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Ⅰ 従来の制度（良心的軍事役務拒否者による

非軍事
(注１)

役務）

共和国憲法第52条により、祖国の防衛は国民

の神聖な義務であるとして、国民に軍事役務を

義務付けたイタリアでは、1972年12月15日の法

律第772号「良心的軍事役務拒否の承認に関する

規定」（以下「772号法」）によって、良心的軍事

役務拒否が制度上認められることとなった。772

号法は、抗いがたい良心に基づきいかなる状況

においても自身の武器使用に反対することを表

明した者は、非武装軍事役務又は代替的非軍事

役務を提供することが認められるとした。当該

役務の期間は、当初、軍事役務期間（例外を除

いて12か月）より８か月長く定められたが、1989

年の憲法裁判所判決第470号を受けて軍事役務

期間と同様となった。軍事役務を拒否するため

に申し立てられた動機の正当性及び真正性は、

司法官、将軍、大学教授及び心理学の専門家か

ら成る委員会により評価される。当該委員会の

意見を聴いて、国防大臣は、申請について決定

を行う。良心的軍事役務拒否者は、通常の軍事

役務を提供する者とすべての面において同等に

取り扱われるとされた。

続いて、この772号法を廃止し、良心的軍事役

務拒否制度を大きく改革したのが1998年７月８

日の法律第230号「良心的軍事役務拒否に関する

新たな規定」（以下「230号法」）である。230号

法は、良心に従い武器の使用に異議を唱え、国

軍等への編入を受け入れない国民が、軍事役務

の代わりに非軍事役務を提供することにより、

祖国の防衛という憲法上の義務に応じ、憲法の

「基本原理」に掲げる目的のために設定された

役務として、徴用義務を履行することができる

と定めた。そして、同法に基づき、公安統一法

典第28条及び第30条に指定されている武器に関

する資格又は権利の保有者、武器及び爆発物の

不法な所持、使用、携行、運搬、輸入又は輸出

を理由として第１審判決により有罪とされた者

等を除いて、申請により原則的に軍事役務拒否

が認められることとなった。また、当該非軍事

役務の期間及び経済的
(注２)

待遇は、徴兵による軍事

役務のそれと同様と定めている。

こうした制度の推移の下、良心的軍事役務拒

否の申請は増加の傾向を見せ、1999年から2001

年までの平均は年間約78,000件と90年代初頭に

比して約6.5倍になって
(注３)

いる。そして、良心的軍

事役務拒否者により行われてきた非軍事役務

は、社会福祉、教育、文化財保護などの分野に

対する人材供給の役割を担って
(注４)

きた。

Ⅱ 新制度の概観（2001年３月６日の法律第64

号等）

2000年11月14日、法律第331号「職業的軍事役

務創設に関する規定」（以下「331号法」）が制定

され、徴兵による軍事役務が段階的に停止され

ることとなった。これに伴い、上記のように良

心的軍事役務拒否者により提供されてきた非軍

事役務についても見直しがなされ、自発的意思

に基づく非軍事役務を創設する法律（2001年３

月６日の法律第64号「国民的非軍事役務の創

設」。以下「64号法」）が制定された。同法は、

志願者を法人等が作成する非軍事役務の計画に

参加させることをその骨子とし、当該役務を管

理する機関として非軍事役務全国部をあててい

る。この専ら自発的意思に基づく非軍事役務は、

社会的有用性を有する計画に関連付けられ、か
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つ、国庫並びにその他の公的及び私的な財源か

らの資金をもって賄われることとなった。また、

64号法は、良心的軍事役務拒否者等による非軍

事役務と志願者による非軍事役務が並存する経

過期間を設け、当該期間は、同法第２条に基づ

く、自発的意思による非軍事役務の提供が認め

られる者の特定、当該役務への参加の方式の決

定、使用計画の類型に応じた当該役務の期間並

びに関連する法的取扱い及び経済的待遇を内容

とする立法命令（後述）が発効する日まで継続

することとなっている。

64号法の成立に際しては、賛成の立場をとっ

た与党（当時）中道左派側からは総じて満足の

意が示され、同法は徴兵制廃止とあわせて改革

の仕上げとなるもので、多くの青年に連帯の経

験とともに人生のうちの１年を祖国のために使

う機会を与える改革であるとの認識が示され

た。また、青年を非軍事役務の計画において使

用する団体側も、ARCI（イタリア文化レクリ

エーション協会）やカリ
(注５)

タスなどが満足の意を

示した。ただし、ACLI（イタリア・キリスト教

労働者協会）からは、基金が役務の機能性を保

証するのに不十分なおそれがあるとして幾分の

留保が示されて
(注６)

いる。

64号法の制定後、2001年８月には、財政計画

文書におけるイタリア及び国外での志願者の役

務開始及び管理に関する負担額の特定をうけ

て、自発的非軍事役務を認められる青年の2001

年度割当定員数、国外で役務に服する良心的軍

事役務拒否者及び非軍事役務志願者の2001年度

割当定員数並びに非軍事役務に従事する者の待

遇について定めた内閣総理大臣令が公布された

（2001年８月10日の内閣総理大臣令「2001年３

月６日の法律第64号第６条第１項の規定に基づ

き非軍事役務を認められる青年の割当定員の決

定並びに各々の法的取扱い及び経済的待遇並び

に関連する検査計画に関する規定」）。これによ

り、2001年度の非軍事役務志願者の最大割当定

員数は、具体的に790人（内訳は、イタリア国内

で役務に服する者600人、国外で役務に服する者

190人）、同じく国外で役務に服する良心的軍事

役務拒否者については550人とさ
(注７)

れた。

続いて、同年９月21日、導入時にある自発的

非軍事役務を管理するにあたり具体的な志願者

の選別手続及び待遇並びに計画の選別手続及び

要件を定めた非軍事役務全国部通達「2001年３

月６日法律第64号及び1998年７月８日法律第

230号に基づき自発的非軍事役務及び国外にお

ける非軍事役務の開始を定める規定」が発表さ

れ、同年10月12日には、非軍事役務における志

願者の採用についての最初の告示が行われた。

役務の計画は、すでに良心的軍事役務拒否者

の使用について協約を締結し、実績のあるカリ

タス・イタリアーナをはじめとした５法人によ

り提出され、非軍事役務全国部により合計396人

分のポストが承認された。志願者からの申請は、

351件提出され、そのうち237件が要件を満たす

ものであった。ただし、この237件のうち、56件

が法人の収容能力を超えたため、申請した計画

又は法人に受入先を見つけることができなかっ

た。また、役務に就いた181名のうち178名は、

女性及び軍事役務を免除された男性であ
(注８)

った。

さらに、2002年に入ると、64号法第２条の規

定に基づき、2002年４月５日の立法命令第77号

「2001年３月６日の法律第64号第２条の規定に

よる国民的非軍事役務に係る規律」（以下「77号

立法命令」）が定められた。同立法命令の施行日

は、第２条及び第４条を除いて、2004年６月１

日である。

Ⅲ 新制度の骨子とその特色

次に、主として230号法の規定と比較しなが

ら、64号法で設けられた自発的意思に基づく非

軍事役務規定の特色を述べる。
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１ 非軍事役務の目的

国民的非軍事役務の第１の目的は、義務的軍

事役務の代替役務として、非軍事的な手段及び

活動により、祖国防衛の義務に協力することと

されている。これに関しては、憲法裁判所が1985

年の判決第164号の中で、（憲法第52条第１項に

定める）祖国防衛の神聖な義務は、非武装の社

会的役務を適切に提供することを介して遂行す

ることもできるとの認識を示している。ただし、

331号法は、徴兵制を完全に廃止することなしに

国軍の漸進的職業化を行うことを定めており、

徴兵制は、停止されるが、戦争や国軍の増員を

必要とする重大な国際的危機といった特別な場

合には機能する。

第２の目的は、憲法第２条に定められ、憲法

裁判決や法律により推進されてきた社会的連帯

に関する憲法の原則の実現を促進することであ

る。憲法裁判所は、1992年の判決第75号により、

社会的連帯の原則は、義務としてではなく深い

社会性の自由で自発的な表出として人に行動を

促すことをもたらし、法体系の基礎となる諸価

値の中に置かれ、憲法制定議会議員により予示

された社会的共生の基礎であると定義してい

る。法律では、1991年の法律第266号「ボランティ

アに関する枠組法」や2000年の法律第383号「社

会発展のための結社に関する規律」が、連帯の

目的で行われる活動及び関連する社会発展のた

めの活動の社会的価値を認めている。

第３の目的は、社会的権利の保護、個人への

奉仕及び諸国民間の平和の教育に関して特に配

慮し、国内的及び国際的に連帯及び協力を推進

することにある。

なお、第２の目的として挙げられたものと第

３の目的として挙げられたものの間には部分的

な重複があるが、その場合に後者は、国際的連

帯のみに限定して解すべきであるとされて
(注９)

いる。

第４の目的は、次の分野に特に配慮して、国

の財産を保護及び保全することである。

・環境分野（山岳地帯における農業の観点も含

む。）

・森林分野

・歴史的・芸術的分野

・文化的分野

・被災者保護の分野

第５の目的は、国外で活動している法人及び

行政機関においても行われている活動を通じ

て、青年に対する公民、社会、文化及び職業の

教育に寄与することである。

２ 非軍事役務に係る主体

2.1 役務提供主体

⑴ 要件

従来の230号法によれば、非軍事役務を提供す

る義務は、良心的軍事役務拒否者のみにあった

が、64号法第５条によれば、経過期間において、

非軍事役務を提供する義務は、①良心的軍事役

務拒否者、②国軍の質的及び量的な要求を満た

すのに不可欠でなく、かつ、内閣総理大臣令に

よって定められる割当定員の範囲内である場合

には、徴兵による軍事役務の資格を有し、軍事

役務より非軍事役務を提供することへの選好を

申告した国民が有する。徴兵召集の通知には、

軍事役務又は非軍事役務の選択、また非軍事役

務のうち良心的軍事役務拒否の選択が可能であ

るとの明瞭な記載を行い、当該通知においては、

非軍事役務承認の要件を明確に述べることとさ

れている。

一方、経過期間における自発的意思に基づく

非軍事役務については、内閣総理大臣令の定め

る割当定員の範囲内において、使用の個別分野

に配慮して、国民保健サービスの機関により適

切であると判断される場合には、次の者に認め

られる。

・非軍事役務について要求を行った18歳以上26

歳未満のイタリア国民たる女性

外国の立法 218（2003.11)60



・軍事役務への適格性を欠くために当該軍事役

務を免除されたか、又は一時的な除隊の状態

にある26歳未満の国民で要求を行った者

この経過期間後は、志願者のみが非軍事役務

を提供することとなる。77号立法命令第３条に

よれば、過失によらない犯罪に対して１年を超

える自由刑を伴う有罪判決を受けたこと等の欠

格事由を除き、18歳以上28歳未満の身体的な適

性を備えたイタリア国民は、性別にかかわらず

非軍事役務の申請を承認さ
(注10)

れる。また、軍隊又

は警察に所属する者が非軍事役務を行うことは

認められない。

⑵ 待遇

自発的意思に基づく非軍事役務の期間は、経

過期間及びその後のいずれにおいても12か月間

とし、77号立法命令第３条第４項は、１週間の

役務時間の総計が最短で30時間、最長で36時間

の範囲内となるように定めるものとしている。

64号法第10条第１項は、非軍事役務を提供す

る国民が、いかなる理由によるとを問わず、経

過期間において230号法第６条の規定の適用を

受けるとし、230号法第６条は、次のように定め

ている。

・同法に基づいて非軍事役務を提供する国民

は、社会保障上及び行政上の目的においても、

徴兵による軍事役務を提供する国民と同一の

権利を享受し、軍事的条件を補償するための

特典を除き、徴兵による軍人と同一の手当を

受ける権利を有する。

・非軍事役務の期間は、経済上の配置並びに公

的及び私的分野における社会保障上の取扱い

のための勤続年数の決定について、現行の法

律が徴兵による軍事役務について認める範囲

内及び方式で、完全に有効であると認められ

る。

・実際に提供された非軍事役務及び徴兵による

軍事役務の期間は、公的選考において、試験

委員会が公法人における非軍事の職務によっ

て提供される役務に対して付与するのと同様

の点数をもって評価される。公行政によって

公告された選考における資格の承認可能性及

び評価のために、労働関係を中断して非軍事

役務及び徴兵による軍事役務に費した期間が

すべての効果において考慮されるものとす

る。

・非軍事役務提供者に対する保健衛生管理は、

基本的に国民保健サービスによって保障され

る。

ただ、志願者の手当に関しては、この規定と

扱いが異なる。2001年８月10日の内閣総理大臣

令は、この手当について、徴兵による軍事役務

停止後の非軍事役務に従事する志願者の経済的

待遇は期間１年の志願兵員に付与されている待

遇を考慮するなどして決定するという64号法第

２条第３項 b）号の規定を考慮して、非軍事役務

国民基金の予算の範囲において、期間１年の志

願兵員に関する現行の規定に定められた待遇を

考慮するものと定めた。2001年９月21日の通達

は、より具体的に、当該手当が、1999年６月18

日の法律第186号によって改正を伴って法律に

転換された1999年４月21日の法律命令第110号

第２条第４項の２ b）号１）に規定された軍事役

務志願者の手当を基準にすると示して
(注11)

