
解説

第Ⅰ部 理論編

序章 行政学のすすめ

● 12 頁 ⑴ 正答は 4

Aは、伝統的な三権分立の内容であり、Bは、意思決定機関の活動を政治（憲政）執

行機関の作用を行政に分離するシュタイン行政学やアメリカ行政学に共通した政治と

行政の区分の内容であり、Cは、行政の分野を経営の分野とするアメリカ行政学にお

ける初期の管理論的行政学の内容である。

1．× 本肢で述べられているような行政の頂点に位置する者は、政治的に任命され

る人々であり、Aの文脈では行政に属するが、Bの文脈では政治に属することに

なる。

2．× 日本国憲法は、第 4章が「国会」、第 5章が「内閣」、第 6章が「司法」とい

う構成になっているように、Aの文脈で理解されるものである。

3．× 法のもとでの行政が前提となって行政を論じていることからもわかるように、

Aの文脈において論じられているものである。

4．〇 Aと Bは、行政職員の活動のすべてを行政としてとらえるものである。

5．× 本肢の内容は、確かにCとの関連性は認められるものの、全体的にはBに関

する内容である。

● 12 頁 ⑵ 正答は 3

憲法第 41 条は、「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」

と定めているが、この「唯一」という規定には 2つの意味がある。すなわち、第 1に

は Aの立場のように、実質的立法はすべて国会を中心に行われなければならないと

する「国会中心立法の原則」であり、第 2は、Bの立場のように法律は国会の議決のみ

で成立するという「国会単独立法の原則」である。このうちAは立法権を国会が独占

するという原則であるから、他の国家機関が独立の規範定立権を有する場合には、こ

の原則の例外をなすことになる。Bの国会単独立法の原則は、立法権は国会が独占し、

国会が定立した規範が効力を生ずるために、他の機関の関与は必要でないとする原則

である。

1．× 「立法の委任」（憲法 73 条）は、国会の独占する立法権を、どの範囲でなら、

他の機関にゆだねられるかという問題であるから、Aの国会中心立法の原則と関
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連する。

2．× 「議院の規則制定権」（同 58 条 2 項）は、議院規則という規範を、議院のみの

判断で定立できる権限であるからAに該当する。

3．〇 本肢は、国会以外の機関による法律の公布が法律の効力要件かという問題で

あり、Bの原則と関連する。

4．× 地方議会が独自に定める条例（同 94 条）は、Aの例外に該当する。

5．× 最高裁判所の規則制定権（同 77 条 1 項）も、Aの例外に該当する。

第 1章 行政学の起源

● 32 頁 ⑴ 正答は 3

1．× 官房学では法治行政の原理は導入されず、またその内容は必ずしも体系的と

はいえない。

2．× 官房学では財政と区別された意味での行政の概念は明確にされたが、政治、

立法と区別される行政の概念は明確にされるまでにはいたっていなかった。

3．○ 官房学は、絶対主義君主による支配のための統治の学問であるとともに、君

主の家政に関する学問とされる。

4．× ユスティは、警察学を提唱したことで有名であり、本問の記述はシュタイン

のものである。

5．× 官房学はアメリカ行政学とは関連をもたないと考えるのが一般的である。

● 33 頁 ⑵ 正答は 2

1．× シュタインは官房学と公法学に批判を加えつつ、独自の体系を作り上げた。

2．○ 行政学の起源は、通常、ドイツ、オーストリアで発達した官房学に求められ

る。この官房学は、16 世紀中葉から 18 世紀末にかけて発達したものであるが、

フランスの警察学の影響を少なからず受けている。官房学は、絶対主義君主によ

る支配のための統治の学問であるとともに、君主の家政に関する学問とされる。

3．× 現代の行政学は 19 世紀末から 20世紀初頭にかけてアメリカで発達するのが

一般的な考え方である。

4．× 「技術的行政学」は、行政を政治の具体的な執行であるととらえ、行政は政治

とは分離された「経営」の領域に含まれるとの認識を示す。

5．× 「機能的行政学」は、行政が政治と分離された技術過程ではなく、政治とは不

可分な関連をもつものと認識する。
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● 33 頁 ⑶ 正答は 5

1．× 官房学では、行政は財政と対比する概念として用いられたが、政治や立法と

区別されるものではなかった。

2．× ゼッケンドルフなどに代表される前期官房学でも、その思想の基盤は重商主

義にあった。

3．× 『ドイツ君主国家』を著し、幸福促進主義的福祉国家の先駆者とよばれるのは、

前期官房学のゼッケンドルフである。

4．× ユスティは、後期官房学において独自の警察学としての官房学の体系を樹立

しようとした。ユスティの警察の概念は、国家の一切の内部事項を処理すること

にあるとする積極的なものであった。これに対してシュタインは、官房学と公法

学（行政法学）の橋渡しの役割を果たした。

5．○ 官房学の内容を説明している。フランスに発達した絶対主義国家の概念は、

ドイツの領邦国家にも影響を与え、プロシアでヨーロッパ最初の「警察国家」が

建設された。官房学はこの時期において成立し、基本的には絶対君主の家政・財

政の管理の学問であり、君主の利益に忠実に奉仕する官吏のための学問であった。

第 2章 行政学の歴史

● 51 頁 ⑴ 正答は 5

1．× アメリカ行政学はもともと現実の問題を解決するための極めてプラグマティ

ックな研究からはじまった。具体的には、猟官制、行政国家化、市政の腐敗の諸

問題の解決方法などを考察することからはじまっているので実践的な学問ともい

える。

2．× ウィルソンは政治と行政の明確な分離を主張した。彼の唱えた政治・行政二

分論は、アメリカ行政学誕生に大きな影響を与えている。

3．× 第 1章でも述べた通り、アメリカ行政学はシュタインの行政学理論とは直接

の結びつきはないと考えるのが一般的である。

4．× 本文でも述べているように、その後、政治・行政二分論は痛烈な批判にさら

され、現在では、政治・行政融合論が主流である。

5．○ 行政学の誕生期においては、このような現実の諸問題の克服が第一の目的だ

ったといえる。

● 51 頁 ⑵ 正答は 2

1．〇 ウィルソンは、行政の分野はビジネスの分野であり、政治の固有の領域の外

にあるとして、政治・行政二分論を主張した。また、アメリカ国内の政治の腐敗

から行政を解放し、行政における能率的な手段を、フランスやドイツから学ぶべ

きであると主張した。
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2．× ウィロビーは、ウィルソンの主張をさらに進展させ、能率が行政を研究する

