条例制定支援
ガイダンス

この冊子は、弁護士が条例制定のお手伝いの分野に積極的に
取り組んでゆくための一つのガイダンスとして編んだものです。
多くの弁護士が本ガイダンスに取り上げた取組を参考に、この
分野を更に切り開いてゆくことを期待します。
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条例づくり日和
―日誌と会議風景―

政策条例案作成スケジュール

2016 年 4 月 27 日

弁護士チーム勉強会（いじめ防止法・各自治体の条例の問題点、
今後の検討課題）

5月9日

Ｋ市の実情調査（Ｋ市役所）

5 月 25 日

弁護士チーム打ち合わせ（条例案立案上の論点整理等）

6月6日

検討会メンバー（議員団）と弁護士チームの打ち合わせ①（政策の
基本的内容について調整）

- ------ この間、弁護士チーム、電子メールで論点メモ作成に向けてやり取り - - - - - - 6 月中旬を目途    弁護士チーム ⇒ 検討会メンバー（議員団）、論点メモを提供
6 月 23 日までに 検討会メンバーによる打ち合わせ【できれば、弁護士チームから
一人陪席】
6 月 24 日

検討会における検討結果を団員に報告し、基本的方向性について
了承を得る。

7 月中旬

弁護士チーム、条例案要綱案の作成について協議

7 月下旬ころ

検討会メンバー（議員団）と弁護士チームの打ち合わせ②（条例案
要綱案（文言未整理）を提示 ⇒ 要綱案確定）

------- この間、弁護士チーム、条例案を立案 - - - - - - 8 月中旬ころ

弁護士チーム ⇒ 議員団、条例案（素案）提示（この間、並行して、
総務課法制係と打ち合わせ）

⇒ この段階で各党への協力依頼をしていただく。
9 月中旬まで

条例案をほぼ確定し、想定問題を準備

⇒ 各会派勉強会までの間に、想定問題を使いつつ、勉強会（打ち合わせ③）
9 月末以後

2017 年 2 月以後
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各会派勉強会

議案提出

条例案立案の一つの風景

（議会事務局職員）

最近パワハラが社会問題化しているので、議
員の職員等に対するパワハラについて、規制を
した方がよいという意見が市長からも議長から

（議会事務局職員）

も出ています。

パワハラが不当要求に繋がっているとい
う事件もあり、パワハラ問題は一部の有力者が

労働施策総合推進法が改正され、2022 年 4

行政をゆがめることにも関係しています。その

月 1 日から改正法が全面施行されています。そ

意味でも、条例で規定したいのです。

の内容は、ざっくりいうと、事業主は、パワハ

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

ラが生じないよう、相談体制の整備その他雇用
管理上必要な措置を講じなければならないとす

それは、実情に即した議論ですね。別の

るものです。この法律は、自治体にも適用され

視点として、政治倫理条例が多数派の会派

ます。タイムリーですね。

（弁護士）

により恣意的に運用される事例もあるよう
です。その意味でも、ふわっと「パワハラ
をしてはいかん」とか「地位を利用して嫌
がらせをし、強制し、又は圧力をかける行
為をしてはならない」と書くというより、
別の表現の方がよいかも知れないですね。
御庁の政治倫理条例で政治倫理基準の一つ
として書いてある「不当要求の禁止」とか
「職務執行への不当介入の禁止」と絡めて
書くのか、別の条項で規定するのか、とい
うことも検討する必要がありま
すね。

（法規担当）

（弁護士）

政治倫理条例に禁止規定をおこうと相談して
いたのですが、法律が適用されるのであれば、
条例でパワハラについて規定をすることはでき
ないものでしょうか。

法改正の目的は適切な就業環境の確保を図る
というものです。うちの政治倫理条例は、議員
が市民から信頼を得る基盤を作り、公正で民主
的な市政の発展に寄与することが目的ですね。

今回の議論について、事務局で
更に議論して、議長に
相談してみます。

その一つの手段として規定するということであ
れば、そもそも、制度趣旨を異にします。条例
の制定が、法を阻害することはないですね。条
例で規定できないということはありま

（議会事務局職員）

せん。
（弁護士）
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弁護士による条例制定支援の必要性と効果
地方分権改革の進展により地方公共

