、一貫性、あるいは適法性を確保するため」52

である。従来、関与が法定されておらず、不透明であったため、改革で
は、この点についての公正・透明53性の確保が必要であるとされた。こ
れにより、両者は「対等・協力の関係に〔され〕る」54と考えられた55。
　地方自治法は関与を、「普通地方公共団体の事務の処理に関し、国の
行政機関……又は都道府県の機関が行う次に掲げる行為……をいう」と
し（245条）、第１号所定の諸行為、協議、その他「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」
と定義づける。第１号では「助言又は勧告」、「資料の提出の要求」、「是
正の要求」、「同意」、「許可、認可又は承認」、「指示」及び「代執行」が
挙げられる（各類型の規定につき参照、245条の４-245条の８）。同法は
関与の３つの原則を規定する56。第一に、関与について法律又は政令の
根拠を要求する関与法定主義の原則である（245条の２）57。これにより非
権力的な関与も法律等の根拠が求められる58。第二に、関与一般法主義

52 成田頼明監修・川﨑政司編代『地方自治法改正のポイント』（第一法規、1999
年）39頁。
53 参照、地方分権推進委員会事務局編・前掲注28）28頁。
54 宇賀・前掲注48）417頁。
55 地方公共団体と国が対等であるならば、紛争が生じない或いは生じた段階
で検討すれば良いとの見解が省庁から述べられていた。参照、成田頼明「分権
改革と第二次勧告の意義」同・前掲注22）40頁。対等性と行政訴訟提起可能性
の問題につき参照、藤田宙靖「行政主体相互間の法関係について」同『行政法
の基礎理論　下巻』（有斐閣、2005年）79頁注22、角松生史「『固有の資格』と『対
等性』」法時87巻12号（2015年）45頁。
56 以下の点につき、参照、地方分権推進委員会事務局編・前掲注28）28頁、川
崎・前掲注52）44頁。
57 法令による統制が増加する事態は当初から認識されていた。参照、成田・
前掲注35）134-135頁。参照、白藤・前掲注９）407頁。
58 したがって関与は私人に対する行政指導以上に法律の留保に服する。これ
は従前、非権力的な関与を採りつつ強力な干渉が行われたこと、そして国と地
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の原則である（245条の３）。これは関与や関与に係る立法に対し以下の
基本原則に則ることを要請する。まず関与は目的達成に必要最小限度か
つ普通地方公共団体の自主性・自立性に配慮しなければならない（同条
第１項）。立法は、同条第２項から第６項の指針を遵守するよう要請さ
れる。更に地方自治法を根拠とし得る関与手法が定められる（245条の
４-245条の８）。第三に、関与の公正・透明な手続原則（247条-250条の６）
である。関与の際には、書面の交付、許認可基準の設定及び交付や標準
処理期間の設定及び公表等が要請される。これらの原則は、行政手続法
の目的である「行政運営における公正の確保と透明性の向上」を、関与
についても妥当させるべく設けられた59。従来、法定受託事務について
は大臣による無制限の指揮監督権が認められていたことに鑑みるなら
ば60、ルール化は特に法定受託事務への関与を大きく変更させたと考え
られる。
　以上、地方自治法所定の関与制度を概観したが、本稿の課題との関係
で重要な点は、自治事務に対する関与と法定受託事務に対するそれとの
相違である61。具体的には、自治事務には地方自治法245条の３第２項、
同条第４項-同条第６項より、原則として代執行、同意、許可、認可又
は承認、指示は認められず、助言又は勧告、資料の提出の要求等の非権
力的な関与が原則とされる。法定受託事務については、許可、認可又は
承認、指示、代執行等権力的な手法の関与も許容されている。また法定
受託事務として行われた処分又は不作為に対しては、審査請求が可能で
ある（地方自治法255条の２）62。

方公共団体を「対等・協力」関係にあるものと位置づけたことによるとされる。
参照、人見ほか編著・前掲注12）169頁、宇賀・前掲注48）425頁。
59 参照、地方分権推進委員会事務局編『地方分権推進委員会第２次勧告』（ぎょ
うせい、1997年）47頁、西尾・前掲注13）71-73頁、成田・前掲注22）71頁、成
田頼明「四次にわたる地方分権推進委員会勧告の総括」同・前掲注22）59-60頁。
機関委任事務廃止の意義からの考察として、参照、同論文66頁。
60 参照、成田・前掲注27）106頁。
61 権力的関与が自治事務にも認められる結果、事務区分が相対化していると批
判される。例えば参照、山下・前掲注47）13頁、人見ほか編著・前掲注12）167頁。
62 その他に審決の申請も規定されている。参照、地方自治法255条の４。
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３．係争処理制度63

　関与に係る紛争処理制度として、改革では係争処理制度が設けられた。
これは国地方係争処理委員会への審査申出と裁判所への出訴（関与不服
訴訟）に分けられる。
　国地方係争処理委員会64は総務省に設置され、「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行政機関が行うもの……に関する
審査申出」を処理する（地方自治法250条の７）。普通地方公共団体の執
行機関が「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……に不服がある」場合及び国の不作為や協
議が整わない場合、当該委員会へ審査の申出を行うことができる（同法
250条の13第２項・同条第３項）。国地方係争処理委員会は、自治事務へ
の関与については関与の違法性の有無のみならず「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」か審査する（同法250
条の14第１項）。違法性又は不当性が認められる場合、国の行政庁に理
由を付し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告し、当該勧告
の内容を普通地方公共団体の執行機関に通知し、公表しなければならな
い。また、法定受託事務については、関与の違法性のみを審査し、違法
である場合には勧告等を行う（同条第２項）。委員会は、申出のあった
日から90日以内に審査・勧告を行わなければならない（同条第５項）。
また委員会が相当であると認める場合には、普通地方公共団体の執行機
関と国の行政庁の間で調停を受諾するよう勧告を行うことも可能である

（同法250条の19第１項）。
　国地方係争処理委員会で行われる手続は準司法的手続であるとされ65、
司法審査の前のスクリーニング機能を果たすとされる66。地方公共団体
の執行機関は、以下の何れかに該当する場合、高等裁判所に対し、国の

63 以下の点について参照、西尾・前掲注13）74-78頁。
64 例えば参照、山口道昭「国地方係争処理委員会の成立と運用」鈴木庸夫先生
古稀記念『自治体政策法務の理論と課題別実践』（第一法規、2017年）389頁。
65 参照、稲葉一将「地方自治と国の関与」白藤博行ほか編著『地方自治法と住民』

（法律文化社、2020年）126頁。
66 参照、宇賀・前掲注48）456頁。小早川・前掲注19）139頁は、国地方係争処
理委員会への審査申出前置主義と述べる。
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行政庁を被告として、違法な国の関与の取消し又は不作為の違法の確認
の訴えを提起することができる（地方自治法251条の５第１項）。即ち、
委員会の審査の結果や勧告に不服がある場合（同項第１号）、勧告の結果、
国の行政庁が勧告に即した措置を講じることとなっている（同法250条
の18第１項）が、当該措置に不服がある場合（同法251条の５第１項第２
号）、委員会が申出をした日から90日を経過しても審査・勧告を行わな
い場合（同項第３号）、同法250条の18第１項の措置を国が講じない場合

（同項第４号）である67。
　改革では、当該訴訟の性質についての結論は留保された68。後に見る
ように、行政法学において、改革以前から国と地方公共団体の争訟が「法
律上の争訟」（憲法76条、裁判所法３条）に該当するか争いがあり、地方
公共団体は一般的に抗告訴訟等の提起が可能であるとする立場69と、こ
のような法的紛争は凡そ法律上の争訟には該当せず、出訴を認める規定
がない限り却下されるとの見解が存在した。前者の立場からは、上記規
定は機関訴訟として地方公共団体と国との間に特別な紛争解決手続を創
設したものと解される70。改革で設けられた訴訟は、条文上機関訴訟で
あるとされた（地方自治法251条の５第８項・同条第９項）71が、「この問
題は憲法解釈にかかわり、今回の改正もこの点に決着をつける趣旨では

67 逆に、各大臣が是正の要求や是正の指示を行なったにもかかわらず、地方
公共団体が措置を講じない場合、国地方係争処理委員会への審査の申出をせず
措置も講じない場合或いは審査の申出をしたが訴えの提起をせず措置も講じな
い場合には、高等裁判所に対し地方公共団体の不作為に関する違法の確認を求
めることができる。この点については、参照、前掲注22）。
68 小早川教授はその一因として「学界として十分蓄積がなかった」ことを挙げ
る（大津ほか・前掲注23）18-19頁）。
69 人見剛「251条の５」村上順ほか編『新基本法コンメンタール　地方自治法』

（日本評論社、2011年）435頁。
70 例えば人見・前掲注69）435頁は、当該規定について「簡易迅速な係争処理制
度を特別に設けた」ものと解する。
71 地方公共団体の不作為に関する国の違法確認の訴えも機関訴訟であるとさ
れる。参照、地方自治法251条の７第４項。



論　　　説

北法72（5・87）1399

ないと解され〔た〕」72 73。

４．残された課題74

　以上の紛争処理手続については一定の評価が与えられている75。しか

72 村上裕章「国地方係争処理と自治紛争処理」同・前掲注21）95-96頁。大津ほか・
前掲注23）40頁〔小早川発言〕によれば、地方分権改革における「棚上げ」は、
法律上の争訟該当性を否定する趣旨ではなかったとのことである。改革時に抗
告訴訟とされなかったことに対する批判として参照、同書33頁〔人見剛発言〕。
73 村上裕章「客観訴訟と憲法」同『行政訴訟の解釈理論』（弘文堂、2019年）54頁は、

「客観訴訟については、その憲法上の許容性や限界をめぐって議論があり、こ
の点が立法による客観訴訟の創設に否定的な影響を与えているのではないか」
と指摘した上で、分析の結果、憲法上の限界の具体化が必要であると述べる（87
頁）。
74 先行研究において、国の法律が地方公共団体に対して不利な内容を規定する
ため、関与及び関与不服訴訟の制度化が地方公共団体の実際上の抵抗を不可能
にするのではないかとの懸念が示されていた（参照、大津・前掲注21）270-272
頁、大津ほか・前掲注23）19-20頁〔大津発言〕）。近年の事案、例えば辺野古基
地新設の一連の推移や裁定的関与の用いられ方、泉佐野市への不指定決定等を
想起するだけでも、立法・行政の「関与」手法を批判的に検討する必要性は明
らかである。とはいえ、法律による行政それ自体は、国民・住民に対する公権
力を行使する団体として地方公共団体にも要請される（参照、斎藤誠「地方分権・
地方自治の10年」ジュリ1414号〔2011年〕28頁注９）。したがって本稿では、地
方公共団体・国何れも合法性を維持する必要があることを前提とする。
　地方自治に不利になり得る立法については、例えば法律の内容について事
項に応じて地方側の意見を国のものに優先させること、「国と地方の協議の場」
のような地方側の参加を増やすこと等、立法過程において地方側の意見をより
反映させることが考えられる。その際、「地方」側にも様々な場面に応じて利
害が対立する場面が存在するため、文脈に応じた参加主体を検討する等の方法
があろう。地方六団体の機能させる必要があると指摘する論考として参照、西
尾勝「［基調講演］地方分権改革とは何であったのか」『「都市問題」公開講座ブッ
クレット37「分権」から「自治」へ』（後藤・安田記念東京年研究所、2021年）17
頁。本稿はこのような前提に立つが、無論、地方公共団体や地方自治に不利な
内容の法律を追認する趣旨ではない。
75 村上・前掲注72）99頁は、「国地方関係の対等化、透明化に大きく寄与する
可能性を秘めている」とする。
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しながら以上で見たような制度には、今尚地方公共団体の出訴可能性が
問題となる場面が残されている。改革により関与については種々ルール
が設けられたものの76、係争処理制度において関与から除外された類型
が存在する。行政実務上関与不服訴訟が機関訴訟として位置づけられ
る77ため、出訴できない類型の関与が存在するのである。このことは当
該改革との整合性のみならず、法律による行政の原理の観点からも問題
であるように思われる。
　除外されたものは、第一に地方自治法上の関与に該当しないもの──
①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」（同法245
条本文括弧書き78）と②所謂裁定的関与（同条第３号括弧書き）──、第

