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原発避難訴訟で国の責任認める、高裁初の判断 ―仙台高裁

仙

台高裁（上田哲裁判長）は 9 月 30 日、東

命じていれば津波の到来を予見できたとして、
「規制

日本大震災の際の東電原発事故により福

権限の不行使は国家賠償法上違法」と指摘しました。

島県内の住民や避難者約 3,700 人が国と東

東電から「
（報告の）信頼性に疑いがある」という指

京電力に損害賠償を求めていた事件で、高裁として

摘を受けて津波高の試算の指示を撤回した国の態度

初めて国の責任を認める判断を示しました。

については、「不誠実ともいえる東電の報告を唯々

原発事故をめぐる集団訴訟で国の責任が争われた損

諾々と受け入れ、規制当局に期待される役割を果た

害賠償訴訟では、津波の予見性を認めて国の責任を認

さなかった」と批判し、国と東電が「喫緊の対策を講

めたものは 7 地裁、国が安全対策を東電に指示してい

じることになった場合の影響（主として東電の経済

ても事故までに間に合わなかったなどとして責任を認

的負担）を恐れ、試算自体を避け、結果が公になる

めなかったものは 6 地裁で、判断が分かれていました

ことを避けようとしていた」として、国には東電と

が、東電の旧経営陣の刑事責任を認めなかった昨年 9

同じ程度の責任があるものとし、連帯して賠償する

月の東京地裁判決以降、国の責任を否定する判決が続

ことを命じています。また賠償額も、一審の仙台地

いていました。今回の高裁判決は高裁レベルにおける

裁が認定した約 5 億円の倍増の 10 億 1 千万円、対象

初の判断であるとともに、各地の集団訴訟の流れを変

人数も 2,900 人から約 350 人増えるとともに、地域

えるものとなる可能性があります。

としても福島県会津地方や宮城県、栃木県の一部に

_ 対策を回避した怠慢を強く批判

も拡大されています。
大阪市立大学の除本理史教授は、
「後続の裁判でも、

原発避難訴訟では、福島県沖で津波が起きる可能

原告は同様の水準で立証している。負けが続いてい

性を指摘していた 2002 年の国の地震調査研究推進本

た流れが反転する潮目になるだろう」と指摘し、政

部が公表した「長期評価」の信頼性が争われてきて

府事故調査・検証委員会の委員長を務めた畑村陽太

おり、被告である国と東電は、
「長期評価」の信頼性

郎東大名誉教授も「見たくないデータを見なかった

は低いため津波は予見できず、国の指針による賠償

国と東電の姿勢を論理的に指摘する画期的な判決だ」

額以上を支払う必要はないと主張していました。

と話しています。

仙台高裁判決は報告の重要性と合理性を重視し、
公表当時経済産業相がすぐに津波高の試算を東電に

（主な参考資料

2020 年 10 月 1 日毎日新聞、朝日新聞）

入管施設の長期収容改善に「監護措置」導入方針
―出入国管理庁

9

月 22 日の読売新聞朝刊によると、出入国在

いますが、2018 年 4 月には 9 か月間以上収容されて

留管理庁は国外退去処分を受けた外国人が

いたインド人が自殺し、19 年 6 月には長崎県の施設

送還を拒否し、入管施設での収容が長期化

で「仮放免」を求めてハンガーストライキをしてい

している問題を受け、6 か月以上の収容が見込まれる

たナイジェリア人が餓死するなど、痛ましい事態が

難民申請中や訴訟中の外国人について施設外での生

続発しており、改善が迫られていました。一方日本

活を認める「管理措置」
（仮称）を導入する方針です。

の難民認定は極めて厳しく、申請がほとんど認めら

_ 長期収容で、痛ましい事態続出
昨年 12 月末現在で、収容中の送還忌避者は 649 人、
このうち 6 か月以上の長期収容者は 462 人に上って
2

れていないことについて（19 年は 44 名）
、内外から
強い批判があります。入管施設の長期収容者はこう
した難民認定の厳しさなどを反映しており、再申請
中の人や訴訟中の人が含まれます。
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今回出入国管理庁がまとめたとされる措置は、入
管法の規定で送還が停止される難民認定申請中や認
定を巡って訴訟中の外国人等には、
新たに「監理措置」
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制度が、保護を求めている人々にとってどのような
効果をもたらすかには疑問も寄せられています。
本年 6 月 15 日、出入国在留管理庁内の専門部会は、

を設け、施設外での生活ができるようにするという

国外退去を命ぜられた外国人が出国を拒んで各地の

もので、その場合には同庁が認めた支援団体や弁護

入国センターなどに長期収容されている問題を巡り

士らが「監理人」となり、対象者の生活状況などを

解決に向けた提言をまとめ、正当な理由なく国外退

把握して同庁に定期的に報告する義務を負うとされ

去に応じない場合や、
「仮放免」中に逃亡した場合に

ます。逃亡した場合には罰則を設け、就労は認めな

罰則を設けるよう求めています。今回の措置はこれ

い代わりに 3 か月間の金銭的支援も検討するとされ

に対応していくものですが、厳しすぎるとされる難

ます。

民認定については何も変わるものではありません。

また、本国が紛争中の「準難民」については、難

また難民認定申請中や訴訟中の人については施設へ

民条約の難民とおなじ「定住者」として在留を認め、

の収容をしない措置をとれば足り、支援団体や弁護

自治体から生活保護を受けやすくするなど、安定的

士に定期的な報告義務を課すことは重い負担を弁護

に在留できるようにするとされます。難民には該当

士や支援団体に課すことになります。

しないものの、人道的配慮から在留と就労が認めら

本国が内戦中の人々には現在でも人道的配慮から

れる申請者は昨年シリア、イエメンなどの 10 人が対

在留と就労が認められており、これをより柔軟に運

象となっていますが、こうした人々が「準難民」と

用すれば足りるのではないかとみられます。そうな

して分類されることになります。

ると、残るのは結局出国を拒否した場合や、逃亡し

_ 罰則強化先行の改正か

た場合の罰則のみとなり、今回の改正の狙いはなお
不透明なものになっています。

出入国在留管理庁は早ければこうした措置を新設
するための改正案を今秋の臨時国会にも提出する方

（主な参考資料

2020 年 9 月 22 日読売新聞）

針とされますが、「監理措置」や「準難民」などの新

日本の入管施設の運用は国際人権法違反 ―国連 WG が意見書

不

法滞在者を長期にわたり拘束する日本の

意見書は二人が理由や期間を告げられないまま、

入管施設の運用は、国際人権法に定める

10 年以上にわたって断続的に 6 か月から 3 年の収容

「恣意的運用」に当たるとする意見書が、

を繰り返されたと指摘し、こうした措置は法的根拠

9 月 26 日付で国連人権理事会の恣意的拘禁ワーキン

を欠く、恣意的な収容であるとし、日本の出入国管

グ・グループ（国連 WG）によりまとめられました。

理法が収容期間を定めておらず、収容の必要性や合

不法滞在者の長期間にわたる収容はこれまでにも

理性も検討されていないと指摘して、入管法の速や

問題とされてきましたが国連により明確に指摘され
たのははじめてだということです。

かな見直しを求めています。
本年 6 月に出入国在留管理庁内の専門部会がまと

国連 WG に通報したのは、難民申請中のトルコ国

めた提言には収容期間など、国連 WG が求める改善

籍のクルド人とイラン国籍の 2 人で、日本では計 4

点への対応は含まれておらず、国連の指摘にどう対

～ 5 年にわたって仮放免と再収容を繰り返す入管の

応するのかが注目されます。

運用がなされていることが、国際人権法の定める恣
意的運用に当たるとされたものです。

（主な参考資料

朝日新聞 2020 年 10 月 6 日）
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コロナ禍で広がる中傷・差別、
給付金・刑務所内の対策では訴訟も