ための極めて重要な目標であり、能率を確保するための基本原理が存在するとし

たので、無視したわけではない。従ってこの選択肢が妥当でないので正答となる。

3．〇 ギューリックの行政学においては、能率こそが基本的な「善」であるとし、

能率は、行政の価値を測る尺度として重要であると主張した。

4．〇 テイラーは、当時の管理方式として最良のものとされていた「唯一最善の方

法」を見出すことを目指していた。正しい記述である。

5．〇 ワルドーは、ギューリックの行政学に批判を加えて、目的を離れた能率は存

在しないとして、客観的能率と規範的能率の二元的能率観を提唱した。

● 52 頁 ⑶ 正答は 1

1．○ ウィルソンは、猟官制による行政の腐敗や非効率を批判して、政治・行政二

分論を主張した。そして、行政の分野はビジネスの分野であるとの認識に立って、

行政の適切な執行方法を確立すべきであると主張した。

2．× ニューディール期に行政国家化が進み、行政官が積極的に政策を決定するよ

うになったことから、旧来の政治・行政二分論に代わって政治・行政融合論が台

頭した。現在では、現実に即した理論ということで、政治・行政融合論が優勢で

ある。

3．× アメリカにおける福祉国家化とそれに伴う官僚制の役割の拡大は、1930 年代

のニューディール政策を契機として大きく進展し、政治・行政融合論を誕生させ

た。なお、行政学の誕生時には政治・行政二分論が主張されていたことはいうま

でもない。

4．× 行政官の役割の増大は、1930 年代のニューディール政策を契機として起こっ

たものである。すなわち政治・行政二分論から政治・行政融合論への移行も、こ

のニューディール期に起こっている。なお、その後の第二次世界大戦（1941年）

を通じて国家活動の積極化がさらに進展したため、政治・行政融合論はその現実

的妥当性をさらに高めることとなった。

5．× 政治・行政融合論においては、行政官による政策決定過程への介入は不可避

の現実であるとみなされ、これを前提に様々な理論が展開された。議会による行

政統制を重視した外在的統制論に加えて、行政内部における責任の確保を説く内

在的統制論が提唱されるようになったのも、そうした一例である。これに対して、

行政官を政治から切り離し、その役割を限定すべき出ると主張したのは、旧来の

政治・行政二分論であった。
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第 3章 官僚制論

● 73 頁 ⑴ 正答は 5

1．× 効率性・迅速性・精密性を追求する大規模組織では、指揮命令系統を一本化

し、上司からの命令で統一的に行動するような組織形態をつくり上げることが好

ましい。したがって、行政か民間かを問わず、大規模組織では官僚制が育ちやす

い。

2．× 個々の職員が専門能力をもち、それを十分に発揮している場合、組織全体と

しても問題をうまく解決することができる。したがって、職員の専門能力は組織

機能を向上させる。

3．× ウェーバーの想定した官僚制とは、あくまでも専門的知識を持って業務を遂

行する「技術的能率装置」にほかならなかった。したがって、特定の支配階級か

らのみ官僚が選抜され、権力集団として民衆を支配しているというような見解は、

ウェーバーの官僚制論とは無関係である。

4．× ウェーバーは、官僚制の理念型を想定し、それが形式上、きわめて合理的に

作動しうることを示した。これに対して、官僚制の機能障害的側面を強調したの

は、マートンをはじめとするアメリカの社会学者たちであった。

5．○ ウェーバーは、官僚制の合理的側面を強調し、官僚制が近代社会において不

可欠の存在となっていることを指摘した。

● 73 頁 ⑵ 正答は 4

1．× 行政官僚制は政治運営の重要な担い手ではあるが、選挙を通じて国民の信任

を得ているわけではない。したがって、行政官僚制が完全に自立して、政治権力

を担うことは適当ではなく、ある程度、国会議員等の統制下に置かれるいわゆる

「政治主導」的な考え方も必要である。

2．× 官僚制は行政組織に特有の存在ではなく、大規模企業等においても成立して

いる。したがって、大企業の社員などが、セクショナリズムや責任の回避といっ

た官僚制的行動様式をとることも多い。

3．× 行政官僚制においては、いわゆる「親方日の丸」的な考え方が強く能率と節

約のための努力がなされにくい。そこで、行政機構の組織・人員は常に増大する

傾向がみられ、これをパーキンソンの法則という。

4．○ 各人の行動が規則によって規律された場合、特定の相手をえこひいきしない

「公平無私」な態度が生まれる。また、個々人の事情を考慮しない「不親切・冷淡」

な態度も生まれる。

5．× マートンは、官僚制が本来の目的を見失い、目標の転位（＝集団の自己目的

化）を引き起こしていると指摘し、その逆機能を批判した。
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● 74 頁 ⑶ 正答は 1

1．○ 現代の大規模国家を運営していくためには、事務処理能力に優れた官僚制が

必要不可欠である。しかし、専門的知識や秘密情報をもとに、官僚制が民衆をコ

ントロールするようになれば、民主主義は崩壊を余儀なくされる。

2．× ウェーバーは、主に官僚制の純粋技術的卓越性に注意をむけたが、その非合

理的側面も見逃していたわけではない。例えば、官僚制がひとたび完成したあと

には、これを破壊することがきわめて困難となるとして、「官僚制の永続性」を指

摘した。

3．× 官僚制が命令系統一元化の原理をとっているのは事実である。しかし、実際

の官僚制においては、命令を与えるのは直属の上司のみであるとは限らず、さま

ざまな部署から命令が与えられることも多い。

4．× マートンではなくセルズニックの主張である。セルズニックは、テネシー渓

谷開発公社（TVA）を例にあげ、専門化を強めた下位部局およびその職員が、次

第に政府全体の目的から逸脱していく様子を描きだした。これに対して、マート

ンは官僚制が目標の転位（＝集団の自己目的化）を引き起こしやすいという点を

指摘したのであって、特に下位部局と政府の関係に注目したわけではない。

5．× 行政組織の目的は多元的であって、例えば民意を反映した政策の決定なども

これに含まれる。その場合、行政組織は官僚制の形態へとは向かわず、むしろ合

議制の形態をとる。このように、行政組織においても、その組織形態は組織の課

題・環境条件に依存することが多い。

第 4章 行政管理論

● 94 頁 ⑴ 正答は 1

1．○ F. W．テイラーの科学的管理法における能率概念が、機能的能率であったこ

とにも留意する必要がある。

2．× テイラーは動作・時間研究を通して作業を「標準化」し、標準作業時間では

なく「標準作業量」を定めたのである。また、科学的管理法は、標準的な労働者

ではなく熟練労働者の能率を基準としていた。

3．× テイラーは管理と作業の機能を分離することにより、管理者と労働者それぞ

れの職能を分化させた。工場長であったテイラーは工員だけでなく、現場の職長

もまた計画・立案に関する仕事、あるいはそれに多少とも事務的性質をもった仕

事から、できるだけ完全に分離されるべきである。そして、頭脳的仕事はすべて

現場から切り離して計画または設計部門に集中し、現場の職長には純粋に執行的

な性質の仕事だけを残すべきであると主張している。

4．× 本問は、心理学者A．マズローの「欲求五段階説」に基づく「動機付理論」の

説明であり、この代表的な論者としては「X理論・Y理論」を提唱した D．マグレ

ガーが挙げられる。
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5．× テイラーは、組織的怠業の問題を解決するために、従来の固定給制や出来高

