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★１ はじめに 

（古田） 
 本日は，地方自治体で職員として活躍している法曹有資格者と，その関係者にお集まりいただ

きました。司会進行は，日弁連若手法曹サポートセンター・組織内弁護士サポートＰＴ幹事の古

田雄久が務めさせていただきます。 

 近時，各地の自治体において，法曹有資格者を職員と

して登用する動きが広がっていますが，本日の座談会で

は，これまでに必ずしも十分に掘り下げて議論されてこ

なかったテーマにも焦点を当てて議論を深めることによ

り，地方自治体における法曹有資格者の登用促進に向け

た現状の課題を浮き彫りにしていきたいということで，

皆さんにお集まりいただきました。 

それでは，ご出席の皆様に自己紹介をお願いする前に，まず，私の方から，簡単に自己紹介を

させていただきます。 
私の修習期は５２期で，弁護士登録後，都内の法律事務所に勤務して経験を積んだ後，平成１

６年６月から平成１９年１２月まで，任期付職員として金融庁に勤務しました。最初の２年間

は，証券取引等監視委員会で証券検査を担当し，その後，金融庁の総務企画局に移り，電子記録

債権制度の企画立案，法案作成作業に参加しました。任期中はいろいろと有意義な体験ができた
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と感じています。 
本日はどうぞよろしくお願いします。 

 
（渋谷） 

 本日のコーディネーターを務めさせていただきます，日弁連若手法曹サポートセンター・組織

内弁護士サポートＰＴ副座長の渋谷武宏です。 

私は，平成１８年１月から平成２０年１２月までの３年間，財務省関東財務局において証券検

査官として任期付公務員を経験しました。主な仕事は，証券会社に対する立入検査の際の職員に

対する法令の指導，職員の研修，インサイダー取引の審査などを担当していました。任期中は非

常に有意義な経験ができたと感じており，任期終了により弁護士に戻った後は，法曹有資格者で

公務員になった人やなろうとする方のサポートを行っています。 
 
（司会） 
それでは，まず，自治体において法曹資格を有する職員として現在活躍されている方，及び

つい最近まで活躍されていた方から，自己紹介をお願いします。 

 
（鎌田） 

東京都総務局総務部法務課で法務担当課長をしています鎌田眞理です。 

平成１９年６月に特定任期付職員として採用され，訟務を担当しています。当初３年間は行政

事件を扱い，この２年は国賠などを中心とした民事事件を主として行政事件も継続して担当して

います。 

期間は当初２年で３年延長され，現在４年８ヶ月間在籍しています。 

経歴としては４６期司法修習終了後，京都弁護士会に所属して７年２か月弁護士をしていまし

た。その後，家族の在外研究や転勤への同行，３人の子育てもあり休業し，東京都の現職で実務

に復帰しました。 

 

（南部） 

５６期の南部恵一と申します。大学卒業後，労働省（当時）に勤務した後に司法試験に合格

し，弁護士となりました。その後，平成２１年４月から２３年３月までの２年間，東京都労働委

員会事務局に審査調整法務担当課長として勤務しておりました。現在は弁護士に復帰し，都内の

法律事務所にて執務しております。 

 

（本多） 

東京弁護士会の本多でございます。私は，東京都庁在職中の平成１４年に司法試験に合格し，

司法修習終了後，平成１６年に東京都庁に戻り，法務部で指定代理人として訴訟を担当していま

した。その後，平成２１年に東京都庁を退職して事務所を開設し，現在に至っております。ま

た，現在，府中市の非常勤職員として，週に一度，庁内の法律相談や条例制定にあたっての相談

を受けております。 
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（帖佐） 

千葉県流山市に勤務しております帖佐直美と申します。流山市には，平成２３年４月１日から

任期付公務員として勤めておりまして，総務部総務課政策法務室長と議会事務局書記を兼務して

います。任期は２年で，５年まで延長可能となっています。 

弁護士としては，６１期ですので，４年目に入ったところです。都内の法律事務所に２年と３

か月勤めた後，流山市に採用されました。 

 

（富沢） 

特別区人事・厚生事務組合（以下「特人厚」という。）法務部で勤務しております富沢と申し

ます。私は，法科大学院を修了した年に新司法試験と公務員試験を併願し，新司法試験の合格発

表前に特別区職員に内定しました。その後，新司法試験に合格していましたが，まず特別区職員

になってみることにしました。非常勤・常勤を通じて２年弱勤務した後，修習生となるため退職

し，修習終了後，結果的に，特人厚に直接就職しました。 
弁護士経験はなく，登録もしていませんので，コメントできることはあまりありませんが，本

日はよろしくお願いいたします。 

 

（久保） 

平成２３年４月から，福岡市において児童相談所の機能を有する「こども総合相談センター」

の虐待対応担当部署に任期付公務員として勤務している久保です。私は，司法修習に入るまで１

４年間にわたり裁判所書記官として，少年，家事の他，主に民事関係を担当しておりました。ま

た，その間８ヶ月ほど育児休業を取得して育児にも関わっておりました。そのような経験もあっ

て，弁護士としては１年７ヶ月と短い経験ながら児童相談所というほとんど未知の世界に飛び込

むことを決めました。 
 

（司会） 

次に，地方自治体において，採用を担当された方々に自己紹介をお願いします。 
 

（水越） 

現在は，町田市財務部長をしています水越と申します。 

一昨年の３月まで総務部参事（兼）法務課長として法務全般を担当し，弁護士の自治体職員採

用を企画から実施までを担当いたしまして，その際，東京都の市としては初めて，弁護士の方を

任期付職員として採用することとなりました。 

 

（齊藤） 

神奈川県厚木市で文書法制課長をしている齊藤と申します。本市では，昨年４月に一般職の任

期付職員の採用等に関する条例を施行し，１０月から弁護士が１人採用となっています。私は，

対外的には採用している側に属しますが，職員の採用は職員課が担当していますので，庁内的に
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は弁護士の採用を依頼した側の人間です。 
文書法制課の所管業務は，市議会議案の取りまとめや条例・規則の審査，法令等の解釈，情報

公開などとなっています。 

 

（司会） 

次に，地方自治体へ，事務所に所属する弁護士を任期

付職員として送り出すという先進的な取組みをされてい

る楠井先生に，自己紹介をお願いいたします。 
 

（楠井） 

三重弁護士会の楠井嘉行でございます。元三重県職員で３７期です。 

私どもの法律事務所には，本日現在総勢１８名の弁護士がいます。そのうち２名が，特定任期

付公務員として，三重県名張市と三重県多気郡多気町にそれぞれ採用されています。三重県名張

市と三重県多気郡多気町は私が法律顧問をさせて頂いています。他にも５名の弁護士を三重県信

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中です。平成２４年４月１日付けで兵庫県明石市に特定任期付公務員とし

て採用して頂きました。更に１名特定任期付公務員として採用して頂く予定です。 

日弁連では弁護士業務改革委員会委員で主として行政分野関連小委員会で活動させて頂いてい

ます。また，橋本勇先生の監修のもとに「自治体の債権回収」（公職研）を複数の弁護士で執筆

したり，三重県や三重県内の自治体のコンプライアンス研修を担当しています。名張市からは，

職員１名の研修派遣を受け入れています。 

 

（司会） 

次に，地方行政に精通している伊東弁護士に自己紹介をお願いいたします。 
 

（伊東） 

東京弁護士会に所属している伊東健次です。期は３８期です。 

私は，東京都に１３年間在職し，在職中に司法試験に合格し，修習終了後は，弁護士として稼

働しています。地方自治行政に精通しているかどうかともかく，取り扱っている事件の大半は，

地方自治体からの依頼によるものです。個人や民間企業からの依頼は少なく，かなり，取り扱い

事件に偏りがあります。 

また，弁護士業務以外に，地方公共団体の職員の方を対象とする研修の講師も毎年，５ないし

６件程度は，引き受けているほか，この３月までは，ロースクールで，行政訴訟法，地方自治法

を担当する非常勤講師をしておりました。 
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★２ 法曹有資格者の職員登用の動きの背景 

 

（司会） 

 個別の議論に入る前に，まず，地方公共団体における法曹有資格者の職員採用状況について

確認してみましょう。 
 
（コーディネーター） 
 日弁連の調査では，２０１２年４月現在，２２団体において，合計３６名の法曹有資格者が常

勤職員として登用されており，うち２３名が任期付職員として勤務しています。 
 詳細は，資料をご確認ください。 
 

 
 
（司会） 
 ありがとうございます。近時，各地の自治体において，法曹有資格者を職員として登用する
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動きが広がっているということですね。 
伊東先生にお聞きしたいのですが，各地の自治体で法曹有資格者を職員として登用する動き

が広がっている背景として，自治体を取り巻く環境に何か変化があったのでしょうか。 

 

（伊東） 

地方分権一括法が施行された平成１２年以降，地方公共団体は，自己責任・自己決定の名の下

に，それまでの上部団体依存からの脱却を求められるようになりました。ただ，そうはいって

も，長年にわたり，国の機関委任事務を処理し，上部団体に依存してきた体質が直ちに変わるこ

とは困難でした。そればかりか，建前論は自己責任・自己決定といっても，地方行政は，国との

関係を重視しなければ円滑に機能しないという実態に若干の変化はあったものの大きくは変わっ

ていなかったようです。 

しかし，その後も，地方分権への動きはさらに大きくなり，平成２

１年６月地方分権改革推進委員会が発表した「義務付け・枠付けの見

直しに係る第３次勧告に向けた中間報告」において，国の基準を条例

で上書きすることを認めるよう求めたことにより，地方公共団体は，

自治事務において，その地域特性に応じた行政運営を求められるとい

う方向性が示され，平成２３年１２月，義務付け・枠付けの緩和を実

現するための法律が制定されたことにより，地方公共団体は，その地

域特性を生かした地方行政を実現せざるを得ない状況に立たされたも

のといえます。 

その結果，地方公共団体は，自らが政策立案の主体となり，地域特

性を生かした行政計画に基づく政策を展開することとなります。その際，自ら法令を解釈し，自

治立法権を駆使して総合的な検討を加え，政策の実現を図っていくために，法務能力の向上が必

要となります。また政策実現の過程において，争いが生じた場合には，訴訟によって自らの政策

の正当性を主張する必要性に迫られます。このような状況を考えたとき，行政に精通した職員の

みでは対応することが困難であることが予想され，法律的思考をすることができる職員の必要性

が認識され始めたのではないかと思います。 

 

（司会） 

 地方公共団体にとって，新たにどのような業務が増えたのでしょうか。 

 

（伊東） 

義務付け・枠付けの緩和の関係では，これまで，国の法令によって決まっていた施設の設置基

準や，審議会の委員の選考資格等が，国の基準を参酌して条例で定めることとなりましたから，

条例の制定，改正作業が発生しました。しかも，これまででしたら，国が標準条例かモデル条例

まで作ってくれていたのですが，法改正の趣旨に関する説明程度しか国からは示されない場合も

あり，地方公共団体独自で，条例制定作業をしなければならなくなってきています。 

さらに，地域特性に合った基準を条例で設定する場合，基準策定のための立法事実の調査も必要
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になります。 

 
（司会） 
 義務付け・枠付けの緩和を実現するための法律とは，どのようなものなのでしょうか。概要

について教えていただけますか。 
 
（楠井） 
 地方自治体の事務について，国が法律で事務の実施やその方法を義務付ける義務付け・枠付け

が各種存在する状態を根本的に見直し，地方公共団体の条例制定権の拡大を認める地域主権改革

が進められています。国家的最低限の（ナショナルミニマム）の議論はともかくとして，義務付

け・枠付けの緩和により地方自治体では，業務量が増大し，法務能力の向上が求められており，

弁護士側も地方自治体との関係構築のための種々な取組みが求められています。弁護士側も任期

付公務員，包括外部監査，職員研修，行政メール相談，行政仲裁センターなどの積極的な取組み

が求められていると思います。 
 
（齊藤） 

本市におきましても，義務付け・枠付けの緩和の関係につきましては，この２月から３月にか

けての市議会に，墓地，市営住宅及び図書館の各条例の改正等を提案しました。今後も，義務付

け・枠付けの緩和の関係では，多くの条例の改正等が予定されています。 
 行政としては，急激な変化は避ける必要がありますので，これまでの国・県の基準等を参考

に，本市独自の基準も盛り込みながら，緩やかに地域特性を発揮していきたいと考えています。 
 
（コーディネーター） 

 地方分権改革の流れの中で，地方自治体の対応すべき課題が増えているわけですが，地方自

治体の法務能力の実態は，どうなのでしょうか。 
 
（水越） 

まず，第１に，自治体の法務事務についての共通の課題として，法務事務体制が脆弱である自

治体が多いことがあげられます。これは，自治体の根強く残っている

前例踏襲主義，上部団体依存主義のなせる技です。前例に従い，前例

のない事案については上部団体にお伺いを立てる限りにおいては，法

務事務は不要だからです。 

第２に，職員の意識啓発を図る機会が少ないことが挙げられます。

これも前例踏襲主義，上部団体依存主義のなせる技です。 

第３に，住民意見を政策立案に反映する仕組みが十分でないことが

挙げられます。最近でこそ，自治基本条例を定めて，住民との協働を

提唱する自治体が増えていますが，それでも，住民意思は議会及び長

に反映されていることを前提に，政策立案は自治体の執行機関が行
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い，それに住民意思が反映されることは少ないのです。 

 
（司会） 

法務能力向上のための方策としては，どういったものが考えられるのでしょうか。 

 
（水越） 
 自治体の法務能力向上のための方策としては，第１に，政策法務担当部署の新設や法務体制の

強化など組織体制の強化から始めなければいけません。組織体制が整備されなければ，自治体内

での発信力が生まれないからです。 

第２に，できる限り多くの職員に法務に係わる業務を経験させ，能力開発を図る必要がありま

す。総務部門ないし企画部門に政策法務担当部署を新設したとしても，法務事務はその部署に任

せておけば足りるという体質が生まれたのでは法務能力は向上しません。市でいえば，少なくと

も各部に政策法務担当職員を配置し，まず，各部で検討したものを政策法務担当部署に持ち上げ

る体制をとることにより，これは実現できると思います。 

第３に，政策法務に関する体系的継続的研修の充実及び体制の構築が考えられます。政策法務

については，まだまだ端緒についたばかりですから，研修により，職員の能力を向上させ人材の

育成を図らなければなりません。 

 このような組織体制の強化，人材育成などを効率的に解決するには外部からの庁内弁護士の積

極的活用も効果的であると考えています。 

 

（コーディネーター） 

自治体の法務能力の向上をサポートするために，外部弁護士は活用できますか。 

 
（伊東） 

活用方法はあります。知り合いの弁護士が，かつて実際にやられたことですが，住民訴訟の打

ち合わせの際に，関係職員を多数集めて，単に事実関係を聞き出すだけでなく，ＯＪＴとして意

見を求めるということをしていました。私もお手伝いしていた住民訴訟なのですけれど，これを

すると，一件の打ち合わせに，午後をすべて使ってしまうこととになり，外部弁護士としては，

いつでもできる方法ではありません。 

また，外部弁護士で，地方行政に関し，十分な法的な知識と経験を有している方が，非常に少

ないのが現実です。そのため，依頼する地方自治体の近隣にいる少数の弁護士のところへ依頼が

集中し，自治体の法務能力向上をサポートすることが物理的に難しいと思います。ただ，任期付

職員としての経験を積んだ弁護士が増えれば，少数の弁護士に依頼が集中するということがなく

なり，外部弁護士としても，地方公共団体の法務能力向上をサポートすることが可能となるので

はないでしょうか。 
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★３ 法曹有資格者の登用が有用と思われる業務と，有用性の程度・課題 

