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生活保護費引き下げを認める ―名古屋地裁

2 013 年の生活保護費の引き下げについて手

続きが違法であったとして愛知県の受給者

18人が減額の取り消しを求めていた訴訟で、

6 月 25 日、名古屋地裁（角谷昌毅裁判長）は、「厚

生労働相の判断は違法ではなかった」と認め、原告

の請求を棄却しました。この判決は全国の 29 地裁で

争われている訴訟の初の判決で、今後の影響が注目

されます。

_ 「『国民感情』を考慮できる」

　生活保護法は、保護の基準について考慮すべき事

柄を「要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在

地域別その他保護の種類に応じて必要な事情」とし

ていますが、国は 2013 年、生活保護費の「生活扶助」

の支給額を 3 年間かけて約 670 億円削減する方針を

打ち出し、厚労省は独自の判断で物価の下落率を計

算して、この基準額に反映しました。原告はこうし

た方法が専門家で作る社会保障制度審議会・生活保

護基準部会で議論されず、下落率が大きくなるよう

恣意的な計算方法が用いられたとして、生活保護法

で定める厚労相の裁量権を逸脱していると主張して

いました。

　判決は基準引き下げの手続きについて「専門家の

検討を経ることを義務づける法令上の根拠は見当た

らない」と指摘し、また当時は物価の下落で「生活

保護基準額が実質的に増加したといえる状況があっ

た」などとして、基準額に物価の下落を反映する必

要があるとした厚労省の判断を妥当としました。ま

た原告側が「生活保護基準は合理的な基礎資料によっ

て算定されるべきで、政治的に算定されるべきでは

ない」と主張したのに対し、「自民党の政策は、当時

の国民感情や国の財政事情を踏まえたものであり、

厚生労働大臣が生活保護基準を改定するにあたり、

これらの事情を考慮することができることは…明ら

かである」としました。

　厚労省の引き下げ決定の背景には、2008 年のリー

マンショック後に生活保護受給者が増加し、2011 年

度には約 207 万人になって、生活保護費も 3 兆 5,000

億円に増加したことがあります。あるお笑い芸人の

母親の生活保護受給が報じられるなどの中で生活保

護受給者のバッシングが起き、自民党は「生活保護

給付水準の 1 割カット」を 2012 年 12 月の選挙公約

に掲げ、2013 年 1 月、安部政権は生活扶助の支給

額を 3 年間で 6.5%（670 億円）削減する方針を決め

ました。厚労相の決定はこれを反映するものですが、

決定に当たって「国民感情」という、計算不可能で、

いかようにも解釈できる要素を認めたことには大き

な疑問が残ります。

_ 申請窓口では「たらいまわし」顕著に

　新型コロナウィルスの流行と緊急事態宣言などの

国民生活の規制のもとで、生計手段を奪われた人々

は急増し、4 月の生活保護申請件数は前年から 25%
の増加となっています。雇用継続支援金などでかろ

うじて雇用を維持している中小の企業の先行きは定

かでなく、今後も申請件数の増加が予想されますが、

窓口ではなかなか申請を受け付けてもらえない例も

相次いでいます。　

　コロナによる雇用不安の影響を最も受けやすいの

は非正規労働者などで、会社から仕事を休まされる

人も増加しています。生活困窮者を支援する「つく

ろい東京ファンド」の代表理事、稲葉剛さんは、「新

型コロナの影響で相談者が増える中、窓口での追い

返しやたらい回しといった『水際作戦』がいままで

以上に目立つ」と指摘しています。厚労省は 4 月、

各自治体に生活保護の申請権を侵害していると疑わ

れる行為を慎むよう求める事務連絡を出しています。

　新型コロナウィルスの流行とこれに伴う国民生活

への強い圧力は社会不安を増加させており、最後の

セーフティ・ネットといわれる生活保護の重要性は

かってないほどのものです。扶助費の決定に「国民

感情」を考慮できるとした 6 月 25 日の名古屋地裁判

決が、生活保護への権利にマイナスの影響を及ぼす

ことが懸念されます。

（主な参考資料　2020 年 7 月 2 日、6 日　朝日新聞）
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新 型コロナウィルス感染症の世界的流行の

