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本研究では、第一に、東日本大震災で被災した津波被災市町村が応急・復旧・復興過程で制定した条例について、

実態分析を行う。第二に、市町村の事務負担を軽減し機動的な対応を可能とする観点から、現行法における「平時

では条例が必要にもかかわらず災害時には条例制定を省略する特例」を指標にして、把握した委任条例の前提とな

る法律について、条例制定義務付けを省略する可能性を分析する。第三に、工場立地法の準則緩和に関する条例、

災害危険区域条例、土地区画整理事業に関する条例、災害弔慰金に関する条例のそれぞれ前提となる法律ごとに、

条例制定を省略とする法改正提案を行う。 
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1．研究の背景及び目的 

 東日本大震災の応急・復旧・復興過程において、

地方公共団体は多くの条例を制定し、その大部分が、

法律の委任規定に根拠を持つ委任条例である。 

 一方で、現行法には、「平時では条例等の議会手

続を義務付けていても、災害時には、市町村の事務

負担を軽減し機動的な対応を可能とするため、条例

など議会手続を省略する特例措置」を整備した規定

が存在する。 

しかし、今回の委任条例の前提となる法律では、

これらの特例措置が講じられておらず、結果として、

多数の委任条例が制定され、これが、市町村に過大

な事務負担を発生させ機動的な対応への阻害要因と

なった可能性は否定できない。 

 以上の問題意識を踏まえ、本研究においては、第

一に、東日本大震災の応急・復旧・復興過程で制定

された条例の実態把握を行う。第二に、現行法にお

いて、「平時では求めている条例制定等の議会手続

について、災害時には省略している法律の具体的な

条項」を把握する。第三に、この現行法の条項を指

標にして、今回把握した条例の前提となる法律につ

いて、条例制定の義務付けを省略するための制度改

善の可能性を分析するとともに、既存の法体系から

みて実現可能な法改正の提案を行う。 

 大災害の際の条例制定について、阪神・淡路大震

災以降、概括的な分析が行われている(1)。また、条

例を含めた地方公共団体の独自施策という視点から

の分析も存在する(2)。しかし、東日本大震災の応

急・復旧・復興過程に限ってみると、国の法律レベ

ルでの分析は進んでいる(3)ものの、委任条例に関し

ては、建築基準法第39条に基づく条例(4)（以下「災

害危険区域条例」という。）、災害弔慰金の支給等

に関する法律(5)（以下「災害弔慰金法」という。）

に基づく条例など個別法に基づく委任条例の分析に

止まっていて、条例の全体像及びその課題を述べた

ものは存在しない(6)。 

 本研究は、東日本大震災の応急・復旧・復興過程

における条例制定の全体像を把握するとともに、委

任条例の前提となる法律に関し改正提案を行うもの

であり、ここに本研究の独自性、新規性がある。 

 

2．津波被災市町村における条例制定の状況 

2.1 対象市町村、対象条例及び分析手法 

 本研究では、市町村の条例制定に伴う事務負担に

着目していることから、分析対象市町村を、東日本

大震災によって市町村役場自体が大きな被害を受け、

条例制定の事務負担が過大になった可能性が高い、

岩手県、宮城県の津波被災市町村（以下「津波被災

市町村」という。）とする(7)。分析手法としては、

津波被災市町村において、東日本大震災の応急・復

旧・復興過程で制定又は改正された条例を抽出する

ため、条例条文上に「東日本大震災」という用語が
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存在する条例を網羅的に収集し(8)、分析する。 

 

2.2 条例制定状況 

 東日本大震災の応急・復旧・復興過程における条

例制定状況は図1のとおりである(9)。 

 

