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本章のポイント

本章では、初めて「行政学」を学ぶ学生諸君

のために、「行政」とは何か、「行政」は誰が担

っているのか、「行政」は「立法」や「司法」と

どのように関わりあっているのかなど、「行政

学」を学ぶに当たって必要となる基本的な考え

方について、わかりやすく説明する。そのうえ

で、「行政学」とはいかなる学問であるのかにつ

いて論じる。公務員を目指す学生諸君は、「行

政学」を学ぶことを通じて、公務員として必要

な基礎知識を習得するとともに、公務員となる

ための心構えを涵養することができるはずであ

る。



1 「行政」とは何か

行政学は、「行政」を研究対象とする学である。その場合、「行政」を、

どのような観点に立って、どのように研究するのかについて、考察しなけ

ればならないが、それに先立って、「行政」とは何かについて、考えておく

必要がある。

「行政」という用語は、三権分立制について「立法、司法、行政」と言わ

れるように、一般的に用いられる用語である。しかし、それでは「行政」

とは何かと問われると、明解に答えることは、なかなか難しい。

私たちの身のまわりには、行政の活動として行われているのではないか

と考えられるものが、無数に存在する。

例えば、家庭生活において、上水道や下水道、ごみの収集・処理などが

ある。一歩街に出ると、道路がある。ていねいに言えば、道路が設置され、

管理されている。道路には、信号機や横断歩道が設置されている。自動車

を運転するためには、運転免許証の交付を受ける必要がある。法令に違反

した場合には、運転免許の停止や取り消しの処分がなされる。外国旅行を

する場合、パスポートの発給を受ける必要がある。空港では、出入国管理、

税関、検疫、植物防疫などの仕事が行われている。これらはいずれも、国

や地方公共団体の行政の活動として行われているものである。

子供たちは、公立の小中学校や高校に通っている。これらの公立の学校

の設置・管理は、言うまでもなく、地方公共団体の行政の活動として行わ

れているが、それでは、私立の小中学校や高校については、どうだろうか。

一見すると、私立の学校であるから、行政とは関係がないように見えるが、

学校教育法や私立学校振興助成法の定めるところによって、学校の設置認

可や公費助成などの対象とされており、行政と密接な関係がある。これと

同様に、民間企業が経営する電気事業、ガス事業、公共交通機関、銀行な

ども、各種の法令の規制の下に置かれており、行政と無関係ではありえな

い。

個別の例をあげると際限がないが、総じて言えば、行政の活動は、外交、

防衛、安全、福祉、保健衛生、環境保全、社会基盤施設の整備、経済、産
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業振興、雇用、教育文化、情報通信など、さまざまな分野で、さまざまな

態様において行われている。

このように、広範な分野で活動を繰り広げる「行政」について、それ自

体を積極的に定義づけることは困難である。そこで、一般には、「行政」と

は、国家が営む機能から「立法」と「司法」の機能を控除した残余のもの

というほかないと考えられている。

2 中央政府の「行政」と地方政府の「行政」

日本国憲法は、わが国の統治機構（government）として、中央政府および

地方政府（地方公共団体）を置くこととしている。

ここで、「中央政府」とは、国会、裁判所および内閣からなる統治機構で

ある。「地方政府（地方公共団体）」とは、憲法において地方自治権を保障さ

れた地域的な統治機構であって、これをさらに区分すれば、広域の地方政

府（地方公共団体）たる都道府県と基礎的な地方政府（地方公共団体）たる市区

町村とがある。すなわち、わが国の政府体系としては、中央政府、都道府

県および市区町村の三層制が採られている（ここで、「区」とは、都に置かれる

「特別区」を指すのであって、指定都市の「区」はこれに該当しない）。

いわゆる「三権分立」は、中央政府が有する統治の権限を「立法」、「司

法」および「行政」に分けて、それぞれ別個の機関に属させるしくみのこ

とであり、このうち「行政」の権限は内閣に属する（憲法 65 条）。

地方政府（地方公共団体）については、憲法第 93 条 1 項で議事機関たる議

会を置くものとされ、同条 2項で地方公共団体の長および議会の議員は住

民の直接選挙によるべきこととされている。すなわち、地方政府（地方公共

団体）の有する統治の権限のうち、「立法」の権限は議会に、「行政」の権限

は長に属することとされているものと解される。憲法上、地方政府（地方公

共団体）の「司法」の権限に関する規定は存在しないから、「司法」の権限に

ついては、中央政府が設置する裁判所に属させる趣旨であると考えられる。

以上によって知られるように、わが国において、「行政」には、中央政府
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の「行政」と地方政府（地方公共団体）の「行政」とがあり、これら 2つの「行