新

型コロナウィルスによる感染は世界中に

企業などを対象にした持続化給付金 200 万円と家賃

広がり、
感染者は 9 月末までに 3,365 万人、

支援給付金約 96 万円の支払いを求める訴えを東京地

感染による死者は 100 万人を超え、なお

裁に起こしています。政府は国会答弁で、性風俗産

予断を許さない情勢ですが、流行の長期化と共に、

業について「社会通念上、公的資金の支援対象とす

学校や職場での差別やいじめが広がる一方、持続化

ることに国民の理解が得られない」とし、性風俗業

給付金の取り扱いや刑事施設での対応については訴

には給付金を支給していませんが、提訴後に会見し

訟の動きも出ています。

た亀石倫子弁護士は、
「コロナ禍が浮き彫りにした職

_ 差別や中傷やめる呼びかけ（文科省）
サッカー部員らの感染者が約 100 人に上った松江
市の高校では、「学校をつぶせ」などという中傷の電

業差別だ。あいまいな理由で差別していいのか、しっ
かりと司法が答えを出すべきだ」と話しています。

_ 刑務所の「3 密」改善を訴え

話が多数にのぼり、ラグビー部のクラスター感染が

大阪刑務所で受刑中の男性受刑者は、新型コロナ

発生した天理市の大学では一般の学生が教育実習を

ウィルスに対する感染対策が不十分だとして感染対

断られたり、アルバイト先から出勤停止を求められ

策を求める訴えを、人身保護法を根拠に起こすこと

るなどの事例があったということです。新型コロナ

が伝えられています。

ウィルスに感染した人への差別や中傷があとを絶た

訴えによれば、大阪刑務所では受刑者にマスクを

ないことから、文部科学省は 8 月 25 日、子どもや教

着用させるが、作業場と居室との移動時には認めら

員、地域住民に対し、差別につながる言動を行った

れず、居室や作業場には消毒液もなく、作業時の受

り同調しないよう呼びかける緊急のメッセージを発

刑者同士の距離を確保する措置も不十分だというこ

しました。

とです。

このメッセージは、新型コロナウィルスには誰で

本年 4 月、大阪刑務所や東京拘置所で職員や収容

も感染する可能性があり、感染した人を責めるので

者の感染が相次いだことから、法務省は刑務所など

はなく早く治るよう励まし、治って戻ってきたとき

の矯正施設でのガイドラインを策定し、マスクの着

には温かく迎えてほしいと呼びかけるとともに、教

用や、換気・消毒を徹底する方針を示しましたが、

職員には感染症予防のための適切な指導を呼びかけ、

運用については各刑務所がマニュアルを作り対応し

医療従事者や社会活動を支えている人たちへの敬意

ているということです。

や感謝も伝えてほしいとしています。また保護者や

刑務所や拘置所は、大人数が限られた空間で作業

地域に対しては、感染者に対する差別や偏見、誹謗

や運動、食事などをし、集団感染のリスクが付きま

中傷等を許さないことを求めています。

とう、典型的な「3 密空間」であり、名古屋刑務所で

_ 持続化給付金、「性風俗除外は違憲」

は昨年 1 月～ 3 月にかけてインフルエンザが流行し
て、受刑者や職員 300 人以上が罹患したといわれま

新型コロナウィルス対策として支給される持続化

す。また受刑者にはコロナに感染すれば重症化され

給付金などの対象から性風俗事業者が除外されたの

やすいとされる高齢の受刑者も多く、対策の強化が

は憲法が保障する「法の下の平等」に反するとして、

求められています。

国などに未払いの給付金を求める訴えが起こされて
います。
関西地方の無店舗の派遣型風俗店の運営会社は 9
月 23 日、国などに対しコロナ禍で収入が減った中小

4

（主な参考資料
日読売新聞）

2020 年 9 月 21 日、22 日朝日新聞、9 月 28
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安保法制違憲訴訟、前橋地裁も違憲判断を回避

2

015 年 9 月 19 日未明の参議院本会議におけ

また判決は、憲法前文及び憲法 13 条の平和的生存

る新安保法制法の強行採決から 5 年が経過

権につき、
「恒久平和主義が憲法の重要な理念であり、

しました。

国民が平和のうちに生存することが基本的人権の保

自衛隊の出動等の差止めと平和的生存権などの侵

障を基礎づける必要不可欠な前提条件」としつつ、

害を理由とする損害賠償請求を核とする安保法制違

憲法前文は「崇高な理想と目的」を示したものにす

憲訴訟は、2016 年 4 月の東京地裁への提訴を皮切り

ぎず、憲法 9 条は「国民の私法上の権利を直接保障

に、 本 年 10 月 1 日 現 在 で、 原 告 総 数 7,704 名、22

したものではない」としました。

地域で 25 裁判が全国で展開されています。このうち、

このほか原告が主張した人格権、憲法改正決定権

9 月末の時点で、札幌、東京（国賠）
、大阪、東京（差

などの主張についても、概ね先行 6 判決と同様の判

止）、高知、沖縄（那覇）地裁において、いずれも原

断でした。

告敗訴判決が出され、既に控訴がなされています。
10 月 1 日には、全国で初めて証人尋問が実施され、
違憲判断が示される可能性もささやかれていた前橋
地裁において、先行した 6 地裁と同様、請求棄却の
敗訴判決が示されました。

_ 証人尋問の成果は反映されず

_ 憲法学者の大多数が違憲とする
集団的自衛権の憲法判断避ける
安保法制法は、安部内閣により、確立していた憲
法解釈が捻じ曲げられ、「集団的自衛権」を認めて、
暴力的な強行採決で成立させた法律です。
その後、いずも型自衛艦の空母化、F35 戦闘機の