（図1）県別・内容別条例制定数 

 図1のうち、左からみて、「議会・組織・人事・服

務」のうちに含まれる「議会基本条例」、「まちづ

くり基本条例」のすべて、「企業振興」のうち助成

金等の支給条例がいわゆる自主条例であり、その他

は委任条例である。 

 
3．大災害の応急・復旧・復興過程における条例の

位置付け 

3.1 現行法における平時の必要的条例制定事項と災

害時における特例 

 地方自治法において、条例制定を義務付けている

事項及び地方議会議決を義務付けている事項は、表

1の列A・Bのとおりである。また、行23の権利制限に

関する事項については、表1列Aの地方自治法に加え、

その他の法律でも、多数の条例委任規定が存在する。

これは、地方分権推進委員会意見（2000年8月8日）

において、従来、地方公共団体の規則に委任してい

た、権利義務規制について、「機動性という観点か

ら規則等で行うことに相当な合理性のある場合を除

き、条例委任とする」という見解が示され、これに

基づき、個別法の改正の際に条例委任規定が整備さ

れたためである(10)(11)。 

 災害時での条例等議会手続を省略している法律上

の特例規定のうち、地方自治法及び施行令を調べた

結果(12)、表1列Cのとおり、地方自治法第179条に基

づく専決処分（以下「専決処分」という。）が存在

する。また、地方自治法以外の法律についても網羅

的な抽出作業を行った結果(13)、表1列Dのとおり、事

務委託、代替執行、税の徴収、権利制限の分野に限

って、法律において「平時に義務付けている条例制

定又は議会議決を災害時に省略する特例」が存在す

る。また、関係規定の解説書などから、条例制定等

の議会手続を踏まえていては、地方公共団体が災害

時に機動的に対応できないため、法律によって議会

手続を省略した規定を設けた趣旨が確認できる(14)。 

 逆に、表1列Dの結果からは、組織全般や予算、財

産取得など、市町村運営そのものや財政に長期的な

影響が出る分野については、当該特例は存在しない

ことも確認できる。 

 

3.2 東日本大震災の応急・復旧・復興過程での条例

評価の視点 

2.2で抽出した委任条例の前提となる法律につい

て、市町村の事務負担を軽減する観点から、現行法

上の規定は一定の合理性を有すると仮定し、現行法

での条例制定省略特例を分野ごとに比較して、条例

制定手続を省略する法改正の可能性があるか、につ

いて分析する。 

具体的には、表1列Dに示すとおり、現行法におい

て条例省略特例が存在する分野については、法改正

によって条例手続省略の可能性があるものとして、

具体的に法改正提案を検討する。 

専決処分については、そもそも条例が対象になる

かについては議論があること、現行法の規定上も「議

会の招集が困難なこと」が要件となっており、市町

村の事務負担軽減という目的では専決処分できない

と解されていること(15)から、本研究では、列Cの専

決処分を比較対象事例としては用いない。 

なお、自主条例については、市町村が自主的に条

例制定をしたものであり、委任条例における「国の

法律による条例制定義務付けに伴い、過大な市町村

事務負担が発生していないか？」という論点は存在

しないことから、この分析の対象外とする。 

 

4．東日本大震災の応急・復旧・復興過程における

条例分析 

4.1 議会、組織、人事、服務に関する条例 

 この分類に該当する条例としては、議会基本条例

以外は、地方自治法に委任根拠を持つ議員報酬、監

査委員会等に関する条例である。 

この分野の委任規定については、表 1 の行 1 列 D

のとおり、条例制定を省略する現行法は存在しない。

また、条例の内容も、地方公共団体の自律的な運営

に不可欠な内容であり、条例制定に特段の論点は存

在しない。 
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（表1）現行法における平時の必要的条例制定事項等及び災害時での条例制定等省略特例 

 

4.2 基金、税・使用料減免、財産譲与に関する条例 

 この分野に該当する条例としては、震災復興のた

めの基金設置、税や使用料を被災者に対して減免、

さらに、市町村所有の財産の譲与や交換に関する条

例であり、いずれも地方自治法に根拠をもつ委任条

例である。これらは、表 1列 Dの行 16，17，21，22

に関するものであり、条例制定を緩和する法律は存

在しない(16)ことから、これらの条例制定に特段の

論点は存在しない。 

 

4.3 施設管理に関する条例 

 この分類に該当する条例としては、復興事業の結

果として整備された恒久的な建物（名称は交流セン

ターなど）の設置管理に関するものである（なお、

市町村有住宅については後述する）。この条例は、

表1の行22列Dに関するもので、この分野では、条例

制定省略の特例は現行法で存在せず、また、施設の

設置管理は将来の財政負担にも大きく影響する重要

な判断であることから条例制定は必要であり、これ

らの条例制定に特段の論点は存在しない。 
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4.4 まちづくり基本条例 