いる。加

えて、同通達は、非軍事役務全国部が、法人又

は志願者の負担する食糧及び宿泊のための支出

を考慮して、イタリア国内で活動する志願者に

ついて一日当り１万リラ（5.17ユーロ 約700

円）、国外に派遣される志願者及び良心的軍事役

務拒否者について一日当り２万リラ（10.33ユー

ロ 約1,400円）又は３万リラ（15.50ユーロ 約

2,100円）を最低限拠出すると規定している。

さらに、64号法で加えられた教育上及び職業

上の特典として、非軍事役務又は徴兵による軍

事役務を提供する国民は、公教育大臣との合意

に基づいた内閣総理大臣令で定める、特定の職

業に必要な資格取得のための実習期間終了に効
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力のある修了証明書を取得するとしている。同

法第10条第３項に基づき、大学も、非軍事役務

又は徴兵による軍事役務中に従事した学習活動

であって、学問研究のカリキュラムにとって重

要なものに対して、修了証明書を公認すること

ができる。

経過期間後における待遇に関しては、77号立

法命令第９条及び第13条が、経過期間とほぼ同

様の規定のほか、いくつか規定を追加して置い

ている。

なお、77号立法命令によれば、非軍事役務関

係は、国民的非軍事役務契約と称されるが、当

該役務の使用計画の範囲内で遂行される活動

は、労働関係の成立に相当せず、求職者リスト

又は移動労働者リストからの一時抹消及び抹消

をもたらさない（第９条第１項）。他方、非軍事

役務の使用計画に服する者は、職務を注意を

もって遂行しなければならず、非軍事役務の提

供は、従属的労働又は独立労働のいかなる活動

とも両立することはできないとして、兼業を禁

止している（第
(注12)

10条)。

2.2 使用
(注13)

主体

64号法は、非軍事役務の計画を作成する公的

組織と私的組織を分け、同法第３条において、

自発的非軍事役務の使用計画を提出するため

に、私的な法人又は団体が備えなければならな

い要件を、次のとおり定めている。

・営利を目的としないこと。

・自発的非軍事役務に関する組織能力及び使用

能力を有すること。

・設立の目的と第１条に規定する目的が一致し

ていること。

・最低３年間、継続して活動していること。

ほぼ同様の要件が、230号法第11条第１項にお

いては、良心的軍事役務拒否者の活動を介して

非軍事役務の実施を担おうとする公的及び私的

な法人及び団体について定められており、230号

法は、さらに次の義務を法人等に課している。

すなわち、当該法人及び団体は、協約の承認の

申請書において、その能力の及ぶ活動分野、軍

事役務拒否者の役務のための活動拠点、使用す

ることのできる軍事役務拒否者の総数及び各役

務地におけるその割当てを示さなければなら

ず、非軍事役務において軍事役務拒否者に食糧

と宿泊を支給するための資金を、それが当該法

人及び団体により非軍事役務の性質上必要であ

るとみなされる場合、又は当該法人及び団体が

役務の活動拠点のあるコム
(注14)

ーネに居住しない軍

事役務拒否者を使用しようとする場合には示さ

なければならない。さらに、法人が非軍事役務

のための研修を行うことについて組織的に適合

性を有すると証明することを、協約締結のため

の条件としている。

一方、64号法において公法人に関する上記の

ような明確な規定は存在しないが、同法第５条

第２項及び第７条第２項並びに77号立法命令第

６条第４項から、そうした主体が使用計画を提

出することを想定しているといえる。2001年９

月21日の通達においても、非軍事役務に志願者

を使用しようとする公法人の要件として、230号

法第11条に規定する要件を有していることが挙

げられている。

なお、77号立法命令第５条第１項により、64

号法にいう４点の要件を備える私的な法人及び

団体を登録することができる全国名簿が非軍事

役務全国部において管理されることとなる。

2.3 管理機関

230号法第８条により内閣総理大臣府に設置

された非軍事役務全国部（以下「部」）は、非軍

事役務庁が設置されるまでの間、国民的非軍事

役務の組織編成、実施及び遂行を管理する。こ

のため、部には、国及び州の行政機関、特別自

治県、地方団体（enti
(注15)

locali）並びに230号法第

11条に掲げられた要件を備えた法人によりあら
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かじめ決定された使用計画について承認する任

務が与えられている。上院における修正により、

計画の承認は、その計画及び取決めがこの法律

の目的及び国の計画策定と整合性を有するよう

保障及び調整しなければならないこととされ

た。また、部の活動に要する経費は、非軍事役

務国民基金の財源の５％を上限として、内閣総

理大臣令により定める（この規定とは別に、当

該経費は、1999年度から年間30億リラとなって

いる。注 参照）（以上、本段落は、64号法第７

条）。

さらに、77号立法命令第２条により、部は、

全国的規模の国民的非軍事役務のために、要綱

を作成し、活動の目的を特定することにより、

組織編成、実施及び遂行を管理するとともに、

当該役務の計画策定、方針決定、調整及び監督

を取り扱う。また、同立法命令第６条第４項に

より、部は、国の中央行政機関並びに全国的な

公法人及び私法人によって提出された全国的な

重要性を有する使用計画並びに国外での非軍事

役務の使用計画を審査し、承認する。他方、州

及び特別自治県は、その管轄に従って非軍事役

務の活動の実施を管理し、その管轄内の活動を

行う法人及び団体によって提出された使用計画

を審査し、承認し、部に通知する。

なお、非軍事役務庁に関しては、1999年７月

30日の立法命令第303号第10条第７項から第９

項がその設置を定め、部に与えられた任務は、

その財源、物的資源及び人的資源とともに当該

庁に移管されると定めている。同立法命令第10

条第９項に基づき、非軍事役務庁の設置を定め

る大統領令は、1988年の法律第400号第17条第２

項に基づくものとして、当該立法命令の発効後

60日以内に公布されることとなっていたが、未

公布で
(注16)

ある。さらに、64号法第７条第４項は、

非軍事役務庁の設置を定める大統領令により、

運営管理及び活動の点で自主的裁量権限を有す

る同庁の地方支分部局を州及び特別自治県に設

置することに加え、州、特別自治県及び地方団

体との協議の手続も定めるとしている。

３ 非軍事役務の対象

3.1 要件

64号法第８条は、非軍事役務の使用計画の備

えるべき特質及び社会的有用性の基準を内閣総

理大臣令により定めることとしている。原案で

ある内閣提出法案4408号の理
(注17)

由書によれば、使

用計画の特質及び社会的有用性の基準の定義

は、浪費を避け、質の高い計画に振り当てるこ

とにより、利用可能な財源及び人的資源を最適

配分するような、行政による選別を可能にする

と説明されている。

続く2001年９月21日の通達は、部による計画

の承認において考慮される要素を具体的に挙げ

ている。まず、計画が承認のために備えていな

ければならない要件は、次に掲げるもので、そ

の社会的重要性が重視されている。

・個々の社会的、政治的及び経済的事情にかん

がみても、計画が関わる対象分野及び活動範

囲が重要であること。

・部により年間計画策定中に定められる方針に

かんがみ、計画の対象分野及び活動範囲が重

要であること。

・自発的非軍事役務の実施のために計画が適切

であること。

・計画の連関及びそれが社会的に重要かつ有用

であること。

他方、計画を評価するにあたり、部は、次の

要素を重視することとしており、計画を提出す

る法人の社会的目的、団体としての活動、組織

能力及び志願者使用能力などの特質も考慮する

とあって、総合的な評価がなされることとなっ

ている。

・教育上の発達、人的及び職業上の成長並びに

就労に関連する志願者の特典

・志願者の修了証明書の取得
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・計画の定める目標及び法律の定める目的の達

成のために定められた手段の妥当性及び機能

性

・使用計画の特性に関連して負担される保証金

・志願者の人的安全に関連する保証金

3.2 国外における非軍事役務

国外における非軍事役務は、すでに230号法第

９条により規定が設けられていたが、これまで、

その中の人道的任務に良心的軍事役務拒否者を

就ける場合に関わるにとどまり、かつ組織的に

実施されてこなかったとさ
(注18)

れる。

4408号法案理由書によれば、64号法第９条は、

この230号法の規定による役務遂行の形態に対

して、その形態を広げようとするものである。

すなわち、国外における非軍事役務は、相手国

との双務的合意に基づくものに限らず、欧州連

合が行う活動の範囲内において、行政機関及び

法人による使用計画の主たる実施場所が国外で

ある場合にはその場所において、又は欧州連合

その他国際機関によって、戦争関連の事態、人

道的緊急事態、自然災害による危機的状態に関

連して諸国民間で連帯することを目的として設

立された組織においても提供することができる

と定めている。

４ 非軍事役務の資金

非軍事役務国民基金を設立する64号法第11条

により、資金面においても新たな制度が導入さ

れた。当該基金には、国の予算から毎年資金が

付与されるほか、州・県・その他地方団体・そ

の他公法人及び財団による拠出並びに公法上又

は私法上の主体による寄附を受けることが認め

られた。国以外からの拠出及び寄附に基づく資

金は、資金提供者の要求に基づき、特定の地域

又は分野における役務の実施に対して充てるこ

とができる。これに比して、230号法第19条によ

り内閣総理大臣府に設立された良心的軍事役務

拒否者の非軍事役務のための国民基金は、国か

らの支出のみで賄われていた。

次に資金額であるが、64号法第11条第４項は、

国の予算から、2001年度は2,350億リラ（約164

億円）、2002年度は2,400億リラ（約168億円）、

2003年度以後は毎年2,500億リラ（約175億円）

を非軍事役務国民基金に配分することを定めて

いる。この負担額に対する資金は、230号法に規

定する支出権限を減ずることで措置する。その

230号法は、1998年から年度ごとに８億5,000万

リラ（約6,000万円）と見積もられた部の設置に

係る負担額（第８条第７項）と、良心的軍事役

務拒否者の非軍事役務のための国民基金の資金

として毎年1,200億リラ（約84億円）（第19条第

３項）を計上することとして
(注19)

いた。この計上額

は、1999年度についてさらに510億リラ（約36億

円）を計上した1999年の法律命令第324号（1999

年の法律第424号により改正を伴って法律に
(注20)

転換）を経て、その後上昇し、2000年12月23日

の法律第388号（2001年度財政法）において、非

軍事役務国民基金に対し、2001年度は2,350億リ

ラ、2002年度は2,400億リラ、2003年度は2,500

億リラが計上されていた。

また、64号法第11条第３項は、経過期間の終

わりに、非軍事役務国民基金の資金を、1997年

の法律第449号第59条第44項により内閣総理大

臣府に設立された社会政策国民
(注21)

基金に統合する

ことを定めている。

ただし、77号立法命令第４条第１項は、非軍

事役務国民基金を部に置くものとし、部は、資

金の管理及び年度ごとの計画策定を取り扱い、

国と州の関係に関する会議の意見を聴いて、各

項目への資金配分額を定める活動計画を、年度

ごとに、当該年の１月31日までに策定すると定

めている。

(注)

⑴ Ⅰを執筆するにあたっては、特に小谷眞男「兵役拒
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否制度」仲村優一・一番ヶ瀬康子『世界の社会福祉⑤

フランス・イタリア』 旬報社、1999年、p.443を参

照した。

なお、ここで述べる良心的軍事役務拒否者による

非軍事役務のほか、徴用による代替的役務の規定と

して、1999年８月３日の法律第265号第13条第２項に

よる改正を経た1997年12月27日の法律第449号第46

条が存在していたが、後述する2001年３月６日の法

律第64号により廃止されている。

⑵ 当該非軍事役務の期間は10か月、良心的軍事役務

拒否者の一日当りの手当額は、2001年７月１日より

3.10ユーロ（約400円）と なって い る（Ufficio
 

nazionale per il servizio civile-Come fare per-

Paghe e libretti  postali＜http://www.serv-

iziocivile.it/comefareper/obiettori.php＞)。

⑶ Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio
 

nazionale per il servizio civile, Relazione straor-

dinaria sulla gestione, sulla organizzazione e sullo
 

svolgimento del servizio civile triennio 1999 -2001,

31gennaio 2002,p.7,9.,Presidenza del Consiglio
 

dei ministri,Ufficio nazionale per il servizio civile,

Relazione sulla gestione, sulla organizzazione e
 

sullo svolgimento del servizio civile anno 2001,30

giugno 2002,p.7.

なお、申請数に対して、実際に非軍事役務を提供し

た良心的軍事役務拒否者数は、2001年中で118,121人

（うち同年に役務を開始した者が55,059人）となっ

ている（Ibid.p.14.)。

⑷ 2000年度における役務の分野別の割合を具体的に

見てみると、最も多いのが「福祉」で60％、次いで文

化施設等で役務を提供する「文化」28.75％、自然や

環境資源の保全にあたる「環境」８％、「被災者の保

護」2.95％となっている（Presidenza del Consiglio
 

dei ministri,Ufficio nazionale per il servizio civile,

Relazione straordinaria sulla gestione, sulla organ-

izzazione e sullo svolgimento del servizio civile
 

triennio 1999 -2001, pp.13-14.)。

⑸ 教会による社会奉仕活動の実践機関であり、後述

する「カリタス・イタリアーナ」は、1971年にイタリ

ア司教協議会によって、全国統括組織として設立さ

れたものである（小谷眞男「カトリック教会による福

祉―伝統と変容―」仲村・一番ヶ瀬 前掲書 p.

422）。

⑹ 以上、本段落は、La Repubblica,17gennaio2001.