76 以下扱う所謂行政的関与の他、法令による関与（立法的関与）も存在する。
機関委任事務の自治事務化と、それに対する立法的関与の増大の虞は改革にお
いて「トロイの木馬」として想定されていた。参照、小早川光郎「地方分権改
革」公法62号（2000年）173頁。また、柳瀬教授は早くから同様の問題点を指摘
していた。参照、柳瀬良幹「地方自治と国の監督」同『憲法と地方自治』（有信
堂、1954年）72頁。この点についての白藤教授の議論については参照、後掲注
129）。当該改革においては条例の違法無効確認審査制度が検討されたが、制度
化には至らなかった。参照、西尾・前掲注13）76頁。このような制度の必要性
を指摘する論考として参照、塩野宏「国と地方公共団体の関係のあり方再論」同・
前掲注17）439-444頁、斎藤誠「新たな地方分権・自治の法」同・前掲注27）98頁。
77 松本・前掲注28）1245頁。改革時、法務省においても国と自治体との係争問
題は行政部内の話であると解されていた。参照、大津ほか・前掲注23）40頁〔大
森発言〕。
78 当該条文の括弧書きは「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。」と規定しており、前半（「固有の資
格」部分）と後半（支出金の交付等）の関係の解釈については議論がある。両者
を統一的に解釈するものとして参照、木佐・前掲注13）「新地方自治法の課題」
142頁、田中孝男「地方自治法制における『固有の資格』概念の検討（下）」自治
実務セミナー 2016年４月号60頁。両者を分ける解釈として参照、地方自治制
度研究会編『Q&A 改正地方自治法のポイント』（ぎょうせい、1999年）97-99頁、
松本・前掲注28）1134-1135頁。本稿は、私人と同様の地位に基づく地方公共団
体の活動については論述の対象外としており、何れの解釈を採用しても議論の
本筋には影響がないと思われる。
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二に、地方自治法上関与には該当するものの国地方係争処理委員会の審
査対象とされない類型のものである。
　①支出金79については、学説において、抗告訴訟の提起が認められる
か否か議論が存在する。改革において、支出金は「相手が地方公共団体
であるか私人であるかを問わず支出金の適正な執行を確保する必要があ
ることから、地方自治法上の関与とは別途の考慮が必要と考えられ」80、
関与から除外された81。裁判例82・通説は例えば補助金交付について抗告
訴訟の提起を認めるものの、そもそも支出金概念の範囲が明確でなく83、
財政的な措置全般──例えば地方交付税──に係る出訴可能性は尚明ら
かではない84。
　②裁定的関与とは、「普通地方公共団体の処分に対する私人の不服申
立てを受けて国又は都道府県の機関が処分について審査し裁決等を行
う」85関与を指す。当該制度は、「①法定受託事務についての事務の適正

79 田中・前掲注78）60頁は、支出金概念を地方財政法18条に由来したものとする。
80 地方自治制度研究会編・前掲注78）99頁。
81 参照、西尾・前掲注13）70-71頁。国庫補助負担金等についての出訴可能性は
明らかではない。
82 国庫負担金に関する訴訟として参照、東京高裁昭和55年７月28日判決行集31
巻７号1559頁（摂津訴訟）。
83 参照、木佐・前掲注13）「新地方自治法の課題」143頁。
84 参照、前掲注45）シンポジウム238頁〔木佐茂男発言〕、240頁〔人見剛発言〕。
出訴を肯定する見解として参照、碓井光明『要説　自治体財政・財務法（改訂版）』

（学陽書房、1999年）94-98頁、稲葉馨「国・自治体間の紛争処理制度」都市問題
91巻４号（2000年）39頁、人見・前掲注69）435頁。白藤博行「245条」同書372頁は、
裁定的関与のみならず支出金についても取消訴訟等の提起が認められない可能
性を指摘する。
　地方交付税に係る出訴関して、行政解釈では機関訴訟であることを前提に、
明文規定がないため出訴が認められないとされる（参照、石原信雄ほか『地方
交付税法逐条解説』〔ぎょうせい、1986年〕201頁、兵谷芳康ほか『地方交付税』

〔ぎょうせい、1999年〕387頁〔小宮大一郎執筆〕）。なお参照、前掲注51）泉佐
野市特別交付税額決定取消請求事件。
85 西上治『機関争訟の「法律上の争訟」性』（有斐閣、2017年）７頁。代表的な
論考として参照、人見剛「地方自治体の自治事務に関する国家の裁定的関与の
法的統制」同・前掲注13）273頁以下。改革後の論考として参照、石森久広「法
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処理の確保の必要性、②私人の権利利益の救済の重視、③従来の（機関
委任事務についての）取り扱いとの継続性の確保」のため設けられる86。
当初は自治事務に対しても見られたものの87、その後の見直し（平成26年
法律第69号）により、原則として法定受託事務のみに限定された88。
　以上とは異なり、法的には関与に該当するものの国地方係争処理委員
会の審査対象ではないものが存在する。地方自治法250条の13は「公権
力の行使に当たる」類型を審査対象とする89ため、違法な非権力的関与
が問題となる。非権力的な関与には法的義務が認められないとされる
が90、「助言等が執拗に行われる場合や、助言等に服従させるための措置

定受託事務に係る審査請求」小早川ほか編・前掲注23）94頁以下、薗田真也「地
方自治・地方分権の視点からみた裁定的関与の問題」北九州市立大学大学院紀
要25号（2012年）56頁以下。行政不服審査法改正等を踏まえた論考として参照、
高山慎「行政不服審査法の改正に伴う地方自治法の一部改正について」地方自
治803号（2014年）19頁以下、下山憲治「行政不服審査法及びその関係法律整備
法と行政手続法の改正について」自治総研436号（2015年）84頁以下、大江裕幸「裁
定的関与と行政不服審査制度」都市問題107巻５号（2016年）62頁以下、小林博
志「処分庁・行政主体の不服申立権と出訴権」西南学院大学法学論集48巻３号

（2016年）１頁以下、山本未来「行政不服審査法改正後の裁定的関与の現状と課
題」鈴木古稀・前掲注64）404頁以下。
86 大江・前掲注85）68頁。
87 自治事務に当該制度を置くことの違憲性を主張した論考として、参照、阿
部泰隆「自治事務と不服審査前置制度（地方自治法256条）」同『行政救済の実効
性』（弘文堂、1985年）108頁。
88 但し、個別法においては自治事務についても認められる。例えば参照、吉
田利宏「行政法の改正と裁定的関与」法セミ56巻４号（2011年）161頁。
89 前掲注49）地方分権推進計画本文第２ ５（３）アは、「権力的な又は処分性の
ある関与」を対象とする。
90 技術的助言や勧告、資料の提出の要求に法的義務を認めないものとして参
照、松本・前掲注28）1147-1148頁、1207頁、山本隆司「第42条　訴えの提起」
南博方ほか編『条解　行政事件訴訟法（第４版）』（弘文堂、2014年）892頁。こ
れに対し、江口とし子「国と地方自治体との関係」藤山雅行ほか編『新・裁判
実務大系　第25巻　行政争訟（改訂版）』（青林書院、2012年）102頁は、「ア助言、
勧告、イ資料の提出の要求、ウ届出、エ要求（求め）、オ報告、カ通知、キ提出、
ク指導、ケ調査」が対象とならないとする。但し、松本・前掲注28）1206-1207
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がとられる場合」、或いは軽微な関与に従わないことに基づく不利益取
扱いがなされる虞があり、「助言等も、審査の申出や訴訟の対象になる
場合があると思われる」と指摘されていた91 92。後続の措置が事実上のも
のに留まる場合や、ある地方公共団体の全く別の措置で制裁がなされる
等の場合には、事実上の不利益取扱いが存続する事態が生じ得る。
　それでは、このような「関与」の存在は、何故問題となるのであろうか。
便宜上、先ず、第一次分権改革の議論との整合性という点から検討する。
裁定的関与については、第一に、このような制度が地方公共団体と国の

「対等・協力」関係と平仄が合うのかという点に問題がある。確かに、
私人の権利を迅速に保護するという観点からは、当該制度が認められる
余地がある。しかしそうだとしても、法定受託事務一般に制度化する必
然性はなく、必要性を個別に精査すべきであろう93。第二に、当該制度
は地方公共団体と対等な国に強力な「関与」を認め、そこで生ずる法的
紛争について、地方公共団体に争う手段を認めない点にも問題がある。
これは改革で認められた地方公共団体の対等な法令解釈権と平仄が合わ
ない。また、本節第２款で見るように、沖縄防衛局が私人として審査請
求を行なう事案が生じた。裁定的関与の利用が広く認められるならば、
改革において創設された係争処理制度を潜脱する事態も生じ得る94。制
度の必要性・規定の仕方や出訴について、改めて検討する必要がある。

頁は、「ある関与が『処分その他公権力の行使に当たる』関与に該当するか否か
は、個別の法令に照らして判断されるべきもの」とする。
91 山本隆司・前掲注90）892頁。
92 前掲注26）泉佐野市ふるさと納税不指定取消請求事件ではこの点が問題と
なったが、最高裁は、不利益な取扱いが法律上の根拠に基づいている場合は「直
ちに地方自治法247条３項に違反するとまではいえない」とした。
93 参照、村上・前掲注21）66-67頁。小早川・前掲注19）118頁は裁定的関与に
ついて、「国地方関係の視点から見れば、強力な国の関与の一形態にほかなら
ないのであって、それを必要とする合理的な理由がある場合にのみ認められる
べきものであろう」とする。山本未来・前掲注85）410-414頁も、裁定的関与の
現状分析を行なった上で、裁定的関与を存置する必要性を個別に検討し、「不
服申立制度を維持する上で裁定的関与が不可欠な場合」（413頁）のみこれを認
めるべき旨主張する。
94 参照、原島良成「判批」新・判解 Watch 27号（2020年）269-270頁。
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　また、非権力的な関与については、改革前の状況──地方公共団体と
国の事実上の上下関係──に鑑みて出訴を認めるべきとの指摘がある。
当時は機関委任事務について地方公共団体と国は上下関係にあったもの
の、それ以外の局面では、本来は対等な関係とされていた。しかしなが
ら実際は助言や指導、通達によって実質的な上下関係が構築された95。
したがってこれら法的効果が生じない関与であっても、訴訟を認める余
地があると指摘される96。
　「関与」の存在は、法律による行政の原理の観点からも、問題がある
ように思われる。公権力の行使に該当する関与が係争処理制度の対象と
なるのであれば、一見するとこの点の問題はないようにも思われる。し
かしながら①違法な関与が存続することとなること、②国が事実上地方
公共団体に優位する関係にあるため、実際に存在する両当事者の力関係
の差異97──地方公共団体への財政措置を講ずる国が優位に立つことが
多いように思われる──に基づいて「解決」される虞があることに鑑み
ると、課題が残されていると評価せざるを得ない。①の問題は明らかで
あるように思われるので、②について詳述しよう。
　地方公共団体と国を「対等・協力」関係に位置づけることが目指され
た改革ではあったが、地方公共団体に対する財政上の「関与」の問題が
今後の改革課題として残され、支出金に係る出訴可能性も明らかではな
い98。そのため、地方自治の前提として、国は財政上の「関与」を用いる
ことができ、両者のうち国が事実上優位する関係にある99。たしかに、

95 例えば参照、原田・前掲注37）58-59頁。
96 参照、大貫裕之「国と地方公共団体との係争処理の仕組み」ジュリ1127号（1998
年）87頁。現在、技術的助言が通達と同様の機能を果たしていると指摘する論
考として参照、人見剛「関与の見直しと国地方関係の変化」都市問題107巻５号

（2016年）45-46頁。
97 宇賀克也「地方分権の重要問題」法教209号（1998年）６頁は、「両者の力関係
から、従前、インフォーマルで不透明な国の関与が少なくなかった」と指摘する。
98 西尾・前掲注13）83-93頁。
99 例えば参照、藤田宙靖『行政組織法』（有斐閣、2005年）210-211頁。西尾・前
掲注13）84頁は、国庫補助負担金を「狭義の関与」ではなく「『誘導』するとい
うより広義の関与の側面がある」と指摘する。また、実務経験のある論者は、
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地方公共団体からの国への「関与」も制度化されている100。しかしながら
申出た意見等が実際に反映されるとは限らず、また仮に協議の結果が尊
重されない場合であっても、法的にこれを実現させる手段はない101。そ
して地方公共団体が財政的に国に依存している現状においては、やはり
国の優位性は明らかである。この意味において、地方公共団体は国と凡
そ対等な関係にあるとは考えられない。したがって、関与の権力性の有
無に関わらず、不利益取扱を畏れ地方公共団体がこれに従ってしまうこ
とも無理はない102。つまり現状、改革で想定されていたように地方公共
団体が振舞うことができるのか疑問が残る。地方公共団体からすれば、
出訴が認められ難い事案について、種々の不利益の不安を負ってまで出
訴することは考え難いのではなかろうか。
　国の事実上の優位性は、殆どの地方公共団体による非権力的な関与へ
の服従や、係争処理制度を利用しないこと103からも指摘できるのではな
いだろうか。後者の原因を自治体職員の「気概」104とする向きも存在す
るが、それのみを要因と考えることは不十分なのではないだろうか。例
えばふるさと納税制度の不指定決定については、泉佐野市以外の３団体
が同様の処分を受け、特別交付税の減額処分を受けたが、何れの団体も