 この分野に該当する条例としては、東日本大震災

を契機として制定された、地域のまちづくり活動を

促進することを目的とする条例である。具体的には、

以下の条例（括弧内は制定年）であり、いずれも、

制定年からわかるとおり、東日本大震災の際の復興

計画策定のためではなく、将来のまちづくりのため

に理念的な事項を定める条例である。 

（1）仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条

例（2015年） 

（2）仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のあ

る人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条

例（2016年） 

（3）仙台市防災・減災のまち推進条例（2017年） 

（4）岩沼市環境基本条例（2015年） 

（5）南三陸町安全・安心なまちづくり条例（2014

年） 

 これらの条例は、まちづくりを円滑に進めるため

の自主条例であり、現行法による特例との比較によ

る分析は必要ない。 

 以下、補足的に、阪神・淡路大震災の際のまちづ

くり条例との比較を行う。阪神・淡路大震災の際に

は、1995年に神戸市ほか5市が、震災復興を円滑に

進める目的で、一定の建築行為に対する届出義務を

住民や事業者に課すことなどを内容とする、震災復

興緊急整備条例等を定めている(17)。 

 一方で、東日本大震災の際には、建築行為等に届

出義務を課すまちづくり条例は策定されなかった理

由としては、阪神・淡路大震災の際には、バラ建ち

抑制のための既存法が建築基準法第84条に基づく2

ヶ月の被災地建築制限規定のみであったのに対して、

東日本大震災の際には、建築制限特例法の制定や2

カ年の建築・開発制限を行う被災市街地復興推進地

域などの法制度が準備され、また、現実にも活用さ

れた(19)という、法律の対応状況に違いであると推測

できる。 

 

