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Message
経験者からのメッセージ

被災自治体でのやりがい、出身地元での開業

菊池　優太　会　員

◇元岩手県総務部法務学事課特命課長（法務指導）・62 期

　東日本大震災を機に、被災自治体は平時とは大きく異なる
質量の業務を抱えることになり、その法的問題の対応のため、
弁護士を内部職員として求める例が多く見られました。岩手
県はそのさきがけとなった自治体の一つです。私は、従前は
企業法務を中心とする都内法律事務所に勤務していました
が、出身地である岩手に貢献したい思いがあったこともあり、
悩みましたが最後は勢いで公募に手を挙げて赴任に至ったも
のでした。

　赴任当初は具体的な見通しはありませんでしたが、自治体勤務は想像以上に得難いやりがいと経験
に満ちたものでした。地域が抱える復興事業への適正で迅速な執行に貢献しうることや、庁内におけ
る唯一の法曹として、通常出会わない分野の問題と向き合い責任と工夫が求められることから、大き
なやりがいと自身の成長を感じられることが多々あります。組織に身を置く経験やそこで得られる人
脈など、他にも貴重なことは多いでしょう。東日本大震災の被災自治体に赴任した弁護士は、退任し
た者も含めて今では数十人という数になるかと思いますが、誰もが一様にやりがいを感じているよう
に私には見えます。私自身も例外ではなく、充実した4年間でした。
　退任後は、地元の盛岡市で独立開業しました。東京に戻って弁護士を行うというのが赴任時の漠然
とした想定でしたが、地域の魅力を感じていたことや、引き続き赴任時のつながりを持って仕事をし
ていきたいと徐々に考えるようになりました。退任後は実際にありが
たくも岩手県とは仕事上の関わりがあり、在任時の経験を活かした助
言や対応などが可能となっている実感があります。また、自治体勤務
においては、純粋な弁護士という立場を離れたことで、弁護士という
枠に捉われない発想などが生まれる一方で、弁護士という職だからこ
そ持ち得る魅力や意義についても再認識する機会になっていました。
この経験は改めて弁護士として業務を行っていく中での姿勢において、
大いに活きていると感じています。

盛岡市

岩手県
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総務部と児童相談所を兼務しています
飯田　隼矢　会　員

◇新潟市総務部参事（こども未来部児童相談所兼務）・64 期

　私は、弁護士事務所で約3年間勤務した後、平成27年 4
月に新潟市役所に入庁しました。5年間、特定任期付職員と
して勤務し、令和2年度からは、任期のない一般職員として
勤務しています。
　主な業務は、職員からの法律相談、裁判所等に提出する書
面等の作成支援、条例・規則改正案のチェック、処分に対す
る審査請求の審理員業務、職員向け研修の講師等です。いわ

ゆるライン職ではないので、予算編成や議会答弁などの業務はありません。
　また、平成28年から児童相談所への弁護士配置が法定化されたことから、本市では、私が、市役
所本庁の総務部との兼務ではありますが、児童相談所業務もカバーしています。児童相談所では、弁
護士もケースワークに関わり、児童との面談に同席したり、家庭裁判所における申立事件の手続代理
人として活動したりしています。
　本市は、政令指定都市として、住民生活に直結した市町村業務だけでなく、マクロな視点での都道
府県業務も担っており、業務の幅が非常に広くなっています。児童相談所の現場では、子どもの福祉
のための最善の援助方針を考える上で、福祉、教育、医療、戸籍等複合的な視点からの検討が不可欠
ですが、総務部業務を通じて本市の法務全般に広く関与することによって、児童相談所業務において
も、多面的な検討と助言が可能となっています。
　普段の業務を通じて、職員から信頼を得ることや、
市のダイナミックな政策形成に携われることは、大き
なやりがいが感じられます。また、法律専門家が内部
から市政をチェックすることにより、「法律による行政」
を実現することも、自治体内弁護士の大きな役割だと
感じています。組織で勤務するためのコミュニケーショ
ン能力や、未知の分野の法律、条例を読み解く知的探
求心がある方には、是非お勧めしたい仕事です。

新潟県

新潟市
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弁護士経験があるほど面白い！
三宅　幹子　会　員

◇所沢市総務部文書行政課法務担当副主幹・39 期

　私は司法修習39期で、同期の経営する法律事務所で執務
していました。修習でお世話になった教官から所沢市の任期
付き公務員のお話を頂いた時、「任期中に公務員の定年に達
してしまいます。」とお伝えしましたが、「問題ない。」との
一言で着任し、今3年目です。
　市役所内の各部署からの法律相談業務、審査請求事件の審
理員業務、そして市役所内での研修計画の策定及びその実施、

