
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 総務部政策法務課 課長名 浅岡 隆 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

地方分権改革の進展に伴い、機関委任事務が廃止され、地方自治体は、国の通知・通達に頼ることなく、地方の現

場の必要性から自立的に、法を解釈し、条例等の自治立法を進め、訴訟に対応し及び法制評価を実施することが求め

られています。政策法務とは、このような地方自治体の政策に関する法務的な対応のことを指し、政策法務課は、政

策法務の全庁的な取組みが活発に行われることを目指します。 

具体的には、庁内各課とりわけ各部政策室とともに、行政課題を部局横断的・総合的に解決することを前提とした

体制の整備（政策法務委員会・プロジェクトチーム・政策法務アドバイザー）、基礎的な法務能力の向上（政策法務

研修）、条例・規則等の審査（自立的解釈に基づく審査法務）、訴訟の維持を実施します。 

２ 施策の概要 

施策名 政策法務の推進 
施策 
コード

４ － ０ ２ ０ ６ － １

アクションプラン 
における位置付け 

施策１ 分権型社会を支える市町村への総合的支援 

上位政策 
計画等 

 
関係
課名

総務課、市町村課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

政策法務に全庁的に取り組むこと。 

政策法務の全庁的取

組みに努めていま

す。 

（17年度） 

政策法務の全庁的取

組みの実現に努めま

す。 

（18年度） 

条例等整備方針を通

じた条例等の整備を

通じた全庁的取組を

引き続き進めていま

す。（18年度） 

Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

① 政策法務に対する職員の関心と理解      

② 中央省庁の分権改革への理解と自治体への関与 

③ 自治立法・自治解釈に関する裁判所の理解   いずれも施策に大きな影響を与えます。 

④ 自治立法・自治解釈に関する検察庁の理解 

目標の 

達成状況総括 

「政策法務の推進」に向けて条例等整備方針を通じて全庁的取組を進めていますが、一部に

課題があります。 

 18年度中に条例の整備に至った案件はないものの、19年 3月現在の対象件数94件のうち要

領又はマニュアルの再検討など、3件の完了案件を含む新たな7件の検討を開始し、累積の検討

開始件数は22件、23.4％となっています。 

 また、千葉県炭化水素対策指導要綱については、条例化を実施する方針となり平成18年度中

に条例骨子案についてパブリックコメントを実施しました。しかし、全体としては、5年以内に

条例等の整備の必要性を判断し必要な対応をとるという当初の目標はかなり遅延する見通しで

あり、着手を急ぐ必要があります。 

 条例化が必要となった案件については、条例案の策定に１年から２年以上を要することが通

常であり、同時に大量に処理することができないことが障害となっています。 

 今後は、行政手続の進展が予想されることから、要綱等の見直しの徹底にともない、条例化

の検討も促進されることが期待されます。 

 



３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

  
金額

  

3.0 1.0 
Ⅰ 

（条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備）

 地方自治法で定められた必須条例化事項、千葉県として条

例化すべき事項として定めた任意条例化事項、規則化事項の

整備を進めることにより、行政の透明性を高め、県民の権利

を保護します。 
人員

3.0 1.0 

  
金額

  

0.3 0.1 Ⅱ 

（企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上） 

 地方分権改革後の自治体は、政策を立法化しなければなり

ません。そのためには、条例等の設計（企画法務）が可能で

あり、また、政策法務を必要とする課題について担当者への

アドバイス等のコミットが期待できる職員が本庁各課に1人

以上配置できるよう、養成研修等を行います。 

人員
0.3 0.1 

8,491 8,629 
金額

13,709 11,072 

12.6 17.8 
Ⅲ 

（法務的行政課題の総合的な解決） 

 各部等の次長級の職員を構成員とする政策法務委員会・関

係課による企画法務プロジェクトチーム・迅速な訟務対応・

確実な法規審査・正確な公益法人管理により、法務案件の部

局横断的な検討と解決を図ります。 
人員

12.6 17.8 

960 960 
金額

960 510 

0.1 0.1 
Ⅳ 

（法務に関する外部資源の活用） 

 政策法務アドバイザーの活用により、政策法務に関する外

部資源から必要な情報やアドバイスを得ます。 

人員
0.1 0.1 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 

達成状況 
（年度） 

区
分

Ⅰ 
条例等の整備方針による条例化事

項又は規則化事項の整備率 

条例等の整備方針の

策定を実施します。 

（17年度） 

 

条例等の整備方針に

該当する事項のうち、

累積で２０％程度の

着手を目指します。 

（18年度） 

18 年度は新たに７件

について検討に着手

し、3件について対応

を終了しました。１９

年３月現在の累積案

件 94 に対して対応済

みも含め 22 件の検討

を開始しており、着手

率は 23.4％となりま

す。 

Ａ

Ⅱ 

 