中で、日本の対応に極めて重要な役割を果

たしてきた「専門家会議」について、議事

録が作成されていないことが判明しています。

　「専門家会議」（座長は脇田隆字・国立感染症研究

所長）は新型コロナウィルスの国内感染が懸念され

た 2 月 14 日に設置され、感染症の専門家や公衆衛生

の医師ら 12 人で構成されて、医学的見地からの助言

をその役割としてきましたが、この間の政府の施策

の上では決定的ともいえる影響を与えてきました。2
月 24 日、三回目の会議の後にはメンバーが独自に記

者会見をして「これから 1 ～ 2 週間が急速な拡大に

進むか、収束できるかの瀬戸際」という見解を示し

強い警告を発しました。以降政府のコロナ対策の重

要な節目には常に専門家の見解が援用されてきまし

た。専門家会議が医学的立場からの助言を超えて政

策的提言にまで踏み込むことについては内部からも

自制すべきとの声もあったということですが、日本

のコロナ対策において専門家会議が政府の判断に強

い影響を与えたことは明らかです。

_ 歴史的事態への政策経過検証困難に

　政府は 3 月、新型コロナの感染拡大を公文書管理

のガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指定

して、適切に文書を作成し、保存・管理する方針を

決めていますが、医薬業界専門誌「リスファクス」

は 5 月 28 日、同紙の情報開示請求に対し、内閣官房

が議事録は「不存在」として不開示決定したと報じ

ました。翌 29 日の閣議後の記者会見で菅官房長官は、

専門家会議は公文書管理のガイドラインが定める「政

策の決定または了解を行わない会議等」に該当する

と主張し、発言者が特定されない「議事要旨」を作成、

公表していることから、議事録は残さなくても問題

はないとしています。しかし専門家会議の尾身茂副

座長は 29 日の会見で、同日の会議でメンバーから、

発言者の記載がある議事録の作成を求める声があっ

たことを紹介し、加藤勝信厚労相も 3 月 2 日の参議

院予算委員会で専門家会議について「1 ～ 3 回目は議

事概要になるが、4 回目以降は速記を入れて、一言一

句残す」と答弁していました。

　NPO 法人「情報公開クリヤリングハウス」の三木

由希子理事長は、専門家を構成員としている専門家

会議を公文書管理のガイドラインは「懇談会等」と

定めており、緊急事態かどうかにかかわらず議事録

作成が求められており、「政府の説明では、歴史的緊

急事態にあたることで、通常は義務づけられている

記録の作成が免除されることになってしまう」と指

摘し、菅長官は、6 月 1 日に専門家会議がガイドライ

ンの「懇談会」に該当することを認めましたが、「議

事概要」を作成すれば足りるとしています。

_ 「議事概要」に首相の発言記載なし
（連絡会議）

　安部晋三首相と関係閣僚、省庁幹部らが新型コロ

ナウィルスへの対応を話し合う「連絡会議」の議事

概要には、首相や閣僚の発言の記載がないことが分

かりました。立憲民主党の蓮舫参議院議員の要求に

対し政府が開示した議事概要は、2 月 15、26、27 日

の 3 回分で、27 日は全国すべての小中高校と特別支

援学校への休校要請を表明する直前に開かれていま

す。議事概要は A4 判の用紙 1 ～ 2 枚に日時、場所、

参加者、概要の 4 項目が記入してあり、参加者は安

部首相や管官房長官、加藤勝信厚労相など 20 人程度

が記載され、約 20 分～ 50 分にわたり協議していた

ことが分かるとのことですが、協議の概要は 6 行か

ら 19 行にわたり明記されているものの、各省庁から

の説明にとどまり、首相や菅氏らの発言の記載はな

いということです。

　専門家会議の議事録や、「連絡会議」の議事概要に

対する政府の対応を見ると、新型コロナを公文書管

理のガイドラインに基づく「歴史的緊急事態」に指

定したにもかかわらず、これに関する政策決定の歴

史的検証は困難になることが懸念されます。

（主な参考資料　2020年5月30日、6月2日、6月12日朝日新聞）

専門家会議の議事録残さず（新型コロナウィルス感染症で）
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コロナ禍、外国人労働者の生活を直撃

新 型コロナウィルスの感染拡大は、もともと

不安定な雇用形態や短期間の滞在資格し

か持たない外国人労働者の生活と働きを

直撃しています。

　日本政府は、一貫して「移民政策は採らない」と

いう立場であり、そのために、すでに 300 万人近い

外国人が日本で働いているにもかかわらず、疾病や

失業などに陥った場合に利用できる社会保障制度は

極めて不十分な状況になっています。　

　最後のセーフティネットといわれる生活保護は、

原則として「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者（主

に日系 2、3 世）」「認定難民」などの在留資格をもつ

外国人にしか適用されません。

　その結果、「留学」や「技能実習」「技術・人文知識・

国際業務」などの就労ビザで来日中の外国人が仕事

を失った場合、直ちに生活に困窮することになりま

す。これらの在留資格の外国人は、2019 年 6 月時点

で日本で暮らす外国人の 48％を占めています。

_ 技能実習生と留学生に深刻な影響

　政府は、昨年 4 月、労働力の不足に悩む経済界な

どの要請に応え、一定の技能を有する外国人労働者

が単純労働分野に就労することを可能とする「特定

技能制度」を創設しました。新設された「出入国在

留管理庁」のもとで、正面からの単純労働者の受入

れを認める新たな在留管理政策をスタートさせたも

のです。

　その矢先に、コロナ禍が襲い本年 2 月以降、企業

の倒産や休業による外国人労働者の解雇や雇止めが

全国各地で急増して、困窮を伝える報道が続いてい

ます。外国人の場合、日本に滞在するためには必ず

在留資格を有する必要があり、定められた資格に基

づいた活動をする限りにおいて日本での在留が認め

られています。そのため、外国人労働者にとっての

失業は、単に生活の糧を失うだけでなく、日本での

生活を継続すること自体が困難になります。

　在留資格で認められている活動を 3 か月間行わな

い場合、仮に在留期間が残っていても、国は在留の

取消しを行うことができるとされており、ある就労

ビザで働いている外国人が失業した場合、3 か月以内

に仕事を見つけなければ有効期間が残っていても取

消しが可能になります。

　とりわけ深刻なのは、働く業種が限定された技能

実習生（昨年末約 41 万人）と、アルバイトで学費・

生活費を確保している留学生（同約 31 万人）です。

　技能実習生制度は、受け入れ先の不正、人権侵害

が相次いでおり、その廃止を含む抜本的改善の必要

がかねてから指摘されています。

　政府は、全国に緊急事態宣言を出した本年 4 月中

旬に、新型コロナウィルス感染症の影響で解雇等さ

れた技能実習生には、最長 1 年の滞在を認め、別の

業種への「転職」を支援する特例措置を打ち出しま

した。農業や水産業においては、予定していた実習

生が入国できず、人手不足に陥っているところがあ

ると伝えられています。再就職支援は、職を失った

実習生と、働き手が欲しい事業者を結びつける狙い

があるといわれています。

　しかし、もともと技能実習生制度は制度の性格上、

転職を認めていないものです。今回の措置は、技能

実習生の雇用を維持するための緊急措置ですが、実

体は「実習」を建前にした「労働力の確保」であっ

たという技能実習制度の矛盾を顕在化させています。

　昨年 4 月に導入された「特定技能」制度は、日本

人と同等以上の給与を義務付け、転職も可能とする

ものです。今後、今回の措置を契機として、外国人

就労の中心に据えていくことが望ましいといえます。

　日本の労働法規は外国人差別を禁じています。事

業者は賃金のほかに休業手当なども日本人と同様に

支払う義務があり、不当な解雇は許されませんが、

コロナ禍を口実にした不当な解雇も相次いでいると

いわれます。現在、様々な民間支援団体が困窮する

外国人の支援に乗り出していますが、その力にはお

のずと限界があり、外国人への不当な差別や外国人

の泣き寝入りを無くすには、行政の監視や指導が不

可欠です。

_ 緊急給付金も厳しい要件

　一方、留学生の場合、失職しても雇用保険はなく、

直ちに生活や学費の資金に枯渇する事態が続出して

います。政府は、5 月には、留学生を含む困窮学生

への学生支援緊急給付金制度（日本学生支援機構が、

新型コロナウィルスの影響で収入が減るなど、経済
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SNS 名誉棄損、投稿者の情報開示に簡易手続き案（総務省）