給制から、標準作業量を達成したものには高い給料を与える代わりに未達成の者

には著しく給料を低くするという、標準作業量達成の是非により給料格差をつけ

る「差別的出来高給制」への移行を主張した。

● 94 頁 ⑵ 正答は 4

1．× 照明等の物理的条件が作業能率に影響を与えるとしたのは、科学的管理法で

ある。ホーソン工場実験の中心的人物でもあった E.メイヨーも、当初は科学的

管理法の立場に立っていたが、実験を終えた後にはその見解を変え、人間関係に

配慮した管理の重要性を提唱するようになった。

2．×緊急対応システムの整備は、ホーソン工場実験とは無関係である。そもそも、

アメリカ行政学史との関連性もない。

3．× 時間・動作研究を実施することで作業の標準化を進めていったのは、科学的

管理法である。人間関係論では、人間を機械のように捉える見方が否定され、作

業を定型化し、監督を厳しくするだけでは作業能率は向上しないと主張された。

4．○ 人間関係論では労働者のモラールが重視され、これを刺激するような管理法

が求められた。労働者が作業工程について会社に提案したり、製品品質を向上さ

せるための研究会（＝QCサークル）を自発的に開いたりすることは、人間関係論

の知見に基づいて推奨された活動である。

5．× OA化による意思決定の迅速化は、ホーソン工場実験とは無関係である。な

お、本肢で触られている「稟議書」は、稟議制をとる我が国に独自のものであり、

アメリカで実施されたホーソン工場実験との接点はない。

● 95 頁 ⑶ 正答は 1

能率観については、①機械的能率観の流れ（科学的管理法、ギューリック、サ

イモン）、②社会的能率観の流れ（人間関係論、ディモック、バーナード）、③両

者を組み合わせた二元的能率観（ワルドー）、の 3種類に区別できる。

1．○ ワルドーは目的に応じて能率観を使い分けるべきであると主張し、二元的能

率観を提唱した。そのうち、単純で定型的な仕事に用いられるのが客観的能率（＝

投入と産出の比率）であり、複雑な政策決定に用いられるのが規範的能率（＝評

定者の価値意識の満足度）である。

2．× サイモンは、客観的基準にしたがって投入と産出の比率を計測し、それをも

って能率とみなすことを提唱した。これは機械的能率観をより精緻化したもので、

一般にバランスシート的能率と呼ばれている。

3．× ディモックは関係者の満足度の度合いを重視し、能率の高低は社会的有効性

を基準として評価されるべきだと主張した。このような社会的能率観の下では、

能率の高い行政を追求すればするほど、公益目的の達成に近づくことになる。
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4．× ギューリックは、能率こそが行政の価値体系において最高の地位を有すると

主張した。このように能率を重視する立場は、技術的行政学（特に正統派行政学）

に共通して見られるものである。

5．× レッドフォードは、社会の理念の枠内においてのみ、能率が測定できると主

張した。逆にいえば、なんらかの社会的理念が与えられなければ能率を測定する

意味はなく、能率測定が社会的理念を設定するということはない。

第 5章 行政組織論

● 112 頁 ⑴ 正答は 1

A．「C. I.バーナード」が入る。バーナードは、組織を人間の協働関係とみなし、人々

の意思決定が積み重ねられることで、組織活動が展開されると主張した。

B．「人間関係」が入る。バーナードは、古典的組織論が重視した公式的機構の概念と、

新古典的組織論（人間関係論）が発見した非公式の人間関係という概念を統合し、

現代組織を作り上げた。

C．「協働関係」が入る。協働とは、共通の目的を実現するために、人々が力を合わせ

て働くことである。バーナードは、意思決定の自由と能力をもった人間の協働行

動から、協働関係としての組織が形成されると主張した。

D．「H. A. サイモン」が入る。サイモンはバーナードの組織論を精緻化し、意思決定

者が「限られた合理性」という制約のもとで、一定の満足水準を達成するような

決定を行うというモデルを提唱した。

E．「決定前提」が入る。決定前提とは、決定を行うために必要とされる前提条件のこ

とであり、価値前提と事実前提の 2つをその要素としている。価値前提とは「い

かなる目標をどの程度達成しようと望むか」という価値判断をなすことであり、

事実前提とは「各手段がその目標をどの程度達成するか」という事実判断をなす

ことである。

● 113 頁 ⑵ 正答は 4

1．× バーナードはこうした権威を職位（ないし地位）の権威ではなく、機能（な

いし指導）の権威と呼んだ。職位の権威とは、命令者の能力にかかわらず、その

地位を理由に服従をなす場合の権威である。

2．× ギューリックの組織編成理論に関する記述である。なお、統制範囲の原理と

は、1人の上司が管理できる部下の数は一定の範囲内にとどめるべきであるとい

う原理である。また、ギューリックは同質性の基準として、目的、作業方法、対

象、地域の 4つをあげた。

3．× 適応的吸収（ないし包摂）という概念を用いて、組織の環境に対する適応過

程や、組織におけるリーダーシップの意味を追求したのは、バーナードではなく

セルズニックである。
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4．○ 日常的な行政活動の多くがこの無関心圏にあるために、指示や命令は部下に

受容される。

5．× バーナードの組織論はプロフェッショナル組織の存在を念頭に置いたもので

はない。

● 113 頁 ⑶ 正答は 2

1．× コンティンジェンシー（条件適合・環境適応）理論に関する記述であり、サ

イモンとは関係ない。サイモンは行政科学的視座に立って独自の理論を展開した。

2．○ サイモンは制約された合理性のもとに、有名な満足化モデル（充足モデル）

を提唱した。

3．× サイモンは、意思決定においては、価値前提と事実前提の両方が必要である

とした。

4．× 意思決定におけるオーソリティ（権威）の影響を考慮したのは、サイモンで

はなくバーナードである。ただし、バーナードもオーソリティが部下によって無

制限に受容されるとは主張していない。

5．× サイモンは、最大化ではなく、満足化（充足）を基準として意思決定がなさ

れていると指摘した。

● 114 頁 ⑷ 正答は 1

1．○ スタッフは管理者に対して勧告、助言を行う機能を有するが、ラインに対し

て命令権を行使したり、実際の執行に携わったりしないというのが、古典的スタ

ッフ概念である。一般的にはこのような理解で良いが、稀に古典的スタッフ概念

に対する批判（スタッフがラインに積極的に働きかけることをむしろ評価する立

場）について問われる場合もあるので注意しておくこと。

2．× わが国においてはラインのみが発達してスタッフが確立されていないという

のが定説である。その背景のひとつには稟議制を通じて、ラインが上位者への勧

告・助言機能を果たしており、専従のスタッフを必要としないことがあるとされ

る。

3．× 行政の複雑化、大規模化に伴い、行政組織の管理者の果たす責任は過大とな

り、スタッフの必要性は増大する。したがって記述は全くの誤りである。

4．× ラインはともすると定式的な業務を行う作業要員になりがちであり、自己啓

発性には欠けやすいといえる。

5．× 組織管理者（指揮官）の決定に基づく命令系統の一元化が最も必要なのは軍

隊組織である。戦闘時において命令系統が乱れることは許されない。組織管理者

が命令系統の一元化を確保するためにはスタッフの活用により、迅速かつ正確な

決定を行っていく必要がある。このために軍隊組織においては作戦参謀の活用が

必須であり、これがスタッフ制度の起源である。
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第 6章 行政統制論と行政責任論

