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○司会（内野） ただいまより第18回弁護士業務改革シンポジウム第１分科会「地方自治体の

課題と弁護士の役割～実践例と今後の展望～」を開催いたします。 

 この本分科会の全体司会を担当いたします東京弁護士会所属の内野真一と申します。本日は，

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本分科会では，シンポジウムの内容を記録し，また成果普及に利用するため，会場後方から

の写真撮影及び録音を行っております。撮影した写真及び録音した内容は，日本弁護士連合会

の会員向けの書籍やＤＶＤのほか，当連合会のホームページ，パンフレット，一般向けの書籍

やＤＶＤなどにも使用させていただくことがあります。ご理解ください。 

 また，会場内は指定の場所を除き禁煙となっております。喫煙スペースは，この建物地下１

階にございます。 

 それでは，まず本分科会の配布物の確認をさせていただきます。 

 まず，本分科会のオレンジ色の資料，計131ページの資料がございます。また，同封してお

りますものとして，日弁連のパンフレット「法曹有資格者を職員としてより身近に活用してみ

ませんか！」と題するパンフレット，あと大阪弁護士会のパンフレット「行政提携のお品書

き」，こちらもお目通しください。 

 それから，クリーム色のご質問・意見用紙は，午後のパネルディスカッションの途中でスタ

ッフが回収しに伺いますので，あらかじめご記入の上，お渡し，お願い申し上げます。 

 資料の乱丁・落丁，不足などございましたら，会場入り口にございます受け付けのスタッフ

にお申し出ください。 

  それでは，基調報告を開催させていただきたいと思います。 

 まず，本分科会の分科会長でもあります東京弁護士会の本多教義会員から，「地方自治体の

課題と弁護士の役割」と題する基調報告を行います。 

 それでは，本多会員，よろしくお願いいたします。 

○森岡（第二東京弁護士会） 皆様，おはようございます。遠路ご足労いただき，ありがとう

ございます。東京弁護士会の本多でございます。 

 私のほうからは，シンポジウムの題材でもあります地方自治体の課題と弁護士の役割という

ことで，まずお話をさせていただきたいと思います。 

 私の報告の後も町田市長，そのほか実際に行政連携の活動をしている大阪弁護士会の岸本弁

護士，そして兵庫県内の自治体に対して実施したアンケート分析の報告がありますので，私の

ほうからは概括的なお話ということにさせていただきたいと思います。 
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 まず，地方自治体の課題と弁護士の役割ということですが，私の認識しているところによる

と，まず地方自治体がどんな課題を持っているのか，それに対して弁護士，弁護士会はどのよ

うな関与ができるのかということに対し，ここで地方自治体を取り巻く状況変化と課題につい

てお話ししたいと思います。 

 皆様もご承知のとおり，地方自治体に関しては，地方分権一括法あるいはその地方分権改革

推進法等が制定されて地方自治体の権限が拡大しております。しかも，その地方自治体の合併

も進んでいる中にあって，国としても法律で地方自治体の権限等について義務づけ，あるいは

枠づけというものを緩和，廃止するという方向で動いておりますし，行政の公正・透明性，説

明責任，財政規律の要請の強まりということで，具体的には行政手続法の施行がされ，あるい

はその情報公開法，各自治体での条例の制定，それに財政規律に関して地方公共団体の財政の

健全化に関する法律，これは2009年にできていますが，そういった形でますます地方自治体を

取り巻く環境というものは，その権限の強まりと同時に説明責任等が求められるという形にな

ってきているというところだというふうに認識しております。 

 そこでまず初めに，その地方自治体の課題というのは具体的にどういうことがあるかという

ことですが，この後，町田市長からも具体的にお話があると思うんですけれども，私の考える

ところによりますと，一般的課題とここでは書いてありますが，財政の健全化ということは，

一般的課題というのは各自治体共通した課題というふうにご理解いただければと思いますが，

どの自治体も，まずは財政の健全化ということは必要になってきているということですし，先

ほど申し上げた権限強化，さらに地方分権，民主政権のもとでは地域主権ということになって

きているわけですから，それに伴う権限の適切な行使ということが必要でしょうし，あるいは

最近ではいろいろな食品等の偽装の問題が出ていますけれども，当然その自治体においてもコ

ンプライアンスということが確保されるということは大事なものではあるでしょうし，さらに

は最近議論になっている自治体のその行政というものをどれだけ民間に委託できるのかという

ような効率性という観点から，課題はあるでしょう。 

 それに，この分科会の研究テーマとも直接関連しますけれども，職員の能力向上ということ

で，法的能力の向上，そのほかにもいろいろなその専門的知識が，あるいは行政が適切に権限

を行使して行くに当たっての能力というものが求められているだろうと認識しているところで

ございます。 

 あとは個別的課題と書いてありますが，これに尽きないとは思うんですけれども，私のほう

で思いつくものを挙げたところではありますが，一つには財産管理ということがあると思いま
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す。私も，いろいろ相談を自治体から受けることがありますけれども，どういうふうに適切に

財産を管理していったらいいのか。実際，自治体はたくさんの財産を持っていて，それをどの

ように管理していったらいいのか。行政の財産，行政財産でなくなった普通財産ということで，

個別の話としては，国から移譲を受けたいわゆる法定外公共物と言われるその水路だとか，赤

道（あかみち）だとかって言われて，国がこれまで持っていたものを自治体が譲与を受けて，

所有もするし管理をするという話になってきているということなどもあると思います。そのほ

か，契約についても，その単純な競争入札だけでなくて，総合的な評価をしていく必要がある

のではないかといった議論や，それで自治体が一般的に行っている補助金行政などについては，

いろいろなところでその補助金が適切かどうかという議論にもなっているでしょうし，あるい

はその監査制度ということについてもいろいろな議論がされていて，国での法改正の議論など

もされているところだと思います。 

 また，最近の話題としては，行政事件訴訟法については改正がされましたが，長らく手がつ

けられていなかった行政不服審査制度についての見直しというようなことも，案が出ていたと

思います。しばらく凍結されていた中，いよいよ施行していこうということで，制度自体が変

わっていくというようなことがあると思います。 

 このほかにも個別課題はたくさんあると思いますが，そういったその自治体が抱えている課

題に対して，弁護士の役割はどういうことなのかということで，他方，弁護士を取り巻く状況

変化も著しいものがありまして，司法制度改革で言われているのは，ここに書いてあるとおり，

法の支配というものをさまざまな分野に進出し，社会のニーズに積極的に対応し，その健全な

運営に貢献するのが弁護士だということで進められてきているわけですけれども，地方自治体

との関係ということで見れば，やはり法律による行政ということが地方自治体については求め

られているところではあるので，まさにこの法の支配の浸透ということと，法律による行政を

実質化するということが具体的に一致しているところではないかというふうに認識しておりま

す。 

 また，弁護士側について言えば，自治体法務への関心というものは，やはり最近広がってい

るのではないかと思います。そもそも，司法試験の科目に行政法が入っているということが直

接関心につながるということになるのかわかりませんが，若手の弁護士にお話を聞くと，やは

り行政法あるいは地方自治というものを法科大学院で学んでいるということが自治体に対する

関心を持つ一つの要素になっているようです。 

 それで，自治体との関係における活動領域というのは，それではどういうことなのかという
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ことになってきますけれども，今までその弁護士というと，自治体相手に，ここに書いてある

ように提訴型ということで，訴えを提起するという関係にあったと認識されていたのではない

かとは思いますが，それだけにやはり限らずにですね，応訴型，自治体の側に立って弁護士が

応訴する。それは，決して権力におもねるということではないのではないか。やはり，適切な

法律により行政を執行するということにおいては，そのような形での役割というものもあるで

しょうし，さらにその紛争予防，自治体の側に立って，紛争を予防するということも一つの役

割で，さらに言えば，自治体の政策形成に何らかの形で弁護士が関与していく。法的なところ

を土台にした関与ということになっていくんだろうと思います。 

 では，弁護士の役割についてですが，どんな形で具体的にはやっていくべきなのか。その辺，

やはり弁護士会自体が，地方自治体に対して課題解決のために果たすことができる役割，先ほ

ど述べたようなことだとは思いますが，さらに具体的な検討を加えた上で積極的に提案してい

くべきだろうというふうに思います。 

 方法としては，いろんなことから始めればいいのではないか。単純にメール相談なんてこと

もあるのかもしれないですし，さらには意見交換の場を設けるということでもいいのではない

か。そのほか，具体的な方法というのはこれから詰めていけばいいのではないかと思いますが，

内容的なものとしては，先ほどの自治体側の課題に対応して弁護士のがどんな役割を果たすこ

とができるかということで資料に書き出したものです。財政の健全化に対して，債権回収だと

か，税外収入の拡大だとか，神奈川県横浜市のほうではかなりその広告収入に力を入れて税外

収入の拡大に努めているということもありますので，今の法的な枠組みでどんなことができる

のか，さらには法改正も必要なのかというようなことでの検討とか，さらには，地方分権につ

いては適切な財産管理ということ。コンプライアンスや民間委託に関しても，その体制だとか，

制度設計に対する法的な助言，さらにはその職員の能力向上という点については，今日の本分

科会の大きな話題の一つになりますが，任期付公務員としての登用。さらにはその監査につい

て，これは，包括外部監査制度というものがありますが，今，弁護士のほうでは，ここに関与

している人たちが非常に少ない。ほとんど，公認会計士の方々がやっているという現状の中で，

やはり法的なリーガル的な面で見ていく上での監査に関与する弁護士の役割も大きいのではな

いかというふうには思っております。我々も，その辺，少し研究して，包括外部監査に対して

弁護士が関与できる方策，今まで余り関与できなかったところに関与ができるような方策を検

討したいと思っているところです。 

 あと，行政不服審査制度については，制度改正がありますので，そこでその第三者機関とい
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うようなものを設定するという話になっていますから，そこでの評価，審査を受けるという形

になるとすれば，そこに弁護士が関与するというようなこともあるのだろうと思っております。 

 そのほか，いろいろな役割があるだろうとは思いますが，ここでの話はこのぐらいにさせて

いただいて，次に，地方自治体と弁護士，弁護士会との連携ということは，具体的にはどのよ

うにやってったらいいのかということになっていますけれども，先ほどの検討からしますと，

地方自治体側にはですね，やはり弁護士を活用するということでの意識，あるいは方法につい

ての改革が必要ではないかと考えているところです。本日の分科会には自治体職員の方もたく

さん来てくださっているとは思いますが，これまでの弁護士の活用というと，法律相談とか，

訴訟担当だとか，研修講師を依頼するということであったとは思うんですけれども，今日この

あとのパネルディスカッションでもお話があると思いますが，児童相談所でですね，いろいろ

な法的な手続，あるいはアドバイスをしている会員の方がいらっしゃいますし，そのほかにも

いろいろな事業という面でも弁護士が関与できる部分は多いのではないかと思います。 

 それと，顧問弁護士を各自治体で雇用しているという実態があることは，アンケート調査で

も出ていますが，これだけにとどまらず，やはり任期付公務員とか，あるいは弁護士のアドバ

イザー委託というようなことの必要性もあると思います。中身については，具体的にきょうの

シンポジウムのいろいろな場面で出てくるだろうと思います。 

 これに対して，弁護士側は，やはり業務に関する意識改革をする必要があるのではないか。

法廷活動だけが弁護士の役割ということでなくて，任期付公務員としての活躍ということも弁

護士の一つの役割になるのではないかというふうに思っております。 

 その際，いろいろ解決していかなければならない問題点等があると思います。任期付公務員

の話で言えば，弁護士登録はどうするのか，抹消するのか登録するのか。登録するときも事務

所登録はどうなるのか。弁護士会の委員会に参加すべきという公益活動というものは自治体の

職員になったときにどうするのか。はたまた，任期が終わった後の処遇はどうなっていくのか，

この辺が大きな課題になっているのではないかと思っております。 

 弁護士会と自治体の連携ということで，このような課題がある中で，やはり個々の会員がこ

の課題を全て解消するというのは非常に難しいでしょうし，組織として取り組む必要があると

思います。弁護士会として，取り組みをしていく必要がある。そして，そのためには，地方自

治体と弁護士会が情報交換の場を設けて積極的に協議・協力していくということになってくる

でしょうし，その際，本日の配付資料の中にある大阪弁護士会の「行政連携のお品書き」とい

うものを作って，地方自治体対して弁護士，弁護士会がこういうことができるんだということ
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をいろいろと示しているということがありますが，そのような形で弁護士会側から具体的な提

示をしていく必要があるのではないかというふうには思います。 

 それで，今後の展望ですが，ここまで検討した段階で，連携の方法の拡大ということとして

は，一つは，やはり一番連携の極端なものだと私は思っておりますけれども，弁護士が任期付

公務員として行政組織の中に入っていくということがあると思います。ただ，それだけにとど

まらず，連携の方法というのは，任期付公務員になるというだけでなく，債権回収の受託とか，

法律相談担当弁護士の外部委託などとそのほかにもいろいろな場面で連携するところがあるの

ではないかというふうに思っています。 

 それと，連携の対象の拡大ということで，地方自治体との連携が進めば，さらには地方自治

体には三セクなどの関係機関もあると思いますので，そことの連携ということに取り組んでい

くということもあるのではないかと思っています。 

 いずれにせよ，皆さんが認識していただく，あるいは積極的に関与していただくためには弁

護士会としての取り組みというのも必要だと思いますので，きょういろいろ出てくる議論を聞

いていただいて，会員の方あるいは自治体職員の方が意識を少しでも向けていただき，弁護士

会としての取り組みが積極的に行われることで，初めて連携が具体化するのではないかという

ふうには思います。 

 具体的なお話については，これからほかの方々がお話しされるというふうに思いますので，

私のほうからはこの辺にさせていただきたいと思います。 

 どうも，ご清聴ありがとうございました。 

○司会（内野） 引き続きまして，大阪弁護士会の岸本佳浩会員より，「地方自治体との連

携・大阪弁護士会の実践」と題しまして基調報告をさせていただきます。 

○岸本（大阪弁護士会） 皆さん，おはようございます。大阪弁護士会行政連携センター事務

局長の岸本佳浩と申します。 

大阪弁護士会の行政連携の取り組みにつきましては，本日の報告集に収録しております。あ

わせて法務省の活動領域拡大の分科会がございまして，そこのホームページにも掲載されてお

りますので，詳細につきましては，そのような資料をご参照いただけたらと思います。 

 本日は，その要点を，かいつまんでご説明をさせていただきます。 

 まず，大阪弁護士会では，行政との連携の取り組みを始めたきっかけは何かと申しますと，

2007年に地方自治体のニーズがあるということに気づいたということが最初の取っかかりでご

ざいます。 
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 従来，ご承知のように，顧問弁護士というのが地方自治体においては活用されておりました。

しかし，大阪府下自治体向けにアンケート調査をいたしました。その際，顧問弁護士が活動さ

れておる領域以外にもさまざまなニーズがある。しかも，そのニーズは，外部の弁護士に依頼

して解決していくようなニーズもあれば，自治体内部に入ってきてほしい，そういったニーズ

もあるということがわかりました。すなわち，外部の弁護士あるいは任期付公務員としてのニ

ーズが新たに浮かび上がったということでございます。 

 そこで，大阪弁護士会は，2008年に大阪における地域司法計画というのを取りまとめました。

その中で，地方自治体の法的なニーズについて，弁護士会として受けとめるべきだという……，

方向性を出しました。 

 そこで，地方自治体のニーズを受けとめるために何が課題になるのかということを分析して

みました。 

 まず，右のほうに見えるのは自治体でございますけれども，自治体は既に顧問弁護士を活用

しております。他方，新たなニーズとして，外部の弁護士あるいは任期付公務員が必要とされ

るニーズもある。しかしながら，自治体から見て，一体，どんな専門を持った弁護士がどこに

いるのか，こういった情報は全くないわけです。情報がなければ，自治体が新たなニーズに対

応するために弁護士を活用しようと思っても活用のしようがございません。すなわち，自治体

と個々の弁護士との間にはアクセス障害があるというのが課題として浮かび上がりました。 

 続きまして，弁護士会から見て課題を分析してみました。 

 実は，弁護士会の中には，さまざまな委員会がございます。この委員会と自治体とは，一部

では活発な連携活動が行われています。しかしながら，弁護士会という組織で見たときに，弁

護士会が自治体と連携しているかというと，必ずしも連携している状況にはございません。自

治体から見て，弁護士会は縁遠い存在だというふうに思われています。弁護士会が，弁護士会

の中の情報を掌握しているかといいますと，決してそういう状況にはなくて，情報が偏在して

いるという状況にございました。 

 弁護士会としては，弁護士会内部の情報を把握しておりませんので，自治体に対して，こん

なことができますよという情報提供ができる状況にはありませんでした。自治体向けの情報提

供ができなければ，弁護士会が自治体と連携しようと思っても連携のしようがないと。あるい

は，弁護士として，こんな弁護士いますよというふうに情報提供しようと思っても呼びかけが

できないと，こんな状況にありました。すなわち，弁護士会から見ても，自治体との間にアク

セス障害があるということがわかったという状況でございます。 
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 ここで，弁護士会の内部の状況を，少し詳しく見ていきたいと思います。これは行政連携セ

ンターが発足する前に大阪弁護士会で，どういう形で行政との連携活動をしているかというこ

とを図式化したものでございます。 

 大阪弁護士会では，2011年に，大阪弁護士会の中で，どの委員会がどんな行政機関と連携活

動しているのかのアンケート調査をしまして，活発な連携活動をしていることがそのときに初

めてわかりました。 

 ここでは，高齢者福祉，消費者，子どもの権利，民暴委員会，自治体債権の問題，こういう

各部門で自治体との連携をしているという状況を示しています。 

 個々の委員会あるいは研究会は，自治体との連携活動を行っているわけですけれども，委員

会相互の間あるいは弁護士会という組織で見たときには，点線になっていますように，横の連

携が全くないわけです。すなわち，縦割りによって情報が偏在しているという状況にあるわけ

です。 

 しかしながら，それぞれの分野ごとに行政とおつき合いがあって，具体的な連携活動を通し

て専門性の向上を図っているということもよくわかるような状況です。これが，弁護士会の利

点でして，専門性あるいは多様な連携活動をしているという状況にございました。 

 こういった連携活動をしていることが，なぜ弁護士会として調査しなければわからなかった

かと申しますと，やはり弁護士会もお役所と同じように縦割りで活動しているためでございま

す。 

 ですので，本日は弁護士会関係の方もたくさんお越しですけれども，弁護士会自身も，皆さ

ん自身も，ほかの委員会がどんな行政機関と連携活動をしているか，多分おわかりではないと

思います。弁護士自身がわからないのですから，ましてや外部の自治体の関係者から見ても，

弁護士会の中で，どの委員会がどんな自治体と連携しているのか全くわからない，こういう状

況にあるわけです。 

 しかし，弁護士会が何もやっていないわけじゃなくて，ただわからないだけなんです。実は，

こういう形で連携活動というのが相当程度進んでいるというのが事実です。 

 大阪弁護士会の取り組みは，弁護士会内部の具体的な行政機関との連携活動を，中からも外

からも見える化するところに意義があると考えております。 

 そこで，次に，弁護士会としての方向性を出そうということになりました。これは2010年。 

 ここで，連携という言葉と活用という言葉を意識的に使い分けております。自治体は，外部

の弁護士あるいは任期付公務員として弁護士を活用していくと，こういうことを最終的な目標
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にするわけです。 

 しかしながら，自治体から見て，どこにどんな弁護士がいるかわからないわけですね。他方，

全て弁護士というのは弁護士会に所属しておりますので，弁護士会が個々の弁護士と自治体と

の間を取り持つと，こういう関係になるわけです。 

 そこで，自治体が弁護士会と連携することによって弁護士の活用を図ってもらおうと，こう

いうふうに考えた次第です。自治体に弁護士の活用を図ってもらうためには，やはり弁護士会

の中で情報の共有，そして弁護士会内の連携活動も必要だろうと考えました。 

 では，弁護士会が，なぜ行政と連携しなければいけないのか。確かに，自治体の中にニーズ

があることはわかるんですけれども，では，弁護士会はなぜ連携していくのか，何のために連

携していくのか，これは弁護士会にとって非常に重要な点でございます。 

 今日は，業務改革シンポジウムということですが，この点，大阪でも議論しましたけれども，

決して弁護士業務の拡大，要はビジネスの視点で行政との連携をするという発想にはございま

せん。やはり，弁護士会あるいは弁護士というのは，ご承知のように，人権擁護，社会正義の

実現という公共的・公益的な役割を担っております。そういう意味では，自治体も，弁護士会

も，住民福祉のために活動しているという点では共通点がございます。そういう意味では，パ

ートナーの関係になると思っております。また，自治体は，法のユーザーとして，日ごろ，法

律を解釈・運用しておられます。ユーザーが正しく法を解釈して適用できるようにすることは，

弁護士の役割だろうと考えております。 

 そういうことで，弁護士会と行政とは目指すべき方向性は同じだろうと考えた次第でござい

ます。 

 そこで，大阪弁護士会の取り組みについてご紹介をさせていただきます。 

 冒頭，ご確認いただきましたけれども，弁護士会と自治体との間にはアクセス障害がござい

ます。大阪弁護士会の取り組みは，このアクセス障害を除去するための取り組みでございます。 

 まず，大きな方向性としてはですね，行政連携というものを会の政策として掲げました。そ

の上で，組織的な取り組みを行いました。そして，円滑な連携を図るためのツールをいろいろ

つくっていくことになりました。 

 まず，組織的な取り組みのところでございますが，弁護士会にとって組織づくりというのは

非常に重要です。それはどういうことかといいますと，弁護士会の役員というのは毎年かわる

わけですね。会の政策として取り上げても，役員が毎年かわることによって政策が継続できな

いというおそれがあります。政策の継続性を確保するためには，やはり弁護士会自身をマネジ
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メントする組織が新たに必要になると考えました。 

 そこで，行政連携プロジェクトチームというのをつくりまして，マネジメント活動を行いま

した。 

 そういった形でマネジメントを行っていったわけですけども，やはりそれだけではだめだろ

うということがわかりまして，本年４月から行政連携センターを発足させ，弁護士会の自治体

に向けた対外的なシンボルになる。そして，自治体のニーズを受けとめる窓口になる。そして，

自治体のニーズにマッチした適切な委員会あるいは弁護士につなぐというマッチングという活

動を行うことにいたしました。 

 続きまして，ツールでございますけれども，いろんなものを，をつくっておりますが，難し

いことをとりたてて新たに始めたというよりは，既に行っている連携活動を外部に見えるよう

に，うまく広報資料として活用しているというのが実情でございます。 

 ツールになるものはいろいろございまして，冊子，あるいは弁護士会の会報，あるいは弁護

士会の会員向けの研修に自治体職員に来ていただいて，弁護士の生の姿を見ていただくという

こともやっております。そして，できるところから始める。そして，自治体の横並び意識とい

うのがございますので，逆に弁護士を活用していこうという形で利用していただこうと思って

います。 

 そこでつくりましたのが，行政連携のお品書きです。これは2011年のものです。2013年がこ

とし改訂したものです。 

 そして，行政連携のお品書きのコンセプトといたしましては，弁護士会の強みをわかってい

ただく。そして，自治体の利便性を考えて，自治体の業務分野に対応する形で網羅的に一覧で

きるような形でご紹介をしております。弁護士会にいろんな委員会がありますよ，自治体業務

に対応する形で紹介をさせていただいています。 

 具体的に提供できるサービス，これはもろもろ書いておりますけども，弁護士会の各委員会

が行政との関係で既にやっているものを一覧表にしたものですので，大なり小なりどこの単位

弁護士会でもされていると思います。わからないだけで，調べればこういうものはつくれると

思います。利用実績も自治体の方に参考にしていただくために掲載をさせていただきました。 

 任期付公務員のゼロワンマップですけれども，これも自治体の横並び意識というものを意識

しまして，この自治体でも採用しているということをわかっていただくために，こういうマッ

プをつくっております。現在は，ここに挙げている以外に，茨木市が募集をされています。ま

た，二つの自治体で検討中だと伺っております。 
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 そのような形でお品書きをつくりまして，弁護士会の行政連携センターの取り組みを報告す

るために，シンポジウムを行いました。 

 その際，自治体の方々に参加していただいてアンケート調査をした結果でございます。自治

体債権，行政対象暴力，任期付公務員の関係で，非常にニーズが高いことがわかりました。た

だ，成年後見・高齢者，確かにここではニーズが低いんですが，成年後見や高齢者を対象にし

たセミナーを開いた場合には，やはりたくさんの方々がお越しになりますので，誰をターゲッ

トにしてやるのかによって結果の違いは出てくると思います。成年後見・高齢者についても非

常にニーズが高いと考えております。 

 これは，行政連携のお品書きについてのアンケートでございまして，こういう結果になって

おります。 

 そして，自治体の職員の声を聞いてみましたところ，やはり弁護士会が変わることによって，

自治体の職員の方々の意識も変わることがよくわかりました。 

 そして，弁護士会が，行政連携という形で組織立ってやっていくとどんないいことがあるか

といいますと，まず弁護士会の委員会活動が活性化するんです。委員会活動が活性化すると，

若手がその委員会活動に参加してくれます。弁護士会の求心力が高まります。若手が，委員会

活動の中で行政から生の事件をいただいて，具体的な，事件処理をする中で，トレーニングを

積むことができます。すなわち，若手の弁護士が委員会活動を通して，公共性，多様性，専門

性というものを獲得していくことができます。これは，弁護士にとっても，あるいは自治体に

とっても，こんなに望ましいことはないんじゃないかと思っております。 

 そして，弁護士会が変われば，自治体の職員の意識も変わります。自治体の意識が変われば，

先ほど見ていただいたメニューを試食してみようかということになります。試食してみておい

しければ，ぜひ次回もということでリピーターになっていただけます。リピーターになってい

ただけるだけではなくて，そんなに弁護士がいいんだったら，うちの自治体にもぜひ来てくだ

さいと，こういう形でいろんな副次的な効果も生まれてきます。 

 したがって，私どもの経験から申しますと，弁護士会が自治体との関係で築くべき連携とい

うのは，単に弁護士を自治体に送り込めばいいというものではなくて，幅広い連携が必要だろ

うと考えています。幅広い連携関係を築いてこそ，自治体のために役立つ，あるいは，ひいて

は自治体の中に入っていこうという弁護士の裾野も広がっていくだろうというふうに考えてお

ります。はい。 

 以上で，私の拙い報告を終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 
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○司会（内野） 続きまして，本日は東京都の町田市市長を務められております石阪丈一様よ

