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◇憲法・平和 
              明文改憲発議を阻止しよう 

                     東京法律事務所  小部 正治 

１ 年頭の首相会見での決意 

 安倍晋三首相は、年頭の記者会見にて、「今年こそ新しい時代への希望を生み出すような

憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示する」として、９条に自衛隊を明記することを含

む自民党の憲法改正原案を通常国会に提示し、早期に国会発議を行うことに強い意欲を示し

た。同時に、「スケジュールありきではない。」とする一方、「各党における憲法調査会に

おいて活発な、建設的な議論が行われ、具体的な案を持ち寄りながら議論が進んでいくこと

を期待する」と述べて、早急に党内論議を経て条文案をまとめた上で、各党との協議に入り

たい意向を示した。 

 自民党は１９５５年の結党以来「自主憲法制定」を党是としてきたが長い間政治的課題に

はなり得なかった。しかし、ここ数年、アメリカからその世界戦略の軍事的な一端を担うよ

うに強く求められ、財界や迎合する一部のマスコミ（読売・産経）などの支持を受けて「戦

争する国」をめざしてきた。秘密保護法・戦争法・共謀罪など必要な法律を強行採決してき

た一方、９条の解釈改憲を経て明文改憲の動きを強めてきた。昨年は、２０２０年の改憲施

行をめざして、９条 項、２項を残したまま自衛隊を明記する改正案を提起し、自民党内で

の早期とりまとめを指示してきた。今年は、明文改憲の発議を阻止するかどうか、まさに歴

史的な年になった。 

２ 政治日程上の大きな制約 

 しかし、安倍首相が「スケジュールありきではない」とのいうものの、自らめざす 2020

年改憲施行を前提とすると、現実には極めて窮屈な日程となる。 

 まず、2019 年に夏の参院選（現在も自公だけでは 3 分の 2 以下）が実施されるが、2013 年

の参院選の状況等を見ると、果たして与党や改憲勢力が 3 分の２を維持できるかどうかは全

く不明である。立憲民主党は、希望や民進党との衆院統一会派を拒否して、独自性を保って

いる。共産党・志位委員長は２０１７年総選挙での経験を踏まえて「市民と野党の共闘が政

治を動かす力として市民権を獲得」したとし、３２の全ての一人区で共闘を実現するために

立憲、社民、自由、民進の各党に対して、協議を呼びかけている。「野党は共闘」という明

文改憲を含む統一戦線は今後も前進して行くであろう。したがって、参院選までには改憲発

議を実現しておく必要がある。 

 また、2019 年 5 月 1 日には、平成天皇の生前退位を経て新天皇の即位及び新元号の制定が

1



2 
 

実施されることになった。そのような日程では、その時期に憲法明文改正のために国論を二

分するような国民投票を行う環境にはないと政権周辺もみているようである。そうであれば、

2019 年の早い時期までに国民投票を実施しなければならないことになる。 

  そして、2019 年はじめまでに国民投票を実施するためには、発議から国民投票まで 60 日

ないし 180 日の期間が必要であることから、2018 年の早い時期の国会発議が必要となる。そ

のためには、1 月 22 日からの通常国会を大幅に延長して国会発議を得るか、それができない

までも秋の臨時国会の早い時期に国会発議を得る必要がある。そのためには、2018 年 3 月ま

でに党内で取りまとめて、その後公明党など他党との協議にはいらなければならないことに

なる。 

 ところが、2012 年の自民党改憲草案に基づき 9 条 2 項の削除と国防軍の明記を求める石破

議員をはじめとする勢力は、昨年末までにはその主張を維持し、それを否定する取りまとめ

に抵抗し、その結果、憲法改正推進本部の作成した「論点整理」には、両論併記されたまま

である。この党内論争が、果たして国会で予算審議が終了し改憲問題に議論を集中でいる 2019

年 3 月までに決着できるかどうか、疑問である。 

３ 国会発議は可能か 

 安倍首相は「各党における憲法調査会において活発な、建設的な議論が行われ、具体的な

案を持ち寄りながら議論が進んでいくことを期待する」と発言した。しかし、国会内では９

条明文改憲でまとまる可能性は、ほとんどないと言うべきである。かりに、両院の各 3 分の

2 を超える国会議員が発議に賛成しても、国民投票で勝てるのか大いに疑問である。 

 はじめに、世論状況は、設問が相当であれば、国民の多数が９条明文改憲に反対している

ことが極めて重要である。また、昨年、憲法調査会のメンバーが欧州で実施した「国民投票

の調査」報告では、大多数の政党の賛同が無い場合には、国民投票そのものが「時の政権に

対する審判」の色合いが避けられず、極めて恐ろしい結果をもたらしかねないことも明白と

なった。 

 つまり、国会発議を経て明文改憲をすすめるには野党第１党との共同歩調が求められると

ころである。しかし、現在の野党第 党の 立憲民主は「安倍政権との対決姿勢を鮮明にし、

自衛隊明記を含む首相の改憲提案を真っ向から批判する。」（朝日新聞 1 月 5 日朝刊）と報

道されている。2017 年総選挙で支持されたのはこの旗幟鮮明な立場と「野党は共闘」の路線

である。共産党の志位委員長は「9 条改定の発議を許さない国民的多数派をつくるために全

力を挙げよう。」と訴え、社民党の吉田党首は「立憲民主党が野党第 党なのは一筋の光明

だ。野党共闘を強化したい。」と呼びかけた。 

 同時に、政権与党である公明党の慎重路線は現在までも変わらないままである。「支持母

体の創価学会内に抵抗感は根強いうえ、自民党内にくすぶる 2 項維持の 9 条改正後、さらに

2 項を削除するという「二段階改憲論」への警戒心も背景にある」（朝日 1 月 4 日朝刊）と

指摘されている。 

 他方で、希望の党や日本維新の会の議員の中には、安倍首相の 9 条改憲論を積極的に支持
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する者が少なくなく、公明党も今後変節することもあり得るものの、一筋縄で国会発議がで

きるとは考えられない状況である。 

４ ３０００万署名の意義 

 現在取り組みが進みつつある３０００万人署名は、幅広い分野の団体・人々が「安倍明文

改憲ＮＯ」の一点で共同して活動するというこれまでに無かった状況を作り出している。も

ちろん、明文改憲に対する危機感の反映でもあるが、ひとりひとりを説得して賛同・支持を

広げるという陣地戦を戦いながら、「国会発議を許さないゆるぎない国民的多数派を作る」

契機となるはずである。 

 他方で、明文改憲を進める日本会議等の勢力は、神社本庁など宗教団体を中心とした連合

体の上に著名人を集めた集団ではあり、 マスコミで取り上げられて「ネット右翼」とは親和

性があるが、むしろ反感を持つ国民が多い。現実には、形の上での「大衆運動」をとってい

るものの、現実には草の根の活動ではない弱点がある。もちろん、財界・右翼的マスコミの

連合体が空中戦を仕掛けてくるが、最終的には草の根での闘いが勝負を決めると思う。最後

に、それぞれの持ち場で奮闘しましょう。 

 
 

安倍９条改憲をめぐる国会情勢 

  山添拓法律事務所  山添 拓 
１ 改憲に意欲を示す安倍首相と、国民世論との乖離 
 安倍首相は年頭から繰り返し改憲に言及し、今年中にも改憲の国会発議を行う姿勢をとっ

ている。９条をターゲットとする安倍改憲は、今年最大の政治的争点となる。 
 「今年こそ、憲法のあるべき姿を国民にしっかりと提示し、憲法改正に向けた国民的な議

論をいっそう深めていく」――1 月 4 日の記者会見でこう述べた安倍首相は、改憲を議論す

ることが「歴史的使命」（1 月 5 日自民党仕事始め）であるとし、二階幹事長は、「首相の方

針に従ってまっしぐらに改憲の方向で努力していく」（同日記者会見）と応じている。二階氏

はまた、「（発議まで）１年もあればいいんじゃないか」（1 月 12 日 BS フジ番組）と述べて

おり、自民党は、早ければ通常国会、遅くとも秋の臨時国会での発議をねらっているとされ

る。 
 しかし、こうした安倍首相の前のめりの姿勢は、国民世論とは乖離している。 
 日本世論調査会が 2017 年 12 月に実施した世論調査では、憲法９条の改憲について「必要

ない」が 53％、「必要がある」は 41％であり、改憲の国会論議について 67.5％が「急ぐ必要

はない」と答えた。また、共同通信 1 月 13,14 日実施の世論調査では、安倍首相の下での改

憲に反対が 54.8％（12 月の調査から 6.2 ポイント増加）、賛成は 33.0％であった。二つの世

論調査をとおして、９条改憲を望まない世論と、安倍改憲に否定的な世論はいずれも過半数
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であり、国民は改憲を望んでいない。安倍首相の個人的な都合で、期限を切って改憲を推し

進めることなど許されない。 
 
２ 総選挙後の国会の様相 
（１）総選挙とその後の国会 
 安倍首相は、森友・加計隠し、都議選での惨敗を経て支持率が低迷するなか、一か八かで

「国難突破解散」に打って出た。希望の党の出現という誤算がありつつ、民進党の分裂と小

選挙区制に救われ、棚ぼたの勝利を収めた。 
 総選挙の結果、衆議院定数 465 のうち改憲に積極的とされる勢力は、自民党 283、公明党

29、希望の党 51、日本維新の会 11、合計 374 名と８割を超え、自公のみで３分の２を上回

っている。一方、市民と野党の共闘への分断と逆流が持ち込まれるなかで、立憲民主党、日

本共産党、自由党、社民党など共闘勢力とそれを押す国民世論が反転攻勢をかけ、立憲民主

党が 54 議席を得て野党第１党となった。 
 言うまでもなく、選挙後の国会を見渡すときにこの分布のもつ意味は非常に大きい。国会

の審議日程や法案の審議入り順序は、与野党の第１党同士が協議して決めているのが現状で

ある（本来は全会派で合意の上で進めるべきであるが）。与党が野党第１党を巻き込んで改憲

に向けたレールを敷こうとしても、簡単には進まないのである。通常国会の開会に先だって、

民進党と希望の党による「統一会派」結成の動きが大きくなった背景にも、改憲に積極的な

希望の党を衆議院で野党第１会派に据えて、改憲論議を進めたい思惑が見え隠れする。補完

勢力である野党を含めた改憲シフトへの動きは、今後も予断を許さない状況である。 
 
（２）衆院憲法審査会 
 総選挙後に召集された第 195 回特別国会では、衆参でそれぞれ１回、憲法審査会が開かれ

た。衆議院では選挙後の議会構成で初めてとなる。なお日本共産党は、衆参いずれにおいて

も、国民が改憲を望まないなか憲法審査会を開催すべきでないとの意見表明を行っている。 
衆議院憲法審査会は 11 月 30 日、同年夏に行われたヨーロッパ調査の報告および自由討議

が行われた。調査に参加した日本共産党の大平喜信氏は、総選挙で議席を失ってしまったも

のの、参考人として出席し発言している（ほかに民進党の前議員・武政公一氏も参考人とし

て出席）。 
イタリアでは、2016 年 12 月に上院の権限を縮小する憲法改定のための国民投票が実施さ

れたものの否決され、レンツィ政権が退陣に追い込まれた。大平氏は、イタリアの多くの識

者が共通して、「憲法改正は幅広い合意が必要だ」と強調して述べたことを紹介。「憲法は国

民すべての財産であり、憲法改正は『誰かの改正』であってはいけない。国会の勢力も含め

て、国民すべてが共有する改革でなくてはいけない」と述べたトニネッリ下院憲法問題委員

会副委員長の言葉が印象に残ったとしている。 
大平氏はまた、イギリスでベン下院 EU 離脱委員会委員長と懇談した際、同氏から「（日本
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は）憲法の何を変えたいのか」と質問されたことを紹介。自民党の中谷元衆院議員が「９条

の改正、自衛隊の明記だ」と応じると、ベン氏が「それは自衛隊が防衛だけでなく、攻撃も

できるようになるということか」と疑問を呈し、「憲法に明記されていなくても今まで自衛隊

が活動できたのであれば、自衛隊が憲法に明記されていないということはそれほど大きな問

題ではないように私には見受けられる」などと率直な意見が出されたという。 
イタリアにしてもイギリスにしても、国民世論を大きく２分するような国民投票が政治的

なリスクとなることを、身をもって経験している。安倍首相がわざわざ国民投票を行うのは、

それに見合ったねらいがあるからにほかならない、と考えるのはごく自然である。９条への

自衛隊明記が「戦争する国」づくりのねらいの下にあるという安倍改憲の本質は、国際社会

からもお見通しである。 
こうした議論を背景に、与党議員からも「幅広い合意」が強調されるに至っている。たと

えば公明党の北側一雄氏は、「政治的なリスクを伴う国民投票はハードルが高い。国会は次も

多数派だけで先行して進めることは不可能だ」と述べている。審査会開催を受けた報道では、

「合意形成の難しさが改めて浮き彫りになった」（12 月 1 日読売）などと報じられている。 
 
（３）参院憲法審査会 
 参議院では 12 月 1 日、2016 年秋の臨時国会以来約１年ぶりに憲法審査会が開催されるに

至り、「憲法に対する考え方」をテーマに各会派の意見表明および自由討議が行われた。 
 自民党は、冒頭に発言した磯崎仁彦氏が４つの改憲項目（９条への自衛隊明記、緊急事態

条項の新設、教育無償化、参院選の合区解消）について説明した。希望の党の松沢成文氏が

「自衛隊をしっかり書き込むことこそが、私は安全保障の憲法体系としてふさわしい」と応

じたものの、他に意見表明で９条改憲に言及した会派はなく、維新の会の浅田均氏は「国論

を二分するような安全保障や危機管理の問題より、国民が身近に感じている問題から取り上

げるべきだ」などと述べている（ただし、自由討論では同党の東徹氏が「われわれも自衛隊

の明記について必要性を理解している」と述べた）。 
 自民党議員が口々に語ったのは参院選の合区解消の必要性についてで、2016 年に合区とな

った鳥取・島根、高知・徳島の関係議員も発言した。聞いていて異様に感じるほどであった

が、同時に公明党の伊藤孝江氏から「参院の機能、権限の大幅な見直しが必要になる」と否

定的な意見が出されるなど、自民党の改憲案との距離感をアピールするような場面もあった。 
 共産党からは仁比聡平氏が意見表明。憲法９条は、植民地支配とアジア・太平洋戦争に突

き進んだ深い反省の上に立つ、アジアと世界に対する国際公約であり、国際社会で進む「戦

争違法化」を徹底した人類史的意義をもつものだと強調した。自由討論では、吉良よし子氏

が「軍事力でつくりだすものを『平和』とは絶対に言わない」と述べたほか、私も北朝鮮問

題と核兵器禁止条約に触れて、「武力によらない平和」が世界の流れだと述べた。 
 衆参で開かれた憲法審査会をとおして言えるのは、安倍首相の改憲まっしぐらの姿勢にも

かかわらず、その動きは孤立しているということである。少なくとも憲法審査会という現場
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では、改憲論議が「機が熟した」などと言える状況とはほど遠く、急いでいるのは安倍首相

ただ一人である。 
 
３ 自民党改憲推進本部の論点とりまとめ 
 特別国会閉会後の 2017 年 12 月 20 日、自民党憲法改正推進本部が「憲法改正に関すると

りまとめ」を発表した。 
 このなかで、「まさに今、国民に問うにふさわしいと判断されたテーマ」として、①９条へ

の自衛隊明記、②緊急事態条項、③合区解消と地方公共団体、④教育充実の４点を上げてい

る。 
 まず、①自衛隊については、「自衛隊がわが国の独立、国の平和と安全、国民の生命と財産

を守る上で必要不可欠な存在であるとの見解に異論はなかった」とし、①―Ⅰ、９条１項・

２項を維持する案と、①―Ⅱ、２項削除案とを併記している。 
 次に、②緊急事態については、②―Ⅰ「国会議員の任期延長や選挙期日の特例等を憲法に

規定すべき」との意見と、②―Ⅱ「政府への権限集中や私権制限を含めた緊急事態条項を憲

法に規定すべき」との意見の両論を併記している。 
 上記２つの論点では、いずれもより過激な改憲案（①―Ⅱ、②―Ⅱ）を併記することで、

もう一方（①―Ⅰ、②―Ⅰ）をよりマイルドな（現実的な？）改憲案と印象づけたいようで

ある。もっとも、自民党・船田元改憲推進本部長代行は、９条への自衛隊明記案は「当面の

現実論」とし、「機が熟せば、２回目には２項は削る形で理想論を求めていく２段階があって

もいい」（21 日 BS フジ番組）と述べており、いずれにしてもねらいは２項削除にあること

を語るものともいえる。 
 ③合区解消については、憲法 47 条を改正して都道府県から１人が選出可能となるよう規定

する方向で「おおむね意見は一致している」とする。あわせて、92 条に市町村と都道府県を

明記する方向で検討している、とする。 
 ④教育充実については、「国が教育環境の整備を不断に推進すべき旨を規定する方向でおお

むね意見は一致している」とする。教育無償化を掲げる維新の会を取り込むための策であっ

たが、「無償化」という文言すら、早々に消し去った。 
 
 なお、自民党はこの通常国会で公職選挙法を改正し、現在 146 の選挙区定数を増やす方向

で検討に入ったと報じられている（産経 1 月 9 日付）。参院全体の定数（242）を増やすか、

選挙区定数を増やす代わりに比例代表定数（96）を減らして全体数を維持するかの２通りで

検討を進めるとされる。合区解消のための改憲など必要ないことを自ら明らかにするもので

ある。 
現在、都道府県単位の選挙区を主張しているのは自民党だけであり、もとより憲法上の要

請ではない。一方で都道府県の声が国政に届かなくなるといいながら、他方で沖縄で繰り返

し示されている民意を踏みにじってきた安倍政権である。加えて数年前まで、都道府県を廃
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して道州制を導入すべきと主張していた自民党である。支離滅裂にもほどがある。 
 
４ 改めて市民と野党の共同を、安倍改憲を止める１年に 
 こうしたなかで迎えた通常国会は、予算審議をはじめ内政・外交の全般にわたる安倍暴走

政治との本格論戦の場である。森友・加計問題の究明はもとより、大企業・富裕層を優遇し、

格差と貧困を拡大する、アメリカ追随の政治のゆがみを正す、憲法をいかした政治への転換

こそが求められている。加えて自民党は、「国会改革」と称して首相の国会出席を極力少なく

しようとし、野党の質問時間を削減する動きを強めており、議会制民主主義を守る見地での

幅広い共闘が求められている。 
当面、３月中下旬にも審議入りが狙われているという「働き方改革」関連法案の提出を阻

止し、残業代ゼロ・過労死ラインの合法化を許さないたたかいが大きな焦点となる。同時に、

改憲発議に向けた国会内の動きは予算や法案の審議と離れて加速すると考えられる。憲法審

査会には原則として政府の出席がなく、各常任委員会の開催と並行して開催することができ

るからである。まさに今年前半が、発議を許さないたたかいの正念場となる。野党共闘の再

構築を急ぐとともに、国会内外で党派を超えたさらなる共同が改めて求められる。 
 
 日本会議を背景とする「美しい日本の憲法をつくる国民の会」は、「憲法改正を実現する

1000 万人ネットワーク」をつくるとして、賛同人を募る署名を集めている（HP では、誓願

署名ではなく国民投票の呼びかけを見据えたネットワークづくりであるとしている）。街頭で

署名を募る姿を何度か目撃したが、原宿や笹塚など、ターミナル以外の駅にも出没している。

私が見た限りは盛況というわけではなかったが、「草の根」を標榜した活動が現に行われてい

ることは確かである。 
 冒頭に述べたような世論分布があるなか、「安倍９条改憲 NO！3000 万人署名」は、安倍

改憲を明確に拒否する人々のみならず、「草の根」に分け入ろうとする改憲勢力に違和感をも

つ人を含めて、大いに待たれている。 
まだまだ、署名が続々と集まるという状況ではない。私も日本共産党や勝手連 YAMA 部の

みなさんとの活動でなんどか街頭に立ってきたが、立ち止まる人は限られている。それでも

各地で繰り返し呼びかけがされ、出かけるたびに署名行動に出くわすような事態になれば、

「あ、またやっているのか」という雰囲気になる。そこへ職場や友人・知人から直接のお願

いが行くようになれば、その存在はぐっと身近になるはずだ。署名で街の空気を変えるよう

な動きを、一気につくりたい。 
団事務所のみなさん、署名活動を行う際にお声がけいただければ、なるべく駆けつけます。

がんばりましょう。 
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憲法をめぐる情勢 

三多摩法律事務所  山口真美 

１ 安倍首相による９条改憲の提起 

 安倍首相は、昨年年５月３日、改憲派の集会にビデオレターを寄せ、９条１項２項を残

しつつ、自衛隊を明文で書き込むとし、２０２０年を新しい憲法が施行される年としたい

と宣言した。その後、昨年１０月の解散・総選挙を経て改憲勢力が再び衆院で３分の２議

席以上を占め、安倍首相は自民党内での改憲案の取りまとめ論議を加速させている。昨年

１２月２０日付で公表された自民党憲法改正推進本部の「憲法改正に関する論点取りまと

め」は、２項削除案と安倍改憲案の両論併記となっているが、安倍首相は従来の立場を修

正しておらず、「改憲発議から国民投票へ」という改憲の具体的なスケジュールの検討も

始めている。 

 改憲勢力が狙う改憲発議と国民投票のタイミングだが、参院選までに発議すればよいと

いう見方がある一方で、２０１９年は春に統一地方選挙、天皇の退位と新天皇の即位、７

月には参議院選挙が控えており、参議院選では改憲勢力が再び３分の２を維持できるか否

かは不透明である。こうした政治日程から２０１８年中に発議に持ち込まなければ、改憲

そのものが遠のく可能性があるという観測もある。いずれにせよ本年は改憲の是非をめぐ

って正念場の年とみるべきであり、９条を本丸とする改憲を阻止することが本年の最大の

政治課題である。 

２ 改憲派が仕掛ける「ありがとう自衛隊」キャンペーン 

 「美しい日本の憲法をつくる国民の会」が発行しているチラシには大きく「ありがとう

自衛隊」というスローガンが掲げられ、「①３６５日２４時間、日本の守りに専念。②国

際平和協力活動に、世界各国で貢献。③国民の暮らしを守るため、年間５００回の災害救

助へ。」という見出しとともに、災害救助活動を行う自衛隊の写真がちりばめられている。

チラシの裏面には、「憲法に自衛隊を明記しよう！」「今の憲法には、自衛隊の規定はど

こにもありません。いったいこれでいいのでしょうか？」という見出しが躍り、街角から

のメッセージなるものが寄せられている。 

 キャンペーンの狙いははっきりしている。「アメリカと一緒に侵略戦争に加担する軍隊

として自衛隊を解禁する」という本音をひた隠しにし、他方で、国民世論の多数を占める

災害救助・専守防衛の自衛隊への肯定的なイメージを利用し、北朝鮮問題に対する不安を

煽ることで、国民投票を乗り切ろうというのである。こうした改憲派のキャンペーンのウ

ソを暴き、その危険な狙いを分かりやすく国民に知らせることが大切である。 

３ 安倍９条改憲の危険性 

(1) まず明らかにしなければならないのは、安倍首相が「単に書き込むだけ」という自衛

隊の実態である。 
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 憲法に書き加えられる自衛隊は、戦争法（安保法制）下の存在である。戦争法では、

集団的自衛権の行使が認められ、海外での武力行使が可能とされている。実際に自衛隊

員が戦地に派遣され、戦闘行為で犠牲者が出たり、現地の人々を殺傷したりする危険が

現実のものとなる。 

 しかも、自衛隊の任務、権限、装備は政府解釈に委ねられ、どこまで広がるかわから

ない。自衛隊は、今でも世界でトップ１０に入る高い軍事力を有しているが、空母の保

有や敵基地を攻撃できるミサイル防衛の強化など、いっそう軍拡がすすみ、自衛隊は文

字通り戦場に送られる「軍隊」としての任務、権限、装備を付与されることになる。 

(2) 憲法は、アジア諸国への侵略の歴史に対する真摯な反省に立って制定され、徹底した

非武装の平和主義の立場を貫いている。憲法９条は、「武力によらない平和」の規範で

あり、その文言を素直に解釈する限り、自衛隊の保持が認められる余地はない。しかし、

日本政府は、「自衛のための必要最小限の実力の行使は戦力にあたらない」とする解釈

によって自衛隊を合憲としてきた。 

 「武力によらない平和」をかかげる憲法の価値と「武力による平和」を背景とした自

衛隊の存在がせめぎあう中、自民党政権は、自衛隊が「戦力」ではないと解釈し、その

活動を制限し、軍事ではない災害救助の役割を押し出すことで、平和憲法の体系の中に

収めるという体裁をとってきたのが戦後の自衛隊の歴史である。 

 自衛隊が憲法に明記されることによって、こうした憲法の価値は根本的に転換され

る。自衛隊は、９条２項があったからこそ、装備や任務について「戦力」や「武力の行

使」ではないと国民に説明できるように制限を加えられてきた。こうした９条が歯止め

となっていたからこそ、自衛隊が海外で一人も殺さず、殺されずを貫いてこれたのであ

る。しかし、自衛隊が憲法に書き込まれれば、自衛隊は２項の縛りの適用を受けない「例

外」扱いされることになる。憲法の平和の体系は、「自衛隊」という例外の前に無力と

なる。政治のあらゆる場面で軍事が最優先され、国民の権利が制限されたり、軍事費が

増大し、命や暮らし、教育のための予算が削減されるおそれもある。 

４ 東アジアをめぐる情勢と「武力によらない平和」の構築 

 安倍政権は北朝鮮をめぐる情勢を改憲に利用している。北朝鮮の核開発、ミサイル発射

実験をめぐって、米朝間での軍事衝突の危険が高まっているが、危機を招いているのは、

北朝鮮の金政権、アメリカのトランプ政権、そしてこれに追随する日本の安倍政権である。 

 重要なことは、「北の脅威」から日本を守るのは、憲法・９条の平和主義なのか、ある

いは日米安保条約・日米同盟なのかということである。自衛隊を憲法に明記しても、朝鮮

半島の軍事的な衝突の危険性が減じることはなく、むしろその危険性が高まり、犠牲が大

きくなるおそれがある。米朝間の軍事的な挑発合戦を見れば、軍事力が緊張を高めるだけ

であり、問題を解決できないことは明らかである。対話こそ解決の道である。９条を活か

せば、日本は各国に対話を呼びかける先頭に立つことができることに確信を持つ必要があ

る。 
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５ 発議阻止のたたかいの重要性 ～憲法を力に運動を広げよう 

 改憲手続法（国民投票法）は、有料意見広告が野放しとなるなど改憲勢力に有利な仕組

みをもつ欠陥法であり、現行の改憲手続法下での国民投票は、真に民意を問うための手続

とはならない。「国民投票で勝てばよい」という方針は極めて危険である。 

 今、求められているのは、国民投票を実施させないために、改憲勢力による国会での発

議を許さない運動をつくり、発議を阻止することである。 

 安倍政権の下、自衛隊がアメリカと一緒に海外で戦争するための９条改憲は許さないと

いう一点で共同し、３０００万署名を成功させ、市民の共同、野党との共闘を広げ、発議

を許さないたたかいを推し進めたい。 

 

 

立憲主義は「現在の自衛隊」を容認するか？

 阪田雅裕・世界論文をめぐって 

東京合同法律事務所  松 島  暁 
１ はじめに 

 阪田雅裕元内閣法制局長官が雑誌「世界」1 月号に「憲法 9 条改正の論点 自衛隊の明記は

可能か」との論考を掲載、「９条の下でも限定的な集団的自衛権の行使が認められることにな

った今、その解釈を維持しながら憲法に自衛隊を明記することはよういなことではない」が、

「安保法制の合憲性をめぐって意見が対立した状況が続くのは、国民にとって幸せなことで

はあるまい」としたうえで、「９条の改正が仮に『違憲の安保法制』を合憲化する結果になっ

たとしても、違憲の法律が効力を有している立憲主義違反の状況が是正されるの」だからと

して、「正確に現在の自衛隊を明記した憲法改正案」の発議を提唱、「問題を決着させるため

の王道だ」と主張する。 
 この阪田論文については、やや批判的な埼玉・大久保団員ややや肯定的な奈良・宮尾団員

の一文が団のＭＬを通して紹介されており、団内においても色々な受け止め方がある。阪田

論文は数多くの問題性を抱えているが、そのうち立憲主義と日本国憲法、自衛隊の実態と憲

法適合性という観点からとうてい容認できない２つの点に絞って意見を述べる。 
２ 国家の自衛装置は自明のことか 

 阪田論文は、自衛隊がなぜ９条２項の「戦力」にあたらないかと問い（それは自衛隊が合

憲であることの理由でもあるが）、それは「９条だけが憲法ではないから」だという。憲法は

９条だけではなく、それに「続けて第３章（国民の権利及び義務）で、国民の様々な基本的

人権が守られるべきことを定めている」。これら基本的人権を「守る責任は負うのは国で」あ

り、「わが国が外国の武力攻撃を受けて、多数の国民の自由や財産････生命・身体までが危機
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に瀕しているとき････国民を守るべき国家が外国軍隊のなすがままに放置しておいてよいは

ずはなく、憲法がそのようなことを求めているとは考えられない」、だから「武力攻撃を排除

するための必要最小限の実力を備えることは憲法９条２項の禁じる戦力を持つことではない」

という。これが阪田論文の出発点・大前提であり、同時に、日本国政府の公式見解でもある。 
 このことは「自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、現在の憲法の下でも許

されると考えており、むしろそれは立憲主義の根本的な考え方に、よりよく適合する」長谷

部恭男元東大教授の立論とも通底している。一方は、９条だけが憲法ではないといい、他方

は、異なる価値観の平和的共存をはかる立憲主義とはいうものの、いずれも近代国民国家・

近代憲法は、自国の防衛装置を保有することは当然かつ自明だとする価値判断に立っている

ことである。 
 しかし、阪田・長谷部の立論は、いずれも「異端」としての日本国憲法、その成り立ちの

意味と経緯を目を閉ざす、歴史の健忘症ないし歴史修正主義からする憲法解釈である。 
 確かに日本国憲法は、３章において基本的人権を保障し、４章以下において権力分立の統

治構造を定めている。この点、専断的権力を憲法よって制限し、国民の権利（基本的人権）

を保障しようとする近代立憲主義の「嫡流」たる憲法であることは間違いない。しかし、同

時に、１章に天皇、２章に戦争放棄を配する、近代憲法の「異端」でもある。もともと近代

憲法は、国内的には憲法によって国民の人権を保障する一方、対外的には、領土、国民、統

治権防衛のため自衛の権利と自衛の装置＝軍隊保有することが近代憲法の当然の前提である

（阪田論文はこの趣旨である）。ところが、日本国憲法は、この後者を否定している点で、近

代憲法としては異例の規定なのである。そして、この異例の規定は、近代日本の歴史、特に

アジア太平洋戦争の責任と戦後処理に由来する。 
 アジアの平和を攪乱し、２０００万のアジア民衆、３００万の国民の犠牲をもたらした日

本軍国主義の「戦争遂行能力は破砕」されるとしたポツダム宣言を無条件で受け入れ、天皇

制を護持する引換条件として武装解除＝非武装を国際社会に約束して成立したのが憲法９条

である。憲法９条の自衛装置の放棄・非軍事の宣言なくして戦後の再出発や国際社会への復

帰はありえなかった。（２０１６年８月の天皇メッセージは、１条と９条とが不即不離の関係

にあること、戦争の放棄があってはじめて天皇制の存続が許された歴史的経緯も十分理解し

たうえでのそれである。） 
 近代国民国家である諸外国は、当然ながら憲法（統治機構）において自衛の装置＝軍隊に

ついての規定を置いている。アメリカ憲法２条２節１項、フランス憲法１５条、スイス憲法

５８、５９条等である。尚、ドイツは、戦後の再軍備にあたって１１５条のａ～ｌの詳細な

規定を設ける改憲を行った。他方、日本国憲法は、軍の創設、軍の指揮権、軍法会議等々の

諸規定を一切設けてはいない。 
 阪田、長谷部の論説は、自衛の権利と装置の合憲性を「近代国民国家」の論理によって肯

定しようとするものであり、日本国憲法の異質性、近代日本の歴史に目を閉ざすものであっ

て、歴史の健忘症、歴史修正主義者だというのが私の評価である。 
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３ 書き込まれる「現在の自衛隊」とはいかなる自衛隊か 

 問題の第２は、「現在の自衛隊」についてである。阪田論文は、「新たな第３項で想定する

『自衛隊』は、おそらくは政府が合憲であると解し、国民の多くも（限定的な集団的自衛権

の行使を除いて）違憲であるとは考えない現在の自衛隊であろうが、自衛隊という名称だけ

で、実力組織としてのその内容が自動的に決まるわけではない」としながら、繰り返し繰り

返し「現在の」自衛隊を強調する。 

 しかし、阪田論文が想定する「現在の自衛隊」とは、専守防衛の自衛隊、個別的自衛権の

認められた自衛隊であり、戦争法によって集団的自衛権が部分的に認められる以前の自衛隊

ということであろう。かつての先輩達が、時の支配層によって作り出された軍事組織を憲法

上正当化するために捻出した専守防衛の自衛隊との論理を、法制局官僚として援用している

にすぎない。しかも、先輩諸氏のかつての見解から政府の見解変更・変節を批判するのでは

なく、変更後の政府見解に憲法を合わせることが、「立憲主義違反の是正」であり「問題決着

の王道」だとするのでは、法制局官僚としての誇りすら投げ捨てるものである。 

 同時に、「現在の自衛隊」という場合、それは戦争法（安保法制）という法制面ばかりでな

く、現在の自衛隊の規模や装備はどうなっているのかという実態、さらには安保条約のもと

自衛隊は米軍とどのような共同行動をとっている、とろうとしているかという活動実態を抜

きにして自衛隊は語りえないのであるが、法制局官僚としては法的整合性のみが関心の対象

であるためか、阪田論文にはそのような目配りはまったくない。 

 自衛隊の現在は、隊員２５万人体制は、英・独・仏を人員で抜き去りアメリカ軍の除けば

欧米最大の規模である。また、装備の面でも、輸送艦という名の強襲揚陸艦「おおすみ」「し

もきた」を保有し、空母「いずも」を次期戦闘機Ｆ－３５Ｂ搭載可能艦艇に改造しようとし

ている（垂直離発着が可能なＦ－３５Ｂを搭載すれば、攻撃型空母として充分機能するし、

むしろ、ロナルドレーガンなど大型戦闘空母よりもコスト面や機動性において優れた「いず

も型」軽空母を数多く建造・展開する方が戦略的に有利だとするアメリカの軍事専門家すら

存在する）。規模や装備の面において、もはや専守防衛の範囲を大きく逸脱した自衛隊を「現

在の自衛隊」として憲法に書き込もうというのであろうか。 

 そして何よりも、「現在の自衛隊」を語るとき、アメリカ軍との関係を抜きにはできない。

日米安保条約のもと日本は沖縄を中心に多くの基地をアメリカ軍に提供し、多くの自衛隊基

地をアメリカ軍と共用している。また、２０１５年の新ガイドラインのもと、訓練という名

の共同行動＝一体化が日常化している。２０１６年度の共同訓練日数は延１１２４日にもの

ぼっている（赤旗報道）。訓練内容も、砂漠での掃討作戦や米海兵隊と新設の水陸機動団への

移行の予定される陸自の西部方面普通科連隊による島嶼上陸訓練など、米軍と自衛隊とのそ

れぞれのレベルでの共同行動を確実に深化させている。 

 アメリカと一緒に戦争をする準備を行っている「現在の自衛隊」を、立憲主義違反の是正

を名目に憲法に書き込もうとの主張は、厳しく批判されなければならない。 
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「あすわか２０１７」 

旬報法律事務所  深井 剛志 
２０１７年の明日の自由を守る若手弁護士の会の活動報告をします。 
２０１７年、あすわかは、年明けから、「やや日めくり憲法」の連載を開始しました。「や

や日めくり憲法」は、憲法の条文すべてを会員たちで分担して分かりやすく、フェイスブッ

クなどのＳＮＳで解説するというものです。２月９日は２９条、５月１日は５１条…という

ように、日付に合った条文を解説していったので、日めくりなようで日めくりでない、だか

ら「やや日めくり憲法」という名称です。「その条文が好きだから」「その日は誕生日だから」

という様々な理由でメンバーたちが担当の条文を思い入れたっぷりに書き、「ぜひ一冊にまと

めてほしい」という市民のリクエストもありました。 
２０１７年前半は共謀罪法案の成立阻止のたたかいが中心でした。あすわかで、チラシ

「“テロ等準備罪”とか言っちゃって！～共謀罪であなたも私も狙い撃ち！？～」を作成し、

５０００枚以上を配布しました。チラシには、共謀罪の危険性を説明したイラストが、おな

じみのタッチで描かれており、フェイスブックやツイッターなどを用いて、日々、発信を繰

り返しました。共謀罪成立後の６月２５日には抗議声明を発表しました。 
 また、４月には、岩波書店から『私にとっての憲法』という本が出版されています。この

本は、赤川次郎、内田樹、坂本龍一などの著名人が、自身の憲法体験から、憲法を「活かす」

ためのヒント、現在の憲法論議への提言を執筆したものですが、この執筆陣に、あすわか共

同代表の黒澤いつきが参加しています。また、憲法カフェでおなじみの神奈川の太田啓子弁

護士が、雑誌『婦人公論』で、フリーアナウンサーの安藤優子氏と対談するという企画に参

加しています。 
 週刊誌『週刊金曜日』からは、たびたび執筆の機会を頂き、多くの記事が掲載されました。

例えば、城北の大久保秀俊会員と東京南部の菊地智史会員の教育勅語について笑いを交えた

対談、戸舘圭之会員や京都の秋山健司会員が共謀罪の解説、共同代表の黒澤いつきと埼玉の

竪十萌子会員が日本会議の「憲法おしゃべりカフェ」について批判する対談、等々、さまざ

まなテーマで紙面に登場しました。 
 そして、メンバーである楾大樹会員の著書『檻の中のライオン』（かもがわ出版）が出版さ

れました。同書は、憲法の機能をライオンを閉じ込めておく檻にたとえたもので、人気が止

まらずすでに６刷がなされています。楾会員は、同書を読んだ方により依頼されて、日本各

地で憲法カフェツアーを敢行しています。そして、同書は来年度の中学校の社会科資料集に

も掲載されることになりました。同書を使用したオリジナル紙芝居も完成しています。 
 １１月の青年法律家協会の人権研究交流集会では、あすわか兵庫が「憲法劇」の公演を行

いました。また、あすわか大阪が分科会を一つ担当し、「憲法カフェの広げ方」というテーマ

で講演を行いました。そして、太田啓子会員が全体会のパネリストとして「単なる理想か？
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憲法の可能性と実現力」という内容のシンポジウムに参加しています。 
これらが２０１７年のあすわかの活動です。現在、あすわかは、憲法カルタと憲法ビンゴの

作成、ＨＰのリニューアル作業を行っています。今年は憲法改正にとって重要な年になりそ

うですので、昨年以上に頑張って活動したいと思います。 
 
 

オスプレイの横田配備に関しての 

東京支部の取組み 

八王子合同法律事務所  石島 淳 
１ 東京・横田基地へのオスプレイ配備計画 
 ２０１５年に、ＣＶ２２オスプレイ３機を２０１７年７月から横田基地へ配備し、２０２

１年までに計１０機の配備をするという計画が米国政府によって明らかにされました。 
 ＣＶ２２オスプレイは米空軍の特殊作戦部隊すなわち敵地の強襲や要人の暗殺、対テロ作

戦などの任務に用いられる機体であり、東京を日米の特殊作戦や海外侵略の最前線基地へと

することにつながります。また、ＣＶ２２オスプレイは、海兵隊で使用されているＭＶ２２

オスプレイと比較しても事故率が高いことについては防衛省もこれを認めており、基地周辺

の５市１町・５１万人以上が生活をする多摩地域をはじめ首都圏上空に危険なオスプレイが

飛び回ることになります。 
 
２ オスプレイ反対東京連絡会の取組み 
 この計画をうけ、２０１５年８月、オール東京の枠組みで配備に反対する運動を進めよう

と立ち上げられたのが「オスプレイ反対東京連絡会」でした。安保破棄東京実行委員会・東

京地方労働組合評議会・東京平和委員会に自由法曹団東京支部も事務局団体として加わり、

１０を超える世話人団体で取り組みをすすめてきました。 
 連絡会は、横田基地のフィールドワークを行なったり現地の運動（毎月第３日曜日の「横

田基地撤去を求める座り込み行動」）へ参加したりしてきたほか、連続学習会を開催して２３

区の人々にも横田基地の問題を広く知ってもらうための活動も進めました。 
 そして、２０１５年１１月には、福生市・多摩川緑地福生南公園で“ STOP！「戦争する

国」 いのち脅かすオスプレイは東京・横田基地に来るな！ １１・２１大集会 ”を開催し、

約５０００人が集まり、オスプレイはいらない！の声をあげました。２０１６年１１月には、

“ オスプレイを東京・横田基地に配備させない１１・２３大集会 ”を福生市・多摩川中央

公園で開催し５０００人が詰めかけ、そのうちの約半数が２３区からの参加となりました。 
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３ 配備延期の発表と撤回に向けてのさらなる運動へ 
 ２０１７年３月、アメリカ国防総省は、横田基地へのＣＶ２２オスプレイ配備を延期する

と発表しました。理由としては、機体の確保、整備要員等の訓練の遅れ、米空軍の他の運用

との兼ね合いなどを挙げていました。オスプレイの配備を許さないという運動による一定の

成果と評価できますが、しかし配備計画がなくなったわけではありません。 
 昨年は、総選挙が重なったため大集会の開催はありませんでしたが、地元で行われた市民

交流集会への連携や学習会の実施を継続的に行ない、運動の機運を絶やさないように取り組

んできました。１２月には映画祭を開催し、麻布米軍ヘリ基地撤去実行委員会の制作した『NO 
BASE in ROPPONGI 六本木に米軍基地は要らない』と、リラン・バクレー監督の『ザ・

思いやり パート２～希望と行動編～』を観て映像を通じて学ぶ機会を持ち今後の運動につな

げています。 
 今年は１０月に大集会の開催を予定しています。大集会への準備として、配備計画の状況

や飛来訓練の最新状況を学ぶ学習会を２月に開催し、さらに１０月の大集会に弾みをつけて、

オスプレイ配備撤回・基地撤去に向けて力を入れていきたいと考えています。来たる大集会

へは、ぜひ多くの団員の皆様のご参加をお願いいたします。 
 

 

「ニュース女子」沖縄基地番組に関する  

ＢＰＯ放送倫理検証委員会の意見書 

台東協同法律事務所  金 竜介 

１ ＢＰＯ放送倫理委員会の意見書 

東京メトロポリタンテレビジョン（東京МＸテレビ）「ニュース女子」が昨年１月２日

に放映した「沖縄・高江ヘリパッド問題 今はどんな状況になっている」は、放送後、放送

倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）の放送倫理検証委員会が職権で審理、放送人権委員会が番

組内で名指しされた「のりこえねっと（ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネ

ットワーク）」の共同代表の辛淑玉氏の申立に対し審理を行った（本原稿執筆時（1月 18

日）には、人権侵害委員会の結論は出てはいない）。 

同番組は「マスコミが伝えない沖縄基地反対派の隠された真実を伝える」とし、「基地

反対派は逮捕されても生活に困らない高齢のシルバー部隊」「反対派が現場に向かう救急

車を止めた」「反対派は日当５万円で雇われている」などの誹謗中法、揶揄、デマばかり

の内容であった。 

昨年１２月１４日に放送倫理委員会が、(1)抗議活動を行う側に対する取材の欠如を問題

としなかった、(2)「救急車を止めた」との放送内容の裏付けを制作会社に確認しなかった、
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(3)「日当」という表現の裏付けの確認をしなかった、(4)「基地の外の」とのスーパーを

放置した、(5)侮蔑的表現のチェックを怠った、(6)完パケでの考査を行わなかった、の 6

点を挙げ、TOKYO MX の考査が適正に行われたとは言えないと指摘した。そして、複数の放

送倫理上の問題が含まれた番組を、適正な考査を行うことなく放送した点において、TOKYO 

MX には重大な放送倫理違反があったと判断した。 

同委員会の川端和治委員長は「ＭＸは放送してはならないものを放送した」と厳しい口

調で語っていた（「救急車」「日当」の二つに関しては委員が沖縄に出向いて関係者に聞

き取り調査をするなどして詳細な事実関係を確認し、その結果、いずれも事実だという裏

付けはなく、「日当」に関しては、その根拠とされた「２万」と書かれた封筒を番組で提

示した人物自身が「交通費だと思った。日当とは言っていない」と答えたことも明らかに

された）。 

２ 本意見書の限界 

ＢＰＯが「重大な放送倫理違反」と判断したのは、この番組が沖縄基地に反対する人々

を誹謗するデマ番組だからという理由ではない。ＢＰＯは日本民間放送連盟とＮＨＫが作

った第三者組織であり、加盟社以外に意見を言う権限はないため、制作会社であるＤＨＣ

テレビジョンに対して責任を追及することができない。制作会社であるＤＨＣテレビジョ

ンが完パケの形で納品した番組であり、東京ＭＸのスタッフは番組内容には関与してはい

ない。そのため放送倫理違反の根拠は、これを放送した東京ＭＸが考査を怠ったからとい

うことに留まらざるを得なかったのである。 

３ 今後の課題 

東京ＭＸテレビの本社前では今でも抗議活動が行われている。人権侵害委員会の結論は

今年中には発表される見込みである。申立人の弁護士は人権侵害を認める内容となること

を確信している。 

東京ＭＸテレビは「社内の考査体制の見直しを含め、改善に着手しております。改めて、

今回の意見を真摯に受け止め、全社を挙げて再発防止に努めてまいります」との見解を発

表した。しかし、制作会社は、ＢＰＯから直接に倫理違反を指摘される立場にないことを

幸いとして、本意見書の発表後も問題があったとは考えていないとの見解を変えてはいな

い。制作会社が、この番組のスポンサーに留まらず、東京ＭＸテレビの大口のスポンサー

である株式会社ＤＨＣの子会社であるため、テレビ局が強くものを言えないことがうかが

われる。これでは、せっかくのＢＰＯの意見書は無意味なものとなりかねない。 

「ニュース女子」は今でも放映が続いている。スタジオでは保守派論壇人（男性有識者）

が女性タレントたちとのトークで、権力に立ち向かう人たち、社会的な弱者たちを物笑い

の種にしている（「ニュースに詳しい男性が世間に疎い女子に解説してあげる」という様

式はセクシズムの観点からも批判されるべきであろう）。 

人権侵害委員会が出す結論と共に今後とも注目してもらいたい。 
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日韓合意に関する韓国政府の新方針と

この問題のあるべき解決 

                      町田法律事務所  大森 典子 

１ はじめに 
 「慰安婦」問題とは、日本軍が軍中央の方針として「慰安所」を設置し、女性を集めさせ、

その管理を行ったという、女性に対する究極の暴力ともいうべき事件である。まさに日本軍

が組織的に戦争犯罪を行った、という事案である。被害者は日本軍が占領したアジア諸国と

インドネシアの宗主国であったオランダに広がっている。しかし被害者を抱える国として日

本政府に正面から解決を迫ってきたのが韓国だけであったので、この問題は韓国の問題ある

いは日韓関係という外交問題と捉えられている嫌いがある。しかし存命の被害者はどんどん

少なくなっているものの、被害者はアジアを中心にオランダやオーストラリアにもいること

を考えると、改めてこの問題の真の「解決」はどうなければならないか、を人権の問題とし

て考える必要がある。 
２ 日韓合意とその後の日本政府の対応 
 日韓両国は２０１５年１２月２８日、両国の外務大臣が記者発表をするという形で、この

問題の「最終的・不可逆的解決」と銘打って日韓合意を発表した。その詳細は省略するが、

その核心は日本政府がこの問題の「責任を痛感し」、安部総理が「日本国の内閣総理大臣とし

て改めて、・・・心からのお詫びと反省の気持ちを表明する。」という謝罪と日韓両国が協力

して「全ての元慰安婦の方々の名誉と尊厳の回復、心の癒やしの為の事業を行う」として、

具体的には日本政府は国庫から１０億円を韓国に設立される財団に拠出する、ということで

ある。 
 この合意の評価を巡っては、合意発表直後から韓国でも日本でも賛否が分かれていた。否

定論は次のように述べていた。すなわちこの合意は、被害者の了解もなく成立させたもので、

被害者が求めていた日本政府の事実認定、すなわち日本軍の当時の国際法・国内法にも違反

する行為を日本政府が正面から認めて謝罪したものでないこと、この合意によって「最終的・

不可逆的」解決と称して韓国が国際社会でも国内でももはや二度とこの問題を取り上げない

ことを認めさせたもので、いわば１０億円を手切れ金として被害者の要求を封じたもの、と

いう評価である。これに対して、この合意の文言と安倍内閣も継承すると言明している「河

野談話」を手がかりに、少しでもあるべき解決に近づけることはできるのではないか、とし

て、真の「解決」への足掛かりになるとの評価をしたところもある。 
 しかしながら、この合意以降の日本政府、特に安部総理の言動は、やはりこの合意が日本

政府として真摯に被害者に対して謝罪をする考えがないことを内外に明らかにした。この合

意直後の国会での答弁で安部総理と岸田外相は、軍や官憲による強制連行は無かった、「慰安
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婦」が性奴隷であったというのは事実に反する、戦争犯罪を認めたわけではないと強調し、

要は日本軍が違法な行為を行ったわけではないとして、言外に法的責任を問われるようなこ

とはない、と強調した。このような日本政府のこの問題に対する事実認識は合意直後に行わ

れた国連の女性差別撤廃委員会（CEDAW）でも日本政府代表が強調したところで、このよ

うな日本政府代表の発言に対しては、委員からそれでは日本政府は何に対して謝罪したのか、

という疑問を突きつけられた。 
さらに安倍総理は国会で、外相が発表した文書には内閣総理大臣として謝罪する、との文

言があるが総理自身が自分の口から被害者に対して謝罪の言葉を語ったことがないではない

か、改めてここで被害者に向けて直接謝罪の言葉を述べたらどうか、と促されたにもかかわ

らず、この問題は国益が絡んでいるので、一度電話で朴大統領に謝罪を述べた以上改めて述

べることはしない、と拒否をした。この安部総理の態度は、その後 10 億円を韓国に送金する

に当たって韓国側から被害者にあてて総理の手紙のような形で謝罪の文章を出してもらえな

いか、という示唆があった時に「毛頭」そのような考えはない、と峻拒したことでさらに明

確になった。 
 さらに１０億を韓国に送金するに当たっても、日本政府は繰り返しこれが「賠償」とうけ

とられることがないようにせよとの強い要求を韓国政府に付けていた。 
３ この問題についての韓国政府の新しい方針 
 ２０１６年初めから、上記のように安倍政権がこの「慰安婦」問題について基本的に日本

政府の法的責任を認めない立場であり，謝罪するとの合意の中の文言は外交政策上の文言で

あって安部内閣には真に謝罪するつもりはない、ということが日韓のメディアを通じて明ら

かになった。ちょうど朴大統領の弾劾と新しい大統領選挙の時期にあたり、韓国内の圧倒的

な世論は、このようなまやかしの合意で被害者や韓国市民を黙らせようとする合意は白紙撤

回してやり直せ、という声が支配した。当選した文大統領も「日韓合意の白紙撤回」を公約

に当選したので、文大統領の就任以降、必ず日韓合意の見直し問題が出てくるであろうとい

うことは、大方の日韓市民の認識であった。 
 しかし文大統領は、まず合意に至った経緯について検証するとして検証委員会（タスクフ

ォース・TF）を立ち上げ、その結果を踏まえて政権の方向を示すとして直ちには方向を示さ

なかった。その TF の検証結果が昨年 12 月 27 日に公表された。その内容の詳細は省略する

が、文大統領が依拠したその基本は、被害者の意見もきかず、被害者を代理する意見もくみ

あげていない、ということであった。そして改めて被害者が求めて来たことは日本政府が加

害の事実を率直に認め、その加害と被害の事実を踏まえて被害者に向けて謝罪する、という

ことであり、そのような謝罪が伴わない金銭の交付は受け取れない、ということであった。 
この報告を踏まえて、２０１８年１月１０日、文大統領は新しいこの問題に対する方針を