弁護団によると、当初、裁判所は 5 月 27 日を判決

大量購入や中距離弾道ミサイルの導入など攻撃型の

期日として指定し、2019 年 6 月には全国ではじめて

兵器の矢継ぎ早の整備、各種の米軍との共同行動の

宮崎礼壹元内閣法制局長官ら 3 名の証人尋問を行っ

実施など、米中関係の緊迫化の中、最近では、敵基

た大きな法廷で判決が示されるのではともいわれて

地攻撃論など、憲法の定める平和主義、専守防衛を

いましたが、新型コロナウィルスによる緊急事態宣

完全に空洞化する動きすら起っています。

言の発動などにより延期され、4 か月後にようやく

証人尋問で宮崎氏は「集団的自衛権を認める安保

入った期日に準備された法廷はごく狭いものでした。

法制法は、一見明白に憲法違反であり、長年積み重

このことから判決内容が、先行して結審した他の地

ねられてきた政府解釈や国会議論に反する」と断じ

裁と同様、紋切り型のものになるのでは、と予想す

ました。前橋地裁判決は、宮崎氏の証人尋問を認め

る向きもあったとのことです。

ながら、これに一切触れていません。裁判官には、

実際、10 月 1 日に示された判決は、証人尋問を行

憲法尊重擁護義務（憲法 99 条）が課せられています。

わなかった先行 6 地裁とほぼ同じ判決内容で、原告

大半の憲法学者や元最高裁判事が違憲立法としてい

の請求を棄却し、注目された違憲判断については、

るのに、違憲判断に踏み込まないのは、その職責を

これを回避するものでした。

全うしていないといっても過言ではありません。

渡邉和義裁判長は判決の中で、安保法制法とこれ

また、平和的生存権については、2009 年の自衛隊

に基づく自衛隊の防衛行動等の違法性判断につき、

イラク派遣岡山違憲訴訟における平和的生存権の具

東京（国賠）地裁と全く同じ文言の「具体的事件を

体的権利性を認めた判決など近年の判例の積み重ね

離れて抽象的に政府や国会の行った行為の違憲性、

があります。緊迫した国際状況下で集団的自衛権に

違法を審査する権限を有しない」とし、また「侵害

もとづく安保法制法が施行され、平和への具体的危

されたとする当該個別の国民の権利ないし法的利益

険が叫ばれている今日の状況においては、2009 年岡

が認められない場合において、違憲審査権を行使す

山違憲訴訟を更に深める判断が、本来は求められて

べきではない」として、憲法判断を避けた理由を示

いたといえます。

しました。

5
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_ 戦争の現実的危険性認めない判決

自衛隊の動向をつぶさに把握してきた半田氏らの証
言があったにもかかわらず、何事もなかったかのよ

今回の判決で最も特徴的なのは、長年の取材経験

うに先行 6 判決と同じ判決が出されたことは、弁護

などから戦争への現実的危険について詳細な証言を

団を大いに失望させました。大塚武一弁護士は、「裁

した半田滋氏の主張に対し、
「集団的自衛権の行使と

判所は証人採用した役割を放棄した。最後までの勇

して防衛出動の対象となるべき特定の事象が現実に

気をもたなかった」と批判しています。

生じた時点」にならないと、権利侵害が起きていな
いかどうか検討できないとしていることです。

（主な参考資料

2020 年 10 月 1 日 jiji.com）

法の番人といわれる内閣法制局の元長官の宮崎氏、

「黒い雨」救済判決、特例区域外の被爆を認定（広島地裁）、
国・県市は控訴

7

月 30 日、広島地裁（高島義行裁判長）は、

悪化の因果関係の高度な証明を求め、内部被ばくの

広島市の原爆投下直後にいわゆる「黒い雨」

影響も否定しましたが、判決は、黒い雨に関する知

を浴びたのに、国の援助対象区域外だった

見が十分でない時点で特例区域などの制度設計がな

ことを理由に被爆者交付手帳の交付申請を却下した

された経緯などを踏まえ、
「本件でのみ、科学的、物

のは違法として、広島市内の男女 87 名が市と県に処

理的根拠を要求するのは相当でない」としてこれを

分の取り消しを求めた裁判で、原告全員の請求を認

退けました。

める判決を言い渡しました。
この裁判の争点は、国が放射性物質を含む雨が降っ

この判決は、小雨地域とそれ以遠にいた原告一人
ひとりの「黒い雨体験」と健康状態を個別に吟味し、

たと推定し援護対象とした「特例区域」の範囲の当

大雨地域の被爆者と同様に一定の疾病を発症してい

否と、原告らが黒い雨により健康被害が出る程度の

れば援護対象とすべきとし、単純な線引きによる認

被ばくをしたかどうかでした。

定を否定したもので、原爆体験の実態とその結果に

国は、従来、降雨域については大雨地域と小雨地
域に分け、大雨地域だけを援助対象としてきました。
この線引きの根拠としたのは、被爆直後に地元の気
象技師が行った調査でした。
これについて高島裁判長は、判決理由の中で、こ

即したあるべき審査方法を示したものであり、画期
的なものといえます。
この訴訟の原告は 70 歳から 92 歳。1945 年 8 月
6 日の原爆投下後、特例区域外で黒い雨を浴びたり、
汚染された水や作物を摂取して、がんなどを発症。

の区分けは混乱期の限られたデータに基づく「一応

2015 年から 2018 年に被爆者手帳を申請しましたが

の目安」であり、降雨域を限定するものではないと

却下され、2015 年以降に県と市を相手に裁判を提起

指摘し、原告側が提出した気象学者や大学教授の調

してきたものです。

査などから、「黒い雨」は特別区域にとどまるもので
なく、より広範囲で降ったと認めました。
その上で、黒い雨には放射性微粒子が含まれ、直
接浴びる外部被ばくのほかに、井戸水や食物の摂取

_ 長期間にわたり隠された被爆の事実
爆心地から約 20 キロ離れた現在の広島市佐伯区湯
来町に住んでいた、当時 7 歳の高野正明原告団長は、

での内部被ばくが想定できると指摘、原告らの被害

「朝礼中に強烈な閃光を浴びた、下校途中で黒い雨

主張は信用でき、提出された診断書などから「原告

を浴びびしょ濡れになった、黒い雨は畑の作物に付

らは黒い雨の影響を受け、原爆による特定の病気に

着し、飲み水に使っていた川にも流れ込んだ、雨を

かかった」と認め、被爆者援護法が定める 3 号被爆

浴びた日から家族が下痢や発熱を発症し、母親はが

者（放射線の影響を受けるような事情のもとにあっ

んで死亡し、近所の人も若くして多くが亡くなった。

た者）に該当するとしました。

原爆が原因だとはみんな分かっていた、でもそのこ

国側は、今回の裁判において放射線被ばくと健康
6
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しかし、8 月 12 日、国等は「過去の最高裁判断と
も異なり、十分な科学的知見に基づいていない判決」

るようになったのは、1987 年に気象学者の増田義信

（加藤勝信厚労相）などとして控訴しました。これに

氏が集会で「降雨地域は国の認定より広かった」と

対し原告弁護団は「国は放射線が人体に与える影響

指摘したのがきっかけでした。増田氏の調査に、住

について地裁の審理でほとんど主張してこなかった。

民たちは長い沈黙を破り、次々と当時の体験を話し

今になって言い出すのはおかしい」と抗議していま

だし、高野さんたちは、県内各地を回り、証言を集め、

す。

署名運動を開始して、国に何度も陳情を重ねました。

地元の松井広島市長は、
「控訴しなければ、勝訴し

しかし、国は、
「科学的・合理的根拠がない」とする

たものには手帳が交付されるが、同じ境遇の人は（訴

対応に終始しました。

訟をしなければ）交付されない。全ての人を救済す

高野さんたちは、地元には協力してくれる議員は

るには、区域の拡大という国の政治判断しかない」

殆どおらず、時にはいやがらせの電話を受けるなど

と苦渋の控訴だったと述べていますが、原告側は「原

の妨害を受けながらも、
「真実を後生に伝えたい」と

告の救済と区域の再検討は当然に両立できるはず」

して活動を続け、当事者が高齢化していく中で、文

と強く批判しています。

字通り一縷の望みをかけた戦いとして、2015 年に提
訴に踏み切ったものです。

_「十分な科学的証明」
求める行政の対応は倒錯的
判決後、高野さんは、
「裁判所はしっかりと真実を
くみとってくれた」と裁判所に感謝の言葉を述べる

行政は「因果関係の科学的証明」を持ち出して、
被爆者の声に真摯に向き合わず、訴訟においても誠
実な対応をネグレクトしてきました。しかし原爆に
よる放射線の被害は他の戦争被害とは異なる特殊な
被害であるという基本的な認識に基づいてなされな
ければ、行政は被爆者の声にまともに向きあってき
たのかが今後とも問われ続けることになります。