り，「弁護士をはじめとする専門職の任期付職員の活用と課題」と題するご報告をお願いして

おります。 

 石阪市長は，平成18年３月に町田市市長に就任され，現在２期目ですが，それ以前には横浜

市においてさまざまな職歴を経験され，最後は，横浜市の港北区長もご就任されております。

さまざまな視点から弁護士との役割，いろんなお話をお聞きできると思います。よろしくお願

いいたします。 

○石阪（東京都町田市長） はい，おはようございます。町田市長の石阪でございます。 

 きょうは，こういう機会をいただきまして，本当にありがとうございます。こういう機会で

もないと自分が何を考えているかまとめる機会がありませんので，大変よい機会になりました。 

 それで，きょうは，弁護士会の皆さんからするとユーザーの立場からお話をさせていただき

ます。 

 私は，まさしくユーザーなわけですが，どういうユーザーかと言うと，実は，首長は政治家

であります。政治家であり，また経営のトップでもあります。つまり，二つの顔を持っている

わけですね。それで，どっちのことを言うのかというと，両方のことを言います。何かという

と，要は法律と経営ということの関係についてきょうはお話をします。それも，よくない政治

家の話しもします。よくない政治家は私ではありませんよ，念のために。 

 政治家ではなくて，政治屋という人がいます。政治を売っている人，権力を売っている人。

もちろん，それで票を買うんですからバランスシートはとれているんですけれども，政治屋さ

んの話が出てきます。したがって，任期付弁護士の話とかはしないのかって思われるかもしれ

ませんが……。 

 実は，今日は資料集が出ておりまして，その中に任期付弁護士採用の件について，この間の

経緯を，27ページから38ページのところに詳しく書かせていただいております。それで，その

分厚いこの資料集の中で……，ああ，ごめんなさい，きょうの話についてはですね，このオレ

ンジのほうの13ページのほうにレジメが入っています。それで，実際の細かい実務のことにつ

いては，今申しました27から38ページに書いてあります。 

 それから，2011年の10月の「自由と正義」ですか，あの中にも書いてありますので，それは

見ていただければと思います。それで，それを説明していますと終わってしまいますので，12

時５分前までには，終わらせるつもりで頑張ります。 

 政治屋ではなくて政治家になるというところですから，どういう政治姿勢を持っているのか
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ということから話します。 

 それは何かというと，一つは，政治姿勢としては，平たく言えば志というんでしょうか，そ

れはこの13ページに書いてある情報公開から情報提供へという，情報を公開するという消極的

な立場ではなくて，提供するという積極的に情報共有をしようという，これは政治の責任とい

うふうに思っています。 

 それから，３番目，自治体の経営改革をしなければならないと，これも政治家。私が市長に

なるときに掲げた二つの理念であります。これが，私の志であります。時々，志を投げ出した

くなるんですが，今もってこの二つの志をしっかり持ってやっています。夜寝られないことは

一度もありません。この二つの志をやろうとすると，本当に頭が痛くなる，つらくなるという

ことはたくさんあります。だけど，なぜか夜寝られないことがないという特別な能力を持って

おります。 

 それと，もう一つ，これはいつも決めていることなんですが，人間は理屈では動きませんの

で，感情に訴えます。あるいは，考え方，思い，そういうものに訴えて，次の一歩を踏み出し

てもらおうと，こういうふうにしています。そこで，いつもいつも同じことを職員に言ってい

ます。理屈では動かない，人間は感情で動く，理解をしてもだめ，説得をしてもだめ，納得を

していただく。つまり，感情のところに触らない限りは人間は動かないよというふうに，契約

書にサインもいただけないよということです。納得というのは感情が入っている部分です。説

得だとか，理解だとか，何度も地元説明会で言います。皆様のご理解をいただいて事業をさせ

ていただきますと言いますが，住民のほうは，理解なんかしたくはないんです，納得したいん

だと言っているんですけど，いつもすれ違っております。 

 それで，「はじめに」と書いてあります。はじめにと書いたのは，法務能力以前の問題がた

くさんあるということです。それで，ここはですね，この後の話を進めるための話の枕であり

ます。ところが，この枕が非常に大きくて，枕の中に沈んでしまうぐらいボリュームがありま

すが，ちょっとお時間をいただきたいと思います。 

 ここからお話しするエピソードというのは，就任した2006年，平成18年以降の話であります。

その一年間ぐらいの市長と職員の会話についての話ですが，実はこの会場に町田市の職員が来

ているんで，ここのエピソードの部分は耳を塞いでおいてくれと，今，命令してあります。今

の職員も聞きたくはないんですね。 

 まず，「稟議書」から，これは，稟議書っていうのは，皆さん，ご存じのとおり決裁ですよ

ね。方針決裁ですが，この方針決裁の文書がいいんですね。この方針決裁の一番頭に，かがみ
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にタイトルがあって，そこに書いてあります。「市長に案を上げたところ，違う案にしろと言

われたので，こういう案にしました」というふうに書いてある，稟議書に。目を疑いましたね。

何せ，私のとこまで来たんです，その決裁，下からずっと上がってきて。全員，差別用語で言

う「めくら判」ですよね。誰もよく見てない。でも，表書きだから，普通めくった後に書いて

あると読まないけれども，表に書いてあるんですよ。「市長が，私たちの案について違うと言

ったので，この市長の言った案に直します」という本文が。これ，情報公開されたらどうなり

ます，えらいことですよね，というエピソードです。単なるひどい話なんですが，これ市長に

なった年の話です。 

 「照会への回答」。照会というのはよくありますよね。この場合は，埼玉県のふじみ野市…

…，えっ，ふじみ野町，時々私はこういう言い方するんですね，どちらか，町だか，市だか，

結構いい加減な市長であります。 

 埼玉県のふじみ野市の学校で，プールの事故があって，子どもが吸い込まれて，手か何か入

ってしまって亡くなった事件がありました。それで，文部科学省が各教育委員会に問い合わせ

をしました。おたくは大丈夫か。それで，問い合わせた翌日の朝刊を見たら，町田市はないん

ですね，事故はありません。それで，その新聞を読んで役所に行きましたら，教育長が飛んで

きて，「調べたら６件危ないとこがあります。」，「いや，新聞には町田市はゼロと書いてあ

るよ。」，「えっ？」，というんで，教育長が担当部長に命じて，教育委員会のビルが当時離

れてたから電話したら，そしたら回答がしっかりしてましたね。「担当者がいないので，うち

は該当がありません」と答えておきましたと。えっ，じゃ，その担当者どうしてたの。担当者

は，その日はプールの調査に行ってたんです。そこへ電話が文科省からかかってきて，答えた

職員が，「担当者がいないので」と言わずに，「うちには該当がありません」と答えてしまっ

た。それで，新聞に，町田市はゼロだったということなんですが，大丈夫かなっていう……，

とても大丈夫じゃなさそうな話をさらに続けていきます。 

 「主体性・チャレンジ」。これはですね，みずから，自分で発案しましょうということです

ね。 

 それで，保育所待機児童の話ですが。町田市は三大都市圏ですから，当然待機児童がたくさ

んいました。何百人といるんですが，どう対応するかなっということです。ここからちょっと

落語風になります。落語風じゃない。かけ合いなんで，こっち向いて言って，担当者のときは

反対向いて言いますから，よろしくお願いします。こっち向いているときは，市長です。はい。 

 「待機児童の対策はどうなっているかね」，「いや，特に何も」，はい。「クレームも市長
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の手紙もたくさん来てるよ」，「まあ，どうするか。まあ，ご指示いただければ，何かやって

もいいっすよ」こういう答えです。その次，もう，私，二の句もつげずに終わりました，この

会話は。 

 ちなみに，今は，市では全国で初めて20年間家賃の補助をするという仕事をしまして，大量

に保育所を供給しています。その担当部長をすぐ異動させましたから，次の部長が，「こうい

う案，持ってきました。どうしますか」って，「いい，任せるからやんなさい」と言って，東

京都と国と全部かけ合ってやってくれました。これは，もう任せるからやりなさいと一言で，

このときは楽でしたね。主体性がある職員のときは非常に楽です。 

「組織内情報共有」。こっち向いてるのが市長ですね。はい。 

「議会の答弁の勉強会をやりましょう」，「市長，前例がありませんが」，「今まで，じゃ，

どうしていたんだね」，「あのう，部長がそれぞれ１件ずつ助役と勉強会やっておりましたの

で，はい」，「それじゃ，だって本会議の質疑の場面じゃ，担当のところ以外は他の部長は何

のことかわかんないじゃないか」，「はい，問題ございません。自分の部のことはわかってお

りますから」，こういう回答でありました。その後，全員集めて，担当部以外のことも全部ほ

かの人から意見を言わせる，答弁案に対する意見を言わせるという，そういう勉強会をスター

トしております。 

 部長さんというのは，前にその職にいた人もいますよね。だから，次の担当部長が，ことし

初めてで余り得意でなければ，そのほうがいいよということを言える立場にあるわけだから，

やっぱり情報共有だけじゃなくて，お互いに協力して議会答弁を考えるというのが非常に大事

なことだと思って，やっぱりこれもやりました。 

 次はですね，マネジャーの答弁の仕方・答え方に実は問題があるというケースであります。

まず，保険年金課長のせりふから。こっちですね，今度はね。「市長，アルバイトを入れたい

と思います」，「どこに入れるんだ」，「はい，窓口にアルバイトを入れたいと思います」，

「効果はあるのかね」，「ええ，職員の残業が減ります」，「いや，窓口というのは大変なん

だよ。国保制度というのは年々ころころ変わるから，窓口に出て，それがアルバイトというの

は大丈夫なのかな」，「はい，制度改正については，職員もついていくのが大変ですが，まあ，

民間の人であれば５日もあれば何とか」というのが課長の答え。これは答えに問題があります

よね。それはおかしい，もう一回言ってみてくれといいたくなります。 

 もう一件はですね，ここで落語風は終わりなんですが，ずさんな計画で失敗したというやつ

ですね。事業に失敗しました。これは駐車場計画なんですが……。駐車場をつくるということ
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で，地元の商店会から，駐車場不足だ，近隣との競争に耐えられないという，まあ商店会も一

種政治勢力でもありますので，応えてつくりました。市の土地がないので，地権者に駐車場を

つくってもらって，年々の賃借で返すということで20年の契約をしました。しかし，始めてみ

たら，この立駐に入ってくる車の数が少なくて，毎年億単位で赤字が出ていました。それで，

市役所は，議会の追及を受けてやめてしまいました。突然やめてしまいました。これ以上やっ

たら赤字がどんどん膨らむ一方ですから。地権者のほうは，自分のお金で14億も借入をしてつ

くって貸したら，途中でやめますよと。それはないだろうということで，当然それはないんで

市が負けました，裁判で町田市は負けました。それで，契約書の中には，この契約を途中でや

めるという条項がないんです。最初からない。最初からない契約を結んだのです。これは本当

にリスクがないですよね，貸している地権者のほうは。貸しているほうは，全くノーリスク。

借りた市のほうは，リスク無限大という契約。当然のように８億5,000万円払いました。 

 それで，この失敗というか，ミスというか，そういう契約の失敗というのが，きょうここに

立っている理由。つまり，法務能力を上げないと，これはだめだと。こんなことをしていたん

では，役所が倒れちゃう，潰れちゃうということで，人と組織の能力，とりわけ法務能力を引

き上げないとだめになるということで，任期付の弁護士さんをお願いしようという一番の動機

はここにありました。これまでに申しました幾つかのエピソードも，やっぱり法務能力という

ことは比較的関係をしております。 

 私は，地元の支持者というか，そういう人たちから大変疎ましく思われております。支持者

から疎ましく思われる，何だとお思いでしょうが。既成の利益，既成の何というか，そういう

もの，権益というのでしょうか，そういうものを壊す方向をやっています。あるいは，地元の

業界におもしろくないやり方，たとえば施工能力のない中小業者に無理に発注するなどはしな

いとか，そういうやり方です。したがって，表向き，「市長さん，頑張ってください」と言っ

てんだけど，裏で，あいつ全然俺たちの言うことを聞かないのに，何であいつに投票したんだ

ろうって思ってます。投票したんだが，次に代わりの立てるやつもいないし，弱ったなって，

みんな思ってます。ただ，口には出しません。面と向かって私に言って来ないで，裏で言って

います。 

 それで，そういう意味では，何というんですかね，行政が，今，この現状を，どうすればい

いかっていうそういうひどい状態のところに，市長になったわけですね。ただし，これは町田

市だけがだめだということじゃなくて，かなりの市役所，かなりの町役場であるんだと思いま

す。 
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 さて，冒頭で政治姿勢の話しをしました。要するに情報公開から情報提供へ。私の政治理念

のひとつでもあります。ここに書いてあるとおり，理解できる情報を出さなきゃいけない。こ

れも，資料集の中にありますが，去年から企業会計方式，全国1,700ある市町村の中で唯一，

企業会計方式，複式簿記を導入して，ことしの９月には決算を，企業会計方式の決算を発表し

ております。これも，資料集の中で説明してあります。 

 それから，情報公開の肝は何か，コアは何かというと，要は社会，市民が理解できる情報を

取得できれば，そこから市民が動き出すわけですから，これは知的な分業だと思います。行政

が知識を独占するとか，情報を独占するんじゃなくて，市民が取得することができる。会計で

あれば，官庁会計というわけのわかんない，読んでもわかんない方式じゃなくて，ちゃんとし

た企業会計方式でディスクロージャーをするということは，この知的な分業の大前提なわけで

すね。そこが，私は，はやりでよく言われている市民協働だ何だと言ってますが，知的分業と

いうところが一番大事なんで，市民協働は。市民に掃除してもらうことじゃないんですね，そ

このところです。 

 それから，もちろん先ほど申しました包括外部監査も，一般市である町田市は実施義務はあ

りませんが，やっている理由も情報共有ということです。それから，経営監理会議も公開して

おりますし，市立病院の経営会議，これは経営評価会議と言っているんですが，これも公開し

ていますから，新聞記者が入っています。一般の人がちょっと辛辣なことをがんがん病院長に

向かって言っています。それも公開しています。 

 それから，日本経営品質賞というのがあります。この経営基準のアセッサーというのを養成

して，二桁，今，町田市では十数人がアセッサーの資格を取得してます。三重県だとか，岩手

県滝沢村なんて，何か今度は市になるという話も聞いたんですが，そういうところもやってい

ますが，この経営品質基準というのを行政経営の基本イコールバイブルというふうに呼んでる

んですが，それで行政経営の路線を決めています。 

 最後に，専門職の活躍と自治体の法務能力と市町村の位置ということをお話しします。 

 それで，この４番と５番は何かというと，弁護士の活用と行政実務との関係，あるいは行政

実務，いろいろな部署の活用と政治の関係をお話をしようということでございます。 

 ポイントは何かというと法務能力の開発ということは，職員が自信をつけるということです。

弁護士さんがバックについているという自信ですね。自転車の練習で言えばね，押してもらっ

て走ってるのに，気がついたら自分で一人で走ってたみたいなもんでね。とにかく，気がつい

たらお父さんは後ろについていないんでね，でも，自転車に乗れる自信がつくということなん
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です。 

 それで，法務を基本にする仕事ですから，組織は，自治体職員の精神的負担が軽くなります

し，それから自信を持って仕事をすることができる。となれば，いい仕事をします。そういう

意味で，大事なことだというふうに思っています。 

 法務の専門職の活躍ということで，コンプライアンスを守る，ひいては自分の身を守るとい

うのが大事なところですね。 

 それから，５番，自治体のほうは，どっちかというと受け皿です。国や都道府県の下請機関

なんです。ですから，余り自分の考えでやると，いろいろ間違いがあります。間違いがあった

ときに，自分で考えてやったことについては，厚生労働省も保障してくれません，守ってくれ

ません。だから，言うとおりにするんです。言うとおりにするという考え方，習慣になっちゃ

う。「習い性」というのはこういうことなんですね。 

 例えば，生活保護，どうですか。厚生労働省の基準じゃないやり方できますか，できません

よね。それは，住民基本台帳だって，税務だって同じですよ，それは。当然，自立支援法も同

じだし，それはそうなんです。ただ，通知を出しているほうは現場がわかっていませんよね。

だから，現場がわかっていないところが，現場にふさわしくないことをどんどん通知を出しま

す。ただし，その通知を守らないというのは，何か非常に苦しいというのが実態です。受け皿

としては，そういう思考とか，訓練とかをされて育っているのが市町村の職員です。それから，

市長はね，勝手なことを言うけど，職員はそうはいかないですからね。 

 それから，組織規模です。やっぱり，ターゲット，弁護士の任期付採用で言えば，ターゲッ

トは人口20万人。この会場には，県庁にも行っている弁護士さんもいらっしゃいますが，県庁

とか，都庁とか，国が，法務能力のない職員ばっかりだとアウトですよね。そんなもの，最初

からいなきゃいけないんです。しかし，やっぱり，20万人とかそれ以下のところは，法務能力

はみんなちゃんとある職員ばかりじゃないんですよ。だから，そういう市役所あたりが狙い目，

私はそう思ってます。町田市は40万人超えてるんですけど，先ほど，ちょっとまずかった例を

出したんですが，法務人材というのは，その需要はやっぱり全国に100ぐらいある人口20万人

くらいの市ですね。そこがターゲットかなというふうに思います。 

 最後に，「政治」には，悪いこと，あるいは法令をないがしろにするものがつきまといがち

です。先ほどちょっと言いました，既得権とか，いろいろ言いました。そういう悪というもの

があるとすれば，あるいは既得権擁護とか，支援団体への利益誘導だとか，そういうことをす

るとすれば，それは政治屋ですよね。ですから，そういう首長・市長には任期付弁護士採用を
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頼んでもだめです，首長自身が摘発されちゃいますからね。そうじゃない人に頼んだほうがい

いです。首長を見分けることが必要です，雇ってくださいというのには。既得権擁護の塊みた

いな首長のところへ行っても，「ああ，何だろ，それ」って帰されるだけですから，もうちょ

っと雇いそうなしっかりしている政治家のところに行っていただくと雇っていただけるかもし

れません。大事なことは，多分その辺だろうというふうに思います。ご清聴，ありがとうござ

いました。 

○司会（内野） ありがとうございました。 

最後にですね，午前最後に，伊藤義文千葉県弁護士会会員より，アンケート分析結果につい

てご報告をいたします。 

○伊藤（千葉県弁護士会） 千葉県弁護士会の伊藤と申します。 

 これからお示ししますパワーポイントのほうは，オレンジ色の表紙の当日配付資料の14ペー

ジからに記載がございます。それと，アンケートの分析のより詳細なものに関しては，基調報

告書の39ページ以降，それと附属のＣＤ－ＲＯＭのほうに，今回のアンケートについての全回

答を掲載しておりますので，そちらをご参考にしていただければと思います。 

 今回実施しましたアンケート，日本弁護士連合会でやらせていただきましたが，実施時期は，

今年の７月です。対象といたしましたのは，県内の市町村42団体ですね。 

 今回のアンケートの目的は，地方公共団体における法的分野のニーズを確認したいというこ

とで，通常その取りまとめをしていただいている総務部門のほかに，直接現場の声も聞こうと

いうことで，事業部門，ここに掲げております五つですが，直接ご回答をいただきたいという

ことでお願いをいたしました。 

 非常に大部にわたるアンケートで，ご回答いただいた団体の方，本当にありがとうございま

す。回答状況にですが，総務部門に関しては，合計26団体から回答をいただいています。事業

部門に関してなんですけども，若干数が少なくなっています。 

 顧問弁護士の委嘱状況というところからご説明をしたいというふうに思います。 

 26団体のうち，顧問弁護士を委嘱しているというふうにお答えいただいた総務部門について

は23団体，委嘱してないところもまだございますようで，３団体ございました。最も，例えば

町村会，あるいは任期付公務員で対応しておられるような団体もあろうかというふうに思いま

す。 

 問題は，事業部門のほうの回答で，わからないというところがあるんですね。その自治体さ

んはそれぞれ非常に平和なのか，そもそも相談をしないということで，いるかいないかわから
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ないという回答が残念ながら出てきてしまったんですが，一つちょっと考えられる原因として，

顧問弁護士に対して，各事業部門がどういうふうにアクセスをしているのか，その方法をちょ

っとこちらのほうで確認をしてみました。わからないというふうにその答えがあった団体，相

対的に多いのは福祉，あるいは土木というところなんですが，そこと比較すると，こちらのグ

ラフの赤で示されるとこなんですけども，公営住宅・病院のところが，直接その総務部門を経

由しないで直接頼んでます。通常，総務部門を経由してというところが多いと思うんですけれ

ども，そういう方式じゃないところのほうが，やはり顧問弁護士に対するアクセスというのが

しやすいので，顧問弁護士のプレゼンスというのが示されているというふうになろうかと思い

ます。 

 相談の内容に関しては，弁護士として典型的にイメージされる訟務，あるいは個別行政分野

というものが多く，その次に，最近非常に意識が高まっている債権管理分野，あるいはその苦

情対応というものが，総務部門，事業部門を通じてふえてきております。 

 率直に顧問弁護士役に立っていますかというふうに聞きました。幸いなことに，主要５県内

の自治体の顧問弁護士の皆さんというのは，非常に役に立っている，あるいはそういった回答

が多くて，役に立たないという方はほとんどございませんでした。 

 実は，数年前に別の団体で，やはり顧問弁護士の満足度というのを調査したことがあったん

ですが，そのときは，実は顧問弁護士は役に立たないという回答が出てきていまして……，そ

ういう意味では，県内の顧問弁護士さんというのは非常に有能で，要するに自治体の満足のい

く業務を遂行してもらえているのだというふうに思われます。 

 今後その顧問に期待する業務はどんなものなのでしょうかというのを，総務部門，事業部門

でそれぞれ分けて聞いてみたんですが，業務の内容としては，実はこれまで行ってきたものと

いうのが，総務部門，事業部門を通じてほとんどなんですけれども，一つだけ，事業部門のと

ころでですね，３番目に挙げられたその苦情処理の代理人というのが数字としては多くなって

きております。やはり，総務部門と違って現場にいらっしゃるということで，直接住民に対応

するということがあって，そこでご苦労されているということでこういったニーズが多くなっ

ているのかなというふうに思われます。 

 次に，その顧問弁護士さん以外の弁護士との連携に関して，やはり尋ねてみたんですけども，

今度はその訴訟・調停といったものではなくて，特定の分野，行政対象暴力あるいはクレーム，

債権回収，こういったもののその事件処理の依頼をしたい，あるいは職員向けの法律相談をや

ってほしいというようなニーズがどちらかというと多うございました。 
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 これが，総務部門の回答なんですが，事業部門に関しては，顧問弁護士ではないんですけど

も，やはり同じようなその住民とのトラブルに関して間に入ってほしいと。この回答が総務部

門に比べると，かなり多いという結果が出ております。 

 研修に関してもちょっと話を聞いてみたんですけども，弁護士会が，地方公共団体の実施す

るその研修会に講師を派遣することに関して関心があるかないか，あるいはその分野に関して

回答いただいたのがこちらになります。それなりに興味を持っていただいて，総務部門の場合

には，行政法・行政争訟，こういったものがニーズとしては多いということになるんですが，

これが事業部門になりますと，やはり先ほどと同じように，行政対象暴力あるいは悪質なクレ

ーム対策，こういったものがトップに出ておって，現場での対応についてのその法的アドバイ

スというのを希望があるという結果が出ております。 

 逆にその弁護士会が実施する研修に対して，お越しいただけるということになった場合に，

どんなものに回答が，関心があるかというのが，次の二枚のスライドになるんですけども，実

はこれ結果がほとんどですね，県，庁内での研修への講師派遣と変わらないということになっ

ておりますので，ここは簡単にしか説明はしないことといたします。 

 次に，弁護士会そのものとその連携することについて興味があるかないかというご質問をさ

せていただきましたけれども，実は総務部門よりも事業部門のほうが，どちらかというと関心

をお持ちいただいているということがおわかりになろうかと思います。総務部門が15件，58％

ですね。これに対して，事業部門に関しては，合計で74％地方公共団体のほうで関心をお持ち

いただけているということになります 

 次に，その連携の方法に関して，具体的に幾つかお尋ねをいたしました。 

 先ほど，本多会員から説明があって，岸本会員のほうからも具体的に話をさせていただいた

んですが，アクセス障害というものがやはりあるのではないかという認識がどうもあるようで

す。 

 ニーズとしては，一つまず一元的な窓口をつくってほしいと。先ほど岸本会員のほうから具

体的な話のあった行政連携センターのようなものが一つ参考になろうかと思います。もう一つ

その下にあるのが，メニューリストですね。先ほど，やはりお品書きというもので岸本会員の

ほうで説明をしましたけれども，要は業務として何をやっているのか，それと，どういった形

でアクセスをすればいいのか，このルートを二つ確立することがまず急務ではないかなという

ふうに思います。 

 次に，きょう午後からのシンポでも一つ大きな柱にしております法曹有資格者の採用の現状
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と課題等に関してお尋ねをした部分，なんですけれども，現在，兵庫県内で在籍している法曹

有資格者の方が在籍しておられる団体が三つあります。具体的にどうなのという話をちょっと

聞いちゃうと，中身が特定される可能性があるんで，むしろその採用に関して関心があるのか

というところをこれからちょっとご説明することになってきちゃうんですけども，関心に関し

てはそれなりに持っていただいてる。次に，じゃ，計画をしていただきましょうかねと，そう

いう段階にあるのかなというふうに，これパワーポイントの下段のほうなんですが，そういっ

た回答になっております。 

 期待される業務として，複数回答で答えていただいた結果がこちらの表になっておりまして，

訟務というのが実は非常に多いんですけども，そのほかに，行政不服審査業務，先ほどちょっ

と説明をし漏らしたんですが，行政不服審査業務に関しては，実は顧問弁護士さんというのは

余り相談を受けていないんですね。そういったものに関しても対応してもらえるのではないか

という期待をしていただいているところでございます。 

 もう一つ，仮になかなか採用が進まないという場合に想定される消極意見としてどんなもの

があるのか，これも複数回答で総務部門のほうからお答えをいただいたんですけども，一つは

その外部の顧問弁護士使えばいいじゃないですかと。そのすみわけ，どうするのかというのが

テーマになるであろうと。もう一つは，その任用のコストとか，定数管理の面から，どうして

も消極的になるのではないか，こういったところが多数の，かなりの多くの団体からご回答を

いただいているところです。 

 今日の午後のパネルディスカッションでは，任期付公務員の方も参加をされて，かなり具体

的にこのあたりお話をいただける予定となっておりますので，ぜひとも後半もお聞きいただけ

ればというふうに思います。 

 あとはその任期付公務員のほうの説明会の内容として，どんなものに関心があるんですかと

いうことを聞いてみたんですけども，一つは弁護士の話，それとその弁護士の配属先の長です

ね，あとは採用された人事担当者の方の話，あるいはその交流会というものが有益ではないか

というふうにお考えになっている自治体が多いようでした。 

 まとめということですので，ここは簡単にやりますけども，顧問弁護士の有用性に関しては，

高く評価はされております。ただ，それ以外にもやはりニーズがあって，顧問弁護士以外の場

合には，特定専門分野，特に事業部門において住民対応等ですね，こういった割と専門性のあ

る，あるいは即応性が必要なところにニーズがあるのだという結果が出ているかと思います。 

 弁護士間の連携については，統一的な窓口の設置と広報と，連携可能な業務のメニューを，



 23 

具体的に示すということが地方公共団体のほうで求めていることなのかなというふうに思われ

ました。 

 最後に，法曹有資格者の任用についてですけれども，これは関心がそれなりに高まってきて

おりますけども，なかなかまだ具体的にイメージがつかみ切れていないというところがあるよ

うですので，実際に任用することが一体どこまでメリットがあるのか，それとデメリットも当

然あると思いますので，自治体のほうからも情報をフィードバックしていただいて，弁護士会

との認識を共通にした中でより発展していかせる必要があるのではないかというふうに思いま

す。 

 以上といたします。ご清聴，ありがとうございました。 

○司会（内野） ご清聴，ありがとうございました。 

 これにて，午前の部，基調報告を終了させていただきます。 

 （休   憩） 

○司会（内野） パネルディスカッションを開始いたしたいと思います。 

 ここからは，進行を本多会員と森岡会員に引き継ぎます。お願いいたします。 

○森岡（第二東京弁護士会） それでは，パネルディスカッションを開始させていただきたい

と思います。 

 自治体と弁護士との関係を取り上げたこの弁護士業務改革シンポジウムの分科会も，回数を

重ねて今回で５回目ということになります。 

 今回は，地方自治体の課題と弁護士の役割について，地方自治体の行政にかかわりの深い

方々をお招きして，これまでの地方自治体と弁護士との具体的な実践例をも踏まえて，今後を

展望していきたいと考えている次第でございます。 

 本日，コーディネーターを務めさせていただきます東京弁護士会の本多でございます。日弁

連弁護士業務改革委員会の行政分野関連小委員会の委員長をしております。本日は，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○森岡（第二東京弁護士会）  