● 130 頁 ⑴ 正答は 2

ギルバートは、行政統制あるいは行政責任の確保の方法について、①行政統制

の主体が外か内か（外在的統制 -内在的統制）、②その統制が憲法や法律に根拠を

もつものであるかどうか（制度的統制 -非制度的統制）、これらの 2つの軸を組み

合わせ整理した。それが、ギルバートの分類である。

このギルバートの分類をわが国の事例に基づき整理すると、次のようになる。

制度的 非制度的

外在的

●議会による統制
●裁判所による統制
（オンブズマン）

●圧力団体・抵抗団体の行動
●情報開示請求による統制
●専門化集団の評価・批判

内在的

●行政評価・政策評価
●大臣による執行管理
●会計検査院・人事院などの
官房系統組織による統制

●上司による職務命令

●職員組合の要望・期待・批判
●同僚職員の評価・批判

● 131 頁 ⑵ 正答は 5

1．× これはファイナーの説く外在的責任論である。すなわちファイナーは、伝統

的な議会を通じての責任確保いわゆる外在的責任論を主張した。

2．× 行政を政策の執行過程に過ぎないと捉え（政治・行政二分論）、議会や裁判所

に対する責任（外在的責任）こそが行政責任であるとしたのはファイナーである。

3．× フリードリッヒが政治と行政を連続的な過程として捉えた（政治・行政融合

論）とする前段は正しい。しかし彼は、行政責任の確保が不可能としたのではな

く、行政官の内在的責任によってこれを確保すべきとしたのである。

4．× フリードリッヒのいう内在的責任においては、客観的に確立された科学的な

基準に基づいて行政官が行動しなければならないとする機能的責任もまた重要で

ある。

5．○ 内在的責任論を主張したフリードリッヒは、政治・行政融合論の立場から、

行政官は技術的知識と国民の感情に応答的でなければならないと論じた。そして、

前者に相当する責任を機能的責任、後者に相当する責任を政治的責任と呼んだ。

● 131 頁 ⑶ 正答は 3

1．× プロフェッショナリズムとは、特定分野の専門家たる職員が、特別の専門知

識・倫理観・良心などに基づいて行動しようとする「専門職主義」のことである。

プロフェッショナリズムは行政官の内面にあって行政統制に寄与しており、その

点で内在的・非制度的統制に該当する。
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2．× ファイナーは Zが議会であるべきだと考えていた。利益団体による統制は

非制度的であり、ファイナーが重視するものではなかった。

3．○ 民衆の感情に応答する責任が政治的責任、客観的に確立された科学的基準に

対応する責任が機能的責任である。

4．× 行政責任のジレンマ（＝板挟み）は、制度的責任と非制度的責任の間で生じ

ることもあれば、外在的責任と内在的責任の間で生じることもある。例えば、行

政官が、議会や国民の意向に従うべきか、自分の専門的判断に従うべきか悩んで

いるとき、その行政官は外在的責任と内在的責任のジレンマ状態に陥っているこ

とになる。また、官僚制の民主的統制において、非制度的責任の効果が期待でき

ないという点も誤りである。今日では、マスコミによる批判などといった非制度

的統制にも、大きな効果が期待できる。

5．× ガバナンス論とは、組織の上位者による一元的で強力な統制よりも、むしろ

さまざまな主体による多元的な働きかけを強めることで、組織の有効性や効率論

を高めていこうとする考え方のことである。外部監査（＝民間の監査法人などに

よる監査）、モニタリング（＝民間人モニターからの意見の聴取）、政務官への民

間人の登用などは、すべてガバナンス論に適合した手法である。しかし、これら

は国民による外在的統制を強化するものであるため、その分だけ組織の長のリー

ダーシップを弱体化させる可能性が高い。

第 7章 地方自治論

● 149 頁 ⑴ 正答は 1

1．○ これを一般に違法是正措置要求という。また、国は自治事務について必要に

応じて事前協議を行う。

2．× 法定受託事務についても、地方公共団体の条例制定権が及ぶ。

3．× 要求監査ができるのは当該の地方議会と長である。大臣による要求監査の制

度は、法改正で廃止された。

4．× 国地方係争処理委員会は内閣総理大臣が任命する 5人の委員で構成され、総

務省に置かれている。

5．× かつては「統一的な処理を必要とする事務」も都道府県の事務に含められて

いたが、法改正でこの区分が廃止され、該当事務は都道府県ないし市町村に再配

分された。この点において、都道府県の事務の範囲は狭くなったといえる。

● 149 頁 ⑵ 正答は 4

1．× 行政機能の拡大・膨張は、行政の量のみならず質的な充実を要求している。

例えば、ノーマライゼーションの充実は地方の実状を前提とした行政サービスを

要求することから、各国における地方公務員の増加が示すように、地方政府の比

重を増大させている。
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2．× 旧団体委任事務には執行権限が付随することから、地方政府の裁量権の行使

を可能にすることによって自治権の拡大につながる側面があり、本文のような傾

向をもつのは旧機関委任事務である。地方自治法の改正によって、このような委

任事務は廃止され、法定受託事務制度が確立された。

3．× 「包括授権方式」は大陸系の国家でとられている方式であり、「制限列挙方式」

はアングロ・サクソン系の国家で採用されている方式であって、包括授権方式の

ほうが分権的であるとされている。

4．○ わが国においても財政面における分権改革は、今後の大きな課題となってい

る。

5．× 封建的な分権国家は、絶対主義王制における統一的な国民国家の誕生によっ

て中央集権国家に移行していったが、市民革命以降の近代的な国民国家において

は、集権と分権のバランスをとることによって民主政治を確実なものにしようと

する傾向が強かった。

● 150 頁 ⑶ 正答は 4

1．× 連邦制国家においては、州などが主権の一部を連邦政府に委譲するという形

をとっているが、これが直ちに中央政府（連邦政府）の権限の弱さにつながるわ

けではない。例えば、多くの重要な権限が州などから連邦政府に委譲されている

場合には、中央政府の権限は著しく強いものとなる。なお、アメリカやドイツは

連邦制国家、イギリスやフランスは単一主権国家に該当するが、そうした違いは

各国の歴史に起因するものである。

2．× アングロ・サクソン系諸国では、国の事務と自治体の事務が明確に区別され

ている。すなわち、自治体の事務については法律に個別具体的に列挙され、他方、

自治体へ明示的に授権されていない事務権限については、すべて国に帰属するも

のとされる。国の事務は、すべて国の出先機関が直接執行し、これを自治体の長

に委任して執行させることはない。

3．× ヨーロッパ大陸系諸国では、国の事務の執行がしばしば自治体の長に委任さ

れることから、自治体の事務権限は広範に及んでいる。しかし、これと基礎的自

治体（市町村）の規模は必ずしも関係しておらず、フランスやドイツの市町村は

アメリカやイギリスのそれに比べてかなり小規模となっている。なお、わが国の

市町村の規模は、両者の中間に位置している。

4．○ 19 世紀のアメリカでは、地方における党派的争いが政治・行政の中立性を著

しく失わせたことから、これを改革するための諸措置がとられた。

5．× 第二次世界大戦後来日したシャープ使節団は、国税と都道府県税、市町村税

の税源の明確化を求め、これをもとに所得課税、消費課税、資産課税の各税源が

配分されることとなった（ただし、その具体的配分は選択肢の記述よりも複雑）。

こうした税源の区別はその後手直しを受けており、例えば道府県の所得課税に相
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当する道府県民税が創設されるなどしている。