匿 名の誹謗中傷に悩んでいたプロレスラー

木村花さんが 5 月に亡くなったことなど

を契機に、ツイッターなどを使った中傷攻

撃の投稿者を特定しやすくしたり、罰則を強化する

動きが進んでいます。総務省は 6 月 25 日、名誉棄損

などの権利侵害があった場合、投稿者の情報を開示

できる新たな裁判手続きを設ける案を示しています。

_ 中傷者の特定には重い負担
 ―2 回の訴訟必要

　ツイッターなどを使った匿名の誹謗中傷被害はこ

れまでもたびたび報道されてきましたが、これをや

めさせる手続きは現状では極めて負担の重いもので

す。

　2 年前、原発問題や政府の不正疑惑についてつぶや

くことが多かったサイエンスライター、片瀬久美子

さんには「不正に学位取得」「今も研究費着服」など

の中傷がなされ、片瀬さんはツイッター社に発信者

の情報開示を求める仮処分を申し立て、開示決定を

得ました。投稿者の IP アドレスもわかり、ネットの

サービスプロバイターも判明、被害届を受けた警察

が、プロバイダーから投稿者を最終的に特定しまし

た。片瀬さんは昨年、慰謝料など 260 万円や謝罪文

をもとめて提訴、7 月に判決は確定しましたが、最

初の申し立てから約 1 年かかっています。女優の春

奈風花さんは「消えて死ね」など執拗な攻撃を受け、

2018 年 11 月にツイッター社に発信者情報の開示を

請求、12 月に IP アドレスは開示されましたが、発

信者は 4 社の IP アドレスを使っていたことが判明、

どの業者が氏名情報を持っているかがわからず、う

ち 3 社に裁判を起こさざるをえなかったといいます。

計 5 回の裁判の末に、発信者が神戸市の男性と特定

できたのは翌 19 年の 11 月でした。責任追及は始まっ

たばかりで、本年 1 月春奈さんは「デマの投稿で名

誉権や人格権を侵害された」として、母親とともに

265 万円の損害賠償を求め提訴しています。このよ

うに、被害者が匿名の投稿者を特定するのはハード

ルが高く、通常は、① SNS などの運営会社に IP の

開示請求、②プロバイダーに投稿者の氏名や住所な

どの開示請求、と、少なくとも 2 回の裁判を経るこ

的に困窮した学生に最大 20 万円支給する制度）を設

けましたが、留学生には「成績が優秀」「出席率が 8
割以上」といった、日本人には付されていない要件

が課されています。

　支援団体はこれを不当として 5 万人の署名を集め、

政府に見直しを求めています。山極寿一京都大学学

長は、朝日新聞のインタビューで「この給付金は生

活困窮者への支援だ。成績を重んじる奨学金とは目

的が違う」と指摘し、ネット上の反対署名の呼びか

け人になったことも明らかにしています。

　コロナウィルス感染症の拡大に伴い特別定額給付

金などの数々の生活維持や事業維持に関する支援措

置が設けられました。これらの多くは中長期の滞在

資格を持つ外国人をも対象にしています。

　しかし、これらの支援措置の内容と対象範囲、支

援を受けるための手続きなどは、日本人にとっても

理解するのが難しいものがあります。これらの支援

制度の情報を適切に外国人に伝え、手続等を支援す

るシステムを各自治体単位できめ細かく構築して必

要があります。

　ところで、この間、浮かび上がったのは、3 か月以

内の短期滞在などで住民基本台帳に記録のない外国

人が日本には約 63 万人（昨年 6 月）滞在しており、

これらの外国人の中には実際には日本で長く暮らし、

働いているのに、仕事の終了などで短期の滞在資格

となったため、特別定額給付金などの支援を受けら

れないという問題です。これらの人に対しても、滞

在の実態に応じて適切な支援が必要なことはいうま

でもありません。

　政府は、昨年 4 月、新入管法に基づき「外国人材

の受入れ・共生のための総合的対策」を実施すべく、

全国各地に「多文化共生総合相談ワンストップセン

ター」を設置しました。

　コロナ禍がやまない今日、その真価が今こそ問わ

れていると言って過言でないといえます。

（主な参考資料　2020 年 4 月 25 日読売新聞、6 月 7 日・8 日・

14 日朝日新聞）
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5 月 26 日、コロナウィルスの関係で一時中断