 同じく，コーディネーターを務めさせていただきます第二東京弁護士会の森岡誠と申します。

本多会員と同じく，行政分野関連小委員会に所属しております。よろしくお願いいたします。 

○森岡（第二東京弁護士会） それでは，まず，今日ご出席のパネリストの皆様から自己紹介

をお願いいたしたいと思います。 

○大貫氏 皆さん，こんにちは。私は，中央大学法科大学院で行政法を担当しております大貫
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と申します。 

 今回のシンポジウムのテーマが，地方自治体の課題と弁護士の役割ということで，担当科目

の関係でお呼びいただいたものだと理解しております。また，私は，全法科大学院が加盟する

法科大学院協会というところの常務理事を務めておりまして，法科大学院全体のことも多少知

り得る立場にあるということでもお呼びいただいたと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

○荻野氏 明石市役所の荻野泰三と申します。明石市役所では，総務部コンプライアンス担当

課長と市長室課長を兼務しております。３年間ほど大阪の法律事務所で勤務した後，明石市役

所でお世話になっております。 

 明石市では，ほかの基礎自治体にはない５名の弁護士の職員の採用というのがありました。

今は，１名退職して４名になりましたが，そういった特徴がありますので，複数採用について

もお話しできればと考えております。今日は，よろしくお願いいたします。 

○河浦氏 福岡市こども総合相談センターこども緊急支援課長をしております河浦といいます。

よろしくお願いします。 

 こども総合相談センターといいますのは，要は福岡市児童相談所です。こども緊急支援課と

いうのは，その中でもですね，虐待対応班と言われる，主に児童虐待の通告を受理をして，必

要な調査，場合によっては立入調査，子どもを児童相談所の権限で保護すると，そういう役割

を担っているところであります。 

 福岡市は150万人の政令指定都市でございますが，年間500件以上の児童虐待の通告を受理し

ておりまして，そして年間80人以上の，子どもを職権で保護するというような状態であります。 

 家庭裁判所の承認を経て，施設，里親に委託をするという件数も13件に上っておりまして，

近年，非常にですね，虐待の対応が増加をしてまして，一昨日もですね，重大な虐待事案が発

生しまして，昨日，夜遅くに到着をいたしまして，きょうに間に合わないんじゃないかってい

うような状況もありましたけども，そういうとこで頑張っている者です。よろしくお願いしま

す。 

○久保氏 福岡県弁護士会に所属しております久保でございます。私は，平成23年４月から，

隣の河浦課長の同じ課，こども緊急支援課という虐待対応の課のスタッフ課長として勤めてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○菊池氏 岩手県総務部法務学事課の特命課長という立場にあります菊池優太と申します。第

二東京弁護士会に登録した後，３年間ぐらい東京で弁護士として活動した後，ことしの１月か
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ら任期付職員として現職に至っております。現在，弁護士登録はしておりません。 

 今の時点で，赴任してから10カ月ぐらいが過ぎたということになりますけれども，本日はそ

のような経験を踏まえたお話ができればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

○楠井氏 三重弁護士会の楠井嘉行でございます。平成24年度と25年度の三重弁護士会の副会

長をさせていただいております。元三重県職員でございまして，修習期は37期でございます。 

 平成11年５月に，三重県信用組合の金融整理管財人として破綻処理をさせていただきました。

そのことは自由と正義に書かせていただいております。 

 私の事務所には，本日現在で18名の弁護士がおりますけれども，４名が任期付公務員として，

東海財務局，名張市，三重県の度会郡南伊勢町，兵庫県の明石市役所にそれぞれ採用されてお

ります。 

 名張市と南伊勢町は，私が法律顧問をさせていただいておりますけれども，ほかにも組織内

弁護士として，三重県信用保証協会，三重県信用農業協同組合連合会，三重県商工会連合会，

株式会社ケーブルテレビジョン四日市に研修派遣をしたりしております。 

 日本弁護士連合会の中では，業務改革委員会の行政法分野で活動させていただいておりまし

て，第一東京弁護士会の橋本先生の監修のもとに，「自治体の債権回収」という本を書かせて

いただいております。三重県内でも，コンプライアンス研修を市町等いろいろな自治体におい

てやらせていただいております。日弁連では，平成19年に地方自治研修を，平成23年に行政ク

レーマーの研修の担当をさせていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございました。久保さんのほうに，今の職につかれ

るまでの簡単な経緯について，ちょっと補充していただけるとありがたいんですけれども。 

○久保氏 私は，もともと裁判所の書記官として長年勤めておりまして，大体十四，五年書記

官として仕事をしておりまして，その後，弁護士登録をいたしまして，１年７カ月ほどの経験

しかありませんけれども，その後，この，先ほど言いました平成23年４月から児童相談所のほ

うに勤めておるという次第です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

 それでは，次に中身のほうに入っていきたいと思いますけれども，地方自治体と弁護士のか

かわりの変化ということで，午前中の報告でもあったかと思いますけれども，従来，地方自治

体と弁護士の連携といえば，顧問弁護士のほか，研究・研修の講師，委員会の委員，住民向け

の法律相談の派遣などがあったと思われますけれども，近年は任期付公務員等への登用，以前

に比べてこういうようなことがあって関係が深まっているというふうに考えられるかと思いま
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す。 

 このような現状，状況について，どういうふうに考えればいいのか。まず，大貫さんのほう

からご説明をいただけますでしょうか。 

○大貫氏 はい。私は，先ほど申し上げましたように行政法を担当しておりますので，その関

係で，自治体で研修講師をしたり，あるいは審議会の委員をするということがよくあります。 

 そういう経験から二つほど申し上げることができると思います。午前中既に，かなり論点が

出尽くしておりますので，重なるかとは思いますけれども，あえて申し上げますと，一つはや

はり，ちょっと自治体の職員の方もこの会場においでになっているところで大変言いにくいん

ですけど，やっぱり自治体の職員の方の法務能力というのは，決して高いものではないだろう

と思います。確かに県と市町村で違うんだろうということも，先ほど石阪市長からも出ており

ましたけども，私はやはり一様にそう高いものではないと思っております。 

 一例を挙げますと，ご存じの行政手続法っていうのが施行されてから20年たつわけですけど

も，研修に講師で参りますと，行政手続法を知らない職員の方が多いわけですね。存在を知っ

ていても中身を知っている職員はもっと少ないというのは，これ非常にゆゆしき事態だと思い

ます。ただ，職員の方が不勉強だというふうには，私は思わないのでありまして，意欲のある

人が研修に来るわけですから，そういう人であっても，なかなか学ぶ機会がなくて，そのまま

に捨ておかれているという状態だろうと思います。非常に極端な言い方をすると，そういうこ

とだろうと思います。これが一点です。 

 それから，もう一点は，これも午前中出たんですけど，現場でさまざまな法的な問題に自治

体の職員の方は遭遇しております。ところが，現場で即相談できる相手がいないということだ

ろうと思います。来週，私，実はある自治体の研修に講師で行くんですけども，研修講師で困

ったことが起こることがあります。講義に関して質問がないかと訊いて，質問が出てくると，

職員の方が現場で困っている法的な問題が出されてしまうことがあるわけです。それぐらい困

ってるんだと思うんですね。「先生，今悩んでいるこういうケースどう思いますか」というこ

とですね研修の場でこうして聞かれてしまうというのは，間違いなく日常的に相談できるロー

ヤーが，専門家がそばにいないだろうということを意味しているんだろうというふうに思って

います。 

 この二つがよく感じるところです。 

 さて，コーディネーターからの質問ですけども，任期付公務員等で弁護士が自治体内に入る

ということは，こうした問題に対するやはり一定程度以上の対応になると思います。研修講師
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等で弁護士が日常的に法務能力向上のためのいろいろな講座を開くこと，それから日常的な問

題に職員がぶつかったときに，すぐに相談できる人が近くにいるというのは，極めて大事なこ

とだろうというふうに思っております。 

 ですから，コーディネーターが言われた最近の動きは非常にいいことだろうと，私は思って

おります。これは，弁護士の職域拡大とか，そういうことではないと思います。弁護士，法曹

有資格者を必要としている人がすでに自治体にいるということ，需要は存在するということだ

ろうと思います。 

 以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） では，この点について，荻野さんのほうからお考えをお聞かせ

いただけますでしょうか。 

○荻野氏 既に，いろいろと話が出ているとこで，かぶるかと思うんですけれども，やはり行

政でいうと，前例主義で動いている現場が多いです。ただですね，細かいことでも前例にとら

われないというかですね，透明化が進む中で，前例で今までやってきたことだからやるという

のでは，もう説明がつかなくなってきているのではないかというふうに思います。 

 誰に対しても説明できる，すなわち適法性が担保されている活動であるということが，必要

になってきているのではないかと思います。また，地方分権化の流れの中で，自治体独自で考

えて判断しなければならない事項がふえてきております。他方，財政健全化のために職員の数

が減っているという実情もあります。 

 その中で，専門的な知見を持った職員さんを補わなければならなくなってきているのではな

いかと。これは，法的な分野に限らず，弁護士に限らないほかの専門分野にも言えることでは

ないかというふうに思っております。 

○森岡（第二東京弁護士会） 続いて，河浦さん，お願いいたします。 

○河浦氏 はい。児童相談所の立場からいいますと，児童相談所の大きな課題は，児童虐待の

対応です。 

 実は，児童虐待の対応というのは，私ども，児童相談所は，基本的にはソーシャルワークで

支援をしていくという基本的な考え方なんですけども，それではなかなか子どもの命を守れな

い。もっと，児童相談所が持つ権限で，権限を行使して，強力な介入をして子どもの命を守る

べきだというふうに流れが大きく変わるのが，平成12年の虐待防止法の成立なんですね。 

 それで，この児童相談所が持つ権限を駆使して対応していこうということ，そのころからで

すね，実はなぜそういう法的な解釈をして，何を根拠に持ってこういう対応をしていくのかと
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いうことの我々のしっかりしたものと，そしてそれをちゃんと説明する責任といいますか，そ

れはずっと求められまして，そのころからですね，弁護士さんとの連携というのはとっても必

要になってきたんだろうなというふうに思ってます。 

 福岡県弁護士会の子どもの権利委員会の皆さん方が，ボランティアでそういう我々をですね，

ずっと応援していただいた歴史がございまして，そのころからですね，我々にとっては，もう

不可欠な存在というふうには思っておりました。それで，そして，児童虐待防止法が改正をさ

れて，さらに児童相談所に権限が集中をしていくという中では，もう，特に，この弁護士さん

との連携は，不可欠なものになったんじゃないかなというふうに思っています。強権介入すれ

ばするほど，親御さんとの対立は非常に摩擦をこう帯びていくわけでありまして，子どもをめ

ぐって，子どもの利益と親権をめぐる争いというのは，面会や，あるいは交流や，いろんな問

題で引き起こされるわけでありまして，それをめぐっていろんな解釈をし，いろんな対応をし

ていくというのは，本当に法的なサポートなしでは考えられないという状態が児童相談所の現

場ではないかなというふうに思ってます。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

じゃ，久保さん，この点，お願いいたします。 

○久保氏 もう，ほとんど河浦課長のほうから言っていただいたんですけども，児童相談所だ

けじゃなく，自治体も一般の自治体の法務部とかに所属されている方，同じなんでしょうけど

も，やはりもう日々大小さまざま法的問題が発生する中で，適正，かつ，また迅速な対応が求

めされるという状態ですので，例えば，今までのように外部の弁護士さんに相談してとかです

ね，時間をとってもらってとかいう対応では，もうちょっと十分じゃないというふうに児童相

談所のほうでも考えてですね，それで弁護士がいることの有用性というのが，十分，これまで

の弁護士さんを抱える中で児童相談所では認識されたということで，徐々に弁護士がやはりこ

う内部にいないといけないという理解になっていったのかなというふうに思っております。 

○森岡（第二東京弁護士会） それでは，菊池さん，お願いいたします。 

○菊池氏 はい。既に，出てきているところも結構多いかとは思いますけれど，こういう関係

が深まってきている状況というものについては，やっぱり自治体のほうで，自分でやらなきゃ

いけない，自分で決めなきゃいけない，自分で説明できなきゃいけない，そういうことの必要

性がかなり高まってきているのかなというふうに感じています。 

 私のほうに来る相談でも，例えば個別法の解釈がわかりませんというようなものがあって，

これは国に聞いてみたんでしょうかというようなことはよくあるんですけれども，国からは何
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も答えてはもらえませんというようなことも結構ありまして，自治体のほうでやっぱりそこは

決めなきゃいけない，決めてくださいとまで言われることもある。そういう中で必要性が高ま

ってきているというのが背景にあるんじゃないかなというふうに思っております 

 弁護士の側から見れば，こういったところはニーズがあるということがわかってきたことで

すとか，個々の弁護士から見ても，こうやって任期付職員として赴任するということが，自分

のキャリアになり，専門性の獲得にとって有意義であるということが，一定程度認識されるよ

うになってきたという状況があるのかなというふうに思っております。 

 特に，任期付職員について言えば，内部の職員なので，いつでも応対ができるということで

有用性が高いということがあるのかなというふうに思ってます。 

 私も，業務の関係で，例えば夜７時，８時なんかに，どうしてもあしたまで決めなきゃいけ

ないということで，今から相談行っていいですかということは，結構頻繁にあったりします。 

 こういった状況ですけども，そういう弁護士，行政，どちらに有用に，どちら側のメリット

というのもありますけれども，ここから相互理解が深まっていって，お互いの接触なりへの抵

抗感が減っていって，連携が進んでいって，より市民のためになって行けばいいのかなという

ふうに思っております。こういう状況については，おおむね望ましいものと考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） では，最後に楠井さんのほうからお願いします。 

○楠井氏 地方分権改革が進む中，地方自治体は自己決定，自己責任が求められるようになっ

てまいりました。 

 地方自治体の方は，ほとんどゼネラリストとしての職員です。しかし，ゼネラリストの職員

さんだけでは，もう対応ができなくなっているんじゃないかなというように考えております。

そのような中で，私たち法曹は，活動領域が求められています。このことはよいことだと思っ

ております。 

 しかし，弁護士のほうも，逆に大量増員時代になりまして，発想を転換すべき時代に来てい

るんじゃないかなと思います。いわゆる地方自治体のニーズと私たち法律家の役割を再認識す

るべきであろうというふうに考えております。 

 それで，弁護士のほうも，これまでの法廷活動中心の弁護士活動が終わりを告げているんだ

ということや，もっと専門性を高めなけりゃいけないんだという認識を持つべきだというふう

に考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

 それでは，今のお話の中でも少し出てきているんですが，大貫さんに伺いたいんですが，こ
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の地方自治体自体を取り巻く環境変化という点ではいかがでしょうか。 

○大貫氏 この話も午前中出ていたと思うんで，二つだと思うんですね。先ほど，楠井さんか

らも出ていました，地方分権改革によって自治体が自由に自律的に決定する範囲は広まってい

るということが一つ。それから，もう一つは，住民の権利意識の高まりで，自治体の各部局で，

住民に対する法的な対応をしなきゃならない局面というのは随分ふえていることです。 私も，

自治体の情報公開審査会等にかかわりますと，やはり相当現場の職員の方がですね，市民の方

への対応に相当苦慮しているというのが上がってきております。こういう背景があるんだろう

と思う。 

 今の２番目のですね，住民の権利意識の高まりの背景には，情報公開法，条例，それから行

政手続法，手続条例の制定というのがあるということは言うまでもないことだと思います。 

 さらに，最初の地方分権改革という点で言うと，これも既に話が出ているんですけども，自

治体として積極的に政策を打っていかなきゃいけないということになってきていると思います。

国から言われたことをそのままやるんではなくて，条例等をつくって政策を打っていく。 

 そうしたときにですね，当然のことながら，条例をつくる能力，条例によって政策を立案し

ていく能力というのが求められるんだろうというふうに思っております。 

 第二の住民の意識の変化ですけれども，これは石阪市長からも出ていたと思うんですけど，

トラブルを起こさないようにするというのが大変重要でして，予防的な法務能力を高めること

によって，法的におかしな問題を起こさないようにする能力というのは，非常に要求されるよ

うになってきているんだろうというふうに思っております。 

 石坂市長の，先ほどの契約の締結の話を聞いていて驚愕してしまったんですけれども，ああ

いうことってたくさんありましてですね，実際に相談をうけることがあります。私は，詳しく

は言いませんけれども，こういうところでは，余り。石阪市長，よくあれだけ言ったなと思っ

て驚いているんですけども，実際，違法なことになってしまったなんていうのは山ほどありま

す。山ほどあって，なぜ，どうして最初から違法にならないようにしておかなかったのかとい

うことはたくさんあります。ですから，違法な行為をしないようにするためには，やっぱり一

定以上の法務能力が必要で，その点においては弁護士の力は必要だと思っております。 

 以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） 今，ちょっと話題になっているその地方分権改革に関連して，

義務づけ，枠づけの緩和というのが進められてきていると思うんですけれども，これについて

地方自治体はどのような対応を求められているのか，楠井さん，ご説明いただけますでしょう
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か。 

○楠井氏 はい。地方自治体の事務については，国が法律で事務の実施とか，その方法を義務

づける義務づけや枠づけが各種存在します。その状態を根本的に見直そうとして，地方自治体

の条例制定権の獲得を図ろうという改革が進められてまいりました。 

 義務づけ，枠づけの緩和によってですね，地方自治体は当然業務量はふえますし，法務能力

の向上も求められているというような状況だと思います。 

 弁護士側のほうもですね，地方自治体の関係構築のためにですね，さまざまな取り組みが求

められているのと思います。任期付公務員に採用して頂くとか，包括外部監査人に就任すると

か，職員さんに対する研修講師をさせていただくとか，行政に対するメール相談をするとか，

行政仲裁センターなど，さまざまな取り組みが必要になってきていると思われます。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

 それでは，少し任期付公務員のお話もしていきたいと思いますけれども，任期付公務員の皆

さんが，応募する前に弁護士として地方自治体の課題解決にかかわっていこうという意識をお

持ちだったかどうかについて伺いたいんですけれども，まず，荻野さん，いかがでしょうか。 

○荻野氏 私は，もともと所属していた法律事務所の顧問先に基礎自治体がございまして，そ

こから比較的多くの相談を受けておりました。 

 それで，自治体が多くの問題を抱えているなという印象を受けており，また，やっている業

務も公益性が高いということで，非常に魅力ある仕事だなと考えておりました。 

○森岡（第二東京弁護士会） 菊池さんはいかがでしょうか。 

○菊池氏 正直なところ，ほとんどそういうことは意識したことがなかったというところが実

際です。普通の弁護士として刑事事件なり民事事件なり，そういうのを頑張っていきたいなと

いう気持ちを持ってやっておりました。 

 それで，こういうことを意識するようになってきたのは，やっぱり岩手県の募集を見てから，

それを真剣に考え出して，それでこういう分野についてちょっと勉強してみて，そういうとこ

ろから課題の意識を感じるようになってきたのかなというふうに思っております。 

○森岡（第二東京弁護士会） それから，久保さんはいかがでしょうか。 

○久保氏 私が児童相談所に今就職しているんですけれども，もともと福岡県弁護士会の子ど

もの権利委員会に所属して活動しておりましたので，地方自治体の兼ね合いというよりも，子

どもに関する課題解決のほうに何かできればなというふうに考えておりました。 

○森岡（第二東京弁護士会） それから，まだ弁護士になっていないロースクールでのことに
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ついて伺いたいんですけれども，大貫さんに伺いたいんですが，法科大学教育の中で，学生の

行政や地方自治に対する関心意識というのはどのようなものなんでしょうか。 

○大貫氏 はい。手短に申し上げます。まず，法科大学院の現状ですけれども，法科大学院に

よって大分違うと思うんですが，いわゆる大規模校では，地方自治法あるいは地方行政に関す

る講義というのは開講されているだろうと思います。中大でもですね，自治体ローヤリングと

いう名前で，これは地方自治法を中心とした自治体行政について講義する科目が２単位で設け

られております。 

 しかし，今申し上げた２単位で，100分あるいは90分で15回ということですので，決して十

分ではないだろうというふうに思っております。地方公務員法や地方財政法も当然行政マンに

とっては必要なんですけれども，そういう講義が開講されていることは，余り多くないだろう

というふうに認識しております。 

 あと，十分調べておりませんけれども，自治体に，いわゆるエクスターンシップ……，イン

ターンシップといったらいいのか……，エクスターンといったらいいのか……，ちょっとよく

わからないんですけど，とにかく学生を短期派遣するということはあるやに聞いております。

中大でも，かつてある市にエクスターンで派遣したことはあります。 

 ちなみに，国家行政については，中大の場合は，政策形成と法という科目がありまして，各

省庁の第一線の行政担当者に来ていただいて，リレー形式で講義をするということが行われて

おります。本来，地方自治体に関してもこういう講義が，私は，必要なんではないかなという

ふうに思っております。 

 それで，本題ですけれども，学生の意識ですが，法科大学院の全てを知っているわけではな

いんですが，中央大学を中心として申し上げますと，やはり法科大学の立ち上げ当初は学生さ

んはそんなに公務について積極的じゃなかったと思います。要するに通常の法律事務所に就職

がなかなかしにくいのでということで公務を選択する方が多かったように思います，当初は。

最近は，ちょっと変わってきて，やはり自治体で弁護士として働くという道もあるんだという

積極的な意識は，次第に広まってきている。ただ，あとで申し上げますけど，自治体の任期付

弁護士として採用されるためには３年から５年の実務経験が必要だとされていますので，卒業

してすぐの就職先にはならないんですね。 

 ですから，そういうこともあって，現在ロースクールで，すぐ自治体で働きましょうという

ふうに考える人というのは余りいなくてですね，弁護士になってから，こういう別のやりがい

がある道もあるんだなというふうに気がついていくというほうが多いのではないかというふう
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に思っております。そういう意味では，地方行政，公務一般のおもしろさというのを，我々法

科大学院も伝える必要性があるんではないかというふうに思っております。 

 以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

今までのお話の中で，地方自治体の置かれた状況というのが，さまざまな課題の中，共通し

て言えることとしては，国に頼ることなくみずから課題解決に向けた判断をしていく必要があ

るというふうに感じました。 

 この点について，河浦さんのほうで，ご自分の業務の範囲で感じられていることをお話しい

ただければと思います。 

○河浦氏 児童福祉法とか，児童虐待防止法では，地方自治体の役割や責務というのをしっか

り明記をしていてですね，児童虐待防止の課題が幾つかあるんですけれども，その課題に向け

て，体制づくりであるとか，人材育成であるとか，啓発ネットワークづくり，調査・研究とい

うこともですね，実は地方自治体の課題として，役割として，責任として明記されているわけ

なんですね。 

 この少子化社会の対応が叫ばれて以来ですね，児童福祉の改正や，さまざまな法律や，最近

の子ども・子育て支援法もそうなんですけども，ますます，ますます自治体にですね，責任と

役割を求めてきているんですね。それも，自治体みずから調査をし，計画を立てて，それに向

かってやっていきなさいという，そういう中身になりますけれども，この児童福祉分野での自

治体のそのみずからやっていくというのは，とても大きな課題といいますか，みずから果たす

役割というのは格段ふえているなというふうに思っています。 

 ただ，それだけにですね，それを実施をしていく上で，非常に複雑ないろんなことがこう絡

み合う社会構造になっていますから，その法律の目的を進めていくために，何を守って，何と

ぶつかり合うところを折り合いをつけて，どんなふうにやっていくのかっていうのは，最も自

治体は試行錯誤しながらやっているんじゃないでしょうかね。 

 最近，非常に叫ばれてますその待機児童解消のための保育所をどうつくっていくのかという

問題も，福岡市でも実は随分いろんな苦労をしながら，進めているところがございまして，横

浜方式とか，いろんな方式とか言われますけれども，これは本当にこういうところがますます

格段とふえて，それだけに現場の者がそういうセンスをですね，しっかり身につけていく，あ

るいはしっかりその法務政策的なものをしっかり身につけていく。先ほどありました予防的と

いうのは，本当にそう思うんですね。本当にクレーマー的な人もおられますけども，我々の対
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応の誤りでクレーマーにしているというのがたくさんありそうで，我々のしっかりした説明責

任を果たしているのか，その説明をしていくというところがですね，実は十分じゃない，昔ど

おりの，昔からこうやっていますからとか，あるいは自分の人間性で何とかしようというふう

にしたりとかという，そういうことがあったりしますけども，そういう状況と全然違いますの

で，我々がそこでどれだけ，法律にちゃんと精通をして，自分なりの解釈と根拠を持ってこの

政策を，あるいはこの決定を進めているんだということを，特に現場がですね，しっかり身に

つけるということがとても重要じゃないかなというふうに思います。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