の3つが業務の主な柱です。

　日々、相談に応じて適切な助言をするためには、まず行政の仕事を理解することが必要で、行政の
業務の幅の広さ、そして業務量の多さを改めて実感しています。
　勉強することがあまりにも多く、大変ではありますが、それ以上にやりがいがあり面白い仕事です。
今まで会社法務等で蓄積した知識・経験も思いのほか役に立っています。

　市からは、公務員でありつつも半分は弁護士というスタンスで、縦割りを超えた、独立した外部の
視点を提供するという役割を求められています。なかなか難しい立場ですが、任期付きだからこそ可
能な立場ともいえます。
　弁護士はクライアントの利益を最大にすることを考えて助言することが基本ですが、行政は「公益
に資する」という立場です。そのため、時々「自分のクライアントは誰だろう。担当課、市、そして
市民、どの立場に立った助言が適切なのだろうか。」と悩むこともあります。

　代理人として相手方と直接交渉することが減るのは寂しいですが、
今は大勢の職員と一緒に働くという新しい経験を楽しんでいます。
　求められている目標の1つは、職員の法務能力の底上げです。短い
任期ではありますが、法学部を出ていなくても公務員として知ってお
きたい最低限の法的知識と思考過程を伝えられるような研修プログラ
ムを構築したいと考えています。

埼玉県
所沢市
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教育委員会での業務について
小井　 朗　会　員

◇元・神奈川県教育委員会・63 期

　法律事務所に約3年間勤務した後、神奈川県教育委員会に
5年間勤務しました。
　教育委員会ということで、教育関連の法規やいじめなど
の学校問題をイメージされるかもしれませんが、実際にはそ
ればかりではありません。私が勤務していた神奈川県では、
150を超える県立学校がありましたが、教育委員会は、そ
のような多数の学校の職員、土地建物、備品等を所管し、また、

美術館、博物館、文化財等も所管します。そのため、寄せられる相談も、人事、財務、文化財保護条
例など、非常に多様なものがありました。
　もちろん、学校問題に関する相談も多数ありました。生徒指導に関する相談、保護者対応に関する
相談、いじめ防止対策推進法に関する相談や、学校内での事故についての法的責任に関する相談など
です。
　また、学校の先生方に対する研修講師の仕事もあり、そこでは実際の学校事故に関する裁判例等（部
活動中の熱中症事故等）を紹介し、事故防止のための意識を高めていただけるようにしていました。
　このように業務内容は多岐にわたりますが、共通しているのは、それらはすべて教育のための業務
であるという点です。教育委員会勤務といっても、実際に生徒と直接かかわる機会はほとんどありま
せん。しかし、教育委員会での業務は全て教育現場を支えるものであり、それはひいては生徒たちの
ためになるものです。教育現場の意見に耳を傾け、真
に適切な教育とは何なのかを現場と一緒になって考
え、その実現の手助けをするというのは、非常にやり
がいを感じられることだと思います。みなさんも、機
会があれば是非チャレンジしてみてください。

神奈川県
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任期付職員から正規職員へ
瀧　 薫 子
◇豊田市総務部法務課法務業務担当主幹・62 期

　私は、平成25年4月、豊田市に採用され、特定任期付職員と
して勤務してきましたが、平成30年4月に正規職員（任期を定
めない職員）となりました。
　私が正規職員となるという選択をしたのは、主に3つの理由か
らです。
　まず、職員と継続的な関わりを持ちながら、自治体業務の適正
化に向け、専門的立場から支援できることが、やりがいとして非

常に大きかったという点です。
　次に、5年の任期中に、懸案であった法的問題の終局的解決、職員の育成、自主条例の制定や要綱
の条例化などの一定の成果を挙げることができたものの、より一層豊田市に貢献したい、という気持
ちが強くなったという点です。
　最後に、ワークライフバランスが整っていたという点です。
　自治体業務は組織で対応することが基本となっているため、情報の共有化が図られており、やむを
得ない理由で不在にする場合は、他の職員が代替して対応します。
　私は、平成28年に第一子を出産し、産休・育休を取得しましたが、豊田市役所にはそれを受容す
る恵まれた支援体制があり、翌年の春から子どもを保育園に入れて、スムーズに仕事復帰できました。
　その後、フレックスタイム制度も導入され、働きやすい勤務時間を自ら設定して、集中的かつ効率
的に業務を行うことができています。
　自治体内弁護士が採用されたことによって、法律相
談や研修等が積極的に活用されるようになり、職員の
法意識は確実に高まっています。弁護士として、また
一職員として、職員の業務を全力で支援することは、
市民が暮らす地域や社会を支えることにも繋がってい
ると実感できる仕事です。
　任期満了後の進路を不安に感じる方もおられると思
いますが、正規化という可能性があることを知っていた
だき、自治体内弁護士に是非チャレンジしてください。