一方、提訴時の原告 88 名のうち既に 16 人が亡くなっ
ている状況に鑑み、被告側の国・県・市が控訴しな
いことを望む旨述べていました。

（主な参考資料 2020 年 7 月 30 日、8 月 13 日朝日新聞、同毎
日新聞、同東京新聞）

石垣島陸自配備住民投票訴訟、
「門前払い」判決 ―那覇地裁

沖

縄 地 裁（ 平 山 馨 裁 判 長 ） は、8 月 27 日、

とにあります。2016 年 12 月末に中山義隆石垣島市

沖縄県石垣島市平得大俣への陸上自衛隊配

長は突然、基地の「受け入れ」を表明しましたが、

備計画の賛否を住民投票で問うよう石垣市

周辺 4 地区は今も「断固反対」の態度を貫いています。

民が市に求めた訴訟で、
「住民投票の義務付けは、行

このような動きの中で、
「石垣市住民投票を求める

政事件訴訟法上の義務付けの訴えの対象となる処分と

会」
（金城竜太郎会長）らは、基地配備の賛否を問う

解することはできない」とし、請求を却下する判決を

住民投票を実施するために 2018 年 12 月、約 14,300

しました。訴えの内容が、訴訟の対象ではないとし、

筆の署名を集めて市に住民投票条例の制定を請求し

中身の審議に踏み込まず、いわば入口の段階で門前払

ました。地方自治法で定められた必要数は有権者の

いをしたものです。なお、住民投票の実施義務付けに

50 分の 1（2％）ですが、集めた署名はそれを大きく

ついての司法判断が下されたのは今回が初めてです。

上回り、有権者の約 40％に上りました。

_ 陸自ミサイル基地の
配備計画反対の要求に応えず
この訴訟の発端は、島の中央部への陸自ミサイル
基地の配備計画が地元住民不在のまま進められたこ

これを受け、市長や一部の議員が住民投票条例制
定案を市議会に提出しましたが、昨年 2 月、市議会
は「既に一部の工事の開始が迫っている。時期を逸
している」として否決しました。
ただ、石垣市には、有権者の 4 分の 1 以上の署名
7
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になると「所定の手続きを経て」住民投票を実施し

議会の責任のがれであり、今回の判決は結果的にこ

なければならないと規定する自治基本条例がありま

のような怠慢を追認したものです。

す。これは、市議会の判断にかかわりなく、市長に

原告側は 9 月 8 日、福岡高裁に控訴しました。

住民投票の実施を義務付ける内容です。

石垣島は、沖縄本島から約 420 キロ南西にあり、

金城さんたちは、この規定にもとづき住民投票の

500 キロ先には中国大陸を臨む国境の島です。石垣

実施を市に求めました。ところが、市は「投票を実

島は、沖縄本島とは違い第二次大戦中の 1 年余りし

施するための具体的内容が定められていない」とし

か軍隊が駐屯したことはなく、戦後は一度も米軍も

て拒否しました。

自衛隊も基地を置かないいわば非武装地帯でした。

そこで、金城さんたちは、やむなく、2019 年 9 月に、

石垣島は国境の島として近隣国や多民族と友好と

有権者の署名があれば住民投票の実施を求めること

協調の歴史を築いてきており、石垣島を訪れた人は、

ができるとする石垣市自治基本条例の規定を踏まえ、

その穏やかで優しい島民の文化と精神に触れるとい

「住民投票を実施しない不作為が条例違反である」と

われます。

し、市側の不作為の違反確認と住民投票の実施の義

防衛省はこの平和な島を「防衛の空白地帯」と問

務付けを求める訴訟を那覇地裁に起こしたものです。

題視し、ミサイル基地発射基地を配備しようとして

_ 行政の怠慢を追認した判決

います。市は、基地予定地の市有地を防衛省に売却し、
昨年 3 月から一部の工事が開始されています。民意

平山裁判長は判決理由の中で、住民投票の実施を

を無視し、着々と既成事実を積み重ねながら、司法

求めるこの訴えが訴訟になじまないとして、投票資

は行政を忖度する判断を重ねる。何やら、沖縄本島

格者名簿も作られていない今回のケースでは、原告

の辺野古基地問題を彷彿とさせます。

らが有権者であるかも確定しておらず、投票を実施

石垣島には大戦末期、駐屯してきた日本軍が、住

しようというのは無理であるとし、仮に住民投票を

民をマラリア原虫を媒介する蚊の生息地であった島

実施しないことは違法だとしても、その救済は実施

中心部の於茂登岳周辺に「軍命」として住民を強制

義務付け以外の方法で計られるべきと述べています。

疎開させ、八重山人口の 21％に当たる 3,647 人が命

原告弁護団の中村昌樹弁護士はこの判決に対し、
「住民が訴えられる対象をできるだけ狭めようとする
意思が判決から読み取れる」と批判しています。
今回のケースでは、市や議会が自治基本条例を尊

を落とした悲劇の歴史があります。
美しい自然、伝統に満ちた文化、優しい人々の住
む石垣島を再度、本土防衛の最前線とし、再び悲劇
の島とするようなことがあってはなりません。

重してあらかじめ投票等の手続きを定めておれば問
題はなかったとみられます。自らの瑕疵、怠慢を棚
に上げ、それを請求拒否の理由とするのは市長や市

（主な参考資料

2020 年 8 月 27 日毎日新聞、同琉球新報、9

月 13 日東京新聞）

同性パートナーに犯罪被害者への給付金制度 ―札幌・大阪市

犯

罪被害者とその遺族や家族に支援金を給

と同等の権利を保障する各種の取り組みをしてきた

付する独自の制度がある自治体のうち、札

ので当然」と説明しています。

幌市は、2020 年 8 月から、国の同趣旨の

札幌市の支援制度は、犯罪で死亡した人の遺族、

制度より対象を広げ、同性パートナーも対象とする

傷害を負った人と家族、性被害を受けた人と家族が

ことになりました。同様の制度は大阪市でも 4 月か

札幌市民である場合が対象で、家族には配偶者や子、

らスタートしています。

父母らの血縁関係者だけでなく、事実婚の相手や「性

札幌市の担当者は、
「犯罪被害による苦しみはや困

的マイノリティ―に係るパートナーシップの関係に

難は、同性でも異性でも同じだから」と話し、大阪

あった人」も含めています。大阪市も基本的に同じ

市の担当者は「同性パートナーにも法律上の配偶者

制度内容となっています。

8
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2015 年 11 月に渋谷区が全国に先駆けて開始した