必要性

効 果

団体の条例制定権が及ぶ範囲は拡大し

弁護士による客観的で法的な視点で
行政課題を整理し、条例の必要性・正

ました。地域の特性を踏まえた内容に

当性を明確にすることで、条例の目的

することができる委任条例を制定する

や、目的達成のための手段など、条例

機会や、自主条例により積極的に地域の行政課題の

の多くの内容を整理することができます。そのため、

解決を図る社会的要請が増大しています。

条例の各規定の解釈がより明確になり、条例の統一
的な運用が図られます。

とりわけ、自主条例の制定に当たっては、地方公
共団体が独自で立法事実や条例制定の必要性、内容

また、条例の運用により法的な紛争が生じた場合

の正当性、そして憲法や他法令との適合性など、多

や条例改正が必要になった場合でも、条例制定に関
与した弁護士に対応を相談することで、より速やか

くのことを整理する必要があります。

に的確なアドバイスを得ることができます。

市民等への説明責任を果たすとともに、裁判所等
による審査にも耐えうる条例を制定するためには、
幅広い法的知識と専門的な分野の知識・経験を有す
る弁護士が条例制定に関与することは有用です。
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条例制定の流れと支援のイメージ

条例制定の流れと支援のイメージ

条例制定・改正
評価・見直し
●

行政課題・立法事実の抽出

●

解決手法の精査

●

条例制定・改正の必要性、
正当性の整理・検討

●

一般原則
平等原則、比例原則 等

●

憲法適合性
基本的人権と公共の福祉
罪刑法定主義 等

相談対応

●

法律適合性
目的・効果等の実質的検討

運用・争訟
●

条例の適正な執行

●

審査請求への対応

●

訴訟への対応

相談対応

弁護士

相談対応、
① 所管課での案作成
制定支援
② 所管部局内の協議・審査
③ 法規担当課の協議・審査
④ パブリックコメント
⑤ 例規審査会
⑥ 議会上程・議決
⑦ 公布

4

行政課題・立法事実の抽出
●

解決手法の精査

●

条例制定・改正の必要性、
正当性の整理・検討

3

相談対応

日弁連のバックアップ体制
運用・争訟

（1）研修会・セミナーの開催

●

相談対応

条例の適正な執行

それほど見られなかった分野であるため、日本弁護士

● 審査請求への対応
例えば、2020 年度には、
「理念型の条例制定の意義」と
● 訴訟への対応
題する講演を川﨑政司氏（参議院法制局長）にしてい

連合会（日弁連）では、条例制定支援に関心を持つ弁

ただいたほか、パネルディスカッション「条例制定へ

護士の裾野拡大のため、弁護士を対象として、研修会

の弁護士の関与」を実施しました。

条例制定支援に関しては、これまで弁護士の活用が

を毎年開催してきました。この研修会は、2020 年度か
らは、
「自治体法務に関する総合研修」と改称し、主に

弁護士

これらの取組により、弁護士と自治体双方の理解促
進を図っていきたいと考えています。

弁護士を受講者として想定しつつも、自治体職員、地
方議会議員等も受講対象に加えて開催しています。
「自
治体法務に関する総合研修」は、主として、弁護士が

※ 講師等の肩書は、研修会・セミナー等の開催当時のもの
です。

条例制定の支援に取り組むための基礎的な知識や、実
践的な方法を習得するための研修であって、例えば、
2020 年度においては、
「略式代執行の費用徴収―空家
法を素材にして」と題する講演を北村喜宣氏（上智大
学法学部教授）にしていただく等しました。
また、日弁連では、自治体側の理解を深めるため、
主として、自治体職員、地方議会議員等を対象として、
条例づくりに関する種々の取組を紹介する「法化社会
における条例づくり」セミナーを毎年開催しています。

（2）モデル条例案の作成
日弁連は、長年にわたり、人権擁護活動・政策提言

働契約条例案、指定管理者基本条例案、公共施設設

を行う主体として各委員会における多くの知見を蓄積

置等合意形成手続条例案、公文書管理条例案ができ

しています。これらの知見を活用するため、日弁連か

ていますので、参考案として活用していただければと

ら公益財団法人日弁連法務研究財団に委託し、有志に

思います。

よる研究班を立ち上げ、モデル条例案の作成を行って
きました。
これまで、あくまで一つの案に過ぎませんが、子ど
もの貧困対策推進条例案、犯罪被害者支援条例案、協
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条例制定への弁護士関与の実例