豊田市
愛知県
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法律事務所から2つめの自治体への赴任

（左・岡本栄伊賀市長、右・筆者）

石田　美奈子　会　員

◇伊賀市総務部法務統括監・64 期

　平成30年 7月から三重県伊賀市で任期付
職員として勤務しています。私は、平成24年
4月から 4年間、三重県度会郡南伊勢町役場
で任期付職員を、その後1年 3か月間、三重
県津市の法律事務所で勤務をしながら鈴鹿市の
非常勤職員（子ども家庭支援課）をしていまし
た。これらの経験をとおして得ることのできた
法的知識や経験を生かし、自治体、ひいては広

く住民の方々に貢献し続けたいという思いがあり、また、所属していた事務所からも勧めていただい
たことから引き続き自治体で勤務することを選択しました。
　伊賀市は、伊賀流忍者のふるさと、松尾芭蕉生誕の地であり、また、上野城や忍者屋敷、だんじ
り会館など数々の観光名所を有しており観光戦略に力を入れていることが特徴ですが、任期付職員
としての主な業務は、①各課職員や市民からの法律相談②研修の実施③訴訟案件の対応④例規の整
備やチェック⑤議会対応（本会議での答弁を含みます。）と幅広く多岐にわたります。
　複数の自治体で職員となってきたことで感じたことは、たとえ大都市の自治体でなくても顧問弁護
士への相談にまで至っていない多くの法的問題が存在しており、不安を抱えたまま仕事をしている職
員が少なくないということです。紛争予防、職員が安心し自信をもって仕事に取り組める環境づくり
に寄与できることは、非常にやりがいが感じられることだと思います。また、それまで出会ったこと
や考えたこともない多種多様な問題に直面することが多く、刺激に満ちた日々をおくることができま
す。伊賀市では、所属の津市の法律事務所が法律顧問をしているので連携もできています。現在は任
期付職員を採用する自治体も増加傾向にあり、任期付職員間で情報交換を行ったり質問を交わしたり
することもできますので、経験のない方も安心して取り組める環境に
あるかと思います。
　任期付公務員の任期満了後は、私のような他の自治体での勤務とい
う道だけでなく、他にも、任期延長、一般職への応募、自治体に関係
する業務を多く扱う法律事務所での勤務、国企業での勤務、独立など
種々の選択肢があり、可能性が広がると思います。皆様も自治体内の
弁護士として自らの法務能力を発揮することをぜひ検討してみてくだ
さい。

伊賀市

三重県
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自治体職員と弁護士業務の両立
永榮　久仁子　会　員

◇富田林市総務部収納管理課・63 期

　私は、平成26年 4月から、週 2回、富田林市役所で任
期付短時間勤務職員として勤務しています。富田林市では、
総務部収納管理課に所属し、市の有する債権の管理・回収に
関する法的指導・助言、国民健康保険料の移管案件の徴収を
行っているほか、職員向けの研修講師を担当したり、債権以
外の庁内法律相談にも対応しています。
　強制徴収公債権である国民健康保険料の徴収に関しては、

滞納者との納付相談に対応するほか、徴収職員として財産調査や滞納処分（差押）も行います。強制
徴収公債権の財産調査や滞納処分は、通常の弁護士業務では経験できないものですし、庁内法律相談
等を通して私自身学ぶことは多く、非常にやりがいのある仕事だと思っています。
　また、富田林市での勤務日以外は、通常の弁護士業務も行っています。一般民事・家事事件、倒産
事件を中心に、一般の弁護士と同様の仕事を行っているほか、富田林市以外の自治体法務に関しても、
弁護士として関わることが増えました。
　大阪府下では、短時間勤務や非常勤という形で、週1～ 2回、自治体内で勤務する弁護士が増え
ています。全国的にみると、私のような形態で勤務する自治体内弁護士は少ないですが、自治体内で
勤務して、自治体が求める法的ニーズは非常に高いと実感していますし、弁護士にとっても、弁護士
業務と並行して自治体内の仕事に携われるのは、非常に魅力的だと思うので、今後、こうした形態で
の自治体内弁護士が増えていくのではないかと個人的
には思っています。
　通常の弁護士業務では得られない経験ができます
し、弁護士としてのキャリアアップにもつながります
ので、一人でも多くの弁護士にこの分野に飛び込んで
いただけたらと思います。