発表した。その要点は、①合意の再交渉は求めない ②しかし１０億円は棚上げにし、財団

の活動は韓国の政府予算で行う。③その上で韓国政府は日本政府が「自ら国際基準によって、

真実をありのままに認め、被害者の名誉と尊厳の回復と心の癒やしに向けた努力を継続する
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ことを期待する」というものであった。 
この方針は、再交渉を求めないと言いつつ、１０億円を受け取らない、というものであり、

また真の解決の為には国際基準に沿った事実を認めて謝罪する、ということが必要である、

ということを明示したもので、事実上の追加措置要求と言うことができる。これに対して日

本のメディアはこぞって文政権を批判し、日本政府の「1 ミリたりとも動かさない」という

追加措置要求を峻拒する対応を支持した社説等を発表している。もちろんそれだけではこの

問題の解決には近づけないので、日本政府が何らかの措置をとるべきであるとの意見も社説

のなかに散見されるが、基本的に韓国政府は間違っている、日本政府は従来の路線を変更す

る必要はない、という点でほぼ一致しているといってよい。このようなメディアの状況を踏

まえて現在日本の世論は 83％が安倍内閣の方針を支持しているとの世論調査結果が公表さ

れている。 
４ 私たちはこの問題にどのように対応していくべきか 
 上記のような世論調査結果が示すように、比較的この問題について理解の深い自由法曹団

などでも、文政権の新方針についての戸惑いが広がっている。その状況を踏まえて私はこの

問題を団員として検討する場合の基本的な視点あるいは立脚点を述べてみたいと思う。 
 その第１は、この問題は人権の重大な侵害があり、その侵害行為によって被害を受けた被

害者の被害回復には何が必要か、という点である。国際社会はこの問題が明らかになり、国

際社会の人権保障の仕組み（例えば各種の条約による人権委員会や人権理事会などの国際的

な人権保障のシステム）の中で、このような被害者の被害の回復の為には、加害者あるいは

加害国は何をしなければならないか、は繰り返し明示され、日本政府に突きつけられてきた。

国際社会はこうした女性への暴力を完全に追放することが女性の人権保障を進めるために必

要不可欠であるとして繰り返し世界がもとめる「解決」を日本政府に示してきた。 
 日本政府の合意とそれ以降の対応は明らかにこの基準に適合していない。文大統領に言わ

れるまでもなく、その「たりない部分」とは、日本の総理が加害の事実を率直に認めて被害

者に向けて真摯な謝罪の意思を伝えるということである。日本社会の中では、あの合意の文

章は「謝罪」と言えるという人々はかなり多い。その人々に対して、私は現代社会で国を代

表するものがその国の過ちを謝罪する作法の水準はどのようなものであるかを知っていただ

きたいと思う。 
 ドイツが過去の歴史について、繰り返し大統領や首相が感動的な謝罪を述べてきたことは

よく知られている。これに対してはドイツの置かれた地政学的な位置から謝罪は必要だった

から、国の指導者は謝罪を行って戦後のドイツのヨーロッパ社会での地位を築いた、との意

見もある。しかしここでは具体的な例は紙幅の関係で引用しないが、そのような動機があっ

たにしても、人間社会の中で「謝罪」とはどのようなものかを示す例は枚挙にいとまが無い。

ここでは日本人にもよく知られた第 2 次世界大戦中に行われた日系アメリカ人の強制収容に

ついて、その被害回復の為の「市民の自由法」が成立した時のレーガン大統領の演説の一部

を紹介したい。 
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   上下両院、来賓の方々、そして国民の皆さん。私たちは今日ここに、過去の重大な過

ちを正すために集いました。４０年以上も昔、真珠湾攻撃から程なくしてアメリカに住

むおよそ１２万人の日系人が強制収容所に収容されました。これは裁判や陪審の判断を

経ずに行われたのです。人種的理由のみに基づいて１２万人の日系人が収容されまし

た。・・・私たちは抑留された日系人たちに対し、それが過ちであったことを認めなけれ

ばなりません。（中略）  この法案が成立し、収容所に入れられた当時１２万人の日系

人の内、今も生きる６万人の日系人に金銭的な補償が与えられることになるでしょう。

しかし金銭で過ぎ去った苦しみの日々を取り戻すことはできません。大切なことは金銭

では無く，彼らの名誉にあるのです。そして今日ここに法の下の平等という、我々と祖

国が負う責務を改めて確認しつつ、過ちを認めます。（後略）    （１９８８年８月

１０日） 
 

   このレーガン大統領の演説でも明らかなように、被害者のこころに届く謝罪には第１に加

害の事実を加害者が認めてそれについて被害者に向けてお詫びの言葉を述べる、というこ

とが何よりも重要である。 
   日韓合意にはこのような加害事実を安部総理が認めたことがうかがえない。さらにその後

の国会で、日本政府は何も違法なことはしていない、ということを強調したのであるから、

およそ謝罪とは言えない文言である、ということになる。 
   第２に重要なことは、あるいは謝罪の言葉の前に必要なことは、歴史的に日本軍が行った

行為を具体的に認識し、それを法的な評価の下で違法な行為は違法であったことをきちん

と認めるということである。安部総理の歴史認識として、違法に女性の権利を侵害したよ

うなことは無かった、といいたいかもしれないが「あったことを無かったことにはできな

い」のである。歴史の中であったことを素直に認めて過ちを過ちとして認めることが謝罪

の基本である。 
   第３に基本的な謝罪がなされた上で、金銭はその謝罪の証として支払われる、というのが

筋である。１０億円を被害者と韓国国民が受け取れない、と言っているのは、謝罪がない

ままお金は払った、という日本政府の対応は認められない、という意思表示である。本当

に合意の文章にあるように被害者の名誉と尊厳の回復および癒やしの為の金銭であるなら、

まず名誉と尊厳の回復の為の謝罪をしたうえで、被害者の意思を尊重した支払をするべき

である。ちなみに日本の外務省も現在の被害者の置かれた法的立場は、日韓請求権協定の

後も、日韓合意の後も、被害者個人の日本政府に対する請求権は消滅していない、という

立場であり、中国人強制連行事件でそれと同じ判断を示した日本の最高裁も、そのような

場合に被害の深刻さ等を勘案して請求権に対応する支払義務者（「慰安婦」問題では日本政

府）において任意に支払うことは許されるし，場合によってはそれが望まれる、という判

断を示しているのである。   
 ５ まとめ 
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   「慰安婦」問題はすでに四半世紀を経て、早くこの問題から解放されたい、という意識も

社会に蔓延していると思われる。また日本政府があそこまで謝罪を述べたことのだからこ

れで充分であろう、という認識を生んでいるかもしれない。しかし本当の解決は、我々日

本人にとってもこの歴史的な事実をしっかりと認識し、歴史の教訓として二度と同じ過ち

は繰り返さない、という社会の共通認識を残すことである。今こそ改めてこの問題の原点

に返って日本の社会がなすべきことを実行するように、社会に問題点を広げ政府に解決を

迫って行くべき時ではないか、と考える。 
 

 

トランプ外交の行方－「2017 米国・国家安

全保障戦略」は何を語るのか－ 

東京合同法律事務所  松 島  暁 
１ はじめての戦略文書の発表 

 政権発足から１年、トランプ政権はアメリカと国際社会をどこに誘導しようとしているの

か、ゴシップ記事の類いには事欠かないものの大きな戦略的方向性は見えていなかった。オ

バマ政権時代と比べ何が変わり、何が残ったのか、同じ共和党政権ながらネオコン的ブッシ

ュ政権とは断絶したのか。ある程度まとまったアジア政策（方向性）が示されるのではと期

待された昨年１１月のアジア歴訪も、訪問国ごとに口当たりのよい言葉を吐きつつアメリカ

製品を売り歩いただけに終わった。 

 そんな中、まとまった初めての戦略文書として公表されたのが、昨年１２月１８日付「ア

メリカ合衆国・国家安全保障戦略」（以下、単に「戦略」という）である。 

 以下、アメリカ大使館の公表しているファクトシートの仮訳を検討しながら、トランプ政

権の目指すもの、それの及ぼす影響等について考えてみたい。 

２ アメリカを取り巻く状況認識 

 「戦略」は、世界における米国の地位に影響を与える重大な課題および潮流に対応するも

のだとする。 

 米国の地位に影響を与える重大な課題および潮流として＜第１＞にあげられているのが、

中国やロシアで、これを「ライバル」ないし「修正主義勢力」と呼び、これらはアメリカ国

の国益や価値観と対極にある世界を形成しようとしているとする。 

 修正主義勢力（リビジョニストないしリビジョニストパワー）とは、冷戦後の地政学的了

解あるいは冷戦後の国際秩序を受け入れず、これを力によって覆そうとする現状変革国家（勢

力）のことをいう。これは２０１４年のフォーリンアフェアズでＷ・Ｒ・ミードが、「『歴

史の終わり』と地政学の復活－リビジョニストパワーの復活」という論文の中で、冷戦後の

国際秩序を受け入れないロシア、中国、イランの現状変更の動きが国際社会を不安定にし、
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紛争発生の要因となっているとしていた。「戦略」はこのミードの見解と軌を一にするもの

で、ロシア、中国を修正主義勢力と名指しした。 

 アメリカにとって＜第２＞の課題・潮流は、「地域独裁者」だとする。ミード論文では修

正主義勢力とされていたイランが北朝鮮と同じ「地域独裁者」に分類（格下げ？）された。

これらが大量破壊兵器を追求し、テロを広め、隣国を脅かしているとされる。 

 ＜第３＞の課題・潮流が、歪曲したイデオロギーの名の下、憎しみをあおり、罪なき人々

への暴力を扇動する「ジハード（聖戦）テロリスト」と薬物や暴力を地域社会にまん延させ

る「国際犯罪組織」で、これら第１～第３の勢力や潮流がアメリカの安全保障環境を脅かし

ていると現状認識している。 

３ ４つの死活的利益＝国益の定義 

 この現状（安全保障環境ないしその変化）認識を踏まえたとき、アメリカの追及すべき死

活的国家利益は－①国土と国民、米国の生活様式を守る、②米国の繁栄を促進する、③力に

よる平和を維持する、④米国の影響力を向上する－の４つだとする。 

Ⅰ 国土と国民、米国の生活様式を守る 

 トランプ大統領の一義的な責務は、米国民、米国土および米国の生活様式を守ることであ

り、国境を越えて侵入し、国民・国土・生活様式を脅かしているのが、野蛮かつ残虐な方法

で人々を殺害、抑圧、奴隷とし、また仮想ネットワークを使い脆弱な人々を搾取し、陰謀を

教唆・指示する「ジハード（聖戦）テロリスト」と社会を薬物や暴力で分裂させ、民主主義

的な制度を腐敗させることで同盟国とパートナー国を弱体化させる「国際犯罪組織」であり、

これに対抗、国土の保全と主権回復のためには、国境警備の強化と移民受入制度の改革が必

要だとする。 

Ⅱ 米国の繁栄を促進する 

 米国民を守り、米国の生活様式を支え、米国の影響力を維持するには強い経済が必要で、

それには国力回復に必要となる米国の労働者と企業を利するよう米国経済を活性化するとと

もに、自由貿易体制の濫用を許さず公正で互恵的な経済関係を追求するのだという。 

Ⅲ 力による平和を維持する 

 戦略は、第３の柱として「力による平和」を掲げる。「力強く、一新され、よみがえった

米国は、平和を堅持し敵意を抑止する」、「我々は米国の軍事力を再建し、最強の軍隊を堅

持する」、「米国は戦略的競争という新たな時代において、外交、情報、軍事、経済といっ

た分野で国家として持つあらゆる手段を用い、国益を守る」と宣言する。 

 米国経済の繁栄、国民・国土・生活様式の防衛を軍事力を中核とする「力」によって実現

しようとする。 

 同時にそれは、アメリカ単独で実現するものではなく「米国の同盟国とパートナー国は、

米国の力を拡大させ共通の利害を守る。米国はこうした国々が、共通の脅威に対応するため

により大きな責任を負うことを期待する」とあるように、日本を含む同盟国は応分の責任と

負担が求められることになろう。 
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Ⅳ 米国の影響力を向上する  

 「米国は、その歴史を通じて今後も善を促進する力として、自国の利益を拡大し人類に恩

恵をもたらすようその影響力を行使していく」、「米国民を守り自国の繁栄を促進するため、

我々は今後もその影響力を海外で強化しなければならない」とし、「『アメリカ・ファース

ト』（米国第一主義）の外交政策は、平和や繁栄、そして成功する社会の形成に必要な条件

の設定を支援していく建設的な力として、世界における米国の影響力を象徴する」と。 

 これほど露骨な自国中心主義・自国第一主義を公然と表明した戦略は初めてではないだろ

うか。少なくとも、これまでは、アメリカの繁栄が国際の繁栄とともにあり、アメリカとの

共同が自国の利益になると、外形を取り繕ってきたものであるが、今回の「戦略」はそれま

での仮面を脱ぎ捨て、アメリカが第１であることを臆面もなく宣言する結果となっている。 

４ 道義的か？ 

 加えて「戦略」は、道義的かつ現実主義だという。即ち、「戦略は、国際政治において力

が果たす中心的な役割を認識し、強い主権国家が世界平和のための最良の希望であると確認

し、かつ米国の国益を明確に定義している点で現実主義的である」、戦略はまた「世界各地

に平和と繁栄を広める米国の価値観を前進させることを根拠にしている点で道義的である」

という。 

 かつてブッシュ政権時、ネオコンは、アメリカの価値（自由と民主主義、開かれた市場）

を世界に広めるとして、イラク戦争を正当化した。しかし、それは惨憺たる結果しかもたら

さず新たな紛争しか生み出さなかったことは、中東、イスラムの現状を見れば明らかである。 

 トランプ政権は、同じ轍を踏もうとしているのであろうか。 

 

 

「高江・機動隊派遣住民訴訟 中間報告」 

吉祥寺市民法律事務所  高木 一彦 

１ 昨年の団支部特別報告集に、警視庁機動隊の沖縄高江への派遣中止を求める住民監査請

求を申し立てた件について報告をさせていただいた。今回はその続編ということになる。

未だ途中経過であるが、奮闘編というよりも悪戦苦闘編ということになろうか。 

２  ２０１６年７月２２日から１２月２０日まで、東村高江でのヘリパッド建設工事を強行

するため、警視庁を始めとする全国６都府県の機動隊員５００名が、警察法６０条の援助

決定により派遣された。大阪府警機動隊員の土人発言に象徴される暴虐の限りを尽くし、

北部訓練場の一部返還式典に間に合わせるべくヘリパッド建設をともかくも断行した。 

  この間、「私たちの闘いに本土の人たちはどう応えてくれるのだろう」という沖縄のメ

ッセージを受け止め、東京では１０月１７日に、３１４名の申立人、全国の団員を中心と

した６７名の弁護士代理人により、東京都監査委員に、「東京都の自治体警察である警視
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庁機動隊員を沖縄の住民弾圧のために派遣し、そのために給与を支払うのは違法な公金の

支出に当たる」として、住民監査請求を申し立てた。その後、機動隊を派遣した５つの府

県（千葉・神奈川・大阪・福岡・愛知）のすべてで住民監査請求が申し立てられた。 

   正直なところ、監査委員が申し立てを認める可能性はほとんどないと思っていたが、少

なくとも地方自治法の条文で必置とされている申立人の意見陳述は行われ、その場を沖縄

への連帯のメッセージを送る一大イベントとすることはできると考えていた。ところが、

１１月１９日付けで監査委員は、「請求人は本件派遣決定の違法性を主張するのみで、支

出の違法性を示していない」として申し立てを却下した。うかつなことに、２００９年度

以来の８年間で１２５件申し立てられた住民監査請求で、手続が行われたのは１１件にす

ぎず、実に９１．２％は何ら審理されることなく却下となっていたのである。他県の監査

委員はこれほど悪くはなっていなかったが、本件では、東京での却下決定に続き、すべて

が却下となった。伝え聞くところでは、福岡では意見陳述の期日が入っていたのに、東京

の却下決定を受けて、それを取り消してまで却下となったという。 

３ このまま黙っているわけにはいかない、沖縄との連帯どころか、自分たちの地方自治が

空洞化していたことに気がつかなかったのだ。決定送達後３０日以内という慌ただしい中、

再び団員のみなさまの絶大な協力と申立人の熱い思いで、原告１８４名、代理人６２人に

より１２月２０日に住民訴訟を提起した。 

    その後２０１７年３月８日を皮切りに４回の口頭弁論を、東京地裁で最大の１０３号法

廷を毎回傍聴券が発行される満員参加で行ってきた。大きな組織が支援してくれているわ

けではない。都内の市民たちが、お互いに声をかけあって、力を集める運動である。新崎

盛暉さんが、那覇で行われた日弁連の集会で喝破された「沖縄を軍事要塞基地として差し

出すことで、日本は平和国家だなどという欺瞞が成り立ってきた」との認識、「沖縄での

不正をただすことでしか、日本はまともな社会に生まれ変われない」との思いを共通のも

のとし、私たちの足元でも闘わなければならない、私たちの税金を沖縄の人たちの闘いの

弾圧に使わせないという持続する熱い志がこの裁判を支えている。 

４ とはいうものの、行きがかり上事務局役を担っている私が、住民訴訟など初めてで、三

拝九拝して筆頭代理人に座っていただいた宮里邦雄先生、直ちに駆けつけてくれた長尾支

部長を始めとする青龍・舩尾団員の支部執行部のみなさん、行政事件の実績をひっさげて

助っ人を買って出て下さった八坂団員のお力をもってしても、手探り状態の悪戦苦闘が続

いている。 

    最初に立ちはだかったのは、平成４年の最高裁判決（一日校長事件）の「当該職員の財

務会計上の行為により損害賠償責任を問えるのは、たとえこれに先行する原因行為が違法

であっても、それを前提とする当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違

法なものに限られる」との判断。まさに東京都監査委員の却下決定の根拠となった法理で

ある。さまざまな論戦の末、そこを乗り越えたところ（正確には「ともかく実態審理に進

みましょう」と裁判所がジャッジしたに過ぎないのだが）、次に表れたのは、警視総監は
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「当該職員」には当たらないという論点。都の財務会計上の権限は本来都知事に独占され

ており、実務的な財務会計行為は都知事から警視庁の下級職員に委任されているのだから、

これらの者だけが責任を問える「当該職員」であるとする論理は、都知事も下級職員も機

動隊の派遣につき何の権限も有しないのだから、当該職員に財務会計上の違法はないとい

う結論に直結する。この論点も、裁判所から「警視総監は『当該職員』ではなくとも、『怠

った事実の相手方』には当たるのではないか」との見解を引き出し、私たちは、「あくま

で警察官に指揮命令をする権限を持つ警視総監こそが、その給与も支払う財務会計上の行

為を行う『当該職員』である」との主張を掲げつつも、近々、本件派遣の違法性を立証す

る証人尋問に入ることは確実視できる段階に入っている。 

５ そこで私たちは、高江の住民、やんばるの森の観察を続ける自然科学者、警察と対峙し

た沖縄の弁護士、そして警視総監たち総勢９人の証人申請を行った。本件派遣の違法性を

認定させるために、この証人らをどこまで採用させるられるかが次の闘いの目標である。

それにしても、都監査委員での却下決定を覆し、裁判では実態審理に入ること自体をとり

あえずの獲得目標としていた私たちにしてみれば、ともかくもその獲得目標は手にしつつ

あると言える。手探りはと言え弁護団の努力の結果だといいたいところだが、それ以上に

毎回法廷に詰めかけるだけでなく、早い段階からこの裁判の困難さを理解し、みんなの力

で乗り越えようと方針を立て、１万通に近い裁判官激励ハガキに取り組んでくれた原告団

の奮闘がなかったら、とてもここまでも来られなかったことは間違いない。 

    そして、去る１月１６日、沖縄で三宅俊司弁護士が原告となり、高江での本件派遣機動

隊による道路通行制止を違法とする判決を勝ち取った。このテーマは、まさに本件派遣の

違法性を構成する重要な問題である。 

    おそらく、戦後裁判史上初めてなのではないかと思われる、警察の警備行動を全体とし

て違法とする裁判に、これからも全力で取り組んでいきたい（愛知でも、福岡でも、この

住民訴訟が取り組まれている。力を合わせて前進したい）。 
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戦争法廃止、改憲阻止にむけた安保関連法

に反対するママの会の活動報告 

東京南部法律事務所  長尾 詩子 

 第１ 「安保関連法に反対するママの会」とは？ 

 ２０１５年７月、「だれのこどももころさせない」を合い言葉に、京都に住む３人の

子どものママが、安保関連法案に反対するママの会を呼びかけました（後に「安保関連

法に反対するママの会」と名称変更しています。以下、「ママの会」といいます）。そ

の呼びかけに応える形で、ママの会に関わらせていいただき、「渋谷ジャック」と呼ぶ

街頭宣伝とデモを始まりとして、様々な活動をしています。 

 ママの会は、各地ごとのママの会の結成を呼びかけています。 

 ２０１５年９月には約５０だった各地のママの会は、その後増え続け、２０１６年５

月には１３０を超え、現在は１６０を超えています。戦争法成立後も「あきらめない」

で広がっていったのです。 

ママの会は、中央で方針を決めて各地におろすというような「組織」ではないため、

各地の活動は各地のママの会で自由に決めて行っています。 

あすわかの弁護士を呼んでの憲法カフェを始め、プラカードを掲げてのスタンディン

グ、立憲野党議員との懇談会など創意工夫をこらして活動をしています（時々の活動で

は、おそらく全国の団員のみなさまにもお世話になっていることと思います）。 

「創意工夫」と言うのは簡単ですが、例えば、ある地域で、民進党議員と共産党議員

がともに公園のシートの上で、ママ達と懇談している風景などは、私にとってはとても

新鮮でした。喫茶店など限られた空間では子ども達が騒いで気が散るし日曜日などは子

どもの用事で一定時間ずっと参加できないママ達のニーズと、公園で「だれのこどもも

ころさせない」という横断幕を掲げてピクニックしていると公園で遊ぶ他の親子にもア

ピールできる利点、議員さんも堅苦しくなく話ができ親しみがもてるということから思

いついたようです。 

 

第２ ２０１７年のママの会の活動 

   各地ママの会は、他の市民団体と同様に、共謀罪反対のスタンディングや有志による

選挙活動などを行いました。例えば、＠東京は、２月に共謀罪反対のスタンディングを

行い、各新聞社で取り上げていただきました。 

      その他特筆すべきこととして、２０１７年４月末、ママの会のコールから、絵本がで

きました。その名も、「だれのこどももころさせない」（かもがわ出版）。 

     絵を描いてくださったのは、絵本作家の浜田桂子さん。故永盛敦郎団員の配偶者です。 
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   本文と絵を一部だけご紹介しますと、以下のとおりです（私の文章のつたなさには目

をつぶってください） 

 

 「せんそう させない」 

   ―モノトーンの戦争の絵。 

 「こどもを まもる」 

   ―モノトーンの戦争の中に、これまでの戦争の犠牲者となった子ども たち、トル

コの難民の子、シリアの子、南スーダンの少年兵、アレッポの子、そして広島の子が

いる絵。文章とはうらはらに、まもれなかった子どもが描かれているのです。 

 「せんそう させない」 

   ―戦車の前に立つ沖縄の文子おばあの絵。戦争をさせないという決意 を示してい

ます。  

 「おとなも まもる」 

   ―子どもたちに体現される個性あふれる自由な発想が平和を創るとい う感じで、

戦車に落書きをするたくさんの子どもたちの絵。花も笑顔もあふれる絵。 

 「ママは せんそうしないと きめた」 

   ―すやすやと安心して寝ている子どもを見つめる母親の絵。 

 「パパも せんそうしないと きめた」 

      ―朝日にむかって子どもを肩車する父親の絵。 

 「みんなで せんそうしないと きめた」 

   ―路上にたち見上げるたくさんの市民。子どもも大人も、女性も男性 も、若者も

ご高齢の方も、障害をもつ人も、犬もいる。路上から民主主義は始まる。 

 ……と続きます。続きは、絵本を手にとってご覧ください。 

 

      絵本という子育て世代にとって親しみやすい媒体を使って、広いつながりの中で、平

和を話しあい、そこから戦争法廃止、改憲阻止につなげていきたいという気持ちで作っ

た絵本です。 

      今、各地でこの絵本の原画展を行ったり、絵本をテーマにしたトークショーをしたり

して、気軽に平和を考えることを拡げています。 

 

第３ 改憲阻止にむけて 

   改憲発議阻止のためには、３０００万署名を集める必要があり、そのためには 

   従来つながりのない広い層へのアプローチが不可欠です。 

   ママの会としても、子育て世代にむけたアプローチを続けていきたいと思っています。 

     憲法カフェや様々な取り組みの中でメンバーが団員のみなさまに御世話になることも

あるかと思います。その際には、ぜひ、あたたかいご支援をよろしくお願いします。 
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      また、子育て世代の団員のみなさんは、是非地元のママの会をのぞいていただき、と

もに闘う仲間としておつきあいいただければうれしいです。 

 

 

「立川地域の市民連合の状況」 

三多摩法律事務所   佐藤 宙  

１ 立川地域における市民連合の立ち上げ 

 安倍政権によるの暴走政治を食い止めるべく、各地で市民連合が立ち上がっている。多摩

地域でも先般、立川、昭島、日野、あきる野など各地で市民連合が立ち上がった。私も、立

川市市民連合の呼びかけ人として、微力ながら活動に参加してきた。 

 市民連合の立ち上げ当時は、安倍政権が改憲発議前に解散に打って出るか、それとも衆議

院任期近くまで解散を引っ張り、その間に改憲発議まで打って出るかの予測がつきにくい情

勢であった。もっとも、森友学園問題、加計学園問題が大きく取り上げられ、安倍内閣の支

持率も下落していたため、迫っての解散はおそらくないだろう、そのような見方が大方だっ

たのではないかと思われる。 

 そのような情勢の中、立川市民連合では、立川地域野党共闘の裾根を広げ、市民連合とし

ての地力を固めるため、複数党派の議員や地域で活動する方々に広く呼びかけ人になってく

れるよう呼びかけた。その結果、呼びかけ人は、１４０名（要確認）を超えるにまで至った。 

  

２ 選挙区割の不当変更と同一選挙区内の共闘の広がり 

 立川は選挙区割上、東京２１区（以下単に「２１区」という）に含まれる。従前の２１区

は、立川市、昭島市、日野市の３市であった。しかし、６月突如選挙区割りが公布され、そ

の結果、東京２１区は、立川市、国立市、日野市、及び稲城市・八王子市・多摩市の各一部

の６市に亘る極めていびつな区割りとなった。 

 このような区割りの変更を受け、２１区の６市の市民連合（ないしこれと趣旨を同一にす

る団体）が一堂に集まり、６市連絡会を行うこととなった。この中では、来たるべき衆院選

挙にどのように協力し立ち向かっていくかが課題となった。 

 

３ 大義なき解散と野党共闘のたたかい 

 その矢先、安倍政権は、北朝鮮の「ミサイル危機」を利用し、「国難突破解散」などと銘

打ち、秋の臨時国会において大義なき解散を行う暴挙に出た。 

 立川市が含まれる２１区は、自民党の小田原潔氏と、もと民進党所属の長島昭久氏が地元

とする地域であり、これまでの選挙でも、両名の一騎打ち的状況が続いていた。このため、

従前、小選挙区で市民連合の統一候補を国会に送り込むことを現実的なものとするために、
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長島氏を統一候補とすべきか否かの議論が行われてきた。しかし、解散の直前、民進党と希

望の党の合流策動のさきがけ的に、長島氏が突如民進党を離脱し、希望の党に加入した。市

民連合との共闘は行わない旨を明言した上での離党であった。 

 この結果、立川市民連合を初め、２１区の諸団体は、選挙直前、誰を統一候補にするのか

（そもそも統一候補を擁立することができるのか）という議論を一から行わなければならな

くなった。このような情勢の中、社民党より、野党共闘の統一候補として、同党公認の小糸

健介氏を２１区から立候補させたい旨の強い打診を受けた。上述の６市連絡会は緊急の会議

を設け、激論を交わした末、小糸氏を統一候補とすることに一致を見た。かくして、なんと

か統一候補を擁立までにこぎ着けることができた。 

 しかし、不意打ちともいうべき解散により、選挙戦にどのように立ち向かうかの議論を十

分に尽くことができないまま選挙への突入を余儀なくされたため、その取り組みとしては課

題を残すものとなった。選挙結果としても、自民（小田原氏）、希望の党（長島氏）相手に

一定の健闘を見せたものの、小糸氏を当選に導くにまでには至らなかった。 

  

４ 今後の課題 

 今回の衆院選を経て、得られたものは野党共闘の意思を実現するための統一候補を立てる

ことができたということである。これまで明確な共闘関係あるとはいえなかった共産党と社

民党の共闘が実現したことを踏まえると、これは大きな成果である。他方、上述の通り、選

挙戦に当たって、具体的にどのような取り組みを行うか、市民連合としてどのように支えて

いくかについての検討は不十分なまま選挙を迎えることになり、この点は大きな課題として

残った。 

 今後しばらくは国政選挙が行われる可能性は低い。もっとも、立川市民連合は、選挙での

野党共闘のみを目的とするものではなく、立憲主義回復、安保（戦争）法廃止、憲法９条壊

憲阻止を掲げるものである。安倍政権が、９条壊憲に向けた動きをますます加速させている

中、立川市民連合としては、全国の市民連合と協力し、安倍改憲阻止のために全力を尽くす

必要がある。 
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「みんなが憲法に取り組まなければならな

い年。いわんや地域事務所においてをや」

城北法律事務所  久保木 太一 
１ 改憲発議は今年やってくる 

 今年，改憲発議がやってきます。これはいわゆる「狼が来るぞ」論ではありません。本当

にやってきます。 

 安倍首相は，「２０２０年を新しい憲法が施行される年にしたい」と公言しています。そ

のためには，参議院選挙や天皇退位などとの兼ね合いも考えると，今年中に発議しなければ

間に合いません。 

 以下に，具体的に可能性のあるスケジュールを挙げます。私は，これが的中するのではな

いかと思っています。 

 

 今年４月に提出 

 今年８月に発議 

 来年２月に国民投票 

 

 今年の夏は，戦争法が強行採決された２０１５年よりもさらに熱くなります。自由法曹団

にとって，戦後最大の正念場が来ると言っても過言ではないと思います。皆様，その準備は

できているでしょうか。 

 

２ 改憲勢力と護憲勢力の意識の差 

 国民世論の過半数が憲法９条改憲に反対しています。これは大変心強いですし，皆様の過

去の闘いの成果でもあります。 

 しかし，決して盤石とはいえません。日本世論調査会が去年の１２月に行った世論調査に

よると，戦争放棄や戦力不保持を定める憲法９条の改憲について「必要がない」が５３%で

す。過半数といってもスレスレです。このままでは，安倍首相の必殺技である「印象操作」

によって簡単に切り崩されてしまうでしょう。 

 さらに，認識しなければいけないのは，改憲勢力と護憲勢力との間の，あまりにも大きな

意識の差です。 

 現在，私は，慌てて改憲手続について学んでいます。国会法，国民投票法の条文を見るに

つけて，知らないことばかりで目から鱗がポロポロと落ちています。しかし，改憲勢力は，

こんなお粗末な状況ではないはずです。なぜなら，彼らは戦後間もなくからずっと改憲の野

望を持っていたのです。当然，改憲手続など空で言えるほどに頭に入っているはずですし，
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改憲に向けたシナリオ・ストラテジーをいくつも持っているはずです。 

 聞き及ぶところによれば，改憲賛成の署名はすでに１０００万筆以上集まっているそうで

す。護憲勢力が署名を集め始めるよりもずっと前からコツコツと署名を集めていたのだから

当然です。改憲勢力の憲法を変えたいという執念・怨念に対抗できるほどの強い気持ちが護

憲勢力にあるのか，を問い直す必要があると思います。絶対に負けられない闘いで勝つために。 

 

３ 去年を振り返るのは，今年の必勝のために 

 私が今回東京支部からいただいていたテーマは，「地域事務所の憲法の取り組み」です。

バランスを失するくらいに長い前置きは，現在の情勢は，去年以前の取り組みを振り返り，

「よくやった」と称え合っている場合ではない，ということを皆様と享有したいという想い

からです。 

 私も関わらせていただいた共謀罪阻止の闘いは，負けました。もちろん，負けた中でも一

定の成果は得ていますが，負けました。しかし，今年の９条改憲の闘いは，絶対に負けては

なりません。敢闘賞には何の価値もありません。 

 そのことを踏まえ，地域事務所は，必勝のための運動をしましょう。そのための材料とし

て，私が所属する城北法律事務所の，去年の憲法に関する取り組みについて報告します。 

  街頭宣伝 

 城北法律事務所は，池袋西口徒歩１分という好立地にあります。そこで，お昼休みの時間

を利用して，池袋西口前にて不定期で街頭宣伝を行いました。街頭宣伝のテーマはそのとき

の情勢に応じます。街頭宣伝と同時に，署名集めやビラ配布等も行いました。 

  一般向け学習会 

 所内の憲法委員会が中心となって企画をし，一般向けの学習会を行いました。「語憲（ご

けん）」と題した学習会で，講師は所員が務め，憲法２４条，教育無償化などの問題につい

てオムニバス形式で講義しました。 

  集会への参加 

 去年は，共謀罪の関係で，日比谷野外音楽堂に所員が何度も足を運びました。また，メー

デーでも代々木公園に多くの所員が参加しました。 

  所員個々人の取り組み 

 城北法律事務所は，所員の自主性・独立性を重視する事務所です。そのため，個々の所員

が思い思いに，個々の問題意識にしたがって運動しています。私は共謀罪の問題に深く関わ

っていたため，事務所に顔を出せないことも多かったのですが，それでも文句を言わずに支

えてくれた事務所に対して感謝の念がやみません。 

 

４ 最後に一言 

 地域の運動における地域事務所の役割の大きさは，私のような準新人（レンタルビデオの

ようですが，２年目を表現する他の言葉が見つからず…）よりも皆様の方が実感をもって分
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かっているはずです。 

 憲法９条が守れるかどうかの命運を握るのは，地域事務所だと思います。 

 

 

東京合同法律事務所の憲法の取り組み 

東京合同法律事務所  市橋 耕太 
この１年間も、例年同様（？）、全団員にとって憲法に関する取り組みで忙しいものだった

と想像する。これは今後もおさまりそうになく、本当に安倍様様である。 
当事務所においても、昨年の通常国会期間は共謀罪に対する取り組みに力を入れ、途中５

月３日の安倍首相による「自衛隊加憲」発言以降は憲法改正に対する取り組みも加わり、弁

護士・事務局一丸となって対応してきた。 
共謀罪法案を廃案に追い込むための取り組みにおいては、昨年２月１７日に東京新聞記者

の篠ヶ瀬祐司氏をお招きし、当事務所の横山団員から共謀罪の中身について、篠ヶ瀬氏から

政治的な情勢についての学習会を行った。共謀罪については、国会終盤でようやくその危険

性が一定程度広まったように思うが、当初は各民主団体においてもその認識が薄く、この学

習会では「そんなに危険なものだとは知らなかった」などといった感想も多く見られた。そ

の後、この学習会を受けて、諸団体から当事務所宛に共謀罪の学習会を依頼され、合計で２

０回程度行った。街頭での宣伝活動も、所員一丸となって取り組んでおり、総がかり行動実

行委員会とも連携して各所にてチラシや自由法曹団のリーフレットを配布した。 
しかし、結局共謀罪は成立してしまった。法案審議最終盤では反対世論の盛り上がりも見

られたところであり、もう少し早く、そして大きな世論を作れたのではないかと反省すると

ころである。次の本丸である憲法改正においてはこのような悔いを残さないようにしたい。 
さて、憲法改正に対する取り組みとしては、おそらく多くの事務所において３０００万署

名を軸に行っているのではないだろうか。当事務所も同様であり、昨年末に依頼者等に送付

した事務所ニュースに署名を同封したところ、本日（１月１８日）までに約１２００筆の署

名が返送されている。これからは「自力」での署名集めが必要とされるところであり、各弁

護士・事務局一人一人の取り組みが重要であることを確認した。 
また、憲法学習会も依頼が続出しているところであり、特に各団体が３０００万署名を行

っていくにあたり「自民党の改憲案の問題点を確認したい」「こんな質問をされたらどう答え

たら良いか教えて欲しい」などといった要望が寄せられている。当事務所には、私（６８期）

の先輩方に多くの憲法論客がそろっており、それぞれの学習会で使用したレジュメ等を共有

するなどして上記のような要望にどう応えるかといった点を議論している。当事務所では、

憲法を含め様々な学習会への講師派遣を無料で行っており、今後もますますこの取り組みを

強化していきたい。 
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三多摩法律事務所の憲法運動の取り組み 

                     三多摩法律事務所  川口 周地 

 三多摩法律事務所では、地域の方たちと力を合わせて、さまざまな場面で憲法改悪に反対

する運動に取り組んでいる。 

 昨年一年間に取り組んだ主な運動については、以下のとおりである。 

 

１ 共謀罪反対の取り組み 

 事務所では、地域の他の弁護士とも連携し、弁護士会多摩支部に対し、支部主催による市

民集会の開催をはたらきかけた。その結果、村井敏邦一橋大学名誉教授と日弁連の対策本部

副本部長である海渡雄一弁護士を講師に、５月８日市民集会の開催が実現し、集会は約１２

０名の参加者を得て成功をおさめることができた。 

 この集会の前後を通じて、事務所の弁護士が中心となって地域の弁護士有志による立川の

駅頭での宣伝行動がほぼ毎週１回のペースで行われた。駅頭宣伝に地域のさまざまな弁護士

に参加してもらうことができたのは画期的なことであった。 

 国会の終盤の６月９日には、市内の諸団体による駅頭宣伝のほかミニ集会と市内デモが行

われ、事務所からも多数所員が参加した。 

 その他、学習会開催の要請が３６件も寄せられ、事務所は積極的にこたえた。おそらく、

事務所は、都内の自由法曹団の事務所のなかでは、最も多数の学習会講師を派遣した事務所

であったと思われる。 

 共謀罪の制定を阻止することはできなかったが、事務所の取り組みは、かつてみられない

ほどに盛り上がった。地域の弁護士との連携や、地域の連絡会、国民救援会との共同の経験

は、今後の大衆運動の取り組みにいかしていきたい。 

 

２ 安倍９条改憲阻止・３０００万署名運動推進のための地域の取り組み 

 昨年５月３日の安倍９条改憲宣言を経て、明文改憲阻止の運動も新たな局面を迎えた。 

  事務所としても、地域の関係団体に呼びかけて懇談会を開催することとなり、８月２９日

に「安倍改憲をはねかえす地域懇談会」が２４名の参加者を得て、開催された。９月には、

「安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション」によって全国３０００万署名運動が提起された

が、事務所では、引き続き地域の関係団体との懇談会を重ね、１１月８日には懇談会として

「総選挙後の改憲をめぐる情勢と私たちの課題」と題して、五十嵐仁法政大学名誉教授を講

師とする学習会が行われ、約４０名の参加者があった。 

 また、昨年１２月２日、総選挙前に実施する予定で準備を進めていた「たちかわ市民連合」

主催の集会は、突然の解散のため総選挙後となってしまったが、３０００万署名運動の提起

を受けて「安倍９条改憲ＮＯ！１２．２たちかわ市民連合のつどい」として開催し、約４５
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０名の参加者を得て、成功をおさめた。 

  このような取り組みを経て、３０００万署名運動を地域において盛り上げ推進するため、

諸団体により「安倍９条改憲ＮＯ！三多摩市民アクション」が発足した。当面２月２７日に

交流会を開催する予定である。また、３０００万署名達成のため、事務所としても積極的に

署名活動に取り組んでいる。 

 

３ 平和憲法を守りいかす立川連絡会 

 立川市内の市民や団体で構成されている「平和憲法を守りいかす立川連絡会」では、昨年

の前半は共謀罪の問題を中心課題とし、救援会との共同の宣伝や市内デモ等に取り組んだ。 

 ほぼ毎月９日には、立川駅での駅頭宣伝行動に取り組み、事務所からは毎回所員が参加を

した。昨年１２月２４日には、クリスマス宣伝と銘打ち立川の昭和記念公園の門前において、

約３０名が参加して、大宣伝行動が行われた。 

 

４  三多摩憲法のつどい 

 事務所所員を中心とした三多摩憲法のつどい実行委員会では、毎年５月頃に「三多摩憲法

のつどい」を開催し、昨年６月１６日には、「武器輸出と日本企業～ニホンが進む死の商人

への道～」と題し、東京新聞社会部の望月衣塑子記者を講師に行われた。望月記者は、武器

輸出解禁後の状況や防衛省による軍事研究奨励の問題などを豊富な資料に基づき、わかりや

すく説明され大変好評であった。 

 ちょうどこの時期に、望月記者が、菅官房長官の記者会見の場で、菅長官に対して加計学

園の問題を厳しく追及したことが、テレビ等を通じて広く伝えられていたため、その直後に

開催された「つどい」では、会場は２００名を超える参加者の熱気で包まれた。 

 

５ 三多摩憲法ネットワーク 

 地域の憲法運動の取り組みを交流している「三多摩憲法ネットワーク」では、昨年３月２

４日渡辺治一橋大学名誉教授を講師として「安倍改憲は許さない－情勢と私たちの課題－米

トランプ政権のもとで、どう変わるか－」と題する学習会を開催した。渡辺教授は、米大統

領選でのトランプの勝利やイギリスのＥＵ脱退等の世界情勢を踏まえつつ、前年の参院選の

分析を通じて、今後の改憲阻止の運動についての課題を語った。 

 この他、ファックスニュースの発行やホームページ運営等の取り組みは、各地域の９条の

会などのさまざまな憲法運動の状況を伝える重要な役割を果たしている。 

 

６ 憲法ミュージカル 

 ５月２７日三多摩地域では２００９年以来となる憲法ミュージカル「キジムナー」が、立

川市民会館において昼夜２回上演され、大成功をおさめた。主催は、「埼玉×三多摩憲法ミ

ュージカル実行委員会」で、立川公演に先立って、さいたま市でも５月２０日と２１日の２
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回上演され、４公演の合計の来場者は４４００名にものぼった。 

 今回の復活は、子どものころに以前の憲法ミュージカルに出演し、この間成人に達した若

者などが中心となって、企画や運営がなされたものであり、かつての運動がいまに継承され

ていることを示すこととなった。 

 

７ 広がりを見せる憲法運動 

 その他にも、所員が参加する「三多摩平和交流会」や「平和をめざす戦争展 in 立川」では、

地域の市民や若者に平和を訴える取り組みがされている。毎年開催される「横田基地もいら

ない！市民集会」には実行委員会に幹事を送り、集会に所員が参加している。 

 学習会の要請も非常に多く、所員は、事務所内の憲法問題プロジェクトチーム中心に資料

や講師のノウハウを共有し、地域の要請に応えるべく努めている。 

  事務所の憲法運動はより一層の広がりを見せている。これからも地域の憲法運動の担い手

として、所員が一丸となって奮闘していくことが求められている。 

  

 

八王子合同法律事務所の憲法運動   

の取り組みについて 

        八王子合同法律事務所  髙橋 伸子 
１ NO! WAR! 八王子アクション（主催 戦争をさせない八王子市民集会実行委員会） 

 
2015 年 9 月の戦争法強行採決直前から毎月、JR 八王子駅北口駅前にて、超党派の議員

と市民による集会が続けられています。今年の 1 月で 30 回目を迎えました。 
事務所からは毎回弁士を送り出しています。 
 

２ 戦争する国づくり反対！憲法を守り・生かす共同センター八王子 
 
昨年 10 月 1 日に、山口二郎教授を講師に迎えて学習会を行いました。総選挙直前の上、

野党共闘の期待が高まる中で行われたので、会場には 350 人ほどの人が集まり大盛況で

した。 
引き続き、3000 万人署名促進の宣伝行動を行っており、八王子主要駅頭一斉宣伝では弁

士として参加しています。 
 
３ 9 条の会八王子市内連絡会 
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  現在は、NO!WAR!八王子アクションとして活動をすすめていますが、昨年 12 月 1 日金

曜日に、「9 条改憲 NO!の国民大運動を」と題して学習会を行いました。講師は、政治学

者・法政大学名誉教授の五十嵐仁さんでした。 
   
４ 八王子平和市民連絡会 
 
  毎年秋に平和月間として、各団体がさまざまな企画で催しを行っています。昨年は 10

月 13 日に、八王子では一番大きなホールであるオリンパスホールにて「いま、沖縄で起

きていること」と題してつどいを行いました。森住卓氏と山城博司氏がお話ししました。

山城氏の対談相手を白神弁護士がつとめました。事務所から石島弁護士が実行委員会と

して参加し、当日の運営・準備に関わりました。全体では 750 人の参加で大成功しまし

た。 
  また、11/11 には、辺野古・高江・宮古・石垣の闘いを取り上げた「標的の島 風かたか」

の映画上映会を行いました。 
 
５ わかはち（若者～憲法～八王子） 
 
  市内の青年労働者、大学生、高校生、中学生とともに、さまざまな課題で学習会や企画

をすすめています。大学卒業後にブラック企業に就職して心身疲労で退職し、官邸前デ

モに参加した時に平和運動に目覚めたという２０代の青年が、現在わかはちの事務局長

をしています。代表には高校生。当事務所の白神弁護士が最高顧問に就任しています。

わかはちでは、昨年 7 月には被爆者の方を中大にお招きして体験を聞く会を行いました。

10 月には毎年八王子で平和を愛する文化祭を行っていますが、その中で若者の改憲の賛

否を問うディベートを行いました。12 月には、障害者の方を無惨に殺害した場となって

しまった「やまゆり園」のフィールドワークを行いました。 
 
６ 青年劇場「あの夏の絵」八王子公演 
 
  人類史上初めて、核兵器を違法化する核兵器禁止条約が、昨年７月７日、国連会議で採

択されました。この画期的な年にふさわしく、記憶を伝え残すために語り始めた被爆者

と、それを受けとめ、絵に表現することに挑んだ高校生たちの 2015 年夏の物語を題材

とした、青年劇場「あの夏の絵」公演を、１１月２８日に、八王子いちょうホールで行

いました。八王子合同法律事務所が事務局として取り組みました。突然の解散総選挙で、

チケット販売に苦労しましたが、多くの方にご参加いただき成功する事ができました。 
 

 

36



37 
 

すみだ九条の会の活動ほか 

東京東部法律事務所  坂本 隆浩 
 「すみだ九条の会」は２度と戦争をしてはならない，そのためにも憲法９条を守らなけれ

ばならないという思いを持った，墨田区に居住・勤務する人々により，戦後 60 年目に当たる

2005 年に発足し、今年で 13 年目に突入した。東京東部法律事務所は、会の事務局を担って

いる。 
毎月，9 日あるいは 19 日に錦糸町駅前にて会を担う人たちで宣伝行動を行い，事務所のメ

ンバーも可能な限り参加している。毎回 20 人から 30 人が参加し，宣伝ビラを入れたポケッ

トティッシュを配布しながら宣伝を行っている。ハンドマイクを使っての訴えには，毎回事

務所の弁護士がマイクを握っている。 
会としては，設立された 10 月に周年行事を行い，憲法 9 条を守ることの意義や現在の憲法

を取り巻く情勢についての講演会等を行っている。結成 12 周年の昨年は、上智大学教授の中

野晃一先生による「改憲をめぐる情勢と私たちにできること」の演題で講演していただいた。

総選挙の選挙期間中の 10 月 12 日であったが，自民圧勝の選挙予測が出た直後であった。総

選挙で改憲勢力が３分の２を占めたとしても，以前から３分の２は占められている，それに

もかかわらず市民運動の大きなうねりにより改憲発議はされなかった，絶望せずに次の戦い

を進めることが重要との話に，集会参加者９６名は勇気をもらうことができた集会であった。

今年も，毎月の宣伝活動と１３周年行事が予定されている。 
すみだ九条の会以外にも，「戦争をさせない江戸川の会」の共同代表に事務所の弁護士が就

任するなど，地域の中で憲法を守る活動に参加している。３０００万人署名では，事務所と

して１５００筆の目標をたて年賀状にかえて署名用紙を１６６６人に送り，１月１６日現在，

１１４人から４５７筆の返送がされている。「安倍改憲は許さん！」のブックレットのチラシ

も同封したが，２９８冊の注文がされた。学習会の講師派遣の宣伝も行い，手始めとして事

務所内で学習会も予定している。 
今年はかつてない憲法をめぐるせめぎあいの年との位置づけで，所員一丸となって改憲阻

止に取り組んでいる。 
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地域事務所の憲法の取り組み 

北千住法律事務所  石井 一禎 

第１ 憲法改正の動きの現実化 

昨年の２０１７年の憲法記念日において、安倍首相は読売新聞と「憲法フォーラム」

という改憲団体向けのメッセージいて、憲法９条を加憲法という形で自衛隊の明記、教

育無償化の憲法上の明記という改憲案を主張しました。 

   そして、昨年の総選挙で、自民党は公約として自衛隊を憲法上明記するという改憲を

公約としました。 

   昨年の総選挙の結果、与党と改憲勢力が衆議院の総議員の 3 分の 2 以上の議席を獲得

し、憲法改正が現実化する可能性が高まりました。 

 

第２ 地域での取り組み 

   北千住では、千住 9 条の会という、北千住地域の住民や北千住で働く勤労者が中心と

なって構成されている9条の会であります。そこで、昨年 11 月憲法カフェの講師を務めまし

た。 

    議題は、「安倍首相が目指す憲法 9 条改憲の中身」というものです。 

    また、昨年 12 月、顧問先である、東京土建荒川支部においても、「憲法って誰が守るの？教

育無償化って憲法で明記する必要があるの？憲法 9 条に自衛隊を書き加えたらどうなるの？」

というテーマで憲法カフェの講師を行ないました。 

     

第３ 憲法カフェで話すテーマ 

   私が憲法カフェで話すテーマとしては、①憲法９条の改正を求める世論は高くない（２０１７年３

月のＮＨＫの調査では５７％が必要はない、２５パーセントが必要となっている）事実を示します。 

   それから、②憲法上の自衛隊の位置づけです。安倍首相は、自衛隊が災害対応などで、国民

から必要とされ、信頼されているのに、憲法上明記しないのはおかしい。だから、憲法で明記する

べきだ。ということを、改憲の必要性の根拠としています。 

しかし、政府は、自衛隊は違憲と言っているのでしょうか？政府は、自衛のため必要最小限の

実力部隊として、憲法９条に違反していないと言っています。もちろん、今の自衛隊が本当に自衛

のための必要最小限の組織なのかは議論があるところです。 

ただ、大事なのは政府が自衛隊は明確に合憲といっているのだから、何もわざわざ変える必要

などないということを説明します。 

それから、③９条に明記された場合、自衛隊はどうなるのかということを説明します。安倍首相は

明記しても今までの平和主義は堅持していくとメッセージでは述べています。 

しかし、安倍首相のもとで、憲法改正手続を経ないまま、安保法が制定され、自衛隊は、要件を
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みたせば、集団的自衛権の行使が可能となりました。 