を支給の要件とした点においても、性的マイノリティ

同性パートナーシップ制度（LGBT など性的少数者

に対する社会の理解がこの間急速に深まっている点

が申請し、自治体が二人の関係が婚姻に相当すると

からしても、関係者から強い批判が指摘されてきま

して認め、受領書などを発行する制度。公立病院な

した。

どで、パートナーの病状の説明を受けられる。公営

名古屋地裁のおひざ元の名古屋市も、既に政令市

住宅に入居できるなど各種のことができるようにな

のうち 15 市がパートナーシップ制度を導入している

る）は、このところ急速に拡大し、2020 年 7 月 1 日

状況に鑑み、来年度から同性パートナーシップ制度

現在、導入自治体は 50 を超え（昨年 7 月には茨城県

を創設すべく検討していると市の担当者が表明して

が都道府県として初めて導入）
、対象人口は 3,000 万

います。

人を突破しています。

今回の、札幌市や大阪市の措置は、国の犯罪被害

札幌市では 8 月 14 日時点で 102 組が、大阪市では

者支援支給制度が同性パートナーを排除しているだ

8 月 24 日までに 223 組がパートナーシップを宣誓し

けでなく、一般にその支給に多くの時間を要してい

ました。最近では、9 月 1 日から京都市がパートナー

ることから、速やかな支援を求める犯罪被害者の要

シップ制度をスタートさせています。

請に応えるべく独自の制度を創設したものです。支

本年 6 月には、同性パートナーを殺害された男性

援内容は、犯罪で死亡した人の遺族に 30 万円、けが

が国の犯罪被害者給付金の不支給裁定の取り消しを

をしたり性犯罪の被害を受けた人には 10 万円を支給

求めた裁判で、名古屋地裁は「同性パートナーを事

し、犯罪被害者本人や家族にカウンセリングや家事

実婚と同視する社会通念が未だ形成されていない」

代行のサービスなどを助成するとなっています。

とし、請求を棄却する判決を出しました。
この判決に対しては、支給法が明示的に同性カッ
プルを排除していないのにもかかわらず、
「社会通念」

（主な参考資料 2020 年 9 月 18 日・9 月 23 日毎日新聞、同 8
月 31 日東京新聞）

特養「おやつ事故死」事件で逆転無罪判決 ―東京高裁

長

野県安曇野市の特別養護老人ホーム「あず

ことがあったため事故の一週間ほど前に、介護職員

みの里」で 2013 年、
入所者の女性（85 歳）

がおやつをゼリーに変更していたことをとらえ、准

がおやつにドーナツを食べた直後に意識

看護師がそれを確認せずにドーナツを配ったことは、

不明となり 1 か月後に死亡した事件で、おやつを与

おやつの形態変更の確認義務を怠ったものとの訴因

えた女性准看護師（58 歳）が業務上過失致死罪に問

を追加しました。

われた事件の控訴審判決において、東京高裁（大熊

一審判決は、女性に嚥下障害がなかったことなど

一之裁判長）は年 7 月 28 日、
「おやつを提供するこ

から、おやつを摂取中の注視義務を怠ったとはいえ

とによって、女性の死亡を予見できる可能性は相当

ないとしたものの、引き継ぎ資料でおやつの変更を

低く、刑法上の注意義務に反するとは言えない」と

確認しなかったのは注意義務に反するとして、求刑

して、罰金 20 万円とした一審長野地裁松本支部判決

通り罰金 20 万円の有罪としたものです。

を破棄し、無罪を言い渡しました。

_「窒息の予見可能性は低い」
准看護師の注意義務を否認

これに対し、東京高裁は、一審は窒息の可能性を
抽象的、包括的に捉え、予見可能性を広げすぎてい
るとして、女性がドーナツで死亡することの「具体
的な予見可能性の有無を検討すべき」と指摘しまし

この事件では当初、検察は、准看護師が与えたお

た。一審が過失を認めた、おやつの変更の確認義務

やつのドーナツで女性がのどを詰まらせたのが原因

については、おやつの変更は介護職員間で共有する

とし、注視義務を怠ったとして起訴しました。とこ

資料にのみ掲載されており、看護職員が把握してお

ろが、一審の途中で、女性が慌てて食べて嘔吐する

く義務があったものではないとしました。
9
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その上で、女性は食品によっては誤嚥や窒息のリ
スクが指摘されていたとはいえ、ドーナツなどの間

な食事をとることは重要だ」と指摘している点は意
義深いといえます。

食（おやき、ロールケーキ、饅頭など）については

第一審判決のように、介護の現場に完全なリスク

入所後も食べていた通常の食品であり、窒息を招く

管理を求めると、入所者から食の楽しみ、人生の楽

ような事態がおきたことはなかった」と指摘し、
「本

しみを奪ってしまうことになりかねません。

件で、ドーナツで女性が窒息する危険性ないしこれ

また介護の現場は、慢性的な人手不足に悩んでい

による死亡の予見可能性は相当に低かった。准看護

ます。今回の事件が起きたとき、17 名の入所者に准

師に事故を未然に防ぐ注意義務があったとはいえな

看護師と介護スタッフの 2 名で対応しており、准看

い」と結論づけました。

護師は全介助が必要な入所者に対応中でした。事故
に気付いたのは後から部屋に入ってきた別のスタッ

この事件で、弁護側は、女性の死因は窒息死では
なく脳梗塞によるものと主張し、7 人の医師の意見書

フだったといいます。つまり、専門の介護職員はたっ
たひとりで、准看護師は応援の立場だったのです。

を証拠申請していました。しかし、高裁はこれらを

少人数の職員で多くの利用者をみている現状では

採用せず、退けていました。大熊裁判長は、その理

いつ事故がおきても不思議ではなく、多くの関係者

由として、本件が起訴されてから 5 年が経過してお

が、事故を防ぐには職員の数を増やす必要があると

り、証拠採用には証人尋問などの手続きが必要とな

指摘しています。

り、結果として準看護師をさらに長く被告人の席に
とどめることになるからであると指摘しました。

_ 福祉の実情を理解した司法判断が必要

近年、過失が問われた事件で、
「結果回避義務」を

今回の判決では、死因については踏み込まずに無

重視し、起きてしまった結果は回避できたはずとさ

罪を結論付けました。被告人を一日も早く救済する

れる傾向がありますが、この事件は結果回避の前提

という意味では妥当なものですが、検察側は事件当

となる「予見可能性」をきちんと見極め、それが低

初から死因をドーナツを喉につまらせた窒息死と決

い場合には刑事責任に問われることがないとした点

め込んだうえ、それを前提として業務上過失致死の

で大きな意義があるといえます。

ストーリーを組み立てたのではないかと思われる疑

_ 介護現場の萎縮もたらした
検察側の対応と一審判決

いが残ります。
弁護側は、死因はおやつ時に脳梗塞を発症したた
めと主張し、それを裏付ける複数の脳神経外科など

この事故でスタッフの一人が起訴されたとき、全

の専門家による「脳梗塞が原因」との鑑定書を出し

国の介護現場に衝撃が走ったといわれます。そして、

ていました。また、事件当時の状況からして、窒息

第一審で有罪判決が示された後は、全国の介護施設

したときにある「うめき」とか「もがき」とかいっ

で、おやつの種類を限るなどの萎縮効果をよんだと

た症状がなく、静かにぐったりとしていたという証

いわれます。介護現場では、少しでも危険があれば

言も当初からありました。

流動食しか与えないという空気さえ広がっていたと
いわれます。
それだけに、この裁判に対する関心は高く、無罪
判決を求める署名は約 73 万筆にのぼりました。
支援者たちは、特養においてはおやつは入所者に
とって日常を豊かにする重要なファクターだと訴えて
きました。司法が余りにもゼロリスクを求めると、高

東京高検は上告期限の 8 月 11 日、「判決内容を十
分に検討したが、適法な上告理由が見いだせなかっ
た」として上告を断念したと発表しました。
介護の現場では、今回の判決によっても、個人の
刑事責任が問われたというショックは残り続けるの
ではと懸念する声も強く聞かれます。
介護の現場は大小さまざまな事故がつきものです。

齢者施設では提供できるものが限られてしまいます。

今回の事件は、検察・警察には、不幸にして事故が

この点、判決が、
「窒息の危険性を否定しきれる食

起きた時、それを立件するかどうかについては、慎

品を想定するのは困難である。他方で、間食を含め

重かつ合理的、科学的な判断が強く求められるとい

て食事は、人の健康や身体活動を維持するためだけ

うことを示したものです。

でなく、精神的な満足感や安らぎを得るため重要で
あり、その人の身体的リスク等に応じて幅広く様々
10
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少年法改正要綱案（逆送事件の対象範囲拡大等）を承認
―法制審少年法部会

少

年法の適用年齢の引き下げの是非などを

～ 19 歳の者については、原則検察官送致（逆送）と

検討していた法制審議会少年法特別部会

する事件の範囲拡大で一致しており、今回の改正案

は、9 月 9 日、いわゆる「原則逆送事件」

は政治主導の色濃いものといえます。

の対象範囲を拡大するとともに、推知報道（いわゆ
る「実名報道」
）の禁止につき、公判請求された場合
には禁止が解除されるとするなどの要綱案を 18 名の
委員のうち弁護士 2 名を除く賛成で承認しました。