（1）自治体の立場から
愛知県名古屋市の場合 ─ 犯罪被害者等支援条例
名古屋市では、犯罪被害者等基本法に基づき、犯罪

懇談会では、この弁護士に座長を務めていただき、

被害者等が必要とする施策を総合的に推進するととも

議題の進行と各委員の意見のとりまとめを行っていた

に、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被害者等の権

だきました。また、これまでのご経験をもとに、国・

利利益を保護することで、市民が安全で安心して暮ら

地方自治体における被害者支援の現状や被害者が抱え

せる地域社会の実現に寄与するため、2018 年 4 月に犯

る問題等を踏まえ、論点の明確化や課題の整理、施策

罪被害者等支援条例を施行しました。

提案などをいただき、円滑な運営にお力添えいただき

条例制定過程においては、犯罪被害者等への施策

ました。

ニーズ調査の内容や、条例の規定事項（目的、ことば

条例制定後は、支援窓口に従事する市職員が、適正

の定義、基本理念、責務、基本施策等）など名古屋市

かつ効果的な相談対応を行うため、警察を始めとする

が行う犯罪被害者等支援の根幹となる事項について検

関係機関等と連携しながら必要な支援を進めています

討するため、各分野の専門家等にご参加いただき、2

が、日々直面する被害者支援にかかる法律問題につい

か年度に渡り計 6 回の有識者懇談会を開催しました。

て専門的な見地からご助言をいただけるよう、この弁

懇談会では、学識経験者、警察、民間支援団体及び被

護士も含む愛知県弁護士会の弁護士に定期的に相談で

害者団体の各代表者に加え、法的な見地からご意見・

きる仕組みを構築し、円滑な窓口運営を図っています。

ご指導をいただくため、愛知県弁護士会を通じ、同会

このように、犯罪被害者等支援においては、迅速か

の犯罪被害者委員会で活動されるだけでなく、大学に

つ適切な支援の観点から、各局面において関係機関及

おいて被害者支援の教鞭をとるとともに、被害者支援

び関係団体との連携は必要不可欠であり、市の被害者

団体の理事も務められるなど、支援現場を熟知する弁

支援の実効性を補完する上で、高度な専門性を有する

護士をご紹介いただきました。

弁護士は、重要な存在であると考えています。

岐阜県美濃加茂市の場合 ─ 債権管理条例
現在、住民ニーズが多様化・複雑化することに対し、
地方自治体には幅広い視点からの法的検討を踏まえた

針を盛り込んでいくことを念頭に策定することとなり

対応が求められています。そういった状況に置かれた

ました。

地方自治体にとって、専門的な知識を有する弁護士と
の連携は非常に有意義なものと考えます。
美濃加茂市においては、債権管理条例の策定時のア

債権管理の中心となるのが税の徴収部門であったた
め公債権の知識しかなく、私債権に関する知識が乏し
く、①条文にどのように盛り込んでいくのか、②強制

ドバイスに始まり、制定後には債権に関して疑義の生

徴収公債権と非強制徴収債権との間の情報共有をどう

じた事項に関する法的な相談について弁護士に協力い

整理するかが課題として挙がり、この課題をクリアす

ただき、適正な債権管理を進めているところです。

るために債権管理に関する経験や知識の豊富な弁護士

債権管理条例については、それまで各種法令や債権
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私債権についても徹底して管理していくという市の方