第 8章 行政理論の新動向

● 169 頁 ⑴ 正答は 5

1．× 大衆民主主義が進展し、政治的無関心層が拡大するのは「普通選挙制」が実

現した後の 20世紀に特徴的な現象。また、「最小国家論」は、20世紀的福祉国家

にみられる、国家機能の拡大・大きな政府の弊害に対するテーゼとして登場した

ものである。

2．× 「安価な政府論」は、18〜19 世紀の近代市民社会の自由放任主義の下で主張

されたのもの。

3．× 「夜警国家論」で国家の任務の中心とされたのは「国防」と「治安維持」であ

る。

4．× 19 世紀の「立法国家」に対して、20世紀に入ると、質・量ともに行政部の優

位が確立されてゆく。「行政国家への移行」ともいえる現象である。

5．○ いわゆる「職能国家」のひとつとしての「福祉国家」の説明として妥当な内

容である。

第Ⅱ部 実践編

第 9章 政策評価

● 182 頁 ⑴ 正答は 4

1．× 「地方自治法により地方自治体ごとに設置が義務付けられ」「条例を制定する

際」に諮問がなされる「政策評価委員会」というものは存在しない。また、内閣

や府省などにおいて法律や「政令を制定する際」は内閣法制局の審査が行われる。

なお、2001（平成 13）年から国の機関で実施されることになった政策評価の中立

性・公正性を確保するために総務省に設置されたのは、政策評価・独立行政法人

評価委員会である。

2．× 「総務省が行っている行政監察」（以下「行政監察」）と会計検査院の会計検査

とは別のものである。行政監察は、本問前半部のように公正・中立の立場から分

析・評価した結果に基づき、省庁に勧告を行うことを目的とするものであった。

会計検査院は内閣からも独立した「第 4の憲法機関」とされるため、その会計検

査は「純然たる外部監査」であるといわれる。それに対して、行政監察は内閣の

下に置かれている総務省が行うことから、第三者的・中立的監査といえども純然

たる外部監査ではなく、準外部監査であると考えられている。なお、行政監察は

2001（平成 13）年から総務省行政評価局の行政評価・監視に引き継がれた。

3．× 「財務省が行う財務監査」は会計法第 46 条に基づき行われるものであり、「政
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策の妥当性を評価する」ものではなく、「予算の執行の適正を期するため」に行わ

れる。そして「閣議の決定を経」なければならないのは「予算の執行について必

要な指示」である（会計法 46 条 1 項）。

4．○ 本問の基本方針は、1997（平成 9）年 12月 3 日の行政改革会議最終報告の提

言に基づいている。この方針を受け、2002（平成 14）年 4月「行政機関が行う政

策の評価に関する法律」（いわゆる政策評価法）の施行にまで至るのである。

5．× 行政指導は「政策評価の手段」とは考えられてはいない。それゆえ、行政手

続法は「政策評価に関する基本法のひとつとして位置づけられて」はいないので

ある。

● 183 頁 ⑵ 正答は 3

A．○ 政策評価を実施すれば行政の不備が明らかになる。国民は行政に徹底した説

明責任を求めやすくなる。

B．× 政策評価制度はあくまでも行政の評価を行うための制度であり、国民の権利

利益を救済するためのものではない。

C．○ 政策評価は成果に評価を加えるものであることから、成果重視の行政への転

換が図られる。

D．× 政策評価制度は行政機関の活動をチェックするためのもので、国民の義務の

履行を監視するものではない。

E．○ 評価を受けることを通じて、行政の効率性や質の向上も期待できる。

第 10 章 行政広報

● 195 頁 ⑴ 正答は 2

現代的な広報・広聴の主な手段を体系化したのが本問の図である。

まず、広報紙の発行は、広報の手段として最もオーソドックスなものである。ほと

んどすべての地方自治体において、「広報〜」「〜広報」「〜だより」などの形式で発行

されている。また近年高度情報社会に対応して、ホームページの開設、メールマガジ

ンの配信なども行われている。

パブリシティは、一般的には広報と訳されるが、広報・広聴体系における意味は、

依存広報である。すなわち、広報紙のような直接的方法ではなく、新聞・テレビなど

のマス・メディアを通じて情報を提供する方法である。

対話集会とは、ある特定の問題について、多数の住民が参加する集会で、行政が住

民の意見を聴くものである。たとえば、ある地域について行政が住所の地番変更を提

案した際に、当該地域の居住者を集めて意見を聴く場合がこれにあたる。

相談活動とは、年金問題、社会福祉問題などの相談にみられるように、行政が住民

と個別に対応することによって、行政が住民の意見を聴き、また住民が行政に意見を

述べるものである。
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モニター制度とは、行政がある一定期間、選択した数人のモニターから継続的に意

見を聴き、その結果を行政に反映させようとするものである。

以上によりA＝パブリシティ、B＝相談活動、C＝モニター制度となる。

● 196 頁 ⑵ 正答は 5

1．× 狭義の広報は、一般に政策形成過程に関する情報よりも行政の執行過程の成

果に関する情報（事後的な報告）を中心に行われている。しかし、国民ないし住

民に政策形成、行政活動への「参加」を求めるなら、政策形成過程に関する情報

を中心に「広報」しなければならない。

2．× 確かに広聴制度についていえば、国民の側から一方的・利己的な主張がなさ

れることが多いといえないことはない。しかし、このことは広報が執行過程の成

果を主とすることや、広聴の場合、対話集会や相談活動といったどちらかといえ

ば利害関係者に意見を求めることが多いという制度自体の性格によるものであり、

否定的にとらえてはいけない。また、本肢前段のようなことがあるからといって、

後段のようなことが行われるならば、戦時中同様国策遂行のための国民意志の結

集手段としての制度に陥ってしまうため、行政側による情報の取捨選択による広

報は決して行われてはならないといえよう。

3．× 「担当行政機関とは別に民間人からなる事務局を設ける」という、従来の審議

会とは異なった合議制機関が、都道府県・市町村レベルで設置され始めている。

しかし、このような機関は、いまだ審議会の大部分を占めるには至っておらず、

まして国レベルについていえば、地方レベルのような流れに相当するものは皆無

である。

4．× 現代国家における行政統制については、議会による伝統的な統制の機能の低

下が著しい。そして、議会や裁判所といった従来の統制のほかに、現代では広報・

広聴、オンブズマン制度といった新しい統制手段の役割が期待されるようになっ

た。本肢では「議会主義的統制」の代替として「広聴」制度が期待されていると

あるが、行政統制の基本はあくまでも民衆を代表する議会などであり、それを補

完する意味で「広報・広聴」などの新しい統制手段の役割が期待されているので

ある。

5．○ 現実の政策構想とその PR計画との間の十分な調整や統合は、行政内部にお

いて行われなければならないものである。さもなければ、行政組織内部で PR担

当部署が浮き上がったり、ひんしゅくを買ってしまう可能性が高いといえる。

第 11 章 行政情報に関する政策

● 215 頁 ⑴ 正答は 1

1．○ 2003（平成 15）年に行政手続オンライン化法（「行政手続等における情報通信

の技術の利用に関する法律」）が施行されたことで、これまで書面によって進めら
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れてきた申請・届出などの行政手続きを、個別法の改正なしに、すべてオンライ