Il Sole 24 Ore,15febbraio 2001による。

⑺ 参考までに挙げておくと、直近2003年度の非軍事

役務志願者の割当定員数については、国内が15,000

人、国外が400人と定められた（2003年２月11日の内

閣総理大臣令「役務免除及び L.I.S.A.A.C（除隊を予

定した手当を支給されない無期限休隊）の許可」第６

条第１項及び2003年７月17日の内閣総理大臣令

「2003年度の国外における非軍事役務活動に使用さ

れる青年の割当定員を200から400に増員する－国外

に向けた志願者数に関する（内閣総理大臣令）」第１

条）。

⑻ 以上、本段落は、Presidenza del Consiglio dei
 

ministri, Ufficio nazionale per il servizio civile,

Relazione straordinaria sulla gestione, sulla organ-

izzazione e sullo svolgimento del servizio civile
 

triennio 1999 -2001, pp.87-89による。

なお、収容能力を超えたため申請した計画又は法

人に受け入れられなかった有資格者で、当該計画又

は法人に配属可能の意思を表明したものは、配属が

決定した志願者の辞退又は支障のために空席が生じ

た場合に役務に就くことができる。同様に収容能力

を超えたため受け入れられなかった有資格者で、（配

属が決定した志願者の辞退又は支障のために）空席

を生じている他の計画に配属可能の意思を表明した

ものは、配属される法人の空席と関係者の同意があ

れば役務に就くことができる。

⑼ Camera dei deputati, Dossier Provvedimento :

Istituzione del servizio civile nazionale A.C.7532,

22gennaio 2001.p.25.

⑽ この「身体的な適性を備えたイタリア国民」との要

件に関して、軍事役務より多様な形態があり得る非

軍事役務については、身体障害者や外国人の申請を
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認めてもよいのではないかとの指摘も見られる

（Pierluigi Consorti,Dal‘vecchio’al‘nuovo’serv-

izio civile：profili giuridici,Pierluigi Consorti（a
 

cura di）, Senza armi per la pace. Profili e
 

prospettive del ‘nuovo’servizio civile,2003,p.69.)。

1999年６月18日の法律第186号によって改正を

伴って法律に転換された1999年４月21日の法律命令

第110号第２条第４項の２ b）号１）は、「当該主体に

対して、a）号に規定する使用可能性並びに訓練活動

及び作戦活動に伴う危険に関して、短期的軍事役務

志願者に初年度に支給される手当の50％にあたる月

ごとの手当を加えられた、徴兵による軍人の手当と

同等の手当が与えられる」と定め、64号法の原案と

なった法案4408号の技術的理由書においても、志願

者の手当は上記規定との関係で定められるとしてい

る（Disegno di legge N.4408 relazione tecnica＜

http://www.senato.it/leg/13/BGT/Testi/

Ddlpres/00005140.htm＞)。

実際の非軍事役務志願者の手当額は、直近2003年

６月20日の2003年度第２回志願者採用告示によれ

ば、一月当り433.80ユーロ（約56,000円）である。

労働関係用語の訳語等については、大内伸哉『イタ

リアの労働と法』 日本労働研究機構、2003年を参照

した。

ここでは使用主体の要件を扱うが、当該主体の役

割については、従来、良心的軍事役務拒否者を直接割

り当てられ、その組織内で不安定な需要に従って当

該役務者を使用していたのが、青年の配属が各主体

にではなく非軍事役務の各計画に対するものとなっ

たため、利用可能な人的資源の質及び量を事前に知

ることなく、目的と必要性を検討しながら非軍事役

務の計画を作成しなければならなくなったとの指摘

がある（Pierluigi Consorti,op.cit. p.66.)。

日本の市町村にあたるイタリアの基礎的地方団体

で、共同体を代表して、その利益に配慮し、その発展

を促進するものとされている。ただし、人口等によっ

て日本のように区分されることはない。

2000年８月18日の立法命令第267号「地方団体の組

織に関する統一法典」により、コムーネ、県、大都市

（cittametropolitane）、山岳共同体、島部共同体及

びコムーネ連合をいう。

Camera dei deputati,op. cit. p.31.

また、64号法制定後も非軍事役務庁が設置されな

い理由として、その後誕生したベルルスコーニ政権

が、こうした前政権の行政機構改革の範疇にある庁

の設置に反対であることが指摘されている（Giovan-

ni Di Cosimo, Profili organizzativi del servizio
 

civile：le regioni e l’agenzia nazionale,Emanuele
 

Rossi e Francesco Dal Canto （a cura di）, Le
 

prospettive del servizio civile in Italia :dalla legge
 

N.64/2001 ai decreti attuativi,2002,pp.87-99.)。

Disegno di legge N.4408relazione＜http://www.

senato.it/leg/13/BGT/Testi/Ddlpres/00005140.

htm＞

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio
 

nazionale per il servizio civile, Relazione straor-

dinaria sulla gestione, sulla organizzazione e sullo
 

svolgimento del servizio civile triennio 1999 -2001,

p.81.

ただし、第８条第７項による負担額は、1998年の法

律第448号第45条第24項により、非軍事役務国民基金

により措置するとされ、額についても98年度は８億

5,000万リラであるが、99年度から毎年30億リラ（約

２億円）とされた。結果的に、1998年の法律第454号

により、1999年度予算において、部の活動費として30

億リラ、良心的軍事役務拒否者の非軍事役務のため

の国民基金の資金として1,178億5,000万リラ（約82

億円）が計上された。

1999年夏の時点で、1200億リラでは年間の良心的

軍事役務拒否者の非軍事役務を賄うには不十分であ

ることが明らかになったことを受けたもので、同法

律命令により、予算に対して良心的軍事役務拒否者

の超過が生じた場合の役務免除及び除隊を予定した

手当を支給されない無期限休隊の制度も導入された

（Conferenza Nazionale Enti per il Servizio
 

Civile,Italia solidale-Il Rapporto sul servizio civile
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in Italia,2000,pp.16-18.)。

当該基金は、福祉改革基本法の発効まで次の目的

を有するとされた（1997年の法律第449号第59条第45

項）。

・青少年の権利、老人の状態、障害者の統合及び自立、

家族への支援、薬物依存の予防及び治療並びに外国

人の受入及び統合に関する全国における社会給付の

本質的でかつ均等な基準の実現のための活動の促進

・州及び地方団体により行われる実験的計画の支援

・欧州社会基金により出資される活動の実施のために

国、州、地方のレベルで調整された活動の促進

・貧困への実験的な対応措置

・ボランティア及び第3セクターの分野で活動する法

人、団体及び組織による社会政策の発展のための活

動の促進

次いで、同項は、2000年の法律第328号により廃止

され、同法第20条において、国は、社会政策の目的の

促進及び達成のために当該基金の資金を配分すると

されている。

(参考文献)

・Camera dei deputati, Dossier Provvedimento :

Istituzione del servizio civile nazionale A.C.7532,

22gennaio 2001.

・“Il Nuovo servizio civile nazionale-Legge6marzo

2001n.64.”,Presidenza del Consiglio dei ministri,

Ufficio nazionale per il servizio civile,Relazione
 

straordinaria sulla gestione, sulla organizzazione e
 

sullo svolgimento del servizio civile triennio 1999

-2001,31gennaio 2002,pp.73-96.

最後に、次頁以下の法令の解釈に関しては、

Alessandro Palanzaイタリア下院事務次長を

介して下院事務局から懇切な御教示をいただい

たことをここに記し、謝意を表する。

（あしだ じゅん・参議院法制局）

（本稿は、調査及び立法考査局の委託によるも

のである。）
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2001年３月６日の法律第64号「国民的非軍事役務の創設」

Legge6marzo 2001,n.64；Istituzione del servizio civile nazionale

調査及び立法考査局イタリア法研究会 訳

第１章 国民的非軍事役務の創設に関する規定

第１条（原則及び目的）

１．次の各号に掲げる事項を目的として、国民

的非軍事役務を創設する。

ａ）義務的軍事役務の代替役務として、非軍

事的な手段及び活動によって祖国の防衛に

協力すること。

ｂ）社会的連帯に関する憲法の原則の実現を

促進すること。

ｃ）社会的権利の保護、個人への奉仕及び諸

国民間の平和の教育に関して特に配慮し、

国内的及び国際的に連帯及び協力を推進す

ること。

ｄ）山岳地帯における農業の観点も含め、環

境の分野、森林の分野、歴史的・芸術的分

野、文化的分野及び被災者保護の分野に特

に配慮し、国の財産の保護及び保全に参加

すること。

ｅ）国外で活動している法人及び行政機関に

おいても行われている活動を通じて、青年

に対する公民、社会、文化及び職業の教育

に寄与すること。

第２条（政府への委任）

１．徴兵による義務的軍事役務の停止の日から、

非軍事役務は、自発的意思にのみ基づいて提

供される。

２．政府は、自発的意思による非軍事役務の提

供が認められる者の特定、当該役務への参加

の方式の決定、使用計画の類型に応じた当該

役務の期間並びに関連する法的取扱い及び経

済的待遇を内容とする１又は２以上の立法命

令をこの法律の施行日から12か月以内に制定

することを委任される。

３．第２項に規定する立法命令は、第１条に規

定する原則を考慮し、かつ、次の各号に掲げ

る要件に従って制定される。

ａ）当該年度予算の範囲内で客観的かつ非差

別的な資格要件に基づき、男性及び女性の

自発的非軍事役務を承認すること。

ｂ）期間１年の志願兵員に付与されている待

遇を考慮し、かつ、非軍事役務国民基金の

予算の範囲内で非軍事役務志願者の法的取

扱い及び経済的待遇を決定すること。

ｃ）国軍における志願者に関する規定を考慮

し、教育上及び職業上の評価の向上並びに

就労の促進について志願者に認められる利

益が有効であること。

ｄ）国外で活動する法人及び行政機関その他

の使用分野における非軍事役務が社会的に

有益であること。

ｅ）c）号及び d）号に規定する要件に鑑み、

使用分野における非軍事役務の期間が有効

であり、かつ、適正であること。

ｆ）青年の最終徴兵部隊の軍隊への召集と本

条に規定する立法命令の発効との時間的接

続を可能とするために有効な期日から、当

該立法命令が発効すると定めること。

ｇ）この法律と抵触しない限り、1998年７月

８日の法律第230号の規定及び1999年11月

12日の法律第424号によって改正を伴って

法律に転換された1999年９月16日の暫定措

置令第324号の規定を有効とすること。

ｈ）義務的軍事役務が再導入された場合にお

いて、特に良心的軍事役務拒否者に配慮し
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つつ、適用されるべき規律を定めること。

ｉ）職業の選択、役務を提供する領域の選択

並びに役務時間及び自由時間に関して非軍

事役務と軍事役務との間に同様な条件を保

障すること。

ｌ）言語的少数派に所属する者が各々の少数

派の居住する地域において役務を行う権利

を規定すること。

４．第２項に規定する立法命令の案は、上院及

び下院に送付され、受理から30日以内に議会

の所管委員会は、その案について意見を表明

する。

５．第６条に規定する方式で制定された内閣総

理大臣令により、使用類型に応じた非軍事役

務の承認の要件を定める。

第３条（私的な法人及び団体）

１．自発的非軍事役務の使用計画を提出しよう

とする私的な法人又は団体は、次の要件を備

えなければならない。

ａ）営利を目的としないこと。

ｂ）自発的非軍事役務に関する組織能力及び

使用能力を有すること。

ｃ）設立の目的と第１条に規定する目的が一

致していること。

ｄ）最低３年間、継続して活動していること。

第２章 経過期間の規定

第４条（適用範囲）

１．この章の規定は、国民的非軍事役務を、第

２条に規定する立法命令が発効する日まで規

律する。

第５条（非軍事役務の承認）

１．第４条に規定する期間において、国家警察

及び全国消防士部隊の徴兵による補助部隊も

含む国軍の質的及び量的な要求を満たすのに

不可欠でなく、かつ、第６条の規定に基づい

て定められる割当定員の範囲内である場合に

は、1998年７月８日の法律第230号に定める国

民に加えて、徴兵による軍事役務の資格を有

し、軍事役務より非軍事役務を提供すること

への選好を申告した国民は、非軍事役務を提

供する義務を有する。

２．第４条に規定する期間において、政府は、

コムーネの要求に応じ、当該時点において効

力を有する取決めにより定められた数を超え

て、定められた研修期間を当該コムーネにお

いて完了した者の中から繰り入れることによ

り、当該コムーネに割り当てる良心的軍事役

務拒否者の数を増やすことができる。関係す

るコムーネは、その予算により、関連の財政

措置を講ずるものとする。

３．国防省により定められる徴兵召集の通知に

おいて、軍事役務又は国民的非軍事役務の選

好の表明及び国民的非軍事役務の範囲内にお

ける良心的軍事役務拒否の選択が可能である

との明瞭な記載を行う。当該通知においては、

この法律に定める国民的非軍事役務の承認の

要件を明確に述べる。

４．次の者は、第６条の規定に基づいて定めら

れる割当定員の範囲内において、使用の個別

分野に配慮して、国民保健サービスの機関に

より適切であると判断される場合には、12か

月間の自発的意思に基づく非軍事役務を提供

することが認められる。

ａ）非軍事役務について要求を行い、かつ、

申請書を提出する際に18歳以上26歳未満の

イタリア国民たる女性

ｂ）軍隊への召集後も含め、軍事役務への適

格性を欠くために当該軍事役務を免除さ

れ、又は一時的な除隊の状態にある26歳未

満の国民

第６条（割当定員の決定）
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１．制定後の改正を経た1998年７月８日の法律

