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はじめに

今やどの自治体においても、さまざまな行政

分野において、「要綱」なるものが存在し、行

政内部の事務手続を定めたものから、市民生活

に係わる給付行政・福祉行政や、場合によって

は、市民の権利を制限し、義務を課すような規

制的なものまで、あたかも法令に則った条例や

規則といった例規（本稿では､狭義の意味での

例規をいい、法的規範性を有する条例及び規則

のことをいう。）のように機能している。が、

この「要綱」なるものが、何ら法的効力のない

ものであるにもかかわらず、これまで、そして

今なお、多用されているのは、なぜなのか。

平成12年４月１日から地方分権一括法が施行

され、国と地方の関係は、これまでの上下関係

から、対等協力の関係へと移行し、機関委任事

務が廃止され、自治体の条例制定権が及ぶ自治

事務が増大するとともに、法定受託事務につい

ても、一定の制限のもとで自治体の条例制定権

を認めるなど、従来にもまして自治体の条例制

定権が拡大し、自治体の自治立法権の拡充が叫

ばれている。

これまで、さまざまな制約から何ら法的効力

のない要綱を駆使して自治体のまちづくりを図

ってきた自治体にとっては、いろいろな呪縛か

ら解き放たれ、またとない機会が訪れたのであ

る。

折しも地方分権と軌を一にして、自治体の政

策法務の必要性が説き始められ、自治体の政策

形成に寄与する法務のあり方が論じられ、地域

の実状に即した自主的な法システムを積極的に

設計・運用することが求められている。

本稿では、これまでの要綱行政の功罪を振り

返り、要綱行政の現状と課題について、自治立

法権の拡充とからめて、自治体現場の法務担当

者の視点で、検討をくわえてみたい。

１　要綱とは何か

要綱とは何かを定義する実定法上の規定は、

現行法令上見当たらない。『広辞苑』（岩波書店）

によると「地方公共団体が行政指導の際の準則

として定める内部的規範。住民に対しては法的

拘束力を持たない。開発規制に関するものが多

い。」、『法律用語辞典』（内閣法制局法令用語研

究会編・有斐閣）では、行政運営に関して「基

本的な、又は重要な事柄､又はそれをまとめた

もの」の総称であるとされているが、ここでは、

「職員が事務処理を進めていく上での行政運営

の指針や行政活動の取扱いの基準を定める内部

的規範」（注１）と定義しておくこととする。

要綱行政の現状と課題

～ 自治立法権の拡充を目指して ～

岸和田市総務部総務管財課　

藤　島　光　雄



s 68 t

平成15年６月に大阪府内の全32市（大阪市を

除く。）に対して、要綱の位置付け等に関する

調査を行った結果（別記資料）によると、要綱

を条例、規則等を補完するものとして、例規に

準じた位置付けをし、法制担当部局が審査して

いる自治体は、18市で約半数である。逆に言う

と約半数の自治体においては、具体的な位置付

けや基準、審査もなしに、担当課の判断で、要

綱の制定改廃が行われ、それに基づいた行政運

営が行われていることになる。

その要綱に基づいて行われている行政運営が

要綱行政となるわけだが、要綱行政とは、「法

律、条例等の法規に基づくことなく、行政機関

の内部的規定である要綱に基づいて行われる行

政指導による行政」『新自治用語辞典』（ぎょう

せい）とされており、本稿においても、この定

義によることとする。

一方、行政指導については、行政手続法第２

条第６号に「行政機関がその任務又は所掌事務

の範囲内において一定の行政目的を実現するた

め特定の者に一定の作為又は不作為を求める指

導、勧告、助言その他の行為であって処分に該

当しないものをいう」と規定されている。

２　要綱の分類

ひとくちに要綱といっても、その内容は多種

多様で、一概に分類はできないが、ここでは、

要綱を次のように分類することとする。（注２）

① 行政内部の職員に対する事務処理・手続、

内部組織等について定めたもの（内部訓令

的なもの）

②　補助金・給付行政にかかわるもの

③　行政指導について定めたもの

①は、住民票の写し等の郵送サ－ビスの実施

に関する事務取扱要綱、市政モニタ－設置要綱、

ＯＡ化推進本部設置要綱など、行政内部の事務

取扱基準や手続、行政内部の組織等の設置、運

営基準等について定めたもので、行政内部の職

員に対する一種の訓令（職務命令）的色彩の濃

い、事務処理について定めたものである。

この分野の要綱では、ほとんど法制上問題に

なる事はない。ただ、地方自治法第138条の４

第３項に「普通地方公共団体は、法律又は条例

の定めるところにより、執行機関の附属機関と