機関委任事務に係る論考において、当該事務の問題を指摘しつつも、「実際に
地方を動かしているのは、機関委任事務という制度ではなく、補助金というカ
ネの力である」と述べていた（参照、坂田・前掲注31）24頁）。近年話題となっ
ている財政的な「誘導」の例として例えば高レベル放射性廃棄物最終処分場文
献調査の問題がある（https://www.hokkaido-np.co.jp/kakunogomi ［2021年10月
８日最終アクセス］）。
100 例えば国が地方公共団体・地方自治に影響を与える立法については、全国
的連合組織（地方６団体）の意見の申出等の手続が存在する（地方自治法263条
の３、「国と地方の協議の場に関する法律」〔平成23年法律第38号〕）。
101 参照、戸谷雅治「『国と地方の協議の場』の課題」年報公共政策学13号（2019
年）245-246頁。
102 改革以前の議論ではあるが参照、成田頼明「『地方の時代』における地方自
治の法理と改革」同・前掲注17）31頁。
103 成田・前掲注25）地方分権一括法155頁は、係争処理制度の積極的な活用を「望
ましい」としていた。
104 西尾・前掲注13）78頁。
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不指定について係争処理制度を利用しておらず、減額処分についても
争っていない。──何れの団体も泉佐野市のフリーライダーである可能
性も存在するが──種々の関与について積極的に対抗する姿勢を見せて
いないのは、他の場面で不利に扱われることを危惧しているとも考え得る。
　以上のように、国が事実上強大な力を持ち、「関与」が認められる状
況では、違法な関与が存続する可能性は低くない。これは、対等で「公正・
透明」な紛争解決を目指したにも関わらず法的紛争を事実上の力関係の
差により政治的に「解決」する点で、改革との整合性が問われるのみな
らず、違法な措置の存続105という点において法律による行政の原理の観
点からも問題となるだろう。

第２款　判例
　関与不服訴訟を含め、地方公共団体と国の間の行政権限を巡る法的紛
争については、判例法理において却下される傾向にある。
　裁定的関与に係る代表的な事案は、大阪府国民健康保険審査決定取消
請求事件上告審判決106である。これは X（大阪市）が訴外 A に対して行っ
た国民健康保険事業の被保険者証不交付処分に対し、A が Y（大阪府国
民健康保険審査会）へ審査請求をしたところ、Y が X の処分を取消す旨
の裁決を行なったため、X が出訴したという事案である。
　最高裁は当該紛争を却下した。まず、国民健康保険の保険者たる市町
村等は、行政庁であると同時に「保険事業を経営する権利義務の主体た
る地位を有する」。後者の地位については、「保険給付等に関する処分が
審査会の裁決によつて取り消されるときは、右の事業経営主体としての
権利義務に影響を受けることとなるのを避けられない」。しかし「国民
健康保険事業の運営に関する法の建前と審査会による審査の性質から考
えれば、保険者のした保険給付等に関する処分の審査に関するかぎり、
審査会と保険者とは、一般的な上級行政庁とその指揮監督に服する下級
行政庁の場合と同様の関係に立ち、右処分の適否については審査会の裁

105 この点につき行政主体への判決の執行力担保の措置がないことに起因する
違法状態の放置があり得るが、この点につき本稿で検討することはできない。
106 最高裁昭和49年５月30日判決民集28巻４号594頁。
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決に優越的効力が認められ、保険者はこれによつて拘束されるべきこと
が制度上予定されているものとみるべき」である。また、このような出
訴を認めることは「審査会なる第三者機関を設けて処分の相手方の権利
救済をより十分ならしめようとしたことが、かえつて通常の行政不服審
査の場合よりも権利救済を遅延させる結果をもたらし、制度の目的が没
却されることになりかねない」。以上の理由により、本件において X の
出訴は認められないとされた。その後裁定的関与が争われた事案におい
ても、同様の判断が示されている107 108。
　それでは、私人の権利保護に直接関わらない、行政主体間の出訴につ
いてはどのように判断されるか。周知の通り、このような争訟について
は、例えば那覇市情報公開決定取消事件上告審判決109において示唆され
た論理──訴訟目的による法律上の争訟該当性判断──が宝塚市パチン
コ条例事件上告審判決110により定式化され111、後者の判例法理の引用に
より却下される傾向にある。

107 参照、和歌山地裁平成25年５月15日判決 LEX/DB25481779。但し当該判決
は、私人の簡易迅速な権利救済のみならず、抗告訴訟の性質（私人の権利保護）
及び平成28年改正前行政不服審査法43条１項も理由とする。
108 近年、沖縄防衛局が私人として X（沖縄県知事）が行なった処分（公有水面
埋立事業承認取消）の審査請求を Y（国土交通大臣）に行ない、Y が当該処分
を取消す（埋立承認取消の取消）旨の裁決を行なったため、X が地方自治法251
条の５に基づき出訴したというものである。当該事案においては、沖縄防衛局
が私人と同視し得る立場であるのかという点で、従来の裁定的関与として扱い
得るかという問題が生ずる（行政法学者からの反対声明として、参照、http://
www.jilg.jp/topics/2018/10/27/1209 ［2021年９月30日最終アクセス］。沖縄防
衛局を含めた地方防衛局の前身である防衛施設庁に関する論考として参照、佐
藤昌一郎「軍事行政の機構と経費」同『地方自治体と軍事基地』〔新日本出版社、
1981年〕57頁以下、池子の森事件に係る防衛施設庁の実力による抵抗につき参
照、原田尚彦「池子訴訟から（２）」法教134号〔1991年〕57-58頁）。しかしなが
ら最高裁令和２年３月26日判決民集74巻３号471頁は、これを却下した原審の
判断を維持した。参照、・前掲注94）。
109 最高裁平成13年７月13日判決訟月48巻８号2014頁。
110 最高裁平成14年７月９日判決民集56巻６号1134頁。
111 参照、福井章代「判解」最判解民事篇平成14年度下541-542頁、548頁注22。
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　宝塚市パチンコ条例事件では、地方公共団体が私人に対し、裁判を通
じて行政上の義務履行確保を目指した。司法権の範囲につき、最高裁は

「板まんだら」事件上告審判決112を引用し、以下の定式を示した。曰く、
「国又は地方公共団体が提起した訴訟であって、財産権の主体として自
己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合には、法律上の争
訟に当たるというべきであるが、国又は地方公共団体が専ら行政権の主
体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法規の適用
の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利
益の保護救済を目的とするものということはできないから、法律上の争
訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の
規定がある場合に限り、提起することが許されるものと解される」、と。
当該事案においては、義務履行確保に係る訴訟を許容する規定がないた
め、地方公共団体側の主張は認められなかった。
　事案に即して考えるならば、上記定式を行政権の主体としての地方公
共団体と国の間で生じた紛争において広く引用する必然性はない113。し
かしながらその後、行政権限を巡る地方公共団体と国（・都道府県）と
の法的紛争の殆どで上記定式が引用され、このような出訴を否定する論
理となっている114。上記定式で許容される財産権の主体としての訴訟は

112 最高裁昭和56年４月７日判決民集35巻３号443頁。
113 当該上告審判決に対する批判は枚挙に遑が無い。例えば参照、中川丈久「行
政上の義務の強制執行は、お嫌いですか？」論ジュリ３号（2012年）56頁以下。
なお参照、人見＋川岸・前掲注21）67頁。地方自治の観点から批判する近年の
論考として参照、稲葉一将・前掲注65）129-130頁。なお参照、茂木洋平「行政
主体間の争訟の『法律上の争訟』該当性」桐蔭法学26巻１号（2019年）１頁以下、
茂木洋平「国と地方公共団体の争訟」同書85頁以下。
114 行政権限を巡るほぼ全ての紛争、即ち池子の森事件控訴審判決（東京高裁
平成19年２月15日判決行集53巻８号2385頁）、杉並区住基ネット事件第１審判
決（東京地裁平成18年３月24日判決訟月53巻６号1769頁）及び同事件控訴審判
決（東京高裁平成19年11月29日判決判自299号41頁、上告不受理〔最高裁平成
20年７月８日決定 LLI/DBL06310188〕）、普天間飛行場代替施設建設事業に係
る岩礁破砕等差止請求事件判決（那覇地裁平成30年３月13日判決判時2383号
３頁）及び同日の仮処分命令決定（那覇地裁平成30年３月13日決定 Westlaw 
Japan2018WLJPCA03136009）、同事案の公有水面埋立承認取消処分取消裁決
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認められるものの115、専ら行政権の主体としての訴訟は、法的紛争であっ
ても裁判所における紛争解決を望むことが難しい116。
　当初、実務においてもこのような訴訟を却下するとの見解で一致して
いた訳ではなかった117。しかしながら上述の定式が示されて以降、専ら
行政権の主体としての紛争は却下判断が裁判所の見解であるとされる。
曰く、宝塚市パチンコ条例事件上告審判決により、最高裁は「国又は地
方公共団体が専ら行政権の主体として提起する訴訟は、……法律に特別
の規定がある場合に限り、提起することができる旨判示するに至」った。
今や「行政主体の訴え提起〔について〕最高裁判所が消極説に立つこと
は明らかであり、少なくとも実務的には決着のついた問題といわざるを
得ない。/ この問題は、憲法上の司法権、裁判を受ける権利及び地方自
治の本旨の意義や、国と地方公共団体の行政権の関係をどのように考え
るかに関わるものであって、判例に反対する多数の学説の見解は、これ
らに関する新たな考え方に基づくものであり、その論拠には首肯し得る
点も少なくない。しかし、判例の考え方は、これらの問題についての伝
統的な考え方に基づくものであって……、これもまた筋の通ったもので
ある。多数の学説が、判例の考え方を批判するのはやむを得ないとして
も、そのことにより、立法的な解決がされないまま放置されることは不
幸なことといわざるを得ない」118、と。このように、裁判実務でも、地方

の取消請求事件（那覇地裁令和２年11月27日判決 LEX/DB25571200）で、宝塚
市パチンコ条例事件上告審判決の定式が引用され、訴えが却下された。
115 例えば参照、・前掲注114）杉並区住基ネット事件第1審判決・控訴審判決の
国賠請求部分。
116 注目すべき事案が、前掲注51）泉佐野市特別交付税額決定取消請求事件で
ある。国側は従来の判例法理を用い却下判断を求めていたが、大阪地裁は取消
訴訟の法律上の争訟該当性を認めた。地方財政保障の面を含め、訴訟の行方が
注目される。
117 例えば、那覇市情報公開決定取消事件において訟務検事の立場にあった江
口裁判官は、国・地方公共団体が行政主体としての地位に基づいて対立し、そ
れが争訟性を満たす場合に、法律上の争訟該当性を認めるべき旨主張していた。
参照、江口とし子「国と地方自治体との関係」藤山雅行編『新・裁判実務大系
　第25巻　行政争訟』（青林書院、2004年）90-92頁。
118 江口・前掲注90）110-111頁。
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公共団体が専ら行政権の主体としての地位に基づいて国に対し出訴する
場面については、法律上の争訟に該当しないものとして取扱われるに
至った。
　かような行政実務や裁判実務を踏まえると、関与不服訴訟の対象とさ
れなかった類型については、訴訟提起が極めて困難な状況にある。また、
裁定的関与に対する出訴に関しては、仮に先に見た当該制度固有の論理
が妥当しないと考えられたとしても、行政主体間の争訟一般に関する法
律上の争訟該当性判断により、結局のところ、訴訟が却下されるように
思われる119。

第３款　学説
　地方公共団体と国の間の行政権限を巡る法的紛争に係る判例法理に対
しては、行政法学からの批判が強い。以下では、行政主体間の争訟の一
場面たる地方公共団体の出訴の問題を、地方自治の文脈から理論的に検
討した議論について検討する。近年、戦前の議論について検討する必要
性が指摘されているが120、本稿が現在の地方公共団体に認められている
関与不服訴訟を検討したものであること、また戦前とは裁判制度や地方
制度、地方公共団体の位置づけが相違することから、戦後のもののみを
扱う。
　監督121・関与に対する出訴の議論には、積極説・消極説が存在する。
積極説は権利としての自治権を前提に、行政事件訴訟法の概括主義や別
個の公法人であること、憲法上の地方自治規定の存在や実効的な権利保
障の必要性等から出訴を認める。特に塩野教授と白藤教授は、これを私
権類似の権利と強調し、違法な関与に対して救済がなければならないと

119 参照、山本隆司「判批」磯部力ほか編『地方自治判例百選（第４版）』（有斐閣、
2013年）197頁。
120 例えば参照、塩野宏「地方公共団体の出訴資格」同『行政法概念の諸相』（有
斐閣、2011年）361頁。
121 監督とは、昭和27年法律第306号改正前の地方自治法第10章で用いられた文
言である。同改正によりこれは「関係」と規定された。塩野・前掲注17）地方
自治法制376頁は、監督にかかる改正を「戦後地方自治制度の見直し」と位置づ
ける。以下では両概念を基本的に同一の概念として検討を進める。
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いう議論を展開する。消極的な学説も、このような紛争解決を一義的に
否定する訳ではない。しかし監督処分への出訴についての立法者の立場、

「自治権」の存在への疑問やこの救済について行政作用法領域の制度等
を認めることへの疑問、司法権と憲法32条の結合等から、自治権の救済
を私権保護システムたる司法権の任務に含ませることはできないと解す
る傾向にある。何れの立場も、地方公共団体の出訴について、自治権を
抗告訴訟で救済すべきか否かという定式に基づいている点は共通であ
る。結論を分けるのは、①私権の性質と自治権のそれの関係及び②自治
権救済を私権保護システムとしての司法権に委ねることの適否について
である。