安倍首相のもとで、自衛のための実力部隊だった自衛隊が、他国の戦争に参加することが可

能な部隊に変更されたのです。安倍首相の下で自衛隊が明記されたら、改正の内容次第では、

自衛隊は、世界中の戦争に参加する可能性が高いということを伝えます。 

世界中に自衛隊が派遣されている時、日本で大災害が起きたらどうするのでしょうか。憲法９条

が改正されたら、人材不足などにより、十分に災害などに対応できない可能性もあることを説明し

ます。 

そして、④憲法９条が改正された場合に、国民生活はどうなるのかについても説明します。 

自衛隊を世界中に展開することが可能となります。もはや日本近郊にとどまらず、中東、アフリカ、

南米等に自衛隊の派遣が可能となります。 

自衛隊は、無限の組織ではありません。世界中に自衛隊が派遣されたら、膨大な予算（防衛費）

が必要となります。今年の防衛費の概算要求は５兆２５５１億円と過去最高です。これにとどまらな

い金額になる可能性があります。 

では、とこから、財源を得るのでしょうか。 

今の政府は、大企業には、大減税ですから、法人税を値上げする可能性はほとんどないでしょ

う。社会保障費を削減するか、個人に関する税金を上げるかにより財源を得る可能性が高いと思

われます。 

そうなれば、国民生活は大変苦しいものになることを伝えます。 

つまり、まとめると、全体の中で憲法９条は、戦争をしない、戦力をもたないということのみならず、

戦争にお金や人材を使わせないことにより、国民の生活や福祉の向上を目指した規定でもあるこ

とを伝えることにしています。逆に憲法９条が改正したら、皆さんの生活に重大な影響がでる可能

性を伝えることを意識して、講義をしています。 

 

第４ 今後の目標 

   やはり、憲法を守って、実際にどのようなメリットがあるのか、逆に憲法が変わってしまうと私たち

の生活にどのような影響がでるのか、もっと具体的に伝えていくことが必要ではないかと思ってい

ます。 

  ですので、今後は、地域で憲法カフェや憲法セミナーなどを積極的に開催して。憲法を活かすこ

とにより、自分たちの生活をより良くなるということを、地域の方々に伝えていく機会を増やしていき

たいと思います。 
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「東京法律事務所の憲法の取組」 

東京法律事務所  金田 健太郎 

１ 共謀罪廃案に向けた取り組み 
（１）署名 
   事務所たより同封の他に、打合せや宣伝活動の中でも署名を集め、最終的に２５１５筆

を集めました。 
     
 （２）街頭宣伝（団、あすわかリーフの普及） 
    毎月の９の日宣伝では３月以降に共謀罪をテーマに取り組みました。あすわかリーフ「テ

ロ準備罪とか言っちゃって！ 共謀罪で、あなたも私も狙い撃ち！？」を２５００部普及、

団リーフ「特集：これが共謀罪です！」を２０００部普及しました。 
     
（３）加藤健次団員（本部幹事長）国会へ！！ 

５月１６日の衆院法務委員会参考人質疑で、共産党推薦参考人として意見を述べました。 
   参議院では当事務所出身の山添議員（共産党）が、法務委員会で４度の質問、本会議で

は金田法相の問責決議案への賛成討論を行いました。 
     
（４）学習会での講師活動 
    多数の弁護士が学習会の講師を行い、法案のもつ危険性を広めました。残念ながら学習

会の回数は集約していませんが、レジュメを共有化し、内容の濃い講師活動が行えました。 
     
（５）ブログ 
    事務所ブログ（http://blog.livedoor.jp/tokyolaw/）では、昨年１６回共謀罪について発信

してきましたが、今泉団員がそのうち８回と旺盛に取り組みました。また、大ベテランの

渡辺団員（９期）が６０年前に受けた司法修習中の思想調査がブログに掲載されました。

所員にとっては大きな衝撃であるとともに、非道なことが通る社会にしてはならないとの

意識をより高めさせました。 
     
２ 東京法律事務所９条の会としてのとりくみ 

（１）９条の会ニュース 

 １７年１０月にニュースを４１００部発行しました。「９条改憲問題」、「沖縄戦跡・

米軍基地の調査報告」、「核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞受賞」、「どう

見る？北朝鮮問題」、についてお知らせしました。 
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（２）シネマカフェ 

 東京法律事務所１階フロアにて映画上映会「シネマカフェ」を昨年頃から取り組んでい

ます。７月２９日に「スノーデン」と「明日へ」の上映会を行い、２０名が参加しました。 

 

（３）９条の会総会 

１２月２日に開催し、「『沖縄と核』から考える日米関係と憲法 9 条」をテーマに記

念講演を行い、２００名を超える参加者を得ることができました。 

ＮＨＫスペシャル「沖縄と核」を制作したディレクターの今理織さんと、共同通信の

太田昌克さんをお呼びしてお話を聞きました。 

今さんからは、沖縄になぜ海兵隊と核兵器が配備されるに至ったのかについて、緻密

な取材で歴史の謎を紐解いた経過が語られました。太田さんからは、核兵器禁止条約を

無力化し「戦術核」使用に傾倒するアメリカ政府と、核の傘を自ら望み思考停止する日

本政府の姿勢を、現場の取材を通じた事実をもとに語られました。 

お二人の話を聞いて、「安全保障」の名の下に沖縄に犠牲を強いてきた本土の人間の

責任を一人一人が真剣に考えなければならない、そして、米国の核戦略に取り込まれ核

の危機と隣り合わせで生きていく道を歩み続けるのか、被爆国として核廃絶と東アジア

平和の構築のためのモラルオーソリティとしての道を選ぶのか、国民一人一人に問われ

ていると感じました。 

講演の後に、立憲民主党の海江田万里衆議院議員と、共産党の山添拓参議院議員から

挨拶をいただきました。お二人からは、安倍政権に憲法を変えさせない決意が語られま

した。 

 

３ 新宿区内での取り組み 
（１）みんなの新宿をつくる会の取り組み 
  新宿区では、憲法・平和・民主主義を巡る課題について、１４年７月より、「みんなの新

宿をつくる会」が中心となり運動を進めており、事務所もその運動に加わっています。 
   今年は、共謀罪反対の運動を中心に取り組んできました。２月２５日に戸山生協前、３

月２５日に神楽坂下交差点、４月１５日に新宿駅西口、５月１２日に四谷三丁目丸正前、

６月１４日に小滝橋いなげや前と毎月場所を変えながら定期的に宣伝を行ってきました。 
   ７月１４日には家計学園・森友学園徹底追及、安倍政権退陣をテーマに緊急大宣伝を行

いました。 
    
（２）東京１区市民連合の取り組み 
  立憲主義を取り戻す一致点で新宿区、千代田区、港区の団体・個人が結集し、昨年２月

に「東京１区市民連合（仮称）準備会」が立ち上げられました。事務所からは、橋本佳子

団員が呼びかけ人に加わり、所員も協力し、賛同者集め、宣伝・学習を繰り返し行ってき
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ました。 
  そして、９月２８日の衆院解散後に本格的な取り組みを進めるべく会の名称から「準備

会」が外され、１０月３日に正式に「東京１区市民連合」となりました。１区市民連合と

野党間で意見交換が行われ、１２項目について合意し、公示直前の１０月８日に調印され

ました。選挙戦本番に入り海江田万里候補押し上げの運動を繰り広げ、「立憲主義を守るた

めに海江田万里を国会に」の訴えは広がり、３０００余票の差をつけて、海江田候補は自

民党の現職候補を破ることができました。 
 
（３）新宿教科書ネットの取り組み 
  「つくる会系教科書」を採択させないために都教組新宿支部やあかしあ法律事務所と協力

して、運動をしています。昨年は、東京都の小学校道徳教科書採択が７月に行われるとい

うことで、新宿区の教育長への申し入れや、教科書の閲覧に取り組みました。育鵬社の代

案となっている教育出版の教科書は不採用という結果になりました。 
  
（４）新宿平和のための戦争展 
   あかしあ法律事務所が中心となり、事務所も地域の諸団体とともに協力し、２年に１度

のペースで平和のための講演・展示などの企画を開催しています。今年３月に第５回が開

催予定で、プレ企画として３月９日に東アジア平和音楽祭も行います。 
 
 

渋谷共同法律事務所の地域での取組 

 渋谷共同法律事務所  清永 太郎 

私たち渋谷共同法律事務所も、平和憲法を守り、生かすために、この１年間精力的に活動

してきました。 

 

１ 月いち渋谷駅頭宣伝 

当事務所は毎月１回、事務所会議の日の朝に渋谷駅頭で行う宣伝行動を、１０年以上続け

ています。この１年も毎月かかさず宣伝行動を行いました。時間は朝の９時過ぎから１０時

前と、通勤や通学を急ぐ人が多い時間帯ですが、少ないながらも足を止めて署名をしてくれ

る方がいますし、署名をしてくれない人の耳にも訴えは届いていると思いますので、今後も

位置づけて続けていきたいと思います。遅ればせながら昨年末「宣伝セット（のぼり等）」を

購入しましたので、今月から活用していきたいと思います。 
 

２ 「生かそう憲法！今こそ９条を！世田谷の会」の活動 
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次に、私たち渋谷共同法律事務所も中心メンバーとして世田谷地域で活動している、「生

かそう憲法！今こそ９条を！世田谷の会」のこの一年間の活動を報告したいと思います。こ

の会は、憲法９条そして憲法の平和主義を守るために、個人や民主団体が結集した連絡組織

で、当事務所も創設メンバーです。 

 

(1) 駅頭宣伝 

昨年は、１月の「ボロ市宣伝」から始まり、１２月までほぼ毎月１回、多い時には月２

回駅頭宣伝を行いました。共謀罪反対緊急統一署名、３０００万署名、その他にも沖縄へ

の基地押しつけ撤回署名など精力的に取り組み、１年間で延べ２００名以上が参加し、集

めた署名は合計で６５０筆、チラシは５０００枚以上配布しました。 

 

(2) 世田谷区民集会＆ピースパレード 

昨年は２回、区民集会&ピースパレードを行い、合計５００名以上が参加しました。当

事務所からも複数参加し、それぞれの集会で弁護士が前に出てスピーチをしました。集会

後のピースパレードでも、弁護士・事務局が先頭に立って横断幕を持ち「コール」を叫び

ました。 

 

(3) 世田谷区長への要請署名 

３月から４月にかけて、共謀罪反対運動の一つとして、政府に対して共謀罪法案に反対

する旨の意見表明を行うよう、世田谷区長に要請する個人・団体署名活動を行いました。

合計３００７筆（６３団体）を集め、世田谷区長へ直接手渡しました。残念ながらその後

区長が政府に対し意見表明をすることはありませんでしたが、「皆さんの声を生かせるよ

うに私も発言し行動していきたい」という言葉を受け取りました。 

 

(4) 定期総会 

５月１９日の定期総会では「壊憲・共謀罪・戦争法の危機にどう立ち向かうか」と題し、

日体大教授の清水雅彦さんによる記念講演を行いました。奇しくもこの日、衆議院法務委

員会で共謀罪法案が強行採決されたため、総会の冒頭、「心からの怒りをもって今日の総

会を開催する」と宣言され、共謀罪法案廃案に向けて意思統一がされました。定期総会に

は世田谷区長からも激励のメッセージをもらいました。 

 

(5) １０．２０集会 

１０月には、「のりこえねっと」共同代表で人材コンサルタントの辛淑玉（シン スゴ）

さんをお招きし、「共に生きる社会をめざして～ヘイトスピーチをのりこえる～」と題し

て講演会を行いました。参加者は９０名弱ともう一歩というところでしたが、突然割り込

んできた解散総選挙の投票日の２日前だったことを考えれば、成功と言えたと思います。
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閉会挨拶を当事務所の弁護士が務め、閉会挨拶ながらこちらも大変好評でした。なおこの

集会は世田谷区の後援も受けることができました。 

 

３ 地域事務所として 

この一年、地域事務所として地域の憲法運動に関わっていく中で、事務所が地域の運動を

盛り上げていくその一因となっているという実感とともに、法律事務所として地域の運動に

関わることで地域から信頼を得て、それが事務所にとってもプラスになるのだと実感するこ

とができました。今後も弁護士・事務局一丸となって、平和憲法を守り生かすために、地域

に積極的に出て、活動していきたいと思います。 

 

 

代々木総合法律事務所の取組み 

代々木総合法律事務所  水谷 陽子 
１ 地域での憲法擁護・共謀罪反対の取り組み 
  渋谷区・中野区・杉並区を担当地域として、地域の諸団体と協力しながら日常的に弁護

士・事務局が中心的な役割を発揮した。 
 
（１）渋谷 
  ①街頭宣伝 
   民主団体とともに、駅頭で共謀罪反対の宣伝や署名活動を行っている。 
   共謀罪の宣伝では、「明日の自由を守る若手弁護士の会」が作成したチラシを参考にし

ながら、初めてスピーチをした事務局もいた。 
・４／１４ 代々木駅頭宣伝（渋谷９条の会） 
・４／２７ 代々木駅頭宣伝（渋谷市民連合） 
・６／１４ 千駄ヶ谷駅頭宣伝（社保協・土建）○共謀罪 
・６／１６ 代々木駅頭宣伝（社保協・土建）○共謀罪 
・６／１６ 恵比寿駅頭宣伝（社保協・土建）○共謀罪 
・１２／６ 代々木駅宣（渋谷土建） 
・１２／７ 代々木駅宣（あかつき） 
・１２／１１ 代々木駅宣（渋谷区労連） 

②集会企画 
・４／１４ 五十嵐仁先生講演会（渋谷９条の会） 

   改憲をめぐる情勢などをお話しいただいた。 
・１１／１０ 「安倍改憲ＮＯ！緊急講演会」（戦争法廃止と立憲主義の回復を求める

44



45 
 

渋谷市民連合・渋谷９条の会） 
スペシャルゲストに東京新聞の記者、望月衣塑子さん、メイン講師に日本体育大学

の清水昌雅彦先生（憲法学）を迎え、参加者１５６人の大盛況となった。 
清水先生からは、９条に３項加憲論の危険性や、自衛隊を違憲とする議論が自衛隊

の活動の内容をチェックする役割を果たしてきたためその議論の存在に価値があるこ

となどを分かりやすくお話しいただき好評であった。 
衆議院議員選挙で渋谷区を含む７区から選出された立憲民主党の長妻昭氏、７区の

予定候補であった共産党の谷川智行氏からのメッセージも頂き、党派を超えて憲法を

守っていく決意を固める場になった。 
・１１／１１ 働くみんなの渋谷集会（渋谷勤労福祉会館） 

    地域のユニオンを中心として開催された集会で、当事務所の久保木弁護士が講師を

務めた。 
  ③なんでも相談会 
    渋谷社保協の主催で、医師、区議とともになんでも相談会を行っている。生活保護

に関する相談なども多く寄せられ、生存権を現場から守る取組みになっている。 
 
（２）中野 

①街頭宣伝 
  毎月２回、無党派市民による宣伝が開催されている。当事務所の事務所会議と時間が

かぶってしまうため毎回の参加はかなわないものの、たびたび弁護士が参加しスピーチ

を行っている。 
 ②ローカルデモ 

・５／２７と１２／８の２回、中野区内での集会・ローカルデモが行われた。 
 党派を超えて多数の区議が参加している。 

 ③集会企画 
・３／９ ９条の会中野・連続学習会「共謀罪」 
・８／３１ 憲法学習会／孫崎享氏（９条の会中野） 
・１２／１ 小森陽一講演会（中野革新懇、中野９条の会、９条の会のがた、中野南

部９条の会、中野土建９条の会共催） 
 ④なんでも相談会 

医師、区議と共同し、毎月第４水曜日に、中野駅前で無料なんでも相談会に取り組ん

でいる。 
 
（３）杉並 

・２／１８ 杉並大街宣 
・１１／２１ 杉並憲法の夕べ 
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２ 市民連合の取組み 
  安保法制の廃止、立憲主義の回復、個人の尊厳を守る政治の実現の３つを共通理念とし

て、東京７区（渋谷・中野）で野党統一候補擁立を目指す「選挙で変えるしぶや・なかの

市民連合」を結成し、都議選、衆議院選挙に向けた活動を展開した。 
  衆議院選挙に向けて、立憲民主党の長妻昭氏と共産党の谷川智行氏と各党及び無所属の

区議を招いたキックオフ集会の開催、２０１６年参議院選挙における「市民連合みえ」の

取組みに学ぶ集会を開催した他、水面下で両党との交渉を続けた。衆議院選挙では、両氏

と政策協定を結び、候補者の一本化が叶った。 
  都議選では、共通理念の範囲での取り組みを試み、安保関連法、共謀罪等の憲法問題を

含む公開質問状を各候補に送り、その結果をインターネット上で宣伝した。２回、街頭で

「選挙に行こう」宣伝を行い、風船などで明るい雰囲気をつくりながらシール投票を呼び

かけ、多くの市民と対話することができた。対話の中で、憲法の話や各候補の憲法問題へ

の姿勢について対話を進めた。 
 
３ 講師活動 

担当地域において、９条の会、労働組合を初め、市民連合の活動を通じて知り合った無

党派の市民に企画してもらうなどして、多くの憲法学習会、共謀罪学習会の講師を務めた。

協会や保育園で行うこともあった。 
 また、事務所の担当地域だけでなく、弁護士の居住する地域でも定期的に講師活動にと

り組んでいる。 
 
４ 事務所での取り組み 

①事務所をあげて、以下の集会に参加した。 
・３／１４ 共謀罪上程に反対する市民集会（弁護士会館 1701） 
・３／１４ 共謀罪国会提出許さない国会正門前集会 
・３／１６ デモ＆院内集会（霞門・衆議院第二多目的会議室） 
・４／１３ 安倍政権退陣新宿西口街宣（総がかり行動・市民連合） 
・４／２５ 総がかり・議院会館前行動（衆議院第２議員会館前） 
・５／３ 憲法集会（有明・東京臨海防災公園） 
・５／１８ 憲法２５条を守る５・１８共同集会（日比谷野音） 
・６／２ 「九条の会」講演会（杉並公会堂大ホール） 
・６／１５ 総がかり行動・国会図書館前○共謀罪 
・７／１１ 緊急国会行動（衆議院第２議員会館前） 
・７／１１ 共謀罪廃止７・１１集会（文京区民センター） 
・７／１３ 改憲問題対策法律家６団体連絡会集会 
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・９／１５ 共謀罪廃止大集会（日比谷野音） 
・１０／７ 横田基地もいらない市民交流集会（福生市民会館） 
・１１／２９ 安倍改憲は許さん！院内集会（法律家６団体） 

 ②ＦＡＸ要請 
 ４／１８付で法務委員宛に連名で提出 

 

 

東京南部法律事務所の３０００万人 

署名の取り組み 

                                       東京南部法律事務所  田村 幹彦 

１ 事務所での３０００万人署名の取り組み 

    東京南部法律事務所では、まず目標をどう設定するか論議した。「戦争法の廃止を求め

る統一署名」（２０００万人署名）のとき、大田の共同センターが１０万筆を目標とした

ことを踏まえて、その５％の５０００筆を目標とすることを決めて、超過達成した。３０

００万人署名の大田の目標は５割増し１５万筆（実際の目標は１７万筆）と聞き、事務所

でも７５００筆を目標としようと議論し取り組むことになった。 

  事務所では所内で憲法ＰＴをつくり、ＰＴが中心になって宣伝、学習会・講演会の企画

を行っている。３０００万人署名についてもＰＴを中心に、集約や企画を議論し事務所に

提案している。最初の取組は、２０１７年１０月、総選挙に先立つ時期に「ヒロシマ・ナ

ガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」とあわせ、依頼者、各団体等に約６８００

通を発送し、署名への協力をお願いした。この発送では約２３００筆の署名を集めた。事

務所会議では、毎回それまでの集約数を報告し、さらに署名を集めるために議論もしてき

た。 

  そして、さらに署名を集めるため、事務所ニュースの新年号にも署名用紙を同封した。

事務所内では、すでに協力して頂いた方にも再度協力をお願いするのはどうか、との議論

もあったが、「まだ署名をしていない人たちにも拡げてください」というお願い文ととも

に発送した。この原稿執筆時（１月２４日）の集約数は約３１００筆。今回の２回の発送

でも、財政的負担を厭わず、返信用封筒を同封した。以前の「戦争法の廃止を求める統一

署名」（２０００万人署名）の時の教訓でもあるが、返信用封筒を同封することが署名集

約に効果的である。 

    その他、昨年９月１９日、１１月１０日、本年１月１９日にＪＲ蒲田駅東口で昼休み宣

伝、２０１８年２月２日に『自民党の「加憲」という改憲案』をテーマに学習会を行った。 
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 ２ 「安倍９条改憲ＮＯ！オール大田区民アクション」立ち上げ 

    東京南部法律事務所の弁護士も参加する「弁護士９条の会おおた」が呼びかけ、党派を

超えて２０１５年に結成された「戦争法反対オール大田実行委員会（略称オール大田）」

は、憲法改悪に反対するため、様々な活動を行ってきた。今回「安倍９条改憲ＮＯ！全国

市民アクション」の３０００万人署名の呼びかけに対して、「オール大田」内での議論で

も、この呼びかけに呼応して運動を進めることが重要だという結論になり、①大田区内の

「安倍９条改憲」に反対する３０００万人統一署名、②大田区民、諸団体による大小の集

会や街頭キャンペーン、を中心とした活動をする会を立ち上げることになった。 

  まず、昨年末に区内の著名人（作家、宗教者、学者、医師、有資格者等）に「呼びかけ

人」になってもらうことを要請したところ、１４名の方々が呼びかけ人に名乗りを上げて

下さった。そして、その１４名の呼びかけで、本年１月１８日に「キックオフ集会」を開

き、正式に「安倍９条改憲ＮＯ！オール大田区民アクション」を立ち上げた。 

  この会の企画第１弾として、１月２８日にＪＲ蒲田駅西口で大宣伝をおこない、３月２

８日には大集会を行う予定。今後は、さらに呼びかけ人や賛同者を増やすこと、随時、署

名集約数を報告し合い、５月までに大田区内での目標１７万筆を集めるため活動していく。 

 

３ その他の活動  

    事務所で参加している「憲法改悪反対大田区共同センター」では、毎月駅頭宣伝を行っ

ており、所員も参加している。また、「憲法改悪反対大田区共同センター」も「オール大

田」、「大田区民アクション」に参加し、署名に取り組んでいる。 

    その他、学習会・憲法カフェの講師、各団体の大会・総会、旗開きに出席して、憲法改

悪阻止・署名について訴えている。 

    なお、「オール大田」「共同センター」など各団体での報告議論では「戦争法の廃止を

求める統一署名」（２０００万人署名）の時よりも動きが鈍いという共通した意見が出さ

れている。５月までに署名をやりきるには、さらに運動を盛り上げることが必要で、東京

南部法律事務所もさらに運動を盛り上げていく。 
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◇教育 
武蔵村山市道徳教科書採択に対する取り組み 

                  三多摩法律事務所  植木 則和 

１ 武蔵村山市のこれまでの教科書採択 

２０００年に発生したいわゆる国立２小事件の際に、国立市の学校指導課長の立場にあ

った持田浩志氏が武蔵村山市の教育委員長に就任した後、２０１１年、２０１５年に行わ

れた中学校教科書採択において、歴史・公民のいずれも育鵬社の教科書が採択されました。 

２０１１年の採択時には、実質的な議論がなされないまま休憩中に採択する教科書の一

覧表が用意され、これに従って一括で採択するという暴挙がなされました。これを踏まえ

て、「武蔵村山子どもの教育と文化を育てる会」（以下「育てる会」）が中心となり、具

体的な手続きを定めた採択要項の策定や、各教育委員への申し入れを行いました。その結

果、２０１５年の採択時には各教育委員が意見を述べた後に採決が行われ、手続き面での

改善はありましたが、残念ながら５人中３人の多数決で育鵬社教科書が採択されました。 

このような経緯のなかで、昨年８月１８日の教育委員会において、次年度から用いられ

る小学校道徳教科書採択手続きが行われました。今回の小学校道徳教科書には育鵬社は参

入しておらず、代わりに日本教育再生機構の道徳教育の中心メンバーが監修・編集執筆者

に名を連ねている教育出版の教科書が採択されることが懸念されていました。 

 

２ 採択当日の状況 

当日は、４８席の傍聴席に対して７９名の傍聴希望があり、定員を超えた方々は別室に

て音声のみの傍聴となりました。採択手続きの経過は以下のとおりです。 

（１）教科書展示会、アンケート結果、事前に寄せられた要望・意見の報告 

冒頭で、教科書展示会への来場者数やアンケート回答者の総数、そのうち市内在住者

の人数等の客観的な数字のみの報告がありました。ちなみに、武蔵村山市では２週間の

法定展示に加えて３日間の特別展示を実施しました。 

事前に、育てる会、新婦人武蔵村山支部、都教組北多摩西支部等の４団体１個人から、

「現場の教職員の意見を尊重してほしい」「採択要項に基づいて適正な手続きで行って

欲しい」等の意見・要望が寄せられた旨の紹介がありました。 

その後、この時点での質疑応答がなされたのですが、その中である教育委員から、「採

択にあたっては、道徳が教科になった理由、これまでと何が違うのかを共通認識にする

べきである」との意見が出されました。これに対して教育指導課長が、学習指導要領の
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記載内容を説明したうえで、都教委が作成した調査研究資料において主たる評価項目と

して挙げられている８つに加え、「『その他』として国旗・国歌について取り上げてい

る記述を調査するという項目もあります」と説明しました。 

（２）資料作成委員会からの報告、質疑・応答 

その後、資料作成委員から、採択資料に基づき、各教科書の特長等が説明されました。 

説明に続いて教育委員からの質疑では、いじめ問題の取り扱いや別冊教材の評価など

に関する質問もありましたが、「国旗・国家の取り扱いについてどのような意見がでた

か」「先人から学ぶという視点に関する取り扱い方はどうか」といった、教育出版の特

長を引き出すことを意図したような質問も含まれていました。 

（３）「協議」（各教育委員の意見） 

資料に関する質疑・応答を踏まえて、「協議」と称して各教育委員が自身の意見を述

べる機会が設けられました。各教育委員の発言の概要は以下のとおりです。 

① Ａ委員 

最低限のルールやマナーを身につけることに加え、「伝統と文化の尊重」や「国

や郷土に対する想い」も重要である。 

→教育出版 

② Ｂ委員 

それぞれ特長があるが、道徳教育においては、保護者の利用を意識して家庭との

連携を図れる教材という観点を最も重視すべき。 

→学校図書 

③ Ｃ委員 

各社それぞれ工夫がある。家族も含めて話せるという意味では学校図書が優れて

いるが、子どもたちに多面的な考え方を身につけさせるという点を最も重視すべき。 

→東京書籍 

④ Ｄ委員 

国旗国歌の取り扱いは教育出版がよい。子どもが自分のこととして捉えるために

身近なものを教材に選び、読み物として優れているかどうかを最も重視すべき。 

→東京書籍 

⑤ 持田教育長 

  道徳教科化の経緯を考えて、これまでと同じではなくどう異なるかが大事。問題意

識の導入が丁寧、先人から学ぶ教材が多い、国旗・国歌をしっかり取り扱っていると

いう観点を重視すべき。 

→教育出版 

このように、各教育委員の意見が出揃った時点では、教育出版２名、東京書籍２名、

学校図書１名でした。しかし、全く意見交換をすることなく、持田教育長が突然「総合

的に判断して、教育出版でよろしいでしょうか」と発言しました。傍聴席からは「きち
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んと議論しろ」「明らかに同数じゃないか」等の声が上がりましたが、全く意に介さず、

そのまま１０分間の休憩に入りました。 

（４）採決 

休憩中に、教育出版社の道徳教科書が記載された「別紙」が準備され、休憩後に持田

教育長から「別紙のとおりに提案します」と説明がありました。続いて提案に対して質

疑応答と討論の時間が設けられましたが、いずれにおいても教育委員から発言は全くあ

りませんでした。その後、持田教育長が採決手続きに入ると、「これで本当にいいのか」

「何も議論していないじゃないか」といった声が傍聴席から上がるなか、全ての教育委

員が挙手し、教育出版が採択されました。 

 

３ 採択手続きの問題点 

今回の採択では、各教育委員が自身の意見を表明し、形式的には採決が行われ、要項に

沿った手続きで進みました。もっとも、上記のとおり、教育委員の意見は教育出版と東京

書籍がそれぞれ２名で同数であったにも関わらず、何ら議論のないまま、持田教育長の「総

合的に判断して」の一言で、実質的に教育出版に決定したといえます。また、教育出版の

特長をあえて引き出すような質問が複数準備されていたようにも見受けられ、教育委員会

での適切な議論によって導かれた結論とは到底いえません。 

 

４ 市教委への申し入れ 

上記のような経緯を踏まえ、昨年９月１１日付けで、選定にあたって実質的な議論がな

されておらず、教育長の「総合的に判断して」の一言で結論を決めた手続きには著しい瑕

疵があることを理由に、採択のやり直しを求める申入書を市教委に提出しました。ところ

が市教委からは、充分な検討がなされることはなく、採択手続きは適切であったのでやり

直しは不要であるとの回答がありました。 

 

５ 今後の対策 

採択を傍聴して痛感したのは、各教育委員が率直に意見交換できる雰囲気がより必要で

あるということです。教育長である持田氏の意向を酌んで、議論の場で発言を躊躇したり、

採決の場面でもしばらく時間をおいてから渋々挙手した教育委員もいました。今年予定さ

れている中学校道徳教科書採択に向けて、引き続き各教育委員が自信を持って自らの意見

を表明できるような働きかけを重点的に行っていく予定です。 
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大田区における道徳教科化にむけた  

取り組みについて 

                                 東京南部法律事務所  長尾 詩子 

第１ はじめに 

２０１５年８月、大田区では、区民の力で、歴史・公民の育鵬社教科書を採択させま

せんでした。この成果を踏まえて、２０１７年８月には、道徳の教育出版の教科書を採

択させませんでした。 

この間の教科書問題については、「公正な教科書採択を求める大田区民の会」（以下、

「区民の会」。２００１年に「つくる会」教科書採択の動きを受けて結成。元教員や教

育、歴史に関わる研究者等が中心となる個人加入の団体）、「大田子どもの教育連絡会」

（以下、「子ども連」。２０１４年１０月に再開。新婦人や都教組、東京南部法律事務

所が事務局としてまわしている民主的団体中心の団体）が中心になって取り組んできま

した。 

大田区におけるこれらの団体の取り組みについて、報告をします。 

 

第２ 大田区内における取組 

 １ キックオフとなった９・２５教育のつどい 

キックオフは、２０１６年９月２５日の「９・２５教育のつどい ｉｎ 大田」でし

た。上記２団体以外の団体、個人にも参加していただく実行委員会形式での開催でした。 

内容としては、子どもと教科書全国ネット２１の鶴田敦子先生と道徳の教科化を考え

る会の宮澤弘道先生のお話の２本柱でした。 

鶴田先生は、道徳は、内容（道徳は普遍的な価値ではない。国民的合意はない）、方

法（道徳は、徳目を理解するのではなく、生活の問題に即して考え、話し合い、判断す

ることが必要である）、評価（道徳は人間の生き方に関することであり、評価してはい

けないし、評価できない）の３点から、教科化することは適切ではないと丁寧にご説明

の上、学習指導要領と文部省の道徳教科書のパイロット版の問題点を具体的に指摘して

いただきました。 

宮澤先生は、「国のカタチ」という言葉から、フランスと日本の子どもではイメージ

するものがちがうというとても興味深い導入から始まり、保護者が「道徳」と「しつけ」

を混乱していて保護者が道徳の教科化を望む傾向があること、子どもは道徳を授業で取

り上げるということになると抽象的事例で判断して答えを探すゲームのようになって

しまうという問題点の指摘がありました。その後、具体的に、現在の道徳の授業でも使

われている文部省道徳教育指導資料に記載されている「手品師」を参考にしながら、全
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文読み、中断読み、分断読みの場合の子どもの反応の違い、結論まで読む全文読みの場

合子どもがその結論に左右されるといった非常に興味深い研究結果の話がありました。 

日曜日昼間の時間帯に行い、道徳教科化問題の「当事者」である子育て世代のみなさ

んに来てもらえるようするなどの工夫の結果もあり、１００人を超える参加で、大田区

内に「道徳教科化問題がある」ということを周知したという目的は達成できたと思いま

す。 

（詳細な報告は、「大田子どもの教育連絡会」のフェイスブックページを見てくださ

い）。 

 

 ２ ６・１０教育のつどい 

     次のポイントは、６月１０日、つまり教科書展示中の学習会でした。 

   現役小学校教諭を講師に、具体的に教科書の記載を紹介しながら、それの解説をし 

   ていくという形での学習会でした。 

    ８社、６学年の合計４８冊すべてを網羅することは到底できませんでしたが、それ 

でも多数の教科書の記載を紹介していただきました。具体的な記載を紹介していた   

だくことで、展示会で、多くの人が、「●●教科書の●●という記載について、私は 

●●●と考えます」と、より具体的に、より適切な意見が書けるようにすることが目 

的でした。 

   個人的には、何社かの教科書で、スウェーデンの「わたしのせいじゃない」という絵

本の真似をしていることについての説明が非常に印象的でした。スウェーデンの「わた

しのせいじゃない」という絵本は、クラスでの問題について知らんぷりしている「わた

し」の言い訳を書いて、最後に「わたしのせいじゃない」との言葉でしめた後、戦争被

害者の写真、公害の写真などを続けて並べます。この言葉の後の写真が続くことで、「わ

たし」が黙っていることにより戦争や公害はおきるのだということを暗に示して、子ど

も達に自分と社会の関係を考えさせようとしています。しかし、日本の教科書会社にお

ける真似は、「わたしのせいじゃない」の言葉で終わり、その後の写真はなく、社会的

問題へ考えさせるという記載にはなっていないのです。 

 

 ３ 展示会への参加 

この６・１０つどいを踏まえて、区内では、教科書展示会に行く取り組みを行いまし

た。 

私の個人的感触ですが、道徳教科書は、社会科ほど「事実」が問題にならないことも

あり、一見わかりにくく、なかなか拡げるのが難しかったです。 

しかし、そのなかでも、まさに小学生や中学生をもつ親世代は、実際の教科書をみる

と、強い危機感をもち、ＳＮＳ等でもさかんに投稿していました。 

（何人かの感想を、「大田子どもの教育連絡会」のフェイスブックページでも紹介し
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ています。ご関心ある方は見てみてください）。 

 

第３ 教育委員会での議論 

   ８月４日、大田区では、東京書籍４，学校図書２という委員の意見分布の結果、東京

書籍に決まりました。 

   当日は、委員会室からあふれるほどの市民が傍聴に駆けつけてくれました。 

今回の審議では、２０１５年の時と比べても、教育委員一人一人が、自分の言葉で、

意見を述べていたことが印象的でした。 

例えば、「偉人伝を読んだ時のもやもやを大切にしてほしいと思う。偉人伝を読んで

『いい』と教室内が一色にならないようにしたい。一色に染まった教室のなかでは、子

どもはすぐに答えをみつけてしまう。手品師という話しは、全社がとりあげているが、

『誠実に生きるとはどういうことか』などといった発問をして、手品師の選択が誠実な

のだということを押しつけるようなことはしたくない。子どもが自由に考えることので

きる機会を残したい」と言う委員もいました。 

このような意見を、傍聴席のほうをみながら話してくださる委員を見ると、傍聴には

「ただそこにいる」というだけではない、大きな意味があるのだということを実感でき

ました。 

 

第４ 教科書採択運動の今後 

   安倍首相がいつまで首相でいるのか不明ですが、それでも「安倍教育改革」と言われ

るような教育改革の流れは、残念ながら当面は続くでしょう。 

   今年は中学校の道徳教科書、来年は中学校の社会科を始めとする教科書の採択が続き

ます。毎年のように続く教科書採択に対して、毎年同じ構え又はより大きな構えで取り

組むことは、本当に地域にとって大変なことと思います。 

   地域によっては子育て世代の活動家が少なくて最も関心があるはずの子育て世代への

アプローチが難しいところもあるかと思います。 

   そのような中で、自由法曹団員が地域に根付いて、知恵を出しながら、地域のみなさ

んと一緒に活動していくことは大きな力になると思います。 

   「教育」によって、ただ言われたことを聞くだけで批判することもない、戦争に反対

しない子どもを作るなんてとんでもないことです。今を生きる大人の責任として、今を

生きる法律家として、共にがんばりましょう。 
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「教科書・新宿ネットの取組み」 

東京法律事務所  川口 智也 

１ 教科書・新宿ネットについて 
「教科書・新宿ネット」とは、子どもたちの教育と教科書について関心をもつ保護者な

どの区民や教職員、弁護士などでつくる新宿内のネットワーク組織であり、市民の声を新

宿区の教育行政に届けるという趣旨で作られた団体である。教科書・新宿ネットには、新

宿区民や教職員ＯＢに加え、あかしあ法律事務所から２名（大久保佐和子団員及び事務局

赤川理惠）、東京法律事務所から３名（長谷川悠美団員、川口智也団員及び事務局冨田布由

子）が参加している。 
２ 道徳教科書採択に関連する活動の内容 
（１）新宿区における教科書採択の手続きの流れ 

従前より新宿では、教職員や保護者等の意見を反映して教科書を採択する仕組みが取

られてきた。新宿区の教科書採択までの手続きの流れは、下記のとおりである。 
 ①各校で教科書をＡＢＣでランク付けして、全校分合計した「学校報告」と、調査委員

会（区から委嘱された数名の教員と各教科担当校長で構成される）がＡＢＣでランク

付けした「調査委員会の報告」を作成し、審議委員会に提出する。 
 ②審議委員会（１２名で構成、校長・教員、指導主事、ＰＴＡ代表・学識経験者が４名

ずつ）が、各教科書をＡＢＣでランク付けをして教育委員会に答申する（「審議委員会

の答申」）。 
 ③教育委員会は、「学校報告」・「調査委員会報告」と「審議委員会の答申」を踏まえ、教

育委員自身でも調査研究を行った上で、教科書採択を行う。 
（２）新宿区教育指導課課長への申入れ及び要望書の提出 

２０１７年５月、教科書・新宿ネットは、道徳の教科化や公表された道徳教科書の内

容、検定意見を受けて各出版社が行った修正等の問題点について、検討を行った。同年

６月１２日、その検討結果を踏まえ、新宿区教育指導課長と面談し、直接申入れを行う

とともに、新宿区教育指導課長及び教育委員宛てに「道徳教科書採択に関する要望書」

を提出した。この面談には、教職員ＯＢ２名と弁護士２名、法律事務所の事務局１名が

参加した。 
この際に提出した要望書の概要は以下のとおりである。 
①道徳の教科化に関する問題点の指摘 
②申入事項 
ⅰ 道徳の教科化は、思想良心の自由を侵害するおそれがあることを踏まえ、教科書

の採択に際して、各教科書の内容を精査し、子どもに対する画一的な考え方を押し

つける道徳教育が行われないよう配慮を尽くして審議すること。 
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ⅱ 教科書採択の審議をするにあたり、区民の声が的確に反映される仕組み作りを進

めること。 
ⅲ 子どもたちの状況を一番よくつかんでいる教職員の意見を踏まえて、これを反映

した教科書採択を行うこと。 
ⅳ 区民の教科書閲覧の機会を十分に保障するため、前回採択時より閲覧日時を増や

し、会場数を増やすこと。同時に、教科書の閲覧について、各小中学校を通じて事

前に保護者にも知らせること。 
  ⅴ 次回の教科書採択から、各教科の見本本を全校に配布するよう、文科 省に要求

すること。 
また、面談に応対した新宿区教育指導課課長に対し、下記の内容につき、直接申入れ

を行った。 
   ①「展示会」の見本本を増やしてほしいという要望に関連し、冊数をどこで決めてい

るのか尋ねたが、指導課長も把握していなかった。仮に都が基本方針を決めている

としても、区レベル（現場）からの要望する声がないと変わらないので、こういう

声があることを届けてほしいと申し入れた。 
   ②閲覧場所（「展示会」の会場）を増やしてほしいという点については、人件費の点で

なかなか難しいという趣旨の回答であったが、図書館であればその心配もないので、

図書館に置くことを検討してほしい。 
③保護者は見本本の閲覧をやっていることもなかなか気づかないことが多いため、学

校の配布物に閲覧を知らせる手紙を配布してほしい。 
（３）展示会アンケートの作成 

その後、２０１７年６月末にかけて、新宿ネットの各メンバーが四谷区民ホール等で

行われた教科書の法定展示会に参加し、道徳教科書候補である見本本を閲覧の上、アン

ケートに記入して提出するという活動を行った。 
（４）教育委員会の傍聴 

同年７月１９日、教科書採択に向け、教育委員会の会議が開催され、教科書の「絞り

込み」が行われた（形式的には８月４日に決定することとされているが、この会議にお

いて事実上、採択する教科書が決定されている。）。新宿ネットでは、教職員のＯＢ１名

と弁護士１名が傍聴した。 
教育委員会の会議の概要は、下記のとおりである。 
学校調査・調査委員会・審議委員会の報告、教育委員からの質疑が行われた後、教育

委員の審議が行われ、各委員の絞り込みの意見が表明された。日文（日本文教出版）が

５名、学研（学研教育みらい）が１名であった。また、学研を推した委員から、「多数決

はしないようにしよう」との意見が出たことで､午後３時～午後５時４５分まで討論が続

いた。 
討論での日文を推した委員の共通意見は、分冊があり教師が指導しやすい、特に若い
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教師が多い中、そのことが重要だというもの。これに対し、学研を推した委員は、道徳

年間３５時間の授業時間の中で分冊があることはボリュームがありすぎると発言。（負担

が大きいという意味だと思われる）また、日文については、分冊も含め、一方向に誘導

されやすい。学研は児童が多様な意見を持ち得るとの内容に関する意見を展開した。 
日文を押した委員の一人が、学研を推した委員の意見で迷う場面もみられたが、最終

的には、学研を推した委員が折れる形で、全委員一致で日文に決定した。 
委員会の冒頭、学研を推した委員が、次のような発言をした（要旨）。「戦前の道徳は

民意を一本化するために行われた。戦後の道徳は、多様な考え方を議論し、自分の意見

を固め社会に出て行くものと考えている。現場の先生の授業を見て、これならいいと思

った。パン屋を和菓子屋など細かいところに目をつけ修正させるのは、一定の方向に考

えをまとめていくことになるのではと警戒する。基本は、国家ということに束ねず、多

様な考えを持つことが重要で、一つの方向にさせない、多様な考えを尊重するものであ

ってほしい。」「そのため、現場の先生が重要で、広い視野とすぐれた指導力を発揮でき

る現場であってほしい。」。 
また、この委員は、論議の中で、教育出版のとは言わなかったが、新渡戸稲造の「武

士道」をとりあげ、武士道を取り上げることが、児童に誤った考えを与えるのではない

かと発言した。 
（５）新宿区で採択された教科書 
   ２０１７年８月４日、新宿区教育委員会（教育長：酒井敏男）は、第 8 回定例会にお

いて、２０１８（平成３０）年度に新宿区立小・中学校で使用する道徳の教科用図書と

して、日本文教出版の教科書を採択した。 
３ 今後の教科書・新宿ネットの活動 

本年（２０１８年）には、中学校の道徳教科書の採択が行われる。昨年と同様に、教科

書・新宿ネットは、新宿区民の声を直接行政に届けるため、教育委員への要請や意見書の

提出、教育指導課との懇談などを行うとともに、学習会や街頭宣伝を開催し、道徳の教科

化や各出版社の教科書の問題点等を広く世間に伝える活動に取り組む予定である。 
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江戸川区における道徳教科化・ 

教科書採択問題に対する取組み 

東京東部法律事務所  鹿島 裕輔 
１ 「教育出版」の小学校道徳教科書の採択 
  平成２９年８月２２日、江戸川区教育委員会は小学校道徳教科書の採択を行い、教育委

員全員の賛成により、「教育出版」の教科書が採択されました。 
  教育出版は日本教育再生機構の道徳教育の中心メンバーが監修・編集執筆者に名を連ね

ており、その内容は「国旗・国歌」を他社よりも異常に大きく偏った取り上げ方をしてい

たり、教材の中には掲載する必然性のない安倍首相や東大阪市の野田市長の写真をあえて

載せています（東大阪市は育鵬社の教科書を採択しています）。 
  その他、多くの問題点のある教科書を江戸川区は採択するという結果になりました。今

回の小学校道徳教科書採択において、東京都で教育出版の教科書を採択したのは江戸川区

と武蔵村山市だけです。 
 
２ 「江戸川の教育を考える区民の会」の活動への参加 
  江戸川区において、上記のような問題のある教育出版の教科書が採択されたため、教育

委員会の姿勢を問い、江戸川の子どもたちを守る運動を早急に立ち上げるべく「江戸川の

教育を考える区民の会」の活動に取り組むことになりました。 
 
３ 教育長への要請、質問書の交付 
  区民の会では、小学校道徳教科書採択についての質問書を作成し、教育長へ要請に行く

ことにしました。質問書の内容は、上記のような政治家の写真を取り上げることや国旗・

国歌の取り上げ方、取り上げる歴史上の人物などの内容面に関するのものと、採択の際に

区民の意見がどのように参考にされているのか、採択の方法としてなぜ投票による採択を

行わないのかという採択のあり方に関するものを記載しました。 
区民の会の世話人らで教育長へ要請に行きましたが、議会開催中のため翌週以降にして

ほしいとのことで、翌週以降に再度要請を求めると、「もう決まってしまったことなので、

一部の団体と会う必要がない。指導室・指導主事に話してあるので、そちらに会って話を

するように」と教育長からの返答が伝えられ、教育長は直接会うことを拒否しました。 
そして、指導室長と会い、区民の会で作成した質問書を教育長及び教育委員全員に必ず

渡すように伝えたところ、指導室長は「答える義務はないですよね？」と極めて不誠実な

回答をしてきました。質問書に対する回答は返ってきておりません。 
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４ 学習会の開催 
  世話人拡大のための学習会（平成２９年１１月３０日） 
  教育出版の教科書採択以降、少人数の世話人で活動を進めてきましたが、今後も継続的

に活動を行っていくためには、組織体制作りが必要であるため、より多くの方に世話人と

なっていただくため、また後述の一般の方向け学習会の準備会としての学習会を行いまし

た。 
  学習会では、東洋大学・武蔵大学講師の大野一夫先生が道徳の教科化、教育出版・道徳

教科書の問題点について、大変わかりやすく解説してくださいました。過去幾多にわたっ

て政治家により「教育勅語」の賛美と道徳教育の必要性が提起されてきたこと、教育勅語

を普及させるのに一役を担っているのが神社であること、道徳教育をめぐって現在起きて

いる家庭教育支援法による家庭教育への政治介入についてご説明いただきました。 
また、道徳教科書の採択に関して千葉県船橋市の採択の様子を紹介してくださいました。

船橋市では傍聴席は１０５席用意され、実際に傍聴したのは５３名だったそうです。そし

て、指導課事務方から調査選定委員会報告がなされ、「船橋の子どもによいこと」「教師に

とって教えやすい」などの検定が行われ２社を選定し、これを受けて教育委員の方で議論

を行い、その上で「調査選定委員の選定通りでよい」との発言を受けて、２社のうちいず

れを選ぶかの無記名投票を行い、教科書採択を行ったとのことでした。同じ教科書の採択

を行うのに、ここまでやり方が違うものなのかと大変興味を持ちました。 
  さらに、現在教えている大学生からは「参院選、投票に行かなくちゃ、正しい判断？だ

から白票を入れた」「今、政治の話がしにくい」「政治・宗教・野球のことは話さない方が

いいと言われた（いずれも言い争いになり、それを避けるためだそうです）などの声が聞

かれるそうです。若い世代の保守化の一端です。同じような声は現場の教員からも聞かれ

るとのことです。また、学生に調査したところ「教員は、学外であっても市民運動や政治

的運動に関わってはいけない」とする学生は５０％にも及んだそうです。「政治的中立性」

が実際の教育現場では歪んだ形で蔓延していることを表しています。 
  なお、私も僭越ながら憲法との絡みで戦後の教育問題についてお話させていただきまし

た。 
  学習会には２０～３０人ほどの方が参加してくださいました。 
  一般の方向け学習会（平成２９年１２月２０日） 
  一般の方向けの学習会では、子どもと教科書全国ネット常任運営委員の石山久男さんに

安倍政権の教育政策と道徳の教科化の問題、教育出版教科書の問題点についてご講演いた

だきました。 
「特別の教科 道徳」にどのように立ち向かうかについて、石山さんは「道徳」の本来

の意味を考えること、すなわち「道徳」は悪いことはしない、親や先生の言うこと聞く、

いじめをしない、きまりを守る、みんな仲良くなどというごく身近な世界での生き方だけ

の問題ではなく、もっと大きな世界の中での生き方の問題であり、自分と自分をとりまく
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多様で広範囲な他者との関係をどのように作っていくかという生き方の問題であると指摘

しています。そして、このような生き方の問題だと考えると、当然、人によって生き方・

考えた方は違い、対立することもあり、それは各人の内心の問題であって正解を決めるこ

とはできないのであるから、特定の生き方・考え方を強制することは許されないと述べて

いました。このような「道徳」の本来の意味を考えた上で、道徳の教科化を撤回、廃止さ

せる運動に取り組んでいく必要があると思います。 
この学習会には１０５名の方にご参加いただき、区議会議員の方や各種民主団体の方な

ど多数の方が参加されました。 
 
５ 今後の取組みについて 
  まず、次の中学校道徳教科書採択へ向けて教育委員会宛に陳情書を提出する予定です。

そして、今後も道徳の教科化問題を一般の方に知ってもらうために学習会を開催したり、

署名運動などにも取り組んでいく予定です。 
平成３０年には中学校の道徳教科書の採択、平成３１年には小学校の全教科の教科書の

採択（道徳を含む）、平成３２年には中学校の全教科の教科書の採択（歴史・公民、道徳を

含む）が行われる予定であり、今後は継続的に教育問題に取り組む必要がありますので、

引き続き「江戸川の教育を考える区民の会」のみなさんとともに、江戸川区における教育

問題に取り組んでいく所存であります。 
 
 

「教員の働き方改革」の問題点 

さいとう法律事務所  齊藤 園生    

１ 学校は「ブラック」という現実 

 ２０１６年１０，１１月文科省はおよそ１０年ぶりに「教員勤務実態調査」を実施した。

教員の学校内勤務時間は小学校で１１時間１５分、中学校では１１時間３２分。１週あたり

の学内勤務時間を６０時間以上と回答した割合は、小学校で３３．５％、中学校で５７．６％

にのぼる。この数字は１０年前の調査時よりもさらに悪化している。１週６０時間の勤務と

いえば、法定労働時間が４０時間だから、超過勤務２０時間ということであり、月に換算す

ると超過勤務は８０時間を超える。つまり、およそ小学校で３割、中学校で６割の教員は、

過労死ラインである超過勤務月８０時間以上の学校内労働をしているのである。注目すべき

はこの数字はあくまで「学内勤務時間」であり、自宅への持ち帰り仕事時間を含んでいない

ことである。これに持ち帰り仕事の労働時間まで加えると、小学校で５７．８％、中学校で

７４．１％の教員が過労死ラインを超える労働をしているとされる。 

 この調査の報告がなされた後、週刊東洋経済は、「学校が壊れる－学校は完全なブラック
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職場だ」（２０１７年９月１６日号）と書いた。現場の教員に抵抗があるかもしれないが、

民間からみれば、まさに「ブラック」というほかない。これだけ多くの教員が、過労死ライ

ンを越える労働をしていることは、学校教育制度の根幹を揺るがしかねない問題である。 

 