して自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査

会その他の調停、審査、諮問又は調査のための

機関を置くことができる」と規定されているに

もかかわらず、本来条例で設置しなければなら

ない附属機関を要綱に基づき設置しているもの

が見受けられ、条例の規定に基づかない委員会

や審議会等の委員に報酬や費用弁償を支給する

のは違法とした判例がある。（注３）

②については、給付行政の分野において、事

前に取扱いの方針・基準等を要綱という形で定

め、要綱に準拠して行政運営を行うことには、

適正な行政活動を担保するという観点からも、

大きな意義が認められるとする見解（注４）もあ

り、たとえそれが法律・条例等の直接的な根拠

を欠くものであるとしても、一般的には、住民

の福祉の向上等を目的とする地方公共団体の活

動であるとして、特に問題点を指摘する見解は

存在しないように思われる。ただ、この分野に

おいても、福祉関係事業の実施要綱の条文の規

定の仕方により、一部負担金や協力金を徴収す

るようなものが存在しており、地方自治法第

228条（注５）に抵触するものが見受けられる。

③の行政指導について定めたもの、これが一

般的に言われている要綱である。
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要綱の歴史を遡れば、それは行政指導の歴史を

遡ることだと言われている程である。

行政指導の類型

ひとくちに行政指導といっても、その内容は

多種多様である。行政指導を規制的行政指導と

調整的行政指導に分ける方法（山内一夫、注６）、

さらに助成的行政指導を加え三つに分ける方法

（塩野宏、注７）、行政指導を規制的行政指導と

助成的行政指導に分ける方法（原田尚彦、注８）

等があるが、塩野宏教授の分類にしたがうと、

次の三つに分類される。

①　規制的行政指導　

行政の相手方たる私企業・国民等の活動を

規制する目的で行われるもの

②　助成的行政指導　

例えば、稲作から畑作に転換しようという

農家に対し、技術的・経営的助言をする等、

国民等に対して情報を提供することによって

国民の活動を助成しようとするもの

③　調整的行政指導　

建築主と付近住民との間の建築紛争につい

て両者間での協議を求める等、私人間の紛争

の解決のための手法として用いられるもの

以上の３分類は必ずしも相互に排他的でない。

たとえば、建築の行政指導は概ね建築主に対し

ては規制的行政指導であり、その関係者全体か

らすると調整的行政指導である。また、助成的

行政指導であっても、行政の立場からの一定方

向への誘導があるわけであって、規制的側面が

ないわけではない。

原田尚彦教授の分類も、基本的にはこれと差

異はなく、法律との関係から助成的行政指導

（情報提供、技術的助言）と規制的行政指導に

分け、さらに規制的行政指導を法定の指導（独

自の根拠に基づく指導、行政行為の事前代替的

指導）と法定外の指導（紛争の調整的指導、積

極的能動的指導）とに分類している。そして、

行政指導の中でなかば強制的内容を伴う規制的

行政指導が法律的に種々の問題を引き起こして

いるのである。そして、その代表的なものが、

開発指導要綱である。以下、開発指導要綱を例

にして、要綱の歴史を振り返ってみる。

３　要綱行政の始まり

昭和30年代後半からその後の高度成長期を経

て、わが国の社会・経済活動は、大変革をなし、

都市における生活環境もこれに伴い、急激な変

化を遂げ、大規模な宅地開発、市街地の無秩序

なミニ開発が進み、地域の住環境を悪化させる

だけでなく、急激な人口増加をもたらし、学校、

道路、上下水道等の都市基盤の整備の必要性を

飛躍的に増加させ、自治体の財政を圧迫する原

因にもなっていった。（注９）

低層住宅が建ち並んでいて、それなりに日照

も確保されていた住宅地に、突如として、高層

マンションが出現することにより、その近隣の

住民は、日照障害、電波障害、風害、眺望等の

侵害に悩まされることになった。

これに対して、自治体は、現行法上これに対

処しうる権限が、不十分であるか、又は全くな

い場合がほとんどであった。しかし、有効に対

処しうる法制が整備されていないからという理

由で、これらの対応を放棄することはできず、

いわゆる開発指導要綱を制定して、これに対処

しようとしたのである。この要綱こそが、行政

指導をどのようになすかの取扱いを定めたもの

であり、法規範としての効力を持つものでなか
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ったため、種々の功罪を残すことになったので