 
（司会） 

 法曹有資格者を職員に採用した場合，どのようなことができるのか，という点について，議

論をしてみたいと思います。 

 地方自治体で行われる業務の分野は，かなり広範囲にわたりますが，弁護士を活用すると効

果的である業務として，どのようなものが考えられるのでしょうか。 

 

（伊東） 

従来型の業務としては，紛争解決がありますが，紛争が発生してからですと，外部弁護士でも

十分対応できると思います。紛争初期の対応がよければ，紛争の拡大は防げます。その意味で，

地方公共団体の内部に，いつでも，気軽に相談できる弁護士がいることは有用だと思います。 

それ以上に，地域特性を生かした行政を展開するためには，自主的な法令解釈と自治立法権を

駆使して総合的な検討を加え，政策の実現をはかる必要がありますが，先ほど水越さんの発言に

あったように，政策法務担当部署に，実務経験のある弁護士が入ることにより，自主的な法令解

釈能力が向上し，自主立法権を使って，地域特性に合った政策の立案が可能となります。また，

日頃から，政策法務担当部署の職員及び各部単位で置かれた政策法務担当職員に対するＯＪＴが

可能となりますし，研修の講師も行うことができ，人材育成に有用だと思います。 

さらには，政策実現のために，訴訟も視野に入れる必要が出てきたとき，これは，弁護士でな

いと対応できないでしょう。 

また，後ろ向きの活用方法ですが，行政クレーマー対策にとっても，弁護士は有用と思いま

す。ただ，行政クレーマーは，弁護士であっても，それなりのノウハウは必要ですが，特定の住

民のために，長時間職員が対応せざるを得ないというのは，地方公共団体にとって，大きな損失

ですから，早めに，弁護士による対応を図るべきでしょう。 

 

（鎌田） 

「ちょっと法律家の意見を聞いてみたい」というニーズの高さを感じています。内線電話やメ

ールで，あるいは同じ庁舎内で会って話すことのできる存在はとても有用だと思います。 

 

（楠井） 

自治体内に弁護士がいると，いつでも，気軽に相談でき，庁内各課の判断に迷うことや困りご

との法律相談を迅速に行うことによって職員が自信をもって仕事ができるようになると思いま

す。 

さらに，行政の政策・施策の実行については，施策・企画立案をする際，早い段階から，気軽

に相談することにより，弁護士がもっている法律的知識を有効活用することができ，施策企画立

案に際し，有用であると考えます。 

また，職員からの相談に対し，法的アドバイスを与えることで，迅速にその職員が抱えている

問題の解決を図ることができますし，条例や要綱立案等に参画することで政策形成に寄与するこ
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とができると考えています。 

 

（齊藤） 

地方行政の高度化，専門化が進む中で，行政が直面する課題について，それらを迅速に解決す

ることは，市民の利益につながると思っています。しかし，迅速な解決には法務に関する高度で

専門的な知識や実務経験が必要となってきます。 

そこで，現状の職員の知識と能力では対応困難な課題に直面した場合に，常時庁内に勤務して

いる同僚としての法曹有資格者に，いつでも気軽に法律的な課題を相談できる環境を整えること

が必要であると考えました。また，職員が法曹有資格者と共に課題解決に当たることにより，職

員自身の法律的な知識と能力を高め，職員が仕事に自信を持つことができるのではないかと考

え，法曹有資格者の採用を希望しました。 

 このようなことから，本市の任期付職員としての法曹有資格者の職務内容は，①庁内弁護士と

して職員からの法律相談を受けること，②法令解釈等に従事する職員の人材育成を行うこと，③

条例の制定に係る法的アドバイス，④行政に関する紛争等の処理，⑤不服申立て事案の決定書の

作成等に係る助言及び指導，⑥訴訟事務並びに訟務事務に係る助言及び指導を行うことなどとな

っております。 
 

（本多） 

 法曹有資格者が身近にいれば，法的な問題が発生し，対応に迫られたとき，直に相談でき，そ

の結果を踏まえて対応できるという安心感があるでしょうし，職員自ら対応できるように法的能

力向上のための研修を実施しておくということもできるでしょう。 

それらに加え，法曹資格者が随時，法的観点から各業務の内容をチェックし，問題点を指摘

し，改善を図るということもできるのではないでしょうか。そして，何か，政策を実施しようと

したとき，法的問題はないか，どうすれば政策が実現できるかということを検討できるというレ

ベルまでいけば，個々の職員の政策法務能力の向上だけでなく，自治体そのものの政策法務能力

を国に対抗できる程に向上することも可能ではないでしょうか。 

 

（水越） 

 皆さんからいろいろな話がありましたので，ちょっと違う観点から申します。 

 人材育成という点から考えますと，弁護士が身近な存在として，気軽に相談できるということ

が浸透してくると，今まで法的なことで悩んで進まなかった事項もちょっとしたアドバイスから

解決への糸口が見出せ，その後の職員の仕事に対する姿勢が変わってくることもあり，間接的で

はありますが，職員の潜在能力の開発や意識改革なども含め，研修とは違った人材育成に大きく

寄与できるものと思います。 

 
（帖佐） 

 「流山市は弁護士に何を求めて職員として採用したのか。」と考えると，職員の政策法務能力

を向上させることを求めているのだと思います。 
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 市役所に勤務していて感じることは，市民の意識が高く，はっきりと法的な説明を求めてくる

方が多いということです。このような市民の方に対応するには，窓口の職員一人一人の法務能力

の向上が必要になります。このような状況があるために，地方自治体でも法曹有資格者の任用を

検討するところが増えているのではないでしょうか。 

 政策法務室の所掌事務には，「法律的課題に対する相談，協力及び処理に関すること。」と，

「職員の政策法務能力の向上のための研修に関すること。」が含まれています。 

 研修だけではなく，日常の法律相談においても，こちらから一方的に回答を示すのではなく，

担当者と一緒に，資料を集めたり，事例を検討したりしながら問題を解決していくことで，担当

者にも法律的な問題を解決するプロセスを体験してもらうことが，職員の政策法務能力の向上に

つながるものと考えています。 

 

（コーディネーター） 

 政策法務研修では，具体的には，どのようなことを研修するのですか。 

 

（帖佐） 

 第１回の政策法務研修では，千葉県の政策法務室から講師を招いて，「政策法務とは何か」と

いうテーマで講義をしてもらった後に，受講者に条例を

チャート化するという作業をしてもらうことで，法令・

例規に親しんでもらうという研修を行いました。 

第２回，第３回は，私が講師となって，「条例と国の

法令との関係」「条例による人権の制約のあり方」とい

うテーマで研修を行いました。研修では，必ず演習問題

を取り入れ，考えてもらう時間を作るようにしていま

す。また，各課で１名以上選任してもらった政策法務担当者を研修の対象者とすることで，各課

に１人，政策法務を意識して仕事をする職員がいるという状態を作っていきたいと考えていま

す。 

今後も，２か月に１回程度のペースで研修を行う予定です。今後は，１年間法律相談を受けて

きた中で，その相談の担当者だけでなく広く知っていてもらいたいと感じた民法の知識や，契約

書に盛り込むべき事項等についても触れていきたいと考えています。 

 

（司会） 

 帖佐さんの場合，議会事務局書記も兼務されているわけですが，議会事務局では，法曹有資

格者の活用方法として，どのようなものが考えられるのでしょうか。  

 

（帖佐） 

 議会事務局の書記としても，日常的に議員や議会事務局の職員から，法令・条例の解釈につい

て相談を受けています。また，流山市議会では議員提案で条例を制定するという取組みに力を入

れていますので，委員会で条例案の検討を行う際には私も出席し，議員からの法的な問題につい
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ての質問に答えています。 

 

（コーディネーター） 

 政策法務室長と議会事務局書記を兼務することについて，不都合はありませんか。 

 

（帖佐） 

 議会事務局の書記としては，議会の方針に関わるような発言はしません。法令や条例の解釈に

ついて，法律の専門家として回答をしています。また，市長提案の条例案の内容について議員か

ら質問があった場合には，立場上回答することはできないと答える場合もあります。 

 弁護士をもう一人任期付きで採用して，政策法務室と議会事務局にそれぞれ配属するというの

が望ましい形だとは思っています。 

 

（伊東） 

帖佐さんの場合のように，執行機関の職員と議会事務局の書記を兼務するというのは，イレギ

ュラーなケースだと思います。帖佐さんのお話のように，議会事務局も独自に任期付職員を採用

するのが本来あるべき姿であろうと思います。 

 先進的な議会においては，議員提案による条例の制定ということが行われています。そのよう

な活動をされている議会は，まだまだ少数派でしょうが，議員提案の条例案を作成するとなる

と，法制執務の観点からのみならず，条例化する目的に適合しているかどうか，他の法令との関

係で問題はないか，さらには，地方自治の視点からの理論武装などが必要になってきます。その

際，議会事務局に弁護士が任期付職員として入っていることにより，議員の方たちは，構想段階

から，法的な側面を含めて，条例化に向けた検討が可能となると思います。 

 また，異なる会派から相談を受けることも，利益相反行為になるわけではなく，現に，衆議

院，参議院の各法制局では，各政党からの相談を受けていると聞いています。それでも，自分の

会派の力だけで，条例案を策定したいと考える会派があれば，そのときは，政務調査費を使っ

て，外部弁護士に調査検討を依頼すれば良いと思いますが，なかなか，適任の弁護士を探すのが

難しいと思います。その意味でも，任期付職員として弁護士を採用しておいた方が，議会として

は，活動しやすいものと思います。 
 

（司会） 

次に，紛争が発生した後の対応について議論をしてみたいと思います。 
地方自治体が当事者となる訴訟では，地方自治体内に弁護士がいることにより，どのような

影響があるでしょうか。 

 
（鎌田） 

東京都は知事部局だけでも年間２５０件程度訴訟案件が発生します。行政事件及び民事事件も

各々常時１００件を越えて係属しており，法曹資格を有する６名を含め１７名の職員で対応して

います。庁内での法務の蓄積もあり，法曹資格を有しない管理職・一般職員も一定の経験で十分
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に対応できる案件も多く，裁判所の示唆や司法制度の理解を法曹資格者で補うことくらいで，年

間数件から十数件であっても，一人法曹資格者が内部にいれば，かなり内部対応が可能になると

思います。 

また，法廷に立つ部署もあることは，職員の定期採用でも，法的素養がある人や法曹をめざし

たことのある人を惹きつける要素だと思います。法務課では，手を挙

げ選考をくぐり抜けて異動してきた有能な職員の方たちと一緒に法廷

立会しています。今後庁内のそれぞれの場に異動したときに，身につ

けたリーガルマインドを駆使して活躍下さるよう育成することも大き

な目標にしています。 

法曹が組織に入っていくことの目標は，法曹の必要がなく現場が適

切な判断で運営される仕組みを作ることと考えています。組織内部に

いると，こちらからも折に触れて，訴訟の過程で浮き彫りになった問

題点や改善点を検討するように働きかけたり，問い合わせしたりもし

やすく，さらに，訴訟で問題となった法解釈や要綱の考え方など，横

断的に他の部署の方にも訴訟の主張のための検討会といった形で集まっていただいて，問題提起

して点検してもらうことができます。 

 

（楠井） 

自治体内に弁護士がいると，訴訟事務については，顧問弁護士の事務所に訴訟委任し，担当部

室の担当職員と総務室の担当職員とが対応していくという形をとった場合，担当課（原課）から

の資料提供や争点整理及び顧問弁護士（訴訟代理人）への説明が従来より的確かつ詳細になされ

ると思われます。その結果，両者の意思の齟齬が生じることなく，スムーズに打ち合わせがすす

み，適切な訴訟進行や，事件の早期解決につながることが期待できます。 

 

（司会） 

債権管理やその他の業務において，地方自治体内の弁護士を活用できる場面はありますか。 

 
（楠井） 

債権管理・回収業務は，弁護士の得意とする分野ですか

ら，内部の弁護士で処理することもできますし，外部の弁

護士に依頼するときにも，円滑な事務遂行が可能であるば

かりか，進行管理も適切に行うことが可能でしょう。 

また，不当要求やクレーマーに対する対応・対策をより

適切に行うことが可能です。 

 

（コーディネーター） 

 債権管理については，ある程度定型的な部分もあるため，内部の弁護士を活用せずとも，マ

ニュアル化・ルーティン化することで対応できるのではないかとの意見もありますが，いかが
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でしょうか。 

 

（楠井） 

 内部の弁護士には，外部の弁護士のクオリティ・コントロールなど独自の意義もあると思いま

す。また，内部の弁護士は，税債権等の公債権を取り扱うこともできます。外部の専門家弁護士

が取扱いにくい少額債権も迅速に取り扱うことができます。そのような意味で，内部の弁護士の

有用性は高いと思います。ちなみに，徴税吏員の経験は法律事務所に戻って実務を行う上でも大

いに役立つと思います。 

 

（コーディネーター） 

 不当要求やクレーマーに対する対応については，弁護士の活用が期待されるところですが，

第三者性のある外部弁護士の方が，より適切な対応を期待できるのではないでしょうか。 

 

（楠井） 

 内部の弁護士なら，タイムリーに対応できる場合が多いことも，意義の一つと考えます。どこ

の自治体もモンスターペアレントやモンスターペイシェントと呼ばれる方への迅速な対応を求め

られていますが，内部の弁護士を活用すれば，外部の専門家の弁護士と協働して適切な解決を図

ることができると思います。実際上，職員の方の不安を早く取り除く必要がある事案が多いので

す。職員のメンタルヘルスの観点からも有用と思います。 

 

（司会） 

久保さんは，児童相談所でどのような仕事を担当されているのですか。 

 

（久保） 

児童相談所から私が求められている仕事は，対応困難保護者の対応・児童の一時保護立会

い，職員の法的相談対応，職員に対する法的教育が主なものです。 

 

（コーディネーター） 

 対応困難保護者への対応は，まさに弁護士の活用が期待される分野ですが，弁護士が入るこ

とで，却って，保護者の方の態度が硬化することはないのでしょうか。 

 

（久保） 

クレーム対応等で弁護士が入ると，大抵の方は，話を冷静に聞くか，少なくとも身構えられる

ので，ただ怒鳴り散らすということはなくなります。したがって，この点では，外部弁護士でも

変わらないように思います。しかし，中には，弁護士が入ることで対決姿勢を出される方もおり，

そのような場合は，「職員として働いており，法律的な説明のために同席させてもらっていま

す」との説明をするとそれほど拒絶反応はされなくなりますので，内部弁護士の効用はあると思

います。また，先ほどのお話にもありましたように，タイムリーに対応できるのはもちろん，ク
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レーム対応がありそうな案件は以前から関わっていることがほとんどですし，児童相談所の職員