第230号第９条第２項の４の規定に基づいて

定める内閣総理大臣令により、1998年の法律

第230号に基づき良心的軍事役務拒否を選択

した青年を優先的に含めて、非軍事役務国民

基金の予算の範囲内で、第４条に規定する期

間において非軍事役務を認められる青年の確

定した割当定員を定める。

２．国防省は、非軍事役務全国部との合意に基

づき、第５条第１項に規定する青年の氏名を

当該部に提出する。

第７条（非軍事役務全国部）

１．1998年７月８日の法律第230号第８条に規定

する非軍事役務全国部は、1999年７月30日の

立法命令第303号第10条第７項に規定する非

軍事役務庁が設置されるまでの間、国民的非

軍事役務の組織編成、実施及び遂行を管理す

る。

２．第１項に規定する目的のため、非軍事役務

全国部は、国及び州の行政機関、トレント特

別自治県及びボルツァーノ特別自治県、地方

団体並びに1998年の法律第230号第11条に掲

げられた要件を備えた法人によりあらかじめ

決定された使用計画について、その計画及び

取決めとこの法律の目的及び国の計画策定と

の整合性が保たれるように、保障及び調整を

しつつ、承認する。

３．非軍事役務全国部の活動に要する経費は、

第11条第１項 a）号に規定する非軍事役務国

民基金の財源の５パーセントを上限として、

内閣総理大臣令により定める。

４．1999年７月30日の立法命令第303号第10条第

７項に規定する非軍事役務庁の設置を定める

大統領令により、運営管理及び活動の点で自

主的裁量権限を有する同庁の地方支分部局を

州並びにトレント特別自治県及びボルツァー

ノ特別自治県に設置することを定めるととも

に、州、特別自治県及び地方団体との協議の

手続も定める。

第８条（補足規定及び実施規定）

１．制定後の改正を経た1988年８月23日の法律

第400号第17条第１項の規定に基づいて制定

する命令により、次の事項を定める。

使用計画の備えるべき特質及び社会的有用

性の基準。

当該使用計画の実施に要する財源の配分基

準。この場合における財源の配分に当たって

は、当該の財源の配分が提出された使用計画

のみを根拠とするのでなく、客観的に優先す

る必要性に応じて行われるように、役務の実

施主体の財政的能力、当該計画において非軍

事役務に従事する青年の人数、当該計画の影

響の及ぶ地理的区域の範囲並びにすべての州

及び特別自治県が財源配分にあずかり得るこ

との保障が考慮される。

承認された使用計画の適正な運営実施に対

する監視、統制及び検査に係る活動のための

手続及び方式。

第５条第４項に規定する青年の非軍事役務

に従事するための適性について国民保健サー

ビスが評価する場合の基礎となる基準。

２．使用計画の策定に責任を負う行政機関又は

法人に対し、その要請に基づき協力する制度

上の組織については、第１項に規定する命令

により定める。

３．1998年の法律第230号第８条の規定に基き定

められた命令中の矛盾する規定については、

第１項に規定する命令により、廃止する。

第９条（国外における非軍事役務）

１．非軍事役務に関し欧州連合が行う活動の範

囲内において、第７条第２項に規定する行政

機関及び法人により非軍事役務の使用計画が

実施される主たる場所が国外に存する場合に
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は、非軍事役務は、当該の場所において遂行

することができる。欧州連合又は当該連合と

同じ目的の下に活動する国際機関であってイ

タリアの加盟するものにより設立された諸国

民間の紛争の調停及び協力のための組織に

あっても、同様に、非軍事役務は、国外にお

いて遂行することができる。ただし、1998年

７月８日の法律第230号に規定するところを

除く。

２．内閣総理大臣府は、国外における非軍事役

務遂行の方式について定める。

第10条（文化的利益及び専門的職業上の利益）

１．非軍事役務を提供する国民は、いかなる理

由によるかを問わず、第４条に規定する期間、

1998年７月８日の法律第230号第６条の規定

の適用を受ける。

２．非軍事役務又は徴兵による軍事役務を提供

する国民について、教育又は職業教育の領域

で、特定の専門職又は特定の職業に従事する

ために必要とされる資格を取得するに当たっ

て義務づけられる専門職のための実習又は職

業実習の期間の終了のために必要な修了証明

書を、公教育大臣との合意に基づき、内閣総

理大臣令で定める。

３．大学は、非軍事役務又は徴兵による軍事役

務中に従事した学習活動であって、学問研究

のカリキュラムにとって重要なものに対し

て、当該大学により交付される学位の取得の

ために、修了証明書を公認することができる。

第３章 財政規定及び末尾規定

第11条（非軍事役務国民基金）

１．次の各号に掲げる資金により、非軍事役務

国民基金を設立する。

ａ）国の予算において年度ごとに特別に配分

された額

ｂ）州、県、地方団体、公団及び財団により

国民的非軍事役務に対して拠出された額

ｃ）公法上又は私法上の主体による寄附

２．第１項 b）号及び c）号に規定する方式で獲

得された同項に規定する基金に集められた資

金は、資金提供者の要求に基づき、特定の使

用地域又は使用分野における非軍事役務の実

施のために充てることができる。

３．第２条第２項に規定する立法命令の一が発

効する日から、第１項に規定する基金は、制

定後の改正を経た1997年12月27日の法律第

449号第59条第44項に規定する社会政策国民

基金に統合する。

４．第１項 a）号に規定する負担額については、

2001年度は2,350億リラ、2002年度は2,400億

リラ、2003年度以後は2,500億リラとし、当該

各年度について、2001年度予算において国

庫・予算・経済計画省分の予算中の第16項の

基礎予算細目16.1.2.1.「良心的軍事役務拒

否」に計上された予算を利用してこれに充て

ることとし、これに伴い、1998年７月８日の

法律第230号に定める支出権限を減ずる。

５．国庫・予算・経済計画大臣は、その命令で、

予算について必要と認められる変更を行う権

限を有する。

第12条（廃止規定）

１．1998年７月８日の法律第230号第４条第３項

中「1999年12月31日まで」を削る。

２．1999年８月３日の法律第265号第13条第２項

による改正を経た1997年12月27日の法律第

449号第46条を次のように改める。

第46条 削除

(注)

萩原愛一、嶋田真智恵、古賀豪、間柴泰治、山岡規雄、

小澤隆、寺倉憲一。なお、本稿には、現在参議院法制

局に出向中の芦田淳前会員による翻訳部分を含む。
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2001年８月10日の内閣総理大臣令「2001年３月６日の法律第64号第６条第

1項の規定に基づき非軍事役務を認められる青年の割当定員の決定並びに

各々の法的取扱い及び経済的待遇並びに関連する検査計画に関する規定」

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri10agosto 2001；La determinazione
 

del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell’articolo 6, comma 1,

della legge 6 marzo 2001, n.64 e ulteriori disposizioni relative al rispettivo
 

trattamento giuridico ed economico e al connesso programma di verifiche

調査及び立法考査局イタリア法研究会 訳

「政府の活動及び内閣総理大臣府の制度に関

する規律」について定める1988年８月23日の法

律第400号に鑑み、

制定後の改正を経た「良心的軍事役務拒否に

関する新たな規定」について定める1998年７月

８日の法律第230号に鑑み、

「国民的非軍事役務の創設」について定める

2001年３月６日の法律第64号に鑑み、

「職業的軍事役務の創設に関する規定」につ

いて定める2000年11月14日の法律第331号に鑑

み、

内閣総理大臣に、非軍事役務国民基金の予算

の範囲内で、軍事役務拒否者の確定した最大数

を決定することを委ねる、1998年の法律第230号

の特に第９条第２項の４の規定に鑑み、

2001年の役務における軍事役務拒否者の確定

した最大数を85,000人に定める、2001年２月９

日の内閣総理大臣令に鑑み、

1998年の法律第230号の特に第９条第５、６、

７、９、10、11、12項の規定に鑑み、

2001年の法律第64号の特に第６条第１項、第

７条第１項及び第９条の規定に鑑み、

「2001年について1998年７月８日の法律第230

号第８条第２項 d）号の規定に基づいて制定さ

れる、良心的軍事役務拒否者による役務の提供

の確実性及び方式並びに使用計画の遵守並びに

良心的軍事役務拒否者を使用する国の行政機

関、法人及び団体との協約の遵守を確認するた

めの検査計画の決定」について定める2001年５

月28日の内閣総理大臣令に鑑み、

制定後の改正を経た「国外で任務に従事する

国の行政機関の職員への手当」について定める

1926年６月３日の勅令第941号に鑑み、

「国外で任務に従事する非軍事及び軍事の国

の機関、大学及び学校の職員の日当の調整」に

ついて定める1998年８月27日の国庫・予算・経

済計画大臣令に鑑み、

会計検査院2001年６月25日記録簿９第371葉

に登録された2001年５月28日付の非軍事役務全

国部長の決定により、1998年の法律第230号第８

条第２項 a）号及び1999年７月28日の大統領令

第352号第７条第１項の規定に基づいて採択さ

れた2001会計年度に関する非軍事役務全国部の

年間計画に鑑み、
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イタリア国内及び国外での自発的役務の開始

並びに非軍事役務における国民の使用のために

必要とされる措置を講じる際に、非軍事役務全

国部が2001年の法律第64号第２章（経過期間の

規定）の規定を実施する義務を負うことを指摘

し、

2001年２月９日の内閣総理大臣令が、非軍事

役務国民基金の予算を考慮し、役務に就かせる

良心的軍事役務拒否者の割当定員を定めるため

に、役務免除の許可及び除隊が予定された手当

を支給されない無期限の休隊（licenza il-

limitata senza assegni in attesa di congedo：

LISAAC）への配置の場合を規定したことを考

慮し、

良心的軍事役務拒否者からの免除申請及び除

隊が予定された手当の支給されない無期限休隊

の申請を、当該内閣総理大臣令の規定が顕著に

増加させたことを考慮し、

これを受けて、同部により当該申請の承認措

置が講じられたことにより、2001年度において

非軍事役務に就かせると定められる軍事役務拒

否者の割当定員は、2001年２月９日の内閣総理

大臣令により定められる85,000人の割当定員よ

り少ない73,000人であることを考慮し、

12,000人の良心的軍事役務拒否者の役務が開

始されなかったため使用されなかった財源は、

女性、軍事役務への適格性を欠くために当該軍

事役務を免除された国民及び国軍の要求に不可

欠でない場合には、軍事役務より非軍事役務を

提供することへの選好を申告した徴兵による軍

事役務の資格を有する国民を非軍事役務に就か

せることを定めた2001年の法律第64号の規定を

実施することに割り当てることを考慮し、

非軍事役務に従事する国民が兵員について定

められたのと同一の権利を有し、かつ、同一の

利益を享受すると定める2001年の法律第64号の

第10条は、徴兵による義務的軍事役務停止後の

非軍事役務に従事する志願者の経済的待遇に関

する2001年の法律第64号の第２条第３項 b）号

の規定を考慮して、非軍事役務に従事する志願

者に期間１年の志願兵員に付与されているのと

同一の待遇を保障するという意味で解されなけ

ればならないことを考慮し、

先に述べた2001会計年度に関する年間計画

が、利用可能な財源に基づき、志願者が受ける

手当の総額について経済的待遇を決定するとと

もに志願者を非軍事役務に就かせること及び国

外での役務の実施に関する経済的待遇を決定す

るとともに国外での役務の実施を定めたことを

考慮し、

命令する。

第１条（志願者、軍事役務の資格を有し、かつ、

国民的非軍事役務を選択する国民及び国

外派遣の良心的軍事役務拒否者の割当定

員）

１．非軍事役務に服し得る志願者の割当定員は、

2001年度は、イタリア国内で役務に服する600

人及び国外で役務に服する190人、総計790人

とする。

２．2001年３月６日の法律第64号第５条第１項

に規定する、徴兵による軍事役務の資格を有

し、軍事役務より非軍事役務に服することへ

の選好を申告した国民の割当定員は、2001年

度は、良心的軍事役務拒否者の役務に割り当

てる財政資金の残金から生じる運営費を考慮

し、非軍事役務に服することへの選好を表明

した徴募者のうち国軍の質的及び量的要求を

満たす上で超過した者の氏名に関する国防省
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から送付された資料に基づいて決定する。