２ 文科省の「働き方改革」の問題点 

 文科省もこの実態調査をうけ、「長時間労働は看過できない状況にある」と認識を示した。

そして、中央教育審議会の「学校における働き方改革特別部会」の中間まとめをうけ、２０

１７年１２月２６日緊急対策を打ち出した。 

 緊急対策は、業務の改善・適正化、組織運営の見直し、時間外労働抑制のための必要な措

置など、様々な対策をあげている。これらの対策が全く無意味とは言わないが、「看過でき

ない状況」とまで至った教員の長時間労働を改善できるかは大いに疑問である。対策の基本

発想が、もっとしっかり管理を強化すれば無駄は省ける、労働時間は短縮できるという点に

あるように思えるからである。たとえば「業務改善」では、登下校の指導や、給食費の徴収、

部活や授業準備など、教員の仕事で外注化できるものがあるのだから、もっと思い切って合

理化しろと言っているようだし、「組織運営の見直し」では文科省内に教員の勤務時間や人

的配置などを一元管理する組織を作るだとか、管理職のマネジメント能力を向上させるだと

か、改善のためにはもっと上から、しっかり管理しようということのようである。 

 そもそも教員の長時間労働を招いている根本的原因は、教育現場への管理統制を強化し続

け、過大な課題を押しつけてきた歴代の文科行政の姿勢があるのに、緊急対策には、この点

への反省はない。文科行政は、学習指導要領を教育現場に押しつけ、授業時数確保というか

け声の下、長期休暇の短縮や土曜授業の開始など教員の負担をますます増やしてきた。さら

に、今度は道徳の教科化をし、小学校では英語教育まで押しつけている。また、全国一斉学

力テストを実施し成績公表までして競争主義をもちこみ、校長を頂点とした教員への管理統

制を強化している。その結果、授業でも、学校行事でも教員の自由度はますます少なくなり、

学校の成績を上げる教育に汲々とし、日常的に会議や報告文書に追いまくられ、肝心な子ど

もとの関わりには時間が割けない。 

 このような教育現場に無理難題ばかりを押しつけ、管理を強化してきた文科行政の姿勢に

対する反省がなければ、現場の教員の働き方は変わらない。 

 

３ なぜ長時間労働が放置されたのか 

 教員の長時間労働がここまで広がったもう一つの要因は、給特法（「公立の義務教育諸学

校等の教員職員の給与等に関する特別措置法」１９７１年）の存在という特殊な事情がある。 

 給特法は、小中学校の教員には勤務実態の特殊性を考慮し、勤務時間の内外を問わず勤務

全体を包括的に評価して４％の「教職調整給」を一律支給する代わりに時間外手当てを支給

せず、時間外勤務を命じる場合を、４つの場合に限定し、しかも「臨時または緊急やむを得

ない場合」としてる。つまり給特法の眼目は、教員には原則「残業はない」とした点にある。
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しかし、実際には、残業代を支払わない、という点だけが一人歩きし、残業を命じられる場

合を限定し、基本的に残業はないという点は、全く形骸化してしまっている。 

 地方公務員である教員には、労基法の適用があるから（３７条は適用除外）、１日８時間、

１週４０時間という労働時間制限がある（労基法３２条）。給特法の要件を満たさない残業

は、３６条協定がない以上命じられないはずなのであり、給特法の要件を満たさない残業命

令は、３６協定がない以上、労基法上違法となる。現実に教員の長時間労働にきちんとした

残業代を支給すれば、全国で膨大な残業代が支払われるはずである。逆に言えば現在の学校

は、教員達の膨大なサービス残業で、かろうじて維持されているのである。教員たちに抱え

きれない負担を負わせ続けることは、教育そのものを破壊することになる。 

 

４ 長時間労働改善はよりよい教育のために必須  

 現在の教育現場は、「子どものために」という教員の良心にたより、膨大なサービス残業

をさせることで、かろうじて保っている。教員が子どもと向き合い、行き届いた教育を実践

するためには、現在の教員の長時間労働の実態を改善する必要があり、根本的には教員定数

を大幅に引き上げ、少人数学級や担当授業数の上限規制など教育条件の整備を進めることが

必要である。その前の段階でも、例えば労働時間をタイムカードで管理することを徹底する

とか、会議時間の短縮、報告文書の簡易化などまだできる改革も多い。 

 何より、現場の教員自身が異常な働き方を見直し、現場から改善策を提言することが大切

だろう。そして、保護者や住民もこの問題を認識し、教員とともに考える必要があるように

思う。 

 
 

「家庭教育支援法を巡る取り組みと課題」

 城北法律事務所  大久保 秀俊  
１ はじめに 

  安倍首相は武力による平和である「積極的平和主義」を標榜し、「戦争のできる国づくり」

を進めている。そして、安倍首相はこの目的を達成すべく、教育再生を進めている。家庭

への介入を可能とする家庭教育支援法案（以下「本法案」という。）はその重要なピースの

ひとつである。 

 

２ 情勢について 

   国会における動き 

  自民党は２０１６年１０月２０日に「家庭教育支援法案（仮称）」（未定稿）を作成し、

その後いくつかの修正を経て、現在の本法案が作成された。２０１７年の通常国会に本
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法案が提出される見通しであるとの報道がなされていたが、同年の通常国会への法案提

出はなく、今年の通常国会への提出も未確定な状況にある。 

   しかし、本法案が教育再生の重要なピースであり、戦争のできる国づくりに不可欠な

ものである。法案提出のタイミングは必ずやってくるのではないか。 

   実際に、昨年の通常国会において、衆参にそれぞれ、本法案制定に対する請願がなさ

れていたほか、このたびの特別国会においても、衆議院に対して４５１名から本法案制

定に対する請願がなされている。 

   文部科学省における動き 

   文科省は「家庭教育支援の推進方策に関する検討委員会」を設置し、家庭教育支援の

在り方に関する取り組みを進めている。実際に、学校や家庭、地域の連携協力推進事業

や家庭教育支援チームによる訪問型家庭教育支援の実施、家庭教育支援を担う人材の確

保に関する事業などが実施されている。 

   地方公共団体における動き 

熊本県における、くまもと家庭教育支援条例の制定（２０１３年４月１日施行）を皮

切りに、本法案提出に先立って数多くの家庭教育支援条例（８都道府県、５市町村）が

制定・施行されている。 

いずれの条例も本法案と総体としてみれば、本法案が推し進めようとする家庭教育の

浸透に地方公共団体が協力するという構図になる。すでに、法案提出前から地方公共団

体レベルでの介入が始まりつつあるのである。 

 

３ 家庭教育支援法の内容 

  本法案は「同一の世帯に属する家族の構成員の数が減少」、「家族が共に過ごす時間が短

くなったこと」、「家庭と地域社会との関係が希薄」になったことから「家庭教育を支援す

ることが緊要な課題」であるとする。 

  そして、「父母その他の保護者の第一義的責任において、父母その他の保護者が 子に生

活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた

発達を図るよう努めることにより行われるものである」と規定している。これらの規定か

らすれば、子育ての支援をするのではなく、保護者をはじめとする地域の住民に子育ての

義務を課すこととなる。しかも、条例においては、義務の内容について、より具体的な規

定をもつものがある。例えば、岐阜県の条例には、「基本的な生活習慣」、「自立心」、「自制

心」、「善悪の判断」、「挨拶及び礼儀」、「思いやり」、「命の大切さ」、「家族の大切さ」、「社

会のルール」といった８項目が列挙されており、保護者がこれらを子どもに教えることが

強制されている。 

  このように、本法案は家庭教育の支援と称してあるべき「家庭教育」に介入するもので

ある。 
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４ 運動の課題と本法案に対する取り組み 

  本法案の中身自体は家庭への支援という抽象的で耳触りの良い言葉で書かれるなど、危

険性が伝わりにくい。実際に、家庭に対する支援は必要であるという意見がよく聞かれる。

これらの問題に対して必要なのは、子どもが育ちやすい・育てやすい環境の整備であって、

保育を取り巻くインフラ整備や労働条件の確保、経済的格差の縮小のはずである。しかし、

本法案の目指すものは、家庭教育への支援ではなく介入であり、何ら解決策になりえない。 

本法案は家庭への介入を通じて戦争を遂行する人材を確保するためのものである。この

ことは戦時中に大東亜共栄圏を確保すべく、教育勅語による学校教育と戦時家庭教育指導

要項による家庭教育が実施されていたことに類似する。戦時家庭教育指導要項においては、

総動員体制に向けて家庭教育の内容が規定され、これに即した家庭教育が強制されていた。

家庭教育支援法においても、あるべき家庭教育が規定され、家庭への介入がなされる。 

  このような類似からも明らかなように、家庭教育支援法の危険性を伝えるうえで、戦時

家庭教育指導要項に学ぶところは多い。そこで、同期同事務所の久保木太一弁護士ととも

に同要項の歴史的背景等も踏まえつつ「超訳」を作成した。自由法曹団のホームページか

らダウンロードできるので、講演・憲法カフェ等の一助としてほしい。

（http://www.jlaf.jp/html/menu2/2017/20170913143259_5.pdf） 

  現在、安部改憲に反対するべく、３０００万人署名が実施されている。皆の意識は憲法

９条への自衛隊明記にあり、家庭教育支援法への反対どころではないのかもしれない。 

憲法９条に自衛隊が明記されることの危険は言うまでもないが、それのみで直ちに日本

が単独で戦争をできるわけではない。戦争をするためには兵士が必要である。繰り返し述

べるように、そのような人材つくるためにも本法案が存在する。憲法９条への自衛隊明記

に対する反対だけでは足りない。特定秘密保護法で軍隊の存在を見えなくさせ、戦争法や

９条改憲で自衛隊を国外に出られるようにし、軍隊化させていく、共謀罪で反対する口を

封じ、教育再生を通じて、戦争を遂行するための人材を育成確保していこうとしているの

である。 

今後の運動においても、家庭教育支援法が戦争可能な国に至る重要なメニューのひとつ

であることを強調し、３０００万人署名の獲得と連動していなかれればならない。 

このように、本法案に反対する運動においては、家庭に介入し特定の価値観を押し付け

るものであるというこの法案自体の問題点、そして、介入した結果、我々の生活にどのよ

うな変容をもたらすのか、もたらしうるのかという点を伝えていかなければならない。そ

のためにも、問題点について理解したひとりひとりがそれを他者へと伝えていかなければ

ならない。わかりやすいリーフレット等の作成・活用も有用であろう。 

 

５ おわりに 

  現在、通常国会に幼児教育振興法の提出が見込まれているようである。こちらも家庭教

育支援法と同様に「幼児教育の振興についての基本理念等を定め、施策を総合的に推進す
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る」とされており、幼児教育への介入が危惧される。 

 本法案の行きつく先を広く周知し、断固としてこれに反対する取り組みを続けていきた

い。 
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◇労働・貧困 
労働法のない世界を作り出す安倍「働き方改革」

代々木総合法律事務所 鷲見 賢一郎 

１ 「働き方改革」一括法案 

  厚生労働省が２０１７年９月８日に労働政策審議会に諮問した「働き方改革を推進する

ための関係法律の整備に関する法律案要綱」について、労働政策審議会は、９月１５日、

厚生労働大臣に対して、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。」と答申しました。こ

の答申を受けて、安倍内閣は、２０１８年の通常国会に「働き方改革を推進するための関

係法律の整備に関する法律案」（以下「『働き方改革』一括法案」もしくは「一括法案」と

いいます）を提出し、成立させようとしています。 

一括法案は、高度プロフェッショナル制度、企画業務型裁量労働制の拡大、過労死ライ

ン容認の残業時間の上限規制、格差固定化のパートタイム労働法、労働契約法、労働者派

遣法の「改正」案など、「働き方改革」の名に値するものではありませんが、それにあわせ

て、「非正規雇用」の増大をはかり、さらには「雇用関係によらない働き方」（＝請負委託

等）を増大させようとしています。 

 

２ 「多様で柔軟な働き方」＝「非正規雇用」と「雇用関係によらない働き方」の増大と労

働生産性の向上を図る実行計画 

  働き方改革実行計画（２０１７年３月２８日働き方改革実現会議決定）（以下「実行計画」

といいます）は、「安倍内閣は、一人ひとりの意思や能力、そして置かれた個々の事情に応

じた、多様で柔軟な働き方を選択可能とする社会を追求する。」、「『正規』、『非正規』とい

う２つの働き方の不合理な処遇の差は、正当な処遇がなされていないという気持ちを『非

正規』労働者に起こさせ、頑張ろうという意欲をなくす。これに対し、正規と非正規の理

由なき格差を埋めていけば、自分の能力を評価されていると納得感が生じる。納得感は労

働者が働くモチベーションを誘引するインセンティブとして重要であり、それによって労

働生産性が向上していく。」、「働き方改革こそが、労働生産性を改善するための最良の手段

である。」（２頁）と述べています。 

  上記の意味は、多様で柔軟な働き方＝「雇用期間、労働時間、雇用形態の違う様々な非

正規雇用」と「雇用関係によらない働き方」を増大させるという意味です。その際、各非

正規社員の間の処遇の差を合理的なものにし、納得感を高めることが重要であると言って

います。そして、安倍政権は、納得感を高めるためのツール（道具）として、同一労働同
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一賃金ガイドラインを使用しようとしています。 

  上記のとおり、実行計画は、各非正規社員の間の処遇の差についての合理性と納得感を

図れば労働生産性が向上するとし、働き方改革こそが労働生産性を改善するための最良の

手段であると言っています。このように、実行計画は、「働き方改革」により、労働者の雇

用と労働条件を向上させることを図るのではなく、労働生産性を向上することを図ろうと

しているのです。経営者のための「働き方改革」であって、労働者のための「働き方改革」

でないことは明白です。 

 

３ 労働法のない世界を作り出す「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律」（雇用対策法の一部改正） 

  「働き方改革」一括法案は、雇用対策法の題名を労働施策の総合的な推進並びに労働者

の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（以下「労働施策総合推進法」といいま

す）に変更し、「目的等」に「労働生産性の向上等の促進」を、「国の施策」に「多様な就

業形態の普及」をそれぞれ挿入し、労働施策総合推進法を一括法の基本法にしようとして

います。 

  雇用対策法の「改正」問題は、働き方改革実現会議でもまったく議論されておらず、実

行計画にも書かれていません。それが、突如、２０１７年９月１日の労働政策審議会職業

安定分科会に「改正」の概要案が示され、法律案要綱の中に盛り込まれたのです。 

「労働生産性の向上等の促進」が持っている問題点は、前述したとおりです。労働施策

総合推進法案の「多様な就業形態の普及」は、実行計画の「多様で柔軟な働き方」と同様、

「非正規雇用」と「雇用関係によらない働き方」の増大を意味する言葉です。一括法の成

立を許せば、国会の意思という大義名分の下に、「非正規雇用」と「雇用関係によらない働

き方」が急速に増大させられることになります。「雇用関係によらない働き方」には、労働

基準法、最低賃金法等の労働法の適用は一切ありません。まさに、労働法のない世界が作

り出されるのです。 

 

４ 労働法のない世界を作り出そうとする政府財界の動き 

  ―「雇用関係によらない働き方」を拡大しようとする政府財界の動き 

（１）厚生労働省の「『働き方の未来 2035』～一人ひとりが輝くために～報告書」（2016 年 8

月） 

   「以上見てきたように 2035 年には、個人が、より多様な働き方ができ、企業や経営者

などとの対等な契約によって、自律的に活動できる社会に大きく変わっていることだろ

う。」、「今までの労働政策や労働法制のあり方を超えて、より幅広い見地からの法制度の

再設計を考える必要性が出てくるだろう。前の章で述べた、より多様な働き方も、何ら

かの形での契約が結ばれ、活動が行われている。その点から考えれば、すべての働くと

いう活動も、相手方と契約を結ぶ以上は、民法が基礎になる。当事者間の自由で対等な
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契約が存在する場合には、その枠組みの下で、自由な経済活動と競争が起こり、それぞ

れが、精神的な充実感等の非金銭的なものも含めて、多様な目的をもって充実した活動

ができるのが、理想的な形であろう。」（１４頁） 

（２）経済産業省の「『雇用関係によらない働き方』に関する研究会報告書」（平成 29 年 3 月） 

  ア 「そういった『日本型雇用システム』を見直す契機として、『雇用関係によらない働

き方』をはじめとした柔軟な働き方が重要である。すなわち、これまでの“常識”で

あった、雇用関係による働き方、１社のみでの就業、オフィスでの勤務のそれぞれを

変化させるものとして、『雇用関係によらない働き方』、『兼業・副業』、『テレワーク（在

宅就労）』の３つが互いに折り重なり、『時間・場所・契約にとらわれない、柔軟な働

き方』につながっていき、日本型雇用システムを見直す契機となるものである。」（５

頁） 

  イ 「近年、企業が不特定多数の人に向けて業務委託先を募集する“クラウドソーシン

グ”と言われるような就労形態の活用が広がるなど、請負を中心として、雇用契約に

よらない形で（企業の指揮命令を受けず）働く働き方が普及してきている。プラット

フォーマーと呼ばれる事業者を介して、インターネット上で企業と働き手のマッチン

グが容易にできるようになったことが普及に拍車をかけている。また、プラットフォ

ーマーを介さず直接企業と請負契約を結ぶ働き手や、複数の働き手で連携して企業の

仕事を受注する働き手も存在する。」（６頁） 

（３）労働政策審議会基本部会 

  ア 第１回：２０１７年７月３１日 

イ 審議事項 

① 技術革新（ＡＩ等）の動向と労働への影響等 

② 働く人全ての活躍を通じた生産性向上等に向けた取組 

③ 時間・空間・企業に縛られない働き方 

  ウ 今後の予定 

    ２０１８年夏頃までに報告書をまとめる予定 

（４）厚生労働省の「柔軟な働き方に関する検討会」 

  ア 第１回：２０１７年１０月３日 

  イ 検討事項 

① 柔軟な働き方の実態や課題の把握 

② 柔軟な働き方を普及するためのガイドラインの策定等に向けた検討 

③ その他 

  ウ ２０１７年１２月２５日に下記の報告等を公表 

① 柔軟な働き方に関する検討会報告 

② 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライ

ン（案） 
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③ 自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン（案） 

④ 副業・兼業の促進に関するガイドライン（案） 

⑤ モデル就業規則改正（案）（副業・兼業部分） 

（５）厚生労働省の「雇用類似の働き方に関する検討会」 

  ア 第１回：２０１７年１０月２４日 

  イ 検討事項 

    雇用類似の働き方に関する実態や課題の把握 

 

５ 事実関係に基づく労働者性判断の重要性 

  まず何よりも、政府財界や経営者の取扱いにとらわれず、当該働き方に関する事実関係

に照らして、当該労働者が労働基準法上、労働組合法上等の労働者に該当するか否かを判

断することです。また、テレワーク等の新しい働き方に応じて、必要な立法を講ずること

を含めて、労働者性を広く捉えるように判断基準を緩やかにすることです。当該働き手に

経済的従属性が認められる以上、安易に「雇用関係によらない働き方」を認めてはならず、

労働者として処遇すべきです。 

 

 

首都圏青年ユニオン顧問弁護団の現在の活動 

東京法律事務所   笹山 尚人 

 １ 祝！顧問弁護団結成満１０年 

  どんな雇用形態でも、一人から参加できる。運営は青年自身が担い、自らたたかうこと

を基軸におく青年の一般労働組合。それが首都圏青年ユニオンである。 

  首都圏青年ユニオンの結成は、2000 年 12 月 1 日。数々の労働者の相談にのり、団体交

渉や労働委員会などの場で、青年労働者の要求を実現する活動を行ってきた。2004 年 11

月からは、首都圏青年ユニオンを支える会の活動が開始され、同会の協力のもと、専従を

配置し、さらに活動を発展させてきた。 

  組合の結成以降 7 年にわたり、私は、首都圏青年ユニオンの顧問として活動してきた。

弁護士が関わる事件も多くなり、また、ワーキングプア、貧困問題に取り組む運動の更な

る発展のために、弁護士を多数募って弁護団建設を考えたのが弁護団結成の契機。 

  2007年 12月 6日、弁護団は 13名で結成した。2017年は結成まる 10年となった。 

  結成以来、他県へ転出する弁護士などもあったが、参加を希望する弁護士も増え、現在

弁護団は、67 期を再若手として 25 名となっている。全員団員である（東京支部のほか埼

玉支部のメンバーがいる）。 

結成当初は、労働審判制度の開始ともあいまって、顧問弁護団の弁護士の多くに事件が
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配点される状況であったが、2008 年のリーマン・ショック以降の時期から事件数が漸減し

た。首都圏青年ユニオンに相談のある事例が「派遣切り」に象徴される非正規雇用の事件、

ワーキングプアの事件が増加したためと考えられる。請求金額が 50 万円に満たない賃金未

払い事件では弁護団への配点が難しい。そうしたこともあり、現在弁護団が担当している

事例は 4 件で、私は全事件に関与している。 

結成して 10 年というと一区切りという感じもしないではないが、私としてはまだまだ通

過点という感慨である。全国の労働者が使用者に虐げられる状況はますますひどくなり、

首都圏青年ユニオンのような労働組合の活動と発展はまだまだ必要な情勢である。顧問弁

護団の活動の必要性もまったく衰えていない。顧問弁護団の弁護士としては、これからも

組合と共に奮闘していきたい。 

 ２ ２０１７年をふりかえって１－久しぶりの公開尋問演習の実施 

 (1) ２０１７年の弁護団担当事件の推移 

  2017 年中は当初、担当案件が４件あった。このうち 2 件が解決した。1 件は裁判上の和

解、もう 1 件は、弁護団の裁判提起準備中に組合の運動で交渉がまとまった。残る 2 件の

うち、1 件は判決で勝利、強制執行準備中（2017 年年末時点）、もう 1 件は 12 月に尋問を

経て、和解協議に入っている。 

  2017 年年末に、新規に 2 件の事件相談があり、とりあえず私が内容証明発送の対応をし

た。相手方会社の出方により、担当弁護団結成に進むかどうかを決める、という状況であ

る。 

 (2)公開尋問演習の実施 

  このうち、メンズカットリーダー事件（東京地裁立川支部）では、カフェ・ベローチェ

事件依頼 2 年ぶりに、公開尋問演習を実施することができた。 

尋問前、こちらから用意する証人や本人尋問に対しては、リハーサルを含め準備を行う

のが通常である。このリハーサルは、通常、代理人と当該証人、本人との間で行なわれる

ものであるが、首都圏青年ユニオンの事件では、公開尋問演習という形で行うこととして

いる。 

公開尋問演習とは、要するにリハーサルを、首都圏青年ユニオンの組合員、顧問弁護団、

支える会の会員に対して公開で行う取り組みである。実際にリハーサルを行った後、その

リハーサルに対して参加者から意見交換を行っている。実際の意見交換では、代理人弁護

士の質問についても、証人、本人の答え方についても、厳しい注文がつくことが多い。 

この取り組みの狙いは、主に 3 つである。1 つは、組合員などに開かれたものにするこ

とによって組合員たちが事例を学び、その内実のひどさを共有し、傍聴などの今後の運動

につなげること。2 つは、顧問弁護団は尋問演習を通じ、尋問技術について学習すること。

3 つは、何よりも集団の知恵によって尋問そのものの質をあげ、尋問を成功に導くことで

ある。 

今回メンズカットリーダー事件では、本人に対する尋問の演習として尋問直前の 12 月 7
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日に行った。たまたま、顧問弁護団総会の時期に重なったため、顧問弁護団総会のメイン

イベントとして位置付けることができた。20 名以上が見守る中、弁護士も複数名がこれを

見ながら、青龍美和子団員が主尋問を担当、私が、会社側代理人に扮して反対尋問を担当

した。 

今回の演習でも組合員、弁護団、支える会から多数の意見が出て、その意見交換によっ

て尋問事項は多数の改変を行うこととなり、尋問事項の質は高まった。本人の受け答え方

の練習の必要性も考慮し、演習後、個別のリハーサルをその後 2 回実施した。結果として、

12 月 11 日に行われた本番の尋問は、とてもうまくいき、本人は反対尋問にも適切に対応

できた。 

本件はその後和解協議に入ったところである。 

(3) 公開尋問演習の意義 

    弁護士の尋問技術はもちろんであるが、首都圏青年ユニオンの組合員たちも、「労働者

階級のたたかい」を実践的に学ぶ必要性があると私は考えている。団体交渉や弁護団が担

当している労働法講座も、そうした実践的訓練の一環である。公開尋問演習はそのような

機会として位置付けており、成功している取り組みと思うので、今後も機会があれば必ず

行うようにしていきたい。 

３ ２０１７年をふりかえって２－ＳＰＤセキュリＡ事件の解決 

(1) ＳＰＤセキュリＡの概要と問題点 

 当該組合員は、ＳＰＤセキュリＡ（以下、「会社」という。）との間で期間の定めなく労

働契約を締結している労働者 2 名。会社が受託しているスーパーマーケットでの警備業務に

従事している。勤務形態には日勤と夜勤があり、夜勤の場合終業時刻は午前 1 時 40 分と定め

られている。賃金は日当扱いで支給されていた。 

 問題は、「前超勤」と「深夜手当」であった。 

 会社は、シフト時間開始前から職場に入って着替えや引き継ぎノートの確認を行うことを

求めており、通常そのために 20 分程度時間を要する。この部分についての賃金が未払いであ

った。 

 また、夜勤の場合、午後 10 時を超えて就労することになるが、この部分の深夜手当が支払

われているかいないか、契約上曖昧であった。 

 当該組合員 2 名はこれらの問題を整理し明確にし、未払いの賃金の支給を求めて首都圏青

年ユニオンに加入し、ユニオンは会社に団体交渉を求めたが、会社は、団体交渉を一度行っ

た段階で、2016 年 7 月 25 日、横浜地裁に債務不存在確認請求事件を起こしてきた。 

 当該組合員 2 名は、これを受けて立つとともに、未払い賃金請求の反訴請求を提起した。 

 反訴提起にあたって苦労したのは、会社の当該組合員に対しての支払いが日給として支給

されているものであったが、これが深夜手当を含むのか含まないのか、途中の経過もあって

曖昧なため、時間単価をいくらと想定すべきかが判然としなかったこと。また、前超勤につ

いて、その実態を示す客観的証拠がない中で、前超勤の事実を何分と想定してそれをどのよ
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うに立証するか、ということであった。 

 訴訟は、前超勤の事実の存否と、深夜手当の支払いの有無を争点にこの間推移したが、裁

判所の仲介で和解協議が開始され、2017 年 12 月 21 日、和解が成立した。 

(2) 和解の内容 

 まず和解には、首都圏青年ユニオンが支部であるため、本部である東京公務公共一般労働

組合が「利害関係人組合」として参加している。 

 そのうえで、大要以下が取り決められました。 

１、会社は、警備業に就く労働者と労働契約において、通常の労働時間分の賃金と、時間外

や深夜などの割増賃金とを明確に区分けし、今後警備業に就く労働者を募集する際にはこの

内容を明示する。 

２、会社は、当該組合員２名を含む警備業労働者との間で、上記１の内容の労働契約を締結

する。会社は、労働契約に関しては雇用契約書を作成して労働者に渡し、変更する場合も雇

用契約書を変更したものを作成して労働者に渡す。 

３、会社は、当該組合員２名を含めた警備業に就く労働者に、シフトで取り決めた労働時間

前に出社する義務のないことを確認する。 

４、会社は、厚生労働省のガイドラインが定める労働時間管理を実施し、警備業に就く労働

者の労働時間管理を徹底する。 

５、会社は、年次有給休暇の取得日数、残日数を、当該組合員２名を含めた警備業に就く労

働者に対して個別に説明してその取得を全社的に促進する。 

６、会社は、当該組合員２名と利害関係人組合に対して、解決金８０万円を支払う。 

７、会社は、利害関係人組合から団体交渉申し入れがあった場合、これに誠実に応じる。 

(3) 本件和解の意義 

 私は、本件和解には、大要次の 5 点の意義があると考えている。 

 第一に、前超勤の問題と深夜手当の問題について、解決金の条項において実質的に当該組

合員 2 名の主張が認められた形になった成果が得られたこと、前超勤を今後解消する内容を

勝ち取った。 

 当たり前のことではあるが、シフト以前への準備的な行為についての就労指示をしたなら、

その時間は労働時間と把握され、賃金が発生するものになる。労働基準法の定める深夜割増

手当は、支給しなければならない。これらの原則が確認された。 

 第二に、裁判上の和解としては珍しいことに、当該組合員 2 名にとどまらず、職場全体の

賃金、労働時間、年次有給休暇に関わる合意を形成している点。 

 言うまでもなく当事者を含めた職場全体にいきわたる和解をするということはあまり例の

あることではない。今回の和解は、職場の労働者全体に対する波及効果が明確に定められた

という点に最大の意義がある。 

 なにゆえこのような和解ができたかといえば、私は、当該組合員２名が就労中であって彼

らの労働環境整備が必然の話題になったこと、彼らが問題にしたテーマが「前超勤の根絶・
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深夜割増の支払」という職場に普遍的なテーマであって職場の問題にし易かったこと、 

会社が団体交渉中に訴訟提起をしてきたため、組合がその不当性を訴え、組合に対する収拾

をつけることもテーマになりやすかったこと、組合がこの方針でこの訴訟に敢然と対応した

こと、が理由であろうと考えている。 

 第三に、会社が、労働法遵守路線を明確に打ち出したこと。 

 会社の対応はブラック企業と呼ばれても致し方がないような内容であったが、和解を通じ、

会社は労働法を明確に遵守する路線を打ち出してきた。これ自体当然と言えば当然の態度で

はあるが、なかなかこのように対応できない企業・法人も多い中では、会社の対応も評価で

きよう。 

 第四に、労働組合との誠実協議条項を入れることで、労働組合軽視があってはならないこ

とを明確にしたこと。本件は団体交渉が行われているさなかに、当初会社から債務不存在確

認請求という形で裁判が始まった。こうした団体交渉中に裁判提起するような労働組合軽視

を許すことはできない。そのことについても本件和解は明確にした。 

 第五に、本件和解が、秘密保持ではない形で締結されたこと。第一から第四までの成果は、

大いに誇るべきことであるが、それを世の中全体に伝え広げること出来る形になった。何か

と不祥事を公にしたくないと秘密条項を入れたがる企業が極めて多い中、こうした和解を勝

ち取れたことは大きな成果である。本件の和解協議中も、会社は秘密保持を求めてきたが、

当該組合員と弁護団は敢然とこれを拒絶したので、和解はその前提なしで進められた。 

 顧問弁護団は、この間顧問弁護団事例検討会での検討を通じ、増え続ける秘密保持条項に

いかに対抗するかについて議論を重ね、実践を重ねてきた。その結果、秘密保持をしない内

容での合意を勝ち取るケースも増えてきているが、本件もその流れに続くことができた。 

(4) 担当者 

 本件を担当した弁護団員は、竹村和也（東京南部法律事務所）、中川勝之、私（いずれも

東京法律事務所）である。 

 

４ ２０１８年の展望 

  弁護団は 2017 年年 12 月に開いた 10 周年記念総会で、引き続き事件活動の充実と、労働

組合の組織化のために十二分に組合が活動して弁護団はそこにも貢献していくこと、その

ために 3 か月に一度の事例検討会、毎月の労働法講座、ニュースレターでの原稿提供活動

などを強めることを確認し、さらにＳＮＳ上の露出戦略を組合の内外とともに探ることを

確認した。私は引き続き事務局長を担当する。 

  首都圏青年ユニオンは、財政難から、従来の専従体制 3 名を 2 名にしている。2016 年は

委員長人事に交替もあり、従来の質量を維持する活動自体困難な面がある。 

それでも、組合は敢然とブラック企業とのたたかい、労働者自身がたたかいに立ち上が

る取り組みを継続発展させようと尽力している。 

  今年も、首都圏青年ユニオンの活動に期待し、弁護団としては貢献をしたい。 
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  68期以降の若手の皆様を中心に、もし弁護団への参加希望があったらご一報願いたい。

それほど多数の事件を配点できないかもしれないが、顧問弁護団会議や労働法講座への参

加を通じ、勉強になりスキルを高める機会となることは請け合いである。また、配点の際

は、熟練（？）の顧問弁護団事務局の弁護士を必ず共闘につけるので、その意味でも安心

である。 

                                 

 

社会保険庁職員不当解雇撤回闘争の現在 

東京法律事務所  中川 勝之 

はじめに 
２０１０年１月１日，日本年金機構が設立され，社会保険庁廃止に伴い，２００９年１２

月３１日付けで５２５名の社保庁職員が分限免職処分を受けた。これに対し，全厚生労働組

合に結集する元社保庁職員３９名が人事院に審査請求し，２０１３年に全厚生闘争団を含め

合計７１名の請求者全員について判定が出された。結果は処分取消が２５名（全厚生闘争団

１０名），処分承認が４６名であり，請求者全員における処分取消の割合は３５．２％であっ

た（人事院判定の意義については２０１４年の特別報告集参照）。 
（処分取消の）裁判については，判定前からの京都（１５名，うち３名は損害賠償請求の

み），北海道（１名，札幌地裁）のほか，秋田（４名），東京（３名），愛知（２名），愛媛（３

名）の被処分者が提訴し，地裁判決後，広島（１名）の被処分者が全厚生闘争団に加わった

（合計２９名）。 
最初に提訴した京都の事件については，２０１５年３月２５日に大阪地裁で敗訴判決が出

され，２０１６年１１月１６日に大阪高裁でも控訴棄却となり，１１月２１日に最高裁で上

告棄却・上告受理申立不受理となった。広島（２０１５年１２月２１日広島地裁判決），愛媛

（２０１６年３月３０日高松地裁判決），愛知（２０１７年３月１６日名古屋地裁判決），北

海道（２０１７年４月２５日札幌地裁判決）の各事件でも敗訴判決が出され，高裁に係属し

ている（但し，北海道の事件は控訴取下げ）。 
そうした中，東京の事件における２０１７年６月２９日の東京地裁判決は，原告３人中，

わずか一人であるが，処分取消の判決を下した。処分を取り消された原告は懲戒処分歴がな

く，年金機構を第一希望にしていた者であり，取り消されなかった原告２人は懲戒処分歴が

あり，厚労省を第一希望にしていた者であった（年金機構には採用基準により懲戒処分歴あ

る職員は一律排除）。 
そこで，懲戒処分歴がある原告の秋田の事件が注目され，社保庁総務部長兼年金機構設立

準備事務局長であった薄井康紀に対する証人尋問も実現したが，２０１８年１月１０日に仙

台地裁で敗訴判決が出された（東京地裁判決とは異なり、厚労大臣の分限免職回避努力義務
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を認めた）。 
昨年は社会保険庁職員不当解雇撤回闘争にとって非常に重要な年となると報告したが，今

年も広島高裁等での判決が予想され，非常に重要な年になる。 
以下，社会保険庁職員不当解雇撤回闘争の現在について，経過の後，東京地裁判決の意義

（団通信と同一）を報告する（２０１０～２０１７年の特別報告集も参照されたい）。 
 
第１ 経過 
２００７年 ７月 ６日 日本年金機構法公布 
２００８年 ７月２９日 日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画（閣議決定） 
２０１０年 １月１８日 ３１名が審査請求（後の審査請求含め全厚生闘争団は３９名） 
２０１３年１１月１４日 東京の全厚生闘争団２名（後に追加１名）が分限免職処分取消訴

訟を東京地裁に提訴 
２０１５年 ３月２５日 京都の事件，大阪地裁で敗訴判決 
２０１５年１２月２１日 広島の事件，広島地裁で敗訴判決 
２０１６年 ３月３０日 愛媛の事件，高松地裁で敗訴判決 
２０１６年１１月１６日 京都の事件，大阪高裁で控訴棄却 
２０１７年 ３月１６日 愛知の事件，名古屋地裁で敗訴判決 
２０１７年 ４月２５日 北海道の事件，札幌地裁で敗訴判決 
２０１７年 ６月２９日 東京の事件，東京地裁で原告一人処分取消判決（その余棄却） 
２０１７年１１月２１日 京都の事件，最高裁で上古棄却・上告受理申立不受理の決定 
２０１７年１２月 ４日 東京の事件，控訴審第１回口頭弁論期日 
２０１８年 １月１０日 秋田の事件，仙台地裁で敗訴判決 
２０１８年 ２月 ５日 東京の事件，控訴審第２回口頭弁論期日 
 
第２ 社保庁職員分限免職処分，東京地裁が全国初の取消判決♪ 

 二〇一七年六月二九日，東京地裁民事一九部（清水響裁判長）は，二〇〇九年末の社保庁

廃止に伴い分限免職処分を受けた原告一人について，取消判決を下した。原告二人について

は処分を取り消さず，三人の損害賠償請求は棄却した。取消判決は，既に下された大阪，広

島，高松，名古屋，札幌の各地裁判決，大阪高裁判決の中で初めてである（未結審は仙台地

裁）。 

 日本年金機構法は，社保庁廃止の際，職員については国鉄以来の新規採用方式をとるとし，

また，同法に基づく「基本計画」という閣議決定は，懲戒処分歴ある職員は機構に一切採用

されないとした。その結果，懲戒処分歴のない職員は機構への採用のほか，厚生労働省等へ

の転任の道もあったが，懲戒処分歴のある職員は厚生労働省等への転任の道しかほぼなかっ

た。「基本計画」の懲戒処分歴ある職員の機構一切不採用という基準は，再生会議が取りまと

めた「最終整理」の基準が政府・自民党の政治介入によって変更されたものである。もとよ
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り，ほとんどの懲戒処分自体が，えん罪を含む目的外閲覧関係の処分で機構一切不採用の理

由たり得ないものであった。 

 取り消された原告Ａは，懲戒処分歴はなく，機構を第一希望としたが，うつ状態で休職中

であったため，最初の選考の際に保留とされた。その後の選考の際に面接時に休職者は正規

職員として採用しないとの基準により，正規職員ではなく准職員の内定にとどまった。しか

し，健康状態からして原告Ａは正規職員として採用され得た。 

他方，機構設立委員会は社保庁から定員に満たない人員しか内定を出さず，辞退者が続出

する中でも正規職員の追加募集をしなかった結果，社保庁からの正規職員は三八一人程度の

欠員となった。 

 こうした中，東京地裁判決は，「社保庁長官等は，機構設立委員会に対し，少なくとも，そ

の時点で生じている欠員分程度の人数について正規職員として追加採用するよう検討を依頼

する程度のことは考慮すべきであったということができる。すなわち，機構において，暫定

数とはいえ計画時に合理的に見込まれた人員数に比して欠員となっている人員数が有意な数

において生じていた以上は，社保庁長官等は，社保庁職員の分限免職回避に向けた最低限の

容易かつ現実的な努力義務として，この欠員の活用の検討を機構設立委員会に要請すべき義

務を負っていたというべきである。」と判断した。 

そして，「仮に正規職員の追加募集がされていたならば，原告Ａが正規職員として採用され

た相応の蓋然性もなお十分に存したというべきである。」として，社保庁長官等が正規職員の

追加募集をするよう働きかける程度のことも怠ったことを分限免職回避努力義務違反と判断

した。この理で救済され得る原告は全国に数人いる。 

 他方，取り消されなかった原告二人はいずれも懲戒処分歴ある職員で厚生労働省等への転

任が叶わなかった。二人に対する個別判断にさしたるものはない。それどころか，総論とし

て，広島地裁判決を除いて認められてきた厚生労働大臣の分限免職回避努力義務を認めず，

社保庁長官等の任命権者に対してしか同義務を認めなかった。 

 ともあれ，裁判所を覆っていた社保庁バッシングを打ち破った東京地裁判決の意義は大き

い。処分取消を維持し，原告二人の逆転勝利を目指して国公労連・全厚生闘争団とともに東

京高裁で闘う。 
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公務員賃下げ違憲訴訟の終結にあたって 

つまこい法律事務所  佐久間大輔  

1 本訴訟の経過 

 2012 年の通常国会において、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(給与改

定･臨時特例法)が議員立法にて成立し、同年 3月 1 日に施行された。これにより、国は、2011

年の人事院勧告である平均 0.23％の減額を超えて俸給月額を平均 7.8％まで減額し、期末手

当を約 9.77％減額し、これを 2012 年度及び 13 年度の 2年間にわたって継続した。 

 日本国家公務員労働組合連合会行政職部会(国公労連)とこれに所属する国家公務員 370 名

は、2012 年 5 月 25 日、東京地裁に、国を被告として、国家公務員個人については減額給与(及

び減額相当額の損害賠償)と慰謝料を、国公労連については団体交渉権侵害に基づく損害賠償

をそれぞれ請求する訴訟を提起した。 

 しかし、東京地裁が 2014 年 10 月 30 日に、東京高裁が 2016 年 12 月 5 日に、給与改定･臨

時特例法の違憲無効を認めず、請求を棄却した。そこで、国公労連と国家公務員 311 名は、

上告提起及び上告受理申立てを行ったが、大法廷回付意見書を提出して慎重な審理を求めて

いたにもかかわらず、最高裁第二小法廷は、2017 年 10 月 20 日、上告棄却及び上告不受理の

決定をした。 

2 本訴訟の争点と意義 

 減額させた給与の主な請求原因は、憲法 28 条(特に団体交渉権)違反である。 

 全農林警職法事件･最高裁大法廷昭和 48 年 4 月 25 日判決は、労働基本権の保障と国民全体

の共同利益の擁護との間の均衡が必要であるとしている。とはいえ、特に給与減額において

労働基本権制約の唯一の代償措置である人事院勧告を超えることは、▽国家公務員も憲法 28

条の｢勤労者｣として保障される団体交渉権を侵害することにならないのか、▽人事院勧告に

基づかずに給与を減額するのであれば、代償措置が機能しないのであるから、この立法の合

憲性を正当化するため、労使間の妥結に向けた団体交渉権が保障されないのか、▽人事院勧

告に基づかない場合でも給与減額に当たって団体交渉権(特に労働協約締結権)に制約される

のであれば、憲法 28 条から導かれる労使対等決定の原則に反することから、新たな正当化事

由として、労使合意によらないで労働者に不利益を被らせることを是認できるだけの｢合理

性｣が要求されないのか、が本件の争点であった。 

 いずれかの労働基本権制約の合憲性を正当化する事由が認められなければ、国家公務員に

は憲法 28条が保障されないというに等しい結果となる。労働基本権における国家公務員の無

権利状態を回復させることが本訴訟の意義であった。 

3 本訴訟の｢成果｣ 

 本訴訟において総務省幹部を国側証人として出廷させることに成功したものの、判決では

各論点とも国公労連の主張が否定され、弁護団の一員として忸怩たる思いがある。 
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 あえて何らかの成果を挙げるとすれば、▽人事院勧告は国会を法的に拘束せず、給与決定

は憲法上国会の権限である、▽内閣総理大臣の団体交渉義務の内容には一定の限界があると

いった形式論ではなく、代償措置がなくても給与減額の立法裁量は制約されないのかにつき、

一審も控訴審も、立法の必要性がない、又は人事院勧告制度がその本来の機能を果たすこと

ができないと評価すべきほど著しく合理性を欠くという 2 つの要件を定立し、これが肯定さ

れた場合は憲法 28条に違反するという実質論を判示した点である。 

  しかし、判決は、立法の必要性につき、国の厳しい財政事情や東日本大震災の復旧･復興財

源の確保を理由に、安易にこれを肯定した。また、立法内容の合理性につき、①本件と同様

の減額率又はそれを超える減額率で減額された地方公務員の例があること、②給与減額は 2

年間に限定されたものであって、長期間でも恒久的なものではないことなどを理由に挙げて

合理性を肯定した上で、結論として憲法 28条違反を否定した。 

  しかしながら、①につき、都道府県･政令指定都市における一般職の本給を 8％超減額した

のは 9 団体にすぎず、地方公共団体では諸手当が広範かつ高率の減額が実施されていなかっ

た。これに対し、本件では、特別調整額(10％)、地域手当、広域移動手当、特地勤務手当、

期末手当(9.77％)、勤勉手当(9.77％)が減額され、必要性に比して不利益性が大きかったも

のである。また、②につき、1～2年間に限定すれば、人事院勧告を超えて、断続的に給与減

額をしたとしても不合理ではないということになる。この 2 点を見るだけでも、判決の掲げ

る 2 要件は、最高裁判例が採用する｢就業規則による労働条件の不利益変更法理｣と同等の法

理を適用又は準用したとの評価すらできない。 

 それにもかかわらず、｢何らかの成果｣というのは次の理由からである。 

 第 1に、給与減額立法の必要性について、本件でも東日本大震災の復旧･復興財源の確保が

なければ、必要性は小さくなる。むしろ大震災がなければ必要性は満たされていなかったと

考えられ、厳しい財政事情だけから、給与減額をする立法(条例)の必要性が当然に認められ

るわけではない。判決も、｢厳しい財政事情が直ちに解消するとは考え難い現状において、そ

のことのみをもって今回のような大幅な給与減額支給措置の必要性が当然に満たされるかに

ついては議論があり得る｣と指摘しているところである。 

 第 2 に、判決は、立法内容の合理性を肯定する事情として、給与の絶対額の少ない若年層

に対して減額率を低減するなどの配慮をしたことを挙げている。そうであれば、一律 10％減

額は国家公務員にとって予想外の著しい打撃となり、不合理な内容となる。判決も、｢大きな

減額幅は、国家公務員に予想外の打撃を与え、個々の国家公務員においては著しい打撃を与

える場合もあり得る｣と述べており、このことを念頭に置いている。 

 第 3 に、減額率について、10％超の減額といった他の地方公共団体よりも減額幅が大きい

のであれば、著しい打撃となり、不合理な内容となる。 

  第 4に、減額期間について、当初国会に上程された閣法の 3 年間でも、全農林警職法事件･

最高裁判決が想定していなかった事態であるから、不合理と判断される可能性はあり、それ

よりも長期間、また恒久的な措置であれば、なおさら著しい打撃となる。 
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 このように判決により公務員の給与減額が無制限に認められたわけではない。本件におい

ても、東日本大震災がなく、2 年を超え、10％を超える給与減額をしたら、不合理な内容と

判断される可能性がある。 

 国公労連が団結して本訴訟を提起したことから、現政権下における国家公務員の給与減額

継続を阻止したことは間違いない。このことを公務員労働者や労働組合は確信にして、裁判

所のお墨付きを得たとして給与減額措置を講じようとする動きが出てきたときは、上記を前

提に権利回復を実現するため奮闘することを期待するものである。 

 
 

専修大学労災患者解雇事件 最高裁不当決定 

渋谷共同法律事務所 萩尾健太 

１ 不当な２度目の最高裁の判断 

   専修大学労災解雇裁判は、業務上の傷病（頸肩腕症候群）による労働災害認定を得て療

養のために休業中であった元専修大学職員（上告人）に対して、学校法人専修大学（被上告

人）が２０１１年１０月３１日付で解雇し（以下，「本件解雇」）使用者である専修大学側

から雇用関係不存在確認の裁判を起こしたものである。それに対して、地裁解雇無効、高裁

解雇無効の判決がされたものの、最高裁では、労災休業中の解雇禁止は、打ち切り補償を支

払えば解除できる、という、従来の運用を変える破棄差し戻し判決をされ、差し戻し高裁で

解雇有効、そして、２０１７年７月２７日，２度目の最高裁で、労働契約上の地位確認を求

めていた上告人の上告棄却・不受理の決定を受けるという異例の経過を辿った。最高裁決定

は、上告理由に当たらない，上告受理申立理由に当たらない，との「三行半」決定であった。 

 頸肩腕障害という、対応によっては長期継続する疾病についての理解、労災休業者への復

職配慮義務への理解を全く欠いた、冷たい決定である。 

 

２ 差戻審に至る経緯 

 そもそも本件は，東京地方裁判所に続き，東京高等裁判所第２０民事部が，２０１３年７

月１０日，「労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者が労働

基準法８１条にいう同法７５条の規定によって補償を受ける労働者に該当するものと解する

ことは困難である。」として，本件解雇は労働基準法１９条１項に違反し無効と判示してい

た。 

それにもかかわらず，最高裁判所が，２０１５年６月８日，「労災保険法の療養補償給付

を受ける労働者も，労働基準法８１条にいう同法７５条の規定によって補償を受ける労働者

に含まれるものとみるのが相当である」と判示して，上記高裁判決を不当に破棄し，さらに，

「本件解雇の有効性に関する労働契約法１６条該当性の有無等について更に審理を尽くさせ
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るため」として，原審に差し戻した。 

 

３ 差戻審の審理と不当判決 

  当職は、差戻審から被災職員の 

そのため，差戻審では，本件解雇の有効性，すなわち，本件解雇が解雇権の濫用といえる

かどうかについて審理を尽くすことが求められていた。ところが，差戻審である東京高等裁

判所第２２民事部は，一切尋問も行わず，解雇権濫用ではないと判断したのである。 

  専修大学は，労災認定を受けて休業中であった上告人に対して，当初から一貫して解雇の

意向を示し続けていた。そして，上告人が，頸肩腕症候群に罹患した労働者が職場復帰する

ために必要なリハビリ就労（職場復帰訓練）を求め続けていたにもかかわらず，「債務の本

旨に従った提供」ではないとして受け容れなかったのである。これらの事実からすれば，専

修大学の対応は，業務上の疾病の回復のための配慮を全く欠いていたのであって，解雇権の

濫用であることは明らかであった。 

 それにもかかわらず，差戻審は「一般に，労務提供の不能や労働能力の喪失が認められる

場合には，解雇には，客観的に合理的な理由が認められ，特段の事情がない限り，社会通念

上も相当と認められるというべきである。業務上の疾病による労務不提供は自己の責めに帰

すべき事由による債務不履行とはいえないことから，例外として解雇を制限するが，その場

合であっても，労働基準法８１条の要件を満たし，同条による打切補償がされたときは，解

雇までの間において業務上の疾病の回復のための配慮を全く欠いていたというような特段の

事情がない限り，当該解雇は社会通念上も相当と認められるものと解するのが相当である。」

として被災者を切り捨てる判示をした。その上で，上記の上告人に対する専修大学の対応に

はまったく触れることなく，「解雇権の濫用に当たるとは認められないから，本件解雇は有

効であるというべきである。」と判示したのである。 

  しかも，上告人が求めた人証調べを一切実施しなかったにもかかわらず，「認定判断を左

右するに足りる的確な主張立証はないというべきである。」と判示した。 

 

４ 最高裁の判断の問題点 

 この判断を不服として，上告人は最高裁に上告及び上告受理申立をした。 

 最高裁に求められたのは，このような審理不尽の不当判決を改め，上告人を被災させた専

修大学を断罪することであった。ところが，最高裁は全く実質審理を行うことなく，不当な

差戻審判決を追認したのである。 

最高裁判所の差戻前の判決・今回の決定および差戻審の高裁判決により，業務上の傷病で

あっても休業している期間が３年を超えた労働者に対しては，打切補償金を支払って解雇す

ることが蔓延することになりかねない。 

 このような，被災労働者の切り捨てを容易にする判断は，労働者の権利を保障した憲法２

７条の精神に著しく反するものであり，断じて容認できない。 

80



81 
 

  本件については，当事者は現在、裁判を終え療養に専念している。しかし、その後には、

再び闘いを続け，これらの判決の不当性を明らかにしていくであろう。 

 団内外の多くの皆さんの御支援に感謝する。 

 

 