とも日ごろからコミュニケーションをとっているので，担当者との事前打ち合わせもスムーズに

行く点も内部弁護士の効用だと思います。 
 

（司会） 

久保さんが児童の一時保護に立ち会う場合，具体的にはどのようなことをするのでしょうか。 

 

（久保） 

具体的には，こどもにつき，一時保護を要すると所内で判断されますと，担当職員のほか数人

でこどもの現在地，多くは保育園，学校，病院などに向かいます。一時保護の実施の場面では法

的判断が必要なことは少ないのですが，万一法的な判断が求められたときの備えのために私も同

行します。ただ，どちらかというと一時保護の実施の際の一要員として同行していることの方が

多いと思います。実際にあった例では，自宅に親子一緒にいるときに一時保護にいった際，担当

職員が親を抑えている隙に私が乳児を抱えて戸外に運び出すこともありました。 

そして，一時保護をした後は，保護者への告知に移ります。法的説明が求められる場面ですの

で，これにも私が同席します。突然こどもをさらわれた保護者の怒りは毎度すさまじく，法的な

説明をしてもなかなか収まらないことも多々あり，「返せ」「返せない」の言い合いになること

もありました。ただ，私が児童相談所の課長であると同時に弁護士でもあることを告げて話すと，

多くの場合，保護者は，口調は強いものの構えた話し方になり，担当職員に対するのと同じよう

にむやみやたらと暴言を吐くことはほとんどありません。したがって，この点では，児童相談所

が弁護士を常駐にしたことの効果は出ていると思います。 

 

（司会） 

久保さんも，ほかの出席者の方と同様に，職員の法律相談にも対応されるとのことですが，具

体的には，どういった種類の法律相談が多いのでしょうか。 

 

（久保） 

職員の法的相談についてですが，児童福祉に関わる法律についてはもちろんですが，こどもに

関しては，事件を起こせば少年法に関する相談が，親権との関係で

は民法に関する相談が，親に関しては，虐待で刑事事件となった場

合に刑法，刑事訴訟法に関する相談が，家裁の手続きについては家

事審判法に関する相談が，不服申立については，行政手続きに関す

る相談があるなどさまざまな相談が持ち込まれますし，しかも緊急

に回答を求められることが多いので日ごろからの研鑽が欠かせませ

ん。職員からは，基本的なことでも気軽に聞けて，自信を持って仕

事ができるという声が聞かれますので，この点でも弁護士常駐の効

果が出ていると思います。なお，福岡市に７つある区の各こども支

援担当係から相談を受けたり，会議に出席して相談を受けることも
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あります。 

この他，所内会議に毎回出席して法律解釈や家裁に対する申立の認容の見込みについて意見を

述べたり，家裁への申立書を起案したり，家裁の審問期日に担当職員とともに出席したり，捜査

機関や弁護士からのこどもや職員に対する事情聴取に同席したりしています。 

なお，児童相談所自体の仕事ではありませんが，議会の委員会に行政側として他の幹部ととも

に出席します。  

 

（コーディネーター） 

久保さんは，まさに児童虐待対応の最前線で仕事をされているわけですが，どのようなご感想

をお持ちでしょうか。 

 

（久保） 

弁護士としての力を必要とされる場面が多々あり，担当職員とともにまさに児童虐待対応の最

前線で，自らこどもを救う仕事をしていることが実感でき，職員との一体感を感じることのでき

る職務です。また，少年事件に関わってしまうこどもがどのような特性を持ち，どのような環境

で育ってきたのかを知ることができる点では，貴重な立場でもあると思います。さらに，医師，

臨床心理士も職員として採用されているので専門的な意見も聞くことができますし，外部の医師，

施設，里親などとも関わることが多いので異なる視点からの意見を聞くことができ，私自身とて

も刺激になります。 

 

（コーディネーター） 

法曹有資格者登用の有用性について話を戻します。自治体で勤務された経験のある方に伺いま

すが，自治体の職員となってみて，なにか問題点を認識して，対処されたことはありますか。 

 

（本多） 

「何故，もっと早く相談してくれなかったの」と言いたくなるときはありますし，問題が起こ

る前にこうしておけば起こらなかったのではないか，などの点も議論し，予防法務という観点も

大切にしようと思っています。 

 

（南部） 

その点は守秘義務との関係で具体的に申し上げにくいのですが，例えば，実務法曹であれば，

ルールの「透明性」「明確性」の価値・重要性を嫌というほど認識しているわけですが，このあ

たりは行政の方の意識はまだまだかもしれません。 

 

（久保） 

異動サイクルが短く，業務多忙のため，関係法令に対する職員の理解が十分ではないという問

題があると感じたため，関係法令等について基礎知識を簡潔にまとめた紙面（Ａ４で２枚程度）

及び数回に一度復習クイズを毎週１回職場内メーリングリストで配信しました。 
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（司会） 

自治体で法曹有資格者を職員として登用してみたものの，あまり効果があがらなかった，とい

った失敗事例はあるのでしょうか。 

 

（本多） 

今，法曹有資格者を職員として採用している自治体は，法的対応やサポートの必要性を認識し

て採用しているのですから，採用してみたものの，担当する仕事がない，担当する仕事がふさわ

しいものではないなどの失敗事例はないのではないでしょうか。もちろん，法曹有資格者といっ

ても，通常，行政職員としての経験は全くないのですから，組織間の調整など行政職員としての

能力についての不満はあるでしょうが，そもそもそのような行政職員としての能力は期待してい

ないのではないでしょうか。 

 

（コーディネーター） 

コンプライアンス部門で，弁護士が有用であるとの話が，民間・官庁を問わず出ているのです

が，コンプライアンスに関して，本当に弁護士は有用なのでしょうか。 

 
（楠井） 

地方自治体における汚職，不正会計などの問題は，未だに，なくならないのが実情です。統計

的にも，平成１９年度中に発覚した地方自治体の汚職事件の件数は１４３件，平成２０年度は１

５６件，平成２１年度は１２３件と報告されています。このような，地方自治体における汚職，

不正会計などの問題は，自治体のコンプライアンスに関わる問題です。外部弁護士では，自治体

のコンプライアンスを確保するには限界がありますが，組織内の弁護士であれば，組織の中の情

報をいち早く入手することが可能であり，コンプライアンス体制の確立に寄与できると考えられ

ます。 

組織の内部に弁護士がいれば，管理職の法曹有資格者として，職員といえども地方自治体の首

長等に対し，直接ものを言えると思います。懲戎手続の適正手続や量定に関与できコンプライア

ンス体制の確立に寄与できると考えます。ただ，内部弁護士には，限界もあります。首長に頼ら

れる弁護士になって欲しいとうちの法律事務所の弁護士には言っています。 

 

（伊東） 

弁護士だから，それだけでコンプライアンスに有用であると断定するのは，言い過ぎではない

でしょうか。コンプライアンスは，組織的に行うことにより実効性が出るのではないかと思いま

す。情報収集一つをとってみても，内部弁護士が収集できる情報量は限られています。 
また，公益通報による場合には，内部弁護士への通報には慎重にならざるを得ないでしょう。 
しかし，弁護士が，コンプライアンスにとって，有用なのは，楠井先生のお話にありましたト

ップのコンプライアンス確保です。弁護士であれば，トップにもの申し，その結果，退職せざる

を得ない状況に追い込まれても，生活することが可能です。このようなことを，一般職員に要求
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することは酷です。この点では，弁護士であれば，相手が誰であれ，コンプライアンス上の注意，

警告を発することが可能です。もっと，端的に言えば，十分な情報を収集し，弁護士に提供でき

るコンプライアンス組織が確立していて，弁護士を有用活用できるのではないでしょうか。 

 

（本多） 

 市の非常勤職員として毎週法律相談をしていると，財産管理，著作権，労働問題，税，不服審

査など，様々な分野の相談が寄せられます。自治体には様々な問題を抱えているのに，相談する

相手がいないために，潜在化している問題がたくさんあるのではないでしょうか。まずは，相談

業務全般から入り，法律問題を主に担当する個別事業を担当するということもあり得るのではな

いでしょうか。 

 

（コーディネーター） 

 これまでに議論してきた分野のほかに，今後，法曹有資格者の活用が期待される業務とし

て，どのような行政分野が考えられるのでしょうか。 

 
（南部） 

私が勤務していた労働委員会は，準司法機関として不当労働行為に関する事実の認定・評価や

和解手続を行っており，法曹有資格者を活用しやすい業務であると思います。おそらく，地方自

治体の中には，このような業務が他にもあるのではないかと思います。 

 

（伊東） 

そのとおりだと思います。土地収用委員会，人事委員会，公平委員会なども準司法的機関とし

て位置づけられていますから，活用しやすい業務と思われます。審査すべき事案が，どの程度あ

るかにより，法曹有資格者を行政内部におく必要があるかが決まると思います。 

 

（南部） 

在職中の同僚が，その後，都庁の他の部局に移動したのですが，「労働委員会と違って，法律

の解釈なんか全く関係のない職場で驚いた」と話していました。おそらく，行政の中でも法律を

日常的に使って仕事をしている部署もあれば，そうでない部署もあるのでしょう。その意味では，

法曹資格者がストレートに活用され得る業務ばかりなのではないのかもしれません。ただ，法曹

資格者の，「相手方の立場からも事件を見てみる」であるとか，「事案を整理して議論を深めて

いく」といったスキル・能力は，どこの職場でも活用し得るような気がいたします。 

 

（水越） 

やはり，さきほどの伊東弁護士のお話にもありましたように，訟務事務の指導，人材育成に活

用できるほか，庁内弁護士としての効率的な法律相談（迅速さ，心理的安心感）や，行政法規の

解釈（解釈，運用の適法化への指導）の場面での活用が考えられます。例えば，条例において刑

事訴訟法の適用を受ける行政刑罰を設ける場合には，義務ではないが事前に検察庁と協議が望ま
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しいとされています。自治体が定める罰則の実効性を確保するために検察庁との連携は必要不可

欠であります。条例制定の適正化への後押し役として法律専門家の活躍の場があります。また，

研修の充実（行政内部に身を置く中で，タイムリーな題材，必要性の高いテーマについて研修を

行い，自治体職員の法律的スキルの向上を図る）での活用が期待できます。 

 

（司会） 

 法曹有資格者を職員として登用した場合に，法令の審査や企画法務については，どの程度，

機能するのでしょうか。普通の弁護士が自治体職員になってすぐに，審査法務や企画法務につ

いて活躍できるのでしょうか。 

 

（齊藤） 

審査法務という観点からは，自治体職員になったばかりの弁護士にも，活躍の場は十分にある

と思います。新たな条例を制定する場合や，既存の条例を一部改正する場合に，その内容が現行

の法令に違反することとならないかという法令適合性の確認などには，弁護士としての法令知識

は大いに役立つと思っています。 
 企画法務という部分についても，直接担当する職員を法令適合性という側面からバックアップ

できるということは，心強い味方になり得ると思います。 

 

（水越） 

一般的に通常，各自治体の法務部門で行っている条例，規則等の審査業務の中でも，法制執務

といわれる形式的な例規審査は各自治体ごとにローカルルールというものもあり，一定期間経験

している一般職員であれば，十分でき得る業務でありますが，自治体職員となった弁護士には法

制執務ではなく，自治体の政策形成過程における「政策デザイン」の段階から立法法務（企画法

務と審査法務）について活躍できるフィールドがたくさんあると思います。 

通常，原課が企画法務として条例案の企画立案を行い，法務部門が審査法務として適法性その

他の観点からの審査を行っていますが，どちらにおいても，一般職員がまだまだ不得手としてい

る法令適合性を視野に入れた分野で強力なサポートができると思います。職員を育成することも

できるこのスタイルでの継続の先に政策法務への一つの道も開けるものと感じています。 

 

（帖佐） 

 いわゆる法制執務については法的な知識とはまた異なる知識と経験が必要なものですから，弁

護士が法制執務を一から学ぶ場合に他の職員と変わるところはなく，あまり弁護士に担当させる

意味はないのではないかと思っています。 

流山市が審査法務という点で弁護士に望んでいる役割は，いわゆる法制執務ではなく，憲法と

の整合性，法令との整合性，目的と手段との合理的関連性という部分での判断ですので，その部

分であれば，弁護士が役に立てる場面も多いのではないかと考えています。 

企画法務については，担当課の職員からの法律相談という形で，弁護士が役立つ部分も多いの

ではないかと思います。 
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（コーディネーター） 

 自治体における組織内弁護士の登用に消極的な立場からは，自治体の業務のうち，内部に弁

護士を登用することが有益なものは多くない，という意見もあります。つまり，自治体の業務

のほとんどは，内製化して一般職員により対応する方が効果的であるものと，外注化して外部

弁護士を活用した方が効果的であるもので占められており，内部に弁護士を登用する必要性は

ほとんどない，という意見が述べられることがあるのですが，これについてはいかがでしょう

か。 

 
（楠井） 

地方自治体の業務は，法律や条例に基づいて行わねばなりません。一般職の職員は，各部署を

転々としますので，専門性を高める機会が少なく，内製化には自ずと限界があり，常に本当にこ

の業務処理でよいのかという不安の中でお仕事をされています。少し込み入った案件は，考えこ

まれる方も多いのです。内部に弁護士を登用すると迅速な判断やアドバイスを求めることができ

るメリットがある上，外注化して活用した方がよいか否かの仕訳もできます。内部弁護士は心強

い味方といえると思います。 
 

（伊東） 

現実の地方自治体の職員の実態を考えれば，内製化には限界があります。地方自治体の職員は，

自ら考え，判断するという習慣を持っていませんでした。内製化に対応することができる職員を

育成するためにも，内部弁護士は有用だと思います。 

外部弁護士の活用の限界は，既に明らかです。活用に値する弁護士の数があまりに不足してい

るからです。任期付職員としての経験を積んだ弁護士であれば，外部弁護士として活用に値する

ようになると思いますので，外部弁護士の活用を考えるに当たっても，まず，任期付き職として

の登用ではないでしょうか。 

 

（コーディネーター） 

 自治体の規模等によって，弁護士の活用の仕方には差が生じるのでしょうか。 

 
（本多） 

自治体の規模等によって弁護士の活用の仕方に違いはあるでしょう。私が在籍していた東京都

には，法務課という庁内の訴訟，不服審査を一手に担当する部署がありますので，そこに配属さ

れた特定任期付職員は，もっぱら訴訟を担当しておりました。 

しかし，規模の小さい市町村の場合，弁護士が業務を訴訟に特化するほど訴訟の数はないです

から，まずは，法律に関係するあらゆる業務の相談相手となるでしょう。 

 

（南部） 

自治体の規模等によって弁護士の活用の仕方には差が生じるのは，当然あると思います。東京
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都労働委員会の場合，不当労働行為審査事件が年１２０件ほど申し立てられていますが，道府県

によっては年１件あるかないかというところもあります。率直に申し上げれば，都道府県労働委

員会で法曹資格者を採用できる規模のところは，数箇所しかないでしょう。 

 