３．国外で役務に服し得る良心的軍事役務拒否

者の割当定員は、2001年度は550人とする。

第２条（志願者の法的取扱い及び経済的待遇）

１．良心的軍事役務拒否に関する法律の規定及

び当該規定を根拠とする法的措置は、非軍事

役務の志願者に準用する。

２．非軍事役務全国部の2001年会計年度につい

ての年間計画で定められた経済的待遇につい

ては、非軍事役務国民基金の予算の範囲にお

いて、期間１年の志願兵員に関する現行の規

定に定められた待遇を考慮する。

第３条（軍事役務の資格を有し、かつ、国民的

非軍事役務を選択した国民の法的取扱い

及び経済的待遇）

１．軍事役務の資格を有し、かつ、国民的非軍

事役務を選択した国民の法的取扱い及び経済

的待遇は、良心的軍事役務拒否者に関して定

められた取扱いと同等とする。ただし良心的

軍事役務拒否者としての身分に伴う特別な法

的取扱いを除く。

２．良心的軍事役務拒否に関する法律の規定及

び当該規定を根拠とする法的措置は、第１項

に規定する者に準用する。

第４条（国外で役務に従事する志願者及び良心

的軍事役務拒否者に与えられる経済的待

遇）

１．国外での任務における志願者及び良心的軍

事役務拒否者の待遇の決定において、第２条

及び第３条の規定を有効とした上で、関連す

る現行の法律の規定を考慮する。

２．任務における待遇は、非軍事役務国民基金

の予算の範囲内において、非軍事役務全国部

の2001会計年度についての年間計画で定めら

れた要件に基づき、1998年８月27日の国庫・

予算・経済計画大臣令に基づき、目的地を考

慮して、決定される。

３．第２項に規定する年間計画で定められる移

動、専門訓練、予防接種、食糧及び宿泊に関

する費用の一部の支払のための拠出金の総額

は、使用計画の目的地及び特殊性に応じて変

更することができる。

第５条（国外で役務に従事する志願者及び良心

的軍事役務拒否者に対する補償金）

１．非軍事役務全国部は、国外で役務に従事す

る志願者及び良心的軍事役務拒否者に対し

て、役務の遂行によって生じた事故及び疾病

並びに第三者に対する民事責任について補償

金を保証する。

第６条（自発的非軍事役務の組織編成、実施及

び遂行）

１．非軍事役務の志願者は、1998年７月８日の

法律第230号第８条に規定する法人及び団体

から提出された特定の使用計画ごとに、同条

に規定する分野の範囲内で配属される。

２．国家の特別重要な事態又は非常事態におい

て、非軍事役務全国部は、自発的非軍事役務

の期間における役務の実施の態様の変更を許

可することができる。

３．非軍事役務全国部長の決定により、第１項

に規定する法人から提出された使用計画への

志願者の使用を目的とした、自発的非軍事役

務の承認の要件並びに志願者の採用及び配属

の基準及び方式を定める。

４．同様に、非軍事役務全国部長の決定により、

志願者を使用しようとする法人が提出した使

用計画の採用手続に利用する参加資格要件及

び評価基準を定める。

第７条（軍事役務の資格を有し、かつ、国民的

非軍事役務を選択した国民の役務の遂行
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の方式）

１．軍事役務の資格を有し、かつ、国民的非軍

事役務を選択した国民は、1998年７月８日の

法律第230号第11条に規定する法人及び団体

から提出された特定の使用計画ごとに使用さ

れる。

２．非軍事役務全国部長の決定により、第１項

に規定する者の役務開始の手続並びに当該の

者を使用しようとする法人の使用計画の内容

及び提出の方式を定める。

第８条（国外における非軍事役務の遂行の方式）

１．良心的軍事役務拒否者、志願者及び第７条

に規定する国民は、1998年７月８日の法律第

230号第８条及び2001年３月６日の法律第64

号第３条に規定する法人及び団体から提出さ

れた特定の使用計画ごとに、1998年７月８日

の法律第230号第８条に規定する分野の範囲

内で国外で使用される。

２．非軍事役務全国部長の決定により、国外で

の使用を目的とした、志願者、軍事役務拒否

者及び第7条に規定する国民の承認の要件、採

用の基準及び方式並びに当該の者の配属の基

準及び方式を定める。

３．同様に、非軍事役務全国部長の決定により、

志願者、軍事役務拒否者及び第７条に規定す

る国民を国外で使用しようとする法人が提出

した使用計画の採用手続に利用する参加資格

要件及び評価基準を定める。

第９条（検査活動）

１．制定文にいう2001年５月28日の内閣総理大

臣令に規定する2001年度検査計画に関する規

定は、志願者及び軍事役務の資格を有し、か

つ、非軍事役務を選択した国民の使用を定め

た使用計画についても適用する。

２．第１項に規定する内閣総理大臣令第４条に

規定する通達により、良心的軍事役務拒否者

並びに志願者及び軍事役務の資格を有し、か

つ、非軍事役務を選択した国民が国外におい

て遂行する非軍事役務に関する検査活動の手

続の方式を定める。

(注)

萩原愛一、嶋田真智恵、古賀豪、間柴泰治、山岡規雄、

小澤隆、寺倉憲一。なお、本稿には、現在参議院法制

局に出向中の芦田淳前会員による翻訳部分を含む。
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2002年４月５日の立法命令第77号「2001年３月６日の法律第64号第２条の

規定による国民的非軍事役務に係る規律」

Decreto Legislativo 5aprile2002,n.77；Disciplina del Servizio civile nazionale a
 

norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n.64

調査及び立法考査局イタリア法研究会 訳

共和国大統領は、

憲法第76条及び第87条の規定に鑑み、

2001年３月６日の法律第64号、特に、自発的

意思による非軍事役務の提供が認められる者の

特定、当該の役務への参加の方式の決定、使用

計画の類型に応じた当該役務の期間、関連する

法的取扱い及び経済的待遇を定めることを目的

とする規定を制定する権限を政府に委任する同

法第２条の規定に鑑み、

制定後の改正及び補完を経た1998年７月８日

の法律第230号に鑑み、

「2000年11月14日の法律第331号第３条第１項

の規定に基づき軍隊の職業軍人制への段階的な

移行を規律するための規定」について定める

2001年５月８日の立法命令第215号に鑑み、

2002年２月21日の閣議において採択された仮

決定に鑑み、

1997年８月28日の立法命令第281号の規定に

基づく国、州並びにトレント特別自治県及びボ

ルツァーノ特別自治県の関係に関する常設会議

の意見に鑑み、

下院及び上院の所管の常設委員会の意見を得

て、

2002年３月28日の閣議において採択された決

定に鑑み、

1998年７月８日の法律第230号及び2001年３

月６日の法律第64号により内閣総理大臣に付与

された権限の行使を議会関係大臣に委任する

2001年８月27日の官報第198号において公布さ

れた2001年８月９日の内閣総理大臣令に鑑み、

州務大臣、行政改革担当大臣、保健大臣及び

労働・社会政策大臣との合意に基づく内閣総理

大臣、外務大臣臨時代理及び議会関係大臣の提

案に基づき、

次のとおり立法命令を

制定する。

第１条（適用範囲及び定義）

１．この命令の規定は、非軍事的な手段及び活

動をもって、国防上の活動と競合的又は代替

的な機能を果たす方式で行われる国民的非軍

事役務の実施、組織編成及び遂行のための現

行の規定を、2001年３月６日の法律第64号第

１条の規定により決定され、特定された原則

及び目的の点において、かつ、その活動の範

囲において、補完する。

２．この命令において、「全国部」とは、1998年

７月８日の法律第230号第８条及び2001年３

月６日の法律第64号第２条第３項 g）号の規

定により設置された非軍事役務全国部をい

い、「国民基金」とは、2001年３月６日の法律
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第64号第11条の規定により設立された非軍事

役務国民基金をいう。

第２条（非軍事役務全国部）

１．全国部は、全国的規模の国民的非軍事役務

のために、要綱を作成し、活動の目的を特定

することにより、国民的非軍事役務の組織編

成、実施及び遂行を管理するとともに、当該

役務の計画策定、方針決定、調整及び監督を

取り扱う。

２．州並びにトレント特別自治県及びボル

ツァーノ特別自治県は、それぞれの管轄に従

い、非軍事役務の活動の実施を管理する。

第３条（承認の要件及び役務の期間）

１．身体的な適性を備えたイタリア国民が非軍

事役務への従事を申請した場合において、申

請書が提出された日に当該の者が18歳以上28

歳未満のときは、当該の者の性別にかかわら

ず、その申請は承認される。

２．過失によらない犯罪に対して１年を超える

自由刑を伴う有罪判決を未確定のものも含め

受けたこと又は人身に対する犯罪、武器若し

くは爆発物の不法な所持、使用、携行、運搬、

輸入若しくは輸出に関する犯罪若しくは破壊

活動を行う団体、テロリストの団体若しくは

組織犯罪を行う団体への所属若しくは支援に

関する犯罪に対して１年を超える自由刑より

軽微なものも含む刑を伴う有罪判決を未確定

のものも含め受けたことは、非軍事役務につ

いての欠格事由となる。

３．非軍事役務の期間は、総計12か月とする。

関係する国の行政機関の意見を聴いて、内閣

総理大臣令により、特定の使用分野及び特定

の使用計画について、役務の期間を、12か月

より長く又は短くあらかじめ定め、又は調整

することができる。

４．役務を遂行する時間については、使用計画

の性質に応じて決定するとともに、１週間の

役務時間の総計が最短で30時間、かつ、最長

で36時間の範囲内となるように定める。

５．軍隊又は警察に所属する者に対しては、非

軍事役務への従事を認めることができない。

６．州務大臣及び機会均等大臣との合意に基づ

き、国、州並びにトレント特別自治県及びボ

ルツァーノ特別自治県の関係に関する常設会

議（以下「国と州の関係に関する会議」）の意

見を聴いて、第３項に規定する内閣総理大臣

令により、女性に割り当てることのできない

危険な任務、重労働を伴う任務又は不衛生な

任務を特定する。

第４条（非軍事役務国民基金）

１．この立法命令に定める措置を行うために、

非軍事役務全国部に非軍事役務国民基金を設

置するものとし、非軍事役務全国部は、資金

の管理及び年度ごとの計画策定を取り扱い、

国と州の関係に関する会議の意見を聴いて、

活動計画を、年度ごとに、当該年の１月31日

までに策定する。この活動計画は、必要性が

明確であり、かつ、相当する資金が利用可能

である場合には、中間計画により変更するこ

とができる。中間計画は、年度当初の活動計

画と同じ手続で当該年の９月30日までに準備

される。

２．第１項に規定する活動計画は、次の各号に

掲げる事項を定める。

ａ）国民基金の資金のうち非軍事役務全国部

の活動に係る支出に充てる額

ｂ）国民基金の資金のうち州並びにトレント

特別自治県及びボルツァーノ特別自治県の

情報提供活動及び教育活動に充てる額。国

と州の関係に関する会議は、全国部からの

活動計画の通知を受けた後30日以内に採択

する決議により、当該額の配分を決定し、

全国部に通知する。
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ｃ）国民基金の資金のうち州単位で承認され

た使用計画の実施に割り当てられた青年の

報酬に充てる額

ｄ）国民基金の資金のうち複数の州にまたが

る領域、全国的範囲又は国外について承認

された使用計画の実施に割り当てられた青

年の報酬に充てる額

ｅ）国民基金の資金のうち2001年３月６日の

法律第64号第11条第２項の規定に基づく資

金提供者の要求に基づき、特定の使用地域

及び使用分野における非軍事役務の使用計

画の実施に充てる額

３．会計年度末に利用可能な資金は、国民基金

の次会計年度に繰り越されて再配分される。

４．国民基金の運営には、1999年11月12日の法

律第424号によって改正を伴って法律に転換

された1999年９月16日の暫定措置令第324号

第１条の規定に基づき設けられた特別会計を

引き続き用いる。

５．非軍事役務国民基金の資金及び非軍事役務

全国部の支出の管理及び決算報告の方式は、

経済財政大臣との合意に基づき、内閣総理大

臣令で定める。

第５条（非軍事役務を行う法人の名簿）

１．非軍事役務全国部において、2001年３月６

日の法律第64号第３条に規定する要件を備え

る法人及び団体を登録することができる全国

名簿を管理する。

２．州並びにトレント特別自治県及びボル

ツァーノ特別自治県は、第１項に規定する要

件を備える法人及び団体で、専ら州及び特別

自治県において活動を遂行するものを登録す

ることができる州及び特別自治県レベルの名

簿をそれぞれ作成する。

３．第２項に規定する名簿を作成するまで、使

用計画の提出を可能にするために限り、法人

及び団体を一時的に第１項に規定する名簿に

登録することができる。

４．1998年７月８日の法律第230号第10条に規定

する諮問、報告及び検討を行う常設機関とし

て、全国部に非軍事役務全国諮問会議を設置

する。

５．州並びにトレント特別自治県及びボル

ツァーノ特別自治県のうち、十分な措置を講

じていないものは、その管轄の範囲において

諮問、報告及び検討を行う同様の機関を設置

することができる。

第６条（使用計画）

１．国と州の関係に関する会議及び第５条第４

項に規定する全国諮問会議の意見を聴いて、

この立法命令の施行日から90日以内に制定す

る内閣総理大臣令により、イタリア国内及び

国外で実施する非軍事役務のすべての使用計

画が備えるべき特質を特定する。ただし、国

外で実施する非軍事役務の場合には、外務省

の意見をあわせて聴く。

２．第５条の規定に基づいて登録された法人又

は団体によって提出された使用計画には、追

求しようとする目的、その実施の方式、使用

しようとする青年の人数、第３条第３項及び

第４項の規定の範囲内の役務期間並びに性別

による差別をすることなく、志願者の採用の

基準及び方式を含むものとする。

３．第２項に規定する使用計画は、2001年３月

６日の法律第64号第２条第５項の規定に基づ

く内閣総理大臣令によって定められる基準に

基づき、又は州若しくはトレント特別自治県

及びボルツァーノ特別自治県の定める基準に

基づいて、非軍事役務の承認のための特別な

身体的要件及び適性要件についても定めるこ

とができる。

４．全国部は、関係する州又は特別自治県の意

見を聴いて、国の中央行政機関並びに全国的

な公法人及び私法人によって提出された、全
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国的な重要性を有する使用計画並びに国外で