にアドバイスを求めることとなりました。

の管理に関する規則に基づき、担当課ごとに慣例的に

弁護士には、市が作成した非強制徴収債権の管理に

定まったルールにより管理してきたものを、より適正

関する条文の検討、執行停止情報等の債務者の不利益

に及び統一的に債権管理を行うこと、それまで強制徴

とならない範囲での情報共有の是非の 2 点についてア

収公債権を中心に債権管理を行っていたことに加えて

ドバイスいただきました。

さらに、債権管理条例の規定を踏まえた債権管理

や不納欠損すべき債権についての相談を依頼してお

マニュアルの作成に関してもアドバスをいただいたお

り、適正な債権管理の手助けをしていただいていると

かげで、私債権も含めた市の債権について、全庁的に

ころです。

統一した債権管理のルールを構築することができまし

今後については、賦課から徴収までの一連の流れに
ついて法的な課題を共有し、より充実した債権管理を

た。
このやり取りにより市と弁護士との間で良い関係性

実施していきたいと考えております。

を築くことができ、現在は、債権に関する法的な相談

＜岐阜県弁護士会の取組＞
岐阜県弁護士会では、2015年度に行政連携 PTを設立し、
2018年度には行政機関等と弁護士会との連携を深め、適
正かつ能率的な行政の運営に寄与することをもって、法律
による行政及び法の支配を実現することを目的とする行政
連携センターを設置した。センターでは、行政機関向けの
情報提供ツールである「行政・弁護士連携ブック」を作成配
布し、各委員会の取組と行政機関のニーズのマッチングを
図るとともに、公金債権回収、スクールロイヤー、空き家

対策、包括外部監査、行政不服審査、改正民法、情報公開・
個人情報保護、自治体内弁護士の職務など多様な分野の研
修を会員や行政機関職員向けに実施している。条例制定支
援の分野では、会員及び行政機関職員向けに債権管理条例
に関する研修会の実施、いじめ防止等対策推進条例改正の
パブリックコメント手続に際しての検討、まちづくり条例改
正に伴い改正内容を検討する附属機関委員への推薦依頼へ
の対応などの取組をするなど研鑽を積んでいる。

（2）外部弁護士の立場から
第二東京弁護士会所属弁護士
─マイナンバー法施行に伴う個人情報保護条例の改正
マイナンバー法の施行にあたり、各自治体では個人
情報保護条例の改正が必要となりましたが、第二東京
弁護士会自治体法務研究会の有志 16 名で、間接的では

し、不明な点は専門的知識を持つ会員にアドバイスを
求めるということにしました。
自治体によって異なる個人情報保護条例に、全国共

ありますが、100 件以上の個人情報保護条例の改正支

通の仕組みであるマイナンバー制度を組み入れるとい

援を行いました。

う、先例のない取組であり、困難な問題も多くありま

メンバーの中には、マイナンバー法立法時に関与し

したが、チームで議論することにより、経験がないも

た会員や個人情報保護法制を専門とする会員もいまし

のであっても対応できており、弁護士としての基本的

たが、私を含めてほとんどは法制執務に関する経験を

な素養があれば、条例制定支援は十分対応できるもの

有しない者でした。

と考えます。

そこで、まず勉強会を開いたうえで、専門的知識を

条例制定支援というと、
「改め文」や細かい文言の調

持つ会員のアドバイスを受けつつ、パイロットケース

整がイメージされるかと思いますが、近時は、新しい

を全員で検討し、モデル案やチェックリストを作成し

分野における未知の法律問題についての検討が求めら

ました。ついで、一つの案件については、主査と副査

れており、これはまさに弁護士の得意分野というべき

を決め、主査が案文を作成し、副査がこれをチェック

であろうと思います。

＜第二東京弁護士会の取組＞
第二東京弁護士会では、
「自治体向けサービス一覧」とい
う冊子を自治体に配布し、各委員会がそれぞれの分野で条

例制定支援を含む自治体連携サービスを提供している。
「自治体向けサービス一覧」による自治体からの申込みが
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あった場合、行政連携センター部会の担当者が迅速に自治
体担当者に連絡を取り、ニーズを確認した上で、適切な委
員会や担当者を推薦している。
自治体法務研究会は、第二東京弁護士会会員のほか、他
弁護士会の会員、行政法研究者、自治体職員などが会員と

なり、法制執務を含む様々な自治体法務上の問題について
定期的に研究会を行っている。研究会の会員が自治体から
の条例制定支援を含む依頼を受けた場合は、研究会会員か
ら有志を募って対応することもある。