していた法制審少年部会が近く再開される

という状況にあたって、過去に少年事件を

担当していた元裁判官 177 人が、少年法の適用年齢

を 20 歳未満から 18 歳未満に引き下げる改正に反対

するとした連名の意見書を法制審少年部会に提出し

ました。

　意見書は、家裁では少年に適切に教育的措置を講

じて非行性の除去に努めているとし、「刑事事件とし

て扱われると更生が難しくなり、再犯や犯罪被害の

危険性が高まる」「少年非行の件数は近年大幅に減少

し続けており、凶悪事件も少なくなっており、現行

制度を変更しなければならない事情はない。引き下

げられた場合には、18 歳、19 歳で事件を起こした場

合に懲役刑がつくこともあるため、就職が困難となっ

て更生がかえって難しくなる」などと指摘していま

す。

　意見書提出後に記者会見をした大塚正之弁護士は

「裁判官として実際に少年に向き合った体験に照ら

し、改正は望ましくない」という声が非常に多かっ

たと述べました。

_ 適用年齢引き下げ論が先行、混乱招く

　少年法の適用年齢引き下げは、自民党の特命委員

会の提言を受けて、2017 年 2 月に法務大臣から法制

審議会少年部会に諮問されました。

　主な論点は、18 歳を成人年齢とする改正民法の施

行（2022 年）にあわせ少年法の適用年齢を 18 歳未

満にするか、仮に引き下げる場合、少年法の対象か

ら外れる 18 歳、19 歳をどう処遇すべきかの 2 点で

した。

　少年部会では、当初選挙権年齢の 18 歳への引き下

げと民法の成人年齢の引き下げの動きに連動する形

で、引き下げることを前提にその際の処遇案の内容

が先行して話し合われました。検察官が 18 歳、19
歳の全事件について起訴するかしないかを判断し、

起訴猶予（不起訴）の場合のみ家庭裁判所に送致す

るなどの案が検討されました。現行の家庭裁判所が

全件送致を受け、少年の生い立ちや家庭環境などを

少年法の適用年齢引き下げに元裁判官 177 人が反対の意見書
―法制審

とが必要で、それまでに 1 年程度はかかります。

_ 表現の自由とのバランス必要、
企業が発信者情報得やすくなる懸念も

　総務省によると、ネット上の中傷など違法・有害

情報を受け付けるセンターへの相談は昨年約 5,200
件で、10 年前の約 4 倍に増えています。増加の背景

にはスマートフォンの普及があります。6 月 25 日に

総務省が示した改善策は、訴訟のように具体的な証

拠などに基づいて権利侵害などを証明するのではな

く、裁判官が権利侵害は確からしいと思える程度の

「疎明」によるものとするといわれます。しかし有識

者からは「実質的に匿名表現の自由を保護するレベ

ルが下がる不安がある」「防波堤としてのプロバイ

ダーの役割がなくなり、裁判をしてもいい人しかネッ

ト上で表現できなくならないか」などの懸念が示さ

れています。投稿内容に相手の評価を低下させる名

誉棄損があっても、その内容に公益性や公共性、真

実性があれば違法ではないとされますが、要件緩和

が行き過ぎれば、政治家や企業に対する公益性のあ

る批判を投稿した発信者も情報開示の対象になりか

ねず、そうなれば、表現の自由や通信の保護が脅か

される恐れもあります。有識者会議でも、権利侵害

にあたる投稿の開示手続きをしやすくするだけでな

く、企業などの開示情報請求の濫用や行き過ぎた情

報開示を防ぐ対策を打つことも必要とする声も大き

いといわれます。

　ネット中傷の発信者特定には、公益性を持つ投稿

の自由を守りつつ、被害者の迅速な救済を図る、バ

ランスのとれた解決策が求められています。

　なおヤフーなどの IT 企業で作る業界団体「セイ

ファーインターネット協会」は、6 月 29 日、ネット

上で誹謗中傷の被害を受けた個人に代わり SNS の運

営会社などに投稿の削除を依頼する取組みを始めた

ことが報告されています。

（主な参考資料　2020 年 5 月 13 日、6 月 6 日、9 日、26 日朝

日新聞、6 月 28 日、29 日読売新聞）
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調査するシステムを変更し、更生より処罰が重視さ

れる内容でした。

　しかし、昨年秋、非行少年の更生に現場で関わっ

てきた少年院の元院長や家裁の元調査官が次々と「更

生の機会が奪われる」として適用年齢の引き下げに

反対を表明し、法制審の委員からも「家裁などによ

る適切な支援が受けられなくなり、再犯が増える恐

れがある。家裁の関与を拡大すべきだ」「現行法が有

効に機能しており、そもそも適用年齢を引き下げる

必要はない」との意見も強く出されたと伝えられて

います。

　当初、法務省は 2020 年 2 月までに法制審で答申が

まとまると想定していましたが、結論は先送りされ

て、現在に至っています。

_ 18 歳・19 歳には検察官送致の対象犯罪
広げる（自民・公明中間報告） 

　このように、法制審少年部会において、3 年以上に

亘る検討においても方向が定まらず、多数の裁判官

から適用年齢の引き下げに反対する意見書が出され

るにいたって、自民・公明両党は 6 月 24 日の実務者

会議で、少年法の適用年齢については現状を維持し、

家裁全件送致は維持するものの、現在は殺人事件や

傷害事件など 16 歳以上が故意に他人を死亡させた事

件については原則として検察官送致としているもの

を改正し、18 ～ 19 歳に限って検察官送致の対象を

広げる方針で一致したと伝えられています。

　この場合、新たに対象とする基準については、強

制性交等や強盗などを含む「1 年以上の懲役・禁固」

の犯罪とする案が浮上しているとのことです。

　もともと自民党の特命委員会の提言は、選挙権年齢

の引き下げや、民法の成人年齢の引き下げられること

による国法上の統一性や分かりやすさといった観点か

ら提起されたものでしたが、法律による年齢区分は、

それぞれの法律の立法目的や保護法益によって定めら

れるべきものであり「国法上の統一性や分かりやすさ」

などの理由で定めることには疑問が残ります。

　現行少年法では、全件を家裁に送致し、家庭裁判

所や少年鑑別所による科学的調査の結果を踏まえ、

少年にふさわしい処遇を決する手続きが採用されて

います。非行少年たちは、18 ～ 19 歳の者を含め、

多くが生育環境や資質・能力にハンディを抱えてお

り、そのような少年たちが更生し、社会に適応して

自立していくためには、現行少年法のきめ細かな福

祉的・教育的な手続きと処遇が不可欠であり、法制

審少年部会も現行制度の有効性については関係者の

理解は一致しているといわれています。

　検察官送致の対象犯罪の拡大の方針の提案は、少

年犯罪には刑事処分ではなく教育指導という本来の

原則から逸脱していると思われます。なお日弁連は、

自民党の特命委員会の提言が出された2015年9月に、

少年法の適用年齢の引き下げに強く反対するとの会

長声明を出しています。

（主な参考資料　2020 年 1 月 27 日・同 5 月 27 日 6 月 25 日朝

日新聞、6 月 9 日東京新聞）

学 校法人「森友学園」への国有地売却につい

て、国が学園との交渉記録を一時開示し

なかったのは違法として神戸学院大の上

脇博之教授が 1,100 万円の損害賠償を求めていた訴

訟で、大阪地裁は 6 月 25 日、国の責任を認め、国に

33 万円の支払いを命じました。

_ 「意図的に不開示、違法」

　森友学園問題は、2016 年 6 月、財務省近畿財務局

が豊中市の国有地を地中ごみの撤去費として約 8 億

2,000 万円を値引き、1 億 3,400 万円で小学校用地と

森友交渉記録不開示は違法（大阪地裁）

して森友学園に売却していた問題で、2017 年 2 月に

この問題が報道され、安部首相の妻昭恵氏と学園と

のかかわりが国会でも取り上げられましたが、文書

改ざんを問われた当時の佐川宣寿財務省理財局長は

「刑事訴追の恐れがある」などとして証言拒否を繰り

返しました。財務省では 2017 年 2 月下旬から決裁文

書の改ざんをはじめ、近畿財務局にも文書の改ざん

を指示、改ざんを命じられた近畿財務局の赤木俊夫

さんはうつ病となり、自殺するなど、財務省の組織

的隠ぺい・改ざんが大きな問題となってきました。

　上脇教授は 2017 年 3 月、財務局と学園との交渉
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フ ジテレビと産経新聞社は 6 月 19 日、FNN
（フジニュースネットワーク）の合同世論