ある。

最初の要綱は、昭和42年に制定された川西市

住宅造成事業に関する指導要綱だといわれてい

るが、その後、この種の要綱は、急速に全国の

自治体に拡がった。（注10）

これらの要綱は、何ら法的根拠を持つもので

はなかったが、既存の法制度の不備を補いなが

ら、急激な都市化に伴う乱開発の防止、良好な

住環境の維持・整備、社会資本の整備に必要な

財政負担等の確保等を図り、一定の役割を果た

してきたことは周知のとおりである。

しかし一方で、昭和50年代に入り、これに対

する適法性をめぐり、種々の裁判が提起され、

要綱行政の法的限界がしだいに明らかにされて

きた。

行政指導の適法性についての最高裁の考え方

として、昭和60年７月16日第３小法廷の最高裁

判決をあげることができる。

事案は、マンションの建設に当たり、建築主

と付近住民との間において紛争が生じている場

合に、建築確認申請を受理した東京都の建築主

事が、既に審査を終了し、確認処分ができる状

態になった以後も、付近住民との話し合いによ

る円満解決を指導していることを理由に、建築

確認処分を留保したことが違法であるとして、

国家賠償法に基づき、東京都に対し損害賠償を

求めたものである。

判決は、「建築確認の留保も社会通念上合理

的と認められる範囲では違法といえない」とし

つつも、「相手側が行政指導にはもはや協力で

きないとの意思を真摯かつ明確に表明し、当該

建築申請に対し直ちに応答すべきことを求めて

いるものと認められるときには、当該建築主が

受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上

の必要性とを比較衡量して、建築主の不協力が

社会通念上正義の観念に反するものといえるよ

うな特段の事情が存在するものと認められない

限り、当該行政指導を理由に建築主に対し確認

処分を留保することは許されない」と判示し、

行政指導の運用に一定の枠づけをした。

一方別の事案で、市長が宅地開発指導要綱に

従わないマンション業者に対し、制裁として水

道水の給水を拒否した行為が、水道法第15条違

反の罪にあたるかどうかが争われた武蔵野市給

水拒否刑事事件の上告審決定（最決平成元年11

月７日判時1328号16頁）では、原審の有罪判決

（10万円の罰金刑）を容認する決定をし、行政

指導を強制するとときに行政の側に刑事責任を

発生させることを是認した。

４　要綱行政の効用

要綱には法的効力がない、訴訟となれば負け

る可能性が大きい。それにもかかわらず、なぜ

要綱を多用するのか。自治体には、自治立法権

として条例制定権が認められており、罰則等を

設けて、種々の問題に対応することも可能であ

る。しかも、条例は、それ自体法的規範性を有

しており、要綱という形式を採用するよりも法

的な問題を引き起こすことははるかに少ない。

それにもかかわらず、要綱という形式が採用さ

れてきた背景には、次のような理由があげられ

ている。（注11）

① 法律と条例に関する法理論上の難点が学

説・判例上解決されておらず、条例の制定

という正式な形をとることについて、地方

公共団体が躊躇する。特に、財産権につい

て何らかの制限をかけるような内容の条例
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を制定する場合には、憲法第29条第２項と