ンで進めることが認められており、適用除外事項については法別表に列記するも

のとされている。

2．× 個人情報保護法は、IT社会化の進展に伴って、プライバシーなどの個人の権

利・利益が侵害される危険性や不安感が増大したことを背景として、2003（平成

15）年に制定（2005年 4月より全面施行）されたものである。これに対して、公

益通報者保護法は、内部告発などを契機として食肉偽装事件などの企業不祥事が

相次いで明らかになったことを背景として、公益通報を促進するために、2004（平

成 16）年に制定（2006年 4月施行）されたものである。したがって、両者の間に

直接のつながりはない。

3．× 行政機関情報公開法（「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」）は、

内閣を除く国のすべての行政機関を対象として、その保有する文章などの原則公

開を定めている。国家公安委員会や防衛庁・防衛施設庁（現在は防衛省、防衛装

備庁）は当然に同法の対象機関とされており、また、会計検査院についても同様

である（第 2条 1項）。なお、国の安全や公共の秩序の維持に支障をおよぼすおそ

れのある情報などについては、いずれの行政機関がこれを保有しているとしても、

その公開は制限される。

4．× ブッシュ政権は、同時多発テロ事件に際して政府各部署の連携が不十分であ

った点を省み、運輸省の管轄下にあった沿岸警備隊やアメリカ航空管制局、財務

省の管轄下にあったシークレット・サービス、司法省移民帰化局の管轄下にあっ

た国境警備隊などの諸機関を統合して、国家安全保障省（DHS）を発足させた。

しかし、連邦捜査局（FBI）や中央情報局（CIA）については現在も独立の機関と

されており、テロ情報の分析などについて国家安全保障省と協力することが期待

されているのみである。

5．× 日本では、1995（平成 7）年の阪神・淡路大震災および地下鉄サリン事件を大

きなきっかけとして、内閣の危機管理能力の強化がめざされるようになった。そ

こで、1996（平成 8）年には内閣情報集約センターが設置され、さらに 1998（平

成 10）年には内閣危機管理監が設置された。したがって、これらの設置とアメリ

カ合衆国の同時多発テロ事件には、直接の関係はない。

● 215 頁 ⑵ 正答は 5

1．× 開示請求の対象とされているのは、①法律に基づき内閣に置かれる機関（内

閣官房、内閣府等）、②内閣の管轄の下に置かれる機関（人事院）、③国の行政機

関として置かれる機関（省、委員会、庁）、④会計検査院、などの行政機関である。

したがって、会計検査院も対象機関に含まれる。なお、国会や裁判所は行政機関

ではないため、開示請求の対象とはならない。

2．× 開示請求の対象文書とされているのは、行政機関の職員が職務上作成し、ま
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たは取得した文書、図面および電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織

的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものである。したがって、

決裁や供覧等の事務処理を完了していない行政文書も、特に開示請求の対象から

除外されるものではない。

3．× 主務大臣等の非開示決定に不服がある場合、決定の取消しを求める訴訟の提

訴先となるのは、高等裁判所の所在地（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、

高松、福岡）を管轄する地方裁判所である。東京地方裁判所に限定されているわ

けではない。

4．× 情報公開制度は、スウェーデンの出版自由法（1766年）に起源を持つもので

ある。また、わが国で最初に情報公開条例を制定し、情報公開制度を導入したの

は、山形県金山町である（公文書公開条例、1982年）。

5．○ 国の情報公開制度は、政府が説明責任（アカウンタビリティ）を全うするこ

とを目的として導入されたものであり、デモクラシーの強化に貢献するものと期

待されている。なお、わが国の情報公開制度では、情報開示請求権が何人に対し

ても認められている（情報公開法 3条）ため、外国人や法人が情報開示請求を行

うことも可能である。

第 12 章 オンブズマン制度

● 228 頁 ⑴ 正答は 3

A．○ オンブズマン制度発祥の国スウェーデンでは制度発足当時は議会によって任

命される議会型オンブズマン制度が採用されていた。これに対し、のちにオンブ

ズマン制度を導入したイギリス、フランスなどではオンブズマンは行政によって

任命されており、行政型オンブズマンと分類されている。

B．× Aの解説にもあるとおり、世界最初の導入国はスウェーデンである。

C．× オンブズマンは、行政機関の違法・不当な行為や好ましくない事実行為につ

いての市民の苦情を処理するものであり、その対象として違法な行政行為も含ま

れる。

D．○ わが国において最初にオンブズマン制度を導入したのは川崎市である。また、

東京都中野区は 1990（平成 2）年 10月に日本で初めて福祉オンブズマン制度を導

入している。

● 228 頁 ⑵ 正答は 2

1．× オンブズマンは行政監視の任務のもとで中立性・公平性を要求されるため、

政治部門（行政と立法）や司法部門からも独立している。

2．○ 各国に伝播する過程のなかで、広義化や多様性が進展したことにも留意する

必要がある。

3．× オンブズマン制度は、個人的苦情処理には有益であっても、公役務内に重要
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な手続的・政策的変化をもたらす手段としてはあまり有効ではない、と捉えられ

ている（B. G.ピーターズ）。

4．× 一般的にオンブズマン制度と裁判制度は別個のものであり、裁量行為につい

てもオンブズマンに苦情を提出して、それを処理してもらうことができる。

5．× オンブズマン制度は、わが国において地方公共団体に導入されているものの、

国家レベルにおいては導入されていない。また、オンブズマン制度と国民審査制

度とは別の性格を有するものである。

第 13 章 地方分権改革

● 241 頁 ⑴ 正答は 2

1．× 機関委任事務制度は地方分権一括法によりすべて廃止され、一部が廃止また

は国の直接執行事務に改められた他は、自治事務ないし法定受託事務に再分類さ

れた。

2．○ 従来の地方自治制度では、指示、許可、事前協議の義務づけなど、さまざま

な形態の国の関与が認められていた。地方分権一括法では、国の関与の形態を類

型化し、自治事務については助言および勧告、資料の提出の要求、協議・是正の

要求、法定受託事務については助言および勧告、資料の提出の要求、協議、同意、

許可・認可・承認、指示、代執行に限定した。また、地方自治体が国に関与に不

服の場合、総務省の国地方係争処理委員会に審査を申し出ることを認めた。

3．× 地方分権一括法と介護保険法は、ともに 2000（平成 12）年 4月から施行され

ており、介護保険事務は当初から自治事務とされてきた。また、多数の国の事務

事業が地方自治体へ委譲されたにもかかわらず、国から地方への税源移譲が不十

分であったため、ほとんどの地方自治体では財政が厳しくなった。これがいわゆ

る第 2次分権改革の課題となっている

4．× 地方分権一括法の制定前から、地方自治体は地方税法が定める税目以外の普

通税（＝法定外普通税）を徴収することが認められていた。他方、地方分権一括

法では、地方税法が定める税目以外の目的税（＝法定外目的）の創設が新たに認

められた。

5．× 地方分権を推進したとしても、権限が市町村へ委譲されるならば、知事の権

限はむしろ弱体化する可能性もある。また、地方分権一括法の制定に合わせて、

知事の多選を禁止する法律が可決成立したという事実はない。

● 242 頁 ⑵ 正答は 4

1．× 1995（平成 7）年、村山内閣のもとで地方分権推進法が制定され、同法によっ

て設置された地方分権推進委員会は、その後 5年間に 5次にわたる勧告と 2度の

意見提出を行った。自民党中心の連立内閣の時代においても、地方分権が推進さ

れたことはいうまでもない。
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2．× 地方分権一括法は、1999（平成 11）年に成立している。