調査で、実際には電話をしていない架空の

アンケート結果に基づく調査結果を公表していたこ

とを認めました。

　産経新聞社と FNN の合同世論調査では、調査業務

を委託していた調査会社が再委託した「日本テレネッ

ト」の社員が、約 1 年間にわたり、14 回分の調査で

不正なデータ入力を行っていました。2019 年 5 月か

ら 20 年 5 月までの約 1 年間に実施された世論調査で

は、内閣支持率をはじめ、憲法改正問題、韓国との

外交問題、中東地域への自衛隊派遣、新型コロナに

対する政府の対策、緊急事態条項など、国政上の最

重要課題に関するアンケート調査がなされています。

このアンケート調査は、無作為に選んだ固定電話と

携帯電話による方式で、日本テレネットには電話番

号 1,000 件の半数、500 件が割り当てられていまし

立 憲民主党など野党 3 党は、6 月 12 日、新

型コロナウィルス感染拡大による影響を

受けた人が弁護士などの法的サービスを

円滑に利用できるようにするために「法テラス新型

コロナウィルス特例法」を衆議院に提出しました。

法案は、コロナ禍により収入が著しく減少した人を

世論調査で不正（フジテレビ、産経新聞）

コロナで法テラス特例法の動き

たが、このうち百数十件について、同社のコールセ

ンターに勤務する職員が実際には電話をかけずに架

空のアンケート結果を入力しており、不正の件数は

総調査件数の約 17% となることが確認されています。

不正を行った社員は調査に対し、「オペレーターの人

集めが難しかった」「利益を増やしたかった」と説明

しているとのことです。

　産経新聞では、不正が明らかになった計 14 回の世

論調査の結果を伝えた記事をすべて取り消し、また

委託先の選定で問題がなかったかなどをさらに検証

しているとし、確実な方法を確認して導入するまで、

世論調査を休止するとしています。

　報道機関による自由な報道は、選挙制、司法の独

立と並ぶ民主主義存立の前提といえますが、世論調

査に不正があったことは衝撃的です。

（主な参考資料　2020 年 6 月 20 日産経新聞、朝日新聞）

対象に、無料法律相談、代理援助、書類作成援助を

実施し、立替費用については事件終了まで償還猶予

とするなどを内容とするもので、基本的に東日本大

震災被災者を対象とした「法テラス震災特例法」の

スキームを踏襲したものになっています。

　また、6 月 25 日には自民党の「国民とともに民事

記録の開示を請求しましたが、国は同年 5 月、売買

契約書などは開示したものの、交渉記録はその有無

も含め、開示に応じませんでした。財務省は国会で、

交渉記録は廃棄したと答弁、その後売却に関する記

録改ざんが発覚し、2018 年 5 月、財務省は交渉記録

217 件を公表しました。

　25 日の判決で裁判所は，国側が森友学園との応接

録を廃棄したと指摘、その動機について「国会審議

で質問につながりうる材料を極力少なくするという

国民主権の理念に反する極めて不適切な動機」と指

摘し、残っていた文書も「意図的に不開示として違

法行為にあたるのは明らかだ」と述べ、適正に開示

決定を受ける上脇氏の人格的利益が侵害されたとし

ました。

（主な参考資料　2020 年 6 月 26 日、7 月 7 日、毎日新聞、朝

日新聞）
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同 性パートナーを殺害された男性が、犯罪被

害者給付金の支給が認められなかったの

は不当だとして、愛知県公安委員会の裁

定の取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁（角

谷昌毅裁判長）は、6 月 4 日、「同性間の共同生活が

婚姻と同視できるとの社会通念が形成されているこ

とが必要だが、裁定時に形成されていたとはいえな

い」として、原告の請求を棄却する判決を下しました。

「同性婚を事実婚とみなす社会通念は
形成されていない」

　原告は、2014 年 12 月、それまで約 20 年間同居

して生計も同じくし、原告の母親の介護もしていた

同性パートナーを知人に殺害されました。原告は、

2016 年 12 月、事実婚（内縁関係）でも支給される

犯罪被害者給付金の支給を申請しましたが、愛知県

公安委員会は不支給の裁定をしました。

　犯罪被害者等給付金支給法は遺族給付金の対象と

なる遺族について、「事実上婚姻関係と同様の事情に

あった者（事実婚）を含む」と定めています。原告

は「長年同居し、生計を同じくし、二人は内縁関係だっ

た。支給法に性別による区別の文言はなく、被害者

救済の趣旨にも当てはまるはず」と訴えていました。

これに対し、被告の愛知県は、「憲法や民法上の婚姻

は男女が前提で、同性は想定していない。事件前の

原告らの生活状況も明らかでない」と反論し、裁判

では支給法の「事実上婚姻関係と同様の事情にあっ

た者（事実婚）」に同性カップルも該当するかが争点

になっていました。

　判決では、「同性婚の法制化の具体的なめどが立っ

ているとまではいえず、社会的議論の途上にある」

と指摘し、「給付金支給については、保護の範囲を『社

会通念』によって決定するのが合理的」としたうえで、

同性カップルの犯罪被害者給付金請求に棄却判決 ―名古屋地裁

愛知県公安委員会が不支給の裁定をした 2017 年当時

において、同性パートナーとの共同生活を婚姻関係

と同じ（事実婚）だとみなす『社会通念』は形成さ

れていない」と請求棄却の理由を説明しています。

　判決後、パートナーを殺害されたショックで声を

発せられない状態が続いている原告は、「非常に残念

です。同性パートナーとの関係が、男女間の婚姻と

同視できることの社会通念が形成されていなかった

ことが理由とされたと聞きましたが、僕たちは男女

間のパートナーと同じように暮らしてきました。同

性のパートナーを犯罪で失うつらさは男女間のパー

トナーを失うつらさと変わらないと思います」とコ

メントをしました。

　また、原告弁護団の堀江哲史事務局長は、「犯罪被

害給付制度は、犯罪被害者やその家族が、加害者か

ら必ずしも十分な被害賠償を受けられるわけでない

ことから、連帯共助の精神に基づいて、経済的及び

精神的打撃を社会全体で緩和することを目的とする

ものだ。パートナーを犯罪被害によって失ったこと

による経済的打撃や精神的打撃は、異性カップルで

あろうと、同性カップルであろうと違いがあるはず

がない。この判決は、社会の多数派の認識（社会通念）

を理由に人権侵害を肯定し、司法権の役割を放棄し

ている。差別を放置する極めて残念な判決と言わざ

るを得ません」とコメントしています。

　今回の判決は、原告団も指摘するように、犯罪給

付金支給法の立法趣旨からも問題があるように思わ

れます。同法の趣旨は、犯罪被害者やその家族の経

済的、精神的打撃に対して、社会保障の一環として

必要な給付を行うものであり、その給付の対象を確

定するにあたっては、経済的、心理的、社会的に見

て、婚姻関係と同視できる人的結合があるかどうか

によって定められるべきで、当事者の性別を考慮す

司法改革を推進する議員連盟」も、コロナ禍により

様々な困難を受けた個人や小規模零細業者が法律相

談などの法的サービスを受けやすくするために、総

合法律支援法の特例措置を含む法整備と予算措置を

森まさこ法務大臣に要望しています。この要望では、

野党案に比べ、小規模零細業者を含めるなどより幅

の広い提案となっています。

　法テラスは新型コロナ感染症拡大に伴い、一部の

地方事務所で電話による法律相談をはじめて実施し

てきましたが、与・野党の動きがコロナ禍で困難を

抱える人々に新たな法的支援を提供することになる

かが今後注目されます。
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ることは妥当ではないと思われます。現に支給法も