の非軍事役務の使用計画を審査し、承認する。

５．州並びにトレント特別自治県及びボル

ツァーノ特別自治県は、その所属領域におい

て州又は特別自治県の管轄の範囲内の活動を

行う法人及び団体によって提出された使用計

画を審査し、承認し、前年の10月31日までに

承認された使用計画を優先順に全国部へ通知

する。全国部は、通知から30日以内に異議の

ないことを書面で表明する。

６．全国部、州並びにトレント特別自治県及び

ボルツァーノ特別自治県は、各々の管轄の範

囲内で、使用計画の実施の監視、監督及び検

査を管理する。

７．州並びにトレント特別自治県及びボル

ツァーノ特別自治県は、実施した活動につい

ての報告を毎年全国部へ提出する。

第７条（国民的非軍事役務を承認される青年の

年度ごとの最大数の決定）

１．非軍事役務全国部は、第４条第１項に規定

する資金の年度ごとの計画策定に基づいて、

自発的意思に基づく非軍事役務を提供するこ

とを認められた青年の翌暦年における最大数

を、第６条の規定に基づき国及び州において

認められた使用計画に基づいて、役務に服す

る青年の人数を考慮して定める。

第８条（非軍事役務関係）

１．第７条に規定する非軍事役務を認められる

青年の最大数を上限として、［訳注：使用計画

の提出を］認められた法人又は団体は、承認

された使用計画内での使用のために、採用者

と契約を締結する。

２．非軍事役務全国部によりあらかじめ定めら

れた枠組みに基づいて作成された非軍事役務

への承認の申請書は、非軍事役務を提供しよ

うとする特定の計画の指定を含み、採用選考

のために法人に提出される。受理されなかっ

た申請書は、再提出することができる。当該

法人と従属的労働関係若しくは連携的かつ継

続的協働関係にあるか又は前年に同様の関係

にあった青年は、申請書を提出することがで

きない。

３．国民的非軍事役務を提供した者は、新たに

申請書を提出することができない。

４．契約は、第９条第２項の規定に基づき、法

的取扱い及び経済的待遇を定める。契約にお

いて、関連する計画に定めるところに従って、

役務に従事する労働時間及び方式を時間割に

関することも含め、決定する。

５．非軍事役務全国部によりあらかじめ定めら

れた枠組みに基づいて作成され、当事者に

よって署名された契約書は、同部又は州若し

くはトレント特別自治県及びボルツァーノ特

別自治県に送付される。法律上の条件及び第

３条に規定する要件を満たすことが確認され

た場合には、契約は、承認される。州は、承

認について、契約書の写しを添付して、全国

部に直ちに通知する。契約は、承認をもって

発効し、国民的非軍事役務契約と称される。

６．本条の規定に基づいて承認された契約書の

写しは、全国部において保存される。

７．非軍事役務期間を支障なく終了した場合に

は、全国部又は州若しくは特別自治県は、非

軍事役務を遂行したことを示す証明書を交付

する。

第９条（経済的待遇及び法的取扱い）

１．非軍事役務の使用計画の範囲内で遂行され

る活動は、労働関係の成立に相当せず、求職

者リスト又は移動労働者リストからの一時抹

消及び抹消をもたらさない。

２．非軍事役務の使用計画における活動の提供

を認められた者に対する非軍事役務の手当の

支給は、1999年６月18日の法律第186号によっ
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て改正を伴って法律に転換された1999年４月

21日の暫定措置令第110号第２条第４項の２

に規定された期間１年の軍事役務の志願者の

ために定められた経済的待遇と同等とし、ま

た、国外における非軍事役務の場合の臨時手

当の支給は、軍の期間１年の志願者に対し目

的地の国に応じて付与される手当と同等とす

る。いずれの場合においても、軍事的な条件

を補償するための利益は、認められない。

３．全国部は、ISVAP［訳注：Istituto per la
 

vigilanza sulle assicurazioni private e di
 

interesse collettivo：私保険団体利益保険監

督機構］を通じて、非軍事役務の遂行に伴う

危険を保証するための一般的条件を整備する

措置を講じる。

４．非軍事役務の期間は、経済上の配置並びに

公的及び私的分野における社会保障上の取扱

いのための勤続年数の決定について、現行の

法律が義務的軍事役務について認める範囲内

及び方式で、完全に有効であると認められ、

自発的意思による要員の［訳注：社会保障上

の］負担については、非軍事役務国民基金か

ら拠出する。

５．非軍事役務の活動の提供を認められた者に

対する保健衛生業務は、国民保健サービスに

よって提供される。1998年12月23日の法律第

448号第68条の規定を有効とした上で、非軍事

役務を提供する者のための保健衛生に関する

認証は、国民保健サービスの組織により無償

で行われ、国民基金の負担で償還される。

６．国民的非軍事役務に従事する女性は、当該

の女性が全国部、州又は特別自治県に妊娠状

態に関する医師の証明を通知してから義務的

休業期間の開始までの間、活動を中止する。

2001年３月26日の立法命令第151号第16条及

び第17条の規定を適用する。役務の中止の日

からその再開の日まで、国民基金の負担で第

２項に規定する手当を３分の１切り下げて支

給する。

７．この立法命令の規定に基づいて非軍事役務

を遂行する公務員は、申請により、無給の休

職扱いとする。この場合において、休職した

期間は、昇進及び定期昇給のために、全部算

入される。1986年12月24日の法律第958号第20

条の規定を適用する。負担は、国民基金によ

る。

８．第８条第７項に規定する証明書の保有者は、

期間１年の軍事役務の志願者と同等とみなさ

れる。

第10条（義務及び兼業禁止）

１．非軍事役務の使用計画に服する者は、第８

条に規定する契約が定めるところに従って委

ねられた職務を注意をもって遂行しなければ

ならない。

２．非軍事役務の提供は、従属的労働又は独立

労働のいかなる活動とも両立することはでき

ない。

第11条（非軍事役務研修）

１．研修期間は、総計１か月以上とし、役務に

関する一般研修期間及び配属される法人又は

団体における特別研修期間よりなる。

２．一般研修期間においては、公民教育及び被

災者保護の研修も含む講座に参加するものと

し、当該研修期間には、最低30時間を充てる。

３．第２項に規定する講座は、全国部、州又は

トレント特別自治県及びボルツァーノ特別自

治県の各県又は両県により組織され、全国部

等は、特別な専門性を有する法人を利用する

こともできる。全国部は、国と州の関係に関

する会議及び第５条第４項に規定する全国諮

問会議の意見を聴いて、研修の基礎的内容を

定め、かつ、研修の全般的動向に対する監視

を行う。

４．特別研修には、最低50時間が充てられ、当
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該研修は、使用の期間及び類型に適合したも

のとし、役務提供の開始時期に実施されなけ

ればならない。

第12条（国外における非軍事役務）

１．第３条に規定する者は、短期間であっても、

2001年３月６日の法律第64号第１条第１項

e）号に規定する目的のために、外務大臣との

合意に基づき、内閣総理大臣令で定める手続

に従い、国外に派遣することができる。

２．内閣総理大臣府は、国外で実施される使用

計画について必要に応じて行う事前及び事後

の検査並びに当該計画の監視のために、外務

省を通じ、かつ、外務省との合意により、在

外公館の支援を求めることができる。

第13条（就労及び修了証明書）

１．第９条第７項の規定を有効とした上で、全

国部、州及び特別自治県は、それぞれの管轄

の範囲内で、私企業の団体、協同組合代表団

体及びその他営利を目的としない法人との間

で、非軍事役務を遂行した者の労働市場への

参入を促進するために、協約を締結すること

ができる。

２．実際に提供された非軍事役務の期間は、第

４項に規定する場合を除き、公法人において

提供された役務と同じ方式及び価値をもって

公的選考において評価される。

３．大学は、当該大学によって交付される学位

の取得のために、非軍事役務中に従事した学

習活動であって、学問研究のカリキュラムに

とって重要なものに対して、修了証明書を公

認することができる。

４．2006年１月１日以後、全国消防士部隊及び

全国森林監視隊の初級職に関する選考につい

て、当該部隊の組織的活動において非軍事役

務を最低12か月間遂行した者が10％となる範

囲内において、留保する定員数を定める。こ

の目的であっても、各行政機関によって定め

られた承認の要件は、変更しない。

５．非軍事役務の関係を繰り上げて終了した場

合には、本条に規定された利益は、失効する。

ただし、その終了が役務によってもたらされ

た健康状態又は不可抗力によるものであるこ

とが文書によって裏付けられ、かつ、提供さ

れた役務の期間が最低６か月に等しい場合

は、この限りでない。

第14条（末尾規定）

１．2000年11月14日の法律第331号第２条第１項

f）号に規定する場合には、2001年５月８日の

立法命令第215号第７条第３項に規定する方

式によって、制定後の改正を経た1998年７月

８日の法律第230号の規定に基づく非軍事役

務もまた再開する。

２．2001年３月６日の法律第64号第２章に規定

する経過期間において、徴兵による義務的役

務の停止の日までは、第４条に規定する全国

部による年間計画に関する文書で、1998年の

法律第230号に規定する非軍事役務に優先的

に充てるための全国基金の割当分を決定す

る。同期間において、年間割当定員は、2001

年の法律第64号第６条に規定する方式に従っ

て決定される。

３．この立法命令は、2004年６月１日に施行す

る。

４．第２条及び第４条の規定は、官報において

公布された日から15日後に施行する。

(注)

萩原愛一、嶋田真智恵、古賀豪、間柴泰治、山岡規雄、

小澤隆、寺倉憲一。なお、本稿には、現在参議院法制

局に出向中の芦田淳前会員による翻訳部分を含む。
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1998年７月８日の法律第230号「良心的軍事役務拒否に関する新たな規定」

Legge8luglio 1998,n.230；Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

芦田 淳、山岡 規雄 訳

第１条

１．世界人権宣言並びに市民的及び政治的権利

に関する国際規約において認められている思

想、良心及び宗教の自由の権利の行使におい

て、良心に従い、武器の使用に異議を唱え、

国軍及び国の武装部隊への編入を受け入れな

い国民は、軍事役務の代わりに、軍事役務と

は性質を異にし、かつ、軍事役務から独立的

な非軍事役務を提供することによって、祖国

の防衛という憲法上の義務に応じ、憲法の「基

本原理」に掲げる目的のために設定された役

務として、徴用の義務を履行することができ

る。当該役務は、この法律に定める方式及び

規定に従って実行される。

第２条

１．次の各号に掲げる者は、軍事役務に対する

良心的拒否の権利を行使することはできな

い。

ａ）制定後の改正及び補完を経た1931年６月

18日の勅令第773号によって承認された公

安統一法典第28条及び第30条に指定されて

いる武器に関する資格又は権利の保有者。

ただし、1990年２月21日の法律第36号第１

条第１項により代えられた1975年４月18日

の法律第110号第２条第１項 h）号及び第３

項に規定する武器は例外とする。猟銃の携

帯の許可を申請している国民で、徴用の対

象となるものに対し、警察署長は、許可を

与える前に、許可の取得が良心的軍事役務

拒否の放棄をもたらすことを知らせる。

ｂ）直近２年未満の間、国軍、国家治安警察

隊、財務警察、国家警察、刑務所警察部隊

及び国家森林監視隊における軍事役務の提

供のために、又は武器を使用する他の職務

のために、申請書を提出した者

ｃ）武器及び爆発物の不法な所持、使用、携

行、運搬、輸入又は輸出を理由として第１

審判決により有罪とされた者

ｄ）人に対する暴力により犯された過失によ

らない犯罪又は破壊集団若しくは犯罪組織

への所属に関する犯罪を理由として第１審

判決により有罪とされた者

第３条

１．国防省によってあらかじめ決定された徴用

令状は、良心的軍事役務拒否の行使に関する

権利及び義務について詳細に言及しなければ

ならない。

第４条

１．第１条の規定により、非軍事役務を提供し

ようとする国民は、兵籍登録の日から60日以

内に徴用所管機関に申請書を提出しなければ

ならない。1999年１月１日以降、前記の期間

は、15日に短縮される。申請には条件を付与

することはできず、この法律の第１条に規定

する理由の明確な記述及び本人の責任に基づ

く宣誓供述書に代替し得る宣言の形式によ

り、第２条に規定する欠格事由の不在につい

ての証言が記載されていなければならない。

当該申請書が本条に規定する期限内に提出さ

れた場合には、［訳注：当該申請に対する］決

定の時まで、徴用を停止する。本条の規定は、

1999年12月31日まで適用される。

２．申請書の提出の際、軍事役務拒否者は、あ
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らかじめ選択した州の領域内の法人を10まで