東京弁護士会所属弁護士
─危険ドラッグの規制に関する条例
数年前、東京近郊の県の会派からの声がけを受け、

また、提出後は、想定問答集を作成し、委員会質疑の

その要請に基づき危険ドラッグの規制に関する条例案

ある日の前日の夜は、個別の質問に対する答弁の案を

（主要会派の議員立法に対する対案）の立案の支援をし

書いたものです。地方議会の在り方については、いろ

ました。薬事に関する国の法制、フロントランナーで

いろな見方があるところですが、議員らは、立法者と

ある他の自治体の立法例を研究したり、精神科医から

して議論することを楽しんでおられるようで、そのお

危険ドラッグの脳に及ぼす弊害を聴取する等しつつ、

手伝いをすることは楽しいものでした。地方議員が立

実効的な規制について 5 ～ 6 度に渉り、議員団と議論

法者として活躍することに貢献ができて、大きなやり

の機会を経て、条文を組み立ててゆきました。当時、

がいを感じました。

各自治体が効果的な仕組みを発案することに勇敢に取

弁護士の条例制定への支援については、執行機関へ

り組んでおり、依頼者である会派と私も、負けるもの

の関わりもありえましょうが、在野の法律家として、

かと、知恵を絞ったものです。直ちには化学式で特定

議会への関わりも深めていくことが考えられるところ

することができない物質ではあるが包装や販売方法か

です。その際の財源についてですが、当職に対する費

ら危険ドラッグと見込まれるものをどのように規律し

用は、政務活動費を充当する格好がとられました。紛

ていくことができるか等にチャレンジをしました。

争も多い政務活動費ですが、一つの有意義な使途であ

非常に技術的な条文の作り込みについては一任をし
てもらいつつも、根幹的な部分は、しっかりと議論を
しました。
成案を得た後は、議会事務局の法制担当と議論をし、

り、今後、弁護士を活用した条例案の立案についての
財源について、一つの参考になると考えます。
より多くの弁護士が、ますます、条例制定支援に参
画することを期待します。

＜東京弁護士会の取組＞
2005年、東京都江戸川区から、東京弁護士会業務委員
会委員長に対し、債権管理条例制定に関する相談があった
ことから、同委員会に、有志で自治体債権管理問題検討チ
ームが立ち上げられ、江戸川区との間で、債権管理条例及
び同規則の策定、債権管理マニュアルの策定及び地方自治
法等債権管理に関する法令調査業務に係る契約を締結し
た。
その後、品川区や町田市、横浜市などでも同様に債権管
理条例の策定が検討され、自治体等法務研究部に所属する
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弁護士が、条例案及び逐条解説の確認に関する業務を受託
している。
また、同会には、2007 年度、自治体等法務研究部がで
き、行政法務の分野に関する研究や情報交換等を行ってい
る。具体的な活動内容としては、
全体会議の開催
（月に１回）
、
行政法や自治体法務に精通する大学教授や実務家、地方自
治体職員等を講師に招いた研修会が行われている（年に１
回）
。

（3）内部弁護士の立場から（内部弁護士の肩書は、寄稿時点のものです。）
豊田市総務部法務課（常勤） 瀧薫子（愛知県弁護士会所属）
─不良な生活環境を解消するための条例
私は、自治体内弁護士として、市役所の法制担当課

ごみ屋敷条例の制定に当たっては、実効性確保の観

である法務課で勤務しています。法務課では、他の職

点から、通常の代執行に加えて、略式代執行（簡易代

員と共に、例規審査（条例・規則の立案指導及び審査

執行）を規定したり、即時執行に要した費用について

に関する業務）を担当してきました。

占有者等に負担させる旨を規定するなど、政策法務を

市では、政策法務を推進しており、正当かつ的確な

存分に発揮し、一歩進んだ条例を目指しました。この

法理論の構築と、これを実践するための実効性の高い

ように、先進的な条例を制定するには、一層精緻な法

政策条例の制定を目指してきました。そのため、私は、

理論が求められるのであり、弁護士の果たす役割は非

いくつかの政策条例の制定・改正において、事前審査

常に大きいものです。

の段階から深く関与し、条例提案課（所管課）を支援
してきました。
私が携わった主な条例としては、
「不良な生活環境を
解消するための条例」
（いわゆるごみ屋敷条例）
、
「開発
事業に係る手続等に関する条例」
、
「企業立地奨励条例」
などが挙げられます。

ところで、条例は制定すれば完結なのではなく、む
しろその施行後が重要であり、施行後の運用まで視野
に入れた連続性のある支援を進めていく意義があると
感じています。
自治体内弁護士は、職員と同じ庁内に在籍しており、
自治体の実情に応じた柔軟な発想や想像力を駆使し