明示的に同性パートナーを排除していません。

　したがって、「社会通念があったかどうか」を支給

の要件とすること自体が疑問ですが、「社会通念」に

ついても疑問があります。

　判決が指摘した、この裁定当時、例えば 2015 年

の毎日新聞調査では同性婚に「賛成」44％、「反対」

39％。2017 年の NHK 調査では「同性婚を認める

べきか」との問いに「そう思う」51％、「思わない」

41％。同年の朝日新聞でも「同性婚を法律で認める

べきだ」49％、「認めるべきでない」39％となってお

り、いずれも同性婚を肯定するものが否定するもの

を上回っています。また、そのような状況を反映し

て 2015 年には東京都渋谷区において同性カップルを

公的に承認する「パートナーシップ証明制度」を創

設し、以降、多くの自治体に拡大する動きが続いて

います。

　少なくとも裁定当時、「社会通念は形成されつつ

あった」のであり、支給法が明示的に同性パートナー

を支給法から排除していない以上、要件として設定

した「社会通念」の内容自体に問題があるといわざ

るを得ません。

　性の多様性に対する理解はこの 10 年をとっても大

きく広まりつつあるのは紛れもない事実です。ここ

においても、司法の性的少数者の権利保護への状況

の変化に対する感度には疑問が残ります。

　原告側弁護団は、被告の愛知県が、平成 31 年 3 月

に「人権教育・啓発に関する愛知県行動計画」を改

定し、重要課題として「性的少数者」を追加し、こ

の行動計画に「性的少数者に対する差別や偏見をな

くし、正しい理解と認識を深めるために必要な施策を

実施します」と明記していることを指摘しています。

　原告団は、愛知県が、速やかに犯罪給付制度にお

いて「同性カップルを適用対象とする」とともに、

本件控訴審の早い段階で原告の請求を認めることを

求めています。

（主な参考資料　2020 年 6 月 4 日毎日新聞、6 月 10 日東京新聞）

6 月 11 日、政府は、性犯罪と性暴力の対策を

強化する初めての政府方針を関係府省会議

で決定しました。性犯罪の根絶を求める被

害者らの声の高まりを受け、政府が関係府省横断で

策定したもので、関係府省が連携し、幅広い分野で

取り組む姿勢を見せているのが特徴となっています。

　政府は、これを受けて 7 月にまとめる予定の経済

財政運営の指針「骨太指針」に反映させ、2022 年度

までの 3 年間で集中的に取り組むとしています。

　なお、この一方で、被害者団体などが強く求めて

いる刑法の「暴行・脅迫」要件の廃止を含めた改正

議論は「検討を進める」とするにとどめられました。

　今回決定した政府方針は、性犯罪と性被害の特徴

として

・ 性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を傷つけ、心身

に深刻な影響を与え、その後の生活にも甚大な影

響を与え、レイプ被害者の半数程度が PTSD の症

状を抱えること

・ 被害者が勇気を出して相談しても、二次被害が生

じ、被害を誰にも話さなくなり、社会が被害の深

性犯罪者に GPS 検討 ―性犯罪対策強化の方針まとまる

刻さに気付かず、無知、誤解、偏見がそのまま温

存される悪循環に陥る場合があること

・ 加害者の7～8割が顔見知りとの調査結果があり、

特に子どもは、親等の親族、教員・コーチ、施設

職員等身近な人からの被害を受けることが多く、

このような場合、被害を他人に言えない状況があ

ること

・ 同じ加害者による類似の性犯罪・性暴力が繰り返

される例が少なくないこと

・ 障がい者が被害を受ける例が多い一方で、被害が

潜在化しやすいとの指摘があること

・ 男性や性的マイノリティが被害にあった場合は、

被害を申告しにくい状況があること

などを指摘した上、

・ 性犯罪に関する刑事法の検討とその結果を踏まえ

た適切な対処

・性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実

・ 被害の申告・相談をしやすい環境の整備（捜査段

階、警察、ワンストップ支援センター等）

・ 切れ目のない手厚い被害者支援の確立（ワンス
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トップ支援センターの充実、関係機関との連携強