富田林市
大阪府
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「助けて、と言えない人」を助ける仕事
青木　志帆　会　員

◇明石市あかし保健所　法務相談支援担当課長・62 期

　私はこれまで、障害者施策に関する部署で障害者差別解消
条例などを制定したり、社会福祉協議会へ派遣されて各種総
合相談の相談員へ法的助言を行う中間支援のような業務など
を担当しておりました。入庁から6年弱の間、ほぼ福祉・保
健系部署を担当しております。
　自治体に弁護士が任用される場合、福祉系部署に特化して
配属されることは少ないでしょう。一方でこれからの人口減

少社会の中、縦割りの弊害を乗り越え、住民からのあらゆる相談にワンストップで応える総合相談体
制の整備が各自治体で始まっています。ただ、縦割りを超えて相談を受ける際は、個人情報保護条例
を適切に解釈した上での個人情報の共有のあり方が問題となります。また、離婚、相続、不動産関連
のような紛争性の高いケースの場合、職員が気づかない間に非弁行為にわたるような相談に応じてし
まっていることもあります。そうしたリスクから住民と職員を守り、課題整理することも弁護士職員
の重要な仕事です。
　公務員をしていると、「助けて、と言えない人」と多く接します。彼らは、何らかの障害や生活の
不安を抱えながら、孤独に生きづらさと闘っています。事務所弁護士だと費用的、時間的制約がある
ので、なかなか根気強く関わることは難しいでしょう。この点、自治体内弁護士であれば、そうした
人へも法の価値と救済を届けられる、システムとしての権利擁護を実現する可能性のある仕事です。
通常の弁護士業とは、法の捉え方も使い方も若干異な
る未知の領域ですが、それだけにやりがいのある仕事
だと思います。

明石市

兵庫県
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東京からの赴任、赴任先で弁護士を続ける喜び
鷲見　賢一　会　員

◇元・長崎市総務部総務課主幹（法務担当）・63 期

　私は平成 27年 4月から平成 31年 3月までの 4年間、
長崎市役所の任期付公務員として勤務しました。
　長崎市では私が初の庁内弁護士ということもあり、赴任前
は不安たっぷりでしたが、実際に勤めてみると職員も気さく
で温かく、構えずに仕事ができたというのが今の感想です。
もっとも、自治体法務の幅は思ったより広く、勉強の毎日で
はありました。

　在任中、市の顧問の弁護士からも多くのことを教えていただきました（そこで学んだことは大きな
糧となっています。）。また、弁護士会の委員会に参加するなどして、市と弁護士会の連携に携わった
こともあります。庁内でこそ弁護士は私一人でしたが、任期付だからこそ得られる弁護士とのネット
ワークがありました。
　任期付である以上、任期満了後のことは、いつも意識していました。以前勤めていた東京の事務所
は大変居心地が良くそこに戻りたいという思いも去来しましたが、先に述べた弁護士や弁護士会との
つながりのなかで最終的に長崎市内で勤務しようと考えるに至りました。
　ご縁あって平成31年 4月から長崎市内の事務所に勤務しております。自治体に勤務していた経験
を知る方から相談を受けたり、仕事の依頼を受けることもあります。また、私の後任の任期付弁護士や、
県庁の任期付職員などと、情報交換をすることもあります。こうした日々の業務・活動を通じ、任期
付として勤務した地域で弁護士を続けることの喜びを
実感しています。

長崎市
長崎県
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南の小さな自治体から
平林　敬語　会　員

◇鹿児島県南さつま市役所総務企画部政策法務監・63 期

　私は、平成25年 4月から南さつま市役所で働いています。令和2年4月で8年目に入りました
ので、このパンフレットに紹介されている方々の中では自治体内弁護士としての経験は長い方だと思
います。
　私の場合は、法律事務所での勤務（1年半）→独立→南さつま市役所（特定任期付職員）という流
れで赴任しました。若手で、かつ未経験の分野に対する不安はありましたが、結果的には仕事を一生
懸命やっているうちにその不安は消えていました。無責任かもしれませんが、そうした不安がある方
でも何とかなる（できる）と思います。
　そして、お願いなのですが、ぜひ小さな自治体にも目を向けてみてください。南さつま市の人口は
約3万3000人です。私は「地方の」「小規模な」自治体で働いていることになりますが、指定都市
や中核市で働いている方と比較して仕事の幅が狭いということは全くありません。庁内の法律相談・
訴訟対応が基本ですが、それ以外にもいじめ問題対策連絡協議会や障がい者差別解消支援地域協議会
のメンバーになったり、議会に出席して民法（債権法）改正の自治体業務に対する影響を答弁したり、
選挙の際には疑問票を判定する係の責任者となったりするなど、様々な仕事をしています。自分の存
在が前面に出る部分も多いですので、適度な緊張感もあります。
　写真は、南さつま市内で一番古くから営業しているすし屋さんで撮った私の日常の一コマです。あ
る日、仕事が終わって職員の方と立ち寄りました。華やかな都会で食べる料理も美味しいですが、田
舎の料理もそれに勝るとも劣りません。仕事の魅力も同じです。一人でも多くの方に小さな自治体で
働く良さを味わっていただきたいと思います。