3．× 近年における地方分権改革は、機関委任事務制度の廃止など、国の過剰な干

渉を排除しようという方向に向かってきた。これは、団体自治の拡充を中心とし

た改革といえる。また、一般の政策についての住民投票制度はまだ法律により導

入されてはいない。

4．○ このうち、法定受託事務とは、本来は国の事務であるが、自治体にその処理

が委ねられるものをいう。

5．× 地方分権改革が進められているなか、自主財源の充実はなかなか実現せず、

現在も国への財政的依存は大きなものがある。今後の大きな課題でもある。

第 14 章 行政改革

● 251 頁 ⑴ 正答は 4

1．× 行政改革基本法は制定されておらずおらず、また、行政改革大綱において具

体的実施計画の国会報告が義務付けられたという事実もない。

2．× 「今後の行政改革の方針」では、地方分権の推進に関して、市町村合併や地方

行革の方針が示された。三位一体の改革の具体的な内容と方針は、すでに骨太方

針 2003（平成 15年 6月）において示されていた。また、同方針では、国家公務員

の定数に関して、2005（平成 17）年度から 2009（平成 21）年度までの 5年間に定

員の 10%以上の削減をめざすこととされた。

3．× 行政改革大綱では、特殊法人制度に関連して、その抜本的改革がうたわれた。

しかし、特殊法人制度の廃止が打ち出されたわけではなく、必要に応じて、その

廃止、整理縮小・合理化、民間・国その他の運営主体への移管など、政治合理化

の方向性が示されたにすぎない。なお、平成 13年には、同大綱に基づいて特殊法

人等整理合理化計画が策定され、個々の特殊法人について講ずべき措置が明示さ

れた。

4．○ 2004（平成 16年）末には、2005（平成 17）年度末までに中期目標が終了する

56 法人のうち、32 法人を前倒しで見直し、22 法人に再編、統廃合することが決定

された（消防研究所や農業者大学校の廃止など）。また、研究・教育機関の 25 法

人（農業・生物系特定産業技術研究機構や航海訓練所など）に勤務する約 8,300人

について、これを非国家公務員化することも決定された。

5．× 市場化テストについては、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004」

（平成 16年 6月 4 日閣議決定）の中で、2004（平成 16）年度中に制度設計を行い、

2005（平成 17）年度末にこれを試行的に導入するものとされた。また、「今後の行

政改革の方針」の中でも、平成 17年度中にモデル事業を実施すること、「市場化

テスト法」（仮称）も含めた制度の整備を検討すること、などが明示された。橋本

内閣の時代に市場かテストが導入されたという事実はなく、また、平成 16年度に

これが廃止されたということもない（その後、平成 18年度に「競争の導入による

知識を確認しよう 解説 19



公共サービスの改革に関する法律」が制定され、現在は官民競争入札制度が導入

されている）。

● 252 頁 ⑵ 正答は 2

1．× 第 1臨調は、行政の体質を画期的に改善し、高度経済成長によって生じてき

たさまざまな問題に対処することを目的として、1962（昭和 37）年に設置された。

こうした事情から、第 1臨調の答申には省庁横断的で大胆な改革案が盛り込まれ、

水資源開発や首都圏整備などの個別分野に関する改革案も提言された。

2．○ 第 2臨調は、国家の財政危機という時代背景を受けて、1981（昭和 56）年設

置された。小さな政府の実現による「増税なき財政再建」をめざし、3公社（日本

電信電話公社、日本専売公社、日本国有鉄道）の民営化や、補助金削減・規制緩

和などに関する個別改革方策を提言した。

3．× 1983（昭和 58）年の緊急答申では、公務員の給与について、「政府及び国会が

責任をもって適切に決定すべきである」との提言がなされた。これは人事院勧告

の凍結を打ち出したものではなかったが、政府や国会による凍結措置を否定する

ものでもなかった。このようにあいまいな表現がとられたのは、行革審に労働組

合の代表委員が含まれていたためであった。

4．× 土光敏夫・経団連名誉会長は、その誠実な人柄から国民の人気が高く、1980

年代の行政改革をリードした。しかし、同氏が会長を務めたのは第 2臨調（昭和

56〜58年）および第 1次行革審（昭和 58〜61年）のみであり、第 2次行革審（昭

和 62〜平成 2年）の会長は大槻文平・日経連名誉会長、第 3次行革審（平成 2〜5

年）の会長は鈴木永二・三菱化成相談役が務めた。

5．× 行政改革委員会は 3年の時限をもって設置された臨時の委員会であり、その

点ではそれまでの臨調・行革審と同様であった。また、同委員会の事務局は内閣

にではなく、旧総理府に置かれていた。

第 15 章 公務員制度改革

● 262 頁 ⑴ 正答は 3

「職階制」は、科学的管理法に基づく古典的組織理論である「職務に職員を合わせる」

という考え方に立っており、官職を、職務の種類および複雑さと責任の度合いに応じ、

分類整理する計画である。

「開放的昇任制」とは、「職階制」を基礎としたアメリカ型公務員制であり、個々の

職位に欠員が生じたときに職員を補充任用するため、学卒時の入口採用だけでなく、

中途採用も可能となるのである。それゆえに「開放的」といわれる。これに対し「閉

鎖的昇任制」とは、ヨーロッパ諸国や日本などの公務員制であり終身雇用・年功序列

制を前提としているので、採用は入口採用に限定され、「職員に職務を合わせる」とい

う考え方に立っている。それゆえに「閉鎖的」といわれるのである。
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1．× 「職務に職員を合わせる」のは、解説本文のように「開放的昇任制」であるが、