化等）

・ 教育・啓発活動を通じた社会の意識改革と暴力予

防

などの基本的な施策をあげています。

　具体策としては、

① 海外の制度や技術を参考に仮釈放の性犯罪者に

衛星利用測位システム（GPS）端末の装着の義

務付けを 2 年程度を目途に検討すること

② 児童・生徒にわいせつ行為をした教員は原則懲

戒免職とすることを徹底するよう各教育委員会

に指導すること、また、過去のわいせつ行為で

教員免許が失効しても現在は 3 年後に再取得が

可能となっているが、厳格化を検討すること。

保育士にも同様に対応すること　

③ 幼少期からの教育と啓発を徹底することとし、

具体的には

・ 被害予防のため幼児期から小学校低学年で、被害

に気付き予防できるよう、自分の身を守り、厭な

ことをされたら訴えることの必要性を幼児・児童

に教えること（水着で隠れる部分は他人に見せな

い、さわらせないなど）　

・ 小学高学年、中学生に SNS を通じた被害の危険

性を伝えること

・ 中学校、高校で、「デート DV」を教材に、親密な

間柄でも嫌なことは嫌という大切さを指導すること

などをあげています。

　この中で、性犯罪者には再犯者が多いことから目

玉にされているのが、性犯罪者への GPS 端末の装着

の義務化です。欧米の国や韓国などが導入して、一

定の成果を上げているといわれているものの、一方

で人権侵害との批判もあります。

　政府方針では、装着する対象について、仮釈放と

執行猶予中の人を軸としていますが、行動を 24 時間

監視するのであれば、精神的な拘束につながりかね

ないとの指摘がなされています。

　また、誰がどこで監視するのか、対象者の情報流

出はどう防ぐのか、多くの予算や人員を要するとと

もに、適正に運用されているかをチェックする仕組

みの検討も不可欠となります。

なお、海外では、GPS 端末装着による差別被害など

に苦しむ事例が相当数あると報告されています。

　政府は 2 年程度かけて検討し、可否等を検討する

としています。

（主な参考資料　2020 年 6 月 11 日朝日新聞、同東京新聞）

沖 縄地裁（山口和宏裁判長）は 6 月 10 日、

2017 年 6 月に野党が要求した臨時国会召

集に対し、安部内閣が約 3 か月間応じな

かったのは違憲だとして沖縄県選出の野党議員らが

国に損害賠償を求めた訴訟で、内閣には「召集する

べき憲法上の義務がある」と指摘し、（召集しなけれ

ば）違憲と評価される余地があると判示しました。

　この訴訟のきっかけは、2017 年 6 月 22 日、森友・

加計学園問題の真相追及などのため野党が求めた臨

時国会召集に対して、安倍内閣が外交や法案の準備

などを理由に応じなかったことにあります。安部内

閣は要求から 98 日後の 9 月 28 日にようやく召集し

ましたが、冒頭で衆議院を解散し、審議は行われま

せんでした。これに対し、沖縄県選出の国会議員が、

質疑や討論の機会を奪われたとして、国に損害賠償

「国会召集は憲法上の義務」、53 条の趣旨確認、
違憲判断は回避 ―那覇地裁

を求めたものです。

　その際、根拠とされたのは憲法 53 条後段の「いづ

れかの議院の総議員の 4 分の 1 以上の要求があれば、

内閣は、その召集を決定しなければならない」とい

う規定です。なお、召集時期については明文の定め

はありません。

　これに対し国側は、国会召集は高度に政治性のあ

る行為であり、召集時期も内閣の裁量の範囲であり、

裁判所は判断する権限を持たないと主張していまし

た。

　憲法 53 条が「召集しなければならない」と明確に

定めているのに対し、内閣の判断で召集したり、し

なかったりすることができるのかが、最大の争点で

した。

　判決は、①内閣には合理的期間内に臨時国会を召

集する憲法上の義務があり、これは単なる政治的義
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務にとどまるものではなく、法的義務と解され、召

集しなければ違憲と評価される余地があるとはいえ

る、②憲法 53 条は、少数派の国会議員の意見を国会

に反映させる意味がある、とし、召集時期を遅らせ

たりしてその義務を怠れば、国会が内閣へのチェッ

ク機能を果たせなくなると指摘して、召集時期につ

いては「内閣に認められる裁量の余地は極めて乏し

い。仮に裁量が認められたとしても限定的」としま

した。

　

　判決は、安倍内閣が 98 日間も臨時国会の召集に

応じなかったことは「違憲と評価される余地はある」

としましたが、「召集が合理的な期間内かは裁判所が

判断できる」としつつも、臨時国会が開かれないこ

とによる議員の不利益は「賠償で埋め合わせるもの

ではない」とし、内閣は召集要求をした国会議員個

人に義務を負っているわけではないとして賠償責任

を否定し、違憲性の直接の判断を避けています。

_ 「統治行為」論の根拠は揺らぐ

　我が国では従来から、国側により、「高度に政治性

のある国家行為」については原則として司法審査の

対象から除外されるとする「統治行為論」が主張さ

れてきました。しかし最近、この立論の根拠とされ

る砂川事件最高裁判決（昭和 34 年 12 月）をめぐり、

当時この事件を担当した最高裁調査官が判決言い渡

しの直前に「相対立する意見を無理に包含させたも

のとしか考えられない」としたメモが発見され、統

治行為論が最高裁の「多数意見」といえるのかにつ

いて疑問が示されています。（6 月 13 日朝日新聞）。

　今回の裁判でも、国側は、臨時国会を召集するか

どうかは内閣の政治判断で、「高度に政治的な行為」

であり、司法審査権は及ばないと主張してきました

が、那覇地裁はこの主張自体は退けました。

　原告側は 6 月 24 日、請求を棄却した判決を不服と

して控訴し、控訴審でも徹底的に安倍内閣の憲法違

反を追求するとしています。

　現在の日本の司法では、憲法判断をしなくても法

律の解釈論で結論が出せる場合はあえて直接的な違

憲の判断はしないとの傾向が強く、那覇地裁判決も

その流れのものですが、こうした司法の謙抑主義は

安倍政権の国会軽視、少数意見の黙殺を生んでいる

とする見方もあり、控訴審ではより明確な判断がな

されることが期待されます。

（主な参考資料　2020 年 6 月 11 日・13 日朝日新聞、同 12 日

東京新聞、同 6 月 14 日毎日新聞）

2 015 年 9 月、集団的自衛権の行使を合憲と

する解釈のもとで一連の安保法制が強行採

決され、翌年 3 月に施行されました。これ

に対し、内閣総理大臣による自衛隊の出動の差止め・

防衛大臣による後方支援の差止めと損害賠償を求め

る「安保法制違憲訴訟」が 2016 年 4 月の東京地裁へ

の提起を皮切りに、2020年 6月の段階で全国 22地域、

原告総数 7,704 名、代理人弁護士総数 1,685 名の一

大違憲訴訟として展開されています。東京地裁以外

では、福島をはじめ、高知、大阪、長崎、岡山、埼玉、

長野、女の会（東京）、横浜、広島、福岡、京都、山口、

大分、札幌、宮崎、群馬、釧路、鹿児島、沖縄、山梨、

名古屋の全国 25 裁判に広がっています。

　この間、2019 年 1 月 18 日には、札幌地裁におい

て原告側が申請していた憲法学者等の証人尋問及び

安保法制違憲訴訟、各地で期日再開 ―7 月 1 日山口地裁など

原告本人尋問の申請に対する採否の判断を示さずに

突然結審し、原告敗訴の判決を示しました。また、

同年 11 月 18 日には東京地裁（国家賠償請求）、2020
年 1 月 28 日には大阪地裁、同 3 月 15 日には東京地

裁（差止請求）、そして 3 月 24 日には高知地裁が、

いずれも原告側が申請した証人尋問を実施すること

なく、原告の請求を退ける判決を下しています。

　一方、2019 年 6 月 13 日、前橋地裁においては第

一次安倍政権の内閣法制局長官であった宮崎礼壹氏

が証人尋問に立ち、「集団的自衛権の行使は憲法が

容認する自衛の範囲を超えるもので憲法違反であり、

安保法制は一見明白に違憲である」と断じました。

また、自衛隊の実態をジャーナリストとして長く取

材してきた東京新聞の論説・編集委員の半田滋氏は

「アメリカはこの間、10 年に一回は戦争をしてきた国
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である。安保法制により日本はいつでも、遠くへ行っ