の関係や、旧地方自治法第２条第３項第18

号及び第19号との関係で、法的な疑義が存

している。

② 要綱の方が、情勢の変化に即応して対応

できるし、また、実際的にも、要綱に基づ

く指導により充分その目的を達成できると

いうことも本音の理由としてあげられる。

わが国の特色として、行政の側も私人の側

も、法規に基づく規制よりも行政指導とい

うようなソフトな手法を好むということが

いわれる。

③ 法律が整備されるまでの暫定的な措置と

して、とりあえず要綱により対処する。建

築基準法改正による日影基準の導入、建築

基準法及び都市計画法改正による地区計画

制度導入等も、市町村の要綱において実施

されていた施策が法律の中に取り込まれた

ものである。

④ 要綱による場合には、議会による審議を

避けることができる。しかし、要綱は法律

に基づくものではないとはいえ、その制定

に当たっては、議会において説明を行った

り、事実上その了承を受けている例もある。

一方これに対して、要綱は、条例と比較して、

法的規範性がなく強制力に欠け、要綱の基準に

満たない場合や指導に従わない場合にも罰則は

なく、あくまでも事業者に対して協力を依頼す

るに過ぎない。また、指導に従う事業者とそう

でない事業者とで公平性の観点からも問題があ

る等のデメリットも指摘されている。

５　要綱行政の転機

要綱行政に一定の歯止めをかけてきたのは、

何も訴訟による判例の蓄積だけではなかった。

第１の転機として、行政手続法・行政手続条例

の制定をあげることができる。

行政手続法は平成６年10月１日から施行され、

行政指導という用語の意義が法文上初めて定義

され、行政指導の一般原則として、「行政指導

にあっては、行政指導に携わる者は、いやしく

も当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸

脱してはならないこと及び行政指導の内容があ

くまでも相手方の任意の協力によってのみ実現

されるものであることに留意しなければならな

い」（行政手続法第32条第１項）、さらに、「行

政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に

従わなかったことを理由として、不利益な取扱

いをしてはならない」（同条第２項）と規定さ

れ、「同一の行政目的を実現するため一定の条

件に該当する複数の者に対し行政指導をしよう

とするときは、行政機関は、あらかじめ、事案

に応じ、これらの行政指導に共通してその内容

となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支

障がない限り、これを公表しなければならない」

（同法第36条）とされた。

一方、自治体が行う行政指導については、行

政手続法の規定は適用されない（同法第３条第

２項）が、同法第38条の規定を受けて、自治体

においても、同趣旨にのっとり、必要な措置を

講ずるよう努めなければならないことから、同

様の条例が制定された。

これを契機に、各自治体では、現行の開発指

導要綱の見直しは必至であり、事業者に何らか

の規制、負担を強制するような要綱の条文の見

直し、要綱の条例化が行われるのではないかと

思われた。

しかし、現実には、一部の市を除き、これま
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での要綱行政で対応していた諸々のまちづくり