 では，いろいろ自治体のサポートをされている楠井さんのほうから，この点についてお考え

をいただけますでしょうか。 

○楠井氏 私ども，地方自治体の担当者の方とよく接する機会多いんですけれども，今だに困

ったら上級官庁に聞きゃいいんだ，国に聞きゃいいんだ，あるいはメールもあるじゃないかと

言われる方があります。行政のことは，私たち職員のほうが弁護士よりよく知ってまっせと言

われます。また弁護士は取りつき悪い，ぶっきらぼう，態度横柄，よく話を聞いてくれない，

こういう声をいっぱい聞きます。 

 三重県では，きょう三宅さんが見えていますが，三重県では昨年ですね，鳥羽港の改修工事

の公文書の管理に関して，コンプライアンス違反の問題が新聞に大きく報道されてしまいまし

た。このようなことは，三重県だけじゃないと思うんですね。私どもは関係している市町でも

そうなんですけれども，職員さん自体がですね，できるだけ問題は隠しておきたいという傾向

があります。職員の方は３年で転勤してしまいますから，なるべく問題を隠しておきたいとい

うことがあると思います。 

 ですから，地方自治体の中にはですね，隠れたリスクがあるというふうに考えております。

隠れたリスクをちゃんと管理するためにもですね，法務能力を向上させる必要は高いし，その

ための組織体制も必要だというふうに考えております。 

 それで，私は三重県市町村振興協会で毎年研修をしているんですけれども，事例方式で集団

討議方式でやっております。私の住んでおりますのは，三重県の亀山市というところなんです

けれども，シャープの企業城下町です。吉永小百合さんがアクオスのＣＭをやっていました。

亀山市は職員の自主研究会をやっております。自主研究会では，自主財源がないので，何とか

国に頼らず不交付団体になりたいという研究をしました。企業誘致政策とともに，滞納処分等

の判定委員会というのをつくって，滞納整理を進めるというような自主研究もやったりしてお
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ります。 

 私の法律事務所では，任期付公務員が帰ってきてもらった後に，政策法務の仕事を拡大して，

自治体の法務能力のサポートに寄与したいというふうに考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） それでは，いろいろ研修などで自治体の職員の方ともかかわら

れることの多い大貫さんから，この点について簡単にご説明いただけたら。 

○大貫氏 大分，もう既に論点が出尽くしている感じなので，エピソード的に申し上げますと

ですね，やはり自治体が自分で考えなきゃならない機会は大分ふえています。問題点は，ちょ

っと整理する必要があると思っています。積極的に政策を打っていく局面というのはかなりア

ドバンスなところだと思うんですよ，条例をつくって，政策をつくっていく。そこにも問題が

あるのは事実なんですが，それよりも，言葉は少し不穏当かもしれません。ルーティン的な仕

事の部分でも，自治体の職員の方は非常に困難を抱えているんだろうと思います。既に，ご発

言があったように，法律を自治体が運用しているわけですけども，当然すき間がありますので，

幅がありますので，その幅をどう運用していくかということについては，もう自治体限りで考

えなくてはいけません。 

 ちょっと，エピソードを挙げますと，最近，東日本大震災の罹災認定にかかわる訴訟案件が

ありまして，罹災認定というのが後から変更されたんです。軽い認定になる，大規模損壊から

一部損壊というふうに変えられたというケースです。それで，さかのぼって支援金の返還請求

をしたというケースです。この件では，自治体が内閣府に尋ねているんですね，この件をどう

したらいいかと。それで，回答文書が出されましたが，これは通達ということでは現在ないの

で，技術的助言勧告ということになると思うんです。その文書が来ているんですけど，やっぱ

りさかのぼるのはまずいんじゃないかと書いてあるんですね。ところが，自治体は，さかのぼ

って請求しちゃったんですね。それで，これは何を言いたいかというと，要するに，自分で考

えてやったということなんですけど，私から見ると，これ自分で考えてやったのが間違ってい

るんじゃないかなというふうに思うんですけれども，こういうことが生じている。恐らく，訴

訟で負けるんじゃないかなと私は思っているんですけれども，要するに自治体がみずから考え

て行動しなければならないケースがたくさんふえていて，そこでどう考えるかによっては，訴

訟に発展する。さきほど予防ということばが出ましたけど，違法なことをしないように予防す

る能力を高めていかないといけないなというふうに思っております。 

 以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） 今までのお話を伺って，自治体の職員にも法務能力というのは
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大変求められる時代になってきたというふうに思うんですけれども，この点について，河浦さ

んはどのようにお考えでしょうか。 

○河浦氏 政令指定都市の福岡市ではですね，法制課という課がありまして，十数名の職員が

おりますけども，ここがそういう相談を受けて，条例やいろんな政策をつくっていたりすると

こで，全部チェックをしていく，そういうとこなんですけどね，それで現場でいろんな問題も

そこに相談をしていくという，そういうシステムです。 

 その法制課には，特に弁護士さんが常駐しているわけでもありませんし，有資格者がいるわ

けでもないんですが，脈々とそれを対応できる人材をこうずっと育成してきて，その歴史がど

うもあるようです。それで，そこはそことして機能しているとは思うんですけども，これから

必要なのは，もっと，あちこちから出ていますけれども，現場は実は非常に困っていまして，

その現場が困っているところに，中枢に法制課みたいなのがぼおんとあって，そこと相談をし

てやっていくというので，間尺に合ってないんじゃないかというふうに思うんですね。困って

いる現場に非常にその素早くこのサポートできるような，そういう体制が必要だと思いますし，

現場自身がその法的な対応能力をもっと高めていくという，そういうことが実は今求められて

いるんではないかなというふうに思いますね。特に，我々のような福祉や教育やそういう現場

は，いろんな問題を抱えていますので，そこは特に求められているんじゃないかなというふう

に思います。 

○森岡（第二東京弁護士会） その大変な現場に入られた久保さんは，入られたときに法務能

力ということについてどう思われたんでしょうか。 

○久保氏 私は児童相談所なので，その児童相談所の職場の限りでちょっとお話ししますと，

私が就任した当初は，失礼な話ですけども，職員の皆さんの法務能力というのはやっぱり高い

ものじゃないなという印象でした。例えばですね，職員の方に聞かれたのが，親権について，

親権は18歳までですよねって最初聞かれたんですよね。一般の方でも二十までというのは多分

ご存じだろうと思うんですけれども，子どもにかかわる方がそういう質問されたということで，

かなりショックを受けました。また，行政の方に特有なのかもしれませんけども，事実とです

ね，評価の区別がなかなかおつきにならない。それで，例えば伝え聞きで聞いているのを，も

う事実のごとく評価，認識してしまって，それをもとに次の行動に出てしまうとかですね，そ

ういうのがちょっと見受けられました。それで，もうこれはいけないなと思ってですね，私の

ほうで基礎的な法知識のデータをいろいろつくりまして，それで皆さんのメールでお送りして

ですね，見ていただくっていうような方法をとりました。 
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 それで，３年近くたちまして，ある程度は先ほど言った具体的な事実の認定とかですね，事

実とはどういうものだというようなことを認識して，意識して仕事をしていただいているかな

と思います。また，法律の要件はこうこうこうですと，だからこれが当てはまるように事実を

集めたりとかですね，そういったことを認識して，意識して業務していただいているのかなと

思います。 

最近また別の職員ですけれども，親権って18歳未満までですよねって聞かれたので，ちょっ

とがっかりしてしまってですね，まだまだちょっと弁護士のサポート必要かなというふうに思

っています。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございました。ちなみに，民法のこう勉強とかって

いうのは，その児童相談所の方はある程度は研修があるということでいいんでしょうか。 

○河浦氏 いや，特段民法の勉強をするというようなことはなくですね，私どもは，先ほど言

いましたように，基本はソーシャルワークですので，困っている人たちの相談をお受けして，  

エンパワーメントとしていくような，寄り添って，しっかり傾聴して，受容してっていう，そ

ういう役割なんですよね。 

 ただ，少年事件といいますか，非行のことに関して，あるいは児童虐待に関して，あるいは

その他幾つかについては法的な問題が出てきますので，それに関連する法律については勉強を，

実際異動してきた場合はですね，やることは多いんですが，なかなかですね，それが日々訓練

されて，トレーニングされて身につくっていう状況にはなっていないのかなというふうに思い

ます。 

 児童相談所職員も，どっかで訓練されて児童相談所の職員になっていくわけじゃありません

で，たまたま水道局から異動してきた，たまたま納税課から異動してきたと，そういう職員で

やっておりますので，まずは児童相談所というその業務にみんなおののいてですね，本当，疲

弊していくというのがたくさんあるんですが，そういうような現状です。 

 久保課長，来られてですね，日々勉強はしているつもりなんですが，なかなか追いついてい

ないとこはあるわけであります。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それでは，荻野さん，その現場に行かれて，その法務能力という点について，どう思われた

んでしょうか。 

○荻野氏 明石市では，もともと法務課という部署が庁内の法律相談を受ける役割を担ってお

りました。 
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 それで，こういった課に所属された経験のある，また現に所属されている職員さんは，比較

的法務能力が高いと感じております。 

 ただ，今もお話しありましたけれども，市にはさまざまな職場がございまして，３年，４年

で異動することが多いんですけれども，異動してしまうと，別の会社に転職するというような

ぐらいの仕事の違いがあるというようなことを聞いております。 

 そういった場合に，それぞれの部署で，細かい知識はついたとしても，なかなか抽象化され

たところで，身につく法務能力というのはなかなかないというふうに感じております。 

 現に，いろいろ相談受けている中で，全般的な法務能力という面ではあまり高くないかなと

いうふうに思っています。 

 今，久保さんのほうからお話ありましたけれども，事実と評価の違いというところは，非常

に混同されてるとこがありまして，経緯を書いたメモを，見るんですけれども，例えば苦情・

クレームがあった場合にですね，クレームがあったと，侮辱されたとか，暴言を吐いたとかで

すね，生の事実として何があったのかというのが全くわからないメモが残されているわけです。

これで相手は不当要求でしょうかと言われてもですね，ううんという感じなんですね。生の事

実を大切にして記録していってくださいということは言ってるんですけども，なかなか浸透し

切れてないところであります。 

 明石市は，平成20年から採用試験で法律科目というのを外しました。ですので，法学部で法

律を勉強したことがないことはもとより，公務員の採用試験でも法律を勉強してないという職

員が20年以降入ってきております。そういった方については，研修はしてるんですけども，基

礎的な知識も非常に乏しいなと感じるとこはあります。 

 それで，明石市では，弁護士職員が講師となって，自治体法務検定に向けてですね，目標を

はっきりしたほうがいいということで，勉強しやすいということで，検定のための勉強という

形で，今年度，研修をさせていただきました。 

○森岡（第二東京弁護士会） では，菊池さん，また市とは違った立場になるかとは思います

が，お願いします。 

○菊池氏 先ほど，荻野さんがちょっと述べられていた状況に近いようなところもありまして，

県にもやっぱり法務担当という部署があって，私の席のすぐ隣の島なんですけれども，そうい

うところの方ですとか，あと，各課，原課にも法務の担当者という方がおります。それで，そ

ういう方だったり，そういうところを経験された方だったりというのは，法務能力，それなり

に高いように感じております。それこそ，法務能力検定というようなもののテキストを使って
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有志の勉強会を行ったりするような意識の高い人たちもいまして，私のほうがむしろそういう

ところを教わるというようなことも多々あるところです。 

 ただ，そういうところから外れてきている職員の方だったりしますと，やっぱり必ずしも法

務能力というのは高いとは言えないような状況かなというふうに思っています。ただ，どんな

職員さんにも，ただ共通するんですけれど，問題があったときに，それを自分が担当している

となると，かなり自分で詰めて，頑張って調査して，検討して，自分はこう思うんだけどとい

うようなことを持ってきます。それこそ，刑事の問題であれば，刑法総論の該当箇所を読んで

みたり，刑法各論の該当箇所を全部自分で調べて，たまに全然違ってたりすることはあるんで

すけれど，そういうのは全部本当にやってきますので，法務能力とはまた別かもしれませんけ

れども，そういう法務の調査を行ったりということの抵抗感というのは少ないのかなというふ

うには思っておりました。 

 ただ，どういう状況であれ，必ずしも弁護士と同じようなことがやれているわけではないと

いうふうには感じまして，法律の解釈であったり，紛争の解決のために法律を駆使するような

力であったり，そういうところで任期付公務員が力になれる部分というのは，弁護士が一般的

に得意としているような分野に限らず，地方自治体法，行政法といった分野についても大きい

のかなというふうには感じているところです。 

○森岡（第二東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

それで，この法務を扱う自治体の部門としては，今まで法制課，文書法規と訴訟を扱う部署

が置かれてたのが一般かと思いますけれども，最近，政策法務という部署が置かれることが多

くなったように聞いておりますが，この政策法務というのはどういうものだと理解すればいい

んでしょうか。大貫さん，ご説明いただけますでしょうか。 

○大貫氏 はい。政策法務というのは，大分耳にすることもふえたと思うんです。ちなみに，

ちょっと古いんですけど，23年４月現在で，都道府県で政策法務課を設置しているところは，

神奈川，千葉，京都，鳥取などです。大分人口に流布しているように思います。 

 ただ，政策法務というと，学会的にはですね，学派が幾つかあると言われていまして，定義

がちょっと違うんですけれども，そういう話をしても，全然おもしろくないので，最大公約数

的なところを申し上げますと，地方分権という話が先ほど来出ていますけど，それを背景にし

てですね，法令を解釈，運用し，条例を制定し，各自治体に求められる戦略的な行政活動を行

う，こんなようなところが政策法務という内容で考えられています。つまり，法令に対する向

き合い方は２種類あると思うんです。一つは，法令を道具にしてどんどん政策を打っていくと，
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そういうところに焦点を合わせたのが政策法務という語だろうと思います。ですから，法令を

そのまま法令の枠内で運用していくという仕事もたくさんあるわけですけど，政策法務で言わ

れていることは，法令を道具にして，どんどん新しい政策をつくっていくというイメージだろ

うというふうに思います。 

 以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

続いて，大貫さんに伺いたいんですが，この政策法務という観点は，その自治体と弁護士と

のかかわりの中でどのような影響があると考えればいいでしょうか。 

○大貫氏 もう既におわかりだと思うんですけど，政策を打っていく際に，条例なり規則なり

をつくんなきゃいけないわけですけど，それを立案していく能力というのは相当高い能力が要

求されるんだろうと思います。 

 私も，かつてある自治体で条例をつくるという演習をやったことあるんですが，これは大変

でした，公園管理条例をつくってみようということでやったんですけども，もちろん非常に意

欲のある方が来てくれたので大成功だったんですけれども，相当高い能力が要求されます。法

令について知り尽くした上で，課題をちゃんと認識して，事実とルールの違いをちゃんと認識

した上で規則なり条例をつくっていかなきゃならない，これは相当高い能力が要求されます。 

 それで，まさにこの分野でこそ弁護士の先生方の力というのは発揮されるのだろうと思って

います。もちろん，自治体の職員の方もですね，こういう能力を持った人……，私，全員であ

る必要はないと思う。全員が政策法務にたけるというのは，ちょっと気持ち悪いというか，そ

れはそれで困った自治体になるような気がしますので，全員である必要は全くないんですが，

自治体の中に一定数はこういう政策法務能力にたけた方が必要だろうと思います。そして弁護

士がそれをサポートするというようなことも必要だろうと思っております。 

 そういうところでしょうか，はい。 

○森岡（第二東京弁護士会） それで，一般的な弁護士はですね，私もそうなんですけれども，

条例をつくるそのもの，法制執務と言われるような業務を余り体験してないと思うんですが，

そういう弁護士でも政策法務には寄与することってできるんでしょうか。 

○大貫氏 大変嫌な質問されたわけですけども，いや，実はこれは相当な課題で，先ほど法科

大学院の教育のことをちょっと申し上げたんですけれども，今，法科大学の教育というのは，

非常に極端なことを言いますと，事後紛争解決型，法廷法曹を育てるというふうに……，こと

が重点に置かれているんです。司法研修所の教育もそうだと思うんですね。 
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 ですから，今話題になっているように，政策を積極的につくっていく政策形成型法曹と名づ

けたいんですけど，そういう法曹を育てる教育というのはされてないんですね。ですから，こ

れ課題だと思います。 

 中央大学には多少ありますけれども，恐らくほかの中小の法科大学院には，法制執務を踏ま

えて，じゃ，課題を解決するために条例・規則つくってみようという講座は，まずないと思う

んですね。ですから，弁護士の方が自治体に入っていくのはとてもいいことなんですけれども，

条件整備として，そういう能力を自治体に入っていく前に獲得してもらう講座なり研修なりを

設けないといけないかなと思ってます。だから，お答えとしては，弁護士さんが政策法務の分

野で活躍するための条件整備は必要だということです。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

 それでは，任期付公務員の中身の話について，少し入っていこうと思いますけれども，今お

話に出ているとおり，任期付公務員の登用というのが，こうふえてきている状況でございます。 

 それで，この今の時点での採用実績というのは，本日お配りしましたこの「法曹有資格者を

職員として，より身近に活用してみませんか」というパンフレットの中にとじ込んであるかと

思うんですけれども，この地方公共団体における法曹有資格者の常勤職員というものが日弁連

でまとめているものでございます。 

 それで，ここで見ていただくとわかるとおり，一番下のところですけれども，49人の任期付

公務員の方が現時点で働いていらっしゃるという形になっております。それで，任期付でない

方を含めると63人という状況になるかと思います。 

 それで，この数字については，この裏のところを見ていただくとわかるかと思うんですけれ

ども，折れ線グラフがありますが，採用実績というのは，非常に今ふえてっているという状況

かと思います。 

 それで，このような状況で，弁護士を任期付公務員に登用することの意義について考えてみ

たいと思いますけれども，この任期付公務員の弁護士，法曹有資格者には，どのような職務を

行うことが期待されているというふうに考えられるのんでしょうか。荻野さん，お願いできま

すでしょうか。 

○荻野氏 まずは，紛争解決ということですね。事後的に紛争を解決するという要請も当然あ

るんですけれども，先ほど来から話してる予防的な，ものとして，行政活動として，あらかじ

め適法性を担保しておきたいということが非常に多いです。そういうアドバイスを求められる

ことが非常に多くございます。 
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 国家賠償請求とかですね，住民訴訟のリスク等，常に行政活動というのは隣り合わせです。

しかもそういう訴訟に発展にしなくとも，行政は適法な活動をして当たり前という市民の皆様

の意識が強いものですから，法的に問題があるということを認識しないままいくと，非常にリ

スクが高いことになります。 

 それで，大きな訴訟とかに進まなくとも，細かいことでもアドバイスが求められているとい

うことが現場にいて思うことであります。 

 さらに，先ほどから出てますけれども，弁護士職員であれば迅速に相談を受けられるという

ことがございます。一般的に，顧問弁護士に相談行くとなると，自治体によって違うと思うん

ですけれども，まず担当課の中で，課長ぐらいまで決裁上げて，相談して，これどうしようか

と。それで，法務課のほうに，これ弁護士に聞いてもいいかというようなお伺いを立てて，ま

ずは法務課のほうで見解を出して，さらに弁護士に相談することが必要であれば行くという自

治体も，結構多いと聞いております。 

 そうすると，細かい話，例えば，明日，相手方が市役所に来ると言っているんだけども，ど

う対応したらいいですかとかですね，そんなことになかなか対処できない。 

 それで，弁護士職員ですとですね，私，総務課に席があり座っているんですけども，電話一

本で，今から行っていいですかと。場合によっては，電話もなく，いきなり訪れられて相談を

受けることもあります，今，あいていますかいう形で。それだけ気軽に迅速に一定の法的な見

解が聞けるということは，一般の職員さんが安心して，活動できるということにつながってい

るのではないかと思います。 

 それで，市民向けサービスという意味では，明石市では市民向けの法律相談というのを弁護

士職員が担当しております。弁護士会にお願いしている法律相談も，本庁舎でやってはいるん

ですけども，明石市は海岸沿いに東西に細長い市でして，一番東側に本庁舎がありまして，な

かなか西部の方々は，本庁舎に来れないという事情があります。ですので，各地の市民センタ

ーで，月に１回とか２回という形を設けて，無料の法律相談をするという形で市民向けサービ

スを行っております。そういったことも，行政サービスに期待されるというか，できることで

はないかと思います。 

○森岡（第二東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

それでは，菊池さん，いかがでしょうか。 

○菊池氏 ちょっと，抽象的なことを言えば，行政の仕事といいますが，普段やっていまして，

そのほとんど少なからず何らかの法律にかかわっているんじゃないかというように印象を持っ
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てます。ということで，およそ業務が全て法務といってもいいような側面があると思っていま

して，任期付職員は業務全般にかかわることのサポートというものが何でも期待されていいの

かなというふうに思っています。 

 当然，弁護士を活用しやすい分野として，具体的に債権回収だとか，訴訟事務だとか，ある

いは適法性の確認作業だとかですね，そういった対応は当然行われるべきだろうと思うのです

けれども，特に庁内にいる任期付職員ということに限って言えば，日常的な法律問題は何でも

持ち込める，いつでも持ち込める，それでどういうオーダーをしてもよい，それでその解決策

を考えていける，あるいは一緒に解決策を探って協議をしていく，それでそれを継続的にやっ

ていくと，そういうような包括的な対応がとれるところにメリットがあるのかなというふうに

思っています。 

 あと任期付職員という立場ですと，任期付職員の考え方なりを示すことで職員の意識が変化

したり，あるいは法務能力の強化につながったりということもありますし，あるいは行政の中

にいると，どうしてもある特定の考え方に寄ってしまったりというところがあると思いますけ

れど，そこに外部の人を持ち込める，そういったことからの提案をするということも期待され

ているのかなというふうには思います。 

 それで，一般的なところで言うとそういうところなのですが，自治体によっていろいろ変わ

ってくるのかなとも思っておりまして，ちょっと紹介をしますと，私，岩手県なので，被災自

治体であるわけですけれども，今，岩手県の沿岸部で，津波でいろいろと流されてしまったの

で，住居を高台なり津波の来ないところに移転しなきゃいけない。それは，自力なり，事業に

乗っかる形なり，自治体が住居を提供するなり，いろんな手法があるわけですけれども，いず

れにせよその用地を確保しなきゃいけないということが大きな課題になってます。 

 そこで，岩手県の沿岸部で山田町というところがあるんですが，最近，任期付公務員が採用

になりました。その方が所属しているのは，例えば私なんか総務部ですし，ほかの方も総務の

方が多いんですけども，その方が所属している課は用地課というところで，まさに用地問題を

担うということが期待されています。 

 それで，あとですね，これもよくお耳にすると思います，浪江町というところにも任期付職

員が派遣されておりますけれども，この方は産業賠償対策課というところに所属になってまし

て，言うまでもなく，原子力損害の賠償対応をやるという名目で採用になっています。 

 こういった形で，自治体によってはニーズの強弱だとか，雇用のオーダーがあったりすると

いうことはあるのかなというふうには思ってはおります。 
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○森岡（第二東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

それから，一番現場に近いところにいらっしゃる久保さん，いかがでしょうか。 

○久保氏 任期付職員に期待されていることですけど，私は，やっぱりもう，隣にいて，もう

迅速にその法的問題に対応できると，それで迅速にそれが解決できるということに一番の期待

があるのかなというふうに思ってます。 

 私，児童相談所専属なんですけれども，児童相談所の子どもに関係のないところでも，例え

ば障がい者の方の問題であったり，高齢者の方の問題であったりとかですね，それから学校か

らですね，少なからず相談を受けることがあります。学校とかは，顧問の弁護士さん，先生つ

かれてるんですけれども，やっぱりその緊急のときにですね，クレーマーというとあれですけ

れども，クレーム対応で，これはどうしたらいいんでしょうかということでご相談受けたりし

ます。 

 それで，その辺，効果的な回答はできないんですけれども，やっぱり弁護士に聞いて対応で

きると。やっぱり，そうですよねって，それの対応でいいんですよねっていうことで，自信を

持って対応いただけるということで，感謝の声をよく聞きます。それで，やっぱりその……，

やっぱり外部じゃなくて，隣にいて，すぐ電話一本でも安心が得られると，そういうのが一番

かなというふうに思ってます。 

 また，私，特に虐待対応とかでお子さんを保護しに行ったり，保護者の方と対応したりする

んですけれども，そういった対応は，職員の方とやっていると，職員の方と本当に一丸となっ

て業務に当たっているという意識が強くなってきます。それで，私から当然法的サポートをす

るんですけれども，職員の方からは児童福祉，ケースワークについてのサポートを逆にいただ

くと。それで，それぞれサポートし合うことで相乗効果といいますか，能力を高め合うという

ことができているんじゃないかなと思います。それで，そうやって弁護士が身近にいて，職員

の方とサポートし合いながら能力を高めていくと，それで全体的な能力の底上げというのも期

待されている点の一つじゃないかなというふうに思っております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，自治体に弁護士を要請して派遣されている楠井さんのほうで，いかがでしょうか。 

○楠井氏 はい。自治体内に弁護士がいるとですね，いつでも気軽に相談できるというメリッ

トがあります。それで，各課のですね，困り事を迅速に対応できるというメリットがあると思

います。それで，相談された職員さんもですね，自信を持って仕事ができると思います。 

 弁護士である任期付公務員について期待されていることは，職員が気がつかない隠れたリス
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クを早期に発見できるということだと思います。 

 きょう私の法律事務所から名張市に採用された名張市総務部の杉浦雄太郎弁護士が来ており

ます。彼にはいつも，御用聞きに回れというふうに言ってあります。 

 それで，訟務とか，行政不服審査の仕事というのはですね，当然期待されているところだと

思うんですけれども，条例の立案とか要綱立案，そういうのに政策法にも参画することによっ

て政策形成活動にも寄与することができるというふうに考えております。 

 それで，私どもが弁護士を派遣してというか，採用していただいている任期付公務員さんに

は，市民の方の法律相談ということもやるように提案しております。 

 それで，市民の方とですね，気軽に相談ができるような人柄というのがやっぱり任期付公務

員には要求されていることかなというふうに思います。 

 それから，行政クレーマーですね，いわゆるモンスターペアレントだとか，行政対象暴力と

いうのも迅速に早く対応できるようにしなさいと言っています。楠井法律事務所もバックアッ

プしますよ，支援事務所としてバックアップしますよというようなことを申し上げています。 

 それから，債権の管理回収業務というのは，当然弁護士としてはお得意分野でございます。

いわゆる行政の中でも，こんな言い方すれば失礼かと思いますけども，ポンカス債権っていう

のがあります。回収の見通しが暗い，でも回収しなければいけない，時効にかけてしまっては

困るというような債権は，費用対効果の観点からいきますと，外部の弁護士さんには委託しに

くい。そういう債権のを回収するというのは，やっぱり任期付公務員の活用すべき分野なのか

なと。 

 それで，徴税吏員もしなさいというようなことを，私は，申し上げております。それで，国

税徴収法とか，地方税法の勉強というのはですね，行った弁護士のほうにとっても非常に大き

な成果になって返ってくるんじゃないかなというふうに考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，河浦さんに伺いたいんですけれども，今，自治体にある程度任期付弁護士が登用