4.5 企業振興に関する条例 

 企業振興に関する条例には、三つのタイプが含ま

れている。 

 第一のタイプは、地元の被災企業を支援するため

の助成金や利子補給などを規定している条例である。

これは、市町村が自らの独自施策を展開する自主条

例であって、表1列Dの特例との比較は必要ない。 

 第二のタイプは、「中小企業への融資を保証した

信用保証協会が借り入れた事業者に対して求償権を

行使した際に、信用保証協会が市町村に支払う納付

金について、市町村が権利放棄を行うもの」である。

これは、行21に属する、地方自治法に基づく委任条

例であるが、行21列Dのとおり、この分野で条例制定

を緩和する法律はない。また、市町村が保有する権

利の放棄であり長期にわたって市町村財政に影響す

ることから条例制定は不可欠であり、特段の論点は

存在しない。 

 第三のタイプは、工場立地法の基準緩和を行う条

例である(20)。これは委任条例であり、対象分野と

しては、表1行23列Dに含まれ、法律による条例制定

省略も存在することから、市町村の事務負担軽減の

ために、条例制定を省略する法改正の可能性につい

て、以下、論じる。 

 この条例は、具体的には、東日本大震災復興特別

区域法（以下、「特区法」という。）第28条に基づ

き、工場立地法に規定する緑地及び環境施設（以下

「緑地等」という。）の敷地面積に対する面積比率

（以下「面積率」という。）の緩和をすることを内

容とするものである。工場を建設する場合の緑地等

の面積率自体が、事業者に対して義務を課すもので

あることから、その緩和についても法律又は条例の

根拠規定が必要である。 

 一方で、特区法第28条の規定は、平時での規制緩

和を行う総合特別区域法第23条と全く同じであり、

平時の規定をそのまま災害の際の対応に反映させて、

条例委任の規定をおいた可能性が高い。 

 しかし、3.1で引用した地方分権推進委員会意見

においても、機動性が必要な場合には、条例でなく

規則等で定めることを許容していること、表1の行

17列Dは税制ではあるものの、具体的な制限内容であ

る固定資産税の免除等の対象物件について災害時に

は条例でなく市町村長の指定に委ねた事例があるこ

とを踏まえると、工場立地法の緑地等の面積率を緩

和する際に、工場立地法の規定において、条例では

なく、「市町村長が定める規則による」又は「市町

村長の指定による」という規定を創設する可能性は

ある。 

 なお、実際に東日本大震災の際に制定された条例

を個別に確認した結果でも、面積率の緩和数値のみ

が規定され、市町村ごとの独自の規制内容を定めた

ものは存在しない。このため、「市町村長の規則」

又は「指定」という形式で、緑地等の面積率の緩和

を市町村長の判断に委ねたとしても、実態として特

段の支障はない。
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4.6 災害危険区域条例 

 災害危険区域という、住宅の建築を制限又は禁止

する制度は、表1の行23列Dに該当するものであり、

条例制定省略の現行法も存在することから、法改正

によって条例制定が省略できないかを検討する。な

お、侵害留保理論および地方自治法第14条第3項の規

定(21)を踏まえれば、法律で詳細な権利制限の内容や

必要な手続を定めていない限り、建築基準法の現行

規定のように条例を制定することが必要になる。 

 第一に、条例省略特例を検討するにあたっては、

実際の災害危険区域条例の内容を分析すると、表2

のとおりである。地域の事情等に応じて、「建築行

為を一般的に禁止する場合と一定の適用除外を認め

る場合」、「住居のみを対象とする場合と住居以外

に社会福祉施設、宿泊施設等を対象とする場合」、

さらに「区域区分をして規制内容を変える場合」に

区分されるパターンに分けられていることが確認で

きる。 

（表2）災害危険区域関係条例の分類 

 

 第二に、このパターンを法律で取り組んで、条例

省略ができないかを次に検討する。まず、建築基準

法の現在の体系では、条例に委ねる以外の形での住

民参加等の民主的な制度設計は想定することは困難

である(22)。このため、権利制限の内容や手続を詳

細に定めている都市計画法をベースに制度設計を検

討する。 

 都市計画に定める計画事項は、柔軟に法律に規定

できることから、これらのパターンを盛り込んだ都

市計画制度の設計は可能である。具体的には、都市

計画法の地域地区の一つとして、「市町村が、都市

計画の計画内容として、規制対象、区域区分を選択

して定めるとともに、建築物の構造、床面の高さ等

によって当該制限内容を適用除外できる」ことを規

制内容とする都市計画制度を法制化することは可能

である(23)。 

 以上のように、都市計画法等を改正し、災害危険

区域と同じ機能を果たす地域地区制度を用意すれば、

市町村職員が事務負担軽減のために、災害危険区域

条例策定と都市計画決定手続に相互を比較して、よ

り適切な手法を選択することが可能となり、災害法

制としても望ましいと考える。 

 

4.7 土地区画整理事業に関する条例 

 この条例は、市町村が施行する土地区画整理事業

の施行規程について、土地区画整理法第53条及び同

法施行令第1条第2項に基づき制定したものであり、

分野としては、表1行23に該当する。このグループ

は他法令で災害時に条例省略規定が存在することか

ら、法改正によって条例義務付けが災害時に省略で

きないかを検討する。 

 実際に策定された条例内容は表3のとおりであり、

保留地処分の抽選の可否、事業前の面積の確定方法

など、一定のパターンが存在する。 

 一方で、現行法において条例で定めることが必要

な施行規程については、組合の定款に相当するもの

なので条例形式をとったと説明されており(24)、参考

にした組合が定款を定める場合や、さらに市町村が

設立する地方住宅供給公社が施行規程を定める場合

には、条例ではなく、住民参加手続を経て、都道府

県知事の認可という第三者の審査手続によることに

なっている(25)。 

 これを踏まえると、大災害の際の市町村の事務負

担を軽減するという観点からは、施行規程を条例で

定める手続に加え、「表3の列A（具体的な事務所の

場所）、列B（事業における市町村の財政負担の明記）

列C（保留地処分の仕方、一般競争入札、抽選、随意

契約）、列D・E（土地区画整理審議会の人数）、列F

（事業前の面積確定基準、登記面積か実測面積）を

記述した施行規程を市町村が定め、縦覧及び意見書

提出などの住民参加手続を経て、都道府県知事の認

可をする」という、市町村設立の地方住宅供給公社

等に準じた手続規定を法改正に創設することは災害

時の特例として実現可能と考える。 

 なお、八郎潟村を設置する際の特別法である「大

規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方

自治法等の特例に関する法律」の第6条では、議会が

存在しない場合は知事の承認で条例が制定できると

規定されている。 

その制度趣旨について、政府側は「都道府県の補

完的な調整機能から、都道府県の機関が（議会を）

便宜代行することは地方自治法の建前から許され

る」(26)と説明している。この法律の規定及び政府側

の説明も、この制度提案を補強する事例となる。 
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（表3）土地区画整理事業関係条例の内容 