（富沢） 

私も，自治体の規模等によって弁護士の活用の仕方には差が生じると思います。弁護士の活用

になじむ特定の業務が大量に生じる自治体であれば，専らその特定業務を担当させるという活用

もできるでしょうし，そうでない場合は，全庁的な法務担当として活用するという例が多くなる

のではないでしょうか。 

争訟事務や庁内法律相談，私債権管理などは一般的になじみやすいと思いますが，それ以外の

分野については，弁護士以外でも，専門家を活用すればより効果的と思われる業務がある中で，

全体のバランスを考えてなお，「弁護士の活用」を優先するだけの実際的効果がある業務かとい

う観点から検討する必要があるため，難しい面もあると感じます。 

 

（楠井） 

特に小規模自治体では，そもそも法務を統括して処理する部門がないところが多く，弁護士有

資格者の採用に消極的であると推測されます。 

しかし，三重県多気郡多気町は，シャープの企業城下町ですが，債権管理が進んでいないの

で，任期付職員として弁護士が採用されたものです。多気町は人口１万人規模の町ですが，総務

税務課に特定任期付公務員（女性弁護士）を採用して，訴訟事務，庁内の法律相談，政策・施策

の実行，債権管理・回収業務，不当要求・クレーマー対策の業務を行わせています。さらに，平

成２４年４月から女性弁護士による町民法律相談も実施予定です。重点の置き方は別として自治

体の業務内容自体は共通のものが多く，活用の仕方に差はないと思われます。 

 

（帖佐） 

流山市では，規模の大きな自治体とは異なり，政策法務室の室員は１名で，忙しい総務課の職

員に事実上手伝ってもらっている状況であるため，なかなか各課でどんな問題が発生しているの

か見えてこないというのが課題でした。 

そこで，視察で学んだ千葉県の政策法務に関する組織作りを参考に，各課に１名政策法務担当

者を選んでもらい，政策法務担当者に課内で法的な問題が発生していないか注意して見ていても

らい，何か問題が発生したらすぐに政策法務室に連絡してもらえるようお願いしました。政策法

務担当者には，政策法務研修に継続して参加してもらうこと，課内の法律問題について政策法務

室と一緒に考えたり調べたりしてもらうことで，政策法務能力を上げてもらい，各課に一人，政

策法務を意識して仕事する職員がいるという状態までもっていくことを目指しています。 

このように，組織づくりから提案して実現していくことができるところに市役所で働くやりが

いや面白さがあると思っています。 

また，市は県等とは異なり，窓口に立つ職員は常に市民と直接接して様々な要望を受けていま

す。それぞれの部署で受けた市民からのあらゆる要望等が法律相談という形で政策法務室に集ま
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りますので，法律事務所では出会わないような幅広い相談を受けて職員と一緒に悩むことが出来

るところにも市役所で働くやりがい，面白さがあります。 
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★４ 職員としての法曹有資格者と顧問弁護士等の外部弁護士の違い 

 
（司会） 

しばしば，「顧問弁護士など外部の弁護士への委嘱で対応でき

る」とか，「法曹有資格者を職員に登用しなくても，外部の弁護士

を活用すれば足りる」といった意見が出ることがあります。 

そこで，顧問弁護士などの外部弁護士との違いや役割分担につい

て，議論をしてみたいと思います。 

まず，これまでに，自治体が顧問弁護士などの外部弁護士を利用

する際の実態は，どのようなものだったのでしょうか。どのような

問題点があったのでしょうか。 

 

（楠井） 

顧問弁護士ではない弁護士を利用する場合の問題点としては，次のようなことが言えると思い

ます。 

まず第１に，電話で予約を入れ，双方のスケジュールを調整してから会うため，すぐに相談す

ることができません。また，自治体の相談案件を優先的に処理してくれるとは限りません。 
第２に，その事件（その場）限りの対応となりがちで，事後のことまでは対処してくれませ

ん。 
第３に，人柄，専門分野，得意分野の把握が難しく，適切な弁護士を選定するのが困難です。 
第４に，信頼関係を構築するのが難しい傾向があります。 
第５に，相談の際，事件の背景の説明に多くの時間を割かれてしまいがちです。 

 また，顧問弁護士を利用する場合であっても，相談の際，やはり背景説明が必要であり，核心

にすぐに入れないこともあります。 

 

（水越） 

町田市では，顧問弁護士は委託契約により週１回，１時間の法律相談を２名体制行っていま

す。相談に際しては，相談内容を事前に送付しています。 

急ぎの場合，電話での相談，事務所来所での相談可能ですが，都合が付かないときもありま

す。 

しかしながら，行政の業務は広範であり，行政法分野で専門知識と経験を有する弁護士が少な

く，顧問弁護士の人選には困難が伴います。 

 

（富沢） 

顧問弁護士に相談する場合，庁内の法務担当が交通整理してから相談に行くのが一般的ですの

で，顧問弁護士に相談するには手間も時間もかかるという感覚があります。また，顧問弁護士に

軽易な案件を相談したところ，この程度のことはわざわざ弁護士に相談しないで法務担当限りで

処理して欲しいとやんわり説教されたという例があるとも聞いています。したがって，気軽に相
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談には行けません。 

 

（帖佐） 

流山市で，顧問弁護士への法律相談は，平成２２年度まで年間１０件弱であったと聞いていま

す。これに比べて，平成２３年４月に政策法務室が設置されてから，９月までの半年の間で，政

策法務室に持ち込まれた法律相談は，立ち話で終わったようなものを除いて，正式に法律に関す

る回答をしたものだけでも３０件を超えています。それだけ，顧問弁護士への法律相談というの

は，市の職員にとってハードルが高かったのだと思います。 

庁内に弁護士がいることで，顧問弁護士に相談するほどではないとためらっていたものでも，

一応聞いておきたいという形で，相談しやすくはなっているようです。 

また，職員である弁護士は，担当課が市民から回答することを求められた，その最初の段階か

ら相談を受け，市民が何について回答を求めているのか，そこに法律的な問題が含まれているの

かを整理するところから担当課と一緒に検討することができます。その段階で顧問弁護士の先生

に相談するということはなかなかないと思うのですが，最初の段階でよく整理せずに回答してし

まったことがトラブルの原因になるようなこともあると思いますので，実は，その最初の段階で

法律的な問題を整理することが大事だと思っています。 

 

（本多） 

東京都の場合，一部組織で，顧問弁護士に相談しているところもありますが，基本的には，訴

訟は法務課，法律相談は文書課政策法務担当が担当しています。東京都のような大きな組織で

は，頻繁に法律問題や訴訟が発生しますから，そのすべてについて顧問弁護士に相談することは

そもそも不可能ですが，訴訟や法律相談の専門組織である法務課，文書課があることで，事業内

容を一から説明する必要はないですし，頻繁な打ち合わせや連絡も可能であり，問題のフィード

バックを含めた対応も可能となっていると考えています。 

 

 （伊東） 

私の場合，複数の地方自治体の顧問弁護士をしておりますが，地方自治体の職員の方が，相談

にみえられる際の手続には，２通りあります。一つは，先程来何人かの方からお話があったよう

に，法律相談をする内容を法規担当に持ち上げて，そこで，顧問弁護士に相談するとの判断を受

けてから，法律相談の予約を取る方法と，担当課（原課）が直接顧問弁護士に予約を入れ，相談

の結果を法規担当に報告する方法があります。後者の方法ですと，顧問弁護士に対する敷居があ

まり高くならないと思います。前者の方法であっても，法規担当の対応次第で，だいぶ変わるの

ではないかと思います。 

また，楠井先生のご指摘の，相談の際に背景説明に時間が割かれてしまうとの点は，顧問弁護

士側の問題ではないでしょうか。ある程度の期間，顧問弁護士をしていれば，その自治体の置か

れている状況はある程度は理解できます。はじめて相談を受ける行政分野の相談であれば，背景

説明を受ける必要がありますが，既に相談を受けたことがある行政分野で，一から説明を聞かな

いと相談に応じられないようでは，顧問弁護士としての役割を果たしていないというべきでしょ
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う。 

 

（コーディネーター） 

法曹有資格者を職員として採用することの利点として， 

・職場に弁護士がいれば，法律的な相談を「日常的に」「気兼ねなく」することができる 

・問題が起きる前から弁護士が関与することが可能となる 

・課題のフィードバックによる業務の見直しまでフォロー可能 

といったことが一般に指摘されていますが，これについてはいかがでしょうか。 
 

（南部） 

ご指摘のとおりで，やはり日常的に関与できる点がメリットだと思います。特に労働委員会の

場合，個別具体的な事件について外部の弁護士に相談するというわけにはいきませんので，内部

に法曹資格者がいることのメリットはあるように思います。 

 

（本多） 

一言でいえば，これまで，法的問題について相談する相手が全くいなかったのに対して，内部

に法曹有資格者がいれば，いつでも聞くことができるようになるということではないでしょう

か。 

 

（富沢） 

手間も時間もかけずに，軽易なことでも気軽に相談できるというのは大きなメリットだと思い

ます。そうすることで，トラブル発生の予防や早期解決にも繋がります。 

 

（水越） 

先ほど述べられた３点のほかに，日常的に身近な存在として気兼ねなく相談できることが定着

してくると，職員が法的問題に自信を持って解決へ進む意識が芽生えてきているということがあ

ります。 

 

（楠井） 

法曹有資格者を採用することの利点としては，次のような点を挙げることができると思いま

す。 

 まず第１に，案件の最初から最後まで直接に深く関与することができます。口頭での説明より

事情を詳細に把握しているから，より適切な解決手段を選

択することが可能となります。 
 第２に，訴訟への発展を食いとめることができ，被害を

未然に又は最小限に抑えることができます。 

 第３に，顧問弁護士や組織内弁護士と二人三脚で問題に

あたる担当者の人材育成につながります。 
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 第４として，組織内に有資格者がおり何でも聞ける人がいるというのは職員にとって心強いと

思われます。職員がストレスをためずに済むので，精神衛生上好ましいといえます。 

 

（伊東） 

 今，楠井さんから，顧問弁護士と任期付き弁護士とで二人三脚で問題にあたるという話があり

ましたが，顧問弁護士との関係では，委任者の立場からの受託者たる弁護士に対する評価が可能

となるということも挙げられるのではないでしょうか。顧問弁護士の業務処理について，一般の

職員の方々では，適正な評価をすることが難しいと思いますが，キャリアの差はあるにしても，

弁護士として業務処理に対する評価は当然にできます。逆に言えば，顧問弁護士サイドでも，手

抜きをすればすぐに見付かるという危機意識が発生するものと思います。 

 

（コーディネーター） 

外部弁護士と，職員としての法曹有資格者との役割分担については，どうでしょうか。法曹

有資格者を職員に採用した場合，既存の外部弁護士に依頼する仕事は減ることになるのでしょ

うか。 
 
（富沢） 
多くの場合，職員として採用する法曹有資格者に求めている役割と，外部弁護士に求めている

役割は違うのではないでしょうか。ですから，職員に採用したからといって，外部弁護士に依頼

する仕事が減るという関係には無いように思います。 
 

（本多） 

東京都においても，大型訴訟については，法曹有資格者だけでなく外部弁護士に委任してお

り，一定の連携・棲みわけは残るとは思いますが，顧問弁護士についても，より気軽に頻繁に相

談できるという対応が求められるようになると思います。顧問弁護士と非常勤職員の法曹資格者

（弁護士）とは契約上の違いだけで，業務の内容に違いがなくなるのではないでしょうか。その

意味で，顧問弁護士の仕事がなくなるのではなく，仕事の内容が変化するものと思います。 

 

（鎌田） 

職員としての法曹資格者の利点の第１は，役所内にいるということです。例えば，短時間の法

律相談では全体的な資料の検討なく，推進する方向でのアドバイスのみがなされる場面も多くな

ってしまうことに対して，内部では早期の段階や資料が一つ一つ出てくる段階で，現場担当者が

懸念した点やマイナスの資料も要求あるいは収集し，方針を作っていく段階からアドバイスする

ことがより容易な点が挙げられます。 

高度な法律的判断が必要な案件，当該外部弁護士の専門分野，そして，職員には異動がありま

すから相談から訴訟まで一貫した弁護士であることが望ましい案件，第三者性が強く求められる

案件，公務員として対応に制約がある案件は外部弁護士への依頼が有用です。 

専門医と家庭医のような役割イメージの部分もあります。 
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（帖佐） 

顧問弁護士の先生には，顧問弁護士に訴訟委任する種類の訴訟になる見込みが強くなったよう

な場合に，担当課と一緒に相談に行きます。また，「市に賠償する義務があるかどうか判断して

欲しい。」というような相談があったときに，判断を迷うようなケースで，市に賠償義務がない

と考えたときなどには，最終結論を出す前に顧問弁護士の先生にも相談したいと思っています。 

 

 （伊東） 

私は，現在，町田市の顧問弁護士に就任させていただいておりますが，町田市では，平成２２

年４月から，任期付職員として弁護士を採用しております。相談案件は，任期付職員の弁護士が

まず対応し，その上で，私の意見を求める必要性がある場合には，私に，相談をします。その意

味で，顧問弁護士である私に相談するか否かは，任期付職員である弁護士の判断に委ねられてい

ます。ただ，相談件数は，任期付職員である弁護士が就任してから増大し，結果として，私が対

応する相談事案の件数も減ってはいません。その意味で，これまで，弁護士に相談することなく

済まされていた潜在的な需要が表に出てきているのだと思います。 

また，訴訟案件も，市営住宅の明け渡しのような定型的な事件は，任期付職員と法規担当職員

で対応し，通常の訴訟に関しては，顧問弁護士に依頼し，任期付職員も指定代理人として訴訟に

参加してもらっていますが，書面の作成等は基本的に顧問弁護士側で行っています。 

 

（水越） 

私は，既存の顧問弁護士と自治体職員としての弁護士は，両者の役割，連携を確立すれば，十

分両立できると考えています。すなわち，どんなに小さなことでも法的な相談があれば，毎日庁

内弁護士が受け，難解な相談，行政特有の問題は，顧問弁護士に相談するようにします。その

際，庁内弁護士も同席します。これにより，庁内弁護士も，担当課職員とともに，顧問弁護士の

考え方を共有することができます。 

訴訟になった場合には，基本的に顧問弁護士と庁内弁護士とも代理人とします。これにより，

顧問弁護士は，訴訟の進行に合わせた資料提供を的確に受けることができるようになり，また，

庁内弁護士にとっては，ＯＪＴの場となるものと思います。 

 

（齋藤） 

厚木市でも，顧問弁護士は２人の方にお願いしています。原則とし

て，それぞれ月１回の法律相談に来庁してもらっています。顧問弁護

士に依頼しているのは，長期に継続することが見込まれる訴訟案件や

，より対応に慎重を期す必要がある法律相談などです。 
 一方，職員である弁護士には，比較的短期で解決できると見込まれ

る訴訟について，指定代理人として解決に当たってもらっています。

もちろん，これらの訴訟対応については，顧問弁護士と職員である弁

護士との間で，役割分担等について相談していただいた上で行っても
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らっています。なお，職員からのその他諸々の法律相談は，職員である弁護士にお願いしていま