指定することにより、公的部門又は私的部門

の法人によって管理された役務への選好を含

む職業分野及び使用分野に関する自らの選択

を指示することができる。その目的のため、

経験、学位又は有用な職業上の資格を証明す

る文書で宣言を補うことができる。

３．第１項に規定する期限内に申請書が提出さ

れなかった場合には、法律によって定められ

た理由により、軍事役務の遅延及び延期を認

められた有資格者及び兵籍登録者は、軍隊へ

の召集の前年の12月31日までに前記の徴用機

関に対し、申請書を提出することができる。

非軍事役務の承認の申請書の提出は、法律に

よって定められた理由による軍事役務の遅延

又は延期の承認を損なわない。

第５条

１．国防大臣は、第２条に規定する欠格事由の

不在に関する徴用事務局の認証に基づき、申

請書の提出から６か月以内に当該申請の受理

を認める。認められない場合には、理由を付

して却下を発令する。

２．６か月の期限内に決定がなされなかった場

合には、申請は、受理されたものと見なされ

る。

３．第１項及び第２項の規定は、1999年12月31

日まで適用される。

４．1999年12月31日までは、非軍事役務の承認

を求める申請の却下の場合及び非軍事役務を

提供する権利の喪失についての予期しない命

令が出された場合には、軍事役務拒否者は、

通常裁判所に出訴することができる。徴兵が

行われる軍管区の所在する地区の法務裁判官

を管轄の裁判官とする。手続については、民

事訴訟法典第414条から第438条までの規定が

適用可能な範囲で遵守されるものとする。法

務裁判官は、出頭を伴う審理の前であっても

原告の請求に基づき、重大な理由がある場合

には、上訴不可能な命令により、判決が確定

するまで申請の却下の手続又は非軍事役務を

提供する権利の喪失の命令の効力を停止する

ことができる。

５．1998年２月19日の立法命令第51号の施行の

日から、第４項に規定する目的のために権限

を有する裁判官は、当該立法命令第56条に

よって導入された民事訴訟法典第50条の３に

規定するように単独で審理する。

６．提訴又は停止の請求が棄却された場合に

は、定められた期間、軍事役務を提供する義

務を負う。

第６条

１．この法律に基づいて非軍事役務を提供する

国民は、社会保障上及び行政上の目的におい

ても、徴兵による軍事役務を提供する国民と

同一の権利を享受する。当該国民は、軍事的

条件を補償するための利益を除き、徴兵によ

る軍人と同一の手当への権利を有する。

２．非軍事役務の期間は、経済上の配置並びに

公的及び私的分野における社会保障上の取扱

いのための勤続年数の決定について、現行の

法律が徴兵による役務について認める範囲内

及び方式で、完全に有効であると認められる。

３．実際に提供された非軍事役務及び徴兵役務

の期間は、公的選考において、試験委員会が

公法人における非軍事の職務によって提供さ

れる役務に対して付与するのと同様の点数を

もって評価される。公行政によって公告され

た選考における資格の承認可能性及び評価の

ために、労働関係を中断して非軍事役務及び

徴兵役務に費した期間がすべての効果におい

て考慮されるものとする。

４．第９条第７項に規定する場合を除き、保健

衛生管理は国民保健サービスによって保障さ

れる。
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第７条

１．申請の受理の日から、軍事役務拒否者の氏

名は、国民的非軍事役務名簿に登録され、そ

の登録について、陸軍又は海軍への編入のた

めの原簿に同時に注が付される。

２．良心的軍事役務拒否者の名簿は、役務への

召集のために、各年の割当定員を実数より多

く定める。

第８条

１．制定後の改正を経た1997年３月15日の法律

第59号の第11条第１項 a）号及び第12条に規

定する委任を実施する立法命令の発効まで

に、内閣総理大臣府に非軍事役務全国部を設

置する。最初の３年間、最大100名に固定され

た当該部の組織的整備は、公行政に属する人

員の異動及び制定後の改正を経た1988年８月

23日の法律第400号の規定による評議員に関

する現行の手続を利用することにより、保障

される。当該部は、本部及び州の支部に組織

され、５年の任期で１回のみ再選可能であり、

閣議決定を経て内閣総理大臣によって任命さ

れた内閣総理大臣府の常任理事によって管理

される。

２．第１項に規定する部は、次の各号に掲げる

任務を有する。

ａ）州並びにトレント特別自治県及びボル

ツァーノ特別自治県の意見を聴いた上で実

施される、領域的にも均衡の取れた必要性

の評価及び役務の総合的な効果についての

年間計画に従って、ｂ）号に規定する国の

行政機関、協約締結法人及び協約締結団体

に良心的軍事役務拒否者を割り当てること

により、良心的軍事役務拒否者の召集及び

使用を組織し、かつ、管理すること。

ｂ）公務員としての行政的雇用を除いて、介

護、予防、治療及びリハビリテーション、

社会復帰、教育、文化振興、被災者保護、

発展への協力、通商に関する教育、生態系

の保護、芸術的遺産及び環境的遺産の保全

及び利用、森林遺産の保護及び増進の活動

に限定して、良心的軍事役務拒否者の使用

について、当該部及び州の支部において年

度ごとに調製される名簿に登載された国の

行政機関、公的及び私的な法人又は団体と

協約を締結すること。

ｃ）役務を認められた良心的軍事役務拒否者

が義務的に参加すべき非軍事役務の準備の

ための一般的講習を関係省庁及び領域を管

轄する州との合意の下に組織し、第９条第

４項に規定する協約締結法人及び協約締結

団体の下での非軍事役務への特別研修の期

間の効率性及び効果を検査することによ

り、軍事役務拒否者の教育及び研修を推進

し、かつ、管理すること。

ｄ）直接州を通じて、又は例外的な場合には、

県を通じて、内閣総理大臣令によって年度

ごとに定められ、協約締結法人及び協約締

結団体全体の無作為抽出による検査並びに

100人以上の軍事役務拒否者を役務に使用

する法人及び団体のための定期的検査を予

定する検査計画に基づき、良心的軍事役務

拒否者による役務の提供の確実性及び方式

並びに a）号及び b）号に規定する国の行政

機関、法人及び団体との協約の遵守並びに

使用計画の遵守を検査すること。

ｅ）被災者保護局との合意の下に、非武装か

つ非暴力的な民間防衛の研究及び実験の手

続を整備すること。

ｆ）a）号及び b）号に規定する法人及び団体

の責任者のために研修を企画すること。

ｇ）内閣総理大臣府の情報・出版部局及び関

係省庁の所管部局との合意の下に、この法

律の規定により可能となることを青年に対

し、周知させるために、恒常的な情報提供

及び年度ごとの情報活動を整備し、かつ、
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管理すること。

ｈ）被災者保護局との合意の下に、公共の災

害の際の軍事役務拒否者の再召集のための

計画及び定期的な訓練活動の実施のための

計画を整備すること。

ｉ）良心的軍事役務拒否のための規律の一般

的規則を整備すること。

ｌ）非軍事役務の行政的管理の規則を整備す

ること。

３．第１項に規定する部の組織及び機能並びに

当該部と第２項 c）、d）、f）及び g）号の規定

にそれぞれ関連する州との間の協力の方式を

決定するために、大統領令により、この法律

の施行日から90日以内に、州及び特別自治県

の知事会議の意見を聴いた上で、内閣総理大

臣の提案により、制定後の改正を経た1988年

８月23日の法律第400号第17条第４項の２の

規定に基づく命令を制定する。当該命令に

よって、第19条に規定する基金の任務に充て

られた費用の管理を規律するための規定も定

められる。財政的管理は、会計検査院の決算

監査の対象となる。

４．国庫・予算・経済計画大臣の意見を聴いて、

閣議で決定した後、第３項に規定する命令の

施行日から３か月以内に制定すべき内閣総理

大臣令により、第２項 i）及び l）号に規定す

る命令が制定される。当該命令の案について

議会の所管委員会の意見を事前に得なければ

ならない。

５．この法律の施行日から最長２年間、第１項

に規定する部は、割当定員の年度ごとの管理

のために国防省の協力を得る。

６．第１項に規定する部の不可避で急迫した活

動を保障するために、内閣総理大臣府は、暫

定的に予備役の身分にある兵員、国防省又は

その他の行政機関の職員、第１項に規定する

評議員及び軍管区によって利用可能とされた

活動単位を利用することができる。

７．1998年から年度ごとに８億５千万リラを見

積もられた本条の実施から生じる負担額につ

いては、1998年から2000年の３か年予算に基

づき、1998年度の国庫・予算・経済計画省分

の予算中の「特別基金」の適用中の基礎予算

細目の範囲内で計上された予算を相当額につ

いて削減し、その目的のために一部、労働・

社会保障省に関連する繰入金を利用する。

８．国庫・予算・経済計画大臣は、その命令で、

予算について必要と認められる変更を行う権

限を有する。

第９条

１．国防大臣は、毎月、非軍事役務全国部に、

申請が受理された、又は６か月以上前から申

請書を提出している良心的軍事役務拒否者の

氏名を伝達する。1999年12月31日以後は、す

べての良心的軍事役務拒否者の名簿を伝達す

る。

２．1999年12月31日まで、非軍事役務を承認さ

れた良心的軍事役務拒否者は、申請の受理か

ら１年以内に第11条に規定する法人及び団体

に、第19条に規定する総支出の最大限度とな

る予算が許す範囲内で配属される。配属され

なかった場合又は配属が遅れた場合には、現

行の徴兵役務に関する規定に従い、良心的軍

事役務拒否者は、除隊される。

２の２．1997年12月30日の立法命令第504号第７

条第１項に規定する徴兵による軍事役務及び

その代替としての非軍事役務からの免除の理

由を有効とした上で、非軍事役務国民基金の

予算の面で、役務に派遣されるべき軍事役務

拒否者に超過が生じた場合には、その超過が

排除されるまで、次の各号に掲げる要件の少

なくとも１つに該当する軍事役務拒否者は、

重大な理由を有する者から、免除とされるか、

又は除隊を予定した手当を支給されない無期

限休隊とされなければならない。
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ａ）経済的問題若しくは家族上の問題又は業

務上の責任、企業経営上の責任若しくは社

会福祉活動上の責任

ｂ）国内的又は国際的な領域における著しい

功績の獲得を伴う学術的、芸術的又は文化

的活動の遂行

ｃ）役務の遂行の障害となる場合又は役務の

遂行の機能性を妨げる場合には、職業分野

及び使用分野を考慮に入れ、徴用検査が示

した身体機能上又は心理的資質上の適性指

数の低さ

ｄ）1997年立法命令第504号第１条第２項に規

定された期間内に、居住地の州の範囲内又

は申請において示された州における協約締

結法人が良心的軍事役務拒否者を使用でき

ないこと。

２の３．いずれの場合も、指示された要件のい

ずれかに該当する軍事役務拒否者が１人も存

在しないときにおいても、第２項の２に規定

する超過を削減することは、使用可能な資金

に一致するまで、非軍事役務全国部の義務と

される。第２項の２ c）号及び d）号に規定さ

れた要件に関しては、当該部が職務権限に

限って措置を講ずる。

２の４．内閣総理大臣令により、非軍事役務国

民基金の予算の範囲内で役務に従事する軍事

役務拒否者の実質的な最大数、第２項の２に

規定する要件を適用する場合及び除隊を予定

した手当を支給されない無期限休隊の手続が

決定される。

２の５．役務中又は徴用予定の良心的軍事役務

拒否者は、申請により、又は職権により、第

２項の２、第２項の３及び第２項の４の規定

に従い、除隊を予定した手当を支給されない

無期限休隊とされるか、又は役務を免除され

ることができる。免除の申請書は、役務に就

く日までに、除隊を予定した手当を支給され

ない無期限休隊の申請書は、当該役務に従事

している間に提出することができる。この項

に規定する、1999年12月31日までに提出され

た当該申請書は、非軍事役務全国部による受

理の日から90日の間当該部によって措置が講

じられなかった場合には、承認されたものと

みなされる。いずれの場合も、承認又は却下

の決定は、適当な時期に申請者に通知されな

ければならない。

３．軍事役務拒否者は、役務の必要を除き、使

用能力と両立する限りにおいて、当該軍事役

務拒否者によって指示された職業分野及び使

用分野において、居住地の州又は申請におい

て示された州の範囲内で、第８条第２項に規

定する法人及び団体の要請を考慮し、第４条

第２項の規定を有効とした上で、非軍事役務

に配属される。

４．非軍事役務の期間は、徴兵による軍事役務

の期間に等しく、教育期間及び活動期間を含

む。国民的非軍事役務の創設まで、教育期間

は、公民教育のための期間及び当該役務を認

められたすべての軍事役務拒否者に割り当て

られた使用の類型に従って異なる非軍事役務

に対する一般的な研修のための期間を想定す

るものとする。特別な教育が必要と認められ

る特定の部門における役務の遂行について

は、協約により、活動が行われる法人又は団

体の下での追加的な研修のための期間が定め

られる場合を規律することができる。

５．非軍事役務は、軍事役務拒否者の申立てに

より、双務的な合意に基づき、期間を例外と

して当該時点において効力を有する規定に従

い、他の国で遂行することができる。非軍事

役務全国部は、国外で非軍事役務を遂行する

割当定員を年度ごとに決定する。

６．非軍事役務は、非軍事役務の志願者のため

に、制定後の改正を経た1987年２月26日の法

律第49号第31条から第35条までの規定により

発展への協力について定められた方式に従っ
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ても、実施することができる。その場合にお