政」は、それぞれ独立した、別個のものである。しかし、これらの「行政」

はいずれも、「立法」および「司法」に属しない統治の機能を営むものであ

るという点において共通している。また、これらは、相当程度類似した態

様において行われており、共通ないし類似の問題点を内包している。

このような観点から、行政学は、中央政府の「行政」と地方政府（地方公

共団体）の「行政」との両者を、その研究対象としている。

3 行政を担う人々

それでは、行政は、どのような人々が担っているのだろうか。

日常的に行われている行政活動に、実際に携わっているのは、各省庁の

職員、地方公共団体の職員である。しかし、これらの職員は、自らの判断

だけによって、それらの行政活動を行っているわけではない。

中央政府の各省庁に関して言えば、職員は、当該省庁の大臣の指揮命令

の下に、行政活動を遂行している。大臣は、当該省庁の行政活動の責任者

である。それと同時に、大臣は、内閣の一員であるから、内閣の方針の下

に、大臣としての職責を果たさなければならない立場にある。すなわち、

中央政府の行政の最終的な責任は、内閣にある。

地方公共団体に関して言えば、職員は、当該地方公共団体の長（都道府県

にあっては知事、市区町村にあっては市区町村長）の指揮命令の下に、行政活動を

遂行する。地方公共団体の長は、当該地方公共団体の行政活動の責任者で

ある。

このように、行政活動について指揮命令の権限を有し、責任を負うのは、

いわゆる「政治家」である。ここで、「政治家」とは、国民あるいは住民の

選挙によって選ばれた人々、または選挙によって選ばれた人々によって構

成される政治機関によって選任された人々である。

なお、中央政府には、例外的に、主任の大臣の置かれない機関がある（例

えば、会計検査院、人事院）。また、地方公共団体には、長以外に、執行機関と
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しての行政委員会が置かれる（例えば、教育委員会、選挙管理委員会）。これら

の機関の行政活動について指揮命令の権限を有し、責任を負う人々も、選

挙によって選ばれた人々によって構成される政治機関によって選任された

人々である。

行政活動の責任者が政治家であるということは、行政は、主権者たる国

民あるいは住民による民主的統制の下に置かれているということを意味す

る。言い換えると、国民あるいは住民の意思を離れた行政はありえないと

いうことである。

もとより、政治家自身が広範な分野で繰り広げられる行政活動を自ら遂

行することは、可能ではない。そこで、政治家の指揮命令の下に、実際に

行政活動を行う職員が置かれる。これらの職員が、一般に言われる「公務

員」であるが、もう少していねいに言えば、国家公務員法あるいは地方公

務員法上の「一般職に属する公務員」であり、「終身職の職業的公務員」で

ある。

ここで、行政活動の責任者たる政治家と職業的公務員との関係について、

考えておく必要がある。

行政活動の責任者たる政治家は、国全体あるいはその地域社会全体を展

望するという広い視野に立って、国民や住民の意を体しつつ、行政活動全

般が適切に行われるように管理することを期待される立場にある。その反

面、個別の行政活動についての専門的な知識・経験を有することは、必ず

しも期待されていない。それよりも、健全な常識を有することの方がはる

かに重要である。

職業的公務員についても、国全体あるいはその地域社会全体を展望する

視野に立つこと、および国民や住民の意を体することが必要であるし、健

全な常識を有することも不可欠であるが、さらに強く期待されることは、

各分野にわたる行政活動についての専門的な知識・経験を有することであ

る。

行政活動の責任者たる政治家と職業的公務員との関係は、組織上の立場

としては、指揮命令する側と指揮命令される側との関係であるが、実際上

は、政治家が指導し、職業的公務員が政治家を補佐するという関係である。

職業的公務員が行政活動の責任者たる政治家の判断を無視して独走するこ
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とは、許されることではないが、同時に、政治家が職業的公務員の有する