自治体は、地域特有の課題解決のために、新規条例

て、諸課題の検討から、条例案の起案、審査、施行後

の制定を急ぐ場合が少なくありません。このような場

の運用までの各過程に積極的に関与できる点が大きな

合には、特に、弁護士による迅速で緻密な判断を必要

強みです。

としており、所管課の職員と並走し、説得的な論拠の
提示をしながら条例原案を作り上げていく、高度な法

多くの自治体の皆様に、このような弁護士の力をぜ
ひ活用いただければと思っています。

的専門性が期待されていると実感しています。

国立市行政管理部法務担当課長（任期付） 中澤さゆり（第二東京弁護士会所属）
─債権管理条例
私は、市において、債権管理条例の制定に、いわゆ
る所管の課長として携わりました。
当時、市では、市税等強制徴収可能な債権の徴収率
は全国一位になるほどの実績を上げていたのですが、

導助言等が定められたほか、同係（債権管理担当課長）
を所管課として、債権管理条例を制定することとなり
ました。
私は、所管の課長にはなったのですが、職員として

それ以外の債権（市債権）の管理が不十分なところが

の任用 1 年目でしたので、法制執務の経験も議会対応

あり、弁護士を任用して解決しようということになっ

の経験もありませんでした。そのため、法制執務につ

ていました。そこで、私が初年度は嘱託員として、翌

いては関連書籍で必死に勉強し、また議会対応につい

年度以降は債権管理担当課長として、勤務することに

ては、他の管理職職員から大きなお力添えをいただい

なりました。

て、何とか全会一致で成立させることができました。

債権管理担当課長の下には、市債権係が新設され、
その所掌事務として、市債権の管理・回収に関する指

一連の事務の中には、不慣れで不十分な点も多々あっ
たのですが、条例案を作成すること自体は、意図する
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効果を生じさせるにはどのような文言を用いるべきか

ウハウを身に付けるべきものだと思います。しかしな

などを考えることができ、私にとっては楽しい作業で

がら、必ずしも十分ではない職員数で業務を行ってい

した。また、条例の中身の問題については、これまで

るような場合には、そのような経験を積む時間がなく、

培ってきた法的なものの考え方を駆使し、また同僚、

条例立案が職員の負担となってしまっていることもあ

特に優秀な部下職員との討議を経て、制度を磨いてい

ると思われます。

くことができました。さらに、条例案の作成に当たっ

弁護士は、基本的な立案能力を有しています。のみ

ては、弁護士としての経験から、立法趣旨や条文の規

ならず、当該分野についての専門的知見に基づいて職

定による影響を常に意識していたのですが、これはそ

員の皆様と討議していくことにより、より効果的な条

の後の例規審査や議会答弁に非常に役に立ちました。
自治体職員が条例案を作る場合、文章をどのように
書くかから悩むことが多いようです。もちろん、条例

例案を作成することも可能です。自治体の皆様には、
ぜひ、条例立案に弁護士を活用することもご検討いた
だければと思います。

立案は自治体職員の大きな仕事であり、経験を積みノ

春日井市総務部総務課主幹（任期付） 吉永公平（愛知県弁護士会所属）
─情報公開条例
私が勤務している自治体では、情報公開条例の改正

その後、情報公開請求の手数料の理論的正当性や料

数料を賦課していなかったところ、情報公開請求が急

金設計等の調査研究を進めました。自治体がよく行う

増したので、公平な受益者負担の実現を目指すべきと

「国や他の自治体の動向」のみならず、大学図書館や

の考えが首長部局から提示されたためです。地方自治

国立国会図書館等を利用して、徹底的な文献調査を行

法上、手数料は条例によって定める必要があるため、

いました。また、アメリカやイギリスをはじめとして、

情報公開条例の改正が検討されました。

各国の立法状況も調査しました。文献や外国法の調査

私は情報公開条例を所管している部署に配属されて

は、法律家としての私の能力が活かされた場面でした。

いました。そのため、私は弁護士としてというよりも、

結果的に、国内の複数の研究者の公刊されている見解

担当部署の職員として、情報公開条例の改正の検討

や、アメリカ情報自由法等の制度が、確認された「立

チームに加わりました。

法事実」と比較的適合していました。そこで、若干の

まずは、情報公開請求において手数料を導入すべき
「立法事実」
（条例などあらゆる法を支える事実）が存

修正を加えた形で、情報公開条例の改正案を作成しま
した。

在するかを客観的に判断することから始めました。具

その後、情報公開に関する審議会への諮問、住民へ

体的には、情報公開請求の件数、作業工程別の作業時

のパブリックコメントを行い、議会へ条例案を提出し

間・経費、開示される公文書の平均枚数等を約半年に

たうえで可決となりました。

わたり集計しました。このような
「立法事実」
の確認は、
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を導入すべき「立法事実」の存在が確認されました。