されているんですが，この一番現場に近いところの事業部門というか，そういうところで採用

された例というのはほとんどない中で，福岡市では採用されたんですけれども，この採用とい

うのは，どのような動機から行われたんでしょうか。 

○河浦氏 児童相談所の専門性をどう確保するのかというのは，これは児童相談所が抱える大

きな悩みなんです。全国で2,600人のですね，児童福祉士，我々のことですが，児童相談に対

応するケースワーカー，ソーシャルワーカーがいるわけですけれども，この半分はですね，た
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だの市の職員なんですよね。半分ぐらいは福祉職として，そういうものを志す人々を採用して

おりますけども，半分はただの市の職員なんです。 

 そういう中で，この児童相談所の専門性をどう確保していくこと，大きな課題なんです。

我々も，そこで悩みに悩み，そしてその専門性を確保できない，維持できないという状況の中

で，職員が疲弊をしていくというような状況ずっとあるわけですけれども，その中で，我々の

専門性の確保とは一体何だろうかというのをずっと考えていくときに，支援を求めてくる方に

は大丈夫なんですけれども，我々の支援を拒否をする，でも，子どもの養育状態は非常に深刻

な状態になっている。そういうことへの対応というのは，そういう状態に対して，今の社会は

こんなふうになるんですよという法的な枠組みをしっかり指し示すことではないかというふう

に思うようになったんですね。その法的な枠組みをしっかり示す，それに対して，これもさっ

きから町田市の市長さんも言っておられましたけども，我々自身が，そこに自信と確信を持っ

て親御さんとしっかり向き合うっていう，そこは重要じゃないかなっていうふうに思いまして，

そのためにはですね，やっぱり弁護士さんがすぐそばにいて，そういう我々をサポートしてい

ただける，我々と一緒になってそういう法的な枠組みをしっかり提示する，我々はその確信を

得る，そういうためには弁護士さんがすぐそばにいるということが重要じゃないかなというふ

うに思ったというようなことであります。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

ただ，先例のないことかと思いますので，手続というのもなかなか大変だったんじゃないか

と思うんですが，実際採用に至るまでの手続・調整というのは，どういうようなことがあった

んでしょうか。 

○河浦氏 まず，我々児童相談所の中での合意というのがあります。これはですね，前々から

そういう問題意識，みんな，持っていましたので，そこはすぐできるんですが，さらに局……，

こども未来局という局の中で，そういう要求することの合意が必要なんですが，ここが実はで

すね，なかなかすんなりとは行きませんでした。なぜ，その弁護士さんが必要なのか，必要だ

っていうのはわかるんだけども，わかるんだけども，常駐しなければならないものなかどうか，

ここは随分議論になりました。 

 私は，現場を一生懸命説明をしながら，その必要性を一生懸命訴えるんですが，これはなか

なか理解していただけないとこがありまして，それは，いたほうがいいんだということなのか，

おるべきなのかという随分議論になりました。局長とですね，その当時の局長とかなり激しく

やり合った記憶があるんですけども，それはそれでも，やっぱり局としても，じゃ，必要なも
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のとして要求しようかということにはなるんですけども，それでも我々と局の温度差は非常に

あるものでありまして，局だけやなくて，市のトップのところでも前向きに考えていただいた

ようで，そのことが，人事課や組織調整担当課も前向きな調整に，進んでいったかなというふ

うに思います。 

 そういう状況でありました。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

中のことで，なかなか，こういうことを聞く機会も貴重だと思うんですが，どうもありがと

うございました。 

 それから，一般に任期付公務員の採用の場合，庁内の法律相談や研修を職務とする募集が多

いと思うんですけれども，荻野さんの場合はどのようなことだったんでしょうか。 

○荻野氏 明石市の場合，当初２名の採用を考えているということで募集がありました。１名

はコンプライアンス担当，もう１名は市民法律相談担当という分け方でした。 

 それで，コンプライアンス担当は，コンプライアンス施策の推進に関する業務や訴訟事案へ

の対応等に関する業務。市民法律相談担当は，市民法律相談という割り振りでした。ただ，共

通業務として，政策の法的妥当性の検証，条例・規則等の制定・改正の支援，研修等による人

材育成，職員からの法律相談と，かなり幅広い業務内容が募集要項には書かれておりました。 

 実際に，入ったのが２名ではなく５名でしたので，市民法律相談に２名，コンプライアンス

系列に３名という割り振りになっております。ただ，実際やっている業務に費やしている時間

が一番多いのは，庁内からの法律相談です。これに回答するために，いろいろ調べたりですね，

検討したりという時間が多いというのが感覚でございます。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

続いて，荻野さんに，今大体お話出たかと思うんですが，業務の内容ということについて簡

単に整理していただけるとありがたいんですけれども。 

○荻野氏 はい。法律相談というのは先ほどから出てますが，あとは訴訟案件の管理ですね。

外部の弁護士の先生にお願いしてる案件もございますので，その窓口になったりというものも

ありまして，ほかに直接我々弁護士職員が受任している事件もございます。あとは，不服申立

てがあった場合の弁明書を起案したり，決定文を書いたりということもあります。 

 それで，かなり細かいことを言うとたくさんあるんですが，債権回収とかも当然やっている

んですが，実は，法務省で「法曹有資格者の活動領域の拡大に関する有識者懇談会」というも

のが設置されておりまして，法曹有資格者の活動領域について検討がなされているんですが，
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ちょうどその分科会，行政関係の分科会に明石市長が，委員として選ばれておりまして，そこ

で提出した資料が，今，ホームページにアップされております。具体的に我々弁護士職員が何

をしているんだというのはどこでも受ける質問ですので，一旦まとめてみようということで，

３ページ物でまとめております。きょうのシンポジウムには資料としてお配りするのに間に合

わなかったんですけれども，ご興味のある方はそこのホームページを，見ていただくとわかり

やすいかなと思います。 

 一つだけ，特徴的なものとしてあるのが，福利厚生としての職員の個人的な法律相談という

のをやっております。これは，他市にはないかなということでピックアップさせていただいて

いるんですけども，これは福利厚生という位置づけではあるんですが，コンプライアンス上も，

非常に重要な業務ではないかと，私自身は考えております。というのも，職員個人が不正を犯

す場合には，必ずといっていいほど背景に個人的な問題が抱える場合が多うございます。その

辺を，解消する一つの窓口があれば，少しでも違法な行為というのがなくなるんじゃないか，

不正がなくなるんじゃないかというふうに考えまして，こういった業務もやっております。大

体，月に１件か２件ぐらいの割合で相談が来ております。 

以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，菊池さん，被災地に行かれたということかと思いますけれども，業務内容という

のはどのようなことを今やられているんでしょうか。 

○菊池氏 はい。大きく無理やり分類するというところもあるんですけど，三つぐらいありま

して，一つが法律相談の業務ですね。それで，もう一つが原子力損害の賠償対応関係の業務，

それでもう一つ，先ほどちょっと話しましたけれども，用地取得の関係の対応の検討チームの

ようなものにはまっているというような状況です。 

 それで，一つずつ行くと，庁内の法律相談というのが最も比重の大きい職務になっておりま

して，法律相談というくくりで今説明しましたけれども，必ずしも相談で終わるということば

かりではなくて，継続的に検討・協議を繰り返したり，一件記録を渡されて，見解を示してく

れというようなこともあったり，あるいはその対応チーム，それはそれで個別の案件の対応チ

ームにまた入ってくれというようなこともあったり，対応はさまざまということになっていま

す。 

 どういう分野が多いかというのも多種多様なんですけれども，必ずしも復興関連というもの

ばかりではなくて，通常の業務に関するもののほうがむしろ多いかなというような感触です。 
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 訟務に関しては担当してないんですが，訴訟案件があれば，ほぼ全てこちらのほうにも話が

来て，セカンド・オピニオン的なことであったり，主張立証の方針なりだとかを考えてほしい

とか，そういうことがあったり，後方支援のようなことをやっているような格好です。 

 それで，原子力損害の賠償対応というのも，今のところ法律相談の延長のような形ではある

のですけれども，一応対応チームのメンバーということにはなっておりまして，こちらも法的

な側面の相談を受けて，回答を示すというような状況です。 

 用地取得が，今結構本当に重い話題になっているんですが，今はまだ余り詳しくは申し上げ

られないんですけれども，特例法案の検討を行っておりまして，今までの既存の枠組みにはま

らない，法律でやれないようなことを提案していきたいというようなことを目的につくられて

いるワーキンググループがあるのですが，そちらで制度のつくり方であったり，合憲性の検証

であったり，そういったものをやっているような状況です。 

 それで，先ほど三つだけ挙げたのですけども，簡単な四つ目として，条例審査にも一定程度

関与してまして，内部的な会議体で条例審査の手続の最後のところにある検討会，審査会とい

う法規審査委員会という委員会がありまして，その委員にもなっているので，そういった業務

も一定程度あるというような状況です。 

○森岡（第二東京弁護士会） 菊池さんに，続けてちょっと伺いたいんですけれども，先ほど

の経歴の中では，それほど自治体の法務ということに採用されるまではかかわっていらっしゃ

らなかったと思うんですが，余りそういう意味では知識のない中で採用されて，支障というこ

とは余りなかったんでしょうか。 

○菊池氏 そうですね。相談の中で，弁護士であれば知っているというようなことで対応でき

るというものも，これも多々あるというのも一つ事実です。それで，もう一つ，わからないも

のも確かにかなりあるんですけれども，そういうものはどこまで十分対応できているかはとも

かく，行政の職員に聞いたり，自分でかなり本を買って読んでみたり，あるいは一から調べた

りといって，勉強して対応しているというような状況です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，久保さんもかなり特殊な業務かと思うんですけれども，今の業務内容というのを，

ざっくり言うとどんな感じで，なるんでしょうか。 

○久保氏 私のほうは，最初に言いましたように虐待対応の課になりますので，虐待を受けた

お子さんの一時保護に，私も，職員の皆さんと一緒に同行して，保護に立ち合うと。それから，

保護されますと，突然お子さん連れ去られるということで，お怒りになって保護者の方が来ら
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れると。それで，それに際して，法的な説明等をするということもしております。 

 保護者の中にはですね，法律なんかもうくそ食らえやなんて言ってから，もう法的対応がで

きないような方もいらっしゃいますし，もういきなりパニックになられて窓から飛び降りそう

になれば，ちょっと体でとめたりとかですね，もう法的対応とはちょっと違うとこをやったり

してるんですけれども，それから，皆さんがやっているのと同じように，職員の皆さんからの

法律相談対応とかですね，それから家庭裁判所への申し立ての書類の起案とか，先ほど出てい

ました不服申立て審査請求に対する弁明書の作成とですね，それから研修をやったり，それか

ら，先ほどありました職員の皆さんに対して，基礎的な法律知識のデータをですね，作成して

お配りしたりとか，そういったところでございます。 

○森岡（第二東京弁護士会） 家庭裁判所に対する法的手続というのは，具体的に言うとどん

なような手続があるんでしょうか。 

○久保氏 保護したお子さんを施設や里親さんに委託したりする場合には，親権者の方が反対

していないというのが大事なんですけれども，そういう施設や里親さんにやるのは嫌だという

ことになると，家庭裁判所の承認を得て，そういう施設入所や里親さんに委託ということにな

ります。 

 また，一般の方にも，ご存じかと思いますが，親権停止とか，親権喪失の手続等も行ってお

ります。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，その任期付公務員を採用して，皆さん，職員はどう考えられているかという点に

ついて伺いたいんですけれども，この点，河浦さんご自身の評価というのと，ほかの職員さん

の評判というのもあるかと思うんですが，その辺，いかがでしょうか。 

○河浦氏 本当に，来ていただいて３年，まだ３年たっていませんが，本当に心強い限りでで

すね，いろんな場面に一緒に行っていただいて法的な説明をしていただくといのは，相手の反

応，やっぱり違うんですよね。私どもが同じような法律的な説明をする，行政職員がするので

は，激しく反応したとしても，やっぱり弁護士さんが同じことを説明すると全然反応が違って，

それなりに冷静に話し合えるという場面はたくさんあったりします。我々自身の確信でありま

す。 

 それで，実際業務の中で，とても助かる，我々自身の安心であり，確信であり，とってもよ

かったというだけでなくてですね，ずっと来ていただいて感じてるのは，我々自身のその法的

なセンスが少し身についてきたなというふうに思っているんです。それは，親権と子の利益の
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関係なんですね。我々は，やっぱりどうしても親権に押されがちになるんです。面会させろ，

髪を切るな，髪を染めているのを黒くするな，洋服はこれにしろと，いろいろあるんですけれ

ども，面会，外泊，外出，いろんな問題ありますけども，そのときのいろんなやりとりの中で，

子の利益というのを第一に，我々が考えられるようになるという，そういうセンスが少しこう

身についてきたなあという感じを持っています。 

 もう一つは，先ほどありました事実認定ですね。 

 事実認定のセンス，事実なのか，解釈なのか，単なる意味づけなのか，怒鳴られてますとい

うふうに言われても，それはどういう言葉を発したのかという，その事実だけをしっかり把握

しろっていう，そんなこうセンスがですね，少しずつ身についてるんじゃないかなというふう

に思います。 

 さらに，最近もう一つ思ってますのは，昔はですね，何か法的な対応しようと思って困った

ときにはですね，家庭裁判所に相談をしていたんですよ。それで，大体家庭裁判所の言いなり

でした。最近は，そこ変わりましたね。家庭裁判所はそういう言い分でやったとしても，我々

はこう思うという主張をしようという，そういうことになりました。最近は，家庭裁判所は本

当に子どもの最善の利益を考えているんだろうかという，そんなふうなちょっと疑念も持つよ

うになってですね，どうも家庭裁判所は子どもの最善の利益ではなくて，家庭の最善の利益を

考えているんじゃないかと，そんなふうに思いがあって，どうそういう調査官と我々向き合っ

ていくのかという，そんな問題意識もですね，最近は随分出てきまして，やっぱり３年前とは

もう隔世の感があります。 

 それで，おとといの夕方に飛び込んできた事案は，本当に命にかかわる事案でありまして，

きのう，お役所仕事風の家庭裁判所の要望どおり，きのうの５時までにですね，うちとして初

めて親権停止の申し立てをしました。それで，これは子どもの命にかかわることなんですけど

も，考えてみれば，本当に迅速な意思決定と，いろんな調査と資料収集と，もう翌日には保全

処分の申し立てをしたわけですけれども，こんなんはやっぱり弁護士さんがいないとできない

と思いますね。 

 それで，その迅速な対応が子どもの命を守っている，守ったという，あしたでもですね，そ

の保全処分，決定してもらいたいんですけども，守ることにつながるとすれば，やっぱりこれ

は本当に大きな，子どもの命を守る大きな力をいただいているんだなあって，きのうからこう

しみじみしみじみですね，こう湧き上がっているところでありまして，児童相談所には，本当

に特別な存在ではないかなって思うようになりました。 
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 みんなも，最初は遠巻きに見てました。気軽に話せないんですよ。私のとこに寄ってきて，

こんな相談なんか，こんなことやら聞いていいんでしょうかねっていうふうな，そんな状態で

した。来なさい，来なさいと言うんですけども，そんな状況でした。 

 でも，今はもう本当に虐待問題以外のことをいっぱいですね，久保弁護士に相談をして，児

童相談所全体が，うちだけじゃなくて，こども未来局もみんな今は理解をしていただいて，こ

ども未来局だけではなくて，福岡市もこの弁護士の活躍は随分知れわたってまして，現職の副

市長が，こそっと相談に来るみたいなですね，こそっとというわけじゃないですね，相談に来

るようなこともありまして，随分やっぱりこの弁護士さんが常駐することの意味とか，有用性

というのは，随分広がっているんじゃないかなっていうふうには思っています。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

まさに，ここ弁護士冥利に尽きる仕事ではないかと思いますが……。それで，それから楠井

さんのほうで要請されている中で，役所のほうの評判というのはどのようなものなのかという

のは，何か把握されているでしょうか。 

○楠井氏 はい。本日の資料の24ページをごらんいただきたいと思います。 

 きょう，会場にですね，石田美奈子弁護士が参っていますが，彼女は三重県南伊勢町の任期

付公務員です。南伊勢町でアンケートを実施いたしました。全部で181人の職員に配ったんで

すけど，141人から回答がありました。成果上げていると思うかどうかという質問に対し，成

果上げているというのは72人で，上げていないというのが１人で，わからない58，未回答10な

んです。わからない・未回答というのは，相談したことがない職員さんなのかもしれませんけ

れども，否定的なのは１人だけということで，大部分は理解を得ているんだろうと考えており

ます。 

 それで，今後採用すべき専門家・識者はどういうのがどういう専門職を考えていますかとい

う質問に対しては，弁護士が圧倒的に多うございます。次いで，医師とか，看護士とか，臨床

心理士ということです。これは，南伊勢町の特徴でございまして，南伊勢町というのは，非常

に南のほうにありまして，過疎地域になっています。医療機関が不足しているというところで

ございますので，医師・看護士というのは今後必要な専門家というふうなアンケートの結果に

なっております。 

 石田美奈子弁護士は，任期が２年だったんですけれども，町長からですね，もうあと２年延

長してほしいということがありました。相当な成果を上げているものだというふうに考えてお

ります。 
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○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，先ほど午前の報告の中でも出てきたと思うんですけれども，もともと自治体には

顧問弁護士がいるという自治体がかなりの数かと思いますけれども，任期付公務員が採用され

た場合に，顧問弁護士と任期付公務員の仕事の割り振りというか，切り分けというのは，どの

ような関係になっているんでしょうか。この点，まず明石市の例について，荻野さんからお願

いできますでしょうか。 

○荻野氏 明石市では，昨年９月に顧問弁護士をなくしまして，現在おりません。 

 原則として，任期付弁護士職員が事件を受任して，手に負えないもの，複雑な案件，大規模

な案件については，スポットで外部の弁護士さんにお願いしようということになっております。

ただ，従前から，顧問弁護士にお願いしていた案件については，引き続き受けていただいてお

ります。 

 幸い，現時点で，外部の弁護士にお願いしなければならない複雑な案件は起きておらず，内

部の弁護士職員で全部処理しているという状況であります。 

 あとは，市が加入している損害保険の特約を使って，弁護士に委任できると，そういう費用

が出るというものについては外部の弁護士にお願いしております。その際も，弁護士職員が窓

口になって訴訟管理という形で，中と外とをつなぐ役割をしております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございました。 

菊池さんの場合はいかがでしょうか。 

○菊池氏 はい。岩手県では，まず前提として，顧問の先生が２名いらっしゃいます。仕事の

切り分けですけれども，法律相談については，基本的には，まず全て私が来てからは私が受け

付けているというような状況です。 

 その中で，案件の規模が大きいがために，やっぱりこれは外部の先生のお墨つきも欲しいと

いうものであったり，どうしても内容が難しいので，セカンド・オピニオンというような意味

でも先生の意見を聞きたいというようなものについて振り分けて，顧問の弁護士の先生にも相

談に行ってもらうというような感じになっております。 

 それで，顧問の先生に相談に行く案件についても，私のほうに相談を通していることで，事

案や論点の整理がされたり，顧問の先生にここを聞いてくればいいよというようなことがあっ

たりするので，二度手間というような形にはなってないですし，そういう意識は持たれてはい

ないかなというふうには思っております。 

 私も，顧問の先生の相談に同行するということもありまして，こういったこともろもろから，
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相談の質自体が上がっているようには思っております。 

 その他，訟務ですけれども，私は，原則としては指定代理という形はできるんですけれども，

訟務の代理人にはならないということになってまして，現状は，訴訟等に関してはすべて顧問

の先生，顧問の先生が受けられないときは外部の先生にお願いするというような形になってい

ます。一応は，こういう切り分けになっているかと思います。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

久保さんの場合は，顧問弁護士という関係はどうなるんでしょうか。 

○久保氏 私の職場では，児童相談所で児童福祉というかなり専門的な分野を，通常であれば

弁護士がかかわるような分野ではまずない分野ですので，基本的に顧問の先生はかかわること

はございません。ですんで，この分野に関しての法的対応については，もう私が一手に引き受

けているという状況です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それで，任期付公務員がかかわる場面として，先ほど久保さんの現場のお話ありましたけれ

ども，それ以外にも専門的な知識が必要とされる，現場的な部署というの，あると思うんです

けれども，この点，河浦さん，いかがでしょうか。 

○河浦氏 学校はですね，本当にいろんなことが起きていまして，学校内の事故の問題も含め

て，そしていじめの問題や，いろんな親御さんとのやりとり，やっぱり学校，大変じゃないか

なと思いますね。 

 それから，市立病院ですね，病院もいろいろあってるようですし，最近聞いたら，生活保護

の現場もいろんな法的なトラブルになっていくようなことがたくさんあるようでありまして，

やっぱりいろんな現場で法的な対応を求められるところはふえているんじゃないかなと思いま

すね，はい。 

○森岡（第二東京弁護士会） この点について，楠井さんはいかがでしょうか。 

○楠井氏 私ども，名張市に杉浦雄太郎弁護士が任期付公務員として行っておりますけれども，

高齢化社会を迎えて，地方では，空き地とか，空き家とかっていうのはすごくふえており，そ

の管理にすごく困っている状況です。自治会からも苦情がたくさん出ているというようなこと

でございます。空き地条例とか，空き家条例をつくりまして，その草刈りの行政代理執行をす

るというのが，任期付公務員の仕事の一つになっております。 

 それから，廃棄物処理法分野でも活躍できると思います。警察からも出向職員来ております

けれども，廃棄物処理法の法律に基づいてですね，法律のバックアップによる行政指導とか，
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あるいは行政代理執行という，あるいは告発という手続についてはですね，弁護士が有用な活

躍分野ではないかなというふうに考えております。 

 それから，徴税吏員としての差し押さえ，これも任期付公務員は容易にできるはずでござい

ます。土地収用という分野がございますけれども，土地収用についても弁護士が専門性を発揮

できるような分野だろうというふうに考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，任期付公務員になられた方々に質問なんですけれども，今までの弁護士としての

仕事から自治体職員になるということですけれども，その動機というのはどのようなものだっ

たんでしょうか。 

 まず，荻野さん，お願いできますでしょうか。 

○荻野氏 私自身，公務員というものに，公益的な活動をしているという漠然としたイメージ

しかなかったですけど，憧れていたというものがあります。また，もといた法律事務所の中で

受ける相談や訴訟の中で，もう少し早い段階でご相談いただければ，もう少しうまい手があっ

たのにと感じることが結構ありまして，中に入ると，そういったことに関われるんじゃないか

なというふうに思っておりました。 

 国レベルで弁護士が職員となって仕事しているというのはよくきく話でしたが，市で弁護士

がやれることはあるのかなという気持ちもあったんですけども，折しも，地域主権というか，

地方分権がどんどん進んでいるというのを聞き，全然詳しくは知らなかったんですけれども，

これからどんどん新しい分野が広がってきてるような，そういう感じがしまして，飛び込んで

みたということです。 

○森岡（第二東京弁護士会） 菊池さん，いかがでしょうか。 

○菊池氏 はい。応募動機についてですけれども，私は，今岩手県に勤めていますけれども，

岩手県の出身でして，ちょうど弁護士になって１年ちょっとたったぐらいで東日本大震災があ

りまして，それからというもの，ずっと何か気になっていて，地元のために何かしたいなとい

う気持ちを抱えながら普通に東京で活動していたというところで，そういう生活にですね，何

か日々落ちつかないようなものを感じて，極端に言えば，罪悪感のようなものを感じていたの

で，ずっと何か力になりたいと思っておりました。 

 そういうところで，ちょうどタイミングよく岩手県のほうで募集がありましたので，何か私

もやれることがあるかもしれないと思って応募した次第です。 

 ということなので，岩手県での募集という形でなければ，こういう分野に興味を持つことは，
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ひょっとしたらなかったかもしれないなと思っております。 

 それで，実際その募集しているのを見て，未知の分野が大きいなということですとか，復興

というものは主要にやっていくのは行政なんだろうなと，そういうところで法律家として関与

していけるというのは，非常にやりがいのあることなんじゃないかなと，そういうふうに思い

ましたので，応募をするという動機になりました。 

○森岡（第二東京弁護士会） 久保さんは，いかがでしょうか。 

○久保氏 私のほうはですね，最初，福岡市のほうから弁護士会に推薦依頼がありまして，そ

れでそれが子どもの権利委員会のほうにおりてきまして，それで私の先輩の弁護士から，こう

いった話があるけどもどうかという話を受けまして，ただ，先ほど言いました児童福祉の分野

にそんなにこう深く理解しているわけではなかったので，ちょっと心配もあったんですけれど

も，最初に話ししました，私，裁判所書記官として長年勤めておりまして，その中で，児童相

談所との関係がある家裁のほうでも書記官をして勤めておりましたという経験，それから裁判

所時代には育児休業をとって，８カ月ぐらい子育てしていた経験がありますので，児童相談所

にかかわるお母さんたちの気持ちとかですね，お子さんとかの状況とか，わかるんじゃないか

というのと，現在も２人の子どもの親としての経験もあるということで，何とかやっていける

んじゃないかなということで，子どものために役に立てるんであればということで応募した次

第です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，任期付職員に採用されるに当たって，一つ大きい問題というのが，弁護士登録を

維持するかどうかということがあります。 

 それで，きょう来ていただいている中では，菊池さんは弁護士登録はされていないというこ

となんですけれども，これはどういう経緯で今そういうふうになっているんでしょうか。 

○菊池氏 はい。任期付職員ということで，しかも復興業務の対応ということで行っておりま

すので，弁護士業務を実際行うわけではないということと，仮に兼業として行い得る可能性が

あったとしても，そういうことはやるべきではないだろうというふうに思いましたので，実際

上の弁護士登録をする意義がそんなに大きくないのかなということで登録を外しております。 

 実際面を言うと，そういうふうに大きい意義がないかもしれないと思われる中で，給与から

会費をずっと払っていかなきゃいけないというのが相当な負担になるだろうと思ったことがあ

ります。岩手県の場合ですと，日弁連の会費と合わせて月に６万何千円かというふうに聞いて

おりますので，それが毎月給与からなくなっていくというわけですから，かなりの負担になる
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ということなのではないかなと，おわかりいただけるかなというふうに思います。 