各課に企画法務を担当できるレベ

ルの法務担当者を１人以上配置す

るための研修等による職員養成数 

政策法務研修修了者

は入門コース、基礎コ

ース合計で 36 名で

す。 

（17年度） 

30 名程度の研修修了

者を養成します。 

（18年度） 

150名程度の研修修了

者を養成します。 

（21年度） 

18 年度は 1 日研修以

上の 3 種の研修につ

いて合計 39 名の参加

を得ました。17 年度

からの累計では 75 名

となり、順調に推移し

ています。 

Ａ

Ⅲ 

 

 

政策法務委員会の開催回数 

年間６回の開催予定

です。 

（17年度） 

 

年間１０回以上開催

します。 

（18年度） 

18 年度は政策法務委

員会を 10 回開催し、

目標を達成しました。

Ａ



重要な政策法務案件で部局横断的

なものに関するプロジェクトチー

ム設置率 

６０％を予定してい

ます。 

（17年度） 

１００％設置を目標

とします。 

（18年度） 

景観に関する条例に

ついては設置されま

したが、中小企業の振

興に関する条例及び

行政手続条例の改正

に関しては、庁内関係

課との協議は実施し

ているものの、プロジ

ェクトチームを組織

するには至っていま

せん。 

Ｂ

Ⅳ 政策法務アドバイザーの活用回数 

年間約３０回を予定

しています。 

（17年度） 

年間約３０回を維持

することを目指しま

す。 

（18年度） 

18 年度のアドバイザ

ー実績は 17 回でし

た。 

Ｂ

 

 

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ. 条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備 

主な目的は、平成１２年の第 1 次分権改革に伴う地方自治法の改正により条例によることが明確と

なった、「義務を課し、又は権利を制限する事項（地方自治法第１４条第２項）」の条例化を推進しよ

うとするものです。 

平成１７年１月１日に条例等の整備方針を施行して以降、これまでのところ対応済みが３件で、現

在、検討中の案件が１０件です。 

課題としては、現在検討中の案件以外についても、平成１７年度に着手する予定であったものが

相当数あるにもかかわらず、担当する人員が極度に不足していることから、これらについて着手でき

ない状態にあることです。 

地方分権改革及び行政事件訴訟法の改正を始めとする司法制度改革が進む中、当初は５年間を整備

期間として予定していましたが、当初の予定通り整備していくことは極めて困難な状態にあります。

Ⅱ. 企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上 

政策法務は、ある行政目的を実現するためのシナリオやプログラムを法的に表現するための技術で

す。行政の現場の担当者は、当面する問題を、現行制度の運用によって解決するとともに、よりよい

解決のために新たな制度を提案する姿勢が求められています。分権改革後の現在では、その要請は一

層強いものがあります。 

  そこで、当面、政策法務課では、新任職員に対して 3 時間の政策法務研修を行うとともに、ワーク

ショップを取り入れた 2 日間と 3 日間の政策法務研修を実施し、平成１７年度においては、研修修了

者を３６名養成しました。 

  課題としては、企画法務を担当できる職員の全体の底上げを図ることです。平成１７年度は、入門

コース、基礎コースともに自主的に希望する職員を対象に実施しましたが、政策法務に対する関心を

持続させるためにも、研修修了後のフォローアップが必要となります。 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的な解決 