 

4.8 公営住宅（市町村有住宅を含む）に関する条例 

 この分類に属する条例は、公営住宅法第48条に基

づく条例と、これと類似した市町村保有の賃貸住宅

でありながら公営住宅法の適用を行わない、市町村

有住宅に関する条例がある(27)。 

 公営住宅及び市町村有住宅については、4.3と同

じく、表1の行22列Dに関するもので、条例制定省略

の現行法は存在しないこと、また、将来の市町村の

財政負担にも大きく影響する重要な判断であること

を重視し、表4のとおり、市町村ごとに入居者資格要

件の決定手続等には一定のパターンは見受けられる

ものの、条例制定を省略することは困難と考える。 

ただし、実際に制定されている公営住宅条例の内

容については、課題が存在することから、補足的に

述べる。 

表4に示しているとおり、入居者資格要件につい

ては、列ABCに示しているとおり、被災市街地復興

特別措置法、東日本大震災特別区域法及び福島復興

再生特別措置法に基づく特例について、法律と同じ

内容を市町村条例で規定している。しかし、行26列

BCのとおり、法律と同じ内容の規定を条例で設けて

いない町が存在する。 

 公営住宅法第48条では、法律で定めること「以外」

の公営住宅の管理に関して必要な事項について条例

制定を求めていることから、法律と全く同じ規定を

条例で定めることは、本来は不要である。 

 このような条例制定になった背景には、国土交通

省が以前から標準条例として地方公共団体に示して

いる条例条文案に、法律と同じ規定を定めることを

示していることによる(28)。 
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（表 4）公営住宅に関する条例の内容 

 

  

大災害が将来発生した時には、国は、そのたびに、

法改正を行い、当該大災害に伴う被災者に対して、

入居者資格要件を全国一律に緩和することが想定さ

れる。その場合にも、条例改正を行わずに入居者資

格要件の緩和ができれば、被災市町村職員の事務負

担の軽減となる。このため、今後は、国土交通省か

ら地方公共団体に対して、「公営住宅法第 48条に基

づく条例は、法律で規定している内容そのものを定

めることを要せず、法律の内容を修正する部分また

は法律で規定していない部分を条例で規定すること

で足りる」という新しい法解釈を周知していくこと

が適切である(29)。 

 

4.9 災害弔慰金に関する条例 

 この分類の属する条例は、災害弔慰金法第3条及

び第8条の規定に基づいて、市町村が制定したもの

である。表5は災害弔慰金に関する国会議事録を抽

出したものであり(30)、その行3答弁のとおり、災害弔

慰金は見舞金の性格のもの、即ち被災者に受給権が

あるものではないものと政府側は整理している。こ

れを前提にすれば、表1の必要的条例制定事項のいず

れの分類にも該当せず、政策的に条例委任をしてい

ると整理できる。よって、災害時での事務負担軽減

のために条例制定委任を省略できないか、について

分析を行う。 
 （表5）災害弔慰金法に関する国会議事内容 

 

第一に、災害弔慰金については、東日本大震災の

際の支給に伴う市町村の事務負担については、国会

での議論が確認できる。表 5 の行 4 及び行 5 の政府

側答弁では、「災害弔慰金の支給自体が市町村の事

務が混乱しており遅れていること」を述べ、表 5 の

行 6の政府側答弁では、「2013年の災害弔慰金法改

正で兄弟姉妹を弔慰金の支給対象者に追加する改正

を行った際に、市町村の条例改正を待たずに災害弔

慰金を支給するという特例通知を発出したこと」を

述べている。これらから、「東日本大震災の際に災

害弔慰金に関する事務負担が過大となっており、さ
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らに法改正に伴う条例制定作業もその事務負担に追