１．出訴に積極的な学説122

122 地方公共団体の出訴に積極的な議論を展開する論考として例えば参照、田
村悦一「地域住民及び地域団体の法的地位とその保障」立命館法学119・120号

（1975年）51-52頁、山村恒年「訴えの利益の諸問題」公法37号（1975年）137-138
頁、碓井・前掲注18）287頁、寺田友子「行政組織の原告適格」民商83巻２号（1980
年）83頁（但し裁定的関与への出訴は否定。同論文91-92頁）、木佐茂男「国と地
方公共団体の関係」雄川一郎ほか編『現代行政法大系第８巻　地方自治』（有斐
閣、1984年）411-415頁、曽和・前掲注32）226-238頁、原田尚彦「池子訴訟から

（１）」法教133号（1991年）53頁以下、碓井・前掲注84）94頁、96-98頁、碓井光
明「国庫支出金・地方交付税等に関する法律関係」自研76巻１号（2000年）３頁、
阿部泰隆・前掲注19）26頁、原田・前掲注37）67頁、村上・前掲注21）64-68頁、
人見剛「『まちづくり権』侵害を理由とする抗告訴訟における地方自治体の原告
適格」同・前掲注13）47頁以下、白藤博行「国と普通地方公共団体との関係」室
井力ほか編『新現代地方自治入門（第２版）』（2003年）317-318頁、斎藤・前掲
注27）142頁、薄井一成「地方公共団体の原告適格」同『分権時代の地方自治』（有
斐閣、2006年）212-214頁、白藤・前掲注15）58頁以下、阿部泰隆『行政法解釈
学Ⅱ』（有斐閣、2009年）84-88頁、白藤博行「国と自治体との関係論」白藤ほか『ア
クチュアル地方自治法』（法律文化社、2010年）245-252頁、寺洋平「国と普通地
方公共団体との間における行政訴訟」早稲田法学85巻３号（2010年）846-848頁、
大浜啓吉『行政法講義Ⅱ』（岩波書店、2011年）145-147頁、斎藤誠「行政主体間
の紛争と行政訴訟」藤山ほか編・前掲注90）96-99頁、村上裕章「行政主体間の
争訟と司法権・再論」同・前掲注73）10-15頁、秦博美「国・地方自治体間の争
訟と『法律上の争訟』覚書」同『自治体の行政執行と法治主義』（共同文化社、
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（１）田上穣治教授123

　地方公共団体の出訴について言及した第一の論者は、田上穣治教授で
ある。教授は、地方への事務の委譲の困難さと国の事実上の強大な発言
権の容認の原因を、自治監督が認められていない点に求める。憲法は自
治監督を認めており、地方自治は寧ろ監督により確立される。監督は司
法権によることも可能であるが、司法権の限界から、行政権による監督
が要請される。監督権には濫用の虞があるものの、監督自体は住民の権
利保護要請や法治行政のため必要なものである。自治監督の違法な処分
には、行政事件訴訟法により自治体からの提訴が認められるというのが、
教授の議論である。
　教授は、新憲法において新たに規定された地方自治を、一方で行政の
民主化のために必要なものとし、国の監督を制限する必要性を指摘する。
他方で地方自治の合法性の監督を要求する。後者は、住民を市町村の公
権力から保護するために要求される。住民の保護は「司法権による救済
では不十分である」（26頁）。以上の２点から、憲法は地方自治について「最
小限度の自治監督を要請するもの」であり、「自治監督の限界が、憲法
上の問題となる」（27頁）。わが国では従来、自治監督が原則として否認
されてきたが、教授は「憲法上は自治監督を認むべきであ〔り〕」（33頁）、
寧ろ監督により地方自治が確立されると述べる（34頁）。何故なら、こ
れを認めることで事務再配分が可能となり、「地方財政その他につき、
事実上国の強大な発言権を容認する」結果を免れるからである（33-34頁）。
　自治監督は、「地方公共団体の権利を保護し、その義務の履行を保障
するものであ〔り〕」、その中心は「自治体の違法な行政に対してその無
効を宣言し又はこれを取消すこと」にある（28頁）。上述したような権利
保護要請のみならず、監督は、内閣の法律の誠実な執行義務から導出さ

2021年）121-152頁、秦博美「国・地方自治体間の争訟と『法律上の争訟』覚書（４・
完）」北海学園大学法学研究57巻１号（2021年）105頁以下。
123 田上穣治「新憲法と自治監督」荻田保編『町村合併促進法施行一周年地方自
治総合大展覧会記念地方自治論文集』（地方財務協会、1954年）25頁以下。本項
の括弧書き頁数は何れも同論文である。教授は戦前より地方自治を制度的保障
と解したが、同論文26頁も同様である。参照、田上穣治「地方自治の意義」同『自
由権・自治権及び自然法』（有斐閣、1946年）105-107頁［初出：1939年］。
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れる。これは関係者の権利保護のためのみならず、法治行政を可能とす
るために必要不可欠なものとされる（28-29頁）。監督には、「司法権によ
る自治監督」、「司法監督」（30頁）と「行政権による矯正監督」（29頁）が
ある。前者は住民の提起する訴訟による自治体の合法性維持を指す。こ
れは「原告の権利保護の要ある主観的訴訟を原則とし、客観的訴訟は
……特別の規定がある場合に限〔られ〕る」ため、法治行政を維持する
ためには、行政監督が必要である（30頁）。このような監督には濫用の
虞があるものの、教授は「行政事件訴訟法に概括主義が採用される現在
では、自治監督による違法な処分に対して、自治体から常に提訴する途
があ〔る〕」（29頁）と述べる。何れの監督も、憲法上保障される地方自
治に対するものであるため、「地方自治のイニシアティヴを尊重しなけ
ればならない」（30頁）。この点において、「自治監督は憲法上、機関監
督……と区別される」（30頁）。具体的には、自治体が独立の法人である
ため、監督には法律上の根拠が要求され、原則的に事後の監督であるこ
と、そして合法性の限度でのみ監督することが求められる。認可権留保
は限定されるべきであるし、「許可権の留保のような事前の取締は、事
後の取締により難い事情が明らかでなければ比例原則により違憲の虞が
あ〔る〕」（30頁）。このような自治監督の制限は、地方自治が憲法により
保障されているが故のものである。司法による監督は、行政庁に対する
強制執行が認められない一方、行政権による自治監督は実効性維持の観
点より、これが認められる（31頁）。なお、教授によれば、委任事務に
つき、ドイツの議論から「機関監督が認められる筈である」と指摘しつつ、
わが国では委任事務についても機関監督とすることは「地方自治の本旨
に反する虞があるから、法律の特別な規定により通常の自治監督を強化
するに止めるべきもの」とする（33-34頁）。

（２）成田頼明教授124

　成田頼明教授は、日本国憲法の地方自治保障を制度的保障説と解すべ
きとした論者として世に知られているが、当該論文では地方公共団体の

124 成田頼明「地方自治の保障」同『地方自治の保障《著作集》』（第一法規、2011年）
３頁以下。本項の括弧書き頁数は何れも同論文である。
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出訴に関しても言及していた。教授は、地方公共団体が国から独立した
公法人であることから、国が公権力を発動する場面においては、地方公
共団体が抗告訴訟を提起する余地を認める。そのような訴訟においては、
地方公共団体の権利を侵害する法令及び国の処分の違憲性の主張が可能
である点にも言及する。
　教授は、国の監督に対する地方公共団体の出訴につき、広義の機関内
部の関係に立つと考えられてきたことに異を唱える。何故なら、「地方
公共団体が広い意味での国家の統治構造の一環をなすことはいうまでも
ないところであるが、地方公共団体は、国から独立して自己の目的と事
務をもつ公法人であるから」である（131頁）。行政事件訴訟法６条によ
れば、機関訴訟は「機関相互」の紛争であると定義づけられている。そ
のため、「国と地方公共団体との間の紛争

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

が直ちにこれに該当するとは
いえない」（131頁、強調は原文）。機関訴訟に該当しないと解する余地
のある事案は、次のようなものである。即ち、「国家官庁が固有の資格
における地方公共団体を相手方として行う公共事務の範囲における公権
力の発動たる行為、例えば起債の許可、補助金の交付決定、地方交付税
額の決定・減額等は、行政不服審査法に定める不服申立ての対象となる
処分ではないが、抗告訴訟の対象となる処分と解してもよいのではなか
ろうか」（131-132頁）125。
　以上の国の行為を抗告訴訟の対象たる処分と解し得るのであれば、訴
訟において、国の処分の違憲性のみならず法律の違憲性を主張すること
も認められる。曰く、「これらの処分に対する抗告訴訟を通じて憲法で
保障されている権利を不当に害する根拠法条又は国の処分の違憲性を主
張することができるようになる」（132頁）126。

125 なお、雄川一郎「地方公共団体の行政争訟」同『行政争訟の理論』（有斐閣、
1986年）430頁注１は、成田教授と塩野教授の議論を指し、行政不服審査法上
の不服申立ての対象と出訴の対象の関係について、出訴に積極的な学説におい
て整理がなされていないと指摘する。この点について、不服申立てについても
積極的に解し得るとする論考として、参照、碓井・前掲注18）286頁。
126 なお、成田教授は、その後、起債の許可等による監督のみならず、条例の
合法性や地方公共団体に大きな影響を与える計画や国家的プロジェクトについ
ての国の決定についても、裁判所による判定がなされるべきではないかと指
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（３）塩野宏教授127

　塩野教授の議論は地方公共団体の出訴を認める代表的な学説と位置づ
けられる。以下で見るように、教授は1960年代より出訴に積極的な見解
を提示しているため、地方分権改革や判例の展開により、主張の内容に
変遷が認められる部分もあるものの、裁定的関与を含めた権力的な行政
的関与に対する出訴──現行法では抗告訴訟──を認める点で一貫して
いる。その根拠は、地方自治の観点からは、①現行憲法が地方自治を保
障していること、②権力的な関与による違法な自治権侵害を是正する手
段がなければならないことにある。第一次地方分権改革の文脈において
は、更に、当該改革が関与について法治主義を妥当させる目的のもので
ある点も挙げられ、②が補強される。その後の議論においても、自治体
が憲法によって権利主体として認められており、現行憲法が実効的権利
利益救済を目途としていること、違法な関与による自治権侵害に対して
は憲法の地方自治保障から救済が認められるべきことが述べられ、出訴
が認められる。教授の議論では、このような訴訟が私人による訴訟とは
質的に異なることが意識されてはいるものの、実効的権利救済の要請に
より、このような差異を超え、救済が認められるということになろう。
　1960年代において展開された議論では、以下のように述べられていた。
即ち、国家監督は行政需要の拡大等により行政が変化する状況において、

「国と地方公共団体の協力関係の確保」（関与44頁）のための手段として
必要である。行政的関与に限定しても、種々の行政手段が存在するとこ

摘した（参照、成田頼明「国と地方、県と市町村の新しい関係」同・前掲注17）
270-271頁）。
127 本項では、塩野教授の次の論考を検討する。塩野宏「地方公共団体に対する
国家関与の法律問題」同・前掲注17）国と地方公共団体44頁以下［初出：1966
年］、塩野宏「地方公共団体の法的地位論覚書き」同書１頁以下［初出：1981年］、
塩野宏「地方分権推進に関する諸問題について」同・前掲注17）法治主義の諸
相382頁以下［初出：1995年］、塩野宏「国と地方公共団体の関係のあり方」同
書391頁以下［初出：1995年］、塩野宏「国と地方公共団体の関係のあり方再論」
同書426頁以下［初出：1997年］、塩野宏「地方公共団体の出訴資格」同・前掲
注120）361頁以下［初出：2009年］、塩野・前掲注27）『行政法Ⅲ（第５版）』。本
項では、下線部を引いた略称及び頁数を括弧書きに括る。
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ろ、「行政手段において、伝統的行政法学一般理論〔例えば「公権力と私
人の間、すなわち、一般権力関係を中心として構成された行政法一般理
論」──引用者注〕がいかに妥当しているかを検討する」必要がある（同
50頁）。教授は機関委任事務に対する監督を除き、考察の対象とする。
　教授によれば、わが国の戦後の地方制度改革過程より、国と地方公共
団体は「併立的協力関係」（関与104頁）に立つ。しかしながら、地方公
共団体は例えば国による助言・勧告等、起債の許可等の許可権、許認可
等に対する訴訟の提起が認められる。何故なら、第一に、「公権力の主
体としての固有の資格において出訴が可能であることについては、わが
国においても理由づけにおいて、西ドイツにおけるごとく二つに分れる
可能性はあるにせよ〔＝公法人の基本権享有主体性の議論は残されてい
るものの、どちらの見解を採るにせよ予定されている手続的基本原理に
より〕承認されるところと思われる」（同119頁）からである。第二に、
地方公共団体には自治権という法律上の利益が認められるところ、「監
督手段が、かかる自由な領域の侵害を意味するものである以上、当該地
方公共団体は、その侵害行為を排除する法的利益の存することは、異論
のないところと思われる」（同120頁）からである。第三に、監督は「特
別の法律の根拠に基づく不対等関係の設定」であるため「かかる不対等
関係における国の行為を公権力の行使として法的に評価することは十分
可能である」（同120頁）からである。そして以下のように述べる。曰く、