分権前の自治体は、国の機関委任事務を中心に行政活動を行っていました。そのため、国の省庁の

所管が県庁の中にも持ち込まれ、行政課題を総合的に解決することが困難となっていました。 

  この点を解決するため、各部等の次長級の職員を構成員とした政策法務委員会を設置して、全庁的

な視点から、重要な政策法務案件について検討しています。 

  また、担当レベルで部局横断的に課題を解決するため、重要な政策法務案件については、プロジェ

クトチームを結成して、初期の段階から総合的な対応を可能にしようとしているところです。 

  課題としては、ニュースレターの発行や庁内ホームページへの掲載等により政策法務委員会の状況

を伝えていますが、政策法務委員会の情報が関係各課に十分浸透していないことがあります。 

  訟務については、政策法務室の訟務担当者が、分権後の法状況を踏まえた新たな訴訟対応を含め、

迅速な対応に努めています。 

訟務の今後の課題としては、改正後の行政事件訴訟法への対応及び判決・決定後の関係課を含む全

庁的な対応への取組が求められているところです。 



審査法務については、必要とされる独自の法解釈を含め、予定された日程の中で正確に審査を終了

することに努めています。 

課題としては、審査の質を維持しながらスピードアップを図ることです。そのための検討課題とし

て、各部局等の政策担当部門との連携による県庁全体の法務能力の向上及び形式的な例規審査につい

ては信頼できる外部業者への委託も視野に入れ、実質的な効率化を図ることが考えられます。 

Ⅳ. 法務に関する外部資源の活用 

分権後の地方自治体は、国の法解釈から必要に応じて自立的な対応をとることが求められています。

  その場合、県庁内部だけの情報をもとに条例等の制度を設計することには限界があるため、外部の

有識者の能力を活用することが効率的であり、また、従来の固定的な枠組みから離れた新たな制度の

設計を行う上で有用です。 

  そこで、本県では、平成15年度から政策法務アドバイザー制度を本格的に導入し、政策法務全般に

わたるアドバイスと、場合によっては個別的テーマに関するアドバイスをいただいているところです。

  課題としては、県民主体で白紙の段階から条例等を検討するいわゆる健康福祉千葉方式による場合、

担当課が必ずしも政策法務の必要性を認識して検討を開始するものではないため、会議の場における

政策法務アドバイサーの存在が必要不可欠となることです。政策法務の全庁的な普及が必要となりま

す。 

 

今後の 

施策展開 

Ⅰ. 条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備 

  法形式の適正化を図るために、引き続き整備を進めていきますが、平成１８年度は、平成１７年度

の積み残しの案件及び緊急性のある案件を優先して、その整備に着手します。 

Ⅱ. 企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上 

目標は、政策法務のうち特に企画法務を担当できる職員が各課に少なくとも 1 人ずついるという状

態の実現です。そのためには、本庁各課に少なくとも 1 人ずつの政策法務研修修了者がいることが必

要です。 

さらに、これらの各課企画法務担当者を支えるため各部政策室に各課の企画法務担当者を指導でき

るレベルの政策法務課での実務経験を有する法務系大学院修了者等を確保する必要があります。 

そのため、当面、法務系大学院修了者等を庁内から確保して政策法務室での実務経験者を増やすと

ともに、政策法務研修終了者を5年間で150名程度確保すべく、政策法務研修を実施します。 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的な解決 

政策法務委員会については、開催の定例化を目指しています。また、条例化に係る重要案件の検討

だけではなく、法制度改革の影響、個別の判例等の影響、審査法務案件として条例化される重要案件

等についても幅広く取り上げて検討することとします。 

  プロジェクトチームについては、準備的活動を含めて、機動的な対応を図ります。 

Ⅳ. 法務に関する外部資源の活用 

現在は、アドバイザーに意見等を求めているに留まっているところですが、審査法務等に外部委託

が可能な定型的業務があれば（例：改正文作成）、アウトソーシングによる業務の効率化を検討します。

 

昨年度と

の主な変

更点・改

善点 

Ⅰ. 条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備 

平成１７年１月１日から条例等の整備方針を施行しており、順次その整備を進めています。 

Ⅱ. 企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上 

  政策法務研修について、新任職員を対象としたものについては従来通りですが、それ以外のものに

ついて、3日間と6日間のコースであったものを、職員が自主的に受講しやすくするために、１日間、

2日間及び3日間のコースに変更しました。また、研修のテーマも新たに見直しました。 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的な解決 

プロジェクトチームについて、時期に応じて設置するよう担当課に促すといった準備段階でのアド

バイスを積極的に実施するなど、より機動的に対応しています。 

 

 

 

 

 

 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

政策法務委員会（通年・隔月） 

政策法務ニュースレター（通年・年４回） 

条例等の整備方針に基づく整備（通年） 

新任研修（４月） 

市町村政策法務研修① 

県・市町村合同研修 

プロジェクトチームの展開（通年） 

４月 

～６月

条例等整備方針の推進（通年） 

プロジェクトチームの展開（通年） 

新任研修（4月25日1次・2次同日） 

なのはな楽習会（5月15日市町村職員も対象） 

政策法務委員会（①5月22日・②6月15日） 

ニュースレター①（5月30日） 

７月 

～９月 

政策法務研修（入門コース） 

政策法務研修（基礎コース） 

７月 

～９月

政策法務委員会（③7月19日・④９月6日・⑤９月

12日） 

政策法務研修①（基本研修の選択科目7月25日）

市町村政策法務研修（①長生広域7月26日②香取

広域8月23日） 

ニュースレター②（8月31日） 

政策法務研修②（超入門9月26日市町村職員も対

象） 

10月 

～12月 

市町村政策法務研修② 

10月 

～12月

政策法務委員会（⑥10月13日⑦11月22日⑧12月18

日） 

ニュースレター③（11月30日） 

政策法務研修③（解釈・運用10月23日・10月30日）

１月 

～３月 

 