による手数料の導入が検討されました。それまでは手

条例の制定・改廃の場面でも、立法学の基本を押さ

私から提案するまでもなく、職員がその必要性を認識

えれば、弁護士の力量を発揮できる分野は少なくあり

しており、実施されたものです。集計の結果、手数料

ません。

元福岡県古賀市役所総務課政策法務係

尾畠弘典（福岡県弁護士会所属）

─債権管理条例
私は 2012 年 3 月から 2016 年 6 月までの間、任期付公

手段を詳細に記載したマニュアルを作成しました。マ

務員として福岡県古賀市役所の総務課政策法務係にお

ニュアル作成後は、複数の職員から債権を管理しやす

いて勤務しました。各部署からの法律相談対応のほか、

くなったという声を聴きました。他の重要な業務の傍

条例等の制定や改正に伴う制定案等の適法性の審査に

ら、債権の管理回収に悩んでいた職員の指針となった

当たっていました。

と考えています。

特に記憶に残っているのが、入庁 1 年目に携わった

この条例の制定に関しては地方自治法等、行政分野

債権管理条例の制定です。この条例は、市が保有する

の法令を読み解く力が必要です。また、時効などの民

債権を適切に管理することを目的としており、台帳類

事実体法及び手続法、加えて債権回収の実務に精通し

の整備や滞納者情報の管理・共有、債権放棄事由等に

ている必要があります。弁護士が最も得意とするこの

ついて規定しています。私は、条文の構成等に対する

ような知見を活かして行政運営の改善に貢献ができた

アドバイスをしました（例えば、債権放棄事由として

点は、大変よかったと考えています。

どのような事由を列挙すべきか等）
。また、各部署の

弁護士の知見や視点を必要としていない自治体は、

係員がこの条例に基づいて、債権を円滑に管理・回収・

ないはずです。支援に携わる弁護士としても、行政の

放棄できるようにすることこそが重要であると考え、

内情や実務を知ることができ、そのことは得難い経験

各部署の債権管理担当者にヒアリングを行い、債権管

となるはずです。

理の現状と問題点を洗い出しました。そして、条例が
想定する債権管理の業務フローや債権の具体的な回収

今後、弁護士による条例制定支援がますます広がっ
ていくことを期待します。

おしまいに
条例制定支援の分野は、弁護士にとってそれほど馴染みがある分野ではないかもしれません。
しかしながら、本ガイダンスにおける自治体や条例制定支援に関与した弁護士の報告により、
幅広い政策課題について、自治体の内外を問わず様々な立場で弁護士が条例制定支援に関与し
ていることがわかると思います。また、執行機関だけではなく地方議会への支援や、条例制定
段階から運用段階に至る継続的な支援の実例がみられ、条例制定支援の分野に積極的に取り組
んでいる弁護士会もあります。
このように、条例制定支援の分野の裾野は確実に広がりつつあるとともに、その取組は着実
に成果を上げています。
条例制定支援の分野は、弁護士の幅広い法的知識や経験を活かしていくことが大変有意義で
あり、大きな社会的価値が認められる分野です。日弁連としては、地方分権の一層の進展を図
るためにも、今後とも、条例制定支援の場面で弁護士の能力を積極的に活用することを推進し
ていきたいと考えています。本ガイダンスが、弁護士による具体的な条例制定支援のイメージ
を持つための一助になれば幸いです。

11

日本弁護士連合会

（法律サービス展開本部）
〒100-0013  東京都千代田区霞が関１丁目１番３号 弁護士会館 15 階
電話  03 ─ 3580 ─ 9841（代表） FAX  03 ─ 3580 ─ 2866

2022 年 5 月