「行政事件訴訟法が、行政不服審査法のごとく、固有の資格における地
方公共団体の出訴を排除する明確な構成をとっていないのであるから、
監督手段に対しては、現段階においては行政事件訴訟法による救済手段
が認められることになると思われる」（同120頁）、と。
　また裁定的関与についても、地方公共団体による出訴が認められる。
何故なら、地方公共団体（の機関）と国の機関が上下関係にないこと、
そして両者は異なる権利主体であるからである。特に後者は、「一の権
利主体の意思が他の権利主体の意思に優越することを常に意味せざるを
得ないのであって、それは、地方公共団体に保障された自治権の侵害そ
のものである」（関与121頁）。
　以上の理由から、教授は、裁定的関与を含め、権力的関与に対する出
訴を認めた。上記議論は、私人の自由権と自治権を同視するものではな
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い。例えば国家関与の法律の留保が妥当するか否かという点について、
教授は「国と私人の一般的統治関係を前提とする侵害留保の原則は直接
ここに適用されるものでないといわなければならない。厳格な具体的法
律の根拠を有するものとして構成されてきたこと、またそのようなもの
として妥当すべき同原理の安易な拡張的適用はこれを排除しなければな
らない」と指摘する（関与108頁）。飽く迄も法律により、「憲法上原則的
に対等な公権力の主体としての地方公共団体に対して中央行政庁が法的
に優越的地位にたち得る」（同108頁）場面では、「法律の留保の原則の果
す機能が、地方公共団体の自治＝自由の保障である限りにおいて、それ
は侵害留保の原則と質的に近似する」（同109頁）としているに過ぎない。
　その後の議論において、教授は行政的関与について、憲法原理として
地方自治保障が掲げられていることから、国家関与には法律の留保が妥
当すると指摘する。そしてそうであるならば、これを是正するために出
訴が認められると述べる（地位論37頁）。裁定的関与についても、「裁定
的関与それ自体、地方自治の観点からして疑問の多い制度であるが、
……裁定的関与一般について、地方公共団体の出訴権が否定されること
にはならないであろう」とする（同37頁）。
　1990年代後半の論考では、第一次地方分権改革の文脈に則して議論が
展開される。教授によれば、当該改革は地方公共団体や地域住民の自己
決定を可能にするために国と地方公共団体の関係を新たに形成するもの
である（諸問題382-383頁）。その際、地方公共団体の自己決定を尊重す
るために、国と地方公共団体の関係を「より割り切れた簡明・透明なも
のとすることが要請される」。したがって両者の間の紛争は、裁判所に
おける解決即ち外部化されねばならない（あり方405頁）。
　教授は、改革で規定された関与法定主義の原則、一般法主義の原則、
公正・透明の原則を「行政法一般理論」とパラレルに捉え、関与について、
私人-公権力間と同様に（手続的）法治主義の原則が妥当することになっ
たと解する（あり方再論428頁）。そうであるならば、法治主義の原則を
担保する仕組みが必要となる。そのため、「国と地方公共団体の間にお
いても、先の三原則を採用した以上、紛争が生じた場合、つまり、地方
公共団体の方からみて、国の関与が上記の原則に由来する制定法（行政
手続法的規律を含む）に違反するときに、その是正措置を図る制度を置
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くことが当然必要とされる」（同428頁）。権力的な関与が違法に行われ
る場合、地方公共団体の法律により保護される利益の侵害が生じている
のであり、「これに対する手当のないままにしておくことは、制度とし
ての一貫性を欠く」点、紛争が解決できない場合に当事者の主張の法的
正当性が判断されず、行政に要請される「透明性、公正さの要請」に反
することとなる点等から、改革が国と地方公共団体を対等協力関係に置
くことを目指すものであっても、私人と同じような行政救済法の制度を
認めるべきであるとされる（同429頁）。
　裁判過程における紛争処理については、「法律上の争訟に該当するも
のにつき出訴の道を閉ざすことは許されない」（あり方再論433頁）。ま
たそうでなくとも、立法措置で出訴を認めることは望ましい。何故なら、
わが国では裁判所が法的紛争の「最終的判断機関」であり、「判断機関の
独立性、判断への信頼性」も満たすからである。「地方公共団体の側か
らの全面的出訴禁止については、違憲の問題も生〔じ〕」、出訴は第三者
機関の設置とは関係なく認められるべきである（同433頁）。出訴の対象
となるのは権力的関与に限られず、自治事務に対するものでも良い。制
裁措置が存在する関与や、法律上の義務を課す措置がある場合に出訴が
認められる（同434頁）。
　その後、宝塚市パチンコ条例事件上告審判決の定式が展開され、行政
権限を巡る行政主体間の法的紛争は法律上の争訟該当性が否定されるに
至ったため、教授は、裁定的関与を含め権力的関与に対する出訴の議論
を司法権の観点からも検討する（出訴資格379-380頁）。教授は、戦前、
わが国では違法な監督に対する抗告訴訟提起が認められていたこと、司
法権を憲法32条に限定する積極的理由がないこと、憲法制定権者が自治
体の出訴を否定する意図を有していたとする実証的根拠がないことを指
摘する（同376-377頁）。実務においてはこのような訴訟は機関訴訟であ
るとされるが、それは適切ではない。何故なら、「自治体はまさに、憲
法上にも地方自治法上にも国との関係で権利主体としての地位を与えら
れていることにな〔り〕」、権利主体間の紛争であるにも関わらず、制定
法上の概念としての機関訴訟概念をこれにも及ぼし裁判での救済から排
除することは、「実効的権利利益の救済を目途とする現行憲法の下では、
……格段の慎重さを必要とすると思われる」（同381頁）からである。
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　教授は裁定的関与を含め現在も違法な関与に対する出訴を認める。そ
の根拠としては関与が自治権を侵害すること、そして日本国憲法の地方
自治保障が挙げられる。教授は自治権を救済する訴訟類型として、「現
行法では行政事件訴訟法の抗告訴訟に該当すると解される」（行政法Ⅲ
277頁）と述べる。当該記述からは、未だに私人による訴訟との質的相
違の存在は意識されているが、実効的な救済・法治主義の原則を担保す
る手段の必要性から、訴訟提起が認められているように思われる。

（４）白藤博行教授128

　出訴に積極的な議論として、最後に、白藤博行教授の議論を検討する。
教授は、制度的保障説が立法裁量を統制できないことから、自治権にか
かる憲法解釈を見直し、これを「憲法によって直接保障された権利（主
観法的地位）」と解する。これは自治権を主観化するのみならず、自治
権の実効的救済（裁判的救済）も強化しようとする議論である。わが国
では、第一次地方分権改革で国と地方公共団体の関係が対等・協力関係
に位置づけられ、地方自治法の諸規定で憲法の保障する地方自治の中身
が充填され、地方公共団体の主観法的地位＝権利が具体化されたと解す
ることで、当該アプローチは可能であり、関与に対する自治権の実効的
保障システムが要請される129。この点において、教授の議論は従来の学

128 本項では、白藤教授の次の論考を検討する。白藤博行「国と地方公共団体
との間の紛争処理の仕組み」公法62号（2000年）200頁以下、白藤博行「『自治権』
の実効的保護と国・自治体間の紛争処理のあり方」佐藤英善編『新地方自治の
思想』（敬文堂、2002年）155頁以下、白藤博行「裁判の保護に値する地方自治」
室井古稀・前掲注９）405頁以下、白藤博行「地方自治の本旨」髙木光ほか編『行
政法の争点』（有斐閣、2014年）202頁以下。本項では、下線部を引いた略称及
び頁数を括弧書きに括る。
129 なお、教授は、行政的関与に続き、立法的関与による侵害も検討する。曰
く、「今度は法令による『立法的関与』による地方自治権の侵害、とくに『行政
立法的関与』による地方自治権の侵害といった新たな問題が際立つこととなっ
た」（値する407頁）、と。教授は立法裁量統制についても、下記の「地方自治を
主観法的地位の保障と解する」議論を参照し、①「地域的共同体の事項」は原
則的にゲマインデに帰属させねばならないが、例外的な立法に際して、立法者
に例外的事情を立証させること、②このような立証責任について裁判所により
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説よりも憲法と地方公共団体の救済の議論の連関を意識したものであ
る。また、教授が着想を得たドイツにおける新たなアプローチは、個人
の自由領域とパラレルなものとして自治権を位置づける。この点で教授
の議論は、先行学説と比べ、自治権をヨリ憲法上の権利に近いものと位
置づけているように思われる130。
　教授は、改革で創設された関与及び紛争処理の仕組み「を手がかりに、
あらためて日本国憲法の地方自治保障の意味を吟味し、地方公共団体の
自治権を保護する観点から、国と地方公共団体との間の紛争処理の仕組
み、とくに違法な国の関与に対する地方公共団体の司法的救済のあり方
を検討したい」（仕組み200頁）と述べる。検討の際には、特に国地方係
争処理委員会の審査対象である「処分その他公権力の行使に当たるもの」
の法的意味が問題となる（仕組み201頁、紛争処理163-164頁）。
　教授も関与の必要性を認める。曰く、国と地方公共団体が「対等・並立・
協力関係」になったとしても、行政的関与は「地方公共団体における行
政の適法性の確保（とくに、法律で定められた地方公共団体の義務の履
行の確保）、あるいは国家行政全体の一体性・統一性の確保」のためで
ある、と（仕組み202頁）。問題はそこから生ずる紛争の処理である。こ
のような紛争を巡る議論は、結局のところ「行政体間の紛争の解決を、
そもそも裁判所の判断に委ねることが望ましいかどうかの問題」（同204
頁）であり、わが国の文脈では、これは関与により生じた紛争の法律上
の争訟該当性と、このような争訟に該当するとして、「それがさらに抗
告訴訟の対象となるか」（同204頁）という形に定式化される。
　教授はこの点を検討するに際し、ドイツの監督に対する出訴の議論を
参照する。ドイツにおいては、自治事務に対する監督は外部効果が認め
られる一方、委任事務に対するそれは、通常はそうではない。とは言え、
後者についても「監督行為が、立法者によって定められた範囲を逸脱し、

審査がなされること、③立法者による侵害への比例性原理の適用を主張する（参
照、値する420頁以下）。
130 したがって白藤教授の見解を内在的に理解するならば、地方公共団体以外
の行政主体の出訴可能性も問題となり得るが、この点の検討は他日を期す他な
い。
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かつ、それによって自治権〔が〕侵害」される場合には、外部効果を有し、
「原則として、司法救済の道が開かれていなければならないとされる」（仕
組み205頁、紛争処理175頁）。ドイツにおいては広く、「原則として、実
体的に保障されるすべての権利には出訴可能性が保障されねばならない
ことが承認されている」（仕組み207頁、紛争処理174頁）ため、このよう
な救済を否定する議論は「自治権の手続法的・訴訟法的権利救済の実効
性に欠け、自治権を保障したことにならないということになろう」（仕
組み207頁、紛争処理174頁）からである。そのような意味において、ド
イツにおいては、自治権救済が行政裁判所で認められていることから、

「事実上、すでに主観法的地位（権利）を与えられてきたといってよい」（仕
組み207頁、紛争処理174頁）。委任事務の出訴可能性の判断基準は「そ
の基礎となっている実体法の規定のあり方による」（仕組み205頁）とし
て、教授は、立法裁量を統制する方策について議論を進める。
　教授は、立法裁量を統制するために、自治権を制度的保障ではなく「『憲
法によって直接保護された主観法的地位（権利）』と解する」アプローチ
を採用する（仕組み206頁、紛争処理173頁）。これは「基本法の自治体憲
法異議……を制度的保障の主観法化のよりどころとしつつ、行政裁判を
はじめとする裁判的救済を一層拡充しようとする考え方である」（仕組
み208頁）。このような立場に立つことで、憲法から立法裁量が統制され
るだけではなく、裁判によるゲマインデの権利保護も図られる。立法裁
量を統制するため、ドイツで展開されている議論が検討される。それに
よれば、憲法は個人の自由のみならず、権限領域についても立法者が尊
重せねばならない法的地位について規定している。したがって基本権保
護と同様に、立法者による「かかる法的地位に対する侵害」は違憲であ
ると解されるというのである（仕組み206頁、紛争処理173頁）。
　以上のような議論を踏まえ、教授は、とりわけ改革以降のわが国の地
方自治解釈の再検討の必要性を指摘する。曰く、「改正地方自治法にお
ける国の関与法制が、国と地方公共団体との対等・並立・協力関係を前
提とするものであることに鑑みれば、ドイツ以上に地方自治の制度的保
障論の妥当性は疑われてよい。ドイツ流の制度的保障論を超える地方自
治の憲法的保障論、地方公共団体の主観法的地位（権利）の保護体系と
しての権利救済システムの確立が喫緊の課題である」、と（仕組み209頁、
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紛争処理179頁）。
　それでは、わが国でもこのような解釈はあり得るのか。改正地方自治
法の関与の仕組みの創設と関与法定主義の条文化の結果、教授はこのよ
うな場面における国と地方公共団体の関係は外部関係化されたと解し得
る（仕組み207頁、紛争処理178-179頁）。曰く、「新地方自治法規定を憲
法の地方自治保障との関係で積極的に解釈しようとすれば、国と自治体
との役割分担の明文化、『地方自治の本旨』に基づく『国の立法原則』の
明文化、自治事務に限定されているとはいえ、自治体の事務処理に対す
る『特に配慮』義務の創設、そして法定受託事務および自治事務を『地
方公共団体の事務』とする規定の存在など、憲法付属法たる地方自治法
において、憲法が保障する地方自治の中身を充填する規定が新設された
と解することができる。たしかにドイツ基本法における自治体憲法異議
のような明文規定は存在しないため、憲法に直接かつ明確ではないが、
新地方自治法のこれらの諸規定をもって、憲法によって保障されている