す。 

 
（楠井） 

庁内において法律相談を実施した場合，外部の弁護士に相談するまでもなく解決できる問題も

多々あると思われます。判断に迷う案件や，外部の第三者の意見を得ておいたほうがよい案件に

ついてのみ，外部弁護士に相談，依頼することとなるでしょう。 

もっとも，住民の権利意識の高まり，行政ニーズの多様化・高度化に伴い，地方自治体が関係

する訴訟は，今後増加することはあっても，減少することはないと予測されます。 

また，組織内に弁護士がいることで気軽に相談ができるから，今まで潜在化していた法律問題

が一気に顕在化することも予測されます。 

以上のことからすれば，必ずしも既存の外部弁護士に依頼する仕事が減ることはないのではな

いかと考えますが，顧問弁護士との連携が重要と思われます。住み分けをきちんと行うことが重

要と思います。 
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★５ これまで地方自治体における法曹有資格者の任用が進んでこなかった理由の分析 

 

（司会） 

 次に，これまで，地方自治体において，法曹有資格者の任用が進んでこなかったことについ

て，その原因を分析したうえで，克服するにはどうしたらよいのかについて，議論してみたい

と思います。 

 この点については，これまで，自治体と弁護士の双方に認識不足があったのではないかとの

指摘がありますが，まず，弁護士側の問題点として，どのようなものがあったのでしょうか。 
 

（楠井） 

これまで法曹資格を取得した方は地方自治体への関心が浅かったと思います。弁護士の都市部

への偏在や従前の弁護士活動へのこだわりがあり，若手弁護士に発想の転換が全くなかったと思

います。 

 

（本多） 

 法曹有資格者側にも，自治体の職員となろうという意識は薄かったのでしょう。 

 

（コーディネーター） 

弁護士側に，地方自治体の職員となることについて，「理解不足」はなかったでしょうか。

また，弁護士の側に，「在野法曹として行政と闘うことで社会的正義を実現する」との偏見

（？）が根強く残っているということはないでしょうか。 

 

（本多） 

これまで，行政分野の知識を有する弁護士が少なかったというのは事実でしょう。その意味

で，行政法が必修科目となった新司法試験以降，事態は変わっていくでしょう。 
ちなみに，私は，東京都在職時代はすべて行政側代理人，そして今でも行政側弁護士として対

応していますが，「基本的人権を擁護し，社会正義を実現することを使命」として活動している

と自負しています。法的紛争を通じて法の不備が認識され法が改正されることもあります。 
今後，弁護士は，意欲さえあれば，地方自治体に対

し，法の運用方法や条例の制定について，実務家の立場

から実践的な専門的知見を提供することができるのでは

ないでしょうか。 
現に，私自身，自治体から様々な相談を受けており，

今後とも自治体のニーズに応えるべく自らの能力を高め

て行きたいと考えています。 

 

（楠井） 

地方自治体の職員となることについて，新人弁護士の理解不足は大きいと思います。従前の法
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廷活動にこだわったり，都市部への就職活動が中心になっていると思います。 

その背景として，新人の場合，「いきなり組織内弁護士になってしまうと，弁護士としてこな

すべき一通りの仕事ができないまま，通常の法務部員としてキャリアを積んでいくことになる。

その結果，最終的には，弁護士資格の有無が意味をなさないことになるのではないか。」といっ

たような懸念を抱いているのではないかと思います。 

しかし，自治体や組織内での活動によるノウハウや人脈がいかに有効かを理解してほしいとお

もいます。地方では，弁護士は名士で大切にしてくれます。私は三重県職員出身ですが，３年の

体験が大きく役立っています。 

 

（伊東） 

弁護士側には，やはり，社会的正義を実現する担い手であるという自負心が邪魔しているもの

と思います。弱者を救済することはしても，権力側には手を貸すべきではないとの価値観がある

と思います。しかし，社会的正義を実現する担い手としても，消極的側面としては，行政内部に

おいて，法律による行政の原理を浸透させ，誤った行政作用により権利を侵害される人の出現を

防ぐという役割もあり，積極的側面としては，自治解釈権・自治立法権を駆使して地域特性に応

じた政策を展開し，住民福祉の向上を図るという役割もあります。最近は，このような役割があ

るということを認識している弁護士がまだ少数ではありますが，確実に増えてきている感じがし

ます。 

 

（コーディネーター） 

 地方自治体側で，法曹有資格者を職員として採用することの意味について，「理解不足」は

なかったでしょうか。 

より具体的にいえば，自治体の現場に，法曹有資格者に対する感情論的な距離感があり，た

とえば「地域の名士」としての弁護士や，自治体行政に対立的な弁護士としてしか弁護士を認

識していなかった，といった事情は考えられませんか。 

 

（楠井） 

確かに，地方自治体側に理解不足のところもあります。理解不足には以下のような考えがある

のではないかと思います。 
 ①顧問弁護士で十分である。 

②各行政分野では，すでに担当業務に造詣が深い職員があるから，新たにコストをかけてま

で，組織内に弁護士を抱える必要はない。 
③組織内であれば，今まで通り新卒採用で十分であるうえ，組織内の配置転換により各部署を

回って法務に人材を回す方が組織内の実情を熟知しており使いやすい。 

しかし，徐々に関心は高まっており，現段階では，先進地の様子見のところが多いと思いま

す。 
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（本多） 

地方自治体側の法曹有資格者に対する距離感も，原因の一つでしょうが，一番大きな原因は，

行政を遂行するに当たって必要な法的能力が十分でないという現状について，自治体側に認識が

なかったということではないでしょうか。 

 

（水越） 

地方自治体の立場でいえば，数年前までは地方自治体側に弁護士採用の必要性を感じていなか

ったと言わざるをえません。さらに，自治体側の中で職員として弁護士が一緒に仕事ができるの

かという気持ち・意識の垣根が高かったのではないかと思います。 

 

（伊東） 

地方公共団体の顧問弁護士の一部にある病理的現象なのですが，顧問弁護士に就任している弁

護士の中には，事実上，訴訟事件しか対応せず，かつ，裁判所へ提出する書面の下書きを，顧問

先の地方公共団体の職員に起案させ，顧問弁護士は，それをチェックするだけということをして

いる事例もないわけではなく，そのような弁護士に顧問を依頼していれば，弁護士に対する期待

は，法廷活動だけになるというのも理解できます。 

 

（富沢） 

かつては弁護士が一般職の常勤公務員になることは禁止されていましたし，法曹有資格者が法

曹以外の仕事に就くこともあまりなかったと思います。そのため，自治体側では法曹有資格者が

いないことを前提とした体制が出来上がっているでしょうし，人件費削減が求められる中で，新

たに採用することに消極的なのも無理のないことだと思います。 
ただ，実際に採用してみた自治体での評判によっては，今後，法曹有資格者を採用する必要性

が見出されるかもしれません。 

 

（司会） 

 地方自治体において法曹有資格者の任用が進んでこなかった原因

について，みなさんの議論でだいぶ整理されました。ところで，こ

れまで，日弁連では，地方自治体における法曹有資格者の登用促進

に向けて，いろいろな取組みをしてきていますが，日弁連のこれま

での取組みについて，紹介をお願いします。 

 

（コーディネーター） 

 日弁連における取組みとしては，まず，「ひまわり求人求職ナビ」

を挙げることができます。これは，弁護士及び司法修習生に対する

「求人情報」と，弁護士及び司法修習生の「求職情報」を日弁連のウェブサイト上に掲載するも

ので，求人活動・求職活動を両面からサポートするシステムです。 
 また，日弁連では，会員向けのメールマガジン「任期付公務員等キャリア・マガジン」を発行
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しており，求人情報や，公務員登用に関するシンポジウム等の開催情報，公務員経験者の体験談

等を掲載しています。 
 さらに，日弁連のホームページでも，自治体における法曹有資格者の活用に関する文献等を紹

介しています。 
そして，日弁連の若手法曹サポートセンターの組織内弁護士サポートプロジェクトチームで

は，２０１１年に弁護士の会員雑誌である「自由と正義」において，地方自治体のインハウスの

弁護士の特集を企画し，若手の弁護士が自治体で活躍していることを複数紹介し，大きな反響が

ありました。 
また，２０１１年の秋に，ロースクール生向けと，司法

試験合格者向けにシンポジウムを２回にわたり開催し，地

方自治体に勤務する法曹有資格者をパネリストの１人に招

き，地方自治体における役割について，ご紹介いただきま

した。多数の方が参加され，地方自治体の職員というキャ

リアパスについて理解を深められたと思います。 
 そして，２０１２年１月には，地方自治体における法曹

有資格者の活用に関する意見交換会を開催し，地方自治体で活躍する法曹有資格者や，法曹有資

格者を採用した地方自治体の幹部，その他の参加者との意見交換を行いました。この意見交換会

では，法曹有資格者を地方自治体の職員として登用することの有用性について，相互の理解が深

まりました。 
このような活発な活動を行っていることから，今後，行政法分野に関心を有する弁護士も育っ

ていくものと思います。もっとも，このような動きに多くの参加者が集まりだしたのは最近のこ

とであり，地方自治体における法曹有資格者の登用促進に向けて，より一層の取組みがなされる

必要があると感じます。 
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★６ 自治体が求める職員としての法曹有資格者の人物像 

 

(1) 能力・資質等 

（司会） 

 自治体は，職員として勤務する法曹有資格者に，どういった人物像を求めているのでしょう

か。私は，テクニカルな面だけでなく，熱意も必要ではないかなどと考えているのですが，い

かがでしょうか。 

 

（水越） 

私は，弁護士としての能力の高さも必要ですが，それ以上に，職員の一人として，毎日一緒に

仕事をする上で，職場や組織に馴染めること（協調性）が必要不可欠と考えています。自席に，

座ったままで，相談者が来るのを待つという受身の相談ではなく，積極的に他の職場・職員の中

へ入っていけるような人柄（気さくな人柄）が必要です。気軽に，他の職場に顔を出してもらう

ことにより，より気軽に相談しやすい環境が整います。 

 

（齊藤） 

 本市では，法曹有資格者の職務のうち，庁内弁護士として職員からの法律相談を受けることに

ついて，最も重点を置いて考えています。その内容には，様々な法律の解釈や運用等に関する相

談が含まれることとなりますが，これらの相談を受け，適切な助言や指導を行うためには，行政

法分野以外の豊富な法的知識も必要となってきます。市の法制担当部門には，行政法関連の文

献，資料等はそれなりに整備されており，また，それなりの経験も備わっているものと認識して

いますが，その他の部門に関する文献，資料，経験等については，甚だ乏しいと言わざるを得ま

せん。 

このような状況を背景に考えますと，庁内弁護士に期待する能力としては，行政法分野に関連

するものというよりも，むしろそれ以外のものに関する幅広い法的な知識と経験であると思いま

す。こうしたことから，本市での募集時には，法曹資格に加えて３年程度以上の弁護士としての

実務経験を条件とさせていただきました。 

 また，任期終了後の職場環境を考えますと，法令解釈等に従事する職員の人材育成を行うこと

も非常に重要なポイントとなってまいります。 
そのため，これらに共通する項目として，職員が気兼ねなく相談できる環境を設定したいとい

う側面から，法曹有資格者が持つ公務員像やその人柄等も重要視される部分であると考えまし

た。 

 

（楠井） 

地方自治体にとって望ましい弁護士としては，まず第１に，職員が，職務上の問題が生じたと

きに気軽にすぐに相談ができるよう，敷居の高さを感じさせないような人物であることが求めら

れます。 
第２に，担当部門の職員とともに，事件処理にあたることからすれば，協調性のある人物であ
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ることが求められます。 

 そして，第３に，新しい分野で積極的に勉強して真剣に取り組もうとする姿勢が大切です。 

 

（鎌田） 

真摯に親切に相談に対応し，協力的・建設的でありながら同時にリーガルマインドを貫ける人

物が望ましいのではないかと思います。 

 

（本多） 

行政職員としての能力まで求めているものではないでしょうが，行政組織にはそれなりのルー

ルがありますから，やはり，行政組織に理解を示してくれる人物に安心感を覚えるのではないで

しょうか。もっとも，常に問題意識を持つというのは弁護士の特質ですから，弁護士が必要な意

見を積極的に述べていくことが否定されてはならないと思います。 

 

（帖佐） 

 流山市に採用された後に聞いたところでは，職員が話しかけやすい雰囲気をもった人物，フッ

トワークが軽く職員と一緒に現場を見に行ってくれる人物を求めていたということでした。 

 実際に勤務してみても，職員に気軽に相談してもらえなければ職員として弁護士がいる意味が

ないのですから，話しかけやすいというのは必要だと思います。 

 また，事件をまるまる引き受けて弁護士主導で進めていく法律事務所の弁護士とは異なり，担

当者と同じ立場で一緒に解決に向かうことになるため，そういった意味でも気軽に話しかけられ

る人物が望ましいのではないかと思います。 

 同じ立場で一緒にというのは，６０課もある各課がどのような仕事をしているのかを全て把握

することはできませんし，各課の事務で必要となる特別法についてすべて知り尽くすということ

もできません。ですから，担当課から相談を受けた時には，その事務の内容を説明してもらうこ

とや，関連する特別法の解釈に必要な資料を集めてもらうことが必要になりますので，同じ立場

で一緒に解決に向かうことになります。 

 

（伊東） 

担当課が，施策を実行する，あるいは，事務事業執行上の問題を解決しようとする場合に，そ

の手法に法律的問題がある場合に，単に違法だ，というだめ出しをするのではなく，その施策な

り対策なりが何を目的としているかを聞き出し，その目的に適合する他の手法を提案できること

も重要な能力だと思います。そのためには，担当職員の話をよく聞くことができることと幅広い

法律的知識が必要ですし，さらに欲を言えば，人脈を含めた情報収集手段を持っていることが必

要かと思います。 

 

（コーディネーター） 

自治体において職員として働くことについて，何か，弁護士業務との根本的な違いはあるの

でしょうか。 
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（久保） 

弁護士業務では，当事者の存在を前提に，場合によっては双方の関係調整を図ることもありえ

ますが，基本的には一方当事者の利益主張が優先的になります。自治体においては，住民との関

係では公平性，特に行政処分をする際に適正な手続を採ることを優先的に考えることになる点が

異なるのではないかと考えます。 

また，単に法律の当てはめの部分だけでなく，企画立案をしなければならない場合がある点も

異なる点だと考えます。 

 

（楠井） 

選挙事務など，弁護士業務では，通常取り扱わない業務もあります。 

しかし，専門知識を発揮することを期待されて組織に採用されるのであり，業務に関する相談

や苦情処理等への対応，訴訟事務支援などが主な業務となると考えられることからすれば，両者

に根本的な違いはないのではないかと思います。 

 

（コーディネーター） 

行政事務を行うにあたっては，どういったことに配慮するのでしょうか。 

 

（富沢） 

私は行政っぽい仕事はほとんど経験がないのですが，拙い経験で感じるのは，自治体では，何

をするにしても，住民・議会への説明責任を果たせるかということが強く意識されているという

ことです。 

また，これは行政事務に限られないことでしょうが，私個人の心がけとして，最初の段階でき

ちんと検討して対処しておけば何の問題もないにもかかわらず，それをしないまま，なんとなく

事務を進めた結果，後の担当者が苦労するということがないようにしたいと考えています。 

 

（本多） 

自治体の職員となったからには，自治体行政は住民のために行うものであるという意識は必要

です。私も，行政職員であった時には，判断に迷ったら，この基本的な考えに戻って考えろと言

われていました。 

 

（南部） 

やはり，組織の中で活動しなければならないため，周囲とのコミュニケーションが重要になっ

てくるように思います。 

 