加されたため、これを軽減するための対応を国がと

った」ことが推測できる。 

第二に、災害弔慰金法が条例委任、特に、法律で

規定した内容を再度条例で定めることを求めている

理由について分析する。まず、政府側の国会答弁で

は、表 5 の行 1,2,3 のとおり、条例義務付けについ

て、「災害弔慰金法制定より前に市町村の条例によ

る見舞金などの制度が存在した」という沿革的な理

由を説明している。また、災害弔慰金法議員立法担

当議員による文献(31)においても同旨の説明をして

いる。 

第三に、災害弔慰金に関する条例の実際の制定状

況は表 6 の通りである。表 6 によれば、市町村で独

自の内容を定めたものは存在せず、災害弔慰金、災

害援護資金とも、詳細な内容（列 A,C,D,E）まで法

律の内容と一致している。その一方で、兄弟姉妹を

遺族に追加した法律改正に伴い、災害弔慰金の支給

順位を従来の遺族順位の最後に位置付ける規定(列

B)が必要となるにもかかわらず、改正漏れがあるこ

と（行 10,11,13,18,20 の B 列参照）、2018 年の災

害弔慰金改正によって、災害援護資金の利率が引き

下げられることになったが、内閣府の通知(32)にか

かわらず、改正漏れ（行 11,26 の列 F 参照）が生じ

ている。 

以上の分析をまとめると以下の通りである。 

災害弔慰金法が制度枠組み自体を条例で再度規定

していることについては、表 1 の必要的条例制定事

項に該当せず政策的な理由のみであり、この政策的

な理由としても、立案者側の説明では、沿革による

ということである。 

しかし、制定後 50 年弱経過している現在では、

沿革的な理由は条例義務付けの十分な根拠ではない。

また、法律の趣旨に反して、多数の条例の改正漏れ

が生じ、条例義務付けに伴う実務的な問題が生じて

いる。 

よって、現時点で、災害弔慰金法が、法律の内容

を再度条例で規定することを求めていること自体に

は強い疑義があり、法改正の必要性は大きい。例え

ば、改善策としては、「災害弔慰金法の枠組み自体

は、災害弔慰金法の規定のみで、効果が発生するよ

うにする。その上で、国庫補助対象の範囲内であっ

ても、市町村の独自の判断に委ねる部分について、

条例で緩和できる旨の規定(33)を設ける」という条文

構成が適切と考える。これによって、市町村の自主

性の確保と同時に、大規模災害からの応急時におけ

る市町村職員の事務負担を軽減することが期待でき

る。 
（表6）災害弔慰金等に関する条例の内容 

 
5．まとめ 

 本研究においては、東日本大震災の応急・復旧・

復興過程において、津波被災市町村が制定した委任

条例について、実態把握を行った。次に、現行法に

おける災害時の条例省略特例との比較を行い、工場

立地法の準則緩和に関する条例、災害危険区域条例、

土地区画整理事業に関する条例、災害弔慰金に関す

る条例の前提となるそれぞれの法律について、災害

時における市町村の事務負担を軽減し機動的な対応

を可能とする観点から法改正提案を行った。 
 なお、本研究で行った、災害時における条例制定

省略特例の検討の際には、現行法の規定が一定の合

理性をもって分野ごとに整備されているという仮説

に基づき、現行法における当該特例の分野ごとの整

備状況を指標にして分析している。しかし、現行法

の分野ごとの特例整備状況自体が課題を含んでいる

可能性はゼロではない。本研究では、現行法の特例

自体を検証することまではできていない。この点を

含んだ、より総合的な観点からの条例制定省略特例

の検討については、今後の課題としたい。
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市計画法第33条第3項が追加された。 
(12) 地方自治法及び地方自治法施行令において、「災害」

又は「緊急」という用語を用いている条文を抽出して、
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る。 
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「東日本大震災」かつ「条例」で検索をかけ、その結果、