『自治権』の内容が一層明確化され、その自治体の主観法的地位（権利）
性が具体化されたと解することは十分可能であると考えたい」（紛争処
理178頁、仕組み208頁）。そして改正地方自治法では機関委任事務が廃
止され法定受託事務についても「地方公共団体の事務」とされたことか
ら、「『地方公共団体の事務』に対する関与は（とくに『公権力の行使』と
明文で規定された『関与の基本類型』に属するものは）、地方公共団体と
の関係では、もちろん外部効果を有し、その法的性質は行政行為である
と解釈できる」（仕組み208頁、紛争処理179頁）。このように解すると、「地
方公共団体の主観法的地位（権利）の保護体系としての権利救済システ
ムの確立が喫緊の課題である」ということになる（仕組み209頁、紛争処
理179頁、本旨203頁）。教授によれば、したがって関与に対する抗告訴
訟の提起が認められる。創設された関与不服訴訟は、国の行為の違法性
に基づいた訴訟＝客観訴訟と解される（仕組み209頁、紛争処理179頁）。

２．出訴に消極的な学説131

131 以下検討する学説とは別に、地方公共団体の出訴に消極的又は否定的な見
解を述べる論考として、参照、槇重博「内部法の法理」同『現代行政法の諸問題』
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（１）雄川一郎教授132

　以上の議論とは反対に、地方公共団体による出訴に対して消極的な学
説も存在する。まずこのような類型の訴訟提起可能性に疑問を提示した
のは、雄川教授であった。教授は、機関・権限を法人格の有無ではなく
実質的相対的に理解すべき旨主張し、具体的に生じた紛争において、機
関が「固有の利益」を有する場合に広く抗告訴訟の提起を認めるべきで
あるとした。出訴の可否は、争いが生じている具体的制度に依り決定さ
れる。しかしながら原則として、わが国においては機関訴訟を立法的に
手当てすることについては消極的に考えられているとする。教授は国の
処分に対する地方公共団体の出訴に関し、①監督・関与の処分ではない
ものについては明文規定がなくともこれを認める。②監督・関与の処分
については、若干の立法例を検討しこれを一般的に消極として、③裁定
的関与については人民の権利利益保護及び審査請求の制度から消極的に
解される。以下で検討するのは、②及び③である。教授の議論は一義的
に出訴を否定するものではない133。しかしながら──関与の理解に関す
る時代的制約があることについて留意したとしても──少なくとも上述
した議論と比較するならば、消極的或いは慎重なものであると考えられ
る。
　先ず機関訴訟について、教授はドイツの Insichprozess（自己訴訟）の
議論を参照し、「不適法とされるべき機関訴訟の『機関』や『権限』の観
念は実質的かつ相対的に解すべきである」（法理465頁）とする。自己訴
訟は本来、同一の法人内部の機関が提起する訴訟、「利益の対立の存し
ない訴訟」を指す（同439頁）。判例上、このような紛争は機関間のもの
であり、権限紛争であるため、一般的にはこれは機関であることとこの
ような争いは権限紛争であり、不適法とされる（同438頁）。学説におい

（有斐閣、1980年）106頁、123頁、128頁、130頁、園部逸夫「地方分権と行政訴訟」
自治省編『地方自治法施行50周年記念自治論文集』（ぎょうせい、1998年）11頁
以下。
132 本項では、雄川教授の次の論考を検討する。雄川一郎「地方公共団体の行
政争訟」同・前掲注125）415頁以下、雄川一郎「機関訴訟の法理」同書431頁以下。
本項では、下線部を引いた略称及び頁数を括弧書きに括る。
133 参照、塩野・前掲注120）377-378頁。
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ては、例えば形式的理由として、訴訟は異なる法人の対立というである
こと（同439頁）、そして実質的理由として、「同一行政主体の機関相互
の紛争は、両者に共通する上級機関ないし監督官庁によって解決される
ことが可能であり、またその手続によって解決されるべきである」（同
440頁）ことから許容されないとされる。重要な点は、学説の実質的理
由である。法人格の同一性に関わりなく、これが存する場合には訴訟は
許容されない場面があり得、逆に同一の法人であっても出訴が認められ
る余地が生じ、訴訟を認めるべき場面が指摘されているからである（同
440頁）。これはドイツにおける伝統的な行政内部領域の議論──「法規」、
権利・権限概念──とは対立する（同442頁）。しかしこの点については、

「実質的にはいわゆる内部法領域において行政裁判がいかなる機能を営
むか或いは営むべきかという角度からも考察されるべき」（同442-443頁）
であり、外部法領域との関係では従来の議論が維持されるとしても、内
部法領域では「権利」を認める余地が生ずる（同443頁）。ドイツにおい
ては、例えば「或る行政行為をなすのに専門官庁の同意を要することに
なっている場合と、職務上の独立が認められている……委員会」（同446
頁）に対し自己訴訟を認める等の議論が展開される。
　以上の議論はわが国には直接接続し得るものではない。それは行政裁
判制度と制度観の相違と、行政訴訟についての憲法的基礎の相違がある
からである（法理463-464頁）。わが国では、美濃部博士が例外的に行政
裁判につき行政の適法性保障を重視していたのであり、判例や多くの学
説では、「行政裁判の第一の目的を一般的には行政権の行使に対する国
民の権利保護に置く考え方が意識的・無意識的に支配的であった」（同
460頁）。戦後においては、「このような制度観〔＝裁判所の権限の範囲
内での権利保護の思想〕が、現行法たる司法審査性の上により強い形で
受けつがれることとなる」（同461頁）134。
　彼我の相違は憲法的な基礎の相違に依っても説明される。即ちわが国

134 塩野宏「行政事件訴訟法改正と行政法学」同・前掲注120）259頁は、行政事
件訴訟法制定の際の法制審議会行政訴訟部会・同委員会の構成メンバーから、

「理論的整理は民事訴訟法の法理・法制度によることを基本としつつ、行政訴
訟の特質に応じた特則を置くという基本的スタンスがとられた」と指摘する。



論　　　説

北法72（5・113）1425

では「行政訴訟が憲法上の司法的権利保護の制度の上に成立しているこ
とから、裁判所の権能がこれ〔＝『法律上の争訟』の観念〕によって規制
されることにな〔り〕、……これを行政法の領域についてみれば、いわ
ゆる行政外部法領域即ち行政対人民の関係において生ずる法的紛争」に
限定される（法理464頁）。立法措置のない限り、「行政内部法領域に生
ずる紛争は──それが法的紛争であっても──裁判所の権限が及ばず、
行政的に解決するほかはないという原則に至ると思われる」（同464頁）。
しかし「ドイツにおいては権利保護に関する憲法上の原則が必ずしもこ
の機関訴訟の問題を直接に左右しないと考えられる」（同463頁）。何故
なら、基本法19条４項は行政裁判の権能の規定ではなく、当該規定の要
請を充足するのであれば、法令による行政裁判所の権限の拡張等が許容
され得るからである。また行政裁判所法42条や同法40条の概括主義の採
用により、「その条項の中に基本法19条４項の要請以外の意味を読み込
み得ることにもなる」（同463頁）。そのため、ドイツにおいては自己訴
訟の議論が展開されるのではないかと教授は述べる（同464頁）。
　教授はしかし、上記議論を参照し、機関訴訟を実質的に解することを
主張する（法理465頁）。立法による法人格賦与の推定はあり得るものの、
法人格の有無と裁判的保護を結合させることは合理的ではない（同465-
466頁）。教授によれば、機関の間に生じている紛争が「機関に固有する
利益を主張するような場合」（同466頁）に、裁判所による保護を認める
べきである。したがって、機関訴訟でありながら裁判所において解決さ
れるべき紛争が生ずることとなるが、これは「具体的な制度の解釈問題
となる」（同468頁）。このような訴訟が立法的に手当されるべきか否か
という点については、教授は消極的な議論を展開する135。しかしながら
複雑化する利益状況に鑑み、「相抗争する利益の中立公正な調整者とし
て」の裁判所の意義を認め、「或る機関争議がこれを解決すべき適当な
方法がなく、事柄が裁判所の判断に適するような場合には、機関訴訟を
認めることに合理的理由がある」（同469頁）。
　教授は更に、「地方公共団体の提起する訴訟特に国の処分に対する抗

135 法理469頁は、例えば地方自治法で立法措置として規定されている機関争議
について「反省すべき問題があろうと思われる」と述べる。
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告訴訟」（争訟425頁）の許容性について検討する。法律上の争訟に該当
する場合にはこの出訴権を否定することはできない（同425-426頁）。し
かしながら地方公共団体については「憲法上の地方自治の保障の性質を
どう解するにせよ、それはもともと国から全く独立している訳ではなく、
何らかの範囲において国の下に立つ行政主体として、国の監督ないし関
与を受けるべき地位にある」（同426頁）。憲法92条により監督ないし関
与には一定の制限があるとしても、このような処分に対する出訴につい
ては、検討を要する（同426頁）。
　地方公共団体と国の間の紛争について、第一に国・都道府県による「公
行政の監督ないし関与の手段として行われる処分以外の処分について」
は、明文の規定がない場合でも「出訴が認められることは、まず疑問は
ないと言ってよい」（争訟426頁）。第二に、監督・関与の処分については、

「この『監督』ないし『関与』のもつ意味をどう観るかにかかる」（同426頁）。
即ち、監督や関与の場面でも両者を別人格間の法律関係と把握するなら
ば出訴は認められる（同426-427頁）。しかしそうではなく「国の行政と
地方公共団体の行政とが一応分れ、地方自治の保障を認めつつも、両者
の有機的な連関の保持を強調すれば、国の監督ないし関与……が地方自
治の本旨に反し、地方自治の保障を破らない限り、地方公共団体はこれ
に服従すべき地位にあるという理論」（同427頁）もあり得る。わが国法
が何れの立場であるかは一般的な断定ができないものの、地方税法８条
や、補助金適正化法25条の例を検討した上で、「立法者は地方公共団体
が地方公共団体として提起する抗告訴訟については、一般に消極的のよ
うに見える」（同428頁）とした136。第三に、裁定的関与については、①審
査請求をした人民の権利利益保護の観点、②審査請求は審査庁が処分庁
の上級にあるか第三者機関かという点に関わらず「処分庁に対し制度上
法的に優越した効力を持つものとして」制度設計がなされていることか
ら、「少なくとも一般論としてはなお消極的に考えている」と述べる（同
428頁）。

136 その後、教授は地方税法８条の訴訟については、機関訴訟とも解され得る
のではないかとするに至った。参照、法理432-433頁。
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（２）藤田宙靖教授137

　藤田教授は、国家と社会の二元論に由来する行政法理論を「１つの補
助線」138とし、出訴に消極的或いは否定的な議論を展開する139。結論を分
けるのは、内部関係と判断される場面と外部関係と判断される場面の区
別である。教授の議論は、主として裁定的関与を対象とする。また、「固
有の資格」理解についても、立法例よりも狭い理解が展開され、必ずし
も訴訟提起全般を否定する訳ではない。しかしながら教授の挙げる諸点
──特に抗告訴訟と憲法32条の結合、実体的権利としての自治権の存在
の疑問視、当該「権利」の抗告訴訟提起許容性──は、裁定的関与以外
の監督場面にも妥当し得るものであり、やはり出訴に対して消極的な議
論と評価し得るであろう140。
　先ず、教授は、「ヨーロッパ近代の政治思想・法思想の根底にある『国
家と社会の分離ないし対立』という考え方」（組織法４頁、法関係59頁）
から、「ヨーロッパ型近代法治国家思想の基本的な構造」であるところ
の「行政の〝内〟と〝外〟との区別」（総論17頁）が生ずると述べる。これ
に則った「伝統的行政法理論」によれば、第一に、行政法の主体として
行政主体と私人とが区別される。即ち、「行政に関わる数々の法主体を、
一方で国・地方公共団体等『行政を行う権能を与えられた法主体』であ
るところのいわゆる『行政主体』と、他方で私企業・私的個人等、これ
らの行政主体のグループの外にあり、行政主体と対立し、争い、或いは
また合意に達し、取引関係に立つところの『私的法主体』ないし『私人』