_ 18 歳、19 歳対象に逆送対象拡大、
処分の新設など
要綱の基本的な内容は次のとおりです。

そうした経過から、この要綱についてはいくつか
の重大な問題点が指摘されています。
第一に、原則検察官送致（逆送）事件の範囲を、
強盗や強制性交など犯情の範囲が極めて広い事件類
型にまで拡大しており、少年の諸事情を考慮した上
で対象者の更生と立ち直りに向けた処分をきめ細か
く行うという現行少年法の趣旨を逸脱しているとい
われます。法定刑の下限が短期 1 年以上の懲役禁固
（新

（1）懸案であった少年法の適用年齢の引き下げについ

自由刑）に拡大されると、現行の 16 歳以上の殺人事

ては賛否を示さず、
「18 歳及び 19 歳の者は、民法

件等では全事件の 1％程度ですが、これが大幅に拡大

上も成年として位置付けられるに至った一方で、

されます。また、強盗とされる犯罪でも窃盗に近い

類型的に未だ十分に成熟しておらず、成長発展途

事例は少なくなく、犯行態様にも大きな幅があると

上にあって可塑性を有する存在であることからす

言われています。罪名だけで一律に検察官送致
（逆走）

ると、刑事司法制度において、18 歳未満のものと

とするのは少年法の精神からいって極めて問題があ

も 20 歳以上のものとも異なる取り扱いをすべき

ると指摘されています。

である」とし、いわば玉虫色の結論としました。
そのうえで、18 ～ 19 歳の者の法的位置づけや
その呼称については、
「今後の立法プロセスにお
ける検討に委ねる」とし、先送りしました。
（2）現行の全件家裁送致主義は維持するとされまし
た。その一方、
（3）家庭裁判所は、従来からの原則検察官送致（逆送）

近年少年事件は大幅に減っており、凶悪化の傾向も
認められていないので、そもそも立法事実があるのか
ということを疑う声もあがっています。
第二に、18 ～ 19 歳の者を少年法の保護処分から
外し、それらの者だけを対象とする保護観察や施設
収容などによる処分を新たに創設するとしています
が、その内容は明らかにされていません。

事件（殺人など故意の犯罪で被害者を死亡させた

少年法部会では、再犯防止や更生、社会復帰に家庭裁

16 歳以上の者の事件）に加え、18 ～ 19 歳の者の

判所が果たしてきた役割が高く評価されており、こうし

死刑又は無期もしくは短期一年以上の事件について

た新たな処分を設けることには疑問が出されています。

も原則検察官送致をすることとされました。

第三に、18 ～ 19 歳の「ぐ犯」を家裁送致の対象

（4）18 歳から 19 歳の者については、保護処分に代

外としましたが、ぐ犯こそ保護処分率も少年院送致

る「保護観察所の保護観察（仮称）等を新たに設

率も高くなっており、それだけ家庭裁判所による処

けることとされました。

遇の必要性が高いと指摘されています。こうした処

（5）18 ～ 19 歳の者は、少年法上の「ぐ犯」の対象
とはしないこととされました。
（6）18 ～ 19 歳の者が公判請求された場合は、推知報
道（いわゆる実名報道）の制限から除外すること
とされました。

_ 厳罰化―再犯防止、更生、
社会復帰の理念から、多くの疑問
この少年法部会に先立ち、公明党と自民党は、18

遇が、罪は犯していないが反社会的集団に引き込ま
れるおそれ等のある少年の「セーフティネット」に
なっていると日弁連は指摘しています。
第四に、推知報道（いわゆる実名報道）については、
検察官送致（逆走）事件の範囲が大幅に拡大されるこ
とを考慮すれば、未成熟で可塑性を有する 18 ～ 19 歳
の者の社会復帰を極めて困難にするだけでなく、ネッ
ト時代においては長い将来に亘って当事者を苦しめる
ことが予想され、適切でないという批判があります。
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今回の改正案は、少年法の適用年齢の引き下げに

18 歳となる 2022 年 4 月をにらみ、来年の通常国会

ついては見送り、家庭裁判所への全件送致主義は維

に少年法改正案が上程し、成立させたい考えと伝え

持したものの、18 ～ 19 歳の者については、検察官

られています。

送致の適用範囲を大幅に拡大するとともに、送致後

本要綱案には、上記のように、いくつかの点にお

の対応は成人とほぼ同様とするという内容になって

いて少年法の精神を逸脱した厳罰化だとする批判が

おり、18 ～ 19 歳の事件の厳罰化でしかないと評価

出ています。今後の法制審や国家論議などにおける

する声につながっています。

慎重な検討が必要です。

要綱は、今秋の法制審議会の総会を経て法務大臣
に答申される予定です。政府は、民法の成人年齢が

（主な参考資料

2020 年 8 月 5 日毎日新聞、8 月 6 日朝日新聞、

7 月 31 日・8 月 7 日・9 月 23 日東京新聞）

新型コロナ流行への対応にガイダンスノート
（UNODC、UNDP）

国

連薬物犯罪事務所（UNODC）と国連開

る DV の増加など、女性と子どもへの攻撃と、司法

発計画（UNDP）は、新型コロナウィル

システムの機能低下によるアクセスの困難が指摘さ

ス（COVID-19） の 世 界 的 流 行 に 対 処 す

れ、支援へのリモート・アクセスの必要が示されて

る施策の中で、国境の閉鎖や都市封鎖、行動制限や

います。また警察などの法執行機関の責任と、権力

司法機関・行政機関の閉鎖・制限などにより、人々

の濫用への監視の必要が述べられています。

の人権や自由に深刻な影響がでていることを踏まえ、

過密の抑制措置としては、公判前の拘留に代わる

「COVID-19 の文脈における司法アクセスの確保」と

措置の増加、拘置施設における過密の抑制、釈放さ

題するガイダンスノートをまとめています。このノー

れた受刑者のコミュニティへの再統合への施策が求

トはコロナウィルスの流行時における司法アクセス

められています。

を確保する上で考慮すべき重要な司法的課題を提示
しており、
「準備」
、
「対応」
「回復」の 3 つのセクショ
ンに分かれていて、新型コロナウィルスとのたたか
いの指針を示しています。

_ 司法セクターの包括的対応求める

_ 緊急時における過密回避、
施設収容者へのケア
「対応」では、公正で迅速、効果的な司法サービス
を確保するため、緊急時においても裁判所による公
正な審理が保障されるべきこと、自由と権利のはく

「準備」では、司法制度の機能の保持と平等なアク

奪に対しては裁判所への迅速なアクセスを保障し、

セス確保のために、新型コロナ感染流行に対し司法

犯罪に対しては裁判所だけが審理と有罪を宣告でき

全体の機能を確保するための、裁判所、検察、治安

ること、無罪推定が保障されるべきこと、弁護士と

機関、弁護士と弁護士会、社会福祉や心理学者など

依頼人の ICT の利用など、テクノロジーの活用とと

による包括的協議を求め、特に流行防止の緊急措置

もに、遠隔審理においても秘密交通権など、被疑者・

により司法アクセスへの困難が大きい女性や底辺の

被告人の権利が守られるための措置を求めています。

グループへの配慮を求めています。
司法の機能の維持のうえで必要な業務プランを定

留置施設におけるウィルスの感染防止のための方
策としては、まず過密を避けるための収監に代わる

め、事件処理の優先順位や、適切な場合には裁判シ

措置として、新規収容者の抑制措置が取り上げられ、

ステムのヴァーチャルな機能とトレーニングを求め

留置に代わる措置、保釈、公判前の釈放、仮釈放、

るとともに、リモート・ヒヤリング（遠隔審理）に

恩赦などが提示されています。

より、弁護士へのアクセスをはじめとする被疑者や

刑務所や拘置施設では、収容者を分離・隔離し、

被告人の権利や被害者の権利が損なわれないよう、

収容者と施設のスタッフをウィルスから守るための

公正な審理の確保が求められるとしています。

診察とケア・プラン、感染の流行を防止するための

緊急な規制措置により、家庭内への閉じ込めによ
12
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避けるための緊急時の釈放については基準を設け、