第183回国会衆議院本会議（平成25年3月14日）の新藤義

孝総務大臣の答弁から、「東日本大震災の津波被災地に

おける固定資産税特例が条例ではなく市町村の指定・公

示によること」が確認できたことから、それを追記して

いる。第三に、応急時の基本法である災害対策基本法（以

下「災対法」という。）及び復旧・復興の基本法である

大規模災害からの復興に関する法律（以下「大規模災害

復興法」という。）の規定と地方自治法の規定とを比較

して、都道府県が市町村を代行する規定が災害時での条

例不要特例であることを確認して、それを追記している。 

(14) 災対法第69条及び第75条の災害時の事務委託につい

て事前の議会承認を省略した特例について、『逐条解説

災害対策基本法第三次改訂版』（ぎょうせい、2016）429
頁では「災害時に、地方自治法に基づく議会の議決の手

続を経てからでは、緊急の場合に即応し得ないこととな

るおそれがあるため、本条は特例を設け」たとする。ま

た、内閣府政策統括官（防災担当）「大規模災害からの

復興に関する法律について」（2013年6月21日、いわゆ

る施行通知）によれば、大規模災害復興法第42条に基づ

く都市計画代行については、「大規模災害が発生した場

合、被災した地方公共団体においては、行政機能の低下

や専門的な知識・経験を有する職員の不足などによって、

復興のために必要となる都市計画の決定等所要の措置

を自ら速やかに講ずることが困難となることも想定さ

れ」るため特例を設けたことを、同法第43条から第52条
の災害復旧事業に関する代行については、「東日本大震

災では、被災による行政機能の低下等によって、自ら災

害復旧事業等を実施することが困難な地方公共団体が

発生し」「こうした事態は今後発生が懸念される大災害

でも想定される」ことから特例を創設したと述べている。

内閣府政策統括官（防災担当）通知は以下のURL参照。

http://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/pdf/shiko_01.pdf(
最終閲覧2021年6月10日) 

 さらに、建築制限特例法について、第177国会参議院国

土交通員会（2011年4月28日）において、当時の川本住

宅局長は「今回の東日本大震災、被災地域が極めて広範

で甚大な被害が出ておりますし、また市町村の行政機能

そのものが損なわれているということ」から、条例手続

なしに建築制限をする本制度をお願いしていると答弁

している。 
(15) 専決処分の対象に条例が含まれるという実務解釈は
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松本英昭『逐条地方自治法第9次改訂版』（学陽書房、2017，
以下「松本逐条」という。）628頁参照。条例が含まれ

るべきではないという主張は、岩本浩史「長の専決処分」

鳥取県立大学総合政策論叢第21号（2011）35頁参照。ま

た、松本逐条627頁では、専決処分には、議会招集が困

難な客観的状況が必要とする。さらに、2012年地方自治

法改正によって法律上の専決処分発動要件が「普通地方

公共団体の長において議会の議決すべき要件について

特に緊急を要するため議会を招集する時間の余裕がな

いことが明らかであると認めるとき」と厳格化されてお

り、この改正の趣旨からも、安易に専決処分を行うこと

は法律上前提とされていない。改正経緯等は岩崎忠

「2012年地方自治法改正の制定過程と論点」自治総研通

巻411号（2013）参照。 
(16) 表1の行17列Dの特例は、地方税法において、固定資

産税の特例を創設する際に市町村条例に委任せずに、

市町村長の指定に委ねたものである。一方で、津波市

町村が制定した税関係の条例は、地方税法で個別の特

例が存在しない事項に対して、市町村の独自の判断で、

地方税法第367条の一般的な固定資産税の条例による緩

和規定を用いたものである。よって、この行17列Dとい

う法律による個別の対象に対する税制特例は参考事例

にはならない。 

(17) （財）ひょうご震災記念21世紀研究機構『被災地の

まちづくり検証を踏まえた新たな地域管理手法の構築

報告書』（2008）18頁参照。 
(18)この経緯については、佐々木晶二「 阪神・淡路大震災

に対する都市計画法制上の対応について」新都市Vol.70 
NO.12 (2016)参照。 

(19) 東日本大震災における建築制限特例法の実績につい

て、宮城県の気仙沼市、名取市、東松島市、女川町、南

三陸町、山元町（以上宮城県指定）、石巻市で、6ヶ月延

長は1854.2ha、8ヶ月延長は1143.8haである。また、被

災市街地復興推進地域の指定状況は、岩手県陸前高田市、

大槌町、釜石市、宮城県石巻市、女川町、気仙沼市、名

取市、東松島市、南三陸町、仙台市で合計2506.4haであ

る。以上、国土交通省資料による。 

(20) 工場立地法の準則緩和のための条例制定市町は、石

巻市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、

亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、女川町、南三陸

町である。 
(21) 地方自治法第14条第2項では、「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。」と規定している。 
(22) 都市計画法には根拠をおかず建築基準法のみに根拠