中労委や地裁の和解勧告を頑なに    
拒否する（株）明治 

東京法律事務所  金井 克仁 

１ 中労委命令は救済申立を棄却した 

昨年の特別報告では「2 月に出る中労委命令で明治乳業争議の解決を」と題し、勝利命

令で争議の勝利和解をと報告した。しかし総会で報告したように、昨年 2 月 9 日に交付さ

れた中労委命令は賃金差別等の不当労働行為を救済しなかった。 

私たちは過去から毎年毎年積み重なった職分・賃金格差を「継続する行為」であると主

張し、不当労働行為申立ての平成 6 年の 1 年前を審査するだけではなく、例えば昭和 55

年頃の出来事も審査すべきであると主張した。しかし命令はこれを否定し、１年前の平成

5 年 4 月 1 日の昇格昇給決定行為が判断の対象であり、その人事効果期間の平成 3 年から 5

年の間の人事効果査定に不当労働行為があったか否かだと判断した。そして、その期間の

申立人らへの人事評価は、他の従業員集団への評価と「有為の差はない」として、不当労

働行為性を否定した。 

２ 中労委命令は格差や過去の不当労働行為を認めた 

ところが中労委命令は「申立人らのうち、5 年度において基幹職１級以上の者は 30.2％

(２年度においては 28.6％)であるに対し、その他集団では本件で明らかとなっている２年

度においても基幹職１級以上の者は 73.7％であり、43.5 ポイント(２年度で見れば 45.1 ポ

イント)の職分格差が存在している。」と言って、申立人らの職分に大幅な格差があること

を認めた。 

また昭和 50 年代前後に、会社がつくったインフォーマル組織により申立人らが支部役

員から排除され、攻撃されたこと等を認定し、不当労働行為を認めた。 

以上のように労働委員会命令が職分格差を認め、会社の不当労働行為意思を認めたこと

は、明乳争議のたたかいの中ではじめてであった。 

３ 中労委命令は「付言」で会社に和解解決を迫った 

さらに中労委命令は異例にも「第 6 結論」の前に「第 5 付言」をおいて、紛争の早期解

決への判断を「殊に会社」に求めた(命令書 90～91 頁)。命令は前述した格差や不当労働行

為の認定の外に、①昭和 60 年に市川工場事件が申し立てられ既に 30 年余りが経過し、労

使紛争が極めて長期化していること、②39 件もの関連する後続事件が現在も都労委に係属
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していることなど労使紛争が深刻化していること、③原告ら集団（63 名）のうち 12 名が

死亡している状況にあることをあげ、長期化し深刻化した紛争を早期に解決することが当

事者双方に強く求められるとしつつ、「殊に会社に対して、より大局的見地に立った判断

が強く期待されていることを指摘しておくこと」と述べた。 

４ 行訴裁判所の和解勧告を会社は 一顧だにしなかった 

  争議団は 4 月 6 日に東京地裁に中労委命令取消の行訴を提起した（19 部・春名裁判長）。

当初の訴訟方針は中労委の「付言」をてこに早期に裁判所から和解勧告を出すことにあっ

た。実際そのとおり訴訟は進行し、第 3 回期日（9 月 7 日）に和解勧告が出された。しか

し会社は進行協議（10 月 2 日）に和解を拒否し、再度改めて裁判長からの和解勧告を一顧

だにせず頑なに拒否した。 

現在、行訴は仕切り直しで、争点整理の主張のやりとりとなっている。 

５ （株）明治を社会的に包囲して和解に応じさせるたたかい 

  こうしたなか争議団は（株）明治を社会的に包囲し和解に応じさせるたたかいを展開し

ている。 

その 1 つが、9 月 25 日に学校給食牛乳異臭事件（新宿区・板橋区などの小中生ら 1900

人が「塩素臭」「ガソリン臭」「石鹸臭」を訴えた事件で体調不良や下痢をし入院した子

どもいる）に対し、明治が異臭ではなく「風味」だと回答し、酪農家と子どもたちの味覚

に責任を転嫁し原因を隠ぺいしたことへの追及である。また明治の看板商品のチョコレー

トを食べると脳が若返ると、薬事法違反宣伝を続けていることへの追及である。さらに争

議の和解解決に応ぜず、学校給食牛乳異臭事件を隠蔽し、薬事法違反宣伝のチョコレート

宣伝を続けている明治は、オリンピッックのパートナーシップ契約に相応しくないとの追

及をしている。 

  そして今争議団などは、不買は消費者が命を守るための正当な権利であるとし、明治が争

議を話し合いで解決し、食の安全と社員の人権を守るまっとうな企業になるまで明治製品

の不買することを支援者などに訴えはじめた。 
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メトロコマース・労働契約法２０条裁判、

連帯して勝訴めざす！ 

東京法律事務所  青龍 美和子 
２０１７年９月１４日、東京地裁で、郵便局の配達などをしている契約社員と正社員との

賃金の格差是正を求めた裁判で、いくつかの手当について、格差は不合理だとする勝訴判決

が出されました。 
 

労働契約法２０条は、 
有期労働者と無期労働者との労働条件の相違について、 

  ①「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」（＝「職務の内容」） 
  ②「当該職務の内容及び配置の変更の範囲」 
  ③「その他の事情」 
を考慮して、「不合理と認められるものであってはならない。」 
と、定めています。 
 
 労働契約法２０条を根拠に非正規労働者と正規労働者の格差是正を求めている主な裁判は、 
 ・日本郵便事件（東日本、西日本） 

・２０１７年３月に東京地裁で判決が出たメトロコマース事件、 
・２０１６年１１月に東京高裁で判決が出た長澤運輸事件、 
・２０１６年７月に大阪高裁で判決が出たハマキョウレックス事件 

があります。 
 私は、メトロコマース事件に取り組んでいます。東京メトロという地下鉄の駅にある売店

の販売員の契約社員４名が正社員の販売員との賃金の格差是正を求めています。 
 日本郵便の西日本訴訟も２０１７年９月末に結審して、２０１８年２月に判決が出る予定

です。 
 
これらの裁判の判決の共通点として、個人的見解として、次のことが言えると思います。 
・労働条件の相違は、期間の定めの有無に関連して生じたものであることが必要。 
・上記①②③それぞれの要素を総合的に考慮して判断する。 
・不合理であることを労働者側が立証しなければならない（労働条件の相違があることに

合理的な理由がある必要はない）。 
・（ただし、長澤運輸事件の地裁判決は、①②が同一であれば、原則不合理と判断。） 
・個々の労働条件（例えば、基本給、賞与、各種手当など）ごとに、不合理かどうかを判
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断する。 
 
■ 各労働条件ごとに不合理かどうかを判断するという点について 
 日本郵便・東日本事件の判決は、住宅手当や年末年始勤務手当、夏期冬期休暇や病気休暇

等が設けられた趣旨や手当の性質を重視して、契約社員に全く支給されないことは不合理だ

と判断しています。 
たとえば、年末年始勤務手当は、年末年始に家族と過ごす時間を犠牲にして勤務すること

に対する手当だと認定して、年末年始に家族と過ごすことは正社員だろうが契約社員だろう

が同じであり、契約社員に支給しないことは不合理だと判断しています。 
 しかし、どの裁判例も、裁判所は、働き方の実態を見ておらず、配転の可能性がある等の

就業規則などの形式的な面を重視しています。正社員と非正規社員との相違が大きいと判断

し、格差を不合理と認めない例が多い印象です（ただし、長澤運輸事件は、定年後の再雇用

が問題となっており、特殊なのであまり当てはまりません。）。 
 
■ 実態を見ない裁判所 
 私が取り組んでいるメトロコマース事件は、原告たち契約社員Ｂと同じ販売業務をしてい

る正社員とではなく、管理職や駅務も含む全正社員と比較して、上記①や②が大きく異なる

と判断され、格差が不合理とは認められないという不当判決でした。 
日本郵便・東日本事件では、裁判所は、比較対象者を、転居を伴う配転がなく昇進もない

正社員と限定しました。 
メトロコマース事件の場合は、どんな業務をしている正社員も皆同じ就業規則が適用され

ています。日本郵便の場合は、就業規則上、明確に正社員が区分されています。 
裁判所は、実態ではなく、就業規則を重視して、職務の内容や配置の変更の範囲を考慮し

ています。（日本郵便事件は、正社員の就業規則が適用される地位確認請求だからというのも

ありますが、メトロコマース事件は不法行為に基づく損害賠償請求です。） 
 
 また、どの判決も、「正社員は長期雇用を前提として、将来の役割が期待されている有為な

存在であり、その確保・定着を図るため、短期雇用を前提とする契約社員と比べて優遇して

も何ら不合理ではない」という理屈を述べる点は問題です。 
いま、「多様な働き方」「多様な正社員」が導入される下、正社員の区分も様々です。年功

賃金でキャリアップしていく正社員像は崩れています。その底辺にいるのが非正規労働者で

す。こうした実態を見ていない裁判所は、非正規労働者に対する差別を自ら生み出していま

す。 
 
昨年１２月に政府が発表した「同一労働同一賃金ガイドライン案」ですら、上記①や②を

考慮する際は、客観的・具体的な実態を見なければならないとされていますが、裁判例の多
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くは実態を見ていません。 
 
■ 労契法２０条裁判の展望 
 メトロコマース事件の控訴審では、文書提出命令の申立て、高裁の求釈明により、正社員

の入社経緯ごとの人数や、正社員の平均勤続年数について、会社に資料を出させました。そ

の結果、正社員の平均勤続年数は５年前後で、１０年以上継続して働いている契約社員Ｂよ

り短いことが明らかになっています。高裁がこの点に注目していることは、今後の逆転勝訴

判決への展望といえるのではないかと考えています。 
  
 また、正規と非正規を就業規則で比較して、一部手当や休暇について不合理と認めた日本

郵便・東日本判決は、原告以外の全契約社員に影響を及ぼします。この点に、日本郵便事件

の原告や労働組合は確信を持っています。 
  
 メトロコマース事件では、正社員の協力が得られません。会社は正社員の賃金や配転の実

態などに関する資料の提出を拒んできました。裁判をすることで、やっと資料がポロポロと

出てくるようになり、実態が明らかになってきました。残業代の割増率に違いがあることも、

裁判になって初めてわかりました。 
日本郵便の場合は、同じ組合に正規と非正規がいることで、労働条件の格差の不合理性が

主張立証しやすくなっています。たたかう組合を大きくすること、正規と非正規がともにた

たかうことの重要性を身に染みて実感しています。 
 しかし、メトロコマース事件も諦めていません。郵政産業労働者ユニオンなど、労契法２

０条裁判の当事者、組合との共同、支援の輪を広げて、高裁で逆転勝訴するために引き続き

頑張ります！！ 
 
 
■ 「同一労働同一賃金」とは到底いえない改正法案 
 安倍政権は、「働き方改革」の目玉の１つとして「同一労働同一賃金」を掲げています。し

かし、２０１７年９月に発表された一括関連法案の要綱には、「同一労働同一賃金」の文字は

一切ありません。 
 現行のパート労働法８条（不合理な待遇の禁止）・９条（差別的取り扱いの禁止）などを有

期契約労働者も含む内容にする程度です（ただし、是正される賃金や待遇に基本給や賞与が

明記されていること、労働条件の相違についての使用者の説明義務や、非正規労働者の賃金

決定について正規労働者との均衡を考慮しつつ能力・経験等を勘案するという努力義務など

が設けられていることなど、一定の前向きな面はあります。）。 
 本来の「同一労働同一賃金」を実現するには、「使用者と有期労働契約を締結している労働

者又は締結していた労働者は、その労働条件について当該使用者と期間の定めのない労働契
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約を締結している労働者より不利益に取り扱われてはならない。」、「ただし、労働者が従事し

ている職務の内容、労働者の個別の事由又はこれらに準じる事情を考慮して、その労働条件

の相違及びその相違の程度に合理的理由があると認められる場合は除く。」として、使用者側

に労働条件の相違が合理的であることを立証させる必要があります。 
  
 この「働き方改革」一括法案が廃案になっても、影響はないと考えます。堂々と廃案を求

めていきましょう！ 
 
 

サクラ印ハチミツ争議物語 

東京法律事務所  平井 哲史 

 執行部よりいただいたテーマは、都労委命令をもらった事件についてでしたが、ここの争

議事件は単発のものではなく、組合結成後、次々と起こるものの全体が一つの争議事件を形

成しているものです。そこで全体について時系列で物語風に書いてみることにします。 
はじめに 

 「サクラ印ハチミツ」は株式会社加藤美蜂園本舗が用いているブランドの名称である。

同社は戦後にできた会社で、ハチミツ原料を輸入し、国内で精製して販売をおこなってい

る。全国に７支店、関連会社４つを有し、従業員数は 200 名超、年商 100 億円を超える企

業である。 
 個人企業から出発したこの会社は、戦後日本の経済成長と歩調を合わせるように成長し

た。ところが創業者が死去した後、相続人間で経営をめぐる対立が深まり、2012 年 7 月、

それまで経営を担っていた兄を社長から追い落とし、弟が社長に座ってから急に社内がざ

わつきだした。それというのも、兄弟間の確執は社内でも有名になっており、前社長の兄

のもとでつくられてきた体制がひっくり返されてしまうのではないかとの不安からであっ

た。社長交代以前は、経営会議と称する取締役も従業員も一緒にテーブルについた経営の

諸問題を討議する会議がおこなわれ、ここにおいて事業計画のほか、各季の賞与の支給総

原資や部門別の支給倍率も決めていた。従業員の側からすれば、経営方針や処遇について、

一部ではあるが自身の意見を反映させることができる場があった。これがひっくり返され、

従業員には何も知らされず、代表者の一存ですべて決められ、気に入られない者は粛清を

受けるのではないかとの懸念が一気に社内に広がった。  
 この危機感から、創業から 65 年間、労働組合がなかった会社内に従業員の過半数を組織

するサクラハチミツ労働組合が立ち上がった。そして同労組は、ほぼ全員が労働組合活動

の経験がなかったことから全労連・全国一般労働組合に相談し、全員が全国一般の一般合

同労組に加入しなおすこととなった。そして公然化をしたところ、組合＝兄の手先の連中
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ととらえた社長が次々と不当労働行為等をおこない、争議が勃発した。 
１ 第一次不当労働行為救済申し立て 

 組合は 2012 年 9 月に公然化通告をおこなったが、これに対し、新社長は、事業所間の

連絡をおこなう会議の場で組合員を「不良分子」呼ばわりし、さらに複数の従業員を呼び

出して、兄ではなく自分の側につけ、お前は組合員なのか、と詰問し、組合員であれば不

利益を被ることをにおわせる発言を繰り返した。また、自分が嫌っている組合員には会社

にはいられなくする旨申し向けるなど従業員を威圧して回った。これを組合攻撃と受け止

めた組合は、2012 年 12 月 17 日、不当労働行為救済命令申立を都労委におこなった。 
 しかし、社長は、申立にひるむことなく、社内に監視カメラを設置し、組合員のあぶり

出しや都労委の手続に傍聴参加した組合員を呼び出して手続に出るなと恫喝するなど組合

を敵視した行動をとり続け、さらには多くの組合員がいた横浜工場において工場長をして

いた組合員に転居を伴う遠隔地配転をおこなった。このため、組合は 2013 年 7 月 22 日に

追加申立をおこなった。 
２ 賞与差別の提訴と配転攻撃による一部取り下げ 

 それでも社長の行動は止まらず、同年 11 月には総務部長の職にあった組合員の解職を、

同年 12 月には東北支店支店長の職にあった組合員を降格のうえ北海道に配転をした。また、

この間にあった 2012 年冬季賞与と 2013 年夏季賞与において、部門の長の立場にあった一

部の組合員について、賞与の支給倍率を他の従業員よりも大幅に引き下げた賞与の差別支

給をおこなっていたことが発覚した。このため、差別支給を受けた組合員らは 2014 年 1
月、東京地裁に差額賃金等の請求訴訟を提起した。 
 これに対し、社長は、原告となっていた組合員に対し、処分や転居を伴う遠隔地配転を

ちらつかせ、1 名について実際に配転をおこなった。こうした攻撃に耐えかねて、先に北

海道に配転を受けていた組合員と合わせ 2 名が裁判を取り下げて組合を脱退する事態にな

った。 
３ さらなる配転攻撃 
  2 名の訴え取り下げに気をよくしたのかは不明だが、社長は、2014 年 4 月に、大阪特販

支店支店長の職にあった原告１名と大阪支店支店長の職にあった別の組合員について、過

去の経費について不正請求があったとして追及をおこなうとともに、原告の組合員を自宅

待機にし、もう 1 名に対しては鹿児島営業所へと転居を伴う遠隔地配転を命じた。これに

対し、組合は急遽団交申し入れをしたが、会社は人事だから交渉事項ではないとして団交

を拒否した。そこで組合は 4 月 18 日に、労働委員会によるあっせんを申請した。しかし、

5 月 30 日にひらかれたあっせんで、会社が各措置の理由も具体的に示さず、是正をはかる

ことも拒否したためあっせんは 1 回で打ち切りとなった。 
  6 月 9 日、第一次不当労働行為事件の審問がおこなわれた後、労働委員会より和解の打

診があり、双方和解の用意があると回答したことから、7 月 7 日の調査期日において、労

働委員会より和解条項が双方に示された。こうして労働委員会の働きかけにより紛争解決
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の展望が出てきたが、会社は 2 名の原告に対する自宅待機と遠隔地配転を解除しようとは

せず、かえって 7 月 30 日には自宅待機中であった原告について大阪から前橋へとまたも

や遠隔地配転を命じてきた。そして、組合がこの配転に関し団交を申し入れても団交議題

ではないと突っ張り、団交を拒否した。 
４ 第一次不当労働行為事件の和解 
  次々と組合員に対する攻撃を重ねる一方で、会社は、不当労働行為救済命令申立事件に

ついては、労働委員会の説得を受け、8 月 21 日に今後不当労働行為の疑いを招くような行

為はしないことを柱とする和解に応じた。 
５ 第二次不当労働行為救済申し立て 
  通常であれば、円満な労使関係を築くべく都労委で和解をしたのであるから、直接和解

をした事項以外の議題についても誠実に話し合い、解決をはかっていくものであろうが、

この会社はそうではなかった。 
  和解直後の 2014 年 8 月 27 日、大阪にいた組合員 2 名の遠隔地配転の問題での労働委員

会あっせんがおこなわれたが、会社はなんら具体的な打開策の提示を行わなかった。この

ため労働委員会から自主的交渉を進めるよう双方に指導が行われた。これを受けて組合は

9 月 9 日に、2 名の配転問題と、この間に降格処分を受けた東京特販支店支店長の職にあ

った組合員の降格問題について団交を申し入れた。また、従前の人事措置は団交議題では

ないと突っぱねてきた会社の態度からして団交によって解決しないことも十分想定できた

ことから、組合は、すでに原告となっている 2 名の組合員の処遇については裁判にもかけ

ておくことを決め、10 月 6 日に請求の追加をおこなった。 
  そうしたところ、10 月 7 日に開かれた団交において、会社は、請求を追加したことを理

由に団交を拒否する旨書面で回答してきた。このため、組合は、11 月 14 日、団交拒否に

ターゲットを絞って第二次不当労働行為救済命令申立を都労委におこなった。 
６ 都労委命令、そして中労委へ 
  その後は、地裁と都労委において双方の主張が乱れ飛んだ。 

  地裁における争点は、①原告らに対する賞与の差別支給があったか、②降格と配転が権

利濫用にあたるかであり、会社の措置が裁量権を濫用したものかどうかをめぐり主張の応

酬が続いた。会社の主張の骨格は、①賞与は前社長のもとで不公平にお手盛り支給されて

いたものを是正しただけである、②降格は、前社長の意を受けて組合活動を装って現社長

に敵対した、あるいは経費使用が不適切で支店長にふさわしくない、配転は長野方面での

販路開拓のため、というものであった。 

  だが、原告らに対する賞与の支給倍率はその所属する部門の従業員の平均支給倍率を大

きく下回るものであったから、会社の主張は事実に反する詭弁に過ぎない。また、②につ

いては、組合結成の当初、会社側の主張を裏付けそうな表現をしているメールのやりとり

がされてはいたが、組合活動はあくまで労働者としての地位向上と労働条件を守るために

おこなっているものであり、それを何か社内の権力争いにおいて片方に加担するための偽
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装であるなどととらえるのは邪推以外のなにものでもない。そして、東京から新幹線で 1

時間半余りで出かけられる長野方面の販路を開拓するのに誰もいないし設備も整っていな

い前橋の事務所に一人でいさせる理由はどこにもない。このため、会社に裁量権がある以

上、降格に関しては予断を許さないが、賞与の差別支給と遠隔地配転については勝つであ

ろうと見込んでいる（ただし現在、和解協議中である。）。 
  他方、都労委のほうは、会社は書面で団交を拒否していたから、争点としては、それが

正当な理由によるかどうかだけであった。そして、拒否の理由は団交議題となっている事

項について裁判を起こしたからというものであったから、命令例や裁判例に照らしおよそ

通用するものではないことは明白であった。 

  それでも、審問はせざるをえず、都労委命令が交付されたのは 2016 年 1月 6 日となっ

た。正当な理由のない団交拒否であることは会社が組合に交付した回答書から明らかであ

ったが、会社は中労委に再審査申立てをおこない、現在、係属中である。 

７ 第三次不当労働行為救済命令申立 

  こうして会社の横暴な振る舞いに対しようやく救済命令が出たものの、会社の態度は改

まらなかった。 

  社長交代劇の後、業績を悪化させて賞与の支給原資を減らす一方であったにもかかわら

ず、会社は 2015 年に富士市内に新工場を建設する計画をたて、その資金を多額のシンジ

ケートローンにより調達しようとした。このシンジケートローンにより生じる利息や手数

料を会社の財務状況で支払い続けることができるのか？工場の規模や生産体制、人員はど

うするのか？など疑問は次から次へと沸いて出てきたが、社内での正確かつ詳しい説明は

なされないでいた。このため組合は、結成してほどなくの頃に会社と締結した事前協議協

定に基づき、2015年 9月以降、詳細な説明を求めて団交を申し入れ、新工場に赴任する従

業員の処遇や手続等については組合と会社との間でいくつかの合意が交わされていった。 

  だが、これがわずらわしい、組合が邪魔と思ったのであろう、会社は、都労委命令が出

たすぐ後の 2016 年 1 月 18 日、なんの前触れもなく、いきなり組合に対して事前協議協定

を破棄する旨通知してきた。そして組合が同月 27日に破棄通知の撤回を求めても、同年 2

月 10日に撤回はしないと回答してきた。このため組合は同年 4月 4 日、この破棄通知が支

配介入にあたるとして第三次不当労働行為救済申立を都労委におこなった。 

  そうしたところ、会社は、再び命令を受けることを避けるためか、破棄通知を撤回して

きた。そして現在都労委では、破棄通知を撤回したから救済の利益はないとして争ってい

る。だが、破棄通知を撤回しても、会社は事前協議協定を順守せず、新工場への機能移転

や、同工場における稼働計画等々、組合が従業員の労働条件にかかわるとしていろいろと

質問をしても、経営意向である、取締役会で決めたことなどとして説明・協議にまともに

応じようとしないでいる。 

８ 包括和解の成立 
  以上みてきたように、加藤美蜂園本舗においては、組合結成以降、次々と労使紛争が起
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こっており、労働委員会や裁判所を利用してなんとか一つ解決しようとしてもまたすぐ新

しい問題が起きるという「モグラたたき」状態となっていた。この経過の中で、あるいは

会社の将来に展望を失い、あるいは紛争に嫌気がさし、あるいは嫌がらせや報復を恐れ

て、会社を辞めたり組合を脱退する人が出てきてしまった。 
  他方、会社のほうもここへきて少し息切れしてきており、経営内部での紛争も起きた。 
  こうした中、地裁、中労委、都労委の３つのテーブルで現在ある紛争を包括的に解決を

はかろうとする模索がおこなわれた。その結果、2017 年 3 月 2 日、東京地裁民事第 36 部

で包括和解が成立した。和解内容の詳細は伏せるが、裁判の解決金のほか、会社は労働委

員会により不当労働行為の認定を受けたことに遺憾の意を表するとともに、組合員の労働

条件の変更に当たっては組合と事前に協議し、団交においては必要な経営資料を開示して

組合の質問に対しても具体的に説明をおこなうこと、労使双方相手を尊重し団交で決めた

ことは双方これを遵守することなど労使関係についてのルールを決めている。そして、組

合と会社はそれぞれ社内に和解内容を知らせることが盛り込まれた。 
９ 今後が問われる 
  今回は、裁判を通して労使関係の正常化を目指した合意がとれた点で意義深いものと言

えるが、問題はこれからである。 
  会社は、労使関係のルールについても裁判所で合意したが、新工場建設をめぐる団体交

渉でこの合意に沿った態度をとらない状態が続いている。労使は立場が違うため、ときに

紛争は避けられないこともあるが、誠実な話し合いにより紛争を回避することは可能であ

り、「組合は敵だ」とか「労働者は言うことを聞いていればいいんだ」などという民主主義

的観点を欠落させれば、長い目で見たときには安定的な経営は実現できないであろう。こ

の会社が民主主義的な運営を意識し、従業員にもそして消費者にも支持される会社になっ

ていくかは今後の努力次第である。 
   

 

郵政６５歳解雇訴訟、上告審に係属中 

渋谷共同法律事務所  萩尾 健太 

１ 事案の概要 

２００７年１０月の郵政民営化時に、有期雇用の更新限度を６５歳とする条項が、郵政各

社の期間雇用社員に対して期間雇用社員就業規則１０条２項（「上限規則」）と労働協約９

１条によって導入された。しかし、その条項の存在は一般の職員に周知されることはなかっ

た。労働協約の条文の文言は、事前に組合に示した資料とは異なるものであった。 

そして、２０１０年８月、郵政当局もその周知不足を自覚して上限規則の適用を半年延期

し、２０１１年１０月、郵政の期間雇用社員にこれを適用し、約１万４０００人を「雇止め」
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とし、生活の糧を奪った。 

その結果、郵便物の滞留が多発するなど、郵便事業の公共的機能も大いに侵害された。 

「雇止め」とされた殆どの者が、その経済的困窮故に提訴もできず、泣き寝入りを強いら

れた。地位確認と損害賠償請求を求めて提訴したのは、郵政ユニオンに所属する本件訴訟の

原告ら９名のみであった。原告らは、そうした多くの仲間のためにも、高齢と非正規の二重

の差別を許さず、生存権を確保するため、本件訴訟を遂行してきた。 

原告らが主張してきたのは、①一方的に雇用を奪う定年制は年功で賃金が上昇し十分な年

金・退職金が支給される正社員について有効だが非正規に適用するのは公序良俗違反である

こと、②就業規則に上限規則を盛り込むのは合理性を欠くこと、③労働条件の不利益変更と

しての合理性、相当性が認められないこと、④労働協約の締結手続が適正でないこと、⑤上

限規則が有効であったとしても解雇権濫用法理の類推適用により雇い止めは向こうであるこ

と、であった。 

 

２ 一審判決と控訴審 

一審は、原告全員、対応する管理職、郵便事業会社の総務部長、佐藤昭夫早稲田大学名誉

教授の尋問を行ったうえで、２０１５年２月４日に結審し、同年７月１７日に判決が言い渡

された。判決内容としては、原告らが業務に熟練していたことを認め、職を奪われた無念は

察するに余りある、などのリップサービスが記載され、労働協約締結時の労使交渉が不誠実

であり、郵政ユニオンは錯誤に陥っていた、と認定された。しかし、結論としては、原告ら

の請求を全て棄却する不当判決であった。 

原告らは全員控訴し、２０１５年１１月に控訴理由書を提出した。東京高等裁判所２３民

事部（水野邦夫裁判長）では弁論を重ねて２０１６年８月３日に郵政ユニオン役員の証人尋

問を行い、結審した。 

 

３ 控訴審判決の問題点 

 ２０１６年１０月５日、高裁は、控訴人９名全員に対して控訴棄却という極めて不当な判

決をなした。 

 許せないのは、一審判決と同様の「コスト論」である。判決は、仮に上限規則を設けず更

新拒絶の合理性・相当性があるときのみに更新拒絶が可能との制度枠組みにした場合、紛議

が発生し日本郵便のコストとなるため、それを避ける制度を設ける必要性・合理性があると

する。しかし、日本郵便は、自らの利潤を追求するために控訴人ら期間雇用社員を雇用し、

実際に利潤をあげているのであるから、「雇止め」の際にかかるコストは日本郵便が当然に

負担すべきである。それにも関わらず、高裁判決は、期間雇用社員が６５歳以降の雇止めに

より生活が困窮することを認定しながら、それとの比較においてなお日本郵便が紛議のコス

トを避ける必要性の方が重要であると判示し、上限規則の合理性を肯定した。これはまさに

労働者の勤労の権利と生存権を無視した不法な判決である。 
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 また、判決は、不利益変更法理の適用を認めたものの、旧公社時代は日々任用であり、６

５歳を超えても任用更新されるという事実上の期待は法的に保証されたものではないため、

上限規則によりその期待を奪われたとしても、控訴人ら期間雇用社員の受ける不利益は非常

に大きいとは評価し得ないとした。しかし、国家公務員について、日々任用であっても突然

「雇止め」された事例は聞いたことがない。むしろ民間の労働者よりも雇用が安定していた

のが実態である。判決は、かかる実態を無視し、日々任用の形式面を殊更にあげつらってお

り、極めて不当である。 

 控訴人ら期間雇用社員は老後の生活保障がなく、自ら働き続ける他ないのであり、かかる

判決が是認されてしまえば、非正規労働者が増え続ける現代において、生存権が侵害される

者がさらに拡大してしまう。 

 今でも日本郵便株式会社では年間約３０００人が本件上限規則を理由に雇い止めとされ、

ベテランの働き手を失って職場は人手不足で混乱し、過重労働を強いられている。 

 

４ 異例の付言 

他方、裁判官は法廷において、期間雇用社員の生活保障や高齢者の労働力確保が必要とな

る社会情勢から、６５歳を更新期間の上限としている政策は再検討の余地があり、関係者の

努力を求める旨述べるという異例の付言をなした。その旨は、判決文にも記載されている。 

 訴訟団と郵政ユニオンは、本判決の不当性を強く主張するとともに、日本郵便が、この付

言も踏まえて一刻も早く上限規則を撤廃するよう要求している。 

 

５ 上告審での闘い 

 我々は、闘いの矛はおさめない。日本郵便による不当解雇の責任を追及し、年齢に関係な

く働ける社会をめざして上告し、２０１６年１２月１４日には上告理由書および上告受理申

立理由書を提出した。 

①年功で賃金が上昇しない有期雇用労働者に定年制を導入することは、秋北バス最高裁判

決の判示に反し憲法２７条に違反して公序良俗違反であること、②憲法２７条に由来する解

雇権濫用法理を潜脱することになる上限規則の解釈は違憲・違法であること、③上限規則は、

秋北バス最高裁判決でいう「定年解雇」と解すべきこと、④その場合、解雇権濫用法理の適

用による判断を行わなかったことは理由不備・審理不尽であること、などを上告理由・上告

受理申立理由として主張している。 

この間、山川和義広島大学大学院法務研究科教授による意見書に加え、補充書を数次にわ

たって提出し、最高裁への要請を約２カ月に１度、重ねてきた。 

私の担当している他の同時期の上告事件は、いずれも上告棄却･不受理で終了したが、本件

は未だに係属している。ひょっとすれば？と期待しているところである。 

これまでの皆さんの御支援に感謝するとともに、引き続き御支援をいただきたい。 
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大学の一方的措置に待ったをかける 

（尚美学園事件） 

東京法律事務所  平井 哲史 
音楽専門学校がスタートだった尚美学園大学（川越市）相手の地位確認請求訴訟で、2016

年 11 月 30 日に地裁勝訴判決を、2017 年 5 月 31 日に高裁勝訴判決を得たので報告する。 
【事案】 

原告は有名な声楽家で、昔はイタリアでも活躍していたところ、日本に帰ってきた後、後

進を育てるために大学（芸術情報学部）で教えるようになった。2012 年に 65 歳で定年にな

った後に、教授会参加資格はあるけれども１年有期となる特別専任教員として再雇用となり

（上限は 70 歳まで）、契約を１回更新した後、2013 年 11 月になっていきなり年齢を理由に

次の特別専任教員としての更新はしないが、非常勤講師として勤務してもらいたいとの打診

を受けた。後にわかったことであるが、この提案の背景には入学者数の漸減傾向と、その中

での大学理事会としての教員の「若返り」方針（65 歳以上となる教員について原則契約を更

新しない）があった。だが、大学は新学科を設けるなどして学生数の維持をはかる策をとっ

ており、総合政策学部では新規入学者の定員割れも生じていたが芸術情報学部では定員割れ

は生じていなかった。そして何よりお、大学は教授会にこの理事会の方針を説明し協議をす

ることは一切していなかった。このため原告は、もともと大学に入るときに希望すれば 70
歳までできると聞いていたし、現に 70 歳前に辞めさせられた人はいないから自分もやりたい

と申し出たが、聞き入れてもらえず、結局、2014 年 4 月から、非常勤講師の扱いとされた。

その後、個人で交渉していてもらちがあかず、日本音楽家ユニオンに加入して団体交渉を求

めたが、それでも大学側は動かなかった。このため、同ユニオンの顧問弁護士である故永盛

敦郎団員のところに相談が持ち込まれ、私がともに受任し、特別専任教員としての契約を更

新しなかったことは客観的に合理的理由を欠き、無効であるとして提訴した。提訴直後に、

今度は大学側が非常勤講師としても解雇すると通知してきたので、予備的請求でこの解雇の

効力も争うこととなった。 
なお、同時期に雇止めとなった方もおられ、その方は労働審判で退職を前提とする金銭解

決となっていた。また、原告の提訴に少し先立ち 2014 年 3 月末に定年後の再雇用拒否を受

けた総合政策学部の教授 2 名がそれぞれ提訴をしており、それぞれの裁判で原告側は情報を

交流して協力し合うこととなった。  
【裁判における争点と判決のポイント】 
１ 争点 
  裁判で、大学側は、①特別専任教員としての契約を終了し、非常勤講師となることにつ

いて合意ができていた、②特別専任教員としての契約更新を期待することについて合理的
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な理由はない、③入学者が減ってきているもとで教員数も減らす必要があり、また個人的

な業績で問題があったから、契約不更新としたことには合理的な理由がある、④たとえ特

別専任教員としての契約不更新が無効でも、原告は 2015 年以降の更新の申し込みをして

いない、として争ってきた。  
２ 地裁の判断 
（１）非常勤講師になることについての合意はない 
  ∵① 原告は、非常勤講師とするという被告の決定に異議を述べていた。 
   ② 原告は日本音楽家ユニオンに加入し交渉しており、同ユニオンは非常勤講師とし

て契約を継続することを求めてはいなかった。 
   ③ 非常勤講師の立場で勤務していても非常勤講師になることに同意していたことに

はならない。 
（２）特別専任教員としての契約更新を期待することについて合理的な理由がある 
  ∵① 原告は採用にあたり希望すれば７０歳まではできることを期待させる説明を受け

ていた。 
   ② 2014 年 3 月までは、その数は 3 名と少ないとはいえ 70 歳まで専任教員として契

約が更新されていて、70 歳に達するまで意に反して契約を更新されなかった者はい

なかった。 
   ③ 2014年4月以降の被告の方針として再雇用やその更新の基準を厳格化したことが

うかがえるが、その運用・方針の変更について教員らに事前に開示され、協議され

た様子はない。 
（３）契約不更新には合理的な理由はない 
  ∵① 被告は経営合理化の観点から教員数の減員が避けられなかったというが、原告の

所属する学部よび学科では定員割れを起こしておらず、しかも原告と入れ替わりに

声楽コースに新たに専任教員を採用しているから、雇止め理由として不十分。 
   ② 被告は原告の勤務成績、態度等に問題があったというが、その内容は具体性に乏

しく、継続雇用した場合にどのような支障があるのか、平成２５年４月の更新時と

異なる取り扱いをする理由、必要性はあるのか、他の教員との比較などについて議

論、検討が尽くされた様子がうかがわれないから、やはり雇止め理由としては不十

分。 
（４）原告は平成２７年４月以降も特別専任教員の地位にある 

∵ 本訴が係属していれば期間満了の都度遅滞なく更新の申込をしていたものとみるこ

とができ、新たな事情が生じていなければ契約更新への期待は合理的だし、雇止めに

は合理的理由はない。 
４ 高裁の焦点と高裁の判断 
（１）大学側の主張 
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   高裁においては、別件の総合政策学部教授の訴訟で、東京高裁が原告逆転敗訴の不当

判決を先に出したため、大学側はその論拠に全面的に依拠して雇用継続への期待の合理

性に的をあてて以下の主張をしてきた。このため当方もかなり緊張して反論をおこない、

特に②と③は非常識と言える判断であったことから、別件であってもこの高裁判決批判

に力を注いだ。 
 ① 学生数は減ってきていたから、当然それに合わせて教員数も減らしていかなければな

らないことはわかっていたはず。 

② 先例の３名は数が少ないから契約更新を期待させる合理的理由にはならない。 
 ③ 採用時に期待させる説明があっても昔のことであり、その間に事情が変わりうるから、

昔の説明は理由にならない。 
（２）高裁の判断 
   高裁は、当方の主張をいれて、次のような指摘をして控訴を棄却した。このうち②は

東京地裁判決の到達をいかしたものであり、先に出された高裁不当判決の論理を崩すも

のと言える。また、③は先に出た不当判決が 70 歳まで更新された者の数だけをとりあげ

て、それが少ないから先例足りえないなどとしていたのに対し、希望する者は 100%更

新されていたことに正しく注目したものであり、至極まっとうな判断であった。 
 ① 元学長が７０歳までは特別専任教員として雇用を継続するという大学の方針を応募者

に説明していたことは雇用継続を期待する重要な事実である。 
 ② この運用を変更するのであれば、その具体的内容、実施時期、周知方法等について議

論・検討をした上、運用・方針の変更について、事前に教員らに開示して理解を得るな

どの手順を踏むことが必要であったが、大学側においてそうした説明をしたという的確

な証拠はない。 
 ③ 先例は３名だが、他方で、７０歳に達する前に契約を更新しなかった例がないのだか

ら、先例は契約が更新されるとの期待をもたらす事情の一つとなる。 
５ 終わりに  
  全体として、地裁判決も高裁判決も、大学が十分な検討も説明もしないまま単純に大学

運営上の都合で年齢の比較的高い教員を辞めさせようとしたことに対して痛烈な批判をし

たものと言える。また、安易に個人的業績をとりあげて解雇等をする使用者もいるが、そ

れに対して、具体的な根拠が必要であり、かつ、雇用を継続できないかどうかについて具

体的な検討が必要であると警鐘を鳴らしたものと言える。現在、大学側が上告中であるが

結論がひっくり返ることはないであろう。 
  学校教育法が変えられ、大学運営において教授会自治が形骸化しトップダウンで物事が

決められるようになってきているが、そうした風潮に釘を刺すことになるものと期待して

いる。 
６ 補論～問題提起～ 
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  ところで、総合政策学部のほうの 2 名の教授の裁判は、もう 1 名のほうも逆転不当判決

が出され、それぞれ最高裁に上告していたが、これが通らず不当判決が確定している。こ

ちらの2名の裁判では、定年後の再雇用の場面でも労働契約法19条の雇止め法理の（類推）

適用があるかが法理論の問題として争われたが、地裁も高裁も正面から類推適用を認めな

いまでも再雇用可否の判断にあたり労働契約法 19 条の趣旨を考慮することはあるという

立場に立ち、事実上類推適用をしたのと同じ判断枠組で判断していた。 
  この 2 名の裁判では、いずれも雇用継続への期待が合理的とは言えないというところで

切られていたが、当方の事案と裁判所の判断を分けたのは、採用時の大学側からの説明が

70 歳までの雇用継続への期待を抱かせるものであったとして、①それからだいぶ時間が経

過していてもその期待は合理的と言えるのか、②70 歳前に本人の意に反して契約不更新と

なった人がいないとして、その人数が期待の合理性判断を左右するものであるか、という

点であったように思う。 
この 2 点について 2 件の東京高裁判決は厳しく批判されるべきであるように思う。すで

に判決は確定してしまっているが、これが今後続く同種裁判に悪影響を及ぼすことのない

よう、この２判決の問題点について分析し、悪用されないようその射程を限定するととも

に判決批判をしていくことが大事ではなかろうか。 
 

 

日本ヒューレット・パッカード事件 

東京東部法律事務所  鹿島 裕輔 
１ 事案の概要 

原告は、２００２年から被告日本ヒューレット・パッカード株式会社（以下「被告ヒュ

ーレット」という。）に直接雇用され、業務用プリンターのクレーム処理業務に従事してい

たが、２００４年、被告ヒューレットの指示で、被告マンパワーグループ株式会社（以下

「被告マンパワー」という。）が原告を雇用して、被告ヒューレットに派遣する形式をとる

ようになった。 
  その後も、原告は、被告ヒューレットの使用従属下で従来と同様の業務に従事し、雇用

契約は１１年間で３６回も更新された。 
  しかし、２０１５年４月、突如解雇（雇止め）を通告された。 
  そこで、２０１６年３月３１日、東京地裁に地位確認請求等を提訴した。 
 
２ 原告の主張のポイント 
  被告ヒューレットとの期間の定めのない労働契約が継続 
  原告は、２００４年に被告マンパワーから被告ヒューレットに派遣される形式となった
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以降も、被告ヒューレットに直接雇用されていたときと同一の業務内容に従事していた。 
  そして、原告は、被告ヒューレットの社員による指揮命令に服しており、原告の賃金額、

業務内容等は被告ヒューレットが決定していた。 
  このような勤務実態のもとでは、原告と被告ヒューレットとの労働契約は、仮装派遣が

開始された２００４年１１月以降も継続していることは明らかである。 
  被告マンパワーとの派遣労働契約の無効 
ア 本件労働者派遣は労働者供給であること 

本件では、派遣先である被告ヒューレットが自社の社員である原告に派遣労働者となる

ように指示し、派遣元である被告マンパワーに指示して原告を雇用させ、被告ヒューレッ

トや訴外ＫＳＫに派遣させている。 
  そして、被告ヒューレットは、業務内容から賃金に至るまですべて従前どおりに原告を

雇用し、賃金額を被告ヒューレットが決定しているのみならず、派遣先さえも被告ヒュー

レットが決定している。 
以上のことからすれば、本件労働者派遣は、労働者派遣の形式をとっているが、それは

被告ヒューレットに雇用責任を免れさせるための仮装のものであり、その実質は職業安定

法４４条に違反する労働者供給である。 
イ 本件派遣労働者契約は公序良俗に反し無効であること 
  本件派遣労働契約は、被告ヒューレットに原告に対する雇用責任を免れさせ、被告マン

パワーにその対価を与える（＝中間搾取を認めること）を目的とする契約である。また、

本件派遣労働契約は、専門業務派遣を偽装することによって、派遣期間制限を定める労働

者派遣法４０条の２の第２項を潜脱して、永続的に原告を労働者供給しようとする契約で

ある。 
  以上の諸事実からすると、職業安定法４４条に違反する労働者供給が行われた本件では、

パナソニックプラズマディスプレイ（パスコ）事件最高裁第二小法廷平成２１年１２月１

８日判決のいう「特段の事情」があるものとして、本件派遣労働契約は、公序良俗に反す

る契約として、無効である。 
 
３ 本件訴訟で明らかになったこと 
  雇用責任を免れるために被告マンパワーを介在させたこと 

被告ヒューレットは、２００４年１０月当時、雇用するアルバイト社員の大半を社会保

険に加入させていなかった。被告ヒューレットは、このような社会保険未加入のアルバイ

ト社員を「外注扱いアルバイト」（アメリカ親会社がヘッドカウントとして承認していない

アルバイト社員）として管理していた。そして、被告ヒューレットは、アルバイト制度を

廃止して、アルバイト社員を期間の定めのない正社員として雇用するかを検討することに

なったが、原告についてはヘッドカウントの関係上、正社員として雇用することはできな

かったが、原告の労働力が必要であったため、原告に対して「会社の都合で、これからは
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マンパワーの派遣社員になって、従来どおりヒューレットで働いてくれ。仕事内容とか待

遇は何も変わらないから」と言い、原告に派遣登録をさせたのである。 
被告ヒューレットにおいて、アルバイト社員の社会保険未加入状態を解消させるための

方法としては、正社員として雇用するか、派遣社員として受け入れるかのいずれかしかな

いというわけではなく、アルバイト社員を「アルバイト」扱いのまま、社会保険に加入さ

せれば足りることであり、わざわざ労働者派遣の形式にする必要はなかったのである。 
  派遣労働契約における賃金額の決定に被告ヒューレットが関与していたこと  

被告マンパワーが原告と被告ヒューレットとの間に介在した後も、被告ヒューレットか

ら支給されていた時給額に交通費を時間割して加えた賃金が支給されていた。この原告の

賃金は、被告ヒューレットが被告マンパワーとの間で、原告の時給に加え、通勤ルート及

び往復交通費についてやり取りを行い、交通費分を時給額に上乗せすることで、被告ヒュ

ーレットが原告に支給していた賃金と同額になるようにしていたのである。我々はそのよ

うなやり取りが行われていたことを示すメールを書証として提出している。そもそも労働

者派遣では、派遣元会社は派遣労働者の交通費を負担しないことが多い中で、事前に派遣

元と派遣先が時給額に加えて、原告の交通費の額のやり取りまでして、原告の被告ヒュー

レットでの時給額に交通費分を時給換算した上で上乗せするというのは異例の対応であり、

被告ヒューレットが原告の賃金額の決定に関与していたことを裏付けるものである。 
  原告の従事していた業務は単なる業務用プリンターのクレーム処理に留まらないこと 

被告ヒューレットは、原告の業務が「テレマーケティングの営業関係」に該当し、派遣

期間制限を受けないと主張している。 
しかし、原告は、単なる業務用プリンターのクレーム処理業務に留まらず、経理部門に

よって修理代金の回収が困難な案件につき、修理代金を支払わない顧客に対して代金支払

の督促を行ったり、自ら修理の状況を確認・調査した上で、顧客に対して修理状況を説明

したり、修理代金の減額を含めた交渉を行うなどの業務を行っていた。このように原告は

「テレマーケティングの営業関係」とは全く無関係な業務を行っていた。原告の業務内容

については、原告が業務で使用していたメールの内容からも明らかになっている。 
 
４ 最後に 

本件の訴訟提起からすでに２年が経とうとしている。裁判も終盤に差し掛かってきてお

り、今年は原告本人や被告ヒューレット及び被告マンパワー社員への尋問を予定している。

法廷外においても、江東区労働組合総連合、全労連地域労働組合こうとう等の支援者と連

携し、被告ヒューレット本社前で街宣活動を行うなどの運動を展開している。引き続き、

本件裁判の勝利を目指し、法廷内・法廷外でのたたかいに邁進して参りますので、ご支援・

ご協力をお願い申し上げます。 
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事故防ピンハネ返せ訴訟 不当判決でも清
掃労供労働者の年金・保険適用を実現 

           渋谷共同法律事務所  萩尾 健太 

 ２０１７年１２月２１日、東京高等裁判所第４民事部（菅野雅之裁判長）は、一般社団法

人労働福祉事故防止協議会（「事故防」）を被告（被控訴人）として新運転東京地本の組合員

および元組合員３名が一労働日あたり２００円の拠出金の返還と不法行為に基づく損害賠償

を請求した裁判（「事故防ピンハネ返せ訴訟」）について、原告（控訴人）らの控訴を棄却

し、請求を全て棄却した一審判決（東京地裁２０１７年６月２９日）を追認するという極め

て不当な判決をなした。 

 

１ 当事者 

 新運転東京地本（「組合」）は、東京２３区清掃事業の下請け企業や生コン企業に対して

労働者供給事業をなす労働組合である。 

 事故防は、新運転東京地本およびその専従役員と東京環境保全協会等の供給先企業が構成員

となった組織である。組合員の福利厚生のための組織といいながら、組合員は事故防の運営

に関与できず、組合内でも「別組織 云々」をたてに、事故防の運営についての議論から組合

員は排除されてきた。 

 新運転東京地本幹部らは、事故防を使用者のリスク回避のための組織と位置づけながら、

ここから経理上の援助まで受けていることにも露われているとおり、事故防は労使幹部の癒

着の場として機能してきた。 

 

２ 不当利得返還請求と不法行為に基づく損害賠償請求 

  事故防は、組合員の一就労あたり２００円（２０１２年１０月より１００円）の拠出金に

よって運営されている。しかし、上記の通り、この拠出金が事故防を介して供給先企業より

新運転東京地本の専従役員に流れていることから、原告らは、＜中間搾取を禁止した労働基

準法６条＞＜有料の労働者供給事業を禁止した職安法４４条・４５条＞＜経理上の援助を禁

止した労働組合法２条２号、７条３号＞に違反し、不当利得となるので、その返還を請求す

るとともに、不法行為に基づく損害賠償を請求して、２０１４年７月３０日と同年１２月２

２日に、原告らは提訴した。 

 

これらは、組合会館の所有名義が組合機関での決定を経ずに事故防に移転させられたこと

について、組合員が事故防の篠崎理事長（新運転中央本部委員長を兼務）を訴え、事故防の

実態に基づいて不法行為の認定を得た先行訴訟判決（東京地裁平成２２年３月２４日判例タ

イムズ１３２５号１２５頁）の判示に基づくものであった。 
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３ 不当利得返還請求についての判示 

 しかし、一審判決は、事故防の実態・実情に着目するという責務を放棄して、表面的建前

のみを云々した。例えば“拠出金は組合員の賃金相当分ではない”“事故防は組合員の福利

厚生を目的とする組織であるため中間搾取に当たらない”“事故防は有料の職業紹介事業を

行っているとは言えず、事故防から組合幹部への支払はその業務に対するものだ”などとし

て、労基法・職安法・労組法違反を認めなかった。 

 控訴審判決は、一審に続いて再び、拠出金は組合員の賃金相当分ではないとした。ただし、労供

労働者と供給先事業者の正規従業員との間の著しい収入格差については、労働契約法２０条に抵触

する可能性があることに言及した点は重要である。 

 事故防について控訴人らは、組合書記長（当時）の先行訴訟での陳述書および先行訴訟判決をも

とに、供給先事業者の共済組織であると主張してきた。ところが、控訴審判決は「労供労働者側の

福祉充実の要請に基づいて設立された独立の組織」であるなどとしてそこでの飲食など労使癒着を

正当化した。 

 また、事故防による組合書記長（当時）への賃金負担については「同書記長が被控訴人において

提供した労務が支給を受ける賃金に相当するものであれば、何ら問題とされるべきものではない。」

と判示した。しかし、太田書記長が書記長業務の８割の賃金に相当する業務を事故防で行っていた

証拠はないし、そうであるとすれば書記長への職務専念義務違反という点で重大である。我々はこ

の点をさらに追及していく。 

 

４ 不法行為に基づく損害賠償請求についての判示 

 初代事故防会長にして新運転東京地本委員長であった故篠﨑庄平氏は、１９７８年の第一回事故

防総会で、供給先企業に対して、組合員について「利用者の皆さんは、これを借りて使用している

のだ、というのが、その主張であり、したがって、必要に応じ、必要な時だけ使用する、というこ

とで“便利”に“安心して”ご使用頂いているわけです。」と述べた。 

従来、この発言のとおりに、労使幹部癒着体制のもとで、組合員中９割（約１９００名）の

継続就労者も、同一事業所で何年働いても日々使用とされ、＜厚生年金なし、健康保険・雇

用保険も日雇い扱い、有給休暇もなし＞という厚生年金法・健康保険法・労基法違反の労働条件

が、新運転東京地本と業界団体との間の＜労働協約１条＞によって押しつけられ、首切り自由とい

う無権利状態におかれてきた。それが、事故防を通じた労使幹部癒着体制の下で、使用者の意を受

けた組合幹部によって維持されてきた。原告らは、この点について、事故防と新運転東京地本の共

同不法行為として損害賠償を請求した。 

  ところが、一審判決は、組合幹部の文書や労供事業の実態などの証拠を無視して“労働協

約１条は窓口就労者に対するものであり、継続就労者には適用されない”などと、新運転執

行部の新たな言い訳に基づいて認定した。また、新運転東京地本幹部が関係行政機関に自ら

働きかけて、組合員への厚生年金・健康保険・雇用保険の適用を妨害したという事実も無視して
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“年金や保険の適用は行政が法に基づいてなすものだ”として、事故防の共同不法行為の責任を完