の課題を行政手続法､行政手続条例に抵触しな

い形で条例化を行うことには、極めて消極的で

あり困難であって、各市とも他市の対応待ち、

様子見、横並びの状況で、事業者の対応を見て

から判断する形の後追い行政になってしまった。

結局、行政指導に関する法令・条例ができたも

のの、ふたを開けてみれば、これまでと同様、

現行の要綱の規定に対し、事業者が法令・条例

を盾に争う姿勢は見せず、自治体側においても、

要綱の改正・条例化といった作業は進まず、こ

れまでと同様の行政指導が続けられたのである。

その後、当初の予想に反して自治体の開発指

導要綱の見直しが進まないなかで、旧建設省は、

「規制緩和推進計画」（平成７年３月閣議決定）

を受け、平成７年11月には、「宅地開発等指導

要綱の見直しに関する指針」を作成し、全国の

都道府県知事に対し、通達を発し、行政指導の

行き過ぎ是正の徹底と行政指導の公正さの確保

や透明性の向上を強く求めた。

そして、第２の転機として、平成12年４月１

日から施行された地方分権一括法の制定をあげ

ることができる。この法律の施行により、機関

委任事務が廃止され、国と地方の関係が対等・

協力の関係へと移行し、自治事務が拡大すると

ともに、法定受託事務についても、一定の範囲

内で自治体の条例制定権が認められた。地方の

ことは地方で決めるという原則が打ち立てられ

たのである。また、これにより､基本的にはこ

れまでの通達行政は廃止されることとなった。

また、この法律のなかで、地方自治法の一部

改正が行われ、改正後の地方自治法第14条第２

項で「普通地方公共団体は、義務を課し、又は

権利を制限するには、法令に特別の定めがある

場合を除くほか、条例によらなければならない」

とされ、各自治体においては、例規、要綱の見

直しが急務の課題となった。これにより、全国

の自治体では、例規の見直しが行われ、義務を

課し、権利を制限するような規定の条例化等が

図られた。

しかしながら、各自治体とも限られた時間内

に多くの例規を改正する必要があり、又法制担

当のスタッフが少ないため、先進的な一部の自

治体を除き、多くの自治体では、例規の整備を

優先し、要綱の見直しは、ここでも後回しにさ

れたのである。本来なら、地方分権に伴う例規

の整備が一段落した段階で､要綱の見直し､要綱

の条例化に取り組まなければならないはずが、

分権疲れとでも言うべき現象が生じ、遅々とし

て進んでいないのが現状である。

自治体にとって、第１の転機は､言わば外圧

によるものである。当時は法律の先占論等のい

ろんな制約の中で、自治体側としては、これま

での要綱行政により、まちづくりを図ってきた

ものを、法律ができた、条例ができた、違法性

が高いという理由だけで、行政指導を止めるわ

けにも行かず、かといって要綱をそのまま条例

化するのにはいろんな制約があり、至難のわざ

であったのである。

これに対し、第２の転機は、自治体自らが勝

ち取った分権ではなく、ある意味では､与えら

れた分権によるものである。地方分権一括法が

施行されたからといって、自治体職員の意識改

革が行われたわけではなく、機関委任事務が廃

止され、自治事務が増え、条例制定権が拡大し

たからといっても、現場の自治体職員にすれば、

これまでの要綱行政でうまくいっている、別に

訴訟を提起されたわけでもないのに､要綱を条
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例にする必要もないだろう、何が問題なのかと

いう認識が一般的に強かったのである。

このように、要綱行政の適正化、要綱の条例

化といった作業は、外圧でも、自治体側からの

内発的な、積極的な取組という面でも進まなか

ったのである。

まずは、自治体職員の意識改革からスタ－ト

しなければならないのであり、そういう意味で

も、自治体の分権改革に対する姿勢が今後の要

綱行政を大きく左右するものと考えられる。

６　要綱行政の課題と展望

それでは、今要綱の何が問題なのか、何をど

うすればよいのかを、現行の要綱の規定の中で、

もう少し具体的な例をあげると､（注12）

①　 協議条項

開発計画について開発事業者に対し、自治

体と協議しその指導勧告に応ずべきことを定

めるもの

②　同意条項

開発事業者に対し、開発計画を周辺住民に

説明し、その同意を得ることを義務付けるも

の

③　規制強化条項

開発事業者に対し、緑化、開発に必要な道

路の幅員についての規制、消防施設等の整備、

駐車場の付置など、都市計画法や建築基準法

などに定められている水準を上回ったり、法

定外の規制を義務付けるもの

④　負担条項

開発事業者に対し、公共用地の提供や応分

の負担金の拠出を義務付けるもの

⑤　制裁に関する条項

開発事業者が要綱に定める事項に従わない

場合に、一定の制裁を課すことを規定するも

の。制裁の内容については、

ア 都市計画法の同意・許可、建築確認、道

路占用許可等等の留保を行うというように、

法令に基づく許認可等を留保したり、各種

の届出の受理を拒んだりするもの

イ 水道・電気・ガスの供給や下水道の使用

などを拒否したり関係機関に対し供給を行

わないように要請するもの

ウ 要綱に基づく指導に従わない者の氏名を

公表する

というようなものがあげられる。これらのもの

については、侵害留保説を待つまでもなく、早

急に関係要綱の見直し、関係条項の条例化等の

検討が必要である。

そのためにはどうすればよいのか。

まず、第１に必要なことは、要綱はすべて、

法制担当部局で、条例や規則と同様に審査を行

い、その適正化を図るべきである。自治体が行

う行政活動についても「行政は法律の定めると

ころにより、法律に従って行わなければならな

い」といういわゆる法律による行政の原理がそ

の基本とされていなければならないことは明白

である。別記資料にあるように、大阪府内の市

レベルの自治体でさえ、要綱を例規に準じた位

置付けをし、法制担当部局が審査している自治

体は、18市で、約半数というのは、これを多い

とみるか少ないとみるかは、見解の分かれると

ころであるが、要綱のおかれている状況を考え

ると、少ないと言わざるを得ないだろう。また、

行政委員会に至っては、合議しているが27.3％

というのは、行政委員会には規則制定権がある

ものの（注13）、市長部局の財務に関する規則等

に違反してはならないとされている（注14）こと
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を考えると法的整合性の面からいっても、いか