137 本項では、藤田教授の次の論考を検討する。藤田宙靖「行政主体相互間の
法関係について」同・前掲注55）58頁以下、藤田・前掲注99）『行政組織法』、
藤田宙靖『新版　行政法総論（上）』（青林書院、2020年）。本項では、下線部を
引いた略称及び頁数を括弧書きに括る。
138 西上・前掲注85）112頁。
139 藤田教授の議論に対しては、伝統的な理論の妥当性の他に、村上裕章教授
の指摘する疑問点──公法人である行政主体に基本的人権を保障されないとし
ても、「法律上の争訟」に該当する紛争については訴訟が肯定されるのではな
いか──が生じよう。参照、村上・前掲注21）64-65頁。
140 例えば参照、小早川光郎「司法型の政府間調整」松下圭一ほか『岩波講座　
自治体の構想２ 制度』（岩波書店、2002年）64頁注12。
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との二つのグループに分けて考える考え方」（組織法４頁）が導かれ、
「『行政主体と私人の区別（ないし二元）』という思考枠組み」（法関係59頁）
が導出される。第二に、当該思考から、「行政をめぐる法関係は、行政
の『内部関係』と『外部関係』とでも称すべき、二つの性質のことなった
法関係に分かたれる」（組織法４頁、法関係59頁、総論16頁）。
　内部関係と外部関係においては、それぞれ行政組織法と行政作用法が
妥当するところ、これらの法は性格や内容を異にする（法関係59頁、組
織法４頁、総論16-17頁）。例えば行政組織法での法・法律は「行政組織
内部での（広い意味での）所掌ないし権限の配分」を規律し、「『法規範』
としての実効性の担保は、……基本的には、例えば組織内部での調整等、
行政組織それ自体のメカニズムによって行われる」（組織法14頁）。外部
関係での法・法律の規律は、「行政機関（行政主体）が、私人の権利ない
し法的利益に、果して又どこまで介入し得るかを定めることを意味

〔し〕」、裁判規範として作用するかどうかが重要である（同13頁）。以上
のような峻別論に立脚するならば「行政主体相互間の法関係は、行政主
体と私人の間の関係とは異なり、そこには、行政の『外部関係』を規律
する『法律による行政の原理』を始めとした諸々の行政作用法理は、（少
なくとも直ちには）適用されないこととなる」（同45頁、法関係61頁）。
　行政主体は今日、種々の法的立場に立って活動を行うため、上記二元
論がそのまま妥当する訳ではない（法関係61頁、組織法45-46頁）。行政
主体相互間の関係については、「基本的には『行政内部関係』に属するの
だ、ということを出発点としながら、しかし、個別的には、……私人相
互間と同じ、或いは行政主体と私人との関係と同じ性質のものとなるこ
ともあるのだ、という考え方をすべきである」（法関係62-63頁）。問題と
なるのは、「固有の資格」概念が問題となるケースである（同65-66頁、
組織法48-51頁）。当該概念は「一般私人が立ち得ないような立場にある
状態」を指し、「少なくとも原則的には、法律が、その事業等の規制に
当たり、私人であるか行政主体であるかを全く区別せず、同じ規制を行
なっているかどうか、によって判断されてきている」（組織法49頁、法
関係65-66頁）。行政主体と私人の間で①規制態様を異にする場合、②経
済的行為について行政主体にのみ規制が認められる場合、③固有の資格
に立つが行政主体に特別の法的保護が問題となり得る場合が、明確な判
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断の難しいケースとされている（法関係67-75頁、組織法48-53頁）。
　①事業主体としての地方公共団体に対する監督行為を抗告訴訟で争う
ことについて、教授は公権力の行使に対する不服の訴訟を憲法32条に基
づくものとした上で、「固有の資格」としての地方公共団体はこのよう
な基本的人権の享受が認められないとして出訴を認めない（法関係70-71
頁）。②財産上の問題については、記載の許可や補助金等の交付決定に
ついて従来「固有の資格」が問題となると考えられてきたところ、「必ず
しもそのように考える必要は無いのではないか」と述べる（同74頁）。即
ち、私人と行政主体で異なる態様の規制がなされる場面であっても、行
政主体と私人の対立と同様に利益の対立が問題となる場面については、
内部関係か否かの議論とは関わりがないものと解し、「固有の資格」に
は当たらないと解すべきとする。何故なら、このような場面は私人相互
間でもあり得るからである。規制態様の相違は、「基本的には、その財
源が、住民の税金等を主とした公金である」ために設けられた枠である
と解される（同75頁）。以上とは別に、行政内部での利益の調整が問題
となっている場合──例えば「許認可長との協議等」──については、
内部関係と解すべきとされる（同75頁）。
　地方公共団体の出訴については、伝統的な二元論に加え、③特別の法
的保護として、「地方自治の本旨」から認められる利益たる「自治権」の
観点からも検討する必要がある（法関係75-78頁、組織法51-53頁）。この
問題は、具体的には例えば、地方公共団体は、国からの監督行為に対し
て、行政事件訴訟法に基づき抗告訴訟を提起できるのか、という問題と
なって現れる」（法関係75-76頁）。このような出訴を許容するためには、
第一に、「憲法解釈論として、そういった意味での実体的な権利として
の『自治権』なるものが、憲法上保障されているか、という問題」及び「仮
にそのような実体法上の権利があるとして、それは同時に手続法上も、
抗告訴訟を提起する権利として認められているか」という点が問われね
ばならない（同77頁、組織法52頁）。第一の点につき、現在の憲法学は
この点を積極的に解している訳ではない（法関係77頁）。第二の点につき、
そのような自治権があるとしても、これは抗告訴訟で救済されるべき「権
利」ではない。そもそも「現行法上の抗告訴訟は、行政庁の公権力行使
に対して私人の権利を護るための訴訟」であり、裁定的関与に対する出



ドイツ「地方自治」保障に関する一考察（１）

北法72（5・118）1430

訴を認めることは、行政による公権力の行使のために抗告訴訟が用いら
れることとなる（同77頁）。このことは「その実、抗告訴訟を客観訴訟化
することを意味する」のではないかと考えられる（同78頁）。また「『地
方自治の本旨』そして普通地方公共団体の『固有の自治権』が、……地
域的な統治団体の『統治権』の一種として登場する限りにおいては、こ
れが当然に主観法的な権利保護システムの下に置かれるとすることに
は、いささか困難が伴う」（組織法52頁、法関係79頁注22）。地方公共団
体が国と対等であるならば、対等な当事者間の紛争について、必然的に
私人と同一の争訟手段を認めることにはならない。「自治権」が存在す
るとしても、「一般国民の権利と同様『法律による行政の原理』を中心と
する一連の行政作用法理によって保護されるものであるか否か」、そし
てその裁判上の保護について憲法32条に基づく争訟手段により実現すべ
きかについては検討を要する（組織法52頁）。教授は、これに積極的な
説は、「『日本国憲法は、国に対する地方公共団体の『自治権』を保障し
ており、そして、このような権利が実体法上保障されている限りは、（論
理必然的に）それを手続的にも実現する、なんらかの訴訟手段が存在し
ていなければならない、そしてそのような手続とは、現行法でいう限り、
行政事件訴訟法の抗告訴訟でしかあり得ない』という憲法訴訟論を採用」

（法関係77頁）する必要があるが、このようには解しがたいと述べる。

（３）小早川光郎教授141

　出訴に消極的な論者の最後に、小早川教授の議論を検討する。教授は
第一次地方分権改革により自治体は独立な主体であると位置づけられた
ことから、地方公共団体には憲法から自治権が認められるとする一方で、
運営等にかかる立法裁量を認める。そして裁判所の任務を法律上の争訟
概念及び憲法32条に結合し、司法権を個人の権利保護と解する。自治権
の保護は憲法92条により立法に委ねられる。したがって教授によれば、

141 本項では、小早川教授の次の論考を検討する。小早川光郎「国地方関係の
新たなルール」西尾編著・前掲注19）101頁以下、小早川・前掲注76）「地方分
権改革」163頁以下、小早川光郎「司法型の政府間調整」松下ほか・前掲注140）
57頁以下。本項では、下線部を引いた略称及び頁数を括弧書きに括る。
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関与を含め地方公共団体の出訴については立法を待たねばならない。
　教授は、地方分権委員会の勧告につき、国と地方公共団体について「そ
れぞれ別個の行政主体としてできるだけ明確に区分けされた役割と責任
を担い、かつ、できるだけ対等な立場で協力し合うものとすることを目
指し〔た〕」（ルール102頁）ものであり、「行政主体関係の整序」（改革168
頁）を目指したものと解する。それが事務再編と関与142の改革等であっ
た。関与の改革としては、①関与の量的減少と法的枠付け（ルール104頁）、
②法的枠付けを担保する仕組みとしての係争処理制度（同128頁）がなさ
れたが、何れも法治主義から説明される。①関与の枠付けは、「地方公
共団体に対する国の関与が過度にあるいは恣意的に行われることのない
ように一定の法的枠付けを与えようとするものであり、言いかえれば、
国地方関係における法治主義の強化の方向を目指すものである」（同105
頁）。②係争処理制度、「法治主義の観点からすれば、国の関与について
の法のルールそのものを整えることとあわせて、それらのルールが実際
に遵守されることを担保する仕組み、とりわけ、当事者間でルール違反
が問題となった場合に第三者がそれを判断することによって係争を処理
する仕組みが設けられていることが、きわめて重要である」（同128頁）。
国地方係争処理委員会は、紛争が法の遵守のみならず政策目的・政策達
成手段に関する紛争が生じうるため設けられたものと解される（同129
頁）。
　教授によれば、改革の結果「自治体の自主性・自立性の尊重」という
可及的達成目標が掲げられ、更に、関与法定主義の原則が確立したため、
最早、地方公共団体と国は分節化され（改革177頁）、内部関係にはない（司
法型64頁）。関与は「憲法上および地方自治法上の原則として……制限
されるべきであり」、関与を要する局面においても関与は「〝法律又はこ
れに基づく政令〟の具体的な規定によらなければならず、すなわち〝法
律の留保〟に服するとの明確な原則が確立され」た（同64頁）。以上より、
第一に、憲法規定から自治権が導出される。曰く、「憲法第８章による
地方自治の保障は、地方自治の担い手である自治体に、他者からの干渉、

142 改革172頁は、関与の憲法上の根拠につき、法定受託事務を含め憲法65条で
はなく、立法により国に特別に委ねられたことを挙げる。
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とりわけ国ないし国の諸機関の干渉に対して自己の地方自治の権能を対
抗しうべき法的地位としての〝自治権〟を認め、その尊重を国の諸機関
に求めるものである」と述べ、憲法92条を特に国の行政機関との関係で、
自治権保障を与える規定と解する（同63頁）。第二に、自治権の範囲や
関与の設定は立法により規定される。曰く、「法律の内容が具体的に自
治体の自治権をいかなる範囲まで認めるか、逆に言えば、自治体の組織・
運営に関して法律自体でどこまで規定し、また、行政機関による関与を
どれだけ設定しあるいはどこまで許容するか」（同63頁）が決められる。
　関与不服訴訟は、「〝行政主体としての固有の資格〟における両者〔＝
国と自治体〕の──あるいはそのような国・自治体の機関相互間の──
間に調整を要する問題が生じた場合」に問題となる（司法型64-65頁）。
このような局面では「当事者以外の第三者がルールに即した判断を下す
ことにより争訟の解決を図る仕組みが整えられていることが、重要であ
りかつ望ましい」（同65頁）。関与法定主義・関与手続ルール・争訟処理
の仕組みは「自治体の独立主体性にてらして要請されるものであると同
時に、逆に自治体の独立主体性を制度的に裏付ける意味をもつものであ
る」（同65頁）。
　しかし当該訴訟は、改革での議論とは別の論理から、機関訴訟として
位置づけられる。何故なら、教授の議論では、裁判所の権限の範囲は憲
法32条と結合しているからである。現行憲法における司法権とは、「〝司
法的権利保護〟、すなわち個人の権利を確保するための裁判所の介入〔の〕
保障（憲法76条、32条）」（司法型67頁）を意味し、裁判所は「一般私人の
権利利益をめぐっての争訟」を本来的な任務とする（同67頁）。したがっ
て「自治体（ないしはその機関）が一般私人の立場とは基本的に異なる
行政主体としての立場において国（ないしはその機関）との間で一定の
問題をめぐって争っている場合にそれについて裁判することは、憲法76
条・裁判所法３条にいう〝司法権〟および〝法律上の争訟〟の範囲には含
まれず、言いかえればこれらの条項が裁判所の本来的な任務・権限とし
て予定しているものには当たらないと考えるべきであろう」（同67頁）。
このような訴訟はまた、憲法92条からも法律事項と考えられる。曰く、

「自治体の自治権に関しては、憲法は、裁判所による保護──それは、
場合によっては個人の権利の確保と対立することにもなりうる──を憲
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法自体で保障するのではなく、地方自治の本旨に即しつつ裁判所の介入
をいかなる程度と態様において制度化すべきかの決定を法律に委ねてい
る（憲法92条）と解するのが妥当であろう」（同67頁）143。