全に否定した。 

組合員は事故防の運営に関与できないという非民主的な労使幹部癒着体制について、一審判決

は、事故防と新運転東京地本との共同不法行為とは認められず、新運転東京地本内で解決すべき問

題であるとした。さらに、控訴審判決は、事故防は独立した組織であるとして「組合の全ての問題

に参加する権利が侵害されているとはいえない」とした。 

 控訴審判決は、日々雇用ではなく日々使用という特殊な関係を太田書記長らが主張していたこと

を理解していないが、窓口就労と継続就労を問わずそうした扱いがされてきたことは認めた。もっ

とも、それが事故防の方針であることや時間外割増賃金の請求ができないことを認めるに足りる証

拠はないとした。 

  しかし、この判示によれば、継続就労者についても日々使用扱いをしてきた供給先事業者及

び組合幹部の責任は免れない。 

 

５ 控訴審の審理不尽 

  組合書記長（当時）の事故防での勤務実態を初めとして、控訴審判決が「証拠がない」と

した点は、いずれも組合書記長らへの尋問によって明らかになる点である。ところが、控訴

審は、事故防役員ではない組合書記長を敵性証人と決めつけてその尋問を行わず、地裁にお

ける判断の脱漏、理由不備を上塗りしたのである。 

 

６ 清掃労供労働者の権利実現という重要な成果 

他方で、本件提訴と、これをバックアップしてきた組合の枠を超えた労供労働者、下請労働者、

公務員労働者の共同の広がりが（これは、裁判の判決の勝敗如何を超えた、本件訴訟提訴の大きな

成果である）、従来の実態の変化をもたらした。 

 昨年５月、東京２３区の清掃労働者の厚生年金未加入が朝日新聞で報道され、１０月には

厚生労働省の年金局、保険局、職業安定局から、業者団体である東京環境保全協会に対して

指導がなされ、継続就労をしている労供労働者の加入が求められた。 

 これを受けて、当初使用者と共に抵抗しようとした新運転東京地本幹部の姿勢も変化し、今

年から、その適用を企業に要請し、企業もこれを受け入れ、約２０００名の継続就労者について、

年金・健康保険・雇用保険への加入がなされるに至った。 

 さらに、継続就労者に対して、期間の起算点など不十分点はあるが、有給休暇の付与ま

でなされるに至った。 

 本件判決は、こうした裁判自体をも乗り越えた現場の闘いによる現実の流動変化のねじれた反映

でもある。 

 結論そのものは原告の敗訴ではあるが、全員の力で実現してきたこのような現実の流動をも反映

したこの判決を、我々は逆手にとって、＜継続就労者への労働協約１条の適用廃止＞や、＜年金・

保険不加入の潜脱を許さない闘い＞を推し進め、これに基づいて、労働協約１条それ自体の廃止と、
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労供労働者の地位・権利の更なる向上を実現してゆかなければならない。また、組合に、この判決

を受け止めて運営のいっそうの民主化を図ることを求めていく。 

 訴訟団は、不当判決に屈せず、判決の過ちを正し、事故防を通じた支配介入の実態を明ら

かにして事故防の責任を追及するべく、上告して闘い続ける決意である。 

 

 

Chubb 損保（旧エース損保）事件、東京地裁

で勝訴・確定～2 度のグレード降格 

と減給は人事権濫用で無効～ 

東京法律事務所  今泉 義竜 
2017 年 5 月 31 日、Chubb 損害保険会社（チャブ損保）に勤務する労働者のジョブグレー

ド降格に伴う減給などが争点となった事件で、勝訴判決を獲得し、会社が控訴せず確定した

（東京地裁民事 36 部・川淵健司裁判官。労判 1166 号掲載）。 
1 事案の概要 
(1) ジョブグレード降格① 
原告は、1999 年にチャブ損保の前身であるエース損保に入社し、数理部でグレード 7S と

評価され保険料改定などの業務に従事していた。しかし、2007 年に内部監査部へ異動となっ

た際にグレードが 7S から 6S に引き下げられ、手当が 2 万 5000 円減額された。 
(2) リハビリ勤務中の給与 1 割カット 

原告は、2012 年に内部監査部の後藤部長からハラスメントを受けるようになり体調を崩し

始めた。異動を申し出たが受け入れられず、不眠・うつ状態になった。それにもかかわらず

会社からは PIP（performance improvement plan:業績改善プログラム）を実施されてさら

に心身に不調を来し、2013 年 10 月から休職するに至った。 
2014 年 1 月に復職したものの、リハビリ勤務扱いが 8 月末まで続き、その間給与が 1 割カ

ットされる状態が続いた。 
(3) ジョブグレード降格② 

2014 年 9 月にようやく正式な復職が認められたが、人事部付きでの復職とされ、グレード

が 6S から 5S へとさらに引き下げられた。 
2 東京地裁の判断 
(1) ジョブグレードの降格について 

被告は、ジョブグレードの降格について、①就業規則上の根拠がある②原告本人の同意が

ある③引き下げに合理的理由があると主張した。東京地裁判決は、これらをいずれも否定し

た。 
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ア グレード降格には明確な根拠規定又は同意が必要 
東京地裁判決は、「本件降格は、労働者にとって最も重要な労働条件である賃金を不利益に

変更するものであるから、労働者の個別の同意若しくは就業規則や賃全規程上の明確な根拠

が必要というべきであり、かかる就業規則等の明確な根拠規定もなく、労働者の個別の同意

もないままに、使用者が一方的行為により従業員のグレードを引き下げること(降格)は、人事

権を濫用するものとして許されない」という判断基準を示した。 
イ 就業規則上の根拠がないと判断 

被告は社内向けのパワーポイントの資料について、就業規則であると主張していた。就業

規則の形式については労基法上定めがないのであるからパワポの形式であってもよい、周知

要件も満たすという趣旨の主張であった。 
かかる主張に対し、裁判所は、「就業規則は、労働者の労働条件や職場規律に関する基本的

事項を定める労使関係における準則であるから、その内容は具体的かつ一義的に明確なもの

であることが要請される。」と就業規則の定義を述べた上、上記資料について「制度の概要を

まとめた説明用文書にすぎず、就業規則の一部に当たると認めることはできない。」と一蹴し

た。 
ウ 真意に基づく同意もないと判断 

同意の有無については、降格①②いずれについても、原告が異議を述べたことなどを認定

した上、山梨県民信用組合事件（最高裁平成 28 年 2 月 19 日第二小法廷判決)を引用して自由

な意思に基づく同意がないと判断した。 
エ 診断書が提出されたもとでの退職勧奨・PIP 実施は不適切と判断 

また、判決は、「被告は、十分な根拠もないままに原告の評価を引き下げ、原告から適応障

害、抑うつ状態により治療中であり、対人関係によるストレスを避けるために配置転換等の

職務上の配慮が必要との診断書が提出されたにもかかわらず、かかる措置や配慮を全く取ら

ず、かえって原告に対する退職勧奨を繰り返し、そのような状況下で 2 度の PIP を実施し、

その後原告が体調を更に悪化させたのであって、被告は原告に対し、極めて不適切な対応を

繰り返していたものといわざるを得ない。」と判断した。 
PIP は退職に追い込むための手段として使われ、労働者の心身を蝕むものであるが、PIP

は外形上適法な業務改善指示を装うため、司法が PIP そのものの適法性についてまで否定す

る例はまだないと思われる。今回、裁判所が不適切な対応の一つとして PIP の実施を挙げた

ことは踏み込んだ重要な判断である。 
(2) リハビリ中の減給について 

リハビリ勤務として給与を 1 割カットとした点については、判決は「原告のリハビリ勤務

は遅くとも同年 5 月末までで足りると認めるのが相当であり、同年 6 月以降も引き続き同年

8 月末までリハビリ勤務を継続し、基本給の 1 割減額を継続することは、被告の人事上の裁

量権を逸脱した違法な措置というべきである。」と判断した。原告は当初は減給を伴うリハビ

リ勤務に同意していたものであるが、裁判所はその同意の範囲を限定して解釈した上で、使
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用者の裁量権の範囲の問題と構成した。労働者の同意を限定的に解するという司法判断の蓄

積の流れに沿うものであり、評価できる。 
3 本判決の意義 

本判決は、バズフィードジャパンの渡辺記者（当時。現 Huffpost Japan 所属）が「『ト

イレ離席するなら、書類にハンコをもらえ』 50 代男性課長が受けた仕打ち」との記事にし

て配信してくれたことにより、ネット上で大きな反響があった。反響の大きさ故かわからな

いが、会社は控訴を断念し、減給分を支払った。原告は減給分を回復された賃金で今も会社

で勤務を続けている。 
なお、Chubb 損保を相手に、別件でパワハラを受けた挙句グレード降格・給与半減の合意

書に署名させられ、その後退職した労働者について現在訴訟が進行中である。この訴訟は、

退職に際しての覚書に請求権放棄の合意文言があり、その文言の合理的意思解釈及び自由な

意思の有無が争点となっており、判決となることが予想されるが、重要な判断となると思わ

れるので勝訴に向けて全力を尽くす。また、本件訴訟中に会社が変更した就業規則に基づく

降格がなされた別の労働者についても、残業代不払いと合わせて訴訟を準備中である。 
Chubb 損保で横行する違法な人事措置を徹底的にただし、同社で働く従業員はもとより、

外資系企業の違法なジョブグレード制に警鐘を鳴らし是正を促すような成果を勝ち取ってい

きたい。 
 
 

「本当にこれでいいのか 

生活保護基準の引き下げ」 

                    代々木総合法律事務所  林 治 

１ 生活保護基準引き下げが招くもの 
   相次ぐ社会保障費の引き下げ 
   ２０１２年１２月に第２次安倍内閣が誕生してから、軍事費は増加の一途であり、

２０１８年度予算案では５兆円以上を見込み過去最高額を記録する一方、医療、介

護、年金、生活保護などの社会保障費は軒並み削減されてきた。 
   ２０１８年予算案では、高齢化や医療の高度化などにより社会保障が増える「自

然増分」６３００億円のうち１３００億円を削減し、５０００億円しか認めない予

算案になっている。本来、自然増は削減が困難なものであるにもかかわらず、無理

やり削減しているのである。 
   安倍政権下で国内総生産（ＧＤＰ）に占める社会保障支出は２０１３年から３年連続

で減少しているが、「構造改革」の名で社会保障費カットをすすめた小泉内閣でも起きな
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かったことである。安倍内閣は小泉内閣以上に社会保障費の削減を進めている。 
   過去最大規模の生活保護基準の引き下げ 
   その中でもとりわけ安倍内閣になってから顕著なのは生活保護基準の引き下げで

ある。 
   これまでの歴代の自民党政権でも、小泉内閣で老齢加算と母子加算を廃止した例

はあるが（その後、母子加算については、世論の後押しもあったことから民主党政

権下で復活）、生活保護基準本体の大幅な削減を行ったことはなかった。 
   しかし、自民党は、お笑いタレントの母親が生活保護を利用していることを発端

にして嵐のように巻き起こった「生活保護バッシング」の流れを利用して、２０１

２年１２月の総選挙では生活保護費１０％削減を公約にし、その後誕生した安倍内

閣は、直ちに過去最大規模で生活保護基準（生活扶助費：生活費）を引き下げた（２

０１３年８月、１４年４月、１５年４月の３段階で６７０億円の削減、最大１０％、

平均６．５％の引き下げ）。 
   この引き下げのうち、９０億円は２０１３年１月１８日に発表された厚生労働省

社会保障審議会生活保護基準部会（以下「基準部会」という。）における検証結果の

報告書を理由に、５８０億円は前回見直し（２００８年）以降の物価の下落を理由

に削減するとしていが、いずれも理由にならないものである。 
   基準部会の報告書は、２００９年全国消費実態調査のデータに基づき、第１・十

分位（全世帯の所得階層を１０等分したときの一番所得低い１０％階層）の消費水

準と生活扶助基準と比較して検証しているが、この検証方法について基準部会の報

告書自身が「サンプルが極めて少数となるといった統計上の限界」があることを認

め、この方法が「唯一の手法ということでもな」く、「検証方法について一定の限界

があることに留意する必要がある」としている。 
   また、生活保護制度の補足率は１５．３％から３２．１％であり（２０１０年４

月９日付厚生労働省発表）、報告書も「現実には第１・十分位の階層には生活保護基

準以下の所得水準で生活している者も含まれることが想定される点についても留意

が必要である」としているとおり、生活保護基準以下で生活している者と比較して

引き下げたら際限のない引き下げを招くのである。 
   物価下落については、その主な要因は家電製品にあるが、生活保護受給世帯の消

費支出割合の高い食糧費と水光熱費はほとんど変動がないか上昇している。 
   それにもかかわらず、厚労省は生活保護世帯も一般家庭と同様に家電製品を購入

すると想定しており、さらに、生活保護世帯の支出割合の算出には、生活扶助費の

項目に該当しない家賃や自動車関連費用を除外しているため、家電製品への支出が

少ない生活保護受給世帯の方が相対的に家電製品の支出割合が大きいものとして下

落率が算出されているのである。 
   このような全く理由にならないことで生活保護基準を引き下げられたことに対し、
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生存権を侵害しているとして全国で不服審査請求がなされ、その後に各地で訴訟が

提起された。現在では全国 2２９都道府県で９００名を超える当事者が裁判を起こ

して闘っている。この訴訟には自由法曹団東京支部の団員も弁護団として参加して

いる。 
   住宅扶助費と冬季加算の相次ぐ引き下げ 
   さらに、安倍内閣は、生活保護利用者に家賃や地代として支給される住宅扶助費

を２０１５年７月から引き下げ、冬季の暖房代として支給される冬季加算を同年１

０月から引き下げた。 
   住宅扶助費の引き下げについては、１級地（２３区と羽村しあきる野市を除く２

４市）の２人世帯がこれまでの６万９８００円から６万４０００円に減額され、２

級地（羽村市、あきる野市、瑞穂町）では単身世帯が５万３７００円から４万５０

００円に、２人世帯がこれまでの６万９８００円から５万４０００円に大幅に減額

された。これにより、転居を余儀なくされた利用者も多数現れた。 
   さらなる保護基準の引き下げ 
   これに飽き足らず安倍内閣は、２０１８年度予算案で生活扶助基準本体や母子加

算を大幅に引き下げる方針を示した。 

   仮に、これが実施された場合、生活扶助費は、夫婦子２人世帯で１８万５２７０

円から１５万９９６０円へと２万５３１０円（１３．７％）、子２人の母子世帯で１

５万５２５０円から１４万４２４０円へと１万１０１０円（７．１％）もの大幅削

減となる地域もある。 

   母子加算についても、平均２割（都市部で２万２７９０円の場合４５５８円）削

減の可能性があると報じられている（２０１７年１２月９日付毎日新聞朝刊）。 

   さらに単身高齢（７５歳）世帯で７万４６３０円から６万８８４０円へと５７

９０円（７．８％），高齢（６５歳）夫婦世帯で１１万９２００円から１０万６

０２０円へと１万３１８０円（１１．１％）の削減となる地域もある。 
   世帯人数に応じて生活扶助費が決定されるため生活保護費が多額になる多子世帯、

保護利用者のうち、もっとも割合が高い高齢者世帯を狙い撃ちしたような削減案で

ある。 
   生活保護削減が与える影響 
   生活保護基準が引き下げられることは、生活保護を利用していない者へも影響す

る。 
   例えば、生活保護基準は、住民税の非課税基準、国民健康保険料の減免基準、介

護保険の利用料・保険料の減免基準、就学援助金の利用基準、日本司法支援センタ

ーの民事法律扶助の援助基準など生活の中の多様な分野の施策に関連している。 
   さらに、生活保護基準は最低賃金の指標にもなっているので、これが引き下げら

れると最低賃金の指標も下がることになり、今でさえ生活することが困難な最低賃
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金がいっそう引き下げられることにもつながる。 
   また、最低生活費である生活保護基準が引き下げられることは、もっとも底辺の

社会保障が引き下げられることであるから、その他の社会保障費（医療、介護、年

金、教育などの費用）も容易に引き下げを招くことになる。なぜなら、「最底辺の人

もこれだけしか支給されていないのであるから、それ以上の収入がある人は医療費

をもっと払えるはず」などの理屈がまかり通ってしまうことになるからである。生

活保護バッシングや「俺はもっと大変だけど頑張っている」というガマン比べをし

ていても何の利益もない。 
   最も困窮している人の権利を守り、発展させていくことこそが、すべての国民の

生活を豊かにすることになるのである。 
   自分の権利を守るためにも生活保護制度の充実を求める運動に参加することを多

くの自由法曹団員に求めたい。 
 

 

立川保護廃止自殺事件 

三多摩法律事務所  田所 良平 

１．就労指導違反による保護停止・保護廃止から自殺に至る経緯 

 ２０１５年１２月１０日、立川市内のアパートに居住していた男性（４０代）が就労指導

違反を理由とする生活保護廃止処分通知書が発行された翌日、自殺した。 

 男性は、ケースワーカーから書面による就労指導を受けたがこれに従わなかったとの理由

で保護停止処分を受けた（１０月２２日付通知書）。これによって生活扶助費、住宅扶助費の

支給が止まり日々の食事すら事欠き、就労活動どころでない状態に追い込まれた。そのうえ

で、さらに就労指導を受けて、この指導にしたがわなかったことを理由に保護廃止処分を受

け、自殺に至った。 

 男性は高校卒業後、製造業の正社員として働いたが、２～３年で転職することを繰り返し、

やがて派遣労働を転々とし、リーマンショックと同じころ、派遣切りにより路上生活を強い

られるようになった。対人関係が苦手で、「死にたい」と言うことをよく言っていたそうで、

発達障害や、軽度の知的障害、精神疾患も疑われる。 

 

２．原因と思われる就労指導による保護廃止数の目標設定 

 本来、このような障害や疾患がないことを医師等の意見も踏まえて慎重な判断が必要なは

ずであり、また一人一人の実情に応じた丁寧な対応が就労指導には不可欠であるが、男性に

ついてこれらが適切にされていなかったのではないかと疑わざるをえない。 

 立川市は、「平成２７年度 事務事業評価表」（２０１５年６月作成）において、就労指導
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による保護廃止人数の「平成２７年度目標値」として「２０名」を掲げており、これによっ

て一人一人の事情を無視した機械的な就労指導が強化されていったのではないか。 

 調査から判明した立川市の就労指導の実態は、例えば、２０１５年９月には、全く同じ文

言の就労指導書が同じ日に３名の保護利用者に対して出されていた。その他にも、１か月の

うちに「ハローワークに行き、最低でも８件の仕事の紹介を受けることを指示します」とい

う指導指示書も確認された。また本事件後、府中緊急派遣村が対応した立川市の保護利用者

の方は、保護費の窓口支給のを受けているが、執拗な就労指導により保護費を受け取りに行

くことも困難となり、路上生活に追い込まれたとのことであり、本件の教訓が全く生かされ

ていないと思わざるを得ない。 

 このような問題は数値目標に起因するものではないか。 

 

３．背景にある厚労省の指導 

 厚労省は毎年、都道府県等に対して、「就労支援促進計画」の提出を求め、就労指導による

保護廃止等の目標を立てさせるとともに、前年度の実績を報告するよう求めている。 

 このようなこともあり、東京都内では、立川市のほか、府中市、国分寺市、清瀬市、八王

子市、小金井市、武蔵野市、品川区、荒川区でも就労指導による保護廃止目標を設定してい

るようだ。 

 本件と同種の事件を二度と起さないためにも、本件の実態を広くしらせ、不当な就労指導

の強化を是正する取り組みが必要である。 

 

 

日 弁 連 貧 困 問 題 対 策 本 部 と 東 京 の

弁護士会での活動 
        東京法律事務所  滝沢 香 

 2010 年 4 月に設置された日弁連貧困問題対策本部は２年ごとの更新を経て、近年は次のよ

うな活動を行っている。 

１ 生活保護について 

① 毎年「全国一斉生活保護ホットライン」を実施するとともに、各地に常設の生活保護相

談体制の整備を呼びかけている。 

②生活保護基準が度々引き下げられている。基準引下げは、生活保護利用者以外の生活にも

広く影響することを広めるためのチラシを作成、普及してきた。 

③ 生活保護の捕捉率を高めるため当事者向け・利用者向けのパンフレットや著名人からの

コメントをまとめたパンフレットを作成し、配布を行っている。 

２ ワーキングプアについて 

① 毎年 6 月 10 日を「労働の日」と定め「全国一斉労働相談ホットライン」を実施し、各地
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に労働相談の窓口設置をよびかけている。 

② 労働者派遣法、有期労働契約、労働時間法制等、労働法制の規制緩和に関する意見書の

とりまとめや院内集会、学習会を開催している。 

③ 公契約法・公契約条例の制定を求める取り組み、リーフレット作成、シンポジウム開催、

条例が制定された自治体の現地調査などに取り組んでいる。 

④ 毎年最賃の引上げを求める会長声明を公表し、チラシ作成・配布や、各弁護士会へ地域

最賃引上げの会長声明の公表や地方審議会への働きかけ等をよびかけている。 

 青森及び鳥取で現地調査・研究を行い、2017 年 6 月シンポジウム「最低賃金引上げには何

が必要か？法制度と運用面の課題を探る」を開催した。 

⑤ 求職者支援制度の現状や問題点の調査・研究を行っている。 

⑥ 規制緩和のもと度重なるバス事故について、2017 年 1 月市民集会「バス事故はなぜ？繰

り返される事故の原因と対策を考える」を開催した。 

３ 子ども・女性の貧困対策 

① 「全国一斉奨学金ホットライン」を実施し、2016 年 7 月に「所得連動返還型奨学金制度

につき、十分に議論を尽くした上で、真に利用者負担の少ない制度の創設を求める意見書」

を公表した。 

② 子どもの貧困対策推進法が明記する自治体の役に関わり 2016 年 7 月「モデル条例案から

考える、地域で進める子どもの貧困対策セミナー」を開催し、自治体調査を行った。 

③ 2015 年度の日弁連人権擁護大会シンポジウムで「女性と労働」を取り上げた。 

④ 「児童扶養手当ホットライン」を実施し、弁護士向けマニュアル作成を検討している。 

⑤ 2018 年 1 月に学童保育に関するシンポジウムを開催した。 

４ 自殺対策 

 相談マニュアルを作成し、国が設定する自殺対策強化月間や自殺予防週間等にあわせて、

各弁護士会の協力を得て「暮らしとこころの相談会」を実施している。 

５ 社会保障基本法制定運動 

 2017 年 6 月から 2018 年 1 月にかけて、医療・障がい者福祉制度・年金・財政をテーマに

社会保障の連続シンポを開催した。なお、2018 年青森人権大会では「日本の社会保障の崩壊

と再生－若者に未来を－」分科会を開催する。 

６ 生活困窮者自立支援法に対する対応 

2015 年４月に施行された生活困窮者自立支援法に関し、自立相談支援事業に関わる自治

体・受託団体への訪問調査等を行っている。 

７ 全国単位会での取組の拡大のために 

全国の担当者を入れたＭＬを設定し、毎年「貧困問題対策に関する全国協議会」を開催し、

情報交換、経験交流を行っている。2010 年度以降、全国各弁護士会と連携し、「貧困問題全

国キャラバン」として市民集会を開催している。 

８ 東京支部団員へのお願い 
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 日弁連貧困本部では、労働分野で活動する在京委員が極めて少ない。日弁連の活動は、各

弁護士会での活動が伴ってこそ実質化するが、私が所属する東弁でも、わずかな人数で、池

袋・北千住・蒲田での常設生活保護相談を所管しつつ、日弁連から提起される各課題に対応

している。団東京支部団員の皆さまに、是非とも日弁連や各弁護士会で貧困問題の活動に関

与していただきたく、切にお願いする次第である。 

 
 

生活保護引下げ違憲東京国賠訴訟 

（通称：はっさく訴訟）について 

                     城北法律事務所  木下 浩一  

１ 本件訴訟について 
 ２０１３年から３回にわたり実施された生活保護費の大幅引き下げによって，生活保護世

帯の９６％にあたる２００万人以上が生活扶助費を減額された。３年間で，１世帯あたり平

均６．５％，最大１０％もの生活扶助費が引き下げられることになり，もともと厳しい生活

を送っていた生活保護世帯が，さらに追い詰められている。 
 本件は，東京都内に住む原告約３０名が，減額支給決定が違憲違法であるとして，各市区

町村に対して保護費減額処分の取り消しを求めるとともに，違法な生活保護基準を策定した

こと自体の厚生労働大臣の過失を問い，国に対して国家賠償を求める裁判である。なお，本

件訴訟のことを，通称「はっさく訴訟」と呼んでいるが，これは，第１回の引き下げが２０

１３年８月１日に行われたことから，旧暦の八月朔日にちなみ，同日を決して忘れないとい

う意味で名づけられた。 
 
２ 今回の引き下げに至る経緯 

２０１２年１２月の衆議院議員総選挙に際して，自民党は「給付水準の原則１割カット」

をマニフェストに明記し，選挙の結果，自民党が大勝をして政権を奪還し，奪還直後には，

これに符合する最大１０％の生活扶助基準引下げの方向性が示された。このような経緯から

すれば，今回の引き下げは，当初から引下げ自体を目的とした政治的意図により実施された

ことは明らかである。 
また，国は，専門家による客観的な検証のために設置された基準部会の審議内容を無視・

軽視し，生活扶助相当ＣＰＩという独自の基準を用いて引下げの根拠としている。政治意図

に沿った，極めて恣意的に作られた基準を用いて引下げを正当化するものであり著しく不合

理である。 
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３ 訴訟の進行状況 
 現在，訴訟は第６回口頭弁論期日が開かれた段階であるが，生活保護バッシングが吹き荒

れる中，意を決して立ち上がった原告の方々の生活実態を訴える悲痛な意見陳述に，他の原

告，傍聴人および弁護団は心を打たれている。 
 弁護団では，生活保護基準が策定された経過，特に，どうしてこのような引き下げ幅にな

ったのか，その根拠，計算方法等を明らかにするよう釈明を求めており，明らかにされた材

料から要考慮事項の不考慮あるいは不可考慮事項の考慮など厚生労働大臣の裁量権の逸脱濫

用があったことを主張立証していく予定である。 
 
４ 生活保護を取り巻く状況 
 このような訴訟が全国で訴訟提起され，引き下げの違憲・違法性が争われている中，厚労

省は，２０１７年１２月８日の第３５回生活保護基準部会において，２０１８年度から，生

活扶助基準本体や母子加算を大幅に引き下げる方針案を示し，同月１４日，生活保護基準部

会は，かかる内容に基づく報告書を発表するに至った。これによれば，最大で１３．７％も

の削減となる世帯（夫婦子２人世帯）も生じる可能性があり，本件訴訟で争われている前代

未聞の削減すら大幅に上回る削減となりうる。 
 本件訴訟での勝訴はもちろんのこと，更なる引き下げを絶対に許さないという姿勢の下，

本件訴訟の内外で闘っていく決意である。 
 

 

生活保護法６３条返還処分取消裁判

勝利判決とその後の取り組み 

三多摩法律事務所 佐藤 宙 

はじめに 

 昨今、福祉事務所が誤って基準を超える生活保護費を支給し、後になって、生活保護法（以

下「法」という）６３条を根拠として、過誤支給分の保護費の返還処分を行うケースが多発

している。本件も、その中で起こった事件の一つであり、約６０万円もの過誤払い保護費の

返還を求められたものである。この度、東京地方裁判所に法６３条返還処分の取消訴訟を提

起したところ、画期的な勝利判決を得ることができたので、ここに報告させていただく。な

お、弁護団は、田所良平団員と佐藤の２名である。 

 

１ 事案の概要 

 本件は、児童扶養手当の支給について、福祉事務所に申告していたにも関わらず、福祉事
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務所が約１年３か月にわたって収入認定を怠り、その間、児童扶養手当の相当額分の生活保

護費の過誤支給が発生したことに加え、本来３月までしか支給されないはずの冬期加算が４

月以降も支給された結果、約６０万円もの生活保護費の過誤払いが生じたため、法６３条を

理由にその全額の返還を求められた事案である。 

 原告は、過誤支給保護費を日々の生活費や長女の養育費等に使ってしまったことを告げ、

福祉事務所に返還を免除してくれるよう申し出たが、福祉事務所は全く聞く耳を持たなかっ

た。審査請求、再審査請求の申立をするもいずれも棄却されたため、裁判所に対し処分の取

消しを求めたのが本件裁判である。 

 

２ 原告の主張の骨子 

 厚労相や東京都は、法６３条について、原則として過誤支給分全額の返還を求めるもので

あり、自立更生費などに費消した場合に限り、例外的に返還額から控除しうるというにとど

まるという解釈を採っている。この裁判では、このような行政解釈を打ち破るかが重要なポ

イントとなった。 

 そのためにこの裁判では、法６３条の趣旨にさかのぼり、次のような主張を展開した。す

なわち、生活保護法６３条は、返還を求める額について「実施機関の定める額」として、返

還額の決定について福祉事務所に裁量を認めており、全額返還を原則とはしていない。また、

法６３条は、過誤支給の場合にも、遡って処分を無効とするのではなく、有効として維持し

たまま、時後調整的に返還を求めうる規定に過ぎない。かかる条文の性質・構造からすれば、

法６３条は、過誤支給額全額の返還を原則とするものでは決してなく、対象者に返還しうる

資力が残っている場合に限り、その資力の範囲内で返還を求めうる規定にとどまる。したが

って、返還資力がなく、生活保護費の中から返還を余儀なくされる場合には、返還額を０円

とすべきである。 

 以上に加え、本件過誤支給は、福祉事務所全体に関わる余りにずさんなケースワークの結

果生じたものであるところ、その責任を、経済的に過酷なほどの困窮状態にある原告に転嫁

することは到底許されるものではないという点も、主張の中心に添えた。 

 生活保護法問題に専門的に取り組んでおられる吉永純花園大学教授には、上記主張を裏付

ける論文を作成していただき、証拠として提出した。 

 

３ 画期的な判決内容 

 東京地方裁判所は、このような原告の訴えを正面から受け入れる画期的判断を下した。 

(1) 画期的判断その１ ～ 最低限度の生活の保障の優先～ 

 判決は、生活保護法６３条の返還よりも、最低生活の保障が優先するとして、資力がない

にもかかわらず過誤払い保護費の返還を求めた本件処分を違法とした。すなわち、判決は、

生活保護法６３条に基づいて返還を求めるにあたっては、最低限度の生活の保障や自立の助

長という生活保護法の趣旨に反しないようにしなければならず、返還資力がない場合には、
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返還を求めないことも可能であると判示した。その上で判決は、本件処分について、原告に

は返還のための資力がないにもかかわらず、漫然と過誤支給保護費全額の返還を求めたもの

であるとして、違法と断じた。 

 本判決は、全額返還を原則とする行政解釈を否定し、最低生活の保障という生活保護法の

目的に立ち返り、生存権の保障を優先する判断をしたものであり、画期的な判断といえる。 

 

(2) 画期的判断その２ ～受給者への責任転嫁という視点の導入～ 

 判決は、福祉事務所のミスによる過誤払い保護費の返還を求めることは、福祉事務所の責

任を生活保護利用者に転嫁する側面があるとし、過誤払い保護費の返還を求めるにあたって

は、過誤払いをした担当職員に責任を負わせるべきか否かについても要考慮事項であるとし

た。 

 以上を前提に、判決は、本件処分が、担当職員への責任追及の可否を検討することなく、

負担全てを原告に押しつけたものであるとして、本件処分を違法とした。これまでの法６３

条返還処分の適法性が問題となった裁判で、このような判断を行った先例はなく、この点も

極めて画期的な判断といえる。 

 判決後、２度に亘り東京都に対し控訴断念要請行動を行い、本判決は無事確定した。 

 

４ 過誤支給保護費問題の根絶のために 
(1) 明らかになった過誤支給問題の実態 

冒頭でも触れたとおり、過誤支給保護費やその返還の問題は、全国的な問題となっている。 
三多摩法律事務所が所在する立川市においても、２０１５（平成２７）年度、９０件合計

６００万円を超える過誤払いが生じていることが明らかになった。 
この他、多摩地域だけでも、日野市や多摩市においても多額の保護費の過誤払いが生じて

いることが発覚した。そして、その多くが、過誤支給保護費全額の返還が原則であるとする

厚労省通達を根拠に、生活保護費からの返還を強いられているものと推測される。 
厚労省は、本判決を一事例判決であるとして問題を矮小化し、上記通達の改訂や運用の改

善も含め、問題解決に向けた動きを一切見せていない。そして、生活保護事務は、法定受託

事務として各自治体（ないしそこから委任を受けた福祉事務所）が実施機関となり行うもの

であるところ、厚労省が通達や運用の改訂・改善をしない限り、各実施機関が本判決の趣旨

に沿った運用をしたとしても、国の方針と異なる「独自」の処理を行ったとして監査対象と

なる危険が生じる。そのことは、各実施機関が本判決の趣旨に沿った処理を行うことを萎縮

させる。したがって、問題の最終的な解決のためには、厚労省の上記通達を本判決の内容に

沿ったものに改訂させることが必要となる。  

  
(2) 現場レベルでの運用の定着のために 
ア 本判決を活かした各地の成果 
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 もっとも、通達の改訂を早期に実現することは容易ではない。そこで、まず当面の課題し

ては、各地の福祉事務所に本判決を周知し、本判決の趣旨に沿った運用の実績を積み重ね、

現場レベルでこの運用を定着させることが重要となる。 
 すでに、愛知県豊橋市において、地元の生活と健康を守る会が、過誤払い保護費について

の６３条返還処分について、本判決を根拠に、処分取消を迫って交渉を行ったところ、福祉

事務所が誤りを認め、自庁取消を行う成果を勝ち取った。 
 そのほか、都内でも荒川や町田市でも同様に、地元の生活と健康を守る会が６３条返還処

分の自庁取消しを福祉事務所に迫ったところ、返還処分の自庁取消し等を勝ち取る例も出て

いる。 
 
イ 現在の厚労省の枠組みの中で勝利を勝ち取るために 
 上述のとおり、本判決は、過誤払い保護費について、全額返還とすることを原則としてお

らず、返還資力のない場合は返還を求めないことも可能であるとの判断を行っている。他方、

厚労省は、過誤払い保護費の返還についても、全額の返還が原則であるという立場を堅持し

ている。 
 このため、現場での勝利を勝ち取るというためには、各実施機関に、厚労省の見解を前提

としても、資力のない場合には返還額を０円とすることができる理屈を示すことも重要であ

る。厚労省は、全額返還を原則としつつも、「当該世帯の自立更生のためのやむを得ない用途

に与えられた」費用（以下「自立更生費」という）がある場合には、返還額から免除するこ

とができるとしている。 
 多くの場合、過誤払い保護費の支給を受けた世帯は、そのことに気付かず、日々の生活費

に費消してしまっている。そこで、日々の生活に費消した費用についても、自立更生費とし

て認めさせることができれば、厚労省通達の枠組みの中で、返還額を０円とすることができ

る。この点について、生活費が自立更生費含まれうることを認めた裁判例も存在し（福岡地

裁２０１４（平成２６）年３月１１日判決）、これを否定する行政通達等も存在しない。現に、

立川生活と健康を守る会が、立川市福祉事務所にこの点の文書回答を求めたところ、生活費

も自立更生費に含まれる余地があることの回答を得ることができた。 
 そこで、福祉事務所の交渉段階では、本判決の趣旨を主張すると共に、このような厚労省

の通達の枠組みの中でも、返還額を０円とすることも十分に可能であることを、福祉事務所

に示す必要があろう。 
 
(3) 最後に 
 このように、この事件をきっかけに、過誤払い保護費を巡る問題の重大さ、根深さが改め

てあらかになった。判決から約１年が経過したが、今後も、過誤払い保護費問題の根絶のた

めに、地道な活動を続けていきたい。 
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◇刑事 
共謀罪阻止の闘いと今後の課題 

東京法律事務所  加藤 健次 

１ 共謀罪阻止の闘いの到達点 

 昨年通常国会では、共謀罪法案阻止を最大の課題として位置付け、法案の解明、宣伝、国

会論戦の準備、法律家団体や市民との共同など、幅広い反対運動を進めるために奮闘した。 

 国会審議を重ねるにつれ、共謀罪が表現の自由と内心の自由を侵害し、広汎なプライバシ

ー侵害を引き起こすこと、処罰の範囲がきわめて曖昧で捜査機関による恣意的運用をもたら

すことが一層明らかになってきた。衆院での強行採決の後の５月末の段階では、共謀罪反対

が賛成を上回り、安倍首相が説明責任を果たしていないという意見が圧倒的多数を占めるに

至った。団は、リーフレットや市民監視の事例集など、共謀罪の危険性を明らかにする役割

を果たした。 

 これに対し、安倍政権は、共謀罪を何が何でも会期内に成立させ、かつ、安倍首相に対す

る疑惑の追及を封じるために、参議院の委員会採決を省略する「中間報告」という形で、法

案を成立させるという「禁じ手」を使って強行成立させた。 

 これは、国民の意見を無視し、数の力で押し切るという安倍政権の特質を象徴するもので

あり、森友、加計疑惑で明らかとなった権力の私物化とあいまって、内閣支持率の急落をも

たらした。共謀罪阻止の闘いは、世論を変え、安倍政権を追いつめた。この点に確信を持ち

たい。 

２ 共謀罪の発動阻止、廃止に向けた運動を 

 共謀罪の成立後も、共謀罪の廃止を求める連絡会など、発動を阻止し、廃止をめざす運動

が継続している。また、国連人権理事会の舞台でも、共謀罪と市民のプライバシー侵害の問

題は引き続き大きな問題となる。 

 今後、共謀罪の廃止を求めるとともに、発動を許さない取り組みが求められている。 

 その一つとして、共謀罪対策弁護団が結成された。共謀罪の本質の学習、宣伝と万一のた

めの体制づくりが主な目的である。 

 さらに重要なことは、共謀罪に負けないで、市民が言論表現の自由、政治活動の自由を行

使できるように励ますことである。 

 多くの団員が、対策弁護団への参加をはじめ、憲法を守る運動と連携して、共謀罪の発動

を許さず、廃止を求める運動に引き続き奮闘することを呼びかける。 
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倉敷民商弾圧事件の控訴審判決について 

第一法律事務所  鶴見 祐策 
１ 弾圧の実情と経過 
 本年１月１２日、広島高裁岡山支部は、大勢の支援者が見守るなか禰屋町子さんの有罪判

決を破棄し原審（岡山地裁）に差戻した。この判断は、事件の特徴と本質をより多くの人々

に伝える意味で重要だと思う。 
 ４年前に始まる。広島国税局と連携した公安警察が、民商事務所その他を捜索し、パソコ

ンを含む大量の資料を根こそぎ持ち去り、事務局員の禰屋町子さんを逮捕した。ある法人会

員（Ｉ建設）の「脱税」に関与の疑いが口実だった。その押収物をネタに事務局長（小原氏）

と次長（須増氏）も「税理士法違反」で逮捕。威嚇を伴う捜査官の戸別訪問が民商会員を標

的に展開された。検察は身柄拘束のまま３名を起訴した。検察の「偏見」を刷り込まれた裁

判所が保釈請求を退け続けたため、３名は長期勾留を強いられた。禰屋さんに至っては、そ

の期間１年２月に及んだ。 
２ 弾圧目的の「司法取引」 
 いっぽう「脱税」本犯とされたＩ建設の代表者と常務（経理担当）はどうか。逮捕もされ

なかった。民商を脱会して国税局の修正申告に応じ、在宅起訴後早々に開かれた１回の公判

審理により執行猶予で終った。重加算税も免れようだ。この差別的で異例の扱いは、公安と

検察の筋書きの「事実」を認め、民商に責任転嫁に協力した見返りとしか考えられない。こ

の時期に安倍政権は「司法取引」の立法化に着手した。その先取りと言えよう。 
３ 不公正な審理と訴訟指揮 
 身柄拘束と厖大な押収資料を前に弁護活動は困難を極めた。弁護団は争点の整理の事前協

議を求めたが、裁判所は頭から応じなかった。焦点の定まらない検察側の立証が五月雨式に

続けられた。その反面で本人尋問を除き弁護側請求の反証は悉く阻止された。憲法が刑事被

告人に保障する「公平」「迅速」の裁判、「公費による証人」の権利が無視された。 
そればかりではない。「公開」の原則に反する異常な規制が展開された。多数の希望者で傍

聴席は常に不足した。そこで退廷者は傍聴券を次に手渡しで平穏な交代を可能にした。これ

に気づいたらしい。裁判長は標識を傍聴者の手首に巻付けて外すと使えない方式に換えた。

傍聴嫌悪の姿勢が露骨だった。 
検察側証人の扱いも異例だった。Ｉ建設の社長と常務の尋問では傍聴席との 

間に「遮蔽物」を設けた。この措置（刑訴法１５７条の３、２項）が性犯罪や暴力団の組織

犯罪など類型も絞られ凶悪犯罪の被害者保護を目的としていることは言うまでもない。検察

官の「申出書」には、当該証人らは退会した民商の元会員であり、同会の会員ら支援者が傍

聴席に多数存在するだけで「精神的に圧迫」を受け、「証言を行うことが困難となる旨を述べ

て」希望していると書かれていた。裁判所は弁護人の反対に耳を貸さず「遮蔽」を強行した。
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被告と支援者に向けた抜き難い悪意と偏見が露呈されていた。 
 顕著な事態は判決言渡しの当日に起こった。閉廷を宣した裁判官３名は着席のまま傍聴人

を見送っていたが、退廷間際に１人が「不当判決」と発言するや間髪をいれず裁判長が排除

を指示し途端に数十名の警察官が乱入し傍聴人に襲い掛かり実力を行使した。前から警察隊

を別室に待機させていた。前日から県警に要請していたに違いない。 
４ 有罪判決に向けた執念 
 そして不公正の極めつけが「査察官報告書」である。検察官は、告発した張本人の木嶋査

察官を請求して証人尋問をしたが、禰屋さん自身が本人尋問で綿密な反論を展開した。実質

審理を終えた裁判所は記録を読み直して気づいたのであろう。「報告書」類が不同意のままだ

った。裁判長は改めて検察官に証拠請求を促した。もちろん弁護人の同意は得られない。そ

こで刑訴法３２１条４項による「鑑定」の脱法的な請求を検察官に使嗾したのである。そし

て検察の請求を裁判所が採用して再尋問が行われたが、逆に反対尋問を受けて当該「報告書」

が配下の作業に依拠した「伝聞の伝聞」に過ぎない事実までが露見したのである。 
そこで裁判所は詭弁の累積に腐心する。無理やり同条４項の「鑑定」と認めて 

有罪の証拠とした。これが原審の顛末であった。 
５ むすび 

控訴審では、浅田和茂教授（立命館大学）の「意見書」も証拠として提出され 
た。本判決の結果は、当然の法律論ではあるが、有罪判決を弾劾する大衆的な抗議の運動が

裁判所を包囲するなかで獲得された成果であった。この事実は強調してし過ぎることはない。

本判決は再戻後の検察の立証にも触れている。異例である。手放しには喜べない。いっそう

周到な裁判対策と大衆的な運動の高まりが強く求められる。 
 それからもう１つ。そもそも「偽りその他不正」（法人税法１５９条・所得税法）の裁判所

の認定が杜撰であった。古くからの逋脱事件の実務上の懸案だと思う。「二重帳簿」「架空仕

入れ」「他名義預金」「たまり」などが典型だが、最高裁判例（昭和４８年３月２０日）が「こ

とさら過少に記載した内容虚偽の所得税確定申告書」の提出で足りるとすることで裁判所の

負担を軽減して以来この傾向がいっそう助長されたように思われる。 
しかしである。それは罪体の逋脱額に厳格な証明が必要となる。原審が最後に「査察官報

告書」に執着しきりだったのはその為ではないか。そうだとすると今回の判決は逋脱事案の

事実認定に一石を投じた意味があるように思われる。 
 
 
 
 
 

 

117



118 
 

今市事件の控訴審 

東京合同法律事務所  横山 雅 

 今市事件（２００５年１２月に栃木県今市市（現在の日光市）で発生した幼女殺人事件）

の控訴審の公判が、２０１７年１０月１８日の第１回を皮切りに始まり、本稿執筆時点では

第４回公判まで終了している状況です。本稿では、第４回までの公判の概要と今後の審理の

見通しを述べます。 

①第１回公判に至るまで 

 ２０１６年１２月２８日に控訴趣意書提出後、第１回公判に至るまで裁判所、検察官、弁

護人による打ち合わせを月に１回～２回ほどのペースで行いながら、控訴趣意補充書の提出

の見通し、検察官による答弁書の提出の見通し、採用見込みの証人につき尋問の具体的な方

法、時間割等を調整してきた。 

 なお、控訴審においては、主に以下の意見書、鑑定書を証拠申請している。 

 東京医科大学吉田謙一教授による鑑定書（犯行現場、遺体の状況と自白による犯行態様と

の齟齬を立証するため。）、京都大学宮沢孝幸准教授による鑑定書（ネコの毛のミトコンド

リアＤＮＡの問題点を明らかにするため）、日本大学押田茂實名誉教授の意見書（被告人由

来のＤＮＡがいずれも検出されておらず、第三者由来のＤＮＡが検出されていることを明ら

かにするため）、奈良女子大学浜田壽美男名誉教授の意見書（自白過程から自白の中に犯人

性を否定する根拠があることを明らかにするため）、大阪市立大学三島聡教授の意見書（別

件起訴後勾留下での自白の法的問題点を明らかにするため）等を証拠申請している。各証拠

に要した費用の一部は、自由法曹団からの寄付金によって賄われています。本稿をもって改

めて御礼申しあげます。 

②第１回公判‐２０１７年１０月１８日 

 第１回公判においては、弁護人、検察官がそれぞれ控訴趣意書ないし答弁書の要点につつ

いて口頭で陳述した後、裁判所より「控訴審における争点について」と題する書面が配布さ

れ、具体的争点が明示された。裁判所が明示した具体的な争点は 「１ 本件殺害の犯行の

日時及び場所」、「２ 間接事実に基づく被告人の犯人性の認定」、「３ 本件各供述調書

の証拠能力」、「４ 取調べの録音録画記録媒体を証拠として用いたことの是非」、「５ 本

件自白供述の信用性」、「６ 被告人が犯人でないとの疑いを示す証拠」の６点であった。 

③第２回・第３回公判‐２０１７年１０月３０日・１２月１１日 

 第２回・第３回公判においては、法医学の専門家証人である吉田謙一教授（弁護人申請）

及び上村公一東京医科歯科大学教授（検察申請）の証人尋問が併行して行われた。同証人尋

問の主たる争点は、被告人の自白により想定される犯行現場と犯行態様が、犯行現場及び遺

体の状況等と客観的に整合するか否か（主に上記控訴審における争点１及び５に関連）であ

った。 
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 被告人の自白の概要は、被告人は遺体遺棄現場である山林の山道において被害者を立たせ、

被害者の右肩を左手で持ち、右手でもったナイフで被害者の胸部付近を６、７秒間の間に１

０回刺突したというものである。しかし、遺棄現場である山林で行われた実況見分では被害

者に由来する血液がほとんど確認できない等、客観的な状況との整合性が疑わしい自白内容

である。 

 吉田教授は、弁護団と協力して行った本件遺棄現場の山林に血液を撒布して行ったルミノ

ール実験（なお、地主の許可を得て行っています。）を証言し、また、弁護団の今村核団員

が作成した被害者に模したアクリル板と一木明団員が作成した模造ナイフを用いて法廷にお

いて被告人の自白に基づく犯行態様の不自然さを実演により明らかにする等、極めて具体的

に本件自白の問題点に言及した。他方、上村教授は、吉田教授の証言に対し具体的医学的根

拠を特段述べないまま、吉田教授の証言までは言い切れないと思うという抽象的な証言を繰

り返すのみであり、専門家証人としての真実追求に対する真摯性において両証人の差は明白

であった。 

 尋問終了後、裁判所は、検察官に対し、犯行現場が遺棄現場であるとする証拠が申請証拠

以外にあるのか釈明を求めた。 

④第４回公判‐２０１７年１２月２１日 

 第４回公判においては、上記控訴審における争点２に関連して、被害者に付着していた猫

の毛のミトコンドリアＤＮＡ型と被告人の飼い猫のミトコンドリアＤＮＡ型が一致すると鑑

定した村上賢麻布大学教授（検察申請）と同教授の鑑定への対抗鑑定を実施した宮沢孝幸京

都大学准教授（弁護人申請）の証人尋問が行われた。証人尋問の具体的内容は生物学的に専

門的なものであり、長くなるので本稿においては省略します。 

 宮沢証言は村上鑑定の問題点を明らかにし、宮沢証言により本件において唯一被告人と被

害者をつなぎうる客観的証拠である猫の毛のミトコンドリアＤＮＡ型の一致により、被告人

の犯人性を問題にすることは不可能になった。 

⑤今後の審理予定 

 ２０１８年２月５日と同月６日に行われる第５回・第６回公判でヒトＤＮＡ関連の証人尋

問が行われることが既に決定している。弁護人申請の押田元教授と検察側申請の捜査官２名

の証人尋問が行われる予定である。 

 同尋問により、被告人に由来するＤＮＡ型は、核ＤＮＡ及びミトコンドリアＤＮＡのいず

れにおいても発見されていないことが明らかにされ、一層、被告人の犯人性を推認させる客

観的証拠がないことが明白になる見込みである。 

 なお、第４回公判の最後に裁判所は、検察官に対し、犯行現場を遺棄現場とする訴因をそ

のまま維持するのか、あるいは訴因変更をするのか釈明を求めた。 

 訴因変更された場合、被告人の自白は犯行現場を遺棄現場とする内容となっているため、

検察官がどのように対応するのかに注目が集まっている。 

 第６回公判以降の予定は現時点では決まっていない。被告人質問等を今後行う可能性があ
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るが、結審が徐々に近づいてきていることは間違いない状況にある。 

 団員の皆様におかれましては是非とも、ご支援をお願いいたします。 
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◇環境・公害 
リニア新幹線計画を中止に追い込む

訴訟提起の課題 

               関島法律事務所  関島 保雄 

第１ ストップ・リニア訴訟の提起 

2016 年 5 月 20 日リニア新幹線沿線住民７３８名（東京から名古屋までの住民）は、国

を被告に、2014 年 10 月 17 日に国土交通大臣が行ったＪＲ東海に対するリニア中央新幹

線の東京名古屋間の工事実施計画の認可取り消しを求める行政訴訟を東京地裁に提訴し、

既に１年半余が経過した。 
 この裁判は、リニア中央新幹線計画が、営業の健全性、輸送の安全性、工事の安全性、

環境保全の対策等がいずれも不十分であるにも拘わらず、工事計画を認可したことは、全

国新幹線鉄道整備法及び鉄道事業法並びに環境影響評価法に違反しているとして、その取

り消しを求めるものである。ＪＲ東海も被告国の参加人として参加し実質的にはＪＲ東海

を相手にする闘いでもある。 
第２ これまでの訴訟の経過 

第１回口頭弁論が２０１６年９月２３日の第１回弁論から２ヶ月に１回の割合で弁論を行

っている。法廷は１０３号の大法廷を使い、毎回傍聴席が溢れる１５０名程度が参加してい

る。毎回の裁判の後に司法記者クラブで会見を行い、国会議員会館の会議室で１５０名程度

が参加する報告集会やシンポジウムを行っている。 

裁判の口頭弁論は約３０分で、毎回、沿線各地の環境被害の予測や環境影響評価の杜撰さ

を指摘する準備書面を提出し、パワーポイントを使い弁護士及び原告数名の意見陳述を行っ

ている。 

 これまでの口頭弁論の内容は、第２回弁論では、相模原市緑区鳥屋の巨大な車両基地の建

設とそれにより村落が移転され、周辺の自然及び生活環境の破壊、住民説明の杜撰さについ

て陳述した。 

第３回口頭弁論は岐阜でのウラン鉱の問題を中心に岐阜県の環境破壊問題を中心に弁護士

１名、原告１名が意見陳述を行った。 

第４回口頭弁論は山梨県の実験線の環境アセスが行われていない問題点と、実験線で既に

発生している被害及びこれから建設される地域の騒音や日照被害予測等の意見陳述を行った。

山梨県はリニア新幹線予定地の中では最も地上部分が多い地区なので、騒音や日照被害、景
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観被害が多い点を指摘した。それと何よりも実験線工事や実験走行で環境被害が出ているの