 (2) 経験の有無等 

（司会） 

 自治体の職員となるに当たっては，自治体行政について，ある程度，知識や経験を有してい
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た方がよいのでしょうか。 

 

（本多） 

 自治体行政を経験することはなかなかできないでしょうが，知識を有していた方がよいのは当

然です。法的能力はあるのだけれど，地方自治法は見たことはないし，自治体がどのような組織

で構成されているかが全く分からないというのでは，法的能力を活かすことも難しかろうと思い

ます。 

 

（富沢） 

自治体行政についての知識や経験が有るに越したことはないでしょうが，普通の自治体であれ

ば，特別の知識や経験が無くても何とかなると思います。 

 

（帖佐） 

自治体の行政については，職員の方が詳しいのですから，職員に教えてもらえば良いことで，

あらかじめ知っていることが必要というわけではないと思います。 
むしろ弁護士として何年か経験があることの方が必要ではないかと思います。相談を受けたと

きに，実際に事件を処理した経験がないと，見通しを立てることが難しいのではないかと思うか

らです。 
私の場合，弁護士が１名しかいない環境で働くことについて，他の

弁護士に相談できない点で不安がありましたが，総務課法規文書係の

職員は，日常業務に必要な法律（主に行政の分野）にも，当然のこと

ながら市の条例にも精通していて，教えてもらったり，議論したりし

ながら，仕事を進めることができています。 

最終判断で迷う部分があれば，顧問弁護士のところへ担当課と一緒

に相談に行き，知恵を出し合うこともできます。また日弁連には地方

自治に係わる弁護士のワーキンググループがあり，悩むことがある

と，そのメーリングリストで他の弁護士に相談することもできる環境

にあります。 
 

（水越） 

町田市では，訴訟の実務経験と行政法分野の知識を多少有することが必要と考え，採用条件の

一つに実務経験３年以上としました 

 
（伊東） 
 最近の任期付職員の公募要項のなかには，弁護士としての経験年数として５年を求めていたと

ころがあります。確かに，弁護士経験が長ければ，計画立案時における法的に配慮すべき事項の

指摘や，既に行われている行政活動について，法的紛争に発展するのか，法的紛争となった場合

に備えてどのような準備をしておくべきかなどについて，その経験から予測することが可能でし
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ょう。しかし，弁護士経験年数が，５年を超すような弁護士の場合，そのほとんどは，経営基盤

が確立してきていますので，せっかく築いた経営基盤を投げ出して，任期付職員になる弁護士は

ほとんどいないのではないかと思います。２ないし３年程度の実務経験があれば，今述べました

指摘や予測は十分とはいえませんができます。それだけでなく，任期付職員となった弁護士が不

得手な分野に関しては，先輩弁護士に指導を仰ぐことにより十分対応できます。むしろ，若くて

頭が柔らかいうちに，任期付職員となることで，行政職の人たちがもっている経験，知識を取り

込み，法律家の視点から，行政職の人たちの経験，知識を評価できるのではないかと思っていま

す。 
 

（楠井） 

 自治体行政についての知識や経験は必要と考えますが，弁護士が真剣に勉強すれば，相応なレ

ベルに短期間で達することは容易と思います。支援法律事務所や顧問弁護士の支援を受ければ司

法研修所卒業の弁護士でも十分対応可能と考えます。支援法律事務所で１～２年研修を受ければ

なおよいと思います。 
 例えば，条例の立案をする際には，法制執務だけではなく，当該条例が対象とする事案にも精

通する必要があり，結局は，自治体が行う業務の大半に精通することが求められます。 
 

（司会） 

 楠井先生のお考えになっている「支援法律事務所」と

は，どのようなものでしょうか。もう少し具体的にご説明

をお願いします。 

 

（楠井） 

 行政庁の法律顧問をしていたり，行政事件の訴訟を相当数

取扱っている事務所で，２～３年研修した後，特定任期付公

務員に採用されたり，その後法律事務所に戻って弁護士活動できる支援法律事務所を想定してい

ます。私の法律事務所は，名張市の職員の研修派遣を受け入れています。言わば，人事交換を行

っている訳であり，相互にメリットがあれば法曹有資格者の地方自治体職員への登用は進むと思

います。 

 

（司会） 

 司法修習を終えたばかりの新人弁護士が自治体の職員となることは可能でしょうか。ある程

度の弁護士としての経験を有していることが必要でしょうか。 

 

（南部） 

地方自治体側は，行政官ではなく法曹資格者を採用するわけですから，求められる知識や経験

は，やはり，法曹資格者としての知識・経験ではないのでしょうか。 
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（帖佐） 
弁護士としての経験のない方が自治体の職員になるのであれば，すでに弁護士がいる自治体

や，顧問弁護士との関係が深い自治体など，経験のある弁護士のサポートを受けられる体制が整

っている必要があるのではないかと思います。 
 
（伊東） 

弁護士としての経験のない法曹有資格者，すなわち，司法修習を終えたばかりの人を地方公共

団体の職員とするためには，条件が必要と思います。すなわち，既に，その地方公共団体内に，

経験豊かな弁護士がいて，新人弁護士を指導できる体制が整っていることが必要と思います。司

法修習を終了しただけでは，実務家としては，通用しないでしょう。実務家としての経験を積め

る環境が必要です。 

任期付職員だけではなく，常勤の一般職として，法曹有資格者を採用したい場合には，私は，

任期付職員との併用をおすすめしています。経験のある任期付職員に指導をお願いするのです。 

 

（司会） 

 富沢さんの場合，司法研修所を卒業された後，法律事務所勤務を経ないで，直接，特別区人

事・厚生事務組合に就職されたわけですが，自治体の仕事を行っていくのに，支障はなかった

のでしょうか。 

 

（富沢） 

特人厚の法務部は，特別区が当事者となる訴訟事件等の処理を主たる所掌事務としており，約

４０年にわたる蓄積があります。また，実際に行う仕事のほとんどが訴訟関係の仕事となるた

め，法曹資格の有無にかかわらず経験豊富な先輩方がたくさんいます。現在，法務部で法曹資格

を有しているのは私を含めて３人ですが，私以外の２人は弁護士経験がありますし，非常勤の弁

護士の先生方から助言を頂ける機会もありますので，今のところ，大きな支障は感じておりませ

ん。 

 

（司会） 

 富沢さんは，ご自身のご経験をふまえて，地方自治体における法曹有資格者の活用方法につ

いて，どのようにお考えでしょうか。 

 

（富沢） 

法曹有資格者の任用と一口に申しましても，その内容には，様々な形態が有り得ます。一つは

「弁護士が自治体で働く」，すなわち，本業は弁護士であり，自治体勤務はキャリアの通過点で

あるというイメージです。 

しかし，一方で「法曹有資格者が地方公務員になる」あるいは「地方公務員が法曹資格を取得

してそのまま地方公務員を続ける」，すなわち，本業は自治体職員であり，法曹資格は保有資格

に過ぎないというイメージも有り得ます。 
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現状では，世間の関心としても制度の仕組としても，前者のイメージが中心に据えられている

ように思いますが，個人的には，後者のイメージもあっていいのではないかと考えています。そ

ういう意味では，私見ですが，例えば，任期付職員とは逆に，法曹資格を有する地方公務員が，

任期付で弁護士業務を経験できるような制度があってもいいと思います。そのような制度があれ

ば，一方通行ではなく，双方向で柔軟に人材交流ができ，弁護士と自治体の相互理解がより進

み，進路や人材の多様性にもつながることから，自治体勤務を希望する法曹有資格者も増えるの

ではないかと思います。もっとも，制度があっても，実際に活用する自治体は無いかもしれませ

んが。 
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★７ 各種採用形態のメリット／デメリット（募集側と応募側の双方） 

 

（司会） 

自治体が法曹有資格者を職員として採用するに当たっては，様々な採用形態がありますが，

それぞれ，どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。 

 

（水越） 

職員として採用する場合，通常の一般職員，嘱託職員，そして平成

１４年に制定された法律に基づく任期付職員があり，任期付職員につ

いては特定任期付職員，一般任期付職員，新たな任期付職員，任期付

短時間勤務職員の４種類に分類されています。 

 募集側の自治体からしますと，採用した職員の自治体業務への適任

性は実際勤務してみないと判断できないこと，一般職員での採用の難

しさ（競争性），また，給与面での待遇において失礼がないことなど

を考慮すると，ほとんどの自治体では特定任期付職員として採用する

ことから始めていると思われます。 

 

（司会） 

任期の有無や程度については，いかがでしょうか。 

 
（水越） 

実際勤務してみないと，適しているか分からないため，当初は２年から３年の期間で採用募集

し，適任者と判断すれば，本人と協議の上，５年を超えない範囲で延長も可能です。さらに，５

年満了時においても双方の考えが一致すれば，特別採用による一般職としての採用の道もありま

す。 
 

（齊藤） 

厚木市でも当面の任期を２年間とする特定任期付職員として募集をいたしました。本市での募

集に対して７人の応募があったという状況を振り返りますと，任期に関しては募集側と応募側の

双方の希望がある程度一致しているのではないかと思います。 
任期付職員についての募集側のメリットとしては，組織への適応性や他の職員との協調性等に

おける適・不適によって，当初の任期で雇用を終了することもできるし，最長５年まで延長する

こともできるという点であると思います。また，任期付きではありますが常勤となりますので，

職員がいつでも気軽に相談できる環境を整備したいという募集側の条件を満たすことができると

いう点もあると思います。 

 

（久保） 

福岡市では，通算して５年間，法曹有資格者を特定任期付公務員として採用することになって
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いますが，ひとりで５年間任官する負担を軽減するため，当面２年間，私が任官することになり

ました。再び弁護士業務に戻るのならばやはり２年か３年が適当だと思います。 

 

（帖佐） 

全員がそうだとは思いませんが，多くの弁護士は，定年になるまで組織で働くことを望んでい

るわけではなく，最終的には独立して自分の事務所を構えることを目指していると思います。私

もそうでした。そのような考えでいる弁護士が，自治体で任期に限りのない採用の募集があった

として応募するかと言われたら，なかなか応募しづらいと思います。私も，実際に流山市に勤務

してみて，組織で動くことの安心感であったり，一つのことを様々な方向から検討できることの

良さだったりを感じているので，今は，ずっと市役所で働くのもいいかもしれないと思っていま

すが，応募したときには，市役所で経験を積んで，それを活かせる事務所に少し勤めて，その後

独立したいと思っていました。そういう考えでいる弁護士にとっては，任期付で，期間を限っ

て，他では得られない経験を積んだ上で，それを活かしてまた弁護士として仕事をしていくこと

ができるというのは，メリットがあると思います。 

ただ，デメリットもあります。自治体に公務員として勤める一定期間，全く顧客を増やすこと

ができない，それまでに付きかけていた顧客も離れてしまうというのは，大きなデメリットで

す。また，任期が終わった後，うまくどこかの事務所に就職することができるとも限らない，ど

うなるか分からないという不安もあります。同期の弁護士と話したりしていると，やはり奥さん

も子供もいるような弁護士は，任期付公務員は，興味はあるけれども，先が見えない不安がある

ので飛び込みにくいと言います。 

 また，流山市が私の任期が終わった後も継続して任期付きで弁護士を採用することにしたとし

て，引継ぎの難しさが懸念されます。２人の弁護士を同時に雇用することは考えにくいので，ど

うしても入れ替わりになると思います。そうなったときに，後任の弁護士がまた一から自治体で

の働き方を探っていくのでは大変ですから，非常勤という形ででもしばらくの間サポートしてい

くことができたらと，個人的な考えですが，思っています。 

 

（司会） 

 常勤で勤務するパターン以外の勤務形態は，あるのでしょうか。  
 

（久保） 

 非常勤職員の勤務形態もあり得ます。私の場合は，以前は月に２回法律相談を受ける嘱託の形

態をとっていたのを，児童虐待対応という緊急を要する業務が多いので，常勤の形態にしたとい

う経緯があります。 

ただ，嘱託であった当時も，臨時に対応することはありましたが，日程が合わないこともあり

ました。自分の経験からすると，非常勤では対応が遅くなるおそれがあると思われます。また，

日ごろからケースに接していた方が，担当者から一から説明されるよりも迅速に判断が可能であ

るという点でも，常勤の方が有利だと思います。 
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（伊東） 

ただ，ある程度経験がある弁護士ですと，それまで築きあげた業務を放棄してまで，常勤の職

員になるのは非現実的です。この点，非常勤職員であれば，週一回勤務とか，時間を限定して勤

務するとかにより，弁護士業務に対する影響を最小限度に止めることが可能です。 
採用する側にとっても，特定の課題に対し，その分野に精通している弁護士の力を必要とする

ような場合，非常勤職員であれば，特定の課題が終了するまでの間，任用することができるとい

う便宜があります。具体的には，債権管理に関して，非常勤職員として弁護士を任用している例

がこれにあたります。 
また，最近の例では，勤務時間について，弁護士側の希望を尊重して，非常勤職員として弁護

士を採用する例も現れてきています。この形態ですと，子育て中の弁護士，独立したばかりで経

営基盤が安定していない弁護士等にとっては，需要があると思われます。 
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★８ 自治体が募集する際の問題点 

 

（司会） 

 自治体が法曹有資格者を職員として登用する場合の問題点について，議論をしてみたいと思

います。 
 まず，給与水準についてなのですが，募集の際に公表されている情報では，どのようになっ

ていますか。 
 
（コーディネーター） 

日弁連が運営している求人求職情報システムの「ひまわり求人求職ナビ」によりますと，２０

１２年春の募集では，ある市の場合で，弁護士としての経験が２年程度以上を条件に，年収約７

００万～８００万円程度（期末手当，通勤手当等はあるが，住居手当，扶養手当なし）が比較的

多いという印象があります。 
 

（司会） 
実際に法曹有資格者を登用された町田市・厚木市では，どのようにして決めたのでしょう

か。 
 
（齊藤） 
自治体の職員の給与，勤務時間，その他の勤務条件については，地方公務員法の規定により，

条例で定めることとなっています。本市の職員である弁護士（特定任期付職員）については，

「厚木市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」に６段階の号給の給料表が定められていま

す。 
特定任期付職員の号給をどこに当てはめるかについては，その職員が従事する業務に応じて規

則で定める基準に従い決定することとなっています。つまり，その職員の有する専門的な知識経

験や識見の程度，その職員が従事する業務の困難性や重要性などに応じて決定されることとなっ

ています。 
 
（水越） 
 町田市では任期付職員を採用するに当たって，その前提や根拠として，「町田市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例」を制定しており，この条例の中に給料月額等が定め

られています。一般職の職員とは違う給料表でして，ただ，１号給から７号給まである中でどの

号給に当てはめるかの判断はあります。求めている職の職務や業務内容がどのくらいの難度の高

いものであるのか，資格は必要であるのか，また，どのようなキャリアを求めているのか，課長

級なのか部長級なのかなど，さまざまな要素を定めた基準表があり，この基準表に基づき判断し

ており，通常４号給若しくは５号給を適用しています。一般的に地方に比べて都内等の自治体は

金額的に少し高めに設定しているようです。 
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（司会） 
 募集をしても応募する者がいない，ということにならないようにするためには，広報が重要