南さつま市
鹿児島県

（中央が筆者）
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12人のチームで互いに切磋琢磨する日々
能登　啓元　会　員

◇明石市政策局市民相談室長・61 期

　2012年度に5人の弁護士を任期付職員として採用した明石市には、現在、正規職員・任期付職
員合わせて12人の弁護士が在籍しています。本市の弁護士職員の配属先は、政策、福祉、保健、こ
ども、教育、総務と幅広く、管理職として議会にも出席しているのが特徴です。担当業務も、法律相
談や争訟等対応にとどまらず、市の政策立案や重点施策の運用への関与や、他の専門職職員等と連携
した虐待・ひきこもり・学校現場等のケース対応など多岐にわたっています。市役所の取扱業務は多
種多様で、自分にとって未知の分野もありますが、各分野に精通した11人の仲間と協力して問題を
解決できるのが、多数の弁護士職員を擁する本市の強みです。
　自分が関わった政策や個別のケース対応によって紛争を未然に防ぐことができる予防法務に関与で
きることは、自治体内弁護士の大きな醍醐味の1つです。また、市民に最も身近な基礎自治体の職員
として市民に寄り添い、困っている人のために公の立場で全力投球して、感謝の言葉を耳にしたとき
は、一般の弁護士業務では得難い大きなやりがいを感じられます。
　自治体で働いて得た経験や知識は、定年後や任期満了後などに一般の弁護士業務に戻った時に大き
な糧になっていることは間違いありません。現に、本市の弁護士職員1期生として私と共に入庁した
4人は、本市を卒業した後、自治体内弁護士としての経験を生かして、法律事務所や民間企業で大い
に活躍しています。弁護士としてさらに飛躍を遂げたいというすべての人にお勧めします。自治体内
弁護士の世界へようこそ！

明石市

兵庫県

（明石市弁護士職員・集合写真。筆者は写真中央）



12

弁護士人生をデザインする
野村　　裕　会　員

◇元・石巻市総務部総務課法制企画官・54 期

　私は、2013年5月に、弁護士12年目、東京の中堅法律事務所のパートナー弁護士という立場から、
東日本大震災における大規模津波被災自治体・石巻市役所に任期付職員として着任しました。
　決断した際には、「自治体に行く」というより「復興支援に行く」意識が強かったので、もし震災
がなかったなら、私が “ 自治体ロイヤー ” の一員になることはなかったでしょう。しかし、現に赴任
してみると、基礎自治体が市民生活に密接なところで重要な役割を果たしていることが実感され、（被
災地に限らず）弁護士が自治体に常勤することのプラスの影響力を信じることができました。
　津波被災した住民の生活再建、住まいの再建の事業は膨大で、様々な困難に直面しましたし、震災
に由来するいくつかの悲しい事件の対応に消耗することもありました。それでも、奮闘する自治体職
員と苦楽を共にし、東北地方沿岸部の豊かな自然や人々の温かさに恵まれながら、妻・幼い息子たち
と過ごした3年間は、人生に特別な彩りを添える、貴重な経験になりました。
　さて、戻れないことも覚悟して飛び出した私でしたが、任期満了後は元の事務所に復帰させてもら
い、現在に至ります。弁護士としての経営の観点からは赴任前の水準に十分戻っていますし、仕事の
内容面では、自治体を依頼者とする案件・自治体を相手方とする案件、都市計画事業や用地取得（「所
有者不明土地」問題）に関する案件など幅が広がりました。
　もし東京にとどまっていたとしても、いま頃、自分の弁護士人生に特に不満なかったものと思いま
す。しかし、被災者のため公共のために仕事をした充実感、新しい経験、新しい人脈を得たことを思
うと、思い切って変化を選んだことに後悔は一切ありません。
　社会に様々な活躍の場がある弁護士という職業の特性を活かして、多くの皆さんが、自治体勤務を
含め、弁護士人生を主体的に形づくって行かれることに期待したいと思います。

［2020 年 11月作成］

（石巻市街を一望。山裾に仮設住宅団地が広がる。2016月2月撮影）

石巻市

宮城県