でこれらを明らかにした。 

第５回口頭弁論では長野県の大鹿村の地下水、景観、騒音被害及び伊那谷の残土捨て場を

中心とする被害を意見陳述した。大鹿村の豊かな自然環境をドローンを使った空中撮影の映

像を法廷で映しながら自然が壊される危険性を訴えた。 

第６回口頭弁論は静岡県における被害と環境アセスの問題点を主張した。静岡県の大井川

源流部での毎秒２トンの河川水減少問題と導水路トンネルによる復水計画の問題点及び燕沢

を中心とする残土捨場の環境破壊問題を意見陳述した。 

第７回弁論は愛知県の被害状況を陳述すると共に、全幹法の適用は違法で鉄道事業法を適

用すべきとの準備書面陳述、ＪＲ東海の環境影響評価は対象施設等の特定性を欠くもので

違法であるとの準備書面陳述。 

第８回弁論は ２０１８年１月１９日に行われ、東京、川崎の市街地の被害予測を立証陳述

する予定。 

第９回弁論は２０１８年３月２３日に町田、相模原地域の工事による環境破壊などを陳述す

る。 

その後法律的な争点と環境被害についての立証活動が予定される。 

いずれも東京地裁１０３号という大法廷が使われ、毎回１５０名以上の傍聴希望者で傍聴

券が抽選という状況が実現できている。 

第３ 裁判での法律的争点 

一 原告らの主張 

１ 全幹法の適用は違法で、鉄道事業法の手続きで行うべきと主張 

（１） リニア新幹線の工事計画などの諸手続きは、リニア方式のため既存の新幹線とネッ

トワークを形成できない点、民間の JR 東海が建設を進める点で全国新幹線鉄道整備法

（全幹法）の対象である「新幹線」とは言えず、事業の許可も含めて鉄道事業法による

べきで全幹法に基づく手続きは違法である。 

   乗客の安全性、経営の健全性、需要供給の見通し等本来鉄道事業法に基づく厳格な諸

手続きをすべきで、全幹法による手続きはこれらの審査が十分に行われておらず違法で

ある。 

（２） リニア新幹線の安全性の欠如 

超伝導方式自体電力喪失対応、トンネル構造が多く地震等によるコンクリート破片落下

事故対応、破砕帯が多く工事の安全性が確保されない、直下型地震に対応できない、ト

ンネル内での事故又は事件発生時の乗客の安全性が確保されていない 

（３） 採算性の問題（需要予測が過大） 

  人口減少の中で、東海道新幹線と競合関係になり、乗客需要の増大が見込めないにも

関わらず現状の１．５倍の需要増大を見込んでいるが過大見込み。 

  赤字となることは必至。その付けを国民に押しつける。既に昨年財政投融資で無利子
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で３兆円を国はＪＲ東海に融資した。 

２ 環境影響評価法違反 

（１） 環境評価においてルート等において他の複数案の検討がされていない。 

（２） 施設など工事計画の具体性を欠いたまま環境影響評価を行われている点で違法 

例、駅などの構造、非常口の構造等も抽象的、車両基地、保守基地も抽象的で具体的な

構造は不明。工事認可後に具体的な計画を明らかにして事後アセスで済まそうとしてい

る。 

具体的事例 

ア 相模原市の鳥屋の車両基地の概要を示されたのは認可後。 

イ 大井川源流部の河川減水対策は評価書段階はトンネルからの湧水のポンプアップ案と

抽象的であったが、工事計画認可後に導水路による自然流下での復水案に変更。 

ウ 大井川源流部での３６０万 の残土置場は、評価書段階は扇沢、燕沢等７か所とする

だけでどこにどの程度置くのか不明であった。 

工事計画の認可後に高度２０００ｍの扇沢を中止して燕沢に高さ約 60ｍ、幅 300ｍ、長

さ約 600ｍの盛り土をする案を提示してきた。    

二 国や JR 東海の主張 

１ リニア新幹線は全国新幹線整備法に基づいて JR 東海を建設主体及び営業主体に指名し、

整備計画を作成し JR 東海に建設を指示した過程で、リニア方式の輸送の安全性、経営の健

全性、需要見通し等鉄道事業法の営業許可と同種の審査が行われているので問題はない。 

２ 新幹線の工事計画の認可の段階で要求される施設等の特定性は、鉄道事業法による都市

鉄道、地方鉄道と異なり新幹線は数百キロと長大で、施設等の熟度が至っていない段階で

計画を認可することから、特定性は鉄道事業法のように詳細なものは要求されていない。 

３ 環境影響評価においても、施設等の特定性は法律で要求されておらず、環境保全措置に

関しても基準は定められていないので国土交通大臣の広範な裁量が認められている。 

工事計画の認可は補正後の環境影響評価書、国土交通大臣意見、環境大臣意見を踏まえ

て、適正な環境保全措置が取られていると判断し認可したもので適正な認可である。 

４ 原告適格が無い。原告らは、北海道から大阪、四国、九州まで広範囲な者で、本件認可

に対する法律的な利益を有しない者であるから原告適格がないので却下すべきである。 

第４ 今後の裁判での主張及び立証の課題 

 １  リニア新幹線に全幹法を適用することは誤りであるか否かの争点 

    ゼネコンの談合問題が東京地検特捜部の捜査となり今後の成り行きが注目される。 

    私企業のＪＲ東海が新幹線の建設主体になること自体異例である上に、工事費約９兆円

は全額ＪＲ東海が負担すると言う前提で建設主体に指定したのに、２０１６年に法改正

して財政投融資資金３兆円を国がＪＲ東海に超低金利年０．０３％の利息で３０年据置

後の返済という破格の好条件での融資が行われた。財政投融資で国の工事であることは

明確となったが、国の資金が投入され、金はゼネコン各社が談合して分け前を取り合っ
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ている実態が明らかとなった。全幹法で税金免除等の都合の良いところを利用し、環境

影響評価や情報公開等不利益な部分は私企業の工事ということを前面に出すやり方は

全幹法の趣旨に反する。 

 ２  リニア新幹線の採算性、公共交通としての問題点等 

   リニア新幹線の経済採算性の疑問。東海道新幹線からリニア新幹線へ乗客が移動する

だけで、新たな乗客の需要を拡大出来ない。巨額な工事費だけが負担として財政を圧

迫する。既にＪＲ東海には３兆円の財政投融資が行われた。今後、ＪＲ東海の財務悪

化を防ぐため、国の資金が財政投融資という形で国民に巨額な尻拭いを強いる危険性

がある。   

３  環境影響評価において対象施設等を特定しないまま行った環境影響評価は違法といえ

るか。鉄道事業法での環境アセスとの違いの比較を通じて環境影響評価の中身が環境保全

に適正な対応をしていると言えるか 

（１） 地下水への影響に関する評価書の誤りを指摘する。 

  大井川の減水問題とその対策（導水路による大井川への復水案）の問題点 

  今後の展開について他の地域（山梨県、長野県、岐阜県等）の水問題をどう取り組むか。 

（２） 地震による運航の安全性に対する危惧 

 ① 地盤・地質関係 

ア 新幹線ルートと活断層と直下型地震とリニア新幹線の安全性 

 イ 破砕帯地盤と工事の人命問題               

 ウ 地質構造・トンネルと地震に対するリニア新幹線の構造的安全性の不安            

 エ 南アルプス自体の地盤隆起とリニアの安全性  

 オ 残土処理と崩落の危険性 

   大井川燕沢の巨大盛り土、伊那谷の残土捨て場と土砂災害の危険性        

（３） 岐阜県でのウラン鉱にルートがかかる危険性と放射能汚染対策の不備 

（４） 自然環境への影響 

（５） 磁力線の乗客や沿線住民の健康への悪影響 

４ 原告適格の問題 

  沿線予定地付近の住民以外の広範囲な原告らは、ユネスコのエコパークに指定され国立

公園でもある南アルプスの自然保護の権利及びリニア新幹線が完成すると、東海道新幹線

はこだま、ひかりが中心で、リニア新幹線に乗らざるを得なくなるので、乗客としての安

全の確保を要求する権利があることから、国民であれば沿線住民でなくても原告適格があ

るという主張をしている。 この主張が認められるかと言う点では大変困難が予想される。 

  しかし、工事から出る残土運搬車両は残土捨て場が決まっていないことから、その運行

ルートが特定されていない。その為、沿線から離れている住民でも運行車両が通る地域に

居住している原告も多く、その点では、運行ルートが決まらない限り、運行車両の通行に

よる騒音大気汚染等の生活環境の被害者になる可能性があるという主張をしている。 
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  それでも、リニア工事と直接関係ない住所地の原告に原告適格を確保するため、山梨県

のルート敷地予定地に立木トラストを行い、土地建物がルート予定に有る原告も含めて物

件所有の原告は２０５名いる。従って、原告全員が原告適格で切られることはない。 

５ 談合問題から、リニア新幹線工事計画を白紙に追い込む 

  これまで、マスコミは、ＪＲ東海の巨額な広告費のためにリニア新幹線の問題点を報道

しない報道自粛を行なってきた。ところが、昨年末からスーパーゼネコン４社によるリニ

ア新幹線工事を巡る談合問題が独禁法違反で捜査され一躍世間の注目を浴びることになっ

た。しかし、談合問題の背後には、ＪＲ東海の名誉会長である葛西敬之と安倍首相との深

い関係によるリニア工事と公共工事による景気浮揚策など政府の思惑を明らかにする必要

がある。リニア新幹線が国民に必要なのではなく、巨額な工事を行うことで、景気浮揚が

実現されたように装うのに利用されているのである。それが今回の談合問題を契機に明ら

かにされつつある。その結果、世界に誇る南アルプスの自然環境や、工事車両が通行する

沿線地域の環境が破壊され、残土の捨て場で新たな環境破壊が作られようとしている。こ

の実態を国民に知らせ、明らかにすることで、リニア新幹線計画を白紙に追い込むことが、

裁判所での闘いと共に重要である。 

 

 

ノーモア・ミナマタ東京訴訟  

裁判所の異常な訴訟指揮に立ち向かい被害

救済を求める 

城北法律事務所  津田 二郎 

 ノーモア・ミナマタ第２次国賠訴訟は，第１陣原告が２０１４年８月に，第２陣が２０１

５年２月，第３陣が同年５月，第４陣が同年９月にそれぞれ提訴したあと，第５陣原告が２

０１７年４月に提訴し，原告の総数は合計７６名となりました。 

 審理は，第１陣から第４陣までの手続は併合され，総論の主張・立証を整理している段階

であり，弁護団としては本年中に証拠調べに入ることは困難だと考えています。 

 しかし２０１６年１２月に代わった鈴木正紀裁判長は，「自分が判決を書くためにはこれ

以上原告を増やすことはできない」などとして，第５陣原告を併合しないという態度をとっ

ています。 

 弁護団は，これまで，第５陣原告とそれ以前の原告とを分断せずに，併合審理すべきであ

る旨の要請書を提出したほか，２０１７年１０月２０日の期日では法廷でも原告全員を同じ

手続きで審理するように改めて求めました。 

 ところが，この期日で鈴木裁判長は，第５陣原告を併合しないとあらためて宣言し，原告
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団を分断することを明確にしました。そこで弁護団は，原告団・支援連と協力して，裁判所

の翻意を求めて１０月末から毎週，裁判所に対して第５陣を同一手続きで審理するように要

請する要請行動を行なっています。 

 総論の主張・立証を行なっている現段階で追加原告を併合しないことは，訴訟経済の観点

からも，紛争の統一的解決の観点からも不合理です。同時に，第１陣から第４陣までの原告

にとっては，水俣湾沿岸地域で水俣病の症状を有する原告が多数存在することが，有機水銀

暴露の可能性を高める間接事実ないし補助事実になるのですから，原告の立証についても不

当に制限することになります。 

 また，総論立証の段階で追加提訴した原告が併合審理されなかったことは，弁護団が調査

した限り，これまでの公害・薬害事件ではありませんでした。鈴木裁判長による異常な訴訟

指揮というほかありません。 

 鈴木裁判長が併合審理を拒否指定目結果，第５陣原告は，２０１８年１月１２日現在，な

お第１回弁論期日が開かれていません。 

 そこで弁護団としては，このまま裁判所が考え方を変えず，第５陣原告をそれまでの原告

と一緒に審理しないという態度に固執する場合には，重大な決意をもって１月１７日の期日

に臨まざるを得ないと考えています。 

 ノーモア・ミナマタ訴訟は，熊本地裁で１３００人を超える原告が，大阪地裁，東京地裁

もあわせると１５００人を超える原告が救済を求めたたかっています（２０１７年１１月末

日現在）。新潟地裁でも１３６人の原告が全被害者救済訴訟をたたかっています。 

 これまでの公害・薬害訴訟の到達を一歩も削ることなく，「あたうかぎり」の被害者救済

を求めるために，奮闘する決意です。 

 

 

救済制度を求める東京大気のたたかい 

   渋谷共同法律事務所  原 希世巳  

１ 東京都のぜん息医療費・自己負担導入 

本年４月から東京都のぜん息医療費救済制度に月 6000 円の自己負担が導入される。ぜ

ん息医療費の無料化は患者の症状を改善させていく極めて優れた効果をもたらしたことは

これまでも報告されてきた。昨年公表された東京都福祉保健局のアンケートでも，図 1 の

とおり「5 年以内に救急外来を受診したことがある」患者は 2008 年度からの 7 年間で 3 分

の 1 近くまで減少した。医療費無料化により，発作を起こして病院に緊急で駆け込む患者

は急減しているのである。 
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（図１）救急外来受診状況・・「５年以内に救急外来を受診したことがありますか」 

しかし東京都内でも新規認定が打ち切られた 2015 年 4 月以降，大量の未救済患者が生

まれている。図２に示すとおり，2012 年度以降毎年 9000 人以上の患者が新規認定を受け

てきたのであり，制度が存続していれば救済を受けられたはずの患者が今日でも年間 9000

人程度はいたであろうと推測される。未救済患者の救済は東京にとっても重大な課題とな

っている。 

 

（図２）新規認定者数              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
 
 

（注）2015 年度は 2014 年度内申請分 

そこで東京患者会としては東京都のぜん息医療費助成制度に一部負担が導入される

2018 年 4 月までに，国の医療費助成制度創設を実現することを目標として全国患者会とと

もに運動に取り組み始めたことを昨年は報告した。残念ながら本年４月までに国の制度実
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現はできなかったが，何とかあと１年程度で制度の展望をしっかり固めたいとの思いで運

動を進めている。 

 

２ 請願署名と国会議員対策 

昨年から取り組んでいる国の救済制度創設を求める請願署名は１月現在，全国で 15 万

筆程に達している。しかし署名運動だけで突破できる状況ではないことも明らかである。

この課題のために本気で国会の状況を変えていくことを目指した国会議員をどれだけ組織

できるかという点が勝負と考えている。 

東京患者会では国会対策チームを作って，本格的に国会議員への働きかけを強めること

とし，これまで自民党議員を中心に１０数名の議員と懇談等を繰り返している。また繰り

返し国会議員要請に足を運ぶ患者たちの姿を見て，与党議員の対応にも相当の変化が現れ

ている。 

当面，この春の通常国会では「推進議員の会」などの形で議連を作っていくことを目指

して活動を進めている。 

 

３ 埼玉，横浜，千葉へ 

国会対策チームの活動は思わぬ方向に大きな動きを生み出している。患者が埼玉県選出

の自民党議員に何度か足を運ぶ内に，埼玉県議会の自民党議員を紹介され，昨年 10月には

県議会で，国に医療費救済制度の創設を求める決議が採択された（その県議は元東京在住

で小児喘息の既往があり「皆さんのつらさはよく分かります」と言っていたとのことであ

る）。 

同旨の決議は平成 23 年と 25 年に東京都議会で採択され，また平成 25 年には名古屋の

河村市長が要請書を公表しているが，埼玉での決議は大いに注目された。これをきっかけ

に川崎の患者会がこれまで接触を続けてきた横浜市議会の自民県議団でも，決議採択の動

きが高まっており，この２月の県議会で実現する方向で調整が進められている。 

更には埼玉県議会決議が大きなきっかけとなり，千葉でも公害患者会を作って自治体へ

の働きかけを進めようとの動きが始まった。千葉あおぞら連絡会の諸氏と千葉県在住の３

人の東京患者会員が中心になって，県内の公害患者を組織していく動きが進み，１月１８

日には「新千葉患者会」の結成総会が行われた。私もそこに呼ばれて３０分ほどの講演を

したが，まことに熱気あふれるスタートとなった。 
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第２次新横田基地公害訴訟第一審判決のご報告

三多摩法律事務所  小口 明菜 

 2017 年 10 月 11 日、東京地方裁判所立川支部において、第２次新横田基地公害訴訟（以下

「本訴訟」といいます。）の第１審判決（以下「本判決」といいます。）が言い渡されました。 
 
１ 横田基地公害訴訟とは 
 横田基地公害訴訟が初めて提起されたのは 1976 年のことでした。以来、訴訟提起・上訴

と判決言渡しが繰り返され、過去７回にわたり、被告国を厳しく断罪する判決がなされてい

ます。最高裁判決や訴訟外の運動によって、日米合同委員会で夜 10 時から翌朝 6 時まで飛行

を行わないことが合意されるといった成果も得られています。 
 しかしながら、最初の訴訟提起から 40 年以上が経過した現在においても、騒音被害はいっ

こうに解消されていません。周辺住民は、朝起きて、夜眠るまで、さらには寝ている間も、

騒音に曝され続けているのです。 
そこで 2013 年 3 月 26 日、基地周辺住民は、国に対し、横田基地を離着陸する米軍機・自

衛隊機の夜７時から朝７時までの飛行差止めと、損害賠償を求めて提訴しました（本訴訟）。

8 月 1 日の追加提訴と合わせると、原告数は 1078 名にのぼります。 
 
２ 本判決の内容 
 

損害賠償請求（過去分）

85W 月額 1 万 2000 円（前訴訟 9000 円）

80W 月額 8000 円（前訴訟 6000 円） 
75W 月額 4000 円（前訴訟 3000 円） 
75W 未満 棄却 

損害賠償請求（将来分） 却下 

差止請求 
米軍機 棄却 
自衛隊機 却下 

 
 
（１）損害賠償請求（過去分）について 

住民の訴えに対し、本判決は、WECPNL（うるささ指数。「W 値」といいます。）75 以上

の地域に居住する原告について、前訴訟を上回る損害額を認定し、総額約６億円をこえる損

害賠償を国に命じました。違法な騒音被害が広く生じていることが改めて認定されたもので

す。 
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判決は、国の公共性の主張（横田基地での米軍の活動には高度の公共性があるため違法性

の判断において斟酌されるべきとの主張）や、危険への接近に関する主張（騒音の存在を認

識認容していた原告らについての損害賠償義務は減免されるべきとの主張）を退けたうえで、

「被告が騒音による権利侵害を少しでも抜本的に解決しようとする努力を十分に果たしてい

るとはいい難い」として、騒音を放置してきた国の怠慢を厳しく指摘しました。 
他方で、本判決は、2005 年の国による航空機騒音区域指定の「見直し」により、W 値 75

未満とされてしまった地域に居住する原告らの損害賠償請求を排斥しました。 
これらの住民は、現在も、「見直し」前と同じく苛烈な騒音に苦しめられています。それに

もかかわらず、国が一方的に縮小した航空機騒音区域指定を、漫然と受忍限度を画する指標

として採用した本判決の不当性は明らかです。 
 
（２）差止請求について 

また本判決は、米軍機の運航は国の指揮･命令が及ばない「第三者の行為」であるとして、

実体的な判断に立ち入ることなく差止請求を退け、自衛隊機の飛行差止請求についても民事

訴訟としては認められないという理由をもって訴えを却下しました。 
騒音の原因である米軍機等の飛行差止めは、基地周辺住民の悲願です。しかし本判決は、

家族団らんのひとときと安らかな眠りを守って欲しいという、基地周辺住民のささやかな願

いに応えることはしませんでした。 
 
（３）将来請求について 

さらに本判決は、将来にわたる損害賠償請求をも退けました。1976 年の最初の提訴から

40 年以上にわたり、違法な騒音状態がいっこうに解消されていないという事実に目を背ける

ものです。 
基地周辺住民は、今後も、救済を受けるために繰り返し提訴を行う負担を強いられること

になります。 
 
３ たたかいの場は東京高裁へ 

本判決は、騒音の違法性を認めた点では評価できますが、米軍機等の運行差止めや将来に

わたる損害賠償請求について、従来の最高裁判決や過去の他基地訴訟の内容を無批判に踏襲

して退けており、長期にわたる深刻な騒音被害の司法的解決を切望する基地周辺住民の信頼

に背くものと言わざるを得ません。 
 10 月 24 日、第２次新横田基地公害訴訟原告団は、判決を不服として東京高等裁判所に控

訴しました。米軍基地の騒音問題に終止符を打つ判決を勝ち取り、「静かな空」を取り戻すま

で、たたかいを続けていきたいと思います。 
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◇原発 
福島原発避難者訴訟（第２陣）の取り組み 

渋谷共同法律事務所  髙橋 右京 
１ 福島原発避難者訴訟の概要 

ご存じのとおり、2011 年 3 月 11 日の東京電力・福島第一原子力発電所において発生し

た事故により、近隣地域に大量の放射性物質が拡散し、膨大な数の住民が、ふるさとからの

避難を余儀なくされ、過酷な避難生活を強いられることになった。 
このうち、ふるさとから強制的に避難をさせられた住民 35 名が、東京電力に対する損害

賠償を求め、2012 年 12 月に福島地裁いわき支部に提訴したのが、「福島原発避難者訴訟」

である。その後、現在まで 5 回の追加提訴が行われ、原告は合計 188 世帯、600 名に及ん

でいる。 
本件の原告らの請求内容のうち、とりわけ重要なのは、「ふるさと喪失慰謝料」である。

原告らは、原発事故後の強制避難指示により、ある日突然、住み慣れたふるさとから追い出

され、人の住まぬふるさとは放射性物質に汚染され、また除染廃棄物の仮置き場が至るとこ

ろに設置されるなど、荒れ果ててしまった。現在までに避難指示が解除された地域もあるが、

そのような地域でも元の自然環境やコミュニティの回復の見通しは立たず、事故前のふるさ

との姿が失われてしまったことには変わりない。 
そこで本件の原告らは、過酷な避難生活そのものの苦しみに対する慰謝料のみならず、

上記のように、ふるさとを奪われてしまったことに対する慰謝料を求めているのである。 
 
２ 弁論分離と第 1 陣判決と第 2 陣訴訟 

本訴訟原告団・弁護団は、主に浜通り地区からの避難者を中心とする第 1 次～第 2 次原

告、合計 77 世帯 221 名を「第 1 陣原告」、川俣町山木屋地区住民からの避難者を中心とす

る第 3 次から第 6 次原告、合計 11 世帯 379 名を「第 2 陣原告」と位置づけ、昨年まで 2
年以上かけ、第 1 陣原告のほぼ全世帯について原告本人尋問を実施し、その被害の実相の

立証に尽くしてきた。そして、昨年 10 月 11 日の口頭弁論期日において、第 1 陣と第 2 陣

について弁論が分離された上、本年 3 月 22 日に、第 1 陣原告について判決が言い渡される

ことになった。 
昨年、原発事故被害者による集団訴訟の判決が、千葉地裁、福島地裁本庁などで相次い

で言い渡された。これらの判決ではいずれも東京電力の責任は認められたが、「ふるさと喪

失慰謝料」は、残念ながら極めて低額で、その賠償の範囲も極めて限定されたものであった。
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原告全世帯の尋問や 3 回にわたる現地検証によりふるさと喪失の実態について主張・立証

を尽くしてきた本件訴訟においては、ふるさと喪失慰謝料につき適正な判断が下されること

が、強く期待される。 
 
３ 第 2 陣原告の中心・山木屋地区の被害 

他方、第 1 陣と第 2 陣の弁論分離後、昨年 12 月からは第 2 陣の原告本人尋問が行われ、

第 2 陣原告についての本格的な立証が開始されている。 
第 2 陣原告の中心は、川俣町山木屋地区の住民である。 
山木屋地区は、川俣町の東側、浪江町津島地区（帰還困難区域）に接し、標高 500ｍ前

後の高地に位置する典型的な山間地域であり、その地理的条件ゆえ、住民どおしの結びつき

が強く、その自然環境と密接に結びついた、独自の文化、産業（農業）が育まれていた土地

である。今回の原発事故の被害地域の中でも、特に強固な地域コミュニティが形成されてい

た地域といえる。 
しかし、2011 年 3 月の福島原発事故後、隣接する浪江町津島地区や飯館村と同様、この

地域にも大量の放射性物質が降り注いだ。事故の約 1 か月後の時点で、山木屋地区内の複

数の地点で毎時 20μSv を超えるほどの高線量が観測されたほどである。当初住民たちの多

くは、山木屋までは放射能は届かないと考え、概ね通常の生活を送っていたが、同年 4 月

22 日になって山木屋地区は計画的避難区域に指定され、住民たちに避難指示が出された。

住民たちは住み慣れたふるさとを追われ、ばらばらな地域に避難し、山木屋の地域コミュニ

ティは崩壊した。 
昨年 3 月に避難指示は解除されたが、今も山木屋地区の多くを占める山林は除染がなさ

れていない。また農地は除染されたものの、住民が先祖代々作り上げてきた豊かな土壌は除

染によりはぎとられ、また多くの農地は除染廃棄物の仮置き場として使用され、同地区の主

要な産業である農業再開の見通しは全く立たない。 
また、避難指示解除後約 1 年が経過したが、現時点で山木屋に帰還したのは住民の 3 割

にも満たず、しかもそのほとんどは高齢者である。山木屋の将来を担う若い世代はほとんど

帰還せず、このままでは山木屋地区の存続すら危ぶまれる状況である。 
さらに、一部では帰還や復興をめぐる住民どうしの意見の対立も表面化し、事故前あれ

ほど強固であった人間関係も崩れつつある。このように、被害者どうしの分断が生じること

自体、原発事故の重大な被害そのものといえる。 
以上のとおり、避難指示が解除された後も、山木屋住民にとっての「ふるさと」が回復

したとは到底いえず、むしろその被害は、時間の経過とともにより深刻化していることは明

らかである。原告らの被害回復のためには、まずはこのようなふるさと喪失の被害の実態が

明らかにされ、その被害に見合う正当な賠償がなされることが必要である。 
 
４ 第 2 陣訴訟の今後 
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これまで第 2 陣原告は、上記のような被害の実態を立証するため、数名の代表原告の尋

問を実施してきた。また、弁論分離前の 2016 年 11 月には、終日かけて山木屋地区の現地

検証を行い、ふるさと喪失の立証を行ってきた。 
第 2 陣においても勝訴判決を勝ち取るためには、第 1 陣と同様、今後も多くの原告本人

尋問を実施するなど、地道な立証活動により、被害の実態を明らかにしていくことが不可欠

であろう。しかし他方で、現時点で既に事故から 7 年もの時間が経過しようとしており、

第 2 陣原告にとっても、これ以上訴訟が長期化し、救済が遅れることもまた許されない。 
原告団・弁護団では、本年 3 月 22 日の第 1 陣判決において何としても勝訴を勝ち取っ

た上で、これを梃に、第 2 陣、またその後に続く第 3 陣原告についても勝利的和解を勝ち

取り、なんとしても早期の被害者救済を実現したいと考えている。 
そのためには、世論の強力な後押しが必要不可欠である。3 月は、いわき支部での原発

避難者訴訟第 1 陣判決のみならず、東京地裁と京都地裁においても、原発被害者の集団訴

訟の判決が相次いで言い渡される。東京支部団員の皆様にも、ぜひ一連の判決にご注目いた

だき、原発被害者の皆さんの悲痛な叫びが裁判所に、東京電力に、そして国に届くよう、ご

支援、ご協力をお願いしたい。 
 

 

間近に迫った福島原発避難者訴訟の判決 

代々木総合法律事務所  鳥飼 康二 
１．はじめに 

東京支部団員が取り組んでいる福島原発被害についての集団訴訟は複数ありますが、その

中で、福島原発被害弁護団による福島地裁いわき支部における集団訴訟（以下、「避難者訴訟」）

について、損害論を中心に近況を報告致します。 
 
２．訴訟の概要 
 避難者訴訟の原告は、いわゆる強制避難区域の住民で構成されており、第１陣（約８０世

帯）の訴訟が、２０１７年１０月１１日に結審し、本年３月２２日が判決期日となってます。

また、第２陣、第３陣の避難者訴訟も、引き続きいわき支部に係属しています（詳しくは弁

護団ホームページをご覧ください。https://www.kanzen-baisho.com/）。 
 
３．損害論の立証活動 
 避難者訴訟では、大きく４つの損害項目（避難慰謝料、故郷喪失慰謝料、家財賠償、居住

用不動産賠償）を請求しています。 
 本訴訟の損害論では、①中間指針を超える月１０万円の避難慰謝料を認めさせること、②
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（避難慰謝料とは別個に）故郷喪失慰謝料を認めさせること、③財物の再取得賠償を認めさ

せること、に力点を置いて立証活動をしてきました。 
 特に工夫した点では、原告本人尋問で語られた被害実態や現場検証で明らかとなった被害

実態を、いくつかの要素に分類して整理した上で、それぞれについて統計資料による裏付け

を行った点です。たとえば、「仮設住宅では生活音が気になって毎日落ち着かない」と語る原

告は多いのですが、自治体や大学が実施したアンケート結果でも、半数を超える避難者が同

じような苦痛を訴えています。これらによって、原告らが主張する被害実態は、単なる主観

的なものではなく、避難者に共通する普遍的な損害であることを立証しました。そして、慰

謝料額の評価については、交通事故賠償実務との類似性（入院生活における精神的苦痛と避

難生活における精神的苦痛の類似性）を強調し、月額１０万円が低額過ぎることを立証しま

した（詳しくは弁護団ホームページ内の「資料ページ」、避難者訴訟・最終準備書面第２分冊

をご覧ください）。 
 また、故郷喪失慰謝料については、避難者訴訟が始まった当初から、裁判所との間で議論

が交わされてきました。裁判所からは、避難慰謝料と故郷喪失慰謝料を別個に観念すること

の必要性について疑問が投げかけられました。一方、民法や環境経済学の研究者らは、故郷

喪失慰謝料を別個に認めることについて、肯定的な論稿をいくつも発表していました。そこ

で、研究者らの認識を裁判所へ共有してもらうために、故郷喪失研究の第一人者と言っても

過言ではない除本理史教授（大阪市立大学、環境経済学）の専門家証人尋問を実施し、学術

的な視点から、故郷の存在意義や故郷の経済的効用を詳細に立証しました。なお、この尋問

は、東京支部団員（米倉勉団員、山田大輔団員、水谷陽子団員、岸朋弘団員、鳥飼）が中心

となって行いました。 
 以上のように、避難者訴訟では、原則として全原告世帯の本人尋問を実施し、専門家証人

尋問を実施し、現場検証を計３回実施し、様々な統計資料を証拠提出するなど、全国各地で

係属している同種の集団訴訟の中でも、トップクラスの損害立証を行ったと自負しています。 
 
４．今後の展望 
 ご存知の通り、同種の集団訴訟（前橋地裁、千葉地裁、福島地裁）において、損害論では

必ずしも良い結果が得られていません（前記の①～③の立証課題は残されたままです）。 
そこで、福島原発から最も近いいわき支部の判決によって、損害論の趨勢に大きな風穴を

開け、控訴審を含む同種の集団訴訟にとって力強い援護となることを、弁護団一同願ってい

ます。 
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国と東電に勝訴！！ － 「生業を返せ、

地域を返せ！」福島原発訴訟判決報告 

           東京合同法律事務所  馬奈木 厳太郎 

１．生業訴訟とは 
「勝ったぞ」「勝利だ」――福島地裁前に「勝訴」「国と東電断罪」「被害救済広げる」の旗

が掲げられると、１０００名を超える原告、支援者の間で大きな歓声が上がった。４年半を

超えるたたかいを振り返り涙ぐむ原告も。二度と原発事故を繰り返させない、被害を根絶さ

せたいとの想いは、「再稼働反対」のコールとなって、福島の空に広がった。 
 「生業を返せ、地域を返せ！」福島原発訴訟は、原発事故の被害者約４０００名が、国と

東電を被告として、事故の責任を追及するとともに、原状回復と損害賠償を求めた裁判であ

る。原告は、事故当時、福島県と隣接する宮城、栃木、茨城の各県に居住していた者で、居

住地にとどまっている者（滞在者）と、居住地から避難した者（避難者）が、１つの原告団

を構成している。 
原告の属性も、事業者、農業、漁業関係者、会社員、主婦、年金生活者、教員、学生など

多様で、福島県内５９市町村の全市町村をカバーする原告団となっている。いわば、“オール

福島”・“オール被害者”の原告団といえる。 
２０１７年１０月１０日、福島地裁（金沢秀樹裁判長）において、判決が言い渡された。

原発事故をめぐる全国約３０の集団訴訟のなかで、３件目の判決。国、東電双方の法的責任

を認めたのは３月の前橋地裁に続き２例目。国の指針を超える賠償を命じたのは、前橋地裁、

千葉地裁に続き３例目となった。 
 
２．国の法的責任を認める 
 判決は、国の責任について、地震調査研究推進本部が２００２年に発表した地震活動に関

する「長期評価」は、「規制権限の行使を義務付ける程度に客観的かつ合理的根拠を有する知

見」であって、その信頼性を疑うべき事情は存しないとして、それに基づき試算していれば、

敷地高を超える１５．７メートルの津波を予見できたと指摘。そのうえで、国が津波に対す

る安全性確保を東電に命じていれば「全交流電源喪失による事故は回避できた」と結論づけ、

規制権限不行使は「著しく合理性を欠く」と国の責任を断罪しました。東電についても、同

様に予見可能な津波対策を怠ったとして過失が存すると断じた。 
 判決の特徴は、国（経産大臣）に規制権限を与えた趣旨を、法令の目的に照らし丁寧に認

定した点に存する。判決は、経産大臣に何のために規制権限が与えられているのかという点

について、確保されるべき安全とは、国民の生命、健康及び財産の保護にあると、明快に示

した。そのうえで、「津波による損傷を受けるおそれがある」原子力施設は、技術基準に適合
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しない（＝安全性を欠いている状態、すなわち法令違反の状態）ことから、経産大臣には「予

想される自然現象のうち最も過酷と考えられる条件」として合理的に想定される津波に対し

ては、これを予見する義務があったと判断。そうした義務を前提として、２００２年の「長

期評価」の発表によって、福島第一原発が津波による損傷を受けるおそれがあることが判明

し、安全性を欠いている状態になったのであるから、これを改めさせるべきであったにもか

かわらず、規制権限を行使しなかった違法があると評価した。 
 判決の論理は、例えて言うならば、津波による損傷を受けるおそれのある原発をそのまま

稼働させることは、整備不良の飛行機をそのまま飛ばすのと同様のことだというものである。

津波による損傷を受けるおそれがあることが、安全性を欠いた法令違反の状態を意味し、そ

のことが技術基準適合命令という国の規制権限の発動根拠になるという流れは、極めて明快

であり、法令の趣旨にも、また原子力災害が「万が一にも起こらないように」とした伊方原

発設置許可処分取消訴訟の最高裁判決の趣旨とも合致するものといえる。 
 
３．救済範囲を広げる 
 判決は、被害・損害については、国の指針に基づく賠償の対象地域を拡大し、賠償金につ

いても上積みを認めるなど、救済対象を広げる判断を示した。 
 とくに、事故によって、原告のいかなる権利が侵害されたのかという点について、判決は、

「人は、その選択した生活の本拠において平穏な生活を営む権利を有し、社会通念上受忍す

べき限度を超えた大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭によってそ

の平穏な生活を妨げられないのと同様、社会通念上受忍すべき限度を超えた放射性物質によ

る居住地の汚染によってその平穏な生活が妨げられない利益を有している」とし、「故なく妨

げられない平穏な生活には、生活の本拠において生まれ、育ち、職業を選択し生業を営み、

家族、生活環境、地域コミュニティとの関わりにおいて人格を形成し、幸福を追求していく

という、人の全人格的な生活が広く含まれる」と、平穏生活権を定義づけた。作家の柳田邦

男氏は、「格調高く定義づけている」（毎日新聞１０月２８日付）と評したが、裁判所が被害

を実態に即してとらえていることを示す内容となっている。 
 
４．判決の意義 

今回の判決は、国の責任を認めなかった千葉地裁判決の流れを断ち切り、改めて国、東電

の法的責任を認めた点で大きな意義がある。これまで国と東電は「津波は想定外だった」「だ

から事故の責任はない」と主張してきた。判決はこれを明確に否定した。原子力を扱う以上、

危険を予見したのならば、万全の対策を講じなければならないという、当たり前のことでは

あるが、大変貴重な判断である。 
また、「万全の対策を講じなければならない」という判決の趣旨は、再稼働を進める今の国

の姿勢にも一石を投じるものである。というのも、新規制基準は、避難計画など住民の安全

確保を含んでおらず、万全な対策を講じていないからである。安全性より経済的利益を優先
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させる姿勢に警鐘を鳴らす判決だといえる。 
 被害・損害については、国の指針の不十分さを明確にし、賠償の地域・水準でも救済範囲

を広げて、国や東電が主張してきた「年間２０ミリシーベルト以下では被害はない」とする

“２０ミリシーベルト受忍論”を退けた。地域については、福島県のみならず、茨城県の一

部にも拡大した。 
何より強調されるべきなのは、生業訴訟では、原告に共通する損害を一律に請求し、「代表

立証」（原告個別の立証に代えて代表者の立証で証明すること）の形を採ることにしたが、こ

れにより原告になっていない者も新たに原告となれば、今回の判決と同様の救済を受けうる

ことになった点である。原告にとどまらない、あらゆる被害者の救済という、私たちの目指

す方向に一歩踏み出した判決だといえる。 
 

５．勝訴の要因 
こうした判決を勝ち得た要因だが、一つには、「原告団の規模」が大きかったことがある。

「数は力」と言うが、裁判所も約４０００名もの者が救済を求めて声をあげ、被害者のまま

で終わろうとはしていないという事実を無視することはできない。原告団と弁護団が高い水

準で団結し、法廷内外で精力的に取り組んだことが勝訴につながったと考えている。とくに、

公正な判決を求める署名については、全国から２３万筆を超えるご協力をいただいた。 
 もう一つには、今回の裁判の過程で、裁判官に自分の目で「現地」を見ることを強く求め

たことにあると思われる。裁判官は、福島の生まれでもなければ事故のときに福島にいた人

でもない。そうした人に被害に触れることなく判決を書いてもらうわけにはいかない。国は、

「行なう必要はない」と頑強に拒否し続けたが、私たちは２年近くにわたって求め続け、よ

うやく現地検証を実施させることができた。裁判官に、誰もいない無人の街を歩いてもらい、

区域の線引きの矛盾や失われた生活など、被害の実態を肌で感じてほしかったのである。そ

うすることで裁判官は、原発事故のスケール感や、「国や東電が事故を防ぐ対策を怠ってきた

結果、こんな事故が起こってしまった」という、被害者たちが抱えている原発事故への怒り

の一端に触れることになった。こうした現地検証は、単に被害状況を知ってもらうだけでな

く、国の責任を認める判断にも、一定の影響を及ぼしたのではないかと感じている。 
 
６．今後の課題 
 裁判の旗印は「原状回復」だったが、裁判所はこれを「却下」した。しかし、裁判所は、

単純に「却下」すればよいところ、わざわざ「原状回復は原告らの切実な思いに基づく請求

であって、心情的には理解できる」と書いた。これは、裁判官が本人尋問や現地検証など通

じて、私たちの想いを受けとめたことの表れとも評価できるもので、旗印にしたことは正し

かったと確信を深めるべきであろう。今後、さらに法廷内外での取り組みが重要になる。 
 また、今回の判決では、被害救済の範囲・水準が国の指針のレベルでは足りないとされた

が、私たちの主張がすべて認められたわけではない。より高い水準で判決を勝ち取るべく、
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控訴審でさらに主張立証を尽くす決意である。 
 

 

福島原発被害首都圏弁護団の活動 

 渋谷共同法律事務所  吉田 悌一郎 

１ 福島原発事故と弁護団の結成まで 

  福島原発被害首都圏弁護団は、２０１１（平成２３）年９月に結成され、現在関東の弁

護士約３０数名が弁護団員として活動している。 

この弁護団の中心メンバーは、もともと東京災害支援ネット（とすねっと）のメンバー

として、福島原発事故後に福島県から関東に避難してきた人たちの支援活動を行っていた。

そうした活動の中で、原発事故被害者の賠償問題が置き去りにされていることに危機感を

持ち、裁判を前提にした弁護団が結成された。 

 

２ 集団提訴と訴訟の進行状況 

  その後、当弁護団は、関東圏にいる避難者等を対象に、都内で複数回提訴に向けた被害

者説明会を開催してきた。 

そして、原発事故から２年が経過した２０１３（平成２５）年３月１１日に３世帯９名

が提訴（第１次提訴）、その後同年７月２６日に１４世帯４０名が追加提訴（第２次提訴）、

さらに、２０１４（平成２６）年３月１０日に７３世帯２３４名が追加提訴（第３次提訴）

を行った。いずれの訴訟も、東京電力と国の両方を被告としている。 

裁判所の係属部はいずれも東京地裁民事第５０部であり、福島原発被害東京訴訟と呼ば

れている。 

裁判は、第１次訴訟及び第２次訴訟について、これまで２５回の口頭弁論期日が開かれ

た。一昨年から昨年の前半にかけて、原告各世帯の本人尋問が行われ、その後は、原告側

が申請した専門家証人として、吉岡律夫（元東芝の原発技術者で、現在（株）日本システ

ム安全研究所代表取締役で失敗学会の理事・責任論の専門家）及び辻内琢也氏（早稲田大

学人間科学学術院教授で医師・損害論の専門家）の証人尋問が行われた。 

そして、昨年１０月２５日に弁論が終結し、本年３月１６日に判決が言い渡される予定

である。 

 

３ 原告らの被害の類型 

  この裁判では、以下で見るとおり、福島県から関東に避難している避難者、福島県内外

の放射能汚染地域に滞在している滞在者が原告となっている。そして、避難者は、政府に

よる避難指示等の対象区域からの区域内避難者と、そうした避難指示区域以外の地域から

138



139 
 

の区域外避難者がいる。また、滞在者には、福島県内のいわゆる自主的避難等対象地域に

おける滞在者と、同対象地域外の滞在者（福島県外）が原告となっておる。 

（１）避難者 

ア 区域内避難者 

  旧警戒区域や計画的避難区域などの、いわゆる政府による避難指示等の対象区域か

らの避難者である。区域内避難者は、原子力損害賠償紛争審査会の策定した中間指針

に基づき、一定範囲の賠償を受けているが、その内容は極めて不十分なものであり、

到底被害者らの受けた損害の完全賠償にはほど遠い。 

なお、この類型の原告の中には、現役の東電の社員が１名いる。 

イ 区域外避難者 

福島県の福島市、郡山市、いわき市など、避難指示の対象区域ではないが、放射能

汚染地域から避難している避難者である。区域外避難者にも、中間指針追補に基づく

賠償がなされてはいるが、その内容は、到底賠償の名に値しないいわゆるお見舞い金

程度のものであり、また、上記区域内避難者との間の露骨な差別的取扱いがなされて

いる。 

区域内避難者は、地元に夫を残して、母親が子どもを連れて避難する母子避難がそ

の典型例である（もちろん一家で避難しているケースもあるが）。いわゆる二重生活

になって生活費が余計にかかり、また父親が週末に母子に会いに来るための交通費な

どの費用も嵩む。しかし、東電から支払われる賠償が極めて低額であるため、経済的

な困窮が問題となっている。 

そして、上記の区域内避難者と比較して様々な点で差別的に扱われており、無理解

な世間の人間からは、避難する必要もないのに勝手に避難しているとか、エセ避難者

であるといった心ないレッテル貼りをされることもある。 

（２）放射能汚染地域の滞在者 

ア 中間指針で言うところの「自主的避難等対象地域」 

  次に、滞在者であるが、まず、福島市、田村市、いわき市等の放射能汚染地域に滞

在して生活している原告である。これらの地域は、中間指針追補で言うところのいわ

ゆる「自主的避難等対象地域」であり、上記の区域外避難者と同水準の賠償はなされ

ているが、その金額は極めて低額である。 

これら放射能汚染地域に居住する原告は、常に放射能汚染を意識しながら生活する

ことを強いられている。特に幼い子どもなどのいる家庭では健康不安などが深刻であ

り、洗濯物を外に干せない、育ち盛りの子どもを屋外で遊ばせられない、地産地消の

学校給食を食べさせることができない、水や野菜等を購入する費用が余計にかかるな

ど、目には見えにくい様々な被害に苦しみながら生活している。 

また、田村市の原告は、すぐ隣の地域が旧緊急時避難準備区域に指定されており、

同じ集落の中で露骨な被害者の線引きが行われたことに憤っている。 
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イ 「自主的避難等対象地域」以外の地域 

  具体的には、栃木県県北地域に居住する原告らである。この地域も実は放射能汚染

が深刻であり、放射線量の高いホットスポットが各所に存在している。そのため、上

記アの滞在者と同じ被害を受けている。しかし、この地域は「自主的避難等対象地域」

にすら指定されていないため、中間指針では、賠償の対象地域とされていない。その

上、災害救助法の適用もないため、避難したくてもできない（避難先の自治体でみな

し仮設住宅の無償供与などの支援を受けることができない）という深刻な問題を抱え

ている。 

 

４ 訴訟の目的 

この裁判の目的は、他の原発被害の裁判の多くが同じ目的であろうが、まず第一は被害

者の被った損害の完全賠償を勝ち取ることである。そして、その上で、裁判を梃子として、

原発被害者を救済する様々な施策を作らせることである。 

その際、上記のように、地域によって被害者の線引きを行い、被害者の分断を図るよう

な政策を決して許してはならない。水俣病の未認定患者問題の二の舞になってはならない。 

 

５ 今後の予定 

  上記のように、第１次訴訟及び第２次訴訟は、本年３月１６日（金）午後３時より、東

京地裁１０３号法廷にて判決言い渡しが行われる予定である。また、同日午後４時より、

裁判所近くの全日通会館（東京都千代田区霞が関 3丁目 3番地 3号 全日通霞が関ビル 6F）

にて報告集会が開催される予定である。 

  是非、多くの方の判決傍聴及び報告集会への参加をお願いしたい。 

 

 

「原発と人権」ネットワーク活動報告 
特に、第４回「原発と人権」全国研究交流集会

in 福島の開催について 
北千住法律事務所  柿沼 真利 

はじめに 
今回は、「原発と人権」ネットワークの活動、特に、本年７月２８日（土）、２９日（日）

に福島大学キャンパスにて開催される、第４回「原発と人権」全国研究交流集会 in 福島に

ついて、報告いたします。 
 
１ 東電福島第一原発事故と第１回～第３回「原発と人権」全国研究交流集会 in 福島 
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２０１１年３月１１日、あの大震災、大津波、そして、東京電力福島第一原発の爆発、

放射性物質漏れ事故・・・。この原発事故による被害は未曾有のものとなり、今なお、多

くの方々が、故郷に帰ることができず、従来の生活環境、生活基盤など奪われ、苦境に立

たされています。また、今後どのような健康被害などが生じるかも未知数です。 
「原発と人権」全国研究・交流集会は、反核法律家協会、国際法律家協会、自由法曹団、

青法協、日民協などの各法律家団体、日本科学者会議、日本ジャーナリスト会議、などが

参加団体となり、２０１２年４月７日（土）、８日（日）の２日間、福島大学キャンパス内

で、第１回目が、開催されました。その名の通り、「原発と人権」は両立しないと言う観点

から、多様なテーマを取り上げ、原発問題に取り組む法律家、科学者、ジャーナリストな

どが学習交流を行うものでした。 
初日全体会の基調講演では、長年、原発関係訴訟（高速増殖炉「もんじゅ」訴訟、浜岡

原発運転差止訴訟など）に携わってきた海渡雄一弁護士に、「福島第一原発事故の原因と責

任」と題して、今回の東京電力原発事故の被害実態、原子力発電の持つ危険性、従来の原

発関係訴訟における裁判所の誤り、そして、今後あるべき、被害者救済、脱原発の道など

をお話しいただいきました。 
次に、「現地首長は訴える」と題して、今回の原発事故で、全村避難となった福島県飯舘

村の菅野村長をお招きし、全村被害によって、村の住民の方々が分散し（同じ家族でも分

散せざるをえなくなった現状）、村が分断されてしまった状況などについてお話しいただき

ました。また、東電福島第一原発立地自治体である双葉町の井戸川町長（当時）からは、

「国と東電の説明を信じて来たことを悔いている、お詫びを申しあげたい」旨お話しいた

だきました。 
二日目分科会では、以下の通り、６つの分科会が行われました。 

第１分科会｢放射能の影響とどう向き合うか｣  
第２分科会｢傷つき、破壊されたコミュニティの回復のために｣ 
第３分科会｢被災者救済のための『完全被害回復』・『完全賠償』を｣ 
第４分科会｢脱原発の司法判断を求めて｣ 
第５分科会｢原水爆被爆者の運動に学ぶ―広島･長崎から福島へ―｣ 
第６分科会｢原発報道を考える｣ 
このような多様な観点からの分科会が行われ、結果、５００人の方々にご参加いただき、

大成功の内に終了致しました。 
その後、２０１４年４月５日（土）、７日（日）の２日間、同じく福島大学キャンパス内

で、第２回目が行われました。内容は以下のとおりです。 
初日全体会  
基調講演：柳田邦男（ジャーナリスト） 
報告：真木實彦（福島大学名誉教授） 
被害者・市民の訴え 
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現地首長の訴え 
特別講演：ミシェル・プリウール（リモージュ大学名誉教授） 

  総括報告：丹波史紀（福島大学准教授）  
   
二日目分科会 
第１分科会：｢被害者訴訟原告団・みんなで交流～私たちが求めるもの、私たちが目指す

もの～｣ 
第２分科会：｢原発事故被害の賠償－損害と責任｣ 
第３分科会：｢脱原発を実現するために｣ 
第４分科会：｢原発事故報道３年－伝えたこと・伝えらなかったこと｣ 
第５分科会：｢人権は核と共存できない～脱原発と核兵器廃絶・国際ネットワーク｣ 
さらに、２０１６年３月１９日（土）、２０日（日）に、第１回、及び、第２回と同じく、

福島大学キャンパスにて、「第３回『原発と人権』全国研究集会 in 福島」が開催されまし

た。内容は以下のとおり。 
初日全体会 
報告「福島第一原発は今どうなっているのか」  
  「最新の映像で見る福島第一原発の現状」  
   山川剛史さん（東京新聞・原発取材班キャップ）  
  「福島第一原発…原子炉の状況と廃炉の技術的展望」  
   筒井哲郎さん（原子力市民委員会・プラント技術者の会）  
 被災当事者・訴訟原告達は訴える  
   脱原発原告団全国連絡会から 大石光伸さん 