 それから，これは後づけのようなところなんですけれども，逆に，登録をしなかったことで

自治体職員としての立場が明確になって，よりいいように捉えられているというような事例も

多少ありました。 

 少し紹介をすると，弁護士会と自治体のほうで，かなりセンシティブな争いをしているよう

な事案がありまして，それについて，私は，どっちが正しいともよくわからなかったので，こ

れについては調査させてほしいということで原課のほうに言ったんですけれども，そのときに，

菊池さんは弁護士会の者ではないので安心して見せられますというようなことがあって，そう

いう判断がいいのかどうかはともかくとしてですね，そうようなこともあったというエピソー

ドの一つです。 

 あと，登録を行う方向でですね，どうしてもやっぱり考慮にあったのが，今言ったような弁

護士会の関係でして，特に災害関係の委員会なんかそうですけれども，会務参加ができるとい

うメリットがかなり大きいんじゃないかなと思っておりました。それで，今のところですね，

弁護士会のほうも，私のほうに，構ってくれてといいますか，よくしてくださって，大きい支

障を感じてないんですけれども，この点，今後も考えていかなきゃいけないかなと思ってます。 

 ちょっと，そこで一つだけ紹介したいところがありまして，ことしの３月11日ですね，東日

本大震災から２年を迎えての会長声明ということで，岩手弁護士会のほうから声明文が出てる

のですけれども，そこで結構ありがたいことを書いてくれておりましたので，紹介したいと思

います。 

 被災自治体の職員は，まさに昼夜を問わず地域住民のために不眠不休で頑張っていると。そ

して，そこからまた少しあいてですね，「岩手県庁が任期付公務員として弁護士を募集し，現

在県庁職員として弁護士が活動していることもあり，他の自治体も任期付公務員として弁護士

を採用することの有用性を感じてきているものと思われる。当会は，当会の所属の弁護士であ

るか否かは問わず，そのように被災自治体支援のために自治体に所属する弁護士とも連携をと

り，被災者のためによりよい自治体の運営ができるよう支援・協力体制を築いていきたい」と，

こういうようなものを，私も特に連絡を受けずに書いていただいたりして，インターネットで

普通に見てたらこれに出会ったので，非常にびっくりして，また同時に，大変ありがたいなと

思いました。 

 こういうことに甘えることなく，今後とも登録の関係は考えていきたいなというふうに思っ

てはおります。 
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はい，以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

この点，確かに会費の点等も非常に重要で，実はもともと菊池さんとは同じ弁護士会だった

りして，できれば登録してもらえないという話もしたことはあったんですが，なかなか現実そ

んな簡単ではないということかと思いますが……。 

 ただ，一つあるのは，菊池さんのように，こうつながりがあればいいんですけれども，登録

されていないと弁護士会として全くどこにいらっしゃるかもわからないという点がありまして，

できればみんなが同じ弁護士として連絡をとり合いながらサポートできればいいなというふう

に感じるところではあります。 

 それで，あとは，登録されている方について伺いたいんですけれども，荻野さん，事務所の

登録というのはどうされているんでしょうか。 

○荻野氏 私は，大阪弁護士会から兵庫県弁護士会へ登録がえをしまして，明石市役所が住所

地としては登録されております。事務名は，登録のところでは空欄になっております。 

○森岡（第二東京弁護士会） 比較的，組織内弁護士でもそういう方はほかにもいらっしゃる

ようなやり方ですかね。それから，久保さんは今どういう状況でしょうか。 

○久保氏 私は，先ほど話しました先輩の弁護士の事務所に名前だけ籍を置かせていただいて

おります。事務所費等は支払っておりません。 

 それで，ちなみに私の就任を機にですね，福岡県弁護士会では，そういう自治体に入る弁護

士を後押しするために，県弁護士会の費用等は免除するというような規則をつくっていただき

まして，私は，それに基づいて会費のほうを免除されてます。日弁連の会費だけの支払いとい

うことになっております。 

○森岡（第二東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

それから，弁護士登録をしていると，その会費以外にもいろいろな委員会活動等の公益的な

活動義務というものがある弁護士会も多いかと思うんですけれども，その点についてはいかが

でしょうか。荻野さん，いかがでしょうか。 

○荻野氏 私自身は，市の施策と関わりがありそうな委員会に所属しております。具体的には，

犯罪被害者支援委員会と子どもの権利委員会です。ただ，年休・有給をとらないと出席できな

いことからですね，業務との関係でなかなか出席できていないというのが状況であります。弁

護士業務に当たるものについては，職務専念義務との関係で，やっておりません。 

○森岡（第二東京弁護士会） 久保さんは，いかがでしょうか。 
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○久保氏 私が，福岡市からの推薦依頼の際に，応募の条件として，弁護士業務はしないとい

うことになっておりましたので，その関係上も弁護士業務はできないということになっており

ます。 

 それで，弁護士業務にかからない程度で子どもの権利委員会とかかかわろうとは思っている

んですけれども，なかなか，先ほどありましたように，お休みをとってまでなかなか参加でき

ないということで，縁遠くはなっております。 

○森岡（第二東京弁護士会） そういう状況で登録されているわけですけれども，弁護士が任

期付公務員として活動する際に，改善されるべき条件ということがあるとすれば，どんなよう

なものでしょうか。荻野さん，いかがでしょうか。 

○荻野氏 まず思いつくのが，経済的な面からいいますと，先ほどから出てる会費の減免の問

題があります。あと，業務との関連で言うと，研修の猶予という問題があるかなと思っており

ます。特に，新規登録の弁護士は，単位会によりますが，刑事弁護の実務的な研修を受けると

いうことが義務づけられてると思います。ただし，公務員としての立場で，そもそも弁護人と

して活動してよいのかという話がありますし，職務専念義務の問題もございます。現在は，兵

庫県弁護士会のほうで，明石市にいる新規登録の弁護士２名については，刑事弁護は猶予とい

う形で対応していただいております。 

 会費について，昨年８月までは市のほうで負担していただいてたんですが，いろいろな声が

上がって，市民の理解が得られないということで，職員の個人負担ということに変更されまし

た。 

 明石市の場合は，市が弁護士登録を求めているという事情がありますので，市が負担すべき

だという声があるというのも理解はしているんですけれども，そういう意味で，弁護士会側だ

けの問題ではありませんが，自治体への活動領域の拡大や，自治体の財政事情等も考えると，

会費減免の制度というのは必要かなというふうに考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） 久保さんは，いかがでしょうか。 

○久保氏 私も，先ほど申し上げましたように，登録継続等をやりやすいように会費の減免が

あることと，あと，ちょっと登録事務所の関係で配慮いただければなというふうに思っており

ます。 

○森岡（第二東京弁護士会） 登録されていない側の菊池さんとしては，いかがでしょうか。 

○菊池氏 はい。既に出ていることですし，よく言われることですけども，会費のこととか，

やっぱり任期後のことの展望がつけば応募しやすいのかなというふうには思っております。 
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 特に，任期後について確実な展望があれば，１回事務所にいる立場を失ってでもやろうとい

う人が出てくるのかなというふうには思っております。 

 ただ，そうはいっても，会費についても任期後についても，いずれも任期付職員の側が本当

にそれだけのことをするに値するというかですね，会費で言えばそうですし，任期後のことに

ついては，そうやって戻ってきた者が専門性を身につけて戦力になると，そういうことの認識

が高まっていくことが必要なのかなというふうには思います。 

 自治体のほうの側では，ある程度，余り採用経験がなければ，手探りの部分があるというこ

とはやむを得ないところなのかなとは思いますけれども，弁護士のほうが何かの専門性を獲得

したいと思って募集したけれども，入ってみたら，例えば条例審査ばっかりやっていたとかで

すね，そういうようなミスマッチがあると余り進まないのかなと思いますので，可能な限りと

いうことにはなるかもしれませんけど，事前にどういう目的で任用するのか，業務の内容はど

ういったものなのか，裁量がどれぐらいあるのかといったようなことがある程度明確化されれ

ばやりやすいのかなというふうには思っています。 

○森岡（第二東京弁護士会） 要請されている側に立つ楠井さん，いかがでしょうか。 

○楠井氏 はい。きょうの橙色の資料の25ページに，私の問題点をちょっと書いておきました。

まず任期付公務員に採用された弁護士側のほうの事情から申し上げますとですね，地方単位会

とのあつれきということが考えられると思います。三重弁護士会の場合は，毎月５～６万円の

会費を負担しなければならないということになっております。この負担は大きいと思います。

国選事件も，長の許可がないとできないという事実上，制約ございます。勤務時間とか，勤務

地の都合上ですね，委員会活動というのは事実上，大きく制約されてしまうということになり

ますし，地方公務員法上，ご存じのように，営利行為等はできませんので，個人事件は受任で

きないことになると思います。 

 それで，23ページのほうもちょっとごらんいただきたいと思ういます。私どもは，採用され

た弁護士についてはですね，現段階では，当該弁護士へのバックアップは不十分だというふう

に考えております。それで，私の顧問先の地方自治体で採用された任期付公務員の弁護士はで

すね，私どもの法律事務所を支援事務所として使うということができます。私の法律事務所は

10年以上経験する弁護士４人おりますので，相談していただければいいと思うんです。しかし，

任期終了後にですね，ＦＡ宣言をしないで楠井事務所へ戻って来いという誓約書をとっている

んですけれども，戻って来なかった人もいましてですね，私は困っているんです。しかし，一

般的には楠井法律事務所の弁護士は，再就職の心配はないということになろうかと思いますね。 
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 それで，一般公募でですね，採用された弁護士についてはですね，常に再就職の不安がある

と思います。それで，その点は重要な問題で，こういう問題を解決していく必要があるんじゃ

ないかなというふうに考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それで，今，任期が終わった後の話というのが出ましたけれども，この点，非常に，これか

らなろうとしている人も気になる点かと思うんですが，実際に採用された皆さんについて，採

用されるときどうだったのかということと，今，今後任期後のことはどのようなことをお考え

なのかということを，もちろん難しいとこもあると思いますが，伺いたいんですけれども，荻

野さん，いかがでしょうか。 

○森岡（第二東京弁護士会） それと，任期があけた後についてどうかというところで，はい。 

○荻野氏 任期後については，入るときには非常に不安がありました。ただ，やはり弁護士の

業界についても，いろいろ問題があると感じていましたので，従来の形で弁護士業務をやって

いったとしても，結局，将来に対する不安というのは同じようなものがあるんじゃないのかな

と。そういった意味で，将来に対する不安はあったものの，今しかできない経験じゃないのか

なというところで興味がまさり，入ったということになります。 

○森岡（第二東京弁護士会） 現時点で，その任期が終わった後，どういう形になるのかとい

うのは，何かご自身で計画，あるいは見通しというのはあるでしょうか。 

○荻野氏 私，任期５年で１年半が経過したとこなんですけれども，まだ時間があるのでゆっ

くり考えようかなということで，具体的には決まっておりません。 

○森岡（第二東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

この点，菊池さんはいかがでしょうか。 

○菊池氏 はい。採用段階というか，応募する段階ですかね，もともとお世話になっていた事

務所の先生方，本当に尊敬する先生方ばかりで，何かそこをやめるのがもったいないなという

気持ちが大変あったのですけれども，先ほどお話しましたような動機で，岩手県，地元で今何

かやれることないかなということで応募しましたので，ほとんど勢いで応募して，その任期後

のことはある程度割り切ってやっていたところがありました。 

 現時点で任期後のことというのは，明確には決まってはいないんですけれども，掲げられる

選択肢としては，岩手県でそのまま弁護士として活動するか，あるいは場合によっては東京の

ほうでのこともまた考えるかというようなところで，全く未定というような状況であります。 

○森岡（第二東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 
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久保さんは，いかがでしょうか。 

○久保氏 私も，応募した当初は，弁護士業界，弁護士の急増とかいう事情もありましたし，

私自身，もう40超えてましたので，年齢も若くないということで，ちょっと将来の不安はあっ

たんですけれども，余り最初は後のことは考えずに就任しようということでなっておりました。 

 現在は，任期後については，何とかもう一度弁護士に戻るのか，全く別の方向に行くのかと

いうのは，まだ未定でございます。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

それから，一つ，多分関心のある方については非常にここが気になるところかと思うんです

が，給与を含めた処遇面という点でございますけれども，この点について，楠井さんのほうで

ご存じのことがあれば，ご説明いただけるとありがたいんですが。 

○楠井氏 はい。給与の問題というのはですね，採用する自治体側のほうもですね，費用対効

果の観点から，それから採用されるほうの弁護士さんも，非常に関心が高いかと思います。 

 それで，秋山先生が，任期付公務員の先生方の調査していただいたんです。経験年数とかに

よって違ってくるんですけれども，大体900万近い年収を得られている方もお見えになります

し，それから低いほうでは480万円ぐらいの方もお見えになるというのが現在の給与面の実情

かと思います。現在の調査では，私の知り得る限りでは，そのようなことになっております。 

○森岡（第二東京弁護士会） そういう処遇面があるわけですけども，これについて，皆さん

は，今，率直に言えるかどうかいろいろあると思うんですけれども，伺いたいんですけど，荻

野さんはいかがでしょうか。 

○荻野氏 会費の負担が自己負担に変更された点を除けば，全く不満はないです。入ってみて

わかったんですが，市役所で課長というと，相当偉いんですね。システム上は40才くらいにな

らなければなれない，そういう役職に，30半ばの私がなっているというのは，非常に高待遇を

得ているというふうに思っています。 

 その面で，ほかの職員さんから見たら，厚遇と見られていると思いますので，不満はござい

ません。 

○森岡（第二東京弁護士会） 菊池さんは，いかがでしょうか。 

○菊池氏 はい。確かに，従前と比べると，多少は収入については減ったのかなというところ

はあるんですけれども，その分，やりがいのあることもやれてるかなという実感もありますの

で，給与等処遇について特に不満があるかと言われれば，そんなにはないところです。 

○森岡（第二東京弁護士会） 久保さんは，いかがでしょうか。 
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○久保氏 給与につきましては，私，全然こだわってはなかったんですけれども，募集要項で

はかなり低い金額での募集でした。ただ，横にいる河浦課長のご尽力によってですね，私の裁

判所の経験とかですね，年齢とかも総合的に考慮していただいて，かなり給与面では配慮いた

だいています。ですから，そのほかの処遇面でも，全く不満とかはありません。 

○森岡（第二東京弁護士会） それから，今までのお話の中でも出てきましたけれども，楠井

さんの事務所では多くの弁護士が任期付公務員等として送り出されているということなんです

けれども，その仕組みについて，どのようなふうにされているのか，少しご説明いただけると

ありがたいんですが……。 

○楠井氏 私の法律事務所ではですね，最初に募集した新人の弁護士さんでですね，任期付公

務員を希望されるという方がお見えになります。行政がやりたいから楠井法律事務所に入った

んよと言われる方についてはですね，重点的に行政事件のＯＪＴをやるようにしております。 

 それで，任期付公務員に採用された後ですね，きょう会場に明石市の飯田弁護士が来ており

ますけれども，法制執務の勉強をするように言っております。 

 それで，採用されるまでの間にですね，法制執務とか，あるいは国税徴収法だとか，今後予

想される分野について勉強していくのがいいんかなということで，勉強するようには勧めてお

ります。 

 任期付公務員に採用された後もですね，私どもは，支援体制をとっております。 

 それで，給料の低い弁護士も一部おりましてですね，私が弁護士会の会費を負担してあげた

り楠井法律事務所へしょっちゅう来るときの費用を，交通費ぐらいは負担してあげるよという

ようなことを言ったりしている者もいます。 

 任期が終了後は，私の事務所に戻ってもらってですね，いわゆる行政のシンクタンクになる

ようなシステムをつくりたいという考えを持っています。任期付公務員として行く際には，誓

約書をいただいているんですけれども，法的拘束力があるのか，ないのか疑問もあります。既

に別の市で独立した弁護士もおりましてですね，困っている方もあります。しかし，再就職の

心配をかけないというメリットは重要かと思います。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

そういう形で，楠井さんは三重県内でいろんな自治体とかかわりを持たれて，任期付公務員

の登用にも努力されているかと思うんですが，三重県で，今，任期付公務員について何か検討

されている自治体があるということでしたけれども。 

○楠井氏 はい。きょうは，会場に三重県の職員の方が見えてます。三重県は任期付公務員の
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弁護士を採用されました。それから，松阪市さんがですね，採用を予定されているそうです。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございました。 

それでは，そろそろ前半の部も終了にいたしたいと思いますが，最後に，任期付公務員の採

用がより促進されるためには，どのようなことが考えられるかという点について，各パネリス

トの方からご発言いただければと思います。そしたら，席の順でよろしいですかね。 

大貫さんから，お願いいたします。 

○大貫氏 大分，もう出尽くしていると思うんですけど，受け入れ側について申し上げると，

まず庁内に弁護士がいるということの意味ですね，どれほど自治体にとって力になるかという

ことを知ってもらう必要性があるんだろうと思います。 

 自治体の財政状況が厳しい中で，なぜ弁護士を庁内に雇わなきゃいけないのかということは，

やはり財政当局あるいは長，住民を説得するために必要不可決だろうと思っています。 

 それからですね，ああ，先ほど楠井さんのほうからお話がありました弁護士は給料が高いっ

ていうイメージがあるんですけども，高いのか安いのか，やっている仕事からすると，そんな

に，僕は，高くはないんだろうとは思っているので，それも含めて理解してもらう必要性があ

るのが１点です。 

 それから，採用される側としてもですね，要するに法曹有資格者ですけれども，自治体職員

として働く意味ですね，その意義を十分理解してもらう必要性があるんだろうと思います。法

科大学院生見ていても，多少ふえてはきているんですけど，自治体で働くことのイメージがで

きてない人が大変多いように思います。 

 それから，採用される側に必要なことを続けます。先ほどもちょっと言いましたけれども，

行政法だけじゃなくてですね，地方財政法，地方自治法に関するやはり知識もある程度必要で，

できれば政策立案能力あればよいと思います。 

 あと，一番大事なことはですね，よく言われるんですが，法律だけできてもしようがないと

言われます。企業の方にもよく言われるんですけど，組織人としてちゃんと働ける人なのかど

うかということが大事だよ，大貫さん，と言われるんです。まあ，そうかなという気がしない

わけでもなくてですね，要するにコミュニケーション能力などの人としての能力というのがや

はり非常に重要で，法律ができるから採用してくれと言える世の中では全くないんだろうなと

いう気がしています。 

 それから，最後にですね，もう既に出ていますから早口で申し上げますと，実際公務に就い

た場合のキャリアパスがどう描けるかということが非常に不透明だということが言われていて，
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自治体に行って，帰ってきて，自分はどうなるんだ。余り考えなかったと，久保さんだったか

な，おっしゃっていましたが，そういう人は珍しいのであって，普通はやはり楠井事務所に戻

れるかとかですね，いうようなことを考えざるを得ないので，そういうキャリアパスがが十分

描けるような，仕組みが必要だろうというふうに思っています。 

 簡単ですが，以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

じゃ，荻野さん，お願いします。 

○荻野氏 弁護士側からの条件整備といいますと，もう先ほどから何度も出てる任期終了後の

問題であります。弁護士職員は，楠井先生の事務所出身者を除き，任期終了後の具体的なイメ

ージを持たずに入ってきている。従来の，顧客を徐々に増やしていくという弁護士のイメージ

からすると，無謀な人種なんですね，我々は。そういった稀有な存在に頼っているうちは，た

くさんの良い人材が供給されないのではないかというふうに思います。弁護士会としても，行

政活動に精通している弁護士を必要としている弁護士事務所とマッチングする場を提供してい

ただいてもいいのかなと。 

 行政側の条件整備としては，任期終了後，現在，法律上５年の任期を超えて更新はできない

んですけれども，定年まで，働いてもらうという制度があってもいいのではないかというふう

に考えております。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

河浦さん，いかがでしょうか。 

○河浦氏 はい。楠井先生のところは，本当に理想的だなと思いますね。やっぱり，その入り

口と出口の問題，とっても大きくてですね，元に戻れというのも大変大事なところなんですが，

どんなタイミングで採用に至るかというところもですね，実は事務所との絡みで，なかなかや

めづらいとかいうのはたくさんあったりすると思うんですよね。だから，その両方をですね，

ちゃんとうまくやっておられる楠井先生のところはとても理想的で，こういうのは各県に１カ

所，２カ所あれば，随分違うのかなと思います。そういう仕組みを，何かいろんな，自治体側

も含めていろんな知恵を出して，そんな仕組みができていけれればなって思います。 

 それから，特定任期付ではない法曹有資格者を自治体職員として採用するって，これもです

ね，やっぱり考えないかんじゃないかなと，私は，ちょっと思うようになってます。それで，

児童相談所に弁護士さんが必要だというのは，もう，まずだんだんだんだん思うようになりま

して，必要な人が，じゃ，何で特定任期付なのかというのはですね，ずっと思ってまして，今，
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自治体も，もう何度も言われてますが，昔は本当に地方自治体にスペシャリストは要らないっ

て言われた時期があるんです。国の機関は法務省に入ったら一生法務省ですけども，私どもは

福祉もやる，税金もやる，動物園にも行く，いろんな役割をやっていて，ゼネラリストが必要

でスペシャリストは要らない，スペシャリストは外部に委託するんだというようなことを豪語

した時期もあるんですが，全くそこは変わっていまして，各部署でスペシャリストは求められ

ていまして，しかも我々の仕事は，これもどこかで出ていましたけれども，全て法律に基づい

てやっているわけですよね。そして，その法律に基づいて，その法の目的と趣旨に合うような

運用とその行政実務が求められているわけでありまして，そこに精通する，そこをバックアッ

プする中では，やっぱりもう法曹有資格者が職員としているという時代が来るんではないかな

と思ってます。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

久保さん，いかがでしょうか。 

○久保氏 はい。自治体の関係者の側からすれば，登用する弁護士の質の担保かな……，一つ

はですね，質の担保かなというふうに思います。最低限の知識等は弁護士に求められると思い

ますけれども，組織に入るということになりますんで，やはりちゃんとこうそういう組織とし

ての動きができるような方でないと，自治体の方もちょっと困ってしまうのかなと思います。

そういった方が，ちょっとマッチングがうまくいかなかったときに，次の人材を供給できるの

かというところかなと思ってます。 

 それから，先ほどから出てます弁護士を登用するための費用がかかってしまうという点です

ね，自治体の方には，弁護士を登用するから，そんなにこう高額なんじゃないかとかですね，

いうふうな誤解が解ければいいんではなかろうかなと思います。 

 それから，逆に弁護士側から見ますと，先ほどから出てますけれども，やはり任期後の身の

振り方について不安を解消するようなシステムがないと難しいのかなというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

菊池さん，お願いいたします。 

○菊池氏 はい。もう，既に何度も出て重なることなので，手短に行きたいと思います。 

 弁護士の側からの応募者，志願者がふえないかなということは，やっぱり任期後の話が大き

いんじゃないかなと思います。任期付職員に応募するイコール最悪独立をするというような状
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況なのであれば，余り志願者がふえないかもしれないなというふうに感じます。 

 それで，自治体の側から見るとですね，これも出てる話ですけれども，いかに有効な仕事を

やっているかということを採用段階で理解してもらって，実際，今，任期付職員をやっている

方々はそれを実際実践してもらって，他の自治体にも理解してもらうというようなことが進ん

でいってですね，各局面で，やっぱり一番コストとの関係で高いものではないということの理

解が進むことが大事かなというふうに思っています。 

○森岡（第二東京弁護士会） じゃ，最後に，楠井さん，まとめていただけますでしょうか。 

○楠井氏 はい。私は，地方単位会と日弁連に要望したいことがあります。地方単位会につい

ては，会費の減免とか，国選事件の配転義務の免除とか，弁護士会活動への理解ということを

お願いしたいと思っております。 

 それから，日弁連のほうにつきまして言いますとですね，任期付公務員である弁護士に対す

る研修意見交換会を開催していただきたいと思います。会費の減免をお願いします。これまで

私のやってきたことは，もうボランティア活動なんです。しかし，何とか全国的にも支援事務

所というのを開設していただいてですね，日弁連のバックアップをしていただきたいと考えて

おります。 

 こういうことが進まないと，おそらくビジネスモデルとしては成り立っていかないのではな

いかと思います。私の事務所だけで終わりということになろうかと思います。ぜひ，ご協力を

お願いしたいと思います。 

○森岡（第二東京弁護士会） ありがとうございます。 

 （休   憩） 

○本多（東京弁護士会） それでは，後半の部を始めたいと思います。 

 前半の部分では，主に任期付公務員ということでの話題だったと思うんですが，ここからは

もう少し広く，自治体と弁護士の連携という話でお伺いしたいというふうには思っております。 

 まず，初めに，任期付公務員の拡大なんですが，これは最も弁護士が自治体の職員になると

いうことで，行政との連携が進んだところだとは思いますけれども，それ以外にも地方自治体

と弁護士との連携という分野，方法が幾つかあるのではないかというふうに考えておるところ

でございます。 

 楠井さんは，任期付公務員の派遣のほかですね，先ほど顧問弁護士をやられているとか，い

ろいろなその自治体と関係の深い仕事をされているということなんですけれども，任期付公務

員以外のその自治体との連携ということについて，どのようにお考えになっていらっしゃるの
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か，お聞かせいただきたいと思います。 

○楠井氏 はい。私どもの事務所は，任期付公務員として弁護士を送り出しておりますけれど

も，私自身はですね，県内の相当数の地方自治体，広域連合だとか，一部事務組合も含めまし

て法律顧問をさせていただいております。 

 また，私は行政委員もしておりまして，現在は三重県の人事委員会の委員をさせていただい

ております。その前は，三重県労働委員会の公益委員として10年務めさせていただいておりま

す。 

 それで，弁護士は独立行政委員会のほうには向いているんじゃないかなというふうに考えて

おります。 

 岡山弁護士会さんが行政ＡＤＲが先進的でございますけれども，三重県でも市町村振興協会

というのがございまして，行政ＡＤＲ，裁判外紛争処理機関というのを設立しております。自

治体と住民，あるいは自治体相互間で紛争のあっせん和解ということに関与しております。そ

の中に，弁護士も参加，大きく関与しています。 

 それで，非常勤の相談員とか，気軽なメール相談というのも有用だというふうに，私は考え

ております。 

○本多（東京弁護士会） 楠井さんのほうは，監査委員のほうはやられてはいらっしゃるんで

しょうか。 

○楠井氏 監査委員は，私はしておりません。 

○本多（東京弁護士会） 監査委員も一つ…… 

○楠井氏 そうですね，監査委員も一つ有用なパターンだと思います。 

○本多（東京弁護士会） 前回のシンポジウムで，行政対象暴力の問題を取り上げたと思うん

ですが，私も，少し地方自治体と法律相談なんかをしていると，毎日のように電話がかかって

きて，１時間も話をしないといけないとか，そういうことで，どうにかできないんでしょうか

ねとか，そういう相談を受けることはあるんですけれども，その点，いかがでしょうか。 

○楠井氏 きょうの資料編の23ページのところを見ていただきたいと思います。行政クレーマ

ーとか，行政対象暴力は，私が弁護士登録をしました昭和60年ごろからずっと取り組んでいる

問題でございましてですね，これはもう避けて通れない問題というふうに考えております。朝

来たら公園に「権力の犬追放，楠井だ」と書いてありました。私は権力の猛犬と書き直せとい

つも言っているんですけれども，これは避けて通れない問題かなと思ったりもしております。 

 日弁連では，行政クレーマーについての研修講師もさせていただいております。 
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○本多（東京弁護士会） はい。高齢者問題の関係では，どうお考えでしょうか。 