豊富な専門的知識・経験を有効に活用しないで何らかの判断を下すことは、

効率的ではないし、危険でもある。

以上のように、行政活動は、責任者たる政治家と各分野にわたる専門的

な知識・経験を有する多くの職業的公務員との協働によって、行われてい

る。

4 立法府と行政府

憲法は、立法府である国会について、「国会は、国権の最高機関であって、

国の唯一の立法機関である」と定めている（憲法 41 条）。すなわち、国民の

代表機関である国会のみが法律を制定する権限を有するのであり、内閣を

含め、国会以外の機関は、法律またはこれと同等の効力を有する法令を制

定する権限を有しない。内閣は、行政権を行使するに当たって、憲法およ

び国会が制定する法律に違背することができない。言い換えると、国会と

内閣の関係において、国会は内閣に優越した立場にあり、内閣は国会に従

属した立場にある。

行政活動は法律に基づいて行われなければならないという考え方は、「法

律による行政の原理」と呼ばれる。

行政において、「法律による行政の原理」は、ゆるがせにすることのでき

ない原理である。しかしながら、この原理は、法律に具体的な根拠がない

限り、いかなる行政活動をも行ってはならないということを意味するもの

ではない。社会において起こりうるさまざまな事象をことごとく予測した

うえで、行政活動として行うべきことをあらかじめ法律で具体的に規定し

ておくことは、実際問題として、可能ではないからである。

「法律による行政の原理」は、次のように考えるべきものと考える。第 1

に、法律が行政活動として行うべきことを命じていることについては、法

律の定めるところにしたがって、これを行わなければならない。第 2に、

法律が行政活動として行うことを禁止していることについては、これを行
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ってはならない。第 3に、国民の権利を制限し、または国民に義務を課す

ることについては、法律の具体的な根拠なしに、行政活動として行っては

ならない。以上のことは、行政活動そのものだけでなく、行政活動を行う

ための手続きについても、妥当する。そのうえで、以上に反しない限りに

おいて、行政活動として行うことが相当であると判断されることについて

は、実定法に具体的な根拠がない場合であっても、行政活動として行うこ

とができる。この場合、相当であるかどうかは、いわゆる「条理」により

判断することになろう。また、その判断は、当該行政活動を行う者だけで

なく、国民あるいは当該地域住民の社会通念に照らして、是認されうるも

のであることが必要であろう。

地方公共団体の行政活動も、中央政府の行政活動と同じく、「法律による

行政の原理」により行われなければならない。この場合、「法律」には、国

会が定める法律のほか、当該地方公共団体の議会が定める「条例」が含ま

れる。

5 司法府と行政府

裁判所は、憲法に特別の定めがある場合を除き、すべての法律上の争訟

を裁判する権限を有している（裁判所法 3 条 1 項）。法律上の争訟には、当然、

行政活動に関する争訟が含まれる。裁判官は、その良心に従い独立してそ

の職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される（憲法 76 条 3 項）。

すなわち、すべての行政活動は、法律上の争訟となった場合、裁判所に

よって、憲法および法律に照らして、適法であるか違法であるかが審査さ

れ、判断される。「法律による行政の原理」の実効性は、このような司法制

度によって担保されている。
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6 「行政学」はいかなる学問か

行政活動は、以上に述べたように、「適法」であることが求められるが、

行政活動に求められることは、それにとどまらない。

行政活動は、「適法性」のほか、次のような視点に立って遂行することが

求められる。第 1に、行政活動は、国民あるいは住民の意思を基盤として、

国民あるいは住民の福祉の向上を目指して行われなければならないこと

（民主性・公共性）。第 2に、行政活動は、すべての国民あるいは住民に対し

て、公平に行われなければならないこと（公平性）。第 3に、行政活動は、効

率的に行われなければならないこと（効率性）。

「行政学」は、行政活動を上記のように理解したうえで、実際に行われて

いる行政活動を分析し考察することを通じて、行政活動のあり方として、

どのような問題点が存在するのか、それはどのような原因によるか、ある

べき行政活動を実現するためにはどのような考え方で臨むべきか、将来に

わたってどのような方策を講じるべきかなどを考究する学である。

7 公務員を目指す学生諸君のために

行政活動に要する経費は、国民や住民の負担によって賄われる。行政活

動がどのように行われるかは、国民や住民の生活にさまざまな影響をもた

らす。すなわち、行政活動が適正に行われるかどうかは、国民や住民とし

て、無関心でいてよい問題ではない。「行政学」は、広く国民や住民に、自

分自身に関わる問題を扱っているものであると理解されることが望まれる

学である。

それと同時に、「行政学」は、行政活動に携わる公務員にとって、きわめ

て有用な学である。今日、行政活動は、国民や住民、さらにはマスコミに

よって、批判や非難の対象とされることが多い。「行政学」は、それらの批

判や非難と現実の行政活動とを分析し、考察することを通じて、批判や非
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難の原因を探り、行政活動の改善や改革の方策を提示することを試みる。