原発被害者訴訟原告団全国連絡会から 早川篤雄さん 
区域外避難者( 住宅支援打ち切りに悩む） 森松明希子さん 
区域内避難者(避難指示解除と支援の打ち切りに直面する) 金井直子さん 
区域内の線引きに悩む被災者 清野賢一さん 
廃村・棄民政策に直面する被災者 今野秀則さん  

 報告  
  「現在の復興政策の問題点とあるべき復興政策」  
  鈴木浩さん（福島大学名誉教授・元福島県復興計画策定委員会委員長）  
報告  

「この５年間の原発関連訴訟の到達点と問題点」  
井戸謙一さん（元裁判官・弁護士）  

特別緊急報告  
 「裁判所による現地検証手続の報告」 渡辺登代美さん（弁護士・生業弁護団） 
 「東電社長等の刑事訴追の報告」 河合弘之さん（弁護士）  
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報告  
 「原発被害を権利の面からどう捉えられるか。法的責任論をどう構築するか」  
  淡路剛久さん（日本環境会議名誉理事長・立教大学名誉教授）  
 
二日目分科会  
第１分科会：「原発事故の救済と差止め」 
第２分科会：「原発ゼロ社会に向けて」 
第３分科会：「核兵器と原発」 
第４分科会：「現場の取材と報道－課題と問題点」 
第５分科会：「政府の帰還政策を問う」 
第６分科会：「原発被害者･支援交流集会」 

これらの集会の様子などについては、「原発と人権」の HP を参照してください。 
  http://genpatsu-jinken.net/09event/index.html#2016 

 
２ 原発問題に関する緊急提言 

そんな中、現安倍内閣は、昨年の３月末日をもって避難指示を解除し帰還を強制しよう

との政策など、被災者の「切り捨て」を行うかのような姿勢を示しました。これに対し、

同ネットワークでは、「原発問題に関する政策提言ＰＴ」を起ち上げ、昨年３月には、「原

発事故６年を経過するにあたって、私たちの緊急提言」と題した表明を行いました。詳し

くは、ＨＰで。 
 

３ 第４回「原発と人権」全国研究交流集会 in 福島の開催 
さらに、本年７月２８日（土）、２９日（日）には、４回目となる「原発と人権」全国研

究交流集会 in 福島が、今までと同じく福島大学のキャンパスにて開催されること決定しま

した。今回は、全体会に、哲学者の高橋哲哉氏をお招きし、講演をしていただくことにな

っています（予定）。 
情勢としては、昨年、福島原発被災者の方々による集団訴訟について、前橋地裁判決、

千葉地裁判決、生業訴訟福島地裁判決があり、本年３月にも複数の集団訴訟事件での地裁

判決言渡しが予定され、また、脱原発関連でも、近時住民側の敗訴が続いていたところ、

先日、広島高裁で、伊方原発の仮の差止めを認める決定が出されており、大きな「動き」

があります。 
これらの情勢の動きをも充分に把握した上で、より充実した集会を行います。是非御参

加を！！ 
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◇市民 
マイナンバー制度の現状について 

 東京合同法律事務所  瀬川 宏貴 

１ 制度施行から２年 
 ２０１６年１月にマイナンバー制度が施行されてから２年が経過した。 
この間、２０１５年１０月から通知カード及び個人番号カードが配布され、２０１６年１月

からは順次勤め先等からマイナンバーの提出を求められ（弁護士であれば弁護士会や法テラ

ス、顧問先等から提出を求められ）、２０１６年度の確定申告からは申告書にマイナンバー記

載欄が設けられている。 
 さらに、当初税金、社会保障、災害対策の３分野とされていた利用分野に加え、２０１６

年からメタボ健診や予防接種の記録もマイナンバーと結びつけられることになり、２０１８

年１月から、銀行で口座を開設する際にマイナンバーの提供を求められることになった（提

出は任意。ただし、政府は２０２１年を目途に義務化も検討するとしている）。現在法制審で

は戸籍との連結が検討されている。 
 着々と制度が実施されているようであるが、実際は、そうはなっていない。個人番号カー

ドの普及率は国民の約９．６％に過ぎず、マイナンバー制度の目玉である行政間の情報連携

システム（情報提供ネットワークシステム。これにより行政へ提出する書類を省略できると

政府はメリットを強調している）の運用開始は延期に延期を重ねてようやく昨年２０１７年

１１月から「本格運用」開始となった。ただし「本格運用」開始と言っても、法律上情報連

携の対象となる１８７２の手続のうち８５３の手続に過ぎず実際には部分実施に過ぎない。 
 また、後述のように、２０１７年からは、市区町村から企業に送付される住民税の特別徴

収通知書にマイナンバーが記載されることになったが、誤送付等が相次ぎ、２０１７年１２

月末の総務省令の改正により２０１８年から当面の間、記載しないこととなった。この特別

徴収通知の問題は、この間のマイナンバー反対運動の最大の成果と言えるので下記で紹介し

たい。 
 
２ 住民税特別徴収通知へのマイナンバーの記載の取りやめについて 
 住民税特別徴収通知とは、市区町村が毎年５月に会社等の各事業者に対して送付する、従

業員等の給与から徴収する住民税額の決定通知である。この通知書は通常、普通郵便で送付

される。 
 総務省は、省令を改正して、２０１７年からこの通知書に個人番号（マイナンバー）を記
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載することとした。 
 ところが、普通郵便による送付では誤送付の恐れがあり、簡易書留による送付を行うと市

区町村に相当の財政的負担となることから、マイナンバーに反対する市民団体等だけではな

く、当の市区町村からも反対の声があがり、実際に多くの市区町村が通知書にマイナンバー

を記載しないことを標榜した。 
 これに対する総務省の対応は、あくまでマイナンバーを記載せよというもので、２０１６

年１１月から２０１７年５月にかけて６回！も通達等を出し、マイナンバーを記載しないこ

とは認められないなどと市区町村に対して圧力をかけ続けた。 
 実際に送付が始まるとやはり誤送付が相次ぎ、その数は２７９事業所６８８人分に上った。 
 この問題については民主団体、市民団体等に加え、日弁連、日本税理士会連合会、経団連

も個人番号の不記載を要求する提言等を出した。それを受けてか、２０１７年１２月の与党

税制改正大綱で不記載とすることが取りまとめられ、同月２２日の総務省令の再改正により、

「当分の間」マイナンバーは記載しないこととされた。 
 以上のように、国・総務省の対応は朝令暮改の典型というものであり、制度施行の混乱ぶ

りが表れたものであるということができる。 
 
３ これ以上制度を広げないために 

それでは国・総務省はなぜここまで送付にこだわったのだろうか。国・総務省の説明は、

事業者と市区町村の間で、「正確な個人番号が共有されることにより、個人住民税の税務手続

を通じて、番号法が目的とする公平・公正な課税や事務の効率化につながることが期待され

るため」としているが、抽象論に過ぎない。少なくとも、プライバシーを危険にさらし、市

区町村に多大な負担を課して行う理由とはいえない。そうすると、マイナンバーの利用・普

及が進まないことを憂慮した、国・総務省による普及策と考える他に、理由が見当たらない。 
本稿では触れなかったが、現在、確定申告等、ほとんどの手続でマイナンバーを提出しな

くても手続が可能である（提出は義務であるが、手続きの要件とはしないとされる）。しかし、

上記の省令で「当分の間」とあるように、いつまでも手続が可能である保証はない。ほとん

どの国民がマイナンバーを利用し、個人番号カードを持ち歩くようなことになったら、マイ

ナンバーの提出を手続の要件とすることが考えられる。そのような事態になることを防ぐた

めにも、制度をこれ以上広げないためにも、マイナンバーを使用しない、提供しない取り組

みをしていくことが重要であると考える。 
 なお、私が弁護団の一員となっているマイナンバー違憲訴訟（全国８地裁で提訴）の審理

も大詰めとなってきている。こちらについても皆さまのご支援をお願いしたい。 
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「国立景観裁判・一万人の会」 

運動の報告とお礼 

日野市民法律事務所  窪田 之喜 
 完全弁済することができました。心よりお礼申し上げます。 
 私は、昨年の自由法曹団東京支部総会に、上原元国立市長に対する求償訴訟について、高

裁逆転敗訴、最高裁上告棄却という敗訴結果を報告しました。 
同時に、私は、「上原さんの個人責任にはしない、住民自治の問題として決着する」として

立ち上がった「上原景観基金１万人の会」運動について報告し、団員の皆さんにもカンパを

呼び掛けました。「１万人の会」は、昨年５月２６日に元金３１２３万９７２６円、１１月２

１日に遅延損害金１４３２万３２００円、合計４５５６万２９２６円を完全弁済することが

できました。団員のみなさまに運動の成功を報告し、ご協力に対し深く感謝申し上げます。

ありがとうございました。 
 急速に広がった「１万人の会」運動 
 １万人の会の呼びかけは、全国に大きな反響を呼びました。各地に勝手連ができ、集会が

もたれました。上原さんの話を聞きたいという声が次々に寄せられ上原さんの全国行脚とな

りました。毎日、１０万円、２０万円を超える募金が振り込まれてきました。 
 最後の一山を超える 
 遅延損害金の発生を防止するために、募金が元金相当額を超えたところで元金充当の一部

弁済を申し出たところ、市もこれを認めました。それ以後、募金のスピードがやや落ちてき

ました。報道により、既に弁済し終わったように受け取られた面があったようです。７月末

頃、まだ終わっていない、これからが胸突き八丁と最後のアピールを出したのですが、これ

からの１千万円の集まりには、少し時間が必要でした。１１月２１日の支払い日を設定して、

何とかこぎつけることができました。 
１２月１６日報告集会、同時に『国立景観裁判・ドキュメント１７年―私は「上原公子」

―』も出版 
 １２月１６日、国立市芸術小ホールで２００人余の市民の参加で開かれた報告集会は、お

祭りのようでした。チラシは「祝完全弁済」と大きくカラー文字で訴え、「私も上原公子」、

「市民自治・私たちの選択」とのうち出しでした。呼びかけ人の中から五十嵐敬喜、池田香

代子、伊藤真、鎌田慧、小林緑、佐高信、保坂展人と著名な方々が駆けつけ、「祝いの言葉」

と決意を語りました。自治の営みこそ命と語り、当然、それぞれのまち、そして沖縄のたた

かいが語られました。 
 弁護団と国立景観市民の会、そして１万人の会理事と事務局は、８月末から年内の基金運

動の完遂とその報告のための出版計画を進めてきました。１２月１６日の報告集会には、『国
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立景観裁判・ドキュメント１７年―私は「上原公子」―』が完成して、配布されました。自

治体研究社の方々と編集のプロであったかたくり法律事務所弁護士古田理史さんの力添えを

いただきました。国立のまちづくり、景観運動の歴史と本件の法律論と今回の基金運動がよ

くわかるようにつくられた本になっています。自由法曹団員でもある私と田中隆弁護士も執

筆を担当しています。田中弁護士の執筆で法律論的にも簡潔的確に整理されています。ぜひ

ご一読ください。 
 本件は憲法・地方自治論と市民運動と弁護士活動を考える好個の事例 
 あらためて「勝訴したかった」と悔しい思いが湧いてきます。もっと何ができたのか、弁

護士として考えさせられる点も多く残ります。 
 それでも私は、何よりも地方自治の運動と都市計画をはじめとした地方自治論を学ぶこと

ができました。まれな機会に遭遇させてもらったと思います。 
本件は、憲法の地方自治の本旨・住民自治の解釈、憲法２９条２項の「公共の福祉」によ

る財産権制限、１３条と２５条による景観権、景観条例や地区計画条例など自治立法権によ

る財産権の制約と首長権限、住民自治と住民運動及び首長の役割、それらを踏まえた上原市

長の行為の適法性、議会の債権放棄議決と１年半もの後新しい選挙で選ばれた市議会による

債権行使決議の効力の関係、明和地所から同額の寄付がなされたことによる損害の補填、報

道されていない議会発言を「報道されて」顧客に影響を与えたと主張立証のない事実まで「認

定」してしまった高裁判決の審理不尽等多岐にわたる論点がありました。   
最高裁は、これらについてすべて判断を回避してしまいました。逆にみると、最高裁はこ

れら論点について、積極的にマイナス判例をつくることまではしなかったといことは、確認

しておく価値があろうかと思います。 
詳しくは、前記『国立景観裁判・ドキュメント１７年』をご一読願います。 
沖縄のたたかいをはじめ、地方自治の運動を更に前進させるために 
国立上原求償事件が全国の自治体首長の行動を委縮させる要因になってはなりません。す

でに１年前、官房長官が国立判決を引きながら沖縄の翁長県知事の行動をけん制する発言を

しています。 
しかし、地方自治の主人公は住民です。住民の正当な要求に基づく運動がある限り、地方

自治のエネルギーを押しとどめることはできません。住民、研究者、そして住民の法的力に

なりうる弁護士（集団）の力が求められています。 
私も貴重な体験をさせてもらった弁護士として、市民と共に学びつつたたかう心を失わず

に進みたいと思います。 
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江戸川スーパー堤防事業訴訟の 

取り組みについて 

東京東部法律事務所  田村 文佳 
１ これまでの経緯 
  江戸川スーパー堤防事業訴訟は、江戸川区北小岩１丁目東部地区（１．４ヘクタール）

を施工区域とするスーパー堤防事業に対し、２０１１年１１月１１日に江戸川区に対し、

土地区画整理事業計画決定の取消訴訟を提起したのを皮切りに、６年以上に渡って裁判で

争い続けています。これまでの裁判の経緯をまとめると以下の通りです。 
 
  ●江戸川区スーパー堤防事業取消請求事件 

2011 年 11月 11 日提訴 

2013 年 12月 12 日東京地裁請求棄却判決 

2013 年 12月 24 日控訴 

2014 年 10月 2日東京高裁控訴棄却判決 

2014 年 10月 16 日上告兼上告受理申立 

2015 年 11月 18 日最高裁上告棄却、上告不受理決定 

 

●江戸川区スーパー堤防事業執行停止申立事件 

2013 年 7月 31 日申立 

2013 年 12月 12 日東京地裁却下決定 

2013 年 12月 12 日即時抗告 

2014 年 1月 24 日東京高裁抗告棄却決定 

2014 年 1月 31 日特別抗告 

2014 年 3月 31 日最高裁抗告棄却決定 

 

●江戸川スーパー堤防事業仮換地処分取消請求事件 

2013 年 11月 26 日提訴 

2016 年 4月 20 日東京地裁請求棄却（一部却下）判決 

2016 年 4月 28 日控訴 

2016 年 12月 20 日東京高裁控訴棄却判決 

2016 年 12月 27 日上告兼上告受理申立 

2017 年 12月 5日最高裁上告棄却、上告不受理決定 
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●江戸川区スーパー堤防差止等請求事件 

2014 年 11月 12 日提訴 

2017 年 1月 25 日東京地裁請求棄却（一部却下）判決 

2017 年 2月 7日控訴 

 

  以上のとおり、これまでスーパー堤防事業を止めるべく様々な法律構成で裁判を提起し、

最高裁まで争っているものの、いずれも請求は認められておりません。 
現在はスーパー堤防差止等請求事件の控訴審の係属中です。この裁判は、国に対し、ス

ーパー堤防事業に係る盛土工事の差止めを、国及び江戸川区に対しては、違法なスーパー

堤防事業により原告らに生じた精神的苦痛への賠償として慰謝料の支払いを求めている裁

判です。 
 
２ スーパー堤防事業とは 
  スーパー堤防とは、一般には、堤防の高さの３０倍程度の幅を持った堤防といわれてい

ます。 
  河川法６条２項は、「スーパー堤防（高規格堤防）」及び「スーパー堤防（高規格堤防）

特別区域」について以下のように定めています。 
「河川管理者は、その管理する河川管理施設である堤防のうち、その敷地である土地の

区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水量を超える流量の洪水の作

用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防（以下「高規格堤防」という。）

については、その敷地である土地の区域のうち通常の利用に供することができる土地

の区域を高規格堤防特別区域として指定するものとする。」 
  この条文でいう「通常の利用」とは、スーパー堤防を整備しようとする地域において一

般的に行われている住宅の建築やビルの建築、道路や公園の設置、農地としての利用等種々

の土地利用をいいます。要するに、「破堤しない堤防」築堤の名目のもと、下図にあるよう

にいわば街全体を土盛りして堤防化しようとする構想がスーパー堤防整備事業構想です。 
   国は、１９８７年に国の直轄河川改修事業としてスーパー堤防整備事業を創設し、その

後１９９１年に、河川法、同施行令、同規則が改正されてスーパー堤防が法的に位置づけ

られるとともに、１９９２年には、河川管理施設等構造令及び同施行規則が改正されて、

スーパー堤防に関する事項が加えられるなどスーパー堤防事業推進のための法令の整備が

行われています。 
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  スーパー堤防は、通常の堤防と異なり、裏法面（市街地側）を３パーセント以内という

緩やかな斜面とした堤防であり、大きな洪水によって越水が生じた場合でも破堤せず、壊

滅的な被害を生じさせないことが目的とされています。つまり、対象とされた地区は、斜

面を作るために盛土工事を行い、その上にビルや住宅といった建物を建てることになり、

住民からしてみれば堤防の上に住むことになります。 
  しかし、事業開始から２４年が経過した２０１２年の段階で、全体のたったの５．８％

しか完成しておらず、完成までには一説によれば１０００年かかり、予算は１２兆円を要

すると試算されるなど、スーパー堤防事業は史上まれにみる税金無駄使い事業といっても

過言ではありません。 
  悪名高いスーパー堤防事業は、民主党政権である２０１０年１０月２８日、内閣府行政

刷新会議が行った事業仕分けにおいて「スーパー堤防はスーパー無駄遣い」として「廃止」

の判定が出されました。江戸川区は２０１１年５月１１日に、本件事業計画決定を行いま

したが、その後、実質的には本件事業をまったく進行させていませんでした。 
  ところが、２０１２年１２月の自民党の政権復帰以降、２０１３年５月に予算で箇所付

けされた後、江戸川区の状況が一変し、ゾンビのように事業が復活し始めました。 
 
３ 本件地区におけるスーパー堤防事業 
  江戸川区は、本件地区に対し、国のスーパー堤防事業と江戸川区の土地区画整理事業の

共同事業として、スーパー堤防事業を推し進めてきました。本件事業は、一般的な区画整

理事業と異なり、すべての住民を本件地区外に仮移転させ、盛土の整備をした後、再び住

民を本件地区内に移住させることを予定している点に、大きな特徴があります。つまり、

住民は自宅を取り壊された上に、本件地区内に戻りたければ、２度の移転を強いられるこ

とになります。しかも移転期間は数年にわたる長期に及ぶというもので、単なる区画整理

事業とは大きく異なります。 
江戸川区は、２０１２年１２月の自民党の政権復帰後に、２０１３年５月に国交省と江

戸川区との間で本件事業に関する基本協定を結んでいました。その後、江戸川区は、２０
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１３年７月には本件地区内に仮換地指定処分を、同月中に１２月１６日を除却期限とする

除却通知処分を行い、これらの処分により、本件地区内の住民の土地の使用収益はできな

くなり、住民を強制的に移転させ、その建物を除却する権限を江戸川区が有するに至りま

す。その後、江戸川区は住民の追い出し、建物の除去を推し進め、本件地区を更地にした

後に、２０１４年１２月１日には、国による盛土工事が開始、同工事は２０１６年３月３

１日に終了しています。 
本件は、スーパー堤防事業を、江戸川区北小岩一丁目の江戸川右岸１２０ｍ、面積にし

て１．４ヘクタールという小さな土地に整備する内容ですが、そもそもこの地域は過去、

江戸川の堤防が越水したことすらなく、本件地区でスーパー堤防事業を実施する必要性は

全くありません。 
また、スーパー堤防は連続構造物で、すべて完成しなければ全く意味のないものです。

その完成すら見通しがたたないのでは治水対策として無意味なことは明らかです。 
もともと無駄遣い事業であるばかりか、全く必要のない箇所に強制的に住民を立ち退か

せその生活を根底から奪い、スーパー堤防を税金を使って整備しようとするもので、あら

ゆる意味で不必要、不合理な事業となっています。 
なお、本件地区は、北側を千葉街道、南側を JR 総武線快速に挟まれた地区で、JR 総武

線快速に乗車すると電車からよく見える地区です。総武線快速に乗る際には、江戸川を渡

る直前に左手をご覧ください。とても狭い区域であることが一目瞭然で、如何に意味のな

い事業かがお分かりいただけると思います。 
 
４ スーパー堤防差止等請求訴訟控訴審における主張 
（１）主な主張 

現在の裁判の控訴審においては、①国には盛土工事の法的権原がなく違法であること

②盛土工事のための二度の移転と長期間の仮住まいが強制されることによる侵害が深刻

かつ重大であること③危険な盛土の上に所有権が変更され、そこに居住を強いられるこ

とによって騒音や傾斜地化等の深刻な被害が発生すること④スーパー堤防が必要性及び

公共性を著しく欠いたものであること等を、主張しています。 
（２）地耐力不足の判明 

特に、盛土の関係については２０１７年２月に、極めて深刻な問題があることが判明

しました。 
２０１７年３月３１日までの本件土地区画整理事業の地権者への引き渡しの直前、被

控訴人らが、同年１月下旬から、本件地区について、地耐力の調査をしました。すると、

調査実施地点３７５のうち、６１地点において、地耐力不足があり、住宅用地として必

要な地盤の強度がないことが判明しました。さらに、１３９地点において地中に埋設物

のような強固な層があることも確認されています。両者を合わせると、２００地点、全

体の半分以上について異常が判明したということになります。 
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しかも、現在判明しているところでは、６１地点の地耐力不足があった地点のうち、

①従来からの地盤に地耐力不足があった事例が４７地点、②盛土に問題がある事例が８

地点、③従来の地盤と盛土の両方に問題がある事例のいずれもがある事例が６地点ある

とされています。これは極めて重大な問題であり、看過することはできません。 
そもそも①と③については、従来からの地盤に地耐力不足があった事例ですが、本件

施工区域の一部は、古くは水田があったことが古地図より明らかになっており、地盤の

地耐力が欠けている部分があることが指摘されていました。しかし、国や江戸川区は、

本件施工地区内のボーリング調査などをせず、実態把握をしませんでした。その結果と

して生じた問題であり、国や江戸川区の調査不足以外の何物でもありません。 
また、②と③の盛土に問題があるとの点については、盛土工事が適切に実施されてい

なかったということを意味します。第一審においても、原告らは盛土工事の危険性につ

いて、具体的な事例を挙げ、現実に全国で行われている盛土工事について崩落、ひび割

れ、液状化が発生していることを主張してきましたが、原判決は、それらの事実を認め

ながら、次のように判示していました。 
 

「これらの事例が生じた高規格堤防と本件盛土工事により形成された人工地盤は，その

形状や位置関係，材料や施工方法等において同一であったと認めるに足りる証拠はなく，

上記事例と同様の事例が他の高規格堤防においても一般的に発生しているものと認めら

れる証拠もないのであるから，原告らの主張する盛土の危険性は一般的・抽象的な危険

性の存在を指摘するにとどまり，本件盛土工事によって設置された盛土に液状化・不同

沈下・斜面崩壊といった具体的危険が認められるものではない。したがって，本件盛土

工事により，原告らが所有する土地が危険な盛土上に置かれることとなり，原告らの所

有権が侵害される旨の原告らの主張は採用することができない。」 
  

すなわち、国や江戸川区から、本件地区の盛土工事の安全性について、何ら具体的な

主張立証が行われていないにも関わらず、具体的な事例をあげた原告らの盛土の危険性

の主張を「一般的・抽象的な危険性の存在を指摘」したにとどまるとして、一蹴したの

です。 
しかし、現時点では、盛土工事の危険性について原告らの主張が正しかったことが、

判明しつつあります。 
この問題については、控訴審においてさらに追及すべく、国及び江戸川区に対し、地

盤調査データ、本件盛土工事の施工方法および盛土材料に関する文書、今回の地耐力不

足が生じた原因について、調査、検討、分析した文書、今回の地耐力不足問題に対する

対策の方法書その他対策に関連する文書の提出を求め、かつ、ボーリング調査を網の目

状に実施しなかった理由、原因、安全性確認方法の３点について釈明を求めました。 
   しかし、国及び江戸川区は、これらの釈明に真正面から回答せず、必要な情報につい
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て多数の黒塗りをするなど不誠実かつ不十分な証拠のみ提出してきました。そこで、控

訴人らは本件事業における盛土工事によって形成された人工地盤には，液状化・不同沈

下・斜面崩落などの危険性が存在することを立証するため、裁判所に対し、２０１８年

１月９日付で文書提出命令の申立てを行いました。 
（３）提出を求めた具体的書面の内容 

控訴人らの文書提出命令の申立てで、具体的に提出を求めた文書はすでに証拠として

提出された以下の文書について、調査地点を特定する文書の部分および、地点が記載さ

れた図面です。 
    ①盛土工事後に、２２箇所において実施されたボーリング調査結果 

 ②対策工事前に実施された、スウェーデン式サウンディング調査結果 
    ③対策工事前に実施された、スウェーデン式サウンディング調査結果を受けて、実

施されたボーリング調査結果 
    ④対策工事後のスウェーデン式サウンディング調査結果     

⑤対策工事後のボーリング調査結果 
   上記①から⑤の文書については、控訴人らの釈明に応じてすでに提出がなされていま

すが、いずれも調査地点を特定する部分等の分析に必要な情報について、空白または黒

塗りで提出されていました。 
   本件事業における盛土工事によって、本件地区内に液状化・不同沈下・斜面崩落など

の危険性が存在するか否かを判断するにあたっては、実施されたボーリング調査の結果

を分析することが必要不可欠ですが、調査地点が特定されない限り、対策工事前の、盛

土工事部分および元の地盤などの立体的かつ平面的な状況が不明で、本件地盤の全体的

な状況の分析ができません。 
さらに、全体的な分析をしない場合、対策工事が実施されていない区画において、危

険な部分を見過ごす、あるいは、不等沈下の危険性が見過ごされている可能性も否定で

きず、盛り土の危険性はなお解消していないことにもなります。 
控訴人らは、今後もこの問題を追及し、またその他の論点も併せて主張を行う予定で

す。 
５ 今後のスケジュール 

本年２月１３日までに国側が文書提出命令申立に対する意見書を提出し、その後裁判

所が文書提出命令申立に対し、判断を下す予定です。また、裁判所の判断がいずれの結

論だったとしても、控訴人又は被控訴人のどちらかが必ず許可抗告・特別抗告を行うも

のとみられ、それらを踏まえ裁判所の判断が確定し、審理が再開するのは本年４月ある

いは５月頃になるかと思われます。 
   また、審理再開後に人証申請についても決定する予定となっており、文書提出命令に

ついて結論が確定次第、裁判所の審理が一気に進むことが予想されます。 
６  これからの活動 
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これまでの長期にわたる戦いの間に、本件地区は明らかに変貌してしまいました。 
もともと本件地区は、所謂東京下町のエリアに属し、住民の方も地域に対する愛着が

強く、親子三代に渡って居住していた方も珍しくありませんでした。そのため、住民同

士の交流も活発で、長期間にわたり良好な地域コミュニティが形成されてきた土地でし

た。それが、スーパー堤防事業の話が持ち上がってから、住民を二分するような事態と

なり、その後住民らはバラバラな場所に移転させられ、高齢者も多く、戻ってこられる

住民もわずかだと思われることから、地域コミュニティは完全に崩壊してしまいました。 
また、積極的に支援をしてくださっていた住民の方が強制移転により精神的、身体的

に大きくダメージを受け、運動に参加できなくなってしまったり、原告の方が、火災で

お亡くなりになる悲劇など、様々なことがありました。２０１１年の訴訟提起時には１

１名だった原告も、やむを得ない事情等により、現在の裁判の控訴審では４名となるな

ど、時の経過に抗えない面もあります。 
   しかし、このスーパー堤防事業は、どこからどう見ても全く理由のない、住民らを精

神的、身体的、経済的に著しく侵害するだけの事業であることは明らかです。また、こ

れまで地域の皆さまをはじめ、様々な方たちからご協力をいただきながら、訴訟活動を

行ってまいりました。今後とも、原告団、弁護団ともに、この不合理極まりないスーパ

ー堤防事業を止めるべく力を尽くす所存です。 
    
 

首都圏建設アスベスト訴訟のたたかい 

渋谷共同法律事務所  森 孝博 

１ 首都圏建設アスベスト訴訟の概要 

石綿(アスベスト)は、鉱物性粉じんとしての有害性に加え、発がん性を有し、吸入すると

長い潜伏期間を経て、石綿肺、肺ガン、中皮腫といった致死性の高い疾患を発症させる。こ

うした石綿の危険性（発がん性）は遅くとも 1970 年代初頭には明らかになっていたが、日

本では、経済成長等を優先し、安価な石綿の大量使用を続けてきた。具体的には、国が石綿

の使用等を全面禁止する 2006 年までに、約 1000 万トンもの石綿を輸入し、その７割以上を

建材に使用してきた。その結果、建築作業従事者が建築現場で大量の石綿粉じんに曝露する

こととなり、長い潜伏期間を経て、現在、建築作業従事者の石綿被害が爆発的な拡がりをみ

せている。 

そのような状況の中、2008 年 5 月、全国ではじめて、石綿関連疾患に罹患した建築作業

従事者とその遺族が原告となり（東京地裁 312 名、横浜地裁 76 名。患者単位）、「謝れ、償

え、なくせアスベスト被害」を合言葉に、国と石綿建材の製造・販売メーカーの責任を追及

する訴訟に立ち上がった（首都圏建設アスベスト第 1 陣訴訟。2010 年 4 月にも追加提訴）。 
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２ 全国各地での建設アスベスト訴訟提起と現状 

(1) 全国各地での建設アスベスト訴訟提起 

 上記の首都圏建設アスベスト訴訟に続き、全国各地で建設アスベスト訴訟が提起され、

現在、以下のとおり、1 最高裁、6 高裁、4 地裁でたたかわれており、患者原告数も合計

689 名にのぼる。 

  ①首都圏建設アスベスト東京第 1 陣訴訟（東京高裁第 10 民事部） 

  ②首都圏建設アスベスト神奈川第 1陣訴訟(最高裁） 

  ③九州建設アスベスト訴訟(福岡高裁） 

  ④関西建設アスベスト大阪第 1陣訴訟(大阪高裁第 3民事部） 

  ⑤関西建設アスベスト京都第 1陣訴訟(大阪高裁第 4民事部） 

  ⑥北海道建設アスベスト第 1 陣訴訟（札幌高裁） 

  ⑦首都圏建設アスベスト東京第 2 陣訴訟(東京地裁民事第 1 部） 

  ⑧首都圏建設アスベスト神奈川第 2陣訴訟(東京高裁第 20 民事部） 

⑨関西建設アスベスト大阪第 2陣訴訟(大阪地裁) 

⑩関西建設アスベスト京都第 2陣訴訟（京都地裁） 

⑪北海道建設アスベスト第 2 陣訴訟（札幌地裁） 

 

(2) 建設アスベスト訴訟の到達点 

 ア 国の責任 

   2012 年 12 月 5 日の東京地裁判決（東京第 1 陣訴訟）を皮切りに、福岡地裁、大阪地

裁、京都地裁、札幌地裁、横浜地裁（神奈川第 2 陣訴訟）が国の責任（規制権限不行使

の違法）を認めた。加えて、違法事由、違法期間も拡大する方向で判断がなされており、

国の責任を一層厳しく断罪している。 

そして、2017 年 10 月 27 日、東京高裁第 5 民事部が、国の責任を否定した神奈川第 1

陣訴訟横浜地裁判決（2012 年 5 月 25 日）を取り消し、国の責任を認める初の高裁判決

を言い渡した。 

現在、国は建設アスベスト訴訟において 7 連敗であり、もはや国の責任を認める司法

の判断は揺るぎないものとなっている。 

 イ メーカーらの責任 

 一方、上記東京地裁判決では、メーカーらの注意義務違反は認めたものの、疾患の原

因となった石綿建材および製造・販売企業の特定ができず、加害行為と被害発生の因果

関係が認められないことを理由に、メーカーらの賠償責任を認めなかった。その後、福

岡地裁、大阪地裁、札幌地裁でも同様にメーカーらの責任を否定する判決が続いていた。 

しかし、2016 年 1 月 29 日、京都地裁で、メーカー9 社について共同不法行為の成立

が初めて認められ、メーカーらの責任が肯定されるに至った。2017 年 10 月 24 日の横浜
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地裁（神奈川第 2 陣訴訟）でもメーカーらの責任が認められ、そして、建設アスベスト

訴訟における初の高裁判断となった 2017 年 10 月 27 日の上記東京高裁判決でも、メーカ

ーらの責任が認められた。 

このように、国の責任とともに建設アスベスト被害に対するメーカーらの責任も認め

る司法判断が大きな流れとなりつつある。 

 

３ 建設アスベスト訴訟の勝利と被害救済に向けて 
建設アスベスト訴訟の原告689名（患者単位）のうち477名（69％）が解決を見ずにお亡く

なりになった。とりわけ最大の被害者を擁する東京第1陣訴訟では、308名のうち、提訴前に

既に136名が亡くなっており、提訴後9年余りのたたかいの中で更に98名が命を落とした。死

亡者は308名中234名（76％）にも及んでおり、原告らの「生命あるうちの解決を」の声は極

めて切実である。 

そして、本年3月14日に全国で2番目の高裁判断となる東京第1陣訴訟の東京高裁判決が言

い渡される予定である。また、関西建設アスベスト京都第1陣訴訟、同大阪第1陣訴訟も、そ

れぞれ本年2月9日、3月22日に大阪高裁で結審を迎える予定であり、年内に判決となる可能

性が高い。 

いま建設アスベスト訴訟のたたかいは大きな山場を迎えている。 

東京第1陣訴訟における勝利判決、そして全国の勝利判決を梃子に、建設アスベスト問題

をこれまで以上に「政治問題化」し、「建設石綿被害補償基金制度」を創設させ、建設アス

ベスト問題の全面解決を勝ち取るつもりである。 

  皆様のご支援、よろしくお願いいたします。 
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◇都政 
築地市場移転問題の現在 

東京法律事務所  中川 勝之 

１ ３つの基本方針 
市場問題に対する態度が曖昧との批判を受けて、都議選直前の２０１７年６月２０日に小

池都知事が発表した「３つの基本方針」は、その後の経過からすればごまかしでしかなかっ

た。３つの基本方針は、記者会見資料（以下「資料」）によると、短文と具体化された長文が

あるようであるが、次のとおりである。 
方針①「築地は守る、豊洲を活かす」築地市場は、長年培ったブランド力と地域との調和

を生かしあらためて活用する。地下空間の追加対策、地下水管理システム補強策などの安全

対策を講じた上で、豊洲市場を活かす。 
方針②豊洲市場は、冷凍冷蔵・加工等の機能を強化し、ＩＴを活用した総合物流拠点とす

る。 
方針③東京都は、事業者の皆さま、都民の皆さまの信頼回復に徹底的に取り組む。 

① 築地市場を５年後を目途に再開発する。環状２号線は五輪前に開通させ、当面、五輪用

のデポ（輸送拠点）として活用。その後、「食のテーマパーク」機能を有する新たな場とし

て東京を牽引する一大拠点とする。 
② 豊洲市場は、冷凍冷蔵・物流・加工等機能を強化し、将来にわたる総合物流拠点にする。 
③ 築地の再開発および豊洲市場利用の具体案を、事業者および都民とのオープンな場を設

け、広く情報公開しながら検討する。東京都は業者の皆さま、都民の皆さまからの失った

信頼を回復するよう徹底的に努力する。 
２ ３つの基本方針の問題点 
（１）築地は「再開発」され、豊洲は「市場」でなくなる 
 築地の「再開発」とは言っても、「再整備」ではない。資料でも現在地再整備案は困難と記

載されている。豊洲を総合物流拠点にするというのは、豊洲移転を機に市場を市場でなくす

ることである。資料にもわざわざ「これまでの築地市場内の旧い慣行にとらわれない、新し

い経営スタイルを創造する。」と明記されている。超一等地の築地市場跡地については、資料

には「築地市場の土地は売却せずに保有し有効活用することでキャッシュを継続的に創出可

能。」と記載されているが、民間活力と称して大企業に奉仕することは間違いなく、その後の

都議会でも小池都知事は「民間主導の築地再開発」と発言している。 
（２）豊洲における食の安全・安心は確保されていない 
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 土壌も地下水も環境基準以下にする「無害化」が豊洲新市場を開場する前提条件であるこ

とは、都議会の付帯決議であるだけでなく、都自身が繰り返し都民と市場業者に約束してき

たことであるが、小池都知事は、約束が果たされていないことを認めながら、かかる約束を

放棄した。もちろん、地下水管理システムの機能強化と「盛り土」がなかったことに代わる

地下空間対策という追加対策では食の安全・安心は確保されない。 
（３）市場業者の合意が得られていない 
 そして、３つの基本方針にも、それを前提とする都の補正予算案にも、市場業者の合意が

得られていなかった。豊洲移転先にありきの都の対応に、市場業者はもちろん、様々な都民

から反対の声が上がっている。 
３ 豊洲新市場移転断念を求める 

２０１８年正月、築地市場での初セリは今年が最後等とのテレビ報道があった。２年前、

２０１６年正月にも同様の報道があったが、そうにはならなかった。今回も「築地市場での

初セリが今年が最後」という報道が何かの間違いであったとなるよう、豊洲新市場移転断念

を求める次第である。 
 

 

「外環の２」道路都市計画訴訟 

         東京合同法律事務所  久保田 明人   
第１ 「外観の２」武蔵野 

１ 訴訟「外環の２」計画と武蔵野訴訟の概要 
   「外環の２」は、１９６６年、高架式高速道路計画である「外環本線」の高架下の土

地に街路として計画された。しかし、この道路計画は、成熟した住宅地をなぎ倒すもの

であったことから、地元住民を中心に広範な反対運動がおこり、外環本線・「外環の２」

計画はともに長期間にわたり凍結された。 
その後２００７年、外環本線は、沿線地域での移転や地域分断への影響をできるだけ

小さくするとして、大深度地下方式に計画変更された。外環本線が地上からなくなった

以上、高架式高速道路の存在を前提とした計画を維持することに正当性は認められない

し、「外環の２」計画は、地上部への影響を小さくするという外環本線地下化の目的にも

整合しない。そもそも人口減少社会のなかで、新たな道路を整備する必要性・合理性は

認めがたい。 
そこで、計画地上に自宅を所有していた故上田誠吉団員は、自ら原告となって、「外環

の２」計画の違法を主張し、①「外環の２」計画の違法・無効等の確認、②東京都が計

画廃止の手続きを取ることの義務付け、③東京都が計画廃止をしない違法を理由とする

国家賠償請求（慰謝料）、④都市計画制限等による損失の補償を求めた。その後、ご遺族
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が手続きを承継していた。 
２ 第一審判決の内容 

   ２０１５年１１月１７日に第一審判決があり、原告の請求をいずれも認めなかった。 
まず、①②については、処分性が認められないなどとして、請求を却下した。 
次に、③については、計画当初は何ら検討されていない「外環の２」における交通上

及び防災上の必要性など東京都の主張を鵜呑みにして「外観の２」計画に違法性はなく、

「外環の２」を廃止すべきことが明確に義務付けられたとはいえないとして、請求を棄

却した。さらに、所有権に伴う当然の内在的制約であるなどとして、受忍すべき限度を

超えた特別の犠牲は存しないなどとして、④の請求を棄却した。 
司法消極主義の判決というほかないし、裁判所の判断は、結局「外環の２」（青梅街道

以南）の解決を先送りしたものである。 
３ 武蔵野訴訟の控訴・上告 

控訴審は、２０１６年４月２８日に原審判決を認める判決を下し、原告は上告したも

のの、最高裁は２０１７年１月１０日に上告棄却及び上告受理申立不受理決定を下した。 
裁判所が行政に広い裁量を与え、行政判断に対する消極的な態度に終始したことは誠

に遺憾であるが、今後は裁判外の取り組みにより引き続き「外環の２」計画の実施阻止

に向けて尽力している状況である。 
第２ 「外環の２」練馬訴訟 

１ 練馬訴訟の概要 

武蔵野訴訟が係属している最中の２０１２年９月２７日、東京都は、「外環本線」地下工事の着

工に併せ、突如として「外環の２」計画の北側１ｋｍ区間（練馬区）につき事業認可申請を行い、

国はこれを認可した。 

これに対して、２０１３年３月２６日、練馬区の沿線住民の原告が、一部事業認可につき、新

たに事業認可取消訴訟を提起した。 

練馬訴訟の提起後２０１３年１１月には、東京都は、「外環本線」について、大深度地下使用認

可申請及び都市計画事業の承認・認可の申請を行い、国はこれを認可・承認した。このように「外

環本線」については着々と地下化を進める傍ら、東京都は、「外環の２」の北側３ｋｍ区間につい

て、これまでは廃止案も含めて検討するとしていた態度を一転させ、現状「外環の２」で持たせ

る予定の機能（交通渋滞の解消、延焼防止など）を代替させて「外環の２」を廃止することは困

難なので、廃止案は検討しないことを２０１４年１月に表明し、同年１１月２８日、当初計画の

道路幅４０メートルを２２メートルに縮小して計画の変更決定を行った。廃止もありうるとの態

度を見せ、住民からも廃止の声が意見聴取プロセスでも数多く上がっていたにもかかわらず、東

京都は全く無視し、「外環の２」は廃止せず、道路を造ることを一方的に突きつけたのである。 

また、訴訟において、国は事業認可をするに際して、認可申請のあった都市計画事業が都市計

画に適合しているかのみ判断すればよく、都市計画に合理性があるかを判断する必要はないと述

べている。国が何ら計画の合理性を判断しないことにより、多くの住民に立ち退きを強い、成熟
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した住宅街をつぶすことが黙認され、また、計画地の南端部分に大きな緑地・歩道ができるとい

う不合理な事業内容が素通りしてしまっている。国は、事業認可にあたって今後事業を進めてよ

いかどうかの判断をするのであるから、認可段階における都市計画の合理性を判断すべきであり、

任務放棄は許されない。 

２０１６年８月には、１ｋｍ区間を中心とした「外環の２」計画地で現地見分（進行協議期日）

を実施し、担当裁判官に閑静な住宅街をなぎ倒して作られる「外環の２」計画の不合理性を確認

させる機会を持った。 

第一審は、２０１７年３月２２日に判決があり、東京地裁は、事業認可区域外の原

告４名については原告適格を認めず却下、区域内の原告１名について棄却をした。 

判決では、外環の２は高架式外環本線のあふれる交通量を賄うことを目的（基礎事

実）として決定され、現時点でその必要性（基礎事実）はなくなったことは認めつつ、

一方で事業認可時点での外環の２の必要性も認め、都市計画の「流用」は法律上許さ

れないものではないという理屈により、計画変更しないでした事業認可は違法ではな

いと結論付けた。 

一旦決定された都市計画は、その目的が消失しても、他の目的に流用してもかまわ

ないというのでは、都市計画の決定手続、公告や意見聴取、都市計画審議会における

議決などを定めた法の趣旨を没却するものであり、法令の解釈適用に違反があるもの

である。 

また、外環本線構造形式の変更の目的は「沿線環境を保全し、移転等の影響を極力

少なくすること」と認定しつつ、現状幅員が減少している区画もあり、今後外環の２

計画全体について幅員が縮小されることも見込まれるから、悪影響の程度は格段に低

くなることは明らかなどとして地下化の目的に反しないと結論づけている。 

「極力少なくする」というのは、外環本線を整備する限りでやむを得ない範囲以外

は移転させないようにするという趣旨であり、幅員を狭めればよいというものではな

い。 

第一審判決に対しては控訴し、引き続き、この横暴な国及び東京都を断罪すべく尽力していく。 
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「晴海選手村土地投げ売りを正す会」  

住民訴訟提起 

東京法律事務所  中川 勝之 

１ ２０１７年８月１７日、都民３３人は、オリンピック・パラリンピック東京大会の選

手村整備に関して東京都が特定建築者１１社と都有地について総額１２９億６０００万

円で譲渡する契約を結んだこと等の一連の行為について違法かつ不当な低廉価格による

売却処分による損害の賠償請求等をするように東京都知事に求める訴訟を提起した。 

２ 本件の土地は銀座から近い晴海にあるにもかかわらず、坪約３０万円で譲渡されてお

り、価格は近隣相場の約１０分の１である。 

  都有地を処分するにあたっては、条例又は議会の議決（地方自治法２３７条２項）、東

京都財産価格審議会での評価（東京都財産価格審議会条例２条１項）等が必要であるが、

本件ではない。 

都は再開発の手法で行っているので、これらの規定は適用除外である（都市再開発法

１０８条２項）と主張しているが、再開発法上の土地の価格についての規制（都市再開

発法８０条）も受けていない。再開発法における規制が機能していないのは、地権者、

施行者、認可権者という再開発事業では本来複数、別人であるそれぞれの立場の人が、

本件では都が全ての立場を兼ねていることによるものである。都の一人三役である。 

地方自治体施行ではなく、個人施行で行っていること、地権者全てが転出するという

ことと合わせて再開発では例を見ない手法である。地方自治体施行で行う場合には、認

可権者が国土交通大臣となるところを、個人施行で行うことにより、認可権者が東京都

となる。さらに地方自治体施行の場合には、施行規定は条例で定めなければならないが、

個人施行で行う場合には条例で行う必要がない。 

地権者全て（都１人）が権利床取得を望まず、転出することから、実態としては、都

が特定建築者１１社に土地を直接、相場の１割で、しかも国土交通大臣のチェックや議

会のチェック等なく、短期間で譲渡契約までなしたと言えることは明らかである。 

官製談合防止法２条の問題もある。 

３ ２０１７年５月１９日に都民が監査請求を行い、同年６月１５日の陳述の機会を経て、

同年７月１８日、監査結果が出された。内容は、請求人の主張には理由がないという不

当なものであったが、「①本件事業を第一種市街地再開発事業（個人施行）で実施するこ

とに伴い、都が、地権者、施行者、認可権者の三つの役割を併せ持つことにより、本件

土地の処分を巡る一連の手続が、中立的かつ公正な監視や牽制の下で行われないとの懸

念を生む状況が生じたので、都には内部牽制体制の構築や、事業手法決定に関する情報

開示などについて、通常以上の対応が求められる。②本件事業の今後の実施に際しては、
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これまで以上に透明性の確保に努められたい。」という意見が付された。かかる意見が付

されたのは、監査委員が手続、内容に問題があると考えたからであり、監査では、担当

局である整備局への調査、国土交通省に対する調査、不動産会社からの意見聴取もなさ

れた。 

４ ２０１７年１１月１７日に第１回期日があり、２０１８年２月２７日に第２回期日が

予定されている。第１回期日には原告らから意見陳述はもちろん、認否反論について追

って主張の被告からの意見陳述もあった。その意見陳述は、「我々被告側弁護団は、原告

側の意見陳述により、報道関係者各位を含む傍聴人に非常に大きな「誤解」が生じるこ

とを懸念しています。先ほど原告本人及び原告代理人から、・「官製談合」がある、・本件

選手村用地が不当な廉価で売却された、等という主張が、あたかも争いのない事実のよ

うに指摘されました。これらは前の及び現在の東京都知事、東京都関係職員、特定建築

者１１社、不動産鑑定士らに対する重大な名誉毀損・侮辱になりかねない主張です。」と

始まっているが、まさに自ら挙げる２点こそ、被告の弱点ではないかと考える。 

  なお、２０１７年１２月５日付けで、被告は特定建築者１１社に訴訟告知をした。 

５ ２０１８年２月１７日、「晴海選手村土地投げ売りを正す会」と東京住民訴訟研究会が

専修大学で住民訴訟を考えるシンポジウムを開催する（ＮＰＯ法人区画整理・再開発対

策全国連絡会議のＨＰ参照）。事実及び法律の問題について未解明の部分があり、さらな

るご協力、ご支援をお願いしたい。 
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◇司法 
給費制運動の到達点と今後の課題 

東京合同法律事務所  緒方 蘭    
１ 給費制運動の現状 
（１）給費制廃止の弊害 

 ２０１１年１１月に修習を開始した新第６５期の代から司法修習生の給費制が廃止され、

新第６５期から第７０期までの司法修習生が給費を一切受けられない状態での修習を強い

られた。 
給費制廃止の代わりに、国から金銭を借りる貸与制が開始されたが、従前の給費制にお

ける支給額と同程度の貸与（毎月２３万円程度）を受ければ、修習終了時に新たに約３０

０万円の借金を負うことになり、大きな負担になっている。給費制廃止による弊害として、

①経済的負担の増大による法曹志願者の減少、②受益者負担論や経済的負担による公益活

動の減少、③修習に専念することの困難さなどが指摘されている。 
（２）新たな給付制度の創設 

新たな給付制度を創設する内容の裁判所法改正案が、２０１７年４月、衆参両院にて全

会一致で可決された。７１期司法修習生の代からこの新たな給付制度が実施されている。 
新制度では、基本給付として毎月一律１３万５０００円、住居費負担のある者に対する

住居給付として月額最高３万５０００円が給付される。 
この制度創設は、ビギナーズ・ネット、日弁連が中心となって取り組みを継続した成果

である。２０１５年以降は、国会議員から司法修習生の経済的支援を求めるメッセージを

獲得する運動も実施しており、衆参あわせて４５０名を超える国会議員のメッセージが寄

せられた。 
２ 今後の課題 

 新制度の創設は大きな前進ではあるが、今後の課題もある。 
既に給費制廃止下で修習を受けた新６５期から７０期までの者に対しては新制度は遡及

適用されず、貸与を受けた者は修習終了の５年後から１０年間かけて年間約３０万円を返

済することになる。この時期に独立や結婚・出産を経験する者も少なくなく、貸与金の返

済がライフプランに大きく影響することは想像に難くない。現在はビギナーズ・ネットが

中心となって、全国の「谷間世代」の者を対象に、国に対して是正策を求める署名を実施

し、２０１８年１月１８日現在で１０００筆を超える署名が集まっている。２０１８年夏

には新６５期の返済が始まり、「谷間世代」への遡及適用は喫緊の課題である。 
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また、新制度の給付額は、従前の給費制の基本給付である月額２３万円と大きな差があ

り、充実した修習生活を送るには不足する金額であり、さらなる拡充が必要である。 
３ 給費制廃止違憲訴訟の現状 

新第６５期の修習生らは２０１３年８月、給費制廃止違憲訴訟を全国４地裁（東京、名

古屋、広島、福岡）で一斉に提起した。また、２０１４年秋には、第６６期が全国３地裁

（札幌、東京、熊本）で提訴した。２０１５年８月には、第６７期が大分地裁で提訴して

いる。 
 この訴訟では、給費制の目的の主眼は、国家が責任をもって市民のために法曹を養成す

る点にあるとし、広く国民の理解を求める方向を打ち出している。 
 ２０１７年９月から１２月にかけて、６５期訴訟４件と６７期訴訟で判決が出され、残

念ながらいずれも請求棄却であった。 
判決は、給費制及び修習の方法は憲法上規定がなく、立法府が当時の社会情勢を踏まえ

て制度設計をした結果にすぎないことから、憲法上保障されるものではないとした。判決

のように立法府の裁量を大幅に認めることは司法の役割の放棄である。５件いずれも原告

が控訴し、これから高裁での審理が始まる。 
４ 最後に 

 自由法曹団東京支部は、若手団員をはじめとする若手弁護士の現状をとらえ、経済的理

由で法曹を諦める者が生じず、弁護士が安心して公益活動に励むことができるよう、制度

の拡充を求めていく。 
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