○楠井氏 はい。きょうの資料編の24ページを見ていただきたいと思うんですけれども，南伊

勢町さんではですね，任期付公務員の石田美奈子弁護士が行っておりますけれども，人口の高

齢化というのは，過疎地域ではどんどん進んでおります。高齢者をめぐる法律問題については，

行政は積極的に支援する必要があります。弁護士も認知症高齢者の成年後見だとか，高齢者虐

待の問題だとか，介護保険の問題だとか，高齢者の消費者被害の問題とか，そういうのに関与

していくことは，かなり有用な問題だというふうに考えております。 

○本多（東京弁護士会） きょう，皆様のお手元のほうにお配りしている大阪弁護士会がつく

ってる「行政連携のお品書き」というところを見ると，いろいろとその対象分野として，総務，

財政，債権回収，福祉，市民サービス，災害対策とか，避難者支援とかが分野として入ってい

てですね，それで具体的なその細目とか，種別もかなりたくさんこう入っているんですけれど

も，この内容についてですね，こういったその弁護士会側がこういうお品書きをつくって，こ

ういうことができますよ，それでこれを見ると，実際に使っているところはこういうところで

ありますよというようなことで，自治体にとって有意義ではないかということを提案している

形になっているんですが，こういうことについて，自治体側としてどうお考えになっているの

か，ちょっと河浦さんにお聞かせいただきたいと思うんですが。 

○河浦氏 我々にとってですね，弁護士さんの存在というのは，何といいますかね，こう遠い

んですよね。雲の上とまでは言いませんけども，やっぱり遠い存在で，確かに町なかを見ても，

お医者さんはたくさんおられますけども，町なか見て，弁護士さんってそんなにこう身近には

見えないところもありまして，そして自治体職員にとっては，むしろですね，弁護士さんとい

うのは，少し身構えてしまうわけ。防衛しようみたいなところがありまして，要は身近に感じ

られるかというのは，やっぱり大きいと思うんですね。弁護士さんが身近な存在だ，弁護士さ

んが何か身近におられて，気軽に相談できるところなんだということをどう感じていくかとい

うのはですね，とても大きいものがありまして，この大阪のお品書き集の「お品書き」という

言い方がまた大阪風だなと思いますけれども，とっても身近に感じる何かこう取り組みとして

はですね，とってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。 

 私のところもですね，久保弁護士に来ていただく前に，もともと子どもの権利委員会のボラ

ンティアで活動されていた方との日ごろのおつき合いがあって，とても身近に感じておりまし

たし，かつ，司法修習生の実習を受け入れているんですよ。エクスターンシップ，実習も受け

入れているんですよね。それで，この司法修習生の実習の方も，とっても我々は身近に感じる
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ことできた。この方たちは，児童相談所はほかの相談機関と違って，子どもを保護する施設が

ありまして，一時保護所というんですが，福岡市は，定員40名です，いつも40名以上の子ども

がいるんですが……。２週間の実習期間に３日間ぐらいですね，そこの指導員として一日入っ

ていただくんですよ。弁護士さんで，児童相談所の一時保護所の指導員として経験がある方は，

多分そんなにいらっしゃらないと思いますけれども，そういうことをやっている。でも，そう

いう方から一時保護所を眺めていただいて，ここは子どものこのルールは，子どもの権利にと

ってどうなんでしょうかねというご意見も随分いただいていまして，そんなやりとりはとって

も身近な存在になっています。 

 それで，この身近な存在に考えるというのが，ここに，今日に至るですね，契機にやっぱり

なっていまして，身近に感じられる契機になるいろんなその取り組み，仕組み，そういう工夫

あるものがたくさんあるというのはとてもいいんじゃないかなっていうふうに思っています。 

 そういう意味では，本当にお品書き，いいんじゃないでしょうか，と思います。 

○本多（東京弁護士会） はい。身近な存在ということでは，大変こういった試みはいいので

はないのかというお話だったと思いますが，大阪弁護士会のほうに私のほうがお伺いしたとこ

ろによると，これはお品書きというふうには書いてあるけれども，新たなメニューを設定した

んではないんだと。これまで，各委員会を中心に……，きょうの午前中聞いていただいた方に

はわかると思いますけど，岸本会員がですね，言われてたように，各委員会ごとには自治体と

の連携活動っていうのは今まであったんだけれども，会としてその連携ということがとられて

いなかったので，新たにその活動を創設したというわけではないのだというふうに話されてい

たというふうに思いますが，ほかの弁護士会でも，委員会レベルではこういう活動がされてい

るというふうに認識してよろしいんでしょうかね。楠井さんのほう，いかがでしょうか。 

○楠井氏 はい。大阪弁護士会の取り組みは，極めて先進的だと思います。地方の単位会，私

の所属する三重弁護士会でもそうですけれども，各委員会がそれぞれ活動している内容だと思

います。 

○本多（東京弁護士会） はい。大阪弁護士会においてもですね，連携先の地方自治体の拡大

ということを目指しているようではあるんですが，委員会レベルにおいてもこうした連携活動

がまだ不十分なところあるのではないかなというふうにも思うんですが，この点，いかがでし

ょうか。楠井さんのほうは，いかがですか。 

○楠井氏 はい。大阪弁護士会のような連携活動はですね，地方の弁護士会，私の所属する三

重の弁護士会ではですね，160名ぐらいしか会員がおりませんので，これは難しいかなと思い
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ます。今後の大きな課題だと思います。 

○本多（東京弁護士会） 福岡のほうではですね，児童相談センターという，そういう事業部

門ですかね，言ってみれば，そこに，久保さん，任期付公務員を採用したということになると

いうことで……，そのほかの部門についても，先ほどの河浦さんのお話では，学校だとか，病

院だとかっていうところで，弁護士との関係を深めるという場面があるのではないかというふ

うに言われたと思うんですが，形として，任期付公務員の採用以外にですね，例えばその弁護

士等をアドバイスや助言の委託契約を結ぶなどという方法もあって，大阪弁護士会のほうでは

そういう連携もあるというふうに聞いているんですが，この点，河浦さん，いかがお考えでし

ょうか。 

○河浦氏 はい。大いにあり得ると思いますね。いろんな委託の仕方があろうかと思いますけ

れども，大いにあり得ると思います。 

 それで，要はですね，まずはそういうふうに困っている現場がそういう発想をするというこ

とだと思いますね。なかなかそういう発想にならないことがありますので，その困っている現

場がそういう発想をしていくということ，そして実際に連携をしていけば，その有用性を実感

するはずですので，その必要性の声をですね，現場が上げていくということがですね，重要じ

ゃないかなと思いますが，その発想を持つためには，何か身近になることが必要なんですよ，

と思います。 

○本多（東京弁護士会） なるほど。身近であることが必要だという前提なので，そうだとす

れば，弁護士側がですね，身近に考えられるようなことを，実質的に，先ほどのお品書きもあ

ったと思うんですけれども，やっていく必要があって，それには個々のその会員に対応を任せ

るのではなくって，弁護士会として取り組む必要があると思いますが，楠井さんのほうでいろ

いろ弁護士会と取り組む必要があるということは，先ほどもお話しいただいるところではある

と思いますが，もう一度，こんな点が重要だということがあれば，お聞かせいただきたいと思

いますが……。 

○楠井氏 はい。東京や大阪のようにですね，都市部の会員数の多い弁護士会はですね，弁護

士会としての取り組みは可能かと思いますけれども，三重弁護士会のようにですね，会員数が

160人ぐらいしかいないと，何でもかんでもやっているというような地方単位会についてはで

すね，なかなか難しい事情がございます。それで，私どものような会員数の少ない地方単位会

では，むしろ日本弁護士連合会が，私が提案しておりますような支援事務所を支援していただ

くとよいと思います。若手の弁護士さんが，地方自治体の顧問をしていたり，行政事件たくさ
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ん扱っているような法律事務所へ就職されて２，３年した後でですね，任期付公務員に採用さ

れるとよいと思います。また，その後，就職の心配がないように戻って来れるような支援体制

を，日本弁護士連合会がやっていただければ，もっと進むんじゃないかなというふうに考えて

おります。 

 私の事務所については，今はちょっと中断しておりますけれども，従前は，任期付公務員の

弁護士を派遣し，逆に名張市の職員のほうが私の事務所へ研修派遣に見えるということをして

いました。それで，職員さんの研修を内野事務所がやると，すなわち，オン・ザ・ジョブ・ト

レーニングをやるための人事交換みたいなことをやっております。名張市さんと私どもの双方

にメリットがあるというようなことをやっておりました。それを目指しておりました。残念な

がら，ちょっと財政事情もございまして，現在は，派遣する職員さんは来てはみえませんけれ

ども，相互にですね，利益があるような形が究極的な考え方だというふうに考えております。

単位会の必要も，重要性，認識しておりますけれども，地方会は地方会の事情があるというこ

とでございます。 

○本多（東京弁護士会） なかなかその人事を相互に交流するという例は，ほかには見られな

いのではないかというふうには思うんですけれども……。荻野さんのほうでは，具体的に連携

するという方法について，どうお考えか，ちょっとお伺いさせていただけますか。 

○荻野氏 弁護士会の，公益活動の中には，先ほどから出ている子どもの権利をどう保護する

かというものもありますし，高齢者・障がい者の権利保障，犯罪被害者支援等，こういった公

益活動もありますが，これらは，本来行政が担うべき課題とも言えるわけです。そういった専

門分野を扱っている弁護士さんが，所属されている委員会との連携というのは比較的スムーズ

に進むのではないかというふうに思っております。連携しやすい分野からどんどん連携してい

くということが必要ではないかと思います。 

 明石市では，先日，犯罪被害者支援条例の改正を検討しているということを発表しまして，

立替金という被害者またはその遺族の方が加害者に対して有する損害賠償請求権の債権譲渡を

受けるかわりに支援金を出すという制度を検討して，次の議会に出す予定なんですけれども，

その制度で生じうる法的問題については，兵庫県弁護士会の犯罪被害者支援委員会に所属され

ている，弁護士の方に，問題の整理をお願いしました。これは，たまたま市長が，兵庫県弁護

士会の会員であるという事情があったので，できたことではあるんですけれども，委員会単位

で組織として連携がとれると，より多くの自治体で非常にいい効果が生まれるのではないかと

いうふうに思います。 
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○本多（東京弁護士会） そもそも，委員会で行政とかぶるような仕事をしているのであれば，

そこを中心に勉強をまずしていけばいいのではないかというようなお話だったというふうには

思います。 

 河浦さんのほうは，具体的に今やられてる仕事の中で，久保さんを採用したということがあ

ると思いますが，どんな形での連携ということをお考えでしょうか。 

○河浦氏 これからということですかね。 

○本多（東京弁護士会） はい。 

○河浦氏 久保さんが来る前はですね，週に１回ですね，弁護士さんに来ていただいて，週に

１回２時間来ていただいて，そしてそのときに相談をするということでお願いをしていたんで

すけれども，それではとても間尺に合わないということで，常駐をお願いをしたというそうい

うことになってますが，やっぱりその方々を，その久保さんを支えるですね，何かサポートと

いうのもとても重要な気がしていまして，久保さんが一人来れば，それで何かこう完結すると

いうことで全然なくて，やっぱり子どもの権利を守るためのいろんな連携というのは，いろん

な形で必要であろうなというふうに思ってまして，福岡県弁護士会の子ども権利委員会の皆さ

ん方がシェルターをつくっておられて運営しておるんですが，そことのいろんなやりとりやり

ますし，そのほかに子どもをめぐる問題について，いろいろな実はかかわりがありまして，そ

ういう広い連携を図りながらですね，全体として子どもの権利に向かって一緒にやっていける

ようになればいいかなというふうには思っています。 

○本多（東京弁護士会） 久保さんのほうは，やはり弁護士会としてもこういう支援・連携と

いうものがあったほうがいいというお考えでしょうか。 

○久保氏 はい。私が就任した当初は，子どもの福祉にかかわる先生方の有志の中でメーリス

をつくっていただきまして，私が質問とかがあれば答えていただけるというようなことを，最

初のほうだけですけども，やっていただきました。 

 やはり，一人だと不安になる場合もありますので，そういった体制，弁護士会のほうでとっ

ていただければ，わからないというか，こうちょっと不安なときに，こう問い合わせて，どう

だろうかというのを回答いただくと，すごくありがたいなというふうには思います。 

○本多（東京弁護士会） 菊池さん，ご意見，いかがでしょうか。 

○菊池氏 はい。弁護士会のほうで取り組むというのは非常にいいことじゃないかなと思いま

す。言われていることですけれども，包括的であって横断的な対応が可能になって，対応分野

がかなり広がるのではないかと。それこそ，お品書きのようなものが充実するのではないかと
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いうふうに思っております。 

 また，任期付職員という面で見れば，そういったことの課題解決，あるいは人材確保，支援

というようなことも会を知って取り組んでもらえれば解決することも，ひょっとしたら出てく

るかもしれないなというふうに思ってます。 

 ちょっと，岩手県の状況だけですと，災害を機に岩手県と岩手弁護士会のつながりを持つ機

会が，すごくふえているように感じておりまして，こういう機運に乗って，今後平時であって

もといいますか，平常的な関係でも近いものに築いていければいいなというふうに思っていま

す。 

○本多（東京弁護士会） ここで，少し最近の地方自治体の動きに関して議論したいと思うん

ですが，監査制度の改正については，前回のシンポジウムでも議論したところなんですけれど

も，その後，政権交代があり，少し動きがあるようなので触れておきたいと思いますが，監査

制度について，楠井先生，どうお考えになっていらっしゃいますか。 

○楠井氏 はい。包括外部監査につきましてはですね，先輩の諸先生がですね，大きな成果を

上げてみえますけれども，いまだに大部分は公認会計士さんがやっているということでござい

ます。 

 地方自治体の監査委員会事務局の職員さんにも伺うんですけれども，「弁護士は数字に弱

い」，「財務分析でけへん」というようなことを言われています。そういう意識が非常に強い。

監査という名前からして公認会計士の仕事という印象が強いです。弁護士が外部監査員に就任

が少ないというのが実情でございます。 

 それで，弁護士会側のほうとしてはですね，今後相当努力しないといけない分野であると考

えております。 

 それで，個別外部監査というのは，おそらく弁護士が得意分野なんだろうなと思います。少

なくとも，客観的な問題点の整理とか，責任追及だとか，再発防止策とか，いろいろなことを

書きますので弁護士の得意分野だと考えております。個別外部監査を重点的に食い込んでいく

必要があるというふうに考えております。 

○本多（東京弁護士会） 荻野さんも，同じような意見でしょうか。 

○荻野氏 はい。適法性監査については，非常に弁護士が活躍できる場ではないかと思ってお

ります。 

○本多（東京弁護士会） 監査の話はこのぐらいにしておいて，次に，行政不服審査法の改正

も地方自治体にとっては大きなことではないかと思います。 
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 もう既に，総務省のほうから説明会等があって，28年改正に向けて，来年度以降法改正して

いくという予定のようなんですが，行政不服審査法の改正案については，もう既に出ていた案

をここで手直しするということになるということに聞いておりますけれども，そのあたり，ち

ょっとこれだけお話しいただいても長時間になってしまうものだとは思いますが，大変恐縮で

すが，手短に，大貫さんのほうでご説明いただければというように思います。 

○大貫氏 承知しました。 

 平成20年に一度改正の動きがありまして，成立直前まで行ったんですけど，民主党政権下で

廃案になってしまいまして，当時，コンメンタールをつくろうということで，条文の割り振り

もされて，私も書く予定だったんです。それが，全部飛んでしまったという状態で，ただ，幸

いなことに，それほど20年のときの案と大きくは変わってないようです。手短に申し上げます。 

 三つの点を，ご説明します。 

 不服申立ての基本構造，それから審理体制，それから審理手続と，この三つで簡単に申し上

げます。 

 まず，不服申立ての基本構造のところですけれども，ご承知のように，現行法は異議申立て

と審査請求，これは一審，二審の関係にないというのはご承知だと思います。この異議申立て

の審査請求，そして二審に相当する再審査請求というのがあったわけです。 

 改正後は，異議申立ては廃止されて，審査請求に一本化されるということなのでシンプルに

できるようになります。ただ，税法に詳しい弁護士の先生もいらっしゃると思うんです。税法

に関しては，前さばきが必要だろうということで，再調査の請求というものが残る予定です。

構造的には，そういうところです。 

 審理体制のところは，これがかなり変更が大きくてですね，不服審査の審理を行う審理員と

いうものを設けることになりました。これまでは，不服申立て審理庁の職員が審理していたん

ですが，公正性を高めるために審理員というのを設けることにしました。それで，もともとの

処分，現処分をしたものは，審理員にはなれないこととしました。これは，当たり前のことな

んですけど，現行法ではそこはちゃんと書いておりません。 

 その後の手続ですが，これには賛成・反対，随分，意見いろいろあるようですけども，手続

的に重くなった感があります。審理手続の終了後，原則として有識者からなる第三者機関に諮

問をすることとされました。それで，国の場合は総務省の行政不服審査会，地方は各自治体の

合議制の機関が予定されています。地方自治体については，この合議制の機関の共同設置や他

団体への委託なども考えられているようです。ここは，かなり大きな改正点ですね。 
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 それから，審理手続は，これも詳しく話すといっぱいあるんですけど，弁明書の提出の義務

化，口頭意見陳述における質問権の保障などが取り入れられました。じゃ，これまでどうだっ

たんだと，これははっきりしていなかったんですね。それで，こういうふうに手続が非常に丁

寧になったということになります。 

 それから，行政手続法の標準処理期間を先生方はご存じだと思うんですけども，どれぐらい

の期間で採決が出るかということをあらかじめ定めておくということで，審理の迅速化を図る

ということになっております。 

 関連する法改正について，ちょっと申し上げておきますと，これは非常に興味深いところで

す。実は，ここは私が書けと言われたところなんですが，行政手続法の改正が行われる予定で，

これかなり画期的だと思うんですけども，法令違反の是正のために，処分とか，行政指導を行

政庁に求めることができるという規定を新設することになりました。例えば，法令違反を是正

しろというふうに行政指導を受けた人が，いや，その行政指導はおかしい，法令違反はしてい

ない，やめてくれという要求ができるようになるということで，これはかなり画期的じゃない

かというふうに思っております。 

 非常に簡単ですけれども，大分大きな改正で，先生方ご存じのように，今までは，特定分野，

税法の分野などを除くと不服申し立ては余り使われてなかったと思うんですけども，この改正

によって多少変わってくるのかなという気はしております。 

 以上です。 

○本多（東京弁護士会） この会場には自治体の職員の方もいらっしゃって，この点，どう対

応したらいいのかなというふうにお考えの方もいらっしゃると思うんですが，大貫さんのほう

で，こんなところが大切になるよというのがあれば，少しご指摘いただきければ……。 

○大貫氏 先ほど申し上げたように，不服申立てが出されますと，案件の審理のために審理員

というのを任命しなくてはいけません。それで，この審理員は，先ほど申し上げたように，最

初の処分（原処分）の調査に関係した人はなれませんので，ある程度独立した人を任命しなく

てはなりません。これをどう確保するかというのが，まず最大の課題だろうと思います。 

 それから，先ほど申し上げましたように，審理手続終了後に，諮問をする機関，第三者機関

を設けなければならない。これをどうつくっていくかということが，差し当たりの課題だろう

と思っています。 

○本多（東京弁護士会） 申し出件数は多くなるという感じでしょうか。 

○大貫氏 劇的にふえるということはないんだろうと思います。いや，私の予想が外れたら外
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れたでいいんですけど，劇的にふえるということはないだろうと思いますが，徐々にふえてい

くだろうと思います。ただ，自治体の方もここにおいでですけれども，不服申立ての処理は極

めて専門的な知識を要求されますので，出てきたときには大変なことになりますし，自治体の

方はあらかじめ審理員や第三者機関のこともきちっと考えておかないと大変なことになるだろ

うというふうに思っております。 

○本多（東京弁護士会） 荻野さんのほうでは，何か既に準備されているということはありま

すか。 

○荻野氏 改正の内容を勉強しているところで，組織的に何か対応するということは，まだ具

体的には決まっておりません。 

 関連して，市においても，審査請求を受ける場合がございまして，福祉事務所長の，生活保

護の決定に関連して，市が審査庁になることがあります。その場合は，福祉事務所の職員とい

うのは市の職員でもあるので，弁明書の提出の相談を受ける弁護士職員と，決定書を書く部署

の相談を受ける弁護士職員を分けて，そこの間には情報障壁を設けて，個別に相談しないよう

にという形で対応しております。 

○本多（東京弁護士会） 岩手の菊池さんのほうは，いかがですか。 

○菊池氏 私自身は直接かかわってないんですが，担当に確認してきたところだとですね，今

まさにお話しになっていた審理員の選任をどうするかとか，第三者機関の設置をどうするかと

いったことを含めて，課題を全部洗い出して，それをどうやるかということを整理している状

況だというふうに伺っています。 

○本多（東京弁護士会） 審理員や第三者機関，ここには，今のお話からすると，弁護士が関

与していく余地があるのではないかというふうに考えているところなんですが，大貫さんのほ

うは，いかがお考えでしょうか。 

○大貫氏 大体，答えが予想されると思いますけども，審理員は相当の専門的な知識を要求さ

れることになると思います。どなたかおっしゃったかと思うんですが，法務能力の高い方とい

うのは自治体に必ずいらっしゃいます。先ほど，私，かなり極端な言い方をしました。全体と

しては，法務能力は高いとは言えないと申し上げただけで，必ず高い方はいらっしゃいます。

しかし，数は多いわけではありませんので，やはり審理員にどなたがなっていただくかは，非

常に重要な問題になって，外部登用というのはあり得るということは言われていて，弁護士の

方，それから大学教員というのを考えられておりますが，私は，弁護士の方というのは非常に

適任じゃないかと思っています。それから，第三者機関ですね，これはやっぱり弁護士の方が
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どういう形で……，常勤であれば，その自治体で仕事をされている弁護士の方が入っていくと

いう可能性は十分考えられると思います。非常勤でもですね，弁護士の方が関与するというの

は十分に考えられるだろうというふうに思っております。 

○本多（東京弁護士会） 楠井さんも，同じようなお考えでしょうか。 

○楠井氏 はい，同じ考えでございます。審理員とか，第三者機関については，任期付公務員

であれ，非常勤の外部の弁護士であれ，非常に得意分野だというふうに考えております。 

 私自身もですね，労働委員会の公益委員を10年ぐらいやらせて頂きました。労働争議のあっ

せん，審査をやらせて頂きました。現在も人事委員会で公平審査やっております。 

 弁護士というのは訴訟実務になれておりますので，行政不服審査についても，十分能力を発

揮できるというふうに考えております。 

○本多（東京弁護士会） ありがとうございます。 

 ここからは，今後の展望ということで考えていきたいと思いますが，先ほど来お話あったよ

うに，これまで弁護士として，人権を擁護する役割を担う弁護士がですね，行政にかかわるの

はいかがなものかという考えもあったのではないかというお話もあったと思いますが，この弁

護士が地方行政にかかわっていくという点について，大貫さんのほうでは，どうお考えでしょ

うか。 

○大貫氏 なかなか難しい問題，端的に言うと，こういうことだと思うですね。 

 弁護士の方は，反国家権力，地方自治体の権力と戦ってきた。そういう方が，自治体の内部

に入るなり，自治体に協力するというのはいかがなものかとという議論があるのだと思います。

そういう考えがあるがどう思うかというのが本多先生のからの質問なんだろうと思いますけど，

これは，私はこう思っています。本多先生が基調報告でおっしゃったように，弁護士の方が自

治体に入っていく，あるいは外部から協力するというのは，自治体と一緒に公共の福祉を実現

するということですね。これは，決して弁護士の使命と矛盾するものでも何でもないというふ

うに思っております。 

 実は，このシンポジウムの事前の打ち合わせでも，ちょっとそのことが議論になりまして，

任期付公務員として弁護士が自治体に入るというのは，いいことだろうと評価される。今のと

ころ，任期付採用は５年で終わりということが多いと思うんですね。それで，その後は戻ると

いうことになると思うんですが，もっと延長したらどうだろう。あるいは，ずっと常勤の職員

として採用されたらどうだという問題です。果たしてそれでいいのかと。弁護士の持っている

自律性とか，自由なプロフェッションとしてのあり方と，そういう採用のあり方がどういうふ
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うにマッチしていくんだろうということがちょっと議論になりました。やっぱり，任期５年で

いずれ戻るということであれば，自治体の中に入っても，ちゃんとしたことが言えるんじゃな

いか。これが，一生いるとなるとどうなんだろうかという議論がありました。確かに自律した

自由なプロフェッションとしての弁護士が，内部に入っていくことをどう位置づけるかという

のは，そう簡単ではなくて，ちょっと水をかけるようなこと申し上げて，よろしくないんです

が，ドイツなんかでは，本多先生のほうが詳しいかもしれませんけど，弁護士は，例えば企業

内とか，そういうところに入れないんですね。法曹資格を持っているたけであればよろしいん

だそうですけど。要するに，弁護士がそういうどこかの組織に所属することに対するアレルギ

ーというのは相当あるんですが，日本は余りないんだろうと思うんですね。 

 自律的な職としての弁護士のあり方と組織に入っていくことっていうことの関係は，考える

必要性はあるのかもしれないなと思っておりますが，地方行政にかかわっていくこと自体は何

ら悪いことではないと，私は思っております。 

○本多（東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

 ここで，地方自治体と弁護士会の連携についてですね，今後の進むべき方向ということなん

ですが，楠井さんのほうで少しお話しいただけないでしょうか。 

○楠井氏 はい。地方自治体はですね，高いコンプライアンスを要求されている時代に入って

きていると思います。その中で，職員の能力向上ということは，大変重要なことだと思います。 

 地方自治体はですね，３年から５年ぐらいで人事異動しているゼネラリストが大半だろうと

いうふうに考えられるんですね。そのような中でですね，コンプライアンスの向上と，高いコ

ンプライアンスを求められるというためには，やっぱり専門的な知識・知見を擁する人を，ど

のように，どんな分野でですね，どの程度必要なのかということを考えている時代に入ってき

ているんじゃないかと思います。その点では，弁護士だけに限らないと思うんですね。専門的

な知見の人材と育成というのはですね，限られた予算の範囲内で，どうやって成果を上げてい

くかということを，地方自治体も考える時代に入ったなというふうに考えております。 

 予算の関係上ですね，スペシャリストの終身雇用というのは非常に難しいと思いますので，

任期付公務員制度というのは有用な制度だろうと思います。リスク回避という観点からも，重

要だと思っております。 

○本多（東京弁護士会） 具体的には，先ほど来議論している行政対象暴力とか，高齢者対策

だとか，あと学校と家庭の問題とか，あと債権回収については弁護士の得意分野というお話が

あったと思いますが，一つ，税とかですね，あと強制徴収できる公債権，これについての外部
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委託もできるんじゃないかという議論がされていると思うんですが，この点，楠井さん，いか