それは、公務員にとって、明日の行政活動をよりよいものとするための有

効な手がかりとなるに違いない。

さらに、公務員となることを志す学生は、「行政学」を学ぶことによって、

わが国の行政がどのようなしくみや考え方によって行われているのか、ど

のような問題点が存在するのか、今後、行政活動はどのようにあるべきな

のかなど、公務員として必要な基礎的な知識を習得するとともに、公務員

となるための心構えを涵養することができる。

今日のわが国社会において、公務員に期待される役割は大きい。同時に、

公務員を志す学生が少なくない。公務員として採用されるためには、公務

員採用試験に合格することが必要である。公務員採用試験に合格するとと

もに、責任ある公務員として期待される役割を果たしていくに当たっては、

「行政学」によって身につけた基礎知識や心構えが、大いに役立つことであ

ろう。

●

理解を深めるための参考文献

● 西尾勝『行政学（新版）』有斐閣，2001．

● 村松岐夫『行政学教科書――現代行政の政治分析（第 2版）』有斐閣，2001．
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知識を確認しよう
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

択一問題
⑴ 政府内の分業関係を整理し説明するための行政概念は、以下の A〜C

に分類することができる。

A．立法・司法・行政の分化を前提として、行政の概念を立法・司法との

対比で用いるもの

B．政治と行政との対抗関係を前提にして、行政の概念を政治との対比で

用いるもの

C．行政組織それ自体の経営管理活動を行政とするもの

このように分類した場合に関する次の記述のうち、妥当なものはどれ

か。

1．Aにおいても Bにおいても、大統領・内閣・首長といった行政府の頂点

に位置し、これを統治する執行機関の活動は、「行政」としてとらえら

れる。

2．憲法第 65 条の「行政権は、内閣に属する」との規定における「行政」

の語は、Bの文脈で理解されるべきものである。

3．Bにおいては、行政は「法の下に規制を受けながら、現実・具体的に国

家目的の積極的実現をめざしておこなわれる、全体として統一性をも

った継続的な形成的国家活動」とする。

4．Cにおいては、例えば現場作業を「行政」と考えないように、行政職員

の活動のすべてを「行政」としてとらえるものではない。

5．Cの考え方は、19世紀後半において、政党政治と行政活動の分業関係

を確立するために普及したものである。

⑵ 国会が「唯一の立法機関」であるとは次の A、B、2つのことを意味す

るとされる。

A．国会が国の立法権を独占し、国会以外のものが立法するのを原則とし

て認めない。
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B．国の立法は国会の議決のみで完結し、他の国家機関の関与を原則とし

て許さない。

次は、A、Bいずれかの関係で問題となりうるが、Bに関するものはど

れか。

1．内閣が、議会の個別具体的な委任を受けて政令を定立すること。

2．参議院が、その内部の規律に関する規則を定めること。

3．天皇が、内閣の助言と承認に基づいて法律を公布すること。

4．地方公共団体が、法律の範囲内で条例を制定すること。

5．最高裁判所が、訴訟に関する手続きについて規則を定めること。

「択一問題」の正答と解説➡ http://www.koubundou.co.jp/files/00222_01.pdf

論述問題
⑴ 三権分立の視点から、行政の役割について述べなさい。

⑵ 中央政府と地方政府について述べなさい。

⑶ 「法律による行政の原理」について述べなさい。

引用・参考文献（序章〜第 18 章）
● 資格試験研究会『地方上級 専門試験 過去問 500』実務教育出版
● 資格試験研究会『国家一般職〔大卒〕専門試験 過去問 500』実務教育出版
● 資格試験研究会『国家総合職 専門試験 過去問 500』実務教育出版
● 資格試験研究会『公務員試験 新スーパー過去問ゼミ 行政学』実務教育出版
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