すが、インターネットが整備されていない国や、デ

収容者の感染リスクへの弱さと公共の安全、被害者

ジタルアクセスの経験を持たない人々にはヴァー

と証人の安全に留意したバランスを求めており、特

チャル・アクセスの提供だけでなく、オンラインサー

に未成年者、妊娠した女性、子どもを抱える女性、

ビスの活用の教示を含む支援の必要が示されていま

高齢者などには釈放を考慮するよう求めています。

す。こうしたサービス提供のうえでは、法律扶助や

_ 権力の濫用への監視など
コロナ感染防止のための国による緊急措置は移動

パラリーガルの果たす役割が強調されています。

_ 長期的影響への対応求める

の自由や市民的権利を大きく制限するものですが、

「回復」では、感染が収まった場合においても、流

ノートは緊急時という名目のもとでの権力の濫用に

行の再発の恐れは残ることから、人々の不安な心理

よる人権侵害を防止するための司法セクター（裁判

が社会的不安定を招き、後々までの障害を残すこと

所、検察、弁護士）の重要性を指摘し、違法な規制

が指摘され、流行時において発生した、解雇や社会

や緊急措置の拡大に対しては裁判所は無効を宣言す

福祉給付の問題、解雇と失業から発生する労働紛争、

るなどの措置をとり、国による緊急措置が差別的に

立ち退きや賃料不払いなどの住宅を巡る紛争、破産

導入されたり、過剰な規制に対しては弁護士と法律

などの課題に取り組むともに、裁判所における事件

扶助機関に対応を求めています。

滞留の解消や、拡大した不平等に対処する司法を求

移民、難民、避難民など、書類を持たない人々の

めています。また、紛争による犯罪と暴力の増加に

移動の確保と保護や、外国人嫌悪に発するヘイトク

対処し、より包括的で信頼される政府と司法制度の

ライム、特に移民・難民や民族的少数者をターゲッ

構築が提起されています。

トとする犯罪の告発が必要とされています。
移動の制限に伴う法的情報提供の困難に対しては、
情報、助言へのリモートアクセスが重視されていま

（主な参考資料 UNODC May 2020 Guidance Note Ensuring
Access to Justice in the Context of COVID-19）

在留外国人の司法アクセスに
法テラスの役割重視（自民党提言）

自

由民主党の司法制度調査会（上川陽子委員

ため必要である」

長・当時）は 6 月 25 日、
「新たな『共生

としています。外国人に対する地域での支援を国とし

社会』へ、求められる司法の役割」という

て支援する方策の一つとしては司法アクセスの確保を

提言をまとめています。この「提言」では、新型コ

挙げ、法テラスの役割の重要性に触れて、多言語対応

ロナ感染症への緊急対策とともに、コロナ終息後の

を引き続き充実させ、外国人在留支援センターにおけ

司法の在り方について、
「新たな局面を迎えた外国人

る対応など、積極的に取り組んでいくべきであるとし

の受け入れに対応した総合的支援」
、
「より強靭な司

ています。また司法インフラの整備では、民事裁判の

法インフラの整備」
、
「困難をかかえる方々を誰一人

IT 化の全体像を示す工程表の必要性を述べ、国民に寄

残さない社会の整備」
、
「国際的な協調・協働へのメッ

り添った手厚い支援の必要性に対応するものとして、

セージ」、「幅広い司法人材の育成と活躍の場の拡充」
とする 5 項目の具体的な提言をおこなっています。
2019 年に新たな在留資格として「特定技能」が創
設されたことを受け、提言は、

「法務省は、IT 化の範囲や導入されるシステム等の
具体的内容を踏まえつつ、日本司法支援センター
（法テラス）が、現行法上の情報提供業務や民事法
律扶助の枠組の中で行いうるサポートに加え、特

「…これまで在留資格ごとに受け入れ機関が中心と

定の拠点に裁判所のシステムにアクセス可能な機

なりステージごとに支援してきたものを、日本語

器を配置すること等をはじめ、法テラスにおける

習得等を前提とし、外国人を社会を構成する一員

サポートの内容について検討を進めるべきである」

としてライフステージに応じた切れ目のない支援
を社会全体で行うことが日本型共生社会の実現の

としています。
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リーガル・エンパワメントの展開と課題（3）
大石 哲夫

リーガル・エンパワメントの考え方を取り入れた

報告によると、エンパワメントにもっとも用いら

発展途上国や紛争を経験した国への援助は、国連の

れた手法はリーガル・リテラシー（法的能力の向上）

さまざまな機関、
とりわけ国連開発計画（UNDP）や、

で、199 の事例のうち 113 で採用されています。次

経済協力開発機構（OECD）
、ワールドバンクなどの

いでコミュニティの動員（78）
、アドボカシー（制度

国際機関で重視され、草の根レベル、特に女性とそ

やその運営などの改善の主張、73）、市民の政治参加、

の土地の住民のコミュニティの、土地に関する権利

調停／ ADR、パラリーガル、リーガルエイド、慣習

及び労働上の権利の保護を通じた貧困の克服と経済

的司法、情報への権利、スコアカード、財政支出の

的向上を目指す援助的介入の必要が重視されてきま

追跡、市民による監査などの手法に分類されていま

したが、コミュニティ住民へのエンパワメント活動

すが、一つのエンパワメント活動では平均 3 つの手

は民間の国際支援組織に負うところも大きいといわ

法が採用されています。他方、人々が法と法制度を

れます。その民間組織の最も大きなものの一つであ

理解し、活用する能力の向上を直接の目的としない

る Namati は、世界に 2,000 以上のグループからな

公益訴訟や人権委員会、オンブズマン事務所など、

るエンパワメントのネットワークを持ち、草の根レ

弁護士の活動が重要な役割を果たすとみられる分野

ベルからの支援、特にパラリーガルの活動を重視し

は基本的にエンパワメントから除外されています。

た活動を各地で展開していますが、2014 年には世界

保健や教育など、政府の施策の義務遂行の監視や

各地の 199 に及ぶエンパワメント活動を評価する報

予算措置の要求、資源の利用などを求める活動で

告をまとめています。この報告は文献、一般のオン

はスコアカード、支出の追跡、監査などのコミュニ

ライン調査、エンパワメントを支える組織のウェブ

ティ・モニタリングが用いられています。例えばウ

サイトや専門家へのインタビューを通じて得られた

ガンダでは学校と医療クリニックの質の低さを改善

情報をもとに、それぞれのエンパワメント活動の影

するために、ローカルサービスにおける不明な資金

響（impact）のタイプ、問題分野、エンパワメント

を究明し、公的資金と予算を知ることを通じて国レ

の手法、かかわった組織などを分類・整理して 199

ベルの調査を要求したことや、バングラディシュで

の事例にまとめ、評価をおこなったものです。その

はローカル・コミュニティの女性に伝統的な司法メ

内容はアジアのものが 40% 近くに上り、アフリカが

カニズムのモニタリングを訓練し、宗教法による特

3 分の 1 程度、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッ

殊な婚姻・離婚のやり方を改善したことが報告され

パにも及んでいますが、中東は 1 つにとどまるなど、

ています。

地域的な偏りもあり、報告自身が認めているように、

権利の自覚から改善のための活動へ

良好な結果を得た事例に傾きすぎていること、エン
パワメントで採用した手法の違いにより、成果がか

エンパワメント活動がもたらした影響（impact）

たよっているなどの限界はあるものの、エンパワメ

としては、まずコミュニティの人々の意識の向上・

ント活動全体を量的・質的に評価した点で興味深い

活動への参加、リーガル・リテラシー、法的知識の

ものがあります。

増加、救済の獲得、紛争解決、成果の開拓（健康の

リーガル・リテラシー、コミュニティの動員、

改善、教育・学習の強化、収入の増加）が挙げられ

アドボカシーなどの手法

ています。
ネパールでは、USAID が支援した女性の社会的活

Namati ではリーガル・エンパワメントの定義とし

動を促進するプログラムの結果、基本的権利とアド

て「人々が法を理解し、
活用する力を与える」という、

ボカシー・グループの立ち上げのリテラシーの強化

比較的幅広いものとした結果、その手法も多岐にわ

により、このクラスに参加した女性グループが、衛生・

たっています。

健康、DV、コミュニティ・フォレストへの参加の排
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除などの課題に対して行動を開始したことが報告さ