この昇任性は新卒・中卒採用の別はない。ゆえに、後半部は誤り。

2．× 「閉鎖的昇任制」は原則的に外部からの中途採用はされないし、ヨーロッパや

日本の制度である。

3．○ 大学、研究所、病院などは、行政処分を行うこと（公権力の行使）を目的と

しないため、その行使にかかわらない範囲において、民間の同職と同じ程度の構

成員の自律的な裁量余地がある。また、現代組織において、知的作業などに関し

ては、スタッフにラインと同等か、それ以上の意義を認める場合もある。

4．× 外部者に働きかける行為、たとえば一般義務として守秘義務や公務信用保持

義務、政治的行為などにも厳しい制限が加えられている。また、官僚組織の外と

の関係に関しても、中央・地方とも官僚グループがリーダーシップをとっており、

「天下り」の問題もある。

5．× わが国では、国家公務員は人事院が統一的に実施する採用試験に合格したの

ち、各府省別に採用され、採用後は原則的に生涯を通じてその府省に帰属する。

なお、省閥が強いこともわが国の行政官僚制の特色である。

● 262 頁 ⑵ 正答は 3

1．× 「公開競争による採用試験性が導入されたのは、第二次世界大戦後、国家公務

員法が制定されてからである」とする記述が誤りである。わが国では明治 20 年

代から公開競争試験に基づく資格任用制が導入されていたからである。まず、

1887（明治 20）年に文官試験試験補助及見習規則が制定され、次いで 1893（明治

26）年に文官任用令が制定されることにより、奏任官・判任官の任用は高等・普

通試験の合格者に限定されたのである。

2．× 「片山内閣はフーバー人事顧問団の原案を修正し、各省庁の局長級以上の官

職を政治任用の対象とする国家公務員法を成立させた」とする記述が誤りである。

片山内閣が政治任用としたのは事務次官級以上であり、これも即座に改められた

のである。このため現行の国家公務員法では事務次官以下が一般職の公務員とさ

れており、いわゆる政治任用の対象から外されているのである。

3．○ 開放型任用制ではその任用が外部に対して開放されているのに対し、閉鎖型

任用制ではその任用がほぼ入口に限定されている。そして、入口採用された職員

が研修や OJTを通じて育成されるのであるが、その際には幅広い職務を経験さ

せることで、ジェネラリストたることが想定されているのである。

4．× 「会計検査院とともに内閣に対し独立の地位を有すると憲法に定められてお

り」とする記述が誤りである。たしかに人事院は内閣に対する一定の独立性を保

証されてはいるが、それは憲法上規定されたものではないからである。ちなみに、

人事院の独立性の 1つの根拠は、国家公務員法第 3条の「内閣の所轄の下に人事

院を置く」とする規定にあるとされている。

知識を確認しよう 解説 21



5．× 「一般の職員には、職員団体を組織する団結権や当局との団体協約締結権は

認められているが、争議権は認められておらず、また、警察職員、海上保安庁職

員、監獄職員には、団結権は認められているが、団体協約締結権や争議権認めら

れていない」とする記述が誤りである。第 1に、一般の職員には団結権、団体交

渉権は認められているが団体協約締結権および争議権は認められていない。第 2

に、警察職員などに対しては団結権も認められていない。国家公務員法第 108 条

の 2 第 5 項は「警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、

職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、当局と交渉する団体を

結成し、又はこれに加入してはならない」と定めている。

第 16 章 各国の行政組織

● 277 頁 ⑴ 正答は 2

1．× 内閣法制局は、法律問題に関して内閣総理大臣や各省大臣に対して意見を述

べたり、内閣提出法案や条約等を審査したりするための機構である。また統合幕

僚監部とは、陸海空自衛隊の統合運用について防衛大臣を補佐するため、防衛省

に設けられた機構である。内閣に直属しているわけではなく、統合幕僚長や統合

幕僚副長をはじめとする同監部のメンバーは、すべて自衛隊（いわゆる制服組）

である。さらに、会計検査院は憲法および会計検査院設置法に基づいて設置され

た憲法機関であり、内閣に対して独立の地位を持つ。

2．○ 行政機構は一般に独任制をとるが、行政委員会と審議会は合議制の組織形態

をとっている。このうち行政委員会は行政的権限のほか、規制制定などの準立法

的権限や審判実施などの準司法的権限も持っている。

3．× 局長級以上の幹部職位の任免は閣議了解事項とされているが、これは主に形

式的なものであり、事務方の決定を追認するのが通例である。したがって、わが

国の行政官はすべて政治的任命職ではなく、内閣総辞職に伴ってその地位を失う

こともない。

4．× 1968年に 1省庁 1局削減の措置がとられた後、それ以降の組織膨張を抑える

目的で、スクラップ・アンド・ビルド方式が確立された。1981年に設置された第

2次臨時行政調査会がその廃止勧告をしたという事実はなく、その後も同方式は

継続された。

5．× 総定員法（「行政機関の職員の定員に関する法律」）は、内閣の機関（内閣官

房および内閣法制局）、内閣府、各省の常勤職員の定員総数を定めた法律である。

同法は機関別の定員を定めたものではなく、また、地方公共団体には適用されな

い。なお、総定員法の改正は毎年度ではなく、必要に応じて随時行われている。
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第 17 章 政策形成過程

● 287 頁 ⑴ 正答は 2

1．× インクリメンタリズム（増分主義、漸増主義、漸変主義）は、既存の政策を

前提として、それとは少し異なる選択肢を検討するものであり、予算編成過程の

分析を通じてC. リンドブロムによって政策形成過程モデルとして定式化された。

2．〇 政策決定が漸変的になる理由は、限られた資源を関係者間で配分しなければ

ならないために、現行の資源配分を大きく変更すると合意が成立しなければなら

ないからである。すなわち、「多元的な集団利益政治過程」を前提とすれば、代表

者間の資源の交換も含めた、交渉による合意の達成は、市場における自動調整作

用による予定調和とみなすことができる。

3．× リンドブロムの多元的相互調整理論に対する批判として、政治過程にあらゆ

る集団利益が均等に代表されるわけではないので、既存の集団間の相互調節に委

ねられたのでは公共の利益が達成されない、というものがある。このような批判

に対して、A.ウィルダフスキーはインクリメンタリズムを「擁護」して、多元的

な利益の表出を可能にする制度装置を政治過程に埋め込む必要性を主張した。

4．× A. W. エチオーニが提唱した混合走査法は、効率的な資源の活用のために、

影響力の高い政策については、実現可能性の高い限定された複数の選択肢を選ん

で綿密な分析を加える一方で、その他の政策については、インクリメンタリズム

に委ねようとする折衷論である。

5．× ゼロ・ベース予算方式は、1970 年代の後半に、アメリカのカーター政権下で

導入された予算改革手法である。ゼロ・ベース予算方式には、政策の優先順位と

目標再設定が行えるというメリットがあったが、予算再編の過程で時間とコスト

がかかりすぎるという問題点もあった。

第 18 章 行政の民営化

● 304 頁 ⑵ 正答は 3

新公共管理法（NPM）は、「多くの OECD諸国における 1970 年代末からの官僚制改

革アジェンダを特徴づけてきた、広範囲に類似している行政原理の傾向を表わす簡略

な名称」（C.フッド）として 1980 年代後半から用いられるようになった。NPMは、公

共部門における制度派経済学と科学的管理法（A）に由来する。NPMは、イギリス、

ニュージーランドなどのアングロ・サクソン系諸国を中心に、行政実務の現場から、

そして民間部門から形成された革新的な行政運営理論であるとされる。市場システム

の活用を重視し、政府活動の効率化と民間の経済活動の活性化を目指した「新自由主

義（B）」とか「新保守主義」とよばれた自由主義経済学が背景にある。この NPMは、

費用や人員の削減を旨とした効率（C）性の向上を目指し、民営化やアウトソーシング

（D）を促進することになる。伝統的な組織管理のスタイルである明確な階統制（E）

知識を確認しよう 解説 23



に代えて効率性を重視した柔軟な組織が求められることとなるのである。NPMの具

体的な内容としては、成果主義、顧客主義、数量化、インセンティブ、透明化とモニ

タリング、アカウンタビリティなどを挙げることができる。近年のわが国の行政改革

においても、NPMの理論である事務の民営化や、PFIの活用、独立行政法人などの積

極的推進などが図られている。
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