と思われます。広報の手段として，どのような方法があるのか，紹介をお願いします。 
 
（コーディネーター） 

さきほどもご紹介しましたが，日弁連では，ウェブサイト上で「ひまわり求人求職ナビ」とい

うシステムを運営しています。これは，法律事務所，企業・団体，官公庁・自治体等からの弁護

士及び司法修習生に対する「求人情報」と，弁護士及び司法修習生の「求職情報」を日弁連のウ

ェブサイト上に掲載し，求人活動・求職活動を両面からサポートするシステムです。自治体は日

弁連に利用を申し込むことにより，効率的な広報活動が可能になります。実際に，複数の中央官

庁及び地方自治体が利用し，採用につながっていますし，町田市，厚木市にも利用していただき

ました。法曹有資格者の採用をお考えの自治体はぜひ利用されることをお勧めします。 
 
（司会） 
 町田市，厚木市においては，法曹有資格者を職員として採用することについて募集をして，

どれくらいの応募があったのでしょうか。 
 
（水越） 
 町田市では，応募者は３人でした。 
 
（齊藤） 
厚木市では，７人の応募がありました。 

 
（司会） 
 募集方法としては，知り合いを通じて候補者を探して応募してい

ただく場合と，知り合いなどを通じずに応募していただく場合があるようですが，それぞれの

得失についてはいかがでしょうか。 

 

（水越） 

どちらのケースでも，採用試験の制度上，複数の応募があれば，公平に採用試験を実施するの

で，大きな差はないと思います。 
 

（齊藤） 

いずれにしても公募は大前提と考えますが，公募に加えて知り合いの弁護士を通じて候補者を

探す方法は，人物評価において，また，応募した弁護士本人が不得手な部門の案件処理における

バックの応援が期待できるなどの点において，採用する側に安心感があると思われますが，果た

して事務所等において優秀な人物を一定期間とはいえ手放していただけるかという疑問もありま

す。 
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一方，公募のみに頼る方法は，複数の応募の中から優秀な人物を選考できるのではないかとい

う期待もありますが，一時の面接等において適正な人物評価が行えるか，また，採用後に事務所

等からのフォローが期待できるかなどの不安要素もあります。 
 

（コーディネーター） 

 前任者の任期が満了するのに伴って，後任者の登用を円滑に行うために，何かよい方策はあ

るでしょうか。 

 

（伊東） 

楠井先生の提唱される支援事務所を，全国各地に設置することができればそのような心配はい

らないのでしょうが，現実には，相当に難しいと思いますし，できるとしても，ある程度の時間

もかかるでしょう。 

現実的なのは，前任の任期付職員だった弁護士を，非常勤職員として採用し，一定期間，週に

１ないし２回，当該地方公共団体に来てもらう方法だと思います。前任者の経験を伝えることが

可能ですし，一般職員だとアドバイスしにくいことも弁護士同士であれば，アドバイスすること

も可能だからです。 
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★９ 自治体職員の募集に応募する弁護士がいるのか 

 

（コーディネーター） 

 これまで，応募数が必ずしも多いとは言えなかったと思いますが，その理由は何だったので

しょうか。 

 

（久保） 

 弁護士であれば自分の才覚で自由にやれるのに，公務員に

なれば組織として動くことになり，やりたいことがやれない

という不自由さや権力と対峙するイメージのある弁護士がそ

の権力の中に取り込まれる違和感があるのではないでしょう

か。 

 

（富沢） 

必ずしも法曹資格を必要としない仕事であり，キャリアアップにもつながらなさそうと

いうイメージがあるのではないでしょうか。 

 

（司会） 

 法曹有資格者が応募に躊躇する原因として，どのようなものが考えられるのでしょうか。 

 

（久保） 

 法曹有資格者が応募に躊躇する主な原因として，職員になって実際に何をやるのかがわからな

いという不安，自分が現在有するスキルでやれるものなのかという不安，任期終了後の収入や仕

事の不安といったものが考えられます。 

 

（帖佐） 

まだ新しい試みということもあり，自治体が弁護士に何を求めているのか，どんな仕事をして

いくのか，任期を終えた弁護士がその後どう進んでいくのか等が見えてこないことから，躊躇す

る弁護士も多いのではないかと思います。 

 

（コーディネーター） 

 給与等の処遇にも原因はあるのでしょうか。 

 

（久保） 

 現在の特定任期付公務員の給与水準ならば，弁護士業界の収入の低額化の現状と比較しても，

任官を躊躇する原因にはなりにくいと思います。 
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（帖佐） 

給与については，私自身は十分な給与だと考えています。 

 

（コーディネーター） 

 応募を促進するための方策として，何か考えられることはあるでしょうか。 

 

（久保） 

 任期中のバックアップや任期終了後のフォローアップなど不安を取り除くことや自治体弁護士

の有益性をアピールすることが必要だと思います。 

 

（司会） 
 特に，独立志向の強い地方において，応募者をどのように確保したらよいでしょうか。 

 

（伊東） 

全国的に見れば，弁護士の数が少ない地域もあり，どの地域でも，地方公共団体の募集に対

し，弁護士が応募するという保証はないと思います。その際，弁護士を必要とする地方公共団体

へ，弁護士を送り込むことができる体制を弁護士会としては準備すべき時期が来ているものと思

います。公設事務所の場合と同様に，地方公共団体に行く希望を持っている弁護士を養成してい

く必要があると思います。また，任期が満了したときに，弁護士として活動できる場の確保も必

要と思います。 

 

（司会） 

 自治体職員として勤務されているないしは最近まで勤務していた方にお聞きしますが，なぜ

自治体職員となったのでしょうか。動機ときっかけについてお聞かせ下さい。 

 

（久保） 

 きっかけは，先輩弁護士からの紹介でした。同弁護士から就任後もバックアップするとの話が

あったことや前職の裁判所書記官としての経験と育休中の親としての経験から自分でも役に立て

ることがあるならばと考え，名乗りを上げました。 

 

（富沢） 

もともと行政の仕事を一度はしてみたいという気持ちを持っていました。そこで，まず

自治体に就職したのですが，実際に働いてみると，これが非常にやりがいがあって面白か

ったので，司法修習に行くことにはしたものの，機会があればまた自治体で働きたいと考

えていました。そうしたところ，特人厚で採用があったため，土地勘があってこれまでの

経験を活かせる場所ということで，縁あって就職しました。 
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（帖佐） 

私が流山市で弁護士を募集していることを知ったのは，法律事務所に勤めて２年経ったころで

した。弁護士登録をして２年経過したころというのは，一通り仕事をこなせるようになって，こ

れからどのような方向を目指すのかについて考え，動く時期だと思います。私も，少し違う事件

を扱う経験も積んでおきたいと考えて，勤務弁護士を募集している事務所を探したり，民間企業

で弁護士を募集しているところをチェックしたりしていました。 

そのような時期に，これからどういう方向に進もうかという漠然とした相談にのっていただい

ていた大先輩の弁護士から，任期付公務員はどうかというお話がありました。その先生から，流

山市がちょうど募集していることも聞きまして，自治体職員として弁護士が勤務するというのは

まだ新しい試みだけれど，きっといい経験になると勧められました。それまで，任期付公務員と

いうと，消費者庁や金融庁が弁護士を募集していることは知っていたのですが，特定の分野の限

られた範囲で，下調べ的な仕事をするというイメージを持っていたため，公務員になるというこ

とは考えていませんでした。しかし，流山市の募集要項を確認したところ，市の行政のあらゆる

分野に関わることができる，訴訟にも関わっていくことができるということが分かりましたの

で，興味を持ちました。その後，弁護士として３年目に入ったばかりで自治体に入って役に立て

るのか等，かなり悩みはしましたが，弁護士の数が増え，今後も増えていくことが予想される中

で，仕事を続けていくには専門分野を持つ必要があるだろうと考えていたところでもあり，自治

体の中で職員として仕事をすることができれば，これから先，他の弁護士とは異なる知識と経験

を持って仕事をしていくことができるというところに魅力を感じ，応募することに決めました。 

 

（コーディネーター） 

 鎌田さんの場合，子育てとの両立がテーマになると思うのですが，そのことは応募するうえ

での判断材料になりましたか。 

 

（鎌田） 

応募時に４歳６歳８歳の子がおり保育園・放課後クラブ等への送迎がありましたので，両立で

きるだろうかという点で，判断材料になったことは間違いありません。その点組織として，時間

をかけて検討することが当然とされていたことや複数で担当していたこと，共働きの多い職場で

あったことには安心感がありました。 
 

（コーディネーター） 

 自治体職員になる前に抱いていたイメージとギャップはありましたか。 

 

（久保） 

 以前公務員をしていたので，職場の雰囲気自体はそれほどギャップを感じることはありません

でした。ただ，児童虐待対応のど真ん中に入っていくので相当つらい思いをするのだろうと思っ

ていましたが，思った以上に，表沙汰にならない児童虐待の余りの多さには驚きました。 
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（富沢） 

大きなギャップはありませんでしたが，思っていた以上に，国が決めた制度上の縛りが多いな

という感じはしています。 

 

（帖佐） 

 流山市に採用が決まってから４月に実際に勤務し始めるまでは，突然弁護士が一人放り込まれ

ても，職員の皆さんは煙たく感じるのではないか，というのが一番不安でした。しかし，実際に

勤務が始まってみると，好意的に受け入れてもらえて，庁内をうろうろしていると，声をかけて

くれる職員も多く，何より総務課の職員はみんな親切で，働きやすい環境にいます。 

 仕事内容については，実際に働き始めるまで，どんな仕事をするようになるのかイメージがわ

きませんでしたので，ギャップというのはありませんでした。働き始めてから，手探りでどう仕

事をしていけばいいのか探ってきたという感じです。 

 

（コーディネーター） 

 公務員としての経験は，弁護士に復帰した後，どの程度役に立つのでしょうか。 

 

（久保） 

 私の場合，弁護士業務に直結するとは思いませんが，見識の幅は相当広がると思います。そし

て，このことが弁護士としての力の底上げになると思います。 

 

（帖佐） 

 公務員としての経験が今後どのように役に立つかはわかりませんが，幅広い分野の相談を日常

的に受けている経験は自信につながると思います。また，他では得られない経験を積むことがで

きますので，任期が終わってからも，その経験を活かして仕事の幅を広げることができると思い

ます。 

 

（南部） 

労働委員会に行く前に比べると，労働関係の事案を扱うことが増えま

した。この点，労働委員会はいわゆる集団的労使関係（労働組合と使用

者との関係）を扱っていますが，現在の労使紛争の大半は個別労使関係

（労働者個人と使用者との関係）に関するものですので，労働委員会で

の経験が直接役に立つわけではありません。もっとも，短期間に，多数

の労使紛争を，当事者とは違った立場で取り扱ったり，見聞きしたこと

で，事案に対する感覚的なものが養われたように思います。 

 

（本多） 

 私は，弁護士になる前，通常の公務員としてどっぷりと公務員の世界につかっていましたの

で，特定任期付公務員としての経験がどう生きるかということは分かりません。ただ，公務員の
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経験ということからいえば，やはり，行政法分野の知識が深まるということの他に，公権力の担

い手である行政という組織がどのように運用されているのかを身を持って知ることができる点に

意味があるのではないでしょうか。弁護士として，行政事件を担当する場合はもちろん，そうで

なくても行政と何らかの関係を持つ際，行政について検討・考察を加える際などにきっと役に立

つと思います。 

 

（伊東） 

 任期付職員を経験したからといって，直ちに，それが取り扱い業務分野の拡大や顧客の獲得に

結びつくことは少ないかも知れません。しかし，中長期的には，極めて有用な経験となると思い

ます。現実の社会生活の中で，個人であれ，法人であれ，行政活動と無縁に活動できる分野は限

られているのではないでしょうか。例えば，不動産業の方を顧問にもっているような弁護士にと

っては，都市計画法，土地区画整理法，都市再開発法等のまちづくりに関する法律，道路法，河

川法等の公物管理に関する法律などについて，行政側から関与していると，行政の対応が予測可

能となり，顧問先から大きな信用を得ることができると思います。 

 それ以上に，現時点において，行政に関する法律に精通している弁護士はその人数が限られて

いますから，任期付職員を経験するということは行政に関する法律

に精通した弁護士として希少価値が生まれます。希少価値は，顧客

の獲得に結びつきます。南部先生のお話にもありましたように，労

働委員会を経験した後に労働関係の事案を扱うことが増えたという

ことは，労働関係に精通した弁護士という評価があるからこそだと

思います。 
 私の場合，東京都の法務部という部署で仕事をしていましたこと

が現在に結びついています。東京都の指定代理人として，訴訟事件

を通じて，いろいろな分野の行政活動を間接的ですが知ることがで

き，行政職として経験・知識が豊富な方々の貴重な話を聞くことが

でき，それを自分なりに理解したのです。ある一つの分野を理解す

ることができますと，他の分野を理解するスピードが違ってきます。 

 その意味で，基礎的自治体の任期付職員であれば，その担当職務が訴訟に特化することはない

ものと思いますので，直接，いくつかの分野の行政を経験することができ，私の場合より遙かに

高いレベルの行政法精通者としての評価を得ることができるのではないでしょうか。 

 

（コーディネーター） 

 弁護士が自治体職員として仕事をすることの魅力とやりがいについてお聞かせ下さい。 

 

（久保） 

 自治体内の実情を間近に見ることができることや現場の職員の生の声を聞くことができること

は，通常の弁護士業務をやっていたのでは（仮に自治体に関わりの多い業務をやっていたとして

も）まず考えられず，その意味では長い弁護士人生の中で短期間だけでもそのような経験ができ
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るのは十分魅力だと思います。 

 私の業務は，実際担当職員と現場に行ってこどもを保護することもありますので，こどもの安

心・安全や権利を守ることに直結します。弁護士も人の権利を擁護する点では同じですが，現実

にこどもを救う実感を味わい，安心・安全を得たこどもの笑顔に出会えるのは，何よりもやりが

いにつながります。 

 

（帖佐） 

政策法務室という室を新しく設置してその室長として採用されていますので，所掌事務は定め

られていますが，具体的にどう行動していくか自由に考えて実現していける立場にあります。そ

れが，やりがいでもありますし，また，何が求められているのか，自分にできることは何か，悩

みながら進む苦労もあります。 
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★１０ 法律事務所から自治体へ弁護士を送り出すことのメリットとリスク 

 
（司会） 

 楠井先生の事務所では，事務所に所属する弁護士を任期付職員として地方自治体へ送り出す

という取組みをされていますが，法律事務所から自治体へ弁護士を送り出すことには，どのよ

うなメリットがあるのでしょうか。 

 

（楠井） 

 顧問先との関係を深めるメリットがあります。潜在的な需要を掘りおこすことになります。 

任期満了後帰ってきてもらって行政法分野専門の弁護士として活用することができるメリット

があります。 

特定任期付公務員の間は時間にゆとりがあるので，本人も将来のことをじっくり考えることが

できるメリットがあります。あくまでも，帰任が前提ではありますが。 

 

（コーディネーター） 

 楠井先生のお話を伺っていると，いいこと尽くしのように思いますが，実際には，地方自治

体へ弁護士を送り出す支援法律事務所の取組みが，まだ，あまり広がっていないのは，なぜな

のでしょうか。 

 