るもので、学校やヘルス・クリニックなど公共サー

れています。

ビスの実施機関を直接追及しながら、その過程で国

法的知識の増加は、法律扶助プログラムと、コミュ

家の重要政策に肯定的な影響を及ぼしたことが報告

ニティに基礎を置くパラリーガル・プログラムでな

されています。それらの問題としては、汚職、女性

されています。

の権利、公的な権限の濫用、土地・自然資源への権

パラリーガルの活動はかなり多くの面で紹介され、

利などがあり、政策の転換には、公益訴訟、アドボ

タンザニアでは、土地法と紛争解決のトレーニング

カシー、オンブズマン事務所などが用いられていま

を受けたパラリーガルが弁護士の監督のもとで土地

す。

に関する女性の差別に取り組み、必要な場合には法

持続的成果への包括的援助設計が課題

的サポートを行っていることや、モザンビークでは、
土地を取り上げられた女性のためにパラリーガルが

今世紀の初めから、貧困者のためのリーガル・エ

活動し、コミュニティ・リーダーが解決に失敗した

ンパワメントは国際的支援機関による活動の重要な

場合にはより高次の助言と弁護士との連携のもとで

課題として意識されはじめ、さまざまな活動が取り

活動していることが報告されています。法的知識の

組まれてきました。リーガル・エンパワメントは、

増加は他の活動の基礎となり、活動への意欲や救済

それ以前の援助的介入がともすれば資金提供国や援

の追求を導きますが、土地上の権利の実現にはパラ

助機関の目線からの、司法制度や裁判所などの整備

リーガルと弁護士のサポートが必要であることが指

を中心とするトップダウンの開発支援であり、地域

摘されています。

の実情をふまえ、地域にフィットした手法をとらな

リベリアでは、移動パラリーガルがコミュニティ

かったこと、地域コミュニティの複雑な構成や伝統

教育の後に事件を抱えるクライアントと会い、支援

的・慣習的司法の軽視、資金提供者側の職員による

した事例が報告され、はじめから支援を受けたグルー

官僚的介入であったことなどを批判し、貧困者とそ

プが公正な結果を得た割合は、3 か月後に支援を受け

の地域コミュニティの利益のために人々を正規の法

たグループに比べ 34.8% 高く、満足度で 37% 高かっ

制度に取り込むこと、とりわけ女性の権利の拡充と

たことが報告されています。

向上を通して差別と貧困をなくしていくという開発

健康の改善、子の教育と学校の強化、収入の増加

理念を掲げてきました。草の根レベルからの、民間

など、具体的な改善を図る上では、コミュニティ・

組織の支援から出発し、貧困撲滅のための制度的、

モニタリング（施設や運営に関する採点表など）
、ア

法的改革につなげるという発想は極めて斬新なもの

ドボカシー、コミュニティの動員などが用いられ、

であり、貧困者のためのリーガル・エンパワメント

保健サービスの利用率の増加、学校運営への親の参

は国際的支援機関による支援活動のバックボーンを

加による教育の質の向上などが報告されています。

形成して、さまざまな活動が取り組まれてきました。

制度的改革には課題

その成果は各プロジェクトの報告として、また実施
機関によるグッド・プラクティスとして紹介されて

リーガル・エンパワメントでは、草の根レべルで

います。リーガル・エンパワメントの手法は開発に

の活動の成果を制度的・政策的変革に繋げていくこ

おける資金提供国と受入国、コミュニティと地域の

とが課題とされていますが、エンパワメントがもた

民間支援組織の関わり方を大きく変えてきました。
（おおいし

らした制度的影響としては、地方レベルでの実務や
措置の改善が多く、法そのものよりも、実施方法の

てつお

理事）

【参考資料】

改善に向けられた事例が多く報告されています。変

Laura Goodwin and Vivek Maru（2014）What do we know

化の半数以上は基礎的サービスの実施の責任にかか

about legal empowerment ? Mapping the Evidences
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編集後記
Editor's notes
◇

新型コロナウィルスの流行の長期化で、DV、感染者・医療従事者などへの差別や中傷が広がってい
ます。痛みを分かち合い、困難の克服に向かいたいものです。

◇

国連機関の意見書で、日本の入管施設への収容は恣意的運用に当たるとされました。難民政策自体の
再検討とあわせ、政府の抜本的な対応が求められています。

◇

集団的自衛権が憲法 9 条に違反しているという主張に対する憲法判断は、前橋地裁でも示されません
でした。司法の沈黙の中で、
「戦争のできる普通の国」への歩みが進んでいます。

◇

特養「おやつ事故死」事件で高裁の無罪判決がありましたが、この事件は介護施設で働く人々に大き
な恐怖感を与えて業務を萎縮させ、その影響は今後も残ると思われます。捜査や裁判が人々の行動に及
ぼす影響の大きさを司法運営の当事者には想像して欲しいと思います。

◇

菅首相はこれまでの前例を破り、学術会議が新会員として推薦した 105 人のうち、6 人について、
任命を拒否しました。6 人の中には、普天間飛行場、特定秘密保護法、
「共謀罪」法案などで政府を批
判していた研究者が多く、政権に都合の悪い研究者を排除する狙いがあるものと疑われます。十分な理
由の説明なしに法解釈や取り扱いの変更を強行する政治姿勢が危惧されます。

◇

日産事件のカルロス・ゴーン被告の国外逃亡以後、保釈の許可率は大きく下がっていることが伝えら
れています。被告側が対等な当事者として公判を準備する重要な制度である保釈について、裁判所の安
定的な運用が望まれます。

◇

2018 年度に虐待でなくなった子どもは 78 人であったことが厚労省の専門委員会のまとめで明ら
かになりました。コロナ禍の長期化の中で、家庭内の DV の増加が案じられます。子どもを守る取り組
みは行政だけでなく、
「子どもの権利」として司法セクターでも検討されるべきでは、と思われます。

◇

司法アクセス推進協会の一木剛太郎会長（弁護士）は、9 月 11 日、病気のため逝去されました。一
木会長は日本の法律扶助の充実・発展のため、法律扶助協会の時代から事業にかかわり、諸外国の制度
の視察と紹介など、基本法のもとでの法律扶助制度の確立に尽力されました。また法テラスの設立後に
は初代の本部事務局長や東京地方事務所の所長など、司法アクセスの普及・充実に献身され、2018
年 9 月からは当会の会長に就任し、グローバルアクセス・トゥ・ジャスティス調査への参加をはじめ、
研究活動の充実をはかられました。
一木会長のご貢献に感謝申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。

◇
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司法アクセス推進協会へのお問い合わせやご意見は、shihouaccess.suishin@gmail.com にお寄せください。