を置いて、一定の区域に対して土地利用規制を行う現

行法の仕組みは、日影規制（第56条の2）、都市計画区

域外の建築物敷地規制（第68条の9）、建築協定策定可

能地域（第69条）であり、いずれも条例制定がセットに

なっている。 
(23) 佐々木晶二『都市計画制度徹底活用法』（ぎょうせ

い、2017）16頁参照。 
(24) 第19回国会参議院建設委員会（昭和29年4月13日）に

おける渋江操一政府委員の答弁参照。 
(25) 組合が土地区画整理事業を行う場合には、土地区画

整理法第14条に基づき知事が認可、市が設立した地方住

宅供給公社が事業を施行する場合には、同法第71条の2

に基づき、知事が認可することになっている。 
(26) 第46回国会参議院地方行政委員会（昭和39年5月7日）

における佐久間彊政府委員答弁参照。 
(27) 市町村有住宅に関する条例に該当するものは、大船渡

市有住宅条例である。 
(28) 1996年時点の公営住宅標準条例案は以下のURL参照。

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/089/80000147/
80000147.htm, (最終閲覧2021年6月10日) 
上記標準条例案の2018年改正は、以下のURL参照。

https://www.mlit.go.jp/common/001369102.pdf(最終閲覧

2021年6月10日) 
(29) 以上の公営住宅条例に関する論点は 佐々木晶二「応

急仮設住宅と災害公営住宅との連携のための法制度上

の提案について」日本災害復興学会論文集 No.13(2019)
参照。 

(30) 弔慰金に関する答弁は、国会会議検索システムを用

いて、「災害」＋「弔慰金」＋「条例」で検索し、その

上で、「災害弔慰金法制定時の条例との関係を述べたも

の」「東日本大震災直後の条例制定に関する状況を述べ

たもの」を抽出した。 
(31) 佐藤隆『自然災害に対する個人救済制度』（中央法

規出版、1987）107頁では、市町村が条例を定める構成

をとった理由として、「第一に災害の発生状況その他の

事項について地域性があること、第二に従来から市町村

において災害弔慰金・災害見舞金の支給等さまざまな個

人救済措置を講じられていたこと、第三に災害発生状況

の把握、被害者の状況の調査等の事務にあたるのは市町

村が適当であること、第四に住民の死亡に対し弔慰金の

支給を行うことは、地域住民のいわば精神的な共同性に

基づくものであり、これは市町村が適当であること」と

記述している。しかし、第二の経緯的な理由以外は、十

分な説得力を持っていない。特に、被災者生活再建支援

法が第一、第三、第四のすべての理由又はそれに類似す

る理由が該当するにもかかわらず、条例に一切委任して

いないことからみても、その説得力のなさは明らかであ

る。 
(32) 内閣府通知は以下のURL参照。

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h30f
u_02cao_196.pdf (最終閲覧2021年6月10日) 

(33) この提案の前提としては、法律と条令の関係について、

宇賀克也『地方自治法概説（第３版）』（有斐閣、2009)150
頁-162頁及び松本英昭『要説地方自治法（第九次改訂版）』

（ぎょうせい、2015）260頁-294頁、さらに、最高裁徳島

市公安条例事件（最判昭和50.9.10）における「条例が国

の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文

言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容

及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうか

によってこれを決しなければならない」という考え方に

基づいている。ただし、災害弔慰金制度は国の補助制度

とリンクしていることから、国庫補助対象の範囲内であ

って、市町村が柔軟に法律の規定を条例で変更できる範

囲を明示するため、法律上に条例で緩和できる規定を整

備することが適切と考える。 
 