がでしょうか。 

○楠井氏 はい。私自身はですね，もう弁護士登録したときからですね，この問題考えており

まして，現行法のもとでも，短時間勤務の非常勤公務員であればですね，できるのではないか

というふうに考えております。 

 それで，国税徴収法の知識を身につけることはですね，非常に弁護士にとっては重要な財産

になるんじゃないかと思うんです。経営者の弁護士のほうから申し上げますと，短時間勤務の

公務員では余り経営的にはメリットがないわけです。むしろ税の強制徴収ということに関して

ですね，弁護士が受託を受けるという方法が，一番のメリットがあります。弁護士側のほうと

してはメリットが大きいと思うのですが，法律の改正も必要になってくるんじゃないかなとい

うふうに考えております。 

 もちろん，任期付公務員に税の徴収をしていただくというのは可能だと思っております。 

○本多（東京弁護士会） 自治体の税というのは，今，私債権と言われるものの回収を弁護士

が受託しているという例は多いと思うんですが，なかなか公債権というところになると，やは

り権力行政の一部を受託できるのかという議論で，一つ法改正等が必要ではないかというお話

だったと思いますが，この点については，非常に税自体が量としてはたくさんのものがありま

すんで，一つ重要な分野ではないかというふうには認識しているところです。 

 先ほど，河浦さんのほうから，弁護士を身近にしたらいいのではないのかというお話があっ

たと思うんですが，具体的に身近ということで，お品書きもその一つというふうに位置づけら

れるというお話だったと思うんですけども，弁護士会の側から地方自治体のほうにですね，例

えば懇談の場の設置を持ちかけるというようなことでも，一つまず初めにやるという意味では

いいのではないかと思いますが，荻野さん，こんなことはいかがでしょうか。 

○荻野氏 私のようなペーペーが物申すにはちょっと大きい話なんですけれども，先ほど，河

浦さんのほうから，弁護士の存在は身近でないというお話がありました。これは，そもそも弁

護士が，身近でないのに弁護士会が身近であるはずもなくて，弁護士会が何をやっているのか

というのは，市役所の職員，本当によくわかっておりません。弁護士を紹介ぐらいはしてくれ

るんだろうというぐらいのイメージなんですね。私も，実際周りの職員さんに聞いてみたんで

すけれども，単なる弁護士の組合みたいなものではないかというような答えしか返ってきませ

んでした。こういった公益活動もしていますよという話をすると，非常にびっくりされるとい

うことがありました。 
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 ですので，交流担当窓口というようなものを設けて，自治体側と関係をつくっていくという

ことが非常に重要かなと思っております。 

○本多（東京弁護士会） 菊池さん，いかがですか。 

○菊池氏 確かに，漠然と敷居を感じて遠い存在だと思っている職員の人が多いように思いま

す。弁護士会員の側からとしては，どのようなことでもいいから取っかかりをつくって，その

敷居を下げるということが非常に有用なのではないかなと思っています。 

 一つの方法としては，顧問の先生なり，審議会の委員をやっている先生なり，何でもいいの

で，関連のある先生がきっかけになって，何か始めたりするのもよいのではないかなというふ

うには思っています。 

 それで，任期付職員も弁護士会側の人間だというふうに見ればですね，連携というか，こう

いうところの接点を結ぶのに一番有用な人材なのではないかなと思っておりまして，ちょっと

私の例で恐縮なんですけれども，用地取得の関係，今，弁護士会と県で連携した会議を持って

いるのですが，これもきっかけは，私が誰々先生知っているので声をかけられますよというよ

うなところで，それでしたらぜひお願いしますというような形で始まりましたし，その会議が

きっかけになって，そういうことができるならということで，今度，弁護士会のほうから原子

力損害の関係について連携した会議持ちませんかというような提案があって，それも今行われ

ているというような状況で，非常に有益かなというふうに思っております。 

○本多（東京弁護士会） 久保さん，いかがでしょうか。 

○久保氏 今までのお話の中でも出てますけども，身近に感じるというときには，やっぱり顔

が見えないと，まず，いけないかなと，話はその後でもいいかと思います。 

 私も，児童相談所の業務で学校とか施設とか区役所とか行きますと，顔を会わせれば，また

その後もう，ちょっと聞きたいんですということで，こう質問を受けたりすることがあります

ので，まずは顔を見せると。それで，どんな人なんだろうと，弁護士会の人たちってどんな人

なんだろうというのをやっぱり見せるのが必要かなと思いますんで，その取っかかりとしては，

もう懇談会とか，名称は何でもいいかと思いますけれども，実施することがまず大事かなとい

うふうに思います。 

○本多（東京弁護士会） 楠井さんのほうでは，何か懇談会を予定しているというふうにお伺

いしているんですが。 

○楠井氏 はい。三重弁護士会ではですね，平成25年12月25日に，三重県知事との懇談会の開

催が予定されておりまして，双方の理解を深めるということも期待されております。 
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○本多（東京弁護士会） メールマガジンの発信とか，そういうことでもいいんじゃないかと

思うんですが，楠井さん，いかがですか。 

○楠井氏 情報量の少ない地方においてはですね，極めて有用と考えております。 

○本多（東京弁護士会） 河浦さんにお伺いしたいんですけど，任期付公務員を実際に採用す

る際にですね，福岡の弁護士会のほうから，情報提供だとか，何らかの協力はあったんでしょ

うか。 

○河浦氏 はい。もともと，そういう人が来てくれる奇特な人がおるだろうかというの，まず

大前提だったんですよね。そんなはずないだろうって。最初の第一声は，そういう話でした。 

 とても，高額な収入を得ている弁護士さんが，安月給の耐えられるはずないみたいな話がい

っぱいありましてですね，それで，私も，そうだろうなと内心思いながら，そういうこと，ぜ

ひ欲しいんですという，周りにいろんな……，周りというのは子どもの権利委員会の皆さんに

話をしながら，実はいろいろ話しして，いや，ちゃんと募集があれば応じる人がおるかもしれ

ないよという，そんな話が出てきてですね，そしてこういう人材がおりそうだという見通しの

中で踏み切ったということなんですよね。そういう見通しが立って組織要求をしたという，そ

ういう経緯からですから，そういう意味では，子ども権利委員会の皆さんからも全面的なバッ

クアップをしていただいたように思うんです。それで，その子ども権利委員会を，さらに福岡

県弁護士会は全面的にバックアップしていただいたのかなと思います。 

 ですから，それなりに，もういろいろいろいろ整って，福岡県弁護士会のほうに推薦を依頼

をして推薦をしていただいたと，そういう経過になっていますんで，本当にもう全面的にです

ね，応援していただいたなと思っております。 

○本多（東京弁護士会） 河浦さんの例はうまくいったというかですね，陳情がうまくいった

例だというふうに思うんですけれども，明石市さんのほうではですね，市長さんが弁護士とい

うこともあって，自治体に法律専門家をもっと登用すべきだというお話をいろいろな場面でさ

れているようにお伺いしておりますけれども，そのような認識を他の地方自治体に持ってもら

うにはどうしたらいいのか，市長さんご自身にお伺いするのが一番いいのかもしれませんが，

荻野さんのほうにお伺いしたいといふうに思うんですが……。 

○荻野氏 人事権を持ってる市長の理解がないと，難しいですけれども，多くの自治体で任期

付弁護士職員を採用するということの発案は，首長さんのほうから出ていると聞いております。 

 ただ，本当に広がっていく，多くの自治体で採用されるためには，現場の職員さんから，弁

護士が必要なんじゃないかという声が上がることの方が重要なのかなというふうに思います。 
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 明石市，特に，弁護士でもあり市長でもあるという，立場で，弁護士が必要だと言ってみて

も，どこまで他の職員の心に響くものなのかというところで言うと，少し疑問がありますので，

現場の職員さんのほうから声が上がることが必要だと思います。そのためには，今，任期付弁

護士職員として働いている我々が，有用だと感じてもらえるようにやっていかなければならな

いと思いますんで，非常に重い責任を負っているなというふうに感じております。 

○本多（東京弁護士会） 河浦さんにお伺いしたいんですけれども，自治体の庁内において，

やはり弁護士の活用が図られるべきだという，そういう意識を持ってもらうというためには，

どうしたらよろしいんでしょうかね。弁護士会からの働きかけもあるんでしょうし，その中で

の意識を持ってもらうっていうことについて，どんなことが考えられるか，ちょっとお話しい

ただきたいと思います。 

○河浦氏 いろんな創意工夫があるのかもしれませんが，やっぱり我々の側からすれば，弁護

士さんが身近に感じられ，そしてやっぱりこういう弁護士さん，我々にとって必要だという声

を現場から上げれるような状況をどうつくっていくかというのが，大きいような気がするんで

すけども……。いじめ問題で，学校と弁護士さんは，場合によっては対立するようなことがた

くさんあったりするんですけれども，その対立構造を少し垣根を越えて，弁護士さんが現場の

先生方と交流しようと，現場に出かけて行って，学校現場はいろいろ問題がありますので，問

題を抱えてますんで，そこでちゃんと交流しようということをされるんですよね。そしたら，

垣根がぐうっと下がってですね，学校の先生たちは，何かいつも自分たちが言われるんじゃな

いかという垣根が取っ払われて，自分たちの状況をよく理解していただいた，理解していただ

いた上で，いろいろ話ができるようになったというようなことを聞いていてですね，やっぱり

そういう何かこう交流を，こういろんな多面的なことをやっていったらどうかなというふうに，

一つ思います。 

 もう一つ，我々からすると，例えば自治体職員の福祉職の現場の皆さんを対象に，例えばで

すよ，学校の日常的に親との対応で非常に困っている先生を対象に，何かこう定期的な無料相

談とかがあったらですね，気軽な無料相談，出張相談，そんなことが何か組織的にやれたら，

きょうも何か無料相談があってますけれども，そんなことができたら何かとても身近に感じら

れて，とても大切な，有用だなというふうに感じられていくんじゃないかなと思いますけれど

も。そんなことを思います。 

○本多（東京弁護士会） 自治体の内部事情にもお詳しい楠井さんのほうは，いかがお考えで

しょうか。 
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○楠井氏 はい。私はですね，現実に弁護士が役に立つということをですね，自治体側に理解

してもらうことが重要だというふうに考えております。 

 それで，弁護士がどんなことができて，どういう成果が上げられるか，また，費用対効果は

どうかという問題をＰＲする必要があるんじゃないかなというふうに考えております。 

 それで，自治体の職員さんからは，一体幾らやったら任期付公務員を雇えますか，私，人事

委員やっていますけれども，県の副知事さんからも聞かれました。幾らで雇えるんですかって，

どんなことできるんですかって聞かれました。各自治体の財政事情もありますけれども，より

多く理解をしてもらうためにはですね，そのような費用対効果の観点からですね，ＰＲしてい

く必要もあるんじゃないかなと考えています。私は，もっと具体的に訪問をして，営業活動を

していくということが重要なんで，政策提案も含めてですね，していく必要があるんじゃない

かなというふうに考えております。 

○本多（東京弁護士会） はい，ありがとうございます。 

 時間も押し迫ってきたので，最後の質問に移りたいと思うんですが，任期付公務員の登用の

実績をとってもですね，まだまだ少ないとはいえ，当初に比べれば，このシンポジウムもそこ

に一つ寄与しているんではないかというふうには自負しているところではありますが，登用実

績というものは着実に大きくなってきているというふうに考えているところであります。 

 こういう実態にあって，今がですね，やはり地方自治体と弁護士会とが密接に連携して，こ

うした動きを推進していくときではないかというふうに思うところです。 

 最後に，今後の地方自治体とですね，弁護士との関係についてという漠とした質問ではあり

ますが，皆様のご意見をお聞かせいただきたいというふうに思います。 

 それでは，大貫さんのほうから順にお願いしたいというふうに思います。 

○大貫氏 はい。このパネラーの中で，私が恐らく一番現場からは遠い人間だろうと思うんで

すね。学生を送り出す意味では現場にはいますけれども，実際に弁護士を採用しているわけで

も，弁護士として働いているわけでもないということで，失礼ながら大所高所から申し上げる

ことになろうかと思います。 

 実は，コーディネーターの一人からですね，打ち合わせの際に大所高所から最後に発言しろ

というふうに言われましてですね，ちょっと考えてみたんですが，少し不穏当なとこがあるか

もしれませんけど，幾つか申し上げたいと思います。 

 まず，放置主義はよくないということです。というのは，放置主義というのはルール・オ

ブ・ローではなく，ほったらかしはよくないということで，先ほど来，既におわかりだと思う
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んですけど，自治体は法曹有資格者を必要としているという状況にあると思うんですね。児童

相談所の例を上げれば，実際，昨日ですね，一人の子どもの命が弁護士さん-今日パネラーと

して参加されている久保さんですが- がいることによって救われたということもまさにありま

した。自治体は確実に法曹有資格者を必要としているわけです。これだけじゃなくてですね，

一般の自治体職員の方は，本当にちゃんと仕事をしたいと思っているんですが，法務能力が高

められる機会をあまり与えられていないし，法曹有資格者に相談する機会もない。こういう放

置主義はよくないと思いますので，法曹有資格者を必要としているところに法有資格者を届け

る必要があるというのが，第一点だろうと思います。 

 それから，２番目は，英雄主義はよくないということです。これは何かというとですね，先

ほど任期付公務員が自治体に出ていって，帰ってくる保証がないということが話題になりまし

たけども，今のところ，久保さんのようにですね，菊池さんのようにですね，荻野さんのよう

にですね，その後の保証もないまま，恐らく英雄的な努力で行っていると思うので，そういう

ことではやっぱり続かないのであってですね，楠井事務所がどの程度ビジネスホテルとして成

り立つかはちょっとよくわからないんですが，そういう一種の制度を作っていく必要があると

思います。自治体に弁護士が入っていくのが望ましいとすれば，そのための仕組みをきちっと

つくらなきゃいけないんだろうというふうに思っております。これが，英雄主義はよくないと

いう二つ目のお話です。三つ目がですね，タコつぼはよくないということで申し上げたいと思

う。 

 これは，先ほど岸本先生からお話があった行政連携のプロジェクト，大阪弁護士会，それか

ら福岡弁護士会もやっているんですけれども，実はこれは，私，行政法学者として全く最近ま

で知りませんでした，こういうものがあるというのを。私は，法科大学院の教員でも，比較的

こういうことは知っているほうなんですけど，全く情報が入っていなかったのです。ちょっと，

言いにくいんですけど，情報発信がどうだったのだろうかと，申し上げざるを得ないのではな

いでしょうか。外に対する情報発信が十分であったのかと，タコつぼ的ではなかったかと申し

上げたいです。 

 もう一つは，岸本弁護士も認めてらしたと思うんですけど，弁護士会内部での縦割りの問題

があります。と。これは，本当にそう思います。日弁連と私，多少のおつき合いがあるんです

が，非常にいろんな委員会活動をされているんですけども，全体として弁護士会が何をやって

いるのか把握している人はほとんどいない。いや，私，そういう弁護士会が大好きなんですけ

ども，要するに，非常にアクティブな人たちが，もうそれぞれの熱い思いでやっている，そう
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ところが好きなんですけど，全体を見渡してまとまらなきゃいけないところもあると思います

ので，活動のタコつぼ化はよくないというのが，三つ目だろうと思います。これは弁護士会だ

けの問題ではないと思いますが。 

 四つ目がですね，これが一番重要だと思っているんですけど，法曹像の転換が必要だろうと

思っております。「社会にあまねく法の光を」とか，「法の支配の実現を」ということは，よ

く言われるんですけども，その際，念頭に置いた法曹像というのは，本多先生の言葉かりると，

応訴型，提訴型の法曹ではなくて，事後紛争解決型の法曹ではなくて，法廷法曹ではなくて，

もちろん法曹はいろいろな面をもっていますが，どちらかというと，念頭に置いていたのは予

防法学的な法曹であり，政策を積極的につくっていける法曹だと思うんですね。そういう法曹

像を念頭に置いて，法の支配の実現というようなことが，強調されたのだと思います。 

 この法曹像の転換を積極的にアピールしていかないと，なかなか物事は進まないというふう

に思っております。応訴型，提訴型の法曹はそんなにいりませんと言われてしまいますから。

一番最初の話に戻りますけど，放置主義はよくありませんと言いました。弁護士の先生方のた

めの仕事の拡大ではなくて，法曹像の転換を前提として，弁護士を必要としている人のところ

にちゃんと法の光を届けるという発想で考えなきゃいけないというふうに思っております。 

 以上です。 

○本多（東京弁護士会） ありがとうございました。 

続いて，荻野さんのほうからよろしくお願いします。 

○荻野氏 先ほど，英雄主義なんていう話がありましたが，単に私は好奇心が強くて飛び込ん

だだけで，英雄視されるほどの者ではないんですけども，実際入ってみて感じたのは，弁護士

が関われる，そして関わるべき仕事は，自治体には山のようにあるというふうに感じておりま

す。 

 市役所でどんな仕事をしているのかよく聞かれるんですけれども，入ってみると，非常に仕

事がたくさんあってやりがいがあると，これを皆さんに知っていただきたいです。 

 それで，弁護士会，弁護士の使命の１つとして，社会的正義の実現がありますが，弁護士会

でされてる多くの公益的な活動は，先ほども申しましたけれども，地方自治体や行政が，本来

担うべき側面が非常に強いです。個別的な救済は弁護士が担い，制度設計は行政がやるという

形で，両輪で動けば，非常にいい形で動いていくのではないかというふうに思っております。

そういう意味で，弁護士業務と，自治体の業務というのは，非常に親和性が高い部分が多いと

思っております。 
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 現時点では，個別の弁護士の先生方と自治体の担当の職員との個人的なつながりで連携がさ

れているということがほとんどなんですけれども，組織的な連携によって，大きな流れとして，

弁護士が行政の分野で活用されていくということを強く期待しております。 

○本多（東京弁護士会） はい，ありがとうございました。 

河浦さん，いかがでしょうか。 

○河浦氏 はい。児童虐待の対応の仕組みというのは，日本の場合は，児童相談所という行政

機関に一極集中されているんですよね。子どもの保護をするか保護しないか，その後，帰すか

帰さないのか，親との面会をどうするのか，しないのか，あるいはその親に対してどう指導し

ていくのか，それ全部児童相談所の一極集中であります。特に，親への指導について，その親

がその指導を拒否するということについて，現状を全く変えようとしない親に対しては，全く

我々の指導は強制力がありませんので，無力なわけですね。欧米は，全部裁判所が決定するん

ですよ。子どもを保護するか保護しないかの決定，帰すか帰さないかの決定，親にカウンセリ

ング命令を出したり，親にアルコール依存の治療命令を出したりという，そういう仕組み，全

部裁判所がやるわけですよね。私は，日本の児童虐待の対応もそういう仕組みを導入すべきだ

と思います。そして，もっと児童相談所は支援の側に回っていくというような，そんな仕組み

をつくるべきではないかなと思ってます。 

 裁判所がそういうふうに，人たちに関与するようになれば，我々と親御さんとのやりとりは，

本当に一変すると思います。もっと，裁判所の中で，法廷の中で，親御さんも代理人がつき，

我々の主張と，そして裁判所の決定というふうに一変していくと思いますが，そうなれば裁判

官も今のままでは少ないでしょうし，そうなれば児童相談所に弁護士が常駐するのも，これは

もう必須になると思います。実際，欧米はそういう状態であります。そこは，一極集中になっ

てるがゆえに，児童相談所のその構造的な問題と悩みを抱えていて，依然として助けることが

できないということがたびたび起こるのは，私は，そこの基本的な構造の問題があると思いま

す。 

 この基本的な構造の問題について，日本国民はというか，市民は，全くよく知らない。まさ

に，日本は「放置」国家だというふうに，それは見放されているという意味ですけども，そう

いう「放置」国家だというふうに考えざるを得ない状況であります。このことはですね，私は，

皆さん方と一緒になって変えていきたいなと今思っています。 

 子どもの権利条約では，子どもは親から引き離されないという権利を持っている。ただ，も

ちろん親がそういう虐待をすれば，子どもは保護されるんだ，代替的な養育があるんだ，引き
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離されるんだ。しかし，それはですね，司法の審査を経てって書いてあるんですよ。日本では，

何らの司法審査がないままですね，児童相談所が２カ月，あるいは２カ月以上子どもを保護す

るわけなんですよね，親子分離するわけですよね。とりあえずは，ここの，法改正から手始め

たらどうかなっていうふうに思っています。そうすれば，いや応なく裁判所はいろいろ関与せ

ざるを得ないと思います。 

 以上です。 

○本多（東京弁護士会） ありがとうございました。 

久保さん，お願いいたします。 

○久保氏 自治体が弁護士を活用するということで，権利，私たちであれば子どもの権利が守

られるということになっていくんですけれども，先ほど大貫先生からもお話がありました弁護

士が関与することによって子どもの命が救えるんだという点です。 

 先ほど，河浦からありましたきのう行われました親権停止，ちなみにきょう保全処分が出ま

して，子どものほうはもう手術を無事受けているということになりました。 

 このように，弁護士が活用されることで自分がかかわった目の前の人の命が助けられるとい

うことは，本当に弁護士としてはやりがいに満ちたところかなと思います。 

 もちろん，児童相談所でなくても，ほかの自治体にかかわっていらっしゃる先生方も十分に

活用されて，人権擁護に邁進されているんじゃないかとは思いますけれども，このような自治

体と弁護士の連携，関係が深まるというのはとてもいいことだと思います。ただ，両者の関係

が深まることが，ひとえに弁護士の業務拡大であったり，自治体の利益というためではなくて，

ひいては市民の利益のために必要なんだということが，もっと一般的に理解していただければ，

この両者の関係を，連携を深めることが有用なんだという，さらに大きな流れになるのではな

いかなというふうに期待しております。 

 以上です。 

○本多（東京弁護士会） ありがとうございました。 

菊池さん，お願いいたします。 

○菊池氏 私も，相互連携については，今，出ましたけれども，自治体のためであるとか，弁

護士のためであるとかといったことを越えて，市民のためになるということだと思っておりま

すので，連携が推進されることが望ましいというふうに思っております。 

 適正適法な職務執行というものに法律家が関与できるのであれば，市民の権利侵害というも

のは減るでしょうから，ある意味，壮大な予防法務が行われてるというように捉えられるので
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はないかなと思います。 

 それでこういった観点からしますと，弁護士と権力側との関係というような話も出てきまし

たけれども，むしろ在野精神の強い，権利意識の強いような弁護士こそ登用されて，内部で活

躍してほしいなというふうに感じます。 

 それで，弁護士会と自治体との関係という面でも，ある意味，そこも近過ぎてはどうなんだ

というようなお話もありましたけれども，むしろ戦うところは戦って，協力するところは協力

して，そういう大人の判断，つき合いができるのではないかなと思いますので，そこは県とも

弁護士会の側でも承知の上，対応がとれるのではないかなというふうに思っています。 

 それで，大体自治体というのは，その地域において，最大規模の企業であるということは多

いと思うんですけれども，しかも行われているということが極めて法律的なことも多いという

ところで，むしろ連携の推進という意味では，法律家の関与がないほうが不自然かもしれない

ということすら言えるのかなということも，一つ付言しまして，私のコメントとさせていただ

きます。 

○本多（東京弁護士会） ありがとうございました。 

楠井さん，お願いいたします。 

○楠井氏 はい。楠井法律事務所のビジネスモデルは，今，発展途上にあります。今は，どう

しようかな，事務所が潰れず，もうかる方法はないかと思ったりしております。 

 それで，地方自治体の業務というのはですね，より複雑化されると思いますし，専門的な知

見が要求される分野がふえてくると思いますので，法曹有資格者の任期付公務員というのは，

リスク回避策としては，地方自治体としては有用かなというふうに考えております。 

 さらに，ことしの人事委員会の報告の中で，知事さんにも申し上げたんですけれども，弁護

士だけじゃないよと，税理士さんとか，用地買収の分野では土地家屋調査士さんや司法書士さ

んも公共嘱託登記で有効ですよと申しあげました。社会福祉士さんが必要かもしれないし，ド

クターや看護師さんはどうか，獣医師さんはどうかと申し上げました。獣医師でペットショッ

プに就職しない場合，任期付で５年間来てもらうというのも一つの有用な方法ですねっていう

ふうに申し上げました。 

 それで，弁護士側のほうも，これまでの法廷活動を中心の発想というのは，もうこれからは

転換する必要があると思っています。むしろ，ニーズにこだわるような弁護士を目指していか

ないと食べていけなくなるんじゃないかなというのが，私の危機感で持っております。 

 それで，いわゆる訴訟で裁判所へ出入りすることができるというのが，ほかの士業に対する
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優位性なんだということだけでは，これからは弁護士の仕事は成り立っていかないだろうなと

思います。だから，若い先生方に申し上げているのは，早く専門性を磨いてくださいというこ

とを申し上げているんです。何とか努力したいと考えております。ありがとうございました。 

○本多（東京弁護士会） ありがとうございました。 

 拙いコーディネーターではあったと思いますが，最後に，パネリストの皆さんがお話しして

いただいたことだけでも，皆さんのほうで受けとめていただければ，今日のシンポジウムの価

値があったのではないかと考えております。 

 具体的には，弁護士と自治体との連携ということの理念はどうなっているのか，そのために

は，例えば身近なものにする，費用対効果をきちんと示すということが必要だとか，その一方，

今まで弁護士会の問題点，縦割りのものがあったのではないかということが指摘されたと思い

ます。 

 ただ，一つ，児童相談所の親権停止ということで，子どもさんが手術を受ける受けないとい

うときに，親権行使ができてないから，停止して手術を受けさせるということだったと思うん

ですが，それができて，命が救われたということは，非常に感銘を受けました。 

 長時間，遠いところを来ていただいている方もいらっしゃると思います。大変，ありがとう

ございました。 

 長い間，パネリストとしてお話ししていただいた方々に，一同，感謝の拍手をお願いしたい

というふうに思います。 

○司会（内野） 以上をもちまして，第18回弁護士業務改革シンポジウム第１分科会「地方自

治体の課題と弁護士の役割～実践例と今後の展望～」の全てのプログラムを終了いたします。 

 長時間にわたりまして，御静聴いただきありがとうございました。 

  