にも少ないと言わざるを得ない。市全体で、要

綱の適正化、適法化を図る必要がある。

第２に要綱の審査を通じて、条例化できるも

の、条例化すべきものについて十分に検討を行

い、できるかぎり条例化する努力を行うべきで

ある。安易に現状の要綱に頼る姿勢を改め、絶

えず法的妥当性、適合性を検証する必要がある。

第３に暫定的な行政需要に対する対応として

やむを得ないものもあるが、要綱行政の限界を

絶えず認識したうえで、適正な行政運営が行わ

れるようなチェック体制の確立が必要である。

例えば、要綱の有効期限を設定し、３年間とす

るなどして、その時点で、再度要綱の見直し、

要綱の条例化を図ることを義務付けするような

システムを確立することが必要である。

第４に要綱は、基本的にすべて公表すべきで

ある。要綱の制定改廃において、透明性を高め、

市民の目にさらすことで、より適正化を図るの

である。市民生活にかかわるものについては、

パブリックコメント制度の導入も検討すべきで

ある。

第５に民間では、リストラが加速するなかで

も、法務部の機能を充実させているところが多

いが、自治体においても、専属の、専任の法規

担当職員をおくと同時に自治体職員全体の法務

能力の向上を図る必要がある。（注15）

前述の例でいうと、附属機関である審議会を

担当課が地方自治法の規定を知らず要綱で設置

しようと計画し、法制担当部局が仮に審査して

いなくても､その委員報酬の予算を査定すべき

際に、財政担当部局の職員が条例の規定に基づ

かない審議会の委員に報酬を支出するのは違法

であると指摘すべきであり、そんな違法なもの

に予算をつけることは許されず、しかも、毎年

定期監査を受けているわけであるから､そこで

も指摘事項にあげられなければならないのに、

現実には、これだけのチェックを潜り抜けて、

存在しているのである。これは、全く法律を知

らないか、知っていても条例を制定するのに抵

抗があり、法律を遵守する気がないかのどちら

かであり、今更ながら職員に対する法務研修の

必要性を痛感させられる。

最　後　に

別記資料の要綱の調査でも、要綱を告示して

いる自治体、例規と同様、市の例規集に要綱を

掲載している自治体、市のホームページ上で公

開している自治体、情報公開コーナー等で要綱

集を作成公開している自治体など、要綱の透明

性を高め、その適正化に努める自治体が少しづ

つではあるが増えてきている。（別表１参照）

さらに、もっと進んで、大阪府下では箕面市

まちづくり推進条例（平成９年）、和泉市宅地

開発地域の良好な居住環境の確保に関する条例

（平成９年）等では、正面から開発指導要綱の

条例化の取組が行われている。

大阪近辺の自治体でも、篠山市まちづくり条

例（平成11年）、西宮市の開発事業等における

まちづくりに関する条例（平成12年）、芦屋市

住みよいまちづくり条例（平成12年）等、まだ

まだ一部の自治体ではあるが、条例化の動きは、

出始めている。

これまでの要綱行政は、いろんな法律等の制

約の中で、対応できなかった、解決できなかっ

た問題を解決するための自治体の苦肉の解決策

であり、知恵であったはずである。

今こそ、これまでの呪縛から解き放たれ、扉
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が開かれたのである。自己決定､自己責任のも

と、自治体自らが自らの知恵と工夫で、この分

権改革を推し進めていかなければならない。

今、自治体は、明治維新、戦後の改革に次ぐ

第三の転換期にあり、ようやく明治憲法以来、

戦後も50年余りも続く中央集権型から自治・分

権型へと、日本の政治・行政が変わろうとして

いる。この地方分権改革を生かすも殺すも自治

体の姿勢にかかっているといっても過言ではあ

るまい。

眠れる自治体は、これら先進自治体の取組に

学びつつ、よりよい行政運営を目指して、自治

体のまちづくりの権利であり、最大の武器でも

ある自治立法権を自ら放棄することなく最大限

有効に活かす努力をしながら、要綱行政の適正

化を図ることが、地方分権を自らのものとし、

地方分権を推し進めることに他ならないと考え

ている。
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