１月 

～３月

政策法務委員会（⑨2月6日⑩3月19日） 

市町村政策法務研修（③東総広域1月24日・④八

千代市1月26日・⑤匝瑳市2月7日） 

ニュースレター④（3月12日） 

政策法務研修④（チャート化で学ぶ立法1月16

日・23日・30日） 

 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ. 条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備 

18年度は、条例等整備方針案件として初めて条例案の骨子がパブリックコメントの段階に達し

た千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例の制度設計

がほぼ終了したことが、整備方針上の主要な成果ということができます。 

  引き続き条例等整備方針に基づく条例化に関する協議を庁内で進捗させることにより、要綱等

の透明化を進展させることにつながっていくと思われます。 

  しかし、各担当課の事情等により、検討の進捗が遅いものもあり、全体としての進捗は必ずし

も十分でないといえます。 

 

Ⅱ. 企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上 

   18年度は、政策法務に関する研修に目標である30人を大幅に超える39人の参加を得たほか、

政策法務に関するなのはな楽習会に多数の職員の参加を得るなど、庁内の政策法務に関する基礎

的理解を持った職員は着実に増加しつつあります。 

  この結果、18 年度中には、研修を受講した職員が担当する事務について自ら問題を発見し、条

例をもって解決する方法を当課に提案して検討が開始されるといった成果も見られるようにな

ってきています。 

  そのような事例から条例案が策定されるといった成果はまだ生じていませんが、今後は、問題

を自ら発見し解決していこうとするタイプの職員が増加していくことが期待されます。 

 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的な解決 

   政策法務委員会について平成18年度は10回開催とほぼ毎月の開催を達成しました。開催回数

が増加しているだけでなく、討議内容も充実してきており、しだいに委員会が活性化してきてい

るといえます。 

   このことにより、政策法務上重要な案件について、政策法務委員会を介して庁内に各部横断的

な条例案等の重要案件について合意が形成されることが容易になることが期待されます。 



Ⅳ. 法務に関する外部資源の活用 

   政策法務アドバイザーの活用について平成 18 年度は、量的には昨年度を下回りましたが、政

策法務重要案件に関する法務企画的な内容だけではなく、紛争予防的な観点からの相談を行い、

また、公益法人制度改革に関する講演をいただくなど、幅広い課題についてアドバイスをいた

だくことができました。 

   このことにより、新しい課題に関する庁内の法務的対応が可能になり、現在要求されている法

務業務の水準にかろうじて到達しているものと考えられます。 

特記事項 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的解決 

政策法務を課名として庁内への政策法務の普及を推進しているところですが、平成 18 年度は

政令指定都市となった静岡市や京都府の視察を受けるなど全国的にも政策法務への取組みが注

目されています。 

残された 

課題 

Ⅰ. 条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備 

   優先的に対応すべき政策法務重要案件が多く、条例等整備方針に係る案件への取組みが遅れ勝

ちです。今後は、行政手続への取り組みの進展を背景とした進捗が期待されます。 

Ⅱ. 企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上 

   政策法務に関するエキスパートの養成は、引き続き課題です。今後は、各部において政策法務

を専任担当とする職員を配置するなど組織的対応を検討する必要があります。 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的な解決 

 政策法務委員会の活性化をより充実させる必要があります。 

Ⅳ. 法務に関する外部資源の活用 

   外部資源としての学識者の活用について、さらに積極的な運用が必要です。 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ： Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

 政策法務重要案件が増加しつつあり、このような状態が長期間継続するとすれば、方向性として

は拡大することとなります。 

Ⅰ. 条例等の整備方針による条例等の整備－法務環境の整備 

   確実に進捗させるのであれば、専任担当を配置するなどの対応が必要となります。 

Ⅱ. 企画法務を担当できる職員の確保―基礎法務の向上 

   政策法務に関するエキスパートを養成するためには、法科大学院卒業生の採用など社会の法化

に対応した対策が必要となります。 

Ⅲ. 法務的行政課題の総合的な解決 

   政策法務委員会の更なる活性化のためには、各部の政策室に政策法務委員会担当を設置して政

策法務委員会における情報を整理するとともに、各部の政策法務が必要な案件を部単位で整理す

るなどの組織的対応の検討が必要となります。 

Ⅳ. 法務に関する外部資源の活用 

   外部資源としての学識者の活用を円滑にするため政策法務職員は普段から各種勉強会に参加

するなどして学識者の専門領域や問題意識を正確に把握しておくことが必要です。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

今後の取組方法については指示事項なし。 

なお、引き続き、政策法務を担当する職員の養成に留意すること。 

 