（楠井） 

 私の法律事務所のような取組みが知られていないことも事実ですが，弁護士を受け入れて頂け

る自治体を広げることを弁護士会全体で考えることが必要かと思います。送り出す法律事務所側

にとっては，任期満了後帰ってきて行政分野専門弁護士として活躍して頂けるか心配です。 

 

（コーディネーター） 

 楠井先生が弁護士を送り出している市に対しては，関東地方のある自治体が先進的な取組みで

あることを理由に同市を視察に訪れ，非常に評価が高かったため任期付職員の採用を決めたとい

われています。また，弁護士の業務拡大の努力が必要となっている昨今，楠井先生の法律事務所

のような取組みは徐々に知られるようになってきています。 

 当面は任期付の形態による採用が多いと考えられますが，応募する弁護士にとっては，行政分

野に通じる絶好の好機として貪欲に知識・経験を獲得する気迫を持ち，任期終了後は行政分野を

中心に自活できる能力・人脈を獲得するほどの気概を持つ

ことが重要と感じます。他方，弁護士を送り出す法律事務

所の側では，専門的知識・経験を有した任期終了後の弁護

士を相応に遇することも重要になってくると感じます。弁

護士会としても，両者のミスマッチが生じないように，積

極的な情報提供などの支援活動に取り組む必要があるよう

に思います。 
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★１１ 給与等待遇 

 
（司会） 

 自治体職員となった場合の待遇は，どうなるのでしょうか。 

 
（鎌田） 

「東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」に基づき号俸が決まって

います。期末手当，通勤手当等が支給され地域調整も付きます。扶養手当，住居手当等は支給さ

れません。管理職なので時間外はありません。 
年次休暇や看護休暇，夏季休暇は，取得できます。登庁時刻も選択でき，私は８時３０分を選

択していましたが，９時３０分とすることもできます。退庁時間は急ぎの仕事の有無によると思

いますが，担当者が職員で勤務時間内での管理がしやすい面はあります。 

自治体での執務は遠距離出張のような時間拘束や待ち時間が少なく，事務所経営のために必要

だった，経費管理，社会保険や税務，採用事務なども各担当でしていただけるため，手がける案

件そのものの調査検討に時間をかけることができ，内容濃く執務できます。 
 私はたまたま登録抹消していましたが，弁護士としての登録を残しての勤務の場合には，少な

くない負担もありますので，そのことを考慮した俸給が設定されると応募しやすくなると思いま

す。 

 

（司会） 

 富沢さんの場合，任期付ではないプロパー職員として勤務されているわけですが，待遇はい

かがですか。 

 

（富沢） 

私の場合，給与については，各種手当を含めて，新卒で入庁した同年代の職員と同程度だと思

います。 

 

（コーディネーター） 

 新卒で入庁した同年代の職員と同程度の給与ということですと，金額的にはあまり多くはな

いと思うのですが，その点は，応募するうえで支障になりませんでしたか。 
 
（富沢） 
 確かにあまり多くはありませんが，業務内容に興味があったことと，執務環境に対する一定の

安心感があったことから，大きな支障にはなりませんでした。 

 

（司会） 

 当番弁護や国選弁護については，兼業許可を受ければ，可能であり，実際にも行った事例が

あると聞いているのですが，実際のところ，どうなのでしょうか。また，弁護士会の各種委員
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会等の会務活動については，どうなのでしょうか。 

 

（鎌田） 

都庁の場合，警視庁がありますので，刑事弁護については利益相反となり，できません。公務

に反しないものについては，兼業許可を受けたり，執筆など既存の制度の中で公務員としての職

務専念義務との関係で判断していくことになると思います。 
 

（帖佐） 

 東京弁護士会では，公職に就任した場合等に弁護士会の会務活動に参加する義務が免除される

制度があります。私は，この免除の手続をとりましたので，会務活動は行っていません。 

 会務活動が支障となって弁護士登録を抹消してしまうケースもあると聞きますが，私は弁護士

登録をしていることで，先ほど少しお話しました日弁連のワーキンググループに参加し，何かあ

ればワーキンググループの先生方に相談することができたりだとか，ワーキンググループ以外に

も弁護士が集まる場に参加して新しい情報を得る機会を持てたりしていて，そういったことが，

とても心強いと思っています。 
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★１２ 実際に自治体職員となる場合の段取り 

 
（司会） 

 研修所卒業後に直接自治体職員となる場合，どのような日程となるのでしょうか。 

 

（富沢） 
 私の場合は，法務職の採用選考ということで，集合修習中に願書を出して，二回試験受験後に

面接を受けて内定し，修習終了の翌日付けで採用という流れでした。 
自治体によって採用方法も採用時期も様々ですので，自治体職員になろうとする場合には，自

分の条件で受験できる試験や選考があるかどうかも含めて，志望する自治体に問い合わせるなど

して，探ってみる必要があるかと思います。 
 

（コーディネーター） 

 経験弁護士の場合，自治体で実際に業務を開始する前に，それまでに担当していた業務を他

の弁護士に引き継ぐ必要があり，時間と費用がかかる可能性があると思われます。 
 実際のところ，採用内定から業務開始まで，どの程度の期間があるのでしょうか。 

 
（齊藤） 

 厚木市の実施例は，６月中旬から７月下旬までの募集で８月上旬の面接選考，８月下旬の結果

発表の後，１０月１日から採用でした。 
 

（帖佐） 

流山市の場合は，平成２２年の９月議会に「流山市一般職の任期付職員の採用に関する条例の

一部改正条例」が提案されましたが，これが議論が必要だということで閉会中の継続審査となっ

てしまい，議決が１２月議会になってしまったため，募集・選考の期間が予定よりも短くなって

しまったという経緯がありました。そのため，採用内定が２月末で，業務開始が４月１日という

非常に厳しいスケジュールでした。 

ただ，ちょうど年末に事務所が新人弁護士を採用し，引継ぎをしていたところでしたので，実

質的には３か月かけて引継ぎを行うことができました。 

 

（鎌田） 
私の場合は，応募よりも以前に家庭の事情で登録を抹消していたのですが，登録抹消時に業務

や顧問先・依頼者関係も整理していたのと，京都と東京という距離もあって直接バッティングす

るものがなく，採用正式決定後数日で入都しました。 

業務継続中であれば他の弁護士への引継ぎの時間と費用がかかるので，採用決定後３ヶ月から

半年程度余裕があるか勤務開始時期を相談できる形であると，中堅以上の弁護士も検討の対象に

しやすいかと思われます。 
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（司会） 

 過去に「ひまわり求人求職ナビ」に掲載された募集案内を見ると，採用決定から勤務開始ま

でに，２，３か月程度の期間があるケースが多いのですが，中には１か月程度の期間しかない

ケースもあるようです。採用側の事情として，採用決定から勤務開始までの期間を長めにとる

ことに，なにか問題があるのでしょうか。 

 

（水越） 

 問題があるとは思っておりません。町田市の例で申し上げると，基本的に採用決定から勤務開

始までの期間をできるだけ長めにとるように考えていました。ただ，町田市の場合，東京都を除

きますと，東日本エリアの自治体では初めての採用でしたので，募集に関する諸手続の準備につ

いて未知数の部分もあり，準備に多少時間が掛かってしまいました。翌年の４月から勤務開始を

想定し，５月には弁護士採用の意思決定を済ませ，募集手続に関する情報収集に励み，また，自

治体関連に精通している弁護士に相談させていただいたり，日弁連事務局にもアドバイスや協力

をいただきました。ひまわり求人求職ナビの活用をはじめ，市広報，ホームページ，プレス発表

など様々な媒体を使い，周知を図りました。１０月に募集開始，その後書類選考，面接試験を経

て，１２月には採用決定通知を出せました。もし，今後弁護士採用を考えている自治体があれ

ば，遠慮なく先進自治体に聞いてみることをお勧めします。 

 

（齊藤） 

私も，問題があるとは思っていませんが，自治体の実情から申しま

すと，職員として募集する以上，採用の必要があるから募集する訳で

すので，採用決定から勤務開始までの期間を長く取ることは難しいと

思います。担当されている訴訟案件等，応募される方の個々の事情に

もよるのでしょうが，逆に，一般的に最低このくらいの期間は必要だ

という目安のようなものを日弁連などから示しておいていただける

と，採用を考えている自治体にとっては有益な情報になると思いま

す。 
 

（司会） 
 採用の前後における自己研鑽としては，どのようなことをしたらよいのでしょうか。 

 

（鎌田） 

 私の場合，入都までの期間は短かったのですが，行政法や行政事件の動向，東京都の具体的な

業務など一通りチェックしました。 

 

（帖佐） 

採用の前には「政策法務」という言葉を聞いたこともないという状態でしたので，何をしたら

いいのかもわからず，期間も短かったこともあり，一番不安だった条例の策定について日弁連で
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行われた研修に参加したのみでした。 

 

（水越） 

 元々，法的知識は十分備えている方たちですが，通常の弁護士業務をしていますと，行政法や

行政事件からは縁が離れていると思いますので，最新の行政に関する情報，行政事件の動向など

を調べたり，また，勤務する自治体の特色，政策の方向性をよく把握しておくと，実際に勤務が

始まっても早く職務に溶け込めると思います。 

 

（齊藤） 

 自治体に就職して他の職員と力を合わせて仕事をしていくという観点からは，水越さんの言わ

れるように，自治体の特色や政策の方向性などについて，ご自分の考え方などと合致しているか

どうか理解しておいていただくことが，採用後のご本人のやりがいにもつながってくると思いま

す。 
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★１３ 終わりに 

 
（司会） 

 最後に，それぞれ，自治体職員への応募を考える法曹有資格者へ，メッセージをお願いしま

す。 

 

（水越） 

地方分権，地域主権の推進の流れのなかで，自治体では，法務能力の向上，法務体制の強化が

喫緊の課題であります。一方，本来，行政運営は法律に基づいて行われるものであり，法律の適

正な運用が強く求められています。地方自治体は，法律の専門家である弁護士が力を発揮できる

場であり，今後ますます需要は大きくなります。是非，やる気のある弁護士の方の自治体職員へ

の応募を期待しています。 

 

（齊藤） 

 地方自治体の職員にとって，より身近なところで法律的

な相談ができることは非常に有難いことです。そういう意

味では，どこの自治体においても弁護士の採用は，職員か

ら大いに歓迎されると思います。自治体には弁護士の活躍

できる場面は，たくさんあります。歓迎される職場で，仲

間の職員と一緒に頑張りましょう。 
 

（久保） 

 数年間，通常できない経験ができて，仮にその仕事に合わなかったとしても，数年で辞めるこ

とができるなどということは，まさに法曹資格を持った者の特権ともいえるものだと思います。

これを使わない手はないのではないかと思いますし，自治体職員になることで新たな道が開かれ

るかもしれません。是非思い切って飛び込んでみてください。 

 

（富沢） 

それぞれに立場の違いはあると思いますが，厳しい環境の中でも地道に頑張っていこうという

志のある方々が応募されることを願っています。 

 

（帖佐） 

新しい試みだからこそ，自治体の職員と協力しながら，一つ一つ自分で積み上げていくことが

できる仕事です。自治体の職員，特に日々窓口で市民に接している職員は，相談できる弁護士が

常に近くにいることを求めていますので，必要とされているし，とてもやりがいのある仕事で

す。 

自治体で働く弁護士が増え，多くの自治体で職員と弁護士が協力して職務に当たることができ

るようになることを望みます。 
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（南部） 
通常の弁護士活動とはまた違った興味深い経験ができると思いますので，関心がある方は是非

チャレンジしていただけたらと思います。 
 
（鎌田） 

地方自治体の仕事は，地域，生活と直結しており，子育てを経てくると身近で興味深く感じま

す。街づくり・環境・福祉・介護・教育・税など法律条例に基づいて行われており，利害の対立

する場面も多く，法曹が役に立てるであろう分野が限りなく広がっています。意欲をもって挑戦

してください。 
 

（本多） 
 地方行政は，福祉などのソフトの分野，まちづくりなどのハードの分野，環境分野など，非常

に範囲が広い上に，地方分権・地域主権の流れの中で，解決が求められている問題は益々増えて

おり，地方公共団体の仕事に何らかの形で関与することは，「基本的人権を擁護し，社会正義を

実現することを使命」とする法律実務家たる弁護士にふさわしい業務であると考えます。 
 関与の仕方はいろいろあるでしょうが，まずは，思い切って，地方公共団体の中に職員として

入ってみて，弁護士としての能力を発揮されてみてはいかがでしょうか。 
 
（楠井） 
 地方自治体は，法律による行政を行っており，法律家が活躍できる場です。若い人が新分野へ

チャレンジして通常の弁護士と異なった体験をして頂くことが出来ます。きっと将来に役立つと

思いますので，是非真剣にご検討下さい。 
 
（伊東） 

地方公共団体の仕事に興味がある弁護士は，今がチャンスだと思います。まだまだ，地方行政

に関与している弁護士の数は限られています。その中で，行政内部で，行政に関与した経験は，

非常に重用されると思います。地方行政は，極めて間口が広く，取り扱う法律の数も膨大です。

一般的な弁護士業務では，精通することができない法律分野に精通することができ，特色ある弁

護士となることが可能です。是非，地方公共団体の内部弁護士を目指していただきたいと思いま

す。 

 

（コーディネーター） 

 伊東先生に付け加えることはありませんが，あえて挙げると，地方自治体において行政分野の

専門的な知識・経験を積めることは，特に若手の法曹にとって一生の財産になる良い経験ができ

ると思います。また，法律事務所の弁護士は，依頼者の代理人としての位置づけに止まります

が，自治体の職員になれば代理人ではなく当事者としての判断が求められる点も醍醐味であると

思います。今日お集まりの法曹有資格者の皆さんが一層ご活躍され，この座談会の模様をご覧に
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なった若手法曹のよいロールモデルになることを祈念いたします。 

 

（司会） 

 本日の座談会では，これまでに十分に掘り下げた議論がなされてこなかったテーマにも焦点を

当てて，活発な議論を展開することができました。 

 まず，近年，各地の自治体で法曹有資格者を職員として登用する動きが広がっている背景事情

として，自治体を取り巻く環境に変化について，議論を深めることができました。 

 そして，法曹有資格者を職員として登用することが効果

的なのはどのような業務であるか，顧問弁護士等の外部弁

護士との違いは何かについても，議論を深めることができ

たと思います。 

 また，これまで地方自治体で法曹有資格者の職員として

の登用が進んでこなかった理由について分析し，今後，ど

のように克服していくための方向性について，示唆に富ん

だ議論ができたと思います。 

 そして，自治体がどのような人物像を求めているのか，募集に当たっての問題点，法律事務所

が自治体へ弁護士を送り出すメリットといった点についても，議論が深まりました。 

 本日の座談会の議論は，地方自治体で職員として勤務することを考える法曹有資格者にとっ

て，きっと参考になるほか，地方自治体において，法曹有資格者を職員として登用することを検

討されるに当たっても，参考になるものと思います。 

 参加者の皆様におかれましては，ご多忙の中，長時間にわたり精力的に議論をしていただき，

ありがとうございました。 

 

 

※発言内容は，座談会開催時の情報に基づくものです。    
組織名称や機構等は，変更になっている可能性があります。 

 