いて、期間は、当該の法律によって定められ

る。

７．申立てを行った軍事役務拒否者は、自らが

役務を提供する法人と合意した期間、当該法

人によって直接管理されている人道的任務に

参加するため、当該法人により、国の領域外

に派遣されることができる。その場合におい

て、当該任務が国軍の職務を予定していると

きには、保健衛生管理は、軍衛生サービスに

よって保障される。

８．この法律の施行日より前に国外で活動を遂

行した軍事役務拒否者に対しては、第７項に

規定する要件を満たさない者であっても、刑

は、科されない。

９．軍事役務拒否者が申立てを行っている場合

において、当該軍事役務拒否者の職務をイタ

リア人に割り当てられている人道的任務に充

てることは、非軍事役務全国部の権限である。

この目的のため、職業の適性に基づいて採用

された良心的軍事役務拒否者は、当該任務を

管理する法人又は団体の下に置かれる。

10．第７項及び第９項に規定する国の領域外で

の人道的任務に参加するための申請書を提出

する際に、軍事役務拒否者は、希望する特定

の人道的任務及び当該任務に責任を有する法

人、非政府団体又は国際連合の機関を指定し

なければならない。申請の受理又は拒絶は、

軍事役務拒否者に対し、理由を付して１か月

以内に通知されなければならない。当該期限

内に回答がなされなかった場合には、申請は、

受理されたものとみなされる。

11．第７項及び第９項に規定するすべての場合

において、軍事役務拒否者は、軍事的任務に

寄与しない、非武装の役務に使用されなけれ

ばならず、非軍事的な機関の指揮下に置かれ

なければならない。

12．第７項及び第９項に規定する人道的任務に

参加するために国外で非軍事役務を提供する

軍事役務拒否者は、最大１年間の非軍事役務

の延長を申請することができる。申請が認め

られた場合には、第６条の規定が役務の延長

期間に対して適用される。

第10条

１．非軍事役務全国部において、第８条第２項

に規定する協約締結法人及び協約締結団体の

名簿を作成し、管理する。当該部に、軍事役

務拒否者の名簿の管理を委ねる。

２．当該非軍事役務全国部に、当該部の諮問、

報告及び検討のための常設機関である非軍事

役務全国諮問会議を設ける。

３．諮問会議は、被災者保護局の代表者１名、

全国消防士部隊の代表者１名、全国規模で活

動する協約締結法人の代表者４名、協約締結

法人の全国的に配置された代表組織の代表者

２名、全国的に活動する軍事役務拒否者の代

表組織の代表者４名及び関係する国の行政機

関において選出された代表者２名により構成

する。

４．諮問会議は、第８条第２項 a）、c）、e）、i）

及び l）号に規定する内容並びに役務の要件、

役務の一般的な組織及び標準的な協約モデル

について、非軍事役務全国部に意見を表明す

る。

５．内閣総理大臣は、この法律が効力を発する

日から５か月以内に、その命令により、諮問

会議の組織及び活動を規律する。

第11条

１．非軍事役務全国部との協約が認められるた

めに、良心的軍事役務拒否者の活動を介して

非軍事役務の実施に協力しようとする公的及

び私的な法人及び団体は、次の要件を備えな

ければならない。

ａ）営利を目的としないこと。
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ｂ）設立の目的と第８条第２項 b）号に規定す

る目的が一致していること。

ｃ）非軍事役務に関する組織能力及び使用能

力を有すること。

ｄ）最低３年間、継続して活動してきたこと。

２．第１項に規定する法人及び団体は、非軍事

役務全国部に協約の承認の申請書を提出す

る。協約の承認の申請において、法人及び団

体は、その能力の及ぶ活動分野、軍事役務拒

否者の役務のための活動拠点、使用すること

のできる軍事役務拒否者の総数及び各役務地

におけるその割当てを示さなければならな

い。

３．第１項に規定する法人及び団体は、それが

当該法人及び団体により非軍事役務の性質上

必要であるとみなされる場合又は当該法人及

び団体が役務の活動拠点のあるコムーネに居

住しない軍事役務拒否者を使用しようとする

場合には、非軍事役務において軍事役務拒否

者に食糧と宿泊を支給するための資金を示さ

なければならない。軍事役務拒否者に食糧と

宿泊を支給する義務のある法人又は団体に対

しては、非軍事役務全国諮問会議の意見を聴

いて、非軍事役務全国部が定める方式により、

負担された支出を償還する。

４．いかなる場合でも、軍事役務拒否者は、法

律の義務により又はそこで非軍事役務を提供

する組織の組織規約上の規定により使用され

た又は使用されるべき職員の代替として利用

することはできない。

５．それぞれの協約は、法人の目的並びに国民

の肉体的及び精神的に完全な状態を保護する

規定に合致した使用計画の提出に基づいて取

り決める。

６．法人が先に定めた非軍事役務のための研修

を行うことについて組織的に適合性を有する

と証明することを、協約締結のための条件と

する。

７．非軍事役務全国部は、協約に対する承認の

申請書を提出した法人又は団体により表明さ

れた要件が満たされているかにつき確認す

る。

８．本条に定める協約を対象とする係争につい

ては、協約の中で示された法人又は団体の所

在地に関して領域的に管轄する州の行政裁判

所が決定する。

９．協約の締結文書の中で、法人は、軍事役務

拒否者に対価その他としていかなる額も支給

しないと保証し、支給された場合には、協約

の自動的解除をもたらす。

第12条

１．非軍事役務全国部は、遅滞なく、国防省に

良心的軍事役務拒否者が役務を終了したこと

を通知する。

２．権限を有する徴用機関は、適切な時期に通

知をすることにより、当事者を無期限の除隊

とする措置を行う。

第13条

１．この法律又は制定後の改正及び補完を経た

1972年12月15日の法律第772号に基づき、非軍

事役務を提供したすべての者並びに1971年12

月15日の法律第1222号第33条を利用したすべ

ての者は、軍事役務を提供した国民について

定められた年齢まで、公共の災害の場合の再

召集の対象となる。

２．非軍事役務全国部は、第１項の規定に基づ

く再召集の対象である国民の名簿を管理す

る。

３．再召集中は、この法律に定める刑罰及び懲

戒の規定を例外なく、非軍事役務を承認され

た者に適用する。

４．戦時及び総動員時には、非軍事役務を提供

している良心的軍事役務拒否者又は役務を遂

行したが役務に再召集された良心的軍事役務
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拒否者で、かつ、第２条に規定する不承認の

条件が生じていないものは、被災者保護及び

赤十字に配属される。

第14条

１．非軍事役務を承認され、その提供を拒否し

た軍事役務拒否者は、６か月から２年の拘禁

により罰する。

２．非軍事役務の承認を要求せず又は得ずに、

軍事役務に就く前に又は軍事役務に就いた後

に、軍事役務の提供に異議を申し立てる良心

上の理由を提示して、その提供を拒否する者

は、同様の刑罰を受ける。

３．第１項及び第２項に規定する罪の審理は、

非軍事役務又は軍事役務が遂行される地の法

務裁判官が管轄する。

４．第１項及び第２項に規定する罪のいずれか

についての有罪刑事判決は、徴用の義務を免

除する。

５．平時に、第１条に示されたものと異なる理

由を提示し又はいかなる理由も提示せずに、

軍事役務に就く前に又は軍事役務に就いた後

に、徴兵による軍事役務の提供を全面的に拒

否する者は、その拒否のために徴兵による軍

事役務の期間より総体で短くない期間の拘禁

に服した場合には、軍事役務を提供する義務

を免除される。

６．第１項及び第２項に定める場合には、被告

人又は有罪判決を受けた者は、再度の非軍事

役務への配属又は承認の申請を申請書がすで

に提出され、かつ、第２条に規定する理由の

ために却下された場合を除き、行うことがで

きる。第２項に定める場合には、国軍に役務

を提供する申請を行うことができる。

７．第６項に規定する申請の決定について、第

５条第１項に規定する期日は、３か月に減じ

る。

８．申請書の受理は、罪を消滅させる。拘禁中

に経過した時間は、軍事役務又は非軍事役務

について定められた期間の短縮のために算定

する。

第15条

１．非軍事役務を承認された軍事役務拒否者

は、第２条に示された不承認の条件が生じた

場合又は確認された場合に限り、当該役務を

提供し、又は完遂する権利を失う。

２．第１項に規定する場合において、軍事役務

拒否者は、非軍事役務の開始以前に権利を

失ったときは、軍事役務の期間、及び役務遂

行中に権利を失ったときは、いかなる場合で

も徴兵期間を超えることのない、非軍事役務

が提供されなかった期間相当の期間、軍事役

務を提供する義務を有する。

３．権利の消滅は、非軍事役務全国部の認証及

び要求に関する内閣総理大臣令により定めら

れる。

４．徴兵による軍事役務を提供した国民の動員

のための再召集の場合には、非軍事役務を提

供した国民も、第２条に定める不承認の条件

が生じた場合には、この再召集の対象となる。

５．非軍事役務を提供した後、第２条第１項 a）

号に規定する武器及び軍用品を自己の責任で

製造した国民又は代理人を介してであっても

販売した国民並びに武器及び武器のシステム

の企画及び製作を直接目的とした法人又は団

体において管理職の任にあった国民は、上記

再召集の対象となる。

６．非軍事役務を提供することを承認された者

は、第２条第１項 a）号に規定する武器を所持

すること及び使用すること並びに当該武器、

軍用品及び爆発物の製造及び販売において、

代理人を介してであっても経営的又は管理的

役割を負うことを禁じられる。違反者は、事

実がより重大な罪を構成しない場合には、武

器及び軍用品の不法所持並びにこの法律に定
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める利益を損なうとして、制定後の改正及び

補完を経た1931年６月18日の勅令第773号に

より承認された公安統一法典により定める刑

罰により罰する。公安当局が当該者に対し、

本条に規定する活動の実施に関するいかなる

許可を行うことも、又は更新することも禁ず

る。

７．非軍事役務を提供することを承認された者

は、国軍、国家治安警察隊、財務警察、国家

警察、刑務所警察部隊及び国家森林監視隊の

編入のための選考又は武器の使用を伴う他の

いかなる役務にも参加することを禁ずる。

第16条

１．非軍事役務を提供する国民は、公的及び私

的に使用されること並びに専門職としての活

動を開始することはできず、役務の正常な遂

行を妨げる、専門職としての活動のための講

座又は基礎研修に登録することもできない。

２．第１項に規定する禁止を犯した者は、他の

任務の遂行であっても、地理的に隣接しない

他の州にある他の活動場所に移される。再び

違反した場合には、第14条第１項に規定する

罰則を適用する。

３．第１項に規定する活動及び職務をすでに実

行中の者に対しては、軍事役務に召集された

国民に効力を有する規定を適用する。

第17条

１．とがむべき行動又は役務の性格及び機能性

と両立しない行動に対し責任のある軍事役務

拒否者には、次の罰則を定めることができる。

ａ）書面による警告

ｂ）手当の支給削減による過料

ｃ）休暇及び休隊の停止

ｄ）他の法人におけるものも含む他の州にお

ける同種の任務への異動又は同一若しくは

他の州の領域内での異なる任務への異動

ｅ）手当の支給されない最大３か月の役務の

停止及び役務を提供しなかった期間に該当

する補充的役務

２．第８条第２項 i）号に定める規律の一般的規

則は、軍事役務拒否者によってなされた違反

についての罰則の適用基準を定める。

３．第１項 a）、b）及び c）号に規定する罰則は、

関係する法人又は団体の法定代理人により科

され、非軍事役務全国部に通知される。

４．非軍事役務全国部は、他の罰則を講じ、法

人又は団体により当該部に通告された措置に

基づいて、すでに講じられた罰則より重い罰

則を科すことを決定することができる。

５．軍事役務拒否者の行動が真に役務の提供を

拒否するのと同程度であれば、第14条の規定

を適用する。

第18条

１．法律又は協約の規定に違反した、協約締結

法人及び協約締結団体は、個別の刑事的責任

は有効とした上で、非軍事役務全国部により

理由を付して行われる協約の解除又は軍事役

務拒否者の配分の停止の対象となる。

２．一法人又は一団体との協約の解除の場合に

は、非軍事役務全国部は、申請の記載事項を

考慮して、定められた期間の終了まで当該法

人又は団体において役務を提供していた軍事

役務拒否者の再配分について措置する。

３．協約の解除に対して、法人又は団体は、協

約の中で示された法人又は団体の所在地に関

して領域的に管轄する州の行政裁判所に訴え

ることができる。

第19条

１．この法律に定める任務の遂行のために、内

閣総理大臣府に良心的軍事役務拒否者の非軍

事役務のための国民基金を設立する。

２．この法律に定めるすべての支出は、基金の
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予算の範囲及び限度で支出する。

３．基金の年間経費は、1998年から1200億リラ

と定める。

４．この法律の実施により生じる負担額は、1998

年以後は1200億リラ相当とし、制定後の改正

及び補完を経た1972年12月15日の法律第772

号により定められ、1998年から2000年の３か

年予算に基づき1998年度の国防省分の予算中

の基礎予算細目8.1.2.1「良心的軍事役務拒

否」（1403目）及び次年度以降の対応した予算

に計上された支出権限を利用して措置する。

第20条

１．内閣総理大臣は、毎年６月30日までに非軍

事役務の組織編成、管理及び遂行に関する報

告を議会に提出する。

第21条

１．この法律が効力を発する日から６か月以内

に、内閣総理大臣は、上院及び下院の権限を

有する委員会の意見を得て、実施規則を公布

し、協約の文言を準備する。

２．国防大臣は、この法律が発効する日から６

か月以内に、第９条第１項に規定する手続を

開始しなければならない。当該期限後におい

て、非軍事役務全国部は、第８条第２項 b）、

c）及び d）号で定める任務並びに役務におけ

る軍事役務拒否者の管理について責任を負

う。

第22条

１．すでに締結された協約の再検討及びこの法

律に基づき適切である対象との軍事役務拒否

者の使用に関する新たな協約の決定までの

間、従前の規則に基づき適切な法人と国防省

により締結された協約は、効力を有する。

第23条

１．制定後の改正及び補完を経た1972年12月15

日法律第772号は、廃止する。

（あしだ じゅん・参議院法制局）

（やまおか のりお・政治議会課憲法室）
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