３．小括
　学説においては地方公共団体の出訴について積極的・消極的何れの議
論も存在するところ、初期に展開された田上教授・成田教授の議論は、
行政事件訴訟法の概括主義の採用や同法６条の文言から、一定の場合に
おける出訴を認めた。これに対し雄川教授は、実質的な機関訴訟概念を
提示する。これは不適法とされる訴訟については紛争の場面毎に判断さ
れるとの見解であるが、地方公共団体の出訴に係る規定の例から、立法
者の消極的な見解が推し測られた。これに対し塩野教授は、憲法により
地方自治が保障されていること、地方公共団体に認められる自治権とい
う法的利益への侵害については、是正する手段が認められるべきである
からという論理から、現行法では抗告訴訟の提起を認める。このような
論理は地方分権改革後も維持されている。藤田教授も、改革を挟んで見
解を維持する。教授によれば、改革後においてもなお地方公共団体は国
との関係で内部関係にある。憲法上の規定は存在するものの、憲法解釈
として「自治権」の存在が論証されている訳ではない。更に、そのよう
な権利の存在を仮に前提としても、抗告訴訟で救済されるべき権利であ
るとは言えないのではないかとする。
　主に改革後に展開されたのは、白藤教授・小早川教授の議論である。
白藤教授は、自治権について「憲法によって直接保護された主観法的地
位（権利）」と解すべきとし、個人の自由と同様に──自治権も位置づけ
られるところの──このような法的地位を実効的に保障すべきであると
する。自治権は憲法上「直接保護された」ものであり、これに対する国
家権力の制限とそれに対する実効的保障を要求する点で、基本権とパラ
レルな議論である。このような意味において、白藤教授の議論は、従来

143 これに対し塩野・前掲注120）376頁は「地方自治の制度的保障からすると、
憲法は、裁判的保障の具体的あり方についてはともかく、保障制度の与奪まで
立法権者に認めるものではないとの反論が成り立つ」と指摘する。
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の積極的な見解よりも自治権保障を前進させるものであると言えよう。
これに対して小早川教授は、改革により自治体は国家から分節化され、
憲法上自治権が保障されることを前提とする。改革という文脈もあり、
教授の議論は、国との「有機的な連関の保持」を指摘する雄川教授の議
論や内部関係論から出発する藤田教授の議論よりも地方公共団体の独立
性を認め、憲法規定から自治権を導出する点で、小早川教授の議論は、
雄川教授・藤田教授の消極的な見解に比して、地方公共団体の出訴の議
論に親和的であるように思われる。しかしながら教授は、司法権を憲法
32条と結びつけ、自治権の救済には立法措置が必要であると述べる。
　以上の議論は、地方公共団体の出訴を巡り、私権の性質と自治権のそ
れの関係及び自治権救済を私権保護システムとしての司法権に委ねるこ
との適否を問うものであると定式化し得る。まず自治権という権利の存
在を疑問視する論者として、藤田教授が挙げられよう。雄川教授の議論
は、制度に基づき紛争が生ずる場面ごとに「権利」が存在するか否か実
質的に検討されることになると考えられる。田上教授・成田教授・塩野
教授・白藤教授・小早川教授は、藤田教授とは対照的に、（特に改革後）
憲法規定より自治権が導かれることを前提とする。これら５名の見解は、
議論が展開された当時既に地方公共団体に（私人の権利と全く同様では
ないものの）実体的権利としての自治権及び国と地方公共団体の間の法
治主義の妥当が認められる点で共通する。
　出訴に積極的な論者と藤田教授・小早川教授の議論が異なるのは、こ
のような「権利」を抗告訴訟で争うことを認めるか否かという点である。
塩野教授・白藤教授はこのような「権利」に対する介入を救済すべき憲
法上の要請が働くため、司法権の議論を（一定程度）超えた議論を展開
するのに対し、藤田教授・小早川教授は、憲法32条と結合させた司法権
概念を展開し、自治権は抗告訴訟の場で救済されるべきものではないと
結論づける。
　自治権の性質については、但し、積極的な立場においても私権と全く
同様のものであるとは考えられていない。地方公共団体が国との関係の
一場面において、法的利益として権利を有するとされている。塩野教授
は自治権について、私人の権利と質的に近いものと述べ、或いは法治主
義の原則が妥当するに至った両者の関係について、現行法上・・・・抗告訴訟が
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認められると述べる。教授の議論からは、抗告訴訟とは異なる出訴の途
が示唆されている。抗告訴訟とは質的に異なるものの、実効的な自治権
救済が要請されるため、これを認めるという議論であろう。法治主義の
妥当性についても、藤田教授はこれを否定し、これを認める塩野教授・
小早川教授も、一定の留保を置く。このような議論を明確に超えている
のは、白藤教授の見解のみである。
　以上のように、地方公共団体の出訴を巡る議論は、権利としての自治
権の存在及び自治権が権利であるとしても、それが抗告訴訟で争い得る
法的利益なのかという点についての対立であると考えられる。このこと
は、従来の行政法学における議論──外部関係の議論──に則って、地
方公共団体の出訴も議論されてきたということになる。即ち、抗告訴訟
の提起可能性の議論は、基本的に、司法権を私権保護システムと解し、
私権類似の「自治権」を救済するという構成を採用し得るかということ
が議論されてきた。この点で、積極説・消極説も共通している。

第３節　本稿の視座と構成

　わが国の先行研究では、大陸法・英米法の議論が検討され、各国にお
いて地方公共団体の出訴が判例上認められることが指摘されてきた。本
稿は、このうちドイツの議論に焦点を合わせる。ドイツ法の議論は既に
多くの蓄積が存在するものの、従来、ドイツにおける出訴の論理は解明
されてこなかった。国との上下関係に基づいて、戦前はわが国でもこの
ような出訴が認められていたとの議論を踏まえれば、ドイツにおいて出
訴が認められる理由づけについて検討しなければ、日本の議論へ参照で
きるか否か検討することは困難であろう。本稿は、プロイセンにおいて
制度が形成・確立された時期以降の議論に共通する構造＝思考様式に着
目して、出訴の論理の解明を試みる。

第１款　ドイツ法という視座
　以上のように、わが国では関与に対する地方公共団体の出訴可能性に
ついて、憲法から導出される「自治権」の有無と、「自治権」侵害に対す
る抗告訴訟提起許容性の点に対する疑問が投げかけられており、学説の



ドイツ「地方自治」保障に関する一考察（１）

北法72（5・124）1436

多くがこれを肯定するにも関わらず、実務上このような出訴は否定され
てきた。従来、学説からはドイツ、フランス、アメリカ等諸外国におけ
る状況が紹介されてきた。検討の結果、裁判制度や地方公共団体の位置
づけが異なるにも関わらず、各国では判例上このような出訴が一定程度
認められるとされる144。本稿では、この点に関するドイツ地方自治論に
おける理論及び制度を探究することを課題とする。
　それでは何故ドイツ法の議論を探るのか。それは端的に、ドイツ法に
おける出訴の論理が十分に探究されたように思われないからである。わ
が国は過去、ドイツ特にプロイセンの地方制度を学んだとされるが、今
日、両国には連邦国家構造、行政裁判制度、地方公共団体の位置づけ等、
大きな断絶が存在する。
　先行研究では、例えば制度的保障説が採用されてきたドイツにおいて
出訴が認められることから、わが国においても出訴し得る可能性が残さ
れている点が指摘されてきた145。しかしながら彼の国において出訴が認
められる理由は何故なのであろうか。従来、ドイツにおける出訴の議論
が参照されることはあっても、その淵源については解明されてこなかっ
た146。

144 スイスについては参照、小林武・前掲注21）憲法訴訟における自治体の地
位１頁以下、フランスについては例えば参照、広岡隆「地方公共団体の行政訴
訟」法と政治28巻３・４号（1978年）362頁以下、亘理格「フランスにおける国、
地方団体、住民（２）」自研59巻８号（1983年）86頁以下、橋本博之「行政訴訟
に関する外国法制調査──フランス（上）」ジュリ1236号（2002年）89頁、飯島
淳子「地方自治の法理論（２）」国家118巻７＝８号（2005年）42頁以下。アメリ
カについては例えば参照、藤田泰弘「アメリカ合衆国における行政訴訟原告適
格の法理」訟月19巻５号（1973年）147-148頁。イギリスについては例えば参照、
榊原秀訓「行政訴訟に関する外国法制調査──イギリス（上）」ジュリ1244号

（2003年）242頁。
145 例えば参照、塩野宏「地方公共団体の法的地位論覚書き」同・前掲注17）国
と地方公共団体37頁、人見剛「大間原発行政訴訟における函館市の出訴資格及
び原告適格」自治総研444号（2015年）33-39頁。
146 その一因には、恐らく国家法人説に由来する統一的な国家理解──したがっ
て抑圧される存在としての地方団体理解──が存在しよう。参照、杉原泰雄・
前掲注21）154-159頁、杉原泰雄ほか・前掲注９）17-19頁〔杉原発言〕。同様に、
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　戦前のわが国で認められていた地方公共団体が出訴した事例を包括的
に検討した垣見教授は、戦前、地方公共団体に出訴が認められていた要
因として147、地方公共団体に対して国（側に位置づけられ監督の役割を
与えられていた府県知事）が「権力的」関与を行なったということ、し
たがって両者が「上下・主従関係」にあった点を挙げる148。当時は現在よ
りも行政訴訟の中で地方公共団体が出訴した事案の割合が高く149、訴訟
においては一部の行政法上の一般原則が適用される等適法性審査が行わ
れていたとされる150。垣見教授は、戦後このような出訴が認められてい
ない要因として、「自治体の『気概』の欠如」等ではなく、地方公共団体
の位置づけが変わった点からではないかと指摘する151。
　ドイツにおいては、現在も、地方自治体（ゲマインデ、ゲマインデ連合）
はラント行政の下に位置づけられ152、このことは例えば条例制定の際に

このような見解に立つが故、戦後の公法学において、戦前の地方制度に関する
検討が僅少だったと考えられる。
147 教授によれば、織田萬・美濃部達吉の学説においては、地方公共団体の「権
利毀損」に基づく出訴は、明治23年法律第106号ではなく個別法に限って認め
られるべきであると主張されたが、実務における柔軟な運用により、出訴は認
められていた。参照、垣見隆禎「明治憲法下の自治体の行政訴訟」行政社会論
集14巻２号（2001年）102頁以下、特に92-89頁及び57頁。
148 参照、垣見・前掲注16）99-100頁、垣見隆禎「団体自治と争訟」公法78号（2016
年）178-179頁。
149 参照、垣見隆禎「『行政裁判所判決録』にみる戦前日本の国と自治体」行政
社会論集15巻２号（2003年）47頁以下。
150 参照、垣見隆禎「戦前日本における市町村に対する監督処分と取消訴訟」行
政社会論集24巻２号（2011年）35頁以下。
151 垣見・前掲注148）186頁。
152 周知の通り、連邦制を採用するドイツにおいて、国家は３層構造──連邦
-ラント-地方自治体──に分けられる。わが国地方公共団体とラントをパラレ
ルに捉える議論も存在する（例えば参照、笛木淳「ラントに対する連邦の指示権」
阪大法学67巻６号〔2018年〕251頁以下）。しかしながら、わが国において地方
公共団体が基本法の定めるラントと同様の立場にあるとは考え難い上、関与不
服訴訟等本稿で扱う内容は、国家の中における地方公共団体の位置づけを含め
た検討を要する。そのため、本稿では従来の議論通り、ドイツにおける地方自
治体に係る思考様式の解明を目指す。
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表出する153。そうであるとするならば、ドイツ法において監督及び立法
に対して地方自治体が出訴可能であるという帰結は、この上下関係から
生じている可能性もある。
　わが国では戦後、従前の後見的な監督関係が廃止され、協力関係を形
成するようになったとされる。仮に戦前のわが国のように、現在のドイ
ツが国との上下関係に基づいて地方自治体の出訴が認められるのであれ
ば、制度的保障論という議論自体は同じとしても、そのまま参照するこ
とが困難な議論であることにはならないだろうか。彼の国の議論を参照
するのであれば、出訴の論理を検討し、制度的相違により結論が左右さ
れるものであるかどうか検証しなければならないだろう。このような作
業を経て初めて、ドイツ法の議論を参照した日本国憲法第８章の解釈論
を構築し得るように思われる。
　以上の理由から、本稿は、ドイツ法において地方自治や地方自治体の
出訴はどのように論じられてきたのかという点を探究する。その際、本
稿が着目するのは、この点にかかる議論を展開した論者に共通する議論
構造＝思考様式である。以下では、ドイツにおける思考様式を検討し、
日本国憲法の解釈に採り入れ得る法理の有無を探究する。

第２款　構成
　以下では先ず、プロイセンにおいて地方制度が形成・確立された時期
の理論を検討する。続いてワイマール期においてライヒレベルで地方自
治保障が規定されたことに伴う学説の展開を検討する。その後で、戦後
における議論を検討する。最後に、ドイツにおける議論がわが国におい
て参照し得るものであるのかという点を検討する。

［附記］本稿は、北海道大学審査博士（法学）学位論文（令和２年９月25
日授与）を大幅に加筆・修正したものである。なお、本稿の執筆にあたっ
ては、JSPS 科研費21K13182の助成を受けた。

153 ドイツにおける Satzung については参照、大橋洋一「条例論の基礎」同『現
代行政の行為形式論』（弘文堂、1993年）341頁以下。
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【補論】本稿脱稿後、公有水面埋め立て承認取消処分取消裁決の取消請
求事件控訴審判決（福岡高等裁判所那覇支部令和３年12月15日、https://
www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/documents/20211215hanketsu.
pdf ［2022年１月５日最終アクセス］）に接したが、当該判決の検討は他
日に期したい。