てでもアメリカの戦争に加わる国になった。安保法

制は戦争法である。」と証言しました。そして、憲法

学者の志田陽子氏は、空襲などの戦争体験などを有

する原告らが、長く PTSD（心的外傷後ストレス障害）

に苦しんできたことに触れて「安保法制によって平

穏な生活が乱れるなど明らかな人格的利益の侵害が

認められる」と証言しました。

_ 憲法とは両立しない「集団的自衛権」

　この前橋地裁を皮切りに、2019 年 10 月 31 日には

横浜地裁でも証人尋問が実現しました。前橋地裁に

引き続き証人尋問に立った宮崎元内閣法制局長官は、

「安保関連法、特に集団的自衛権はいかなるときでも

憲法とは両立しない」とし、「集団的自衛権は他国防

衛を踏み越えて武力介入になり、極めて危険で違憲

である」と証言しました。また、憲法学者の青井美

帆氏からは「集団的自衛権の行使には憲法改正が必

要であると繰り返し確認されてきた。今回は政府解

釈の変更ではなく、論理の破壊だ」とした上、裁判

所が政治の逸脱に対し果たすべき役割について国際

的潮流を踏まえた提言がなされました。日本ボラン

ティアセンターの今井高樹代表は、自衛隊の南スー

ダンでの PKO 活動において、和平合意後も戦闘が

あったと証言。「駆け付け警護」など安保法制により

加わった任務の危険性を強調し、「自衛隊が戦闘する

ことになる」と訴えました。

　また、2019 年 12 月 13 日の女の会による東京地

裁においては、憲法学者であり、アフガニスタンな

ど紛争地域の平和学に取り組んでいる清末愛砂氏は、

憲法前文と 9 条が紛争解決とその後の社会の復興の

持つ意味を述べ、安保法制違憲訴訟での札幌地裁や

東京地裁判決のいう「平和は多様な概念で確立した

定義はない」との指摘は間違っており、国際社会に

おいて安全保障とは武力でなく、人間の日々の営み

や生存、そして尊厳なる生活を支える人間の安全保

障を如何に確保するかが課題になっていると指摘し

ました。その上で、「安倍首相の積極的平和主義は積

極的軍事主義というべきもので、憲法に対する背信

である」と証言しました。

　札幌地裁、東京地裁国賠訴訟、同差止訴訟、高知

地裁のいずれにおいても、原告側が強く求めた専門

家の証人尋問を行うことなく原告敗訴を結論付けて

います。しかし、現実の武力紛争に対する十分な知

見のない裁判官が平和や軍事の専門家の意見を聞く

こともなく、戦争の危険を訴える声に耳を傾ける姿

勢がなかったことに原告側は強く反発しています。

_ 「敵基地攻撃能力」への言及に強い批判

　「安保法制違憲全国ネットワーク」代表の寺井一弘

弁護士は 7 月 1 日に行われた山口地裁における意見

陳述で法廷に立ち、「一昨年 12 月に策定された新防

衛計画の大綱と中期防衛力整備計画において、いず

も型護衛艦の空母化、F35 の大量購入や長距離巡航

ミサイルの導入など、敵基地攻撃可能な兵器の購入

や米軍との各種の共同行動の実施などにより、戦争

への道のりを更に進めたこの時期に、東京地裁等 5
裁判体が迫りくる戦争の危機に一切背を向けて、『平

和的生存権は具体的権利ではない』『戦争やテロ攻撃

のおそれが切迫していると言えないので人格権を侵

害してはいない』などとして憲法判断を避けたこと

は、戦前と同様、司法が戦争加担していると言わざ

るを得ない」と批判しています。

　安保法制違憲訴訟は、この 3 か月間、ほとんどの

地域で期日が延期されてきましたが、7 月に入って各

地で順次再開されています。7 月 1 日の山口地裁を皮

切りに、長崎地裁では、医師としてその生涯を原爆

被爆者の医療に捧げて来た朝長万左男長崎大学名誉

教授の証人尋問か予定されており、札幌高裁でも半

田滋氏のほか濱田邦夫元最高裁判事の証人尋問が認

められています。さいたま地裁、宮崎地裁、大分地裁、

釧路地裁においても証人尋問が実現されようとして

います。

　折しも、従前から安全性とコストなどの面から中

止が強く求められていた地上配備型抑撃システム

「イージスショア」の整備計画は停止となりましたが、

政府はこれに代って安全保障戦略の見直しに入って

おり、新たなミサイル防衛策として、敵対国に攻撃

を受ける前に敵の拠点を破壊する敵基地攻撃能力の

保有の是非も含め検討することを国家安全保障会議

で決めたと伝えられています。

　憲法 9 条の平和主義、政府が繰り返し確認してき

た「専守防衛」を完全に逸脱する方針が安倍政権に

よって更に進められようとしています。

　安保法制違憲訴訟の意義が更に高まっています。

　

（主な参考資料　2020 年 6 月 25 日東京新聞）
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下からのアプローチと
政治的リーダーシップの重視

　貧困者のリーガル・エンパワメント委員会報告

（2008 年）は、非公式な経済の中で暮らし、社会的に

も周辺部に位置する貧困な人々が、貧困を克服して自

立する上で前提的に必要とされるものはアイデンティ

ティー（公的機関における認知）と声であるとし、エ

ンパワメントの柱として、アクセス・トゥ・ジャスティ

スと法の支配、財産権の公式化と保障、労働の権利、

ビジネスへの権利を挙げていますが、報告は、リーガ

ル・エンパワメントを成功させるためには、制度改革

を含む組織的な変革が必要であり、4 つの柱は包括的

な取組みの中で相互に強め合うものとしています。そ

して権利と義務を規定した機能的な制度と法は、人々

に時と距離を超えた協力への信頼を提供し、確実に富

を創造すること、改革を通じた一つの地域の生産性の

向上は他の地域にも波及していくこと、社会的な保護

と労働上の権利は競争と生産的なビジネス環境と密接

にリンクすることなど、リーガル・エンパワメントに

よる改革の展望を述べています。

　また報告はリーガル・エンパワメントのデザイン、

実施およびモニターを貫く特徴として、‘下からのア

プローチ（bottom-up approach）’を強調しています

が、これと同時にエンパワメントはトップによる政

治的リーダーシップとコミットメント、および利害

関係者との連携を必要とするとし、これを政治的ア

プローチ（技術的・官僚的アプローチと異なる）と

呼んでいます。報告はリーガル・エンパワメントが

実施されるうえで、伝統的な法的・制度的アプロー

チと区別される特徴として、

・ 下からの改革（bottom-up）…改革は貧困者のニー

ズを基礎として、包括的かつ貧困者の参加しやす

い方法でなされ、貧困から免れるための貧困者自

身の組織化を助けるものとする

・ 持続可能なこと（affordable）…提案される方法、

合意される手続き、課される要求はすべて利益を

求める貧困者の手段の内になければならない

・ 現実性（realistic）…改革は公式・非公式なメカ

ニズム、規範及び制度、並びにそれらがどのよう

に関係し、交流しているかに関する現実的理解に

基づくこと、

・ 自由化（liberating）…貧困者の経済活動を妨げ

ている法的バリヤーの除去を主眼とする

・ リスクを知ること（risk aware）…野心的な改革

が無意識のうちに貧困者と弱い立場の人々を害す

ることがあるので、改革のプロセスを通じてこう

したリスクを慎重にモニターする

を挙げています。

非公式な経済への理解の必要を強調

　実施の戦略として、報告はまず計画が成功するため

の組織的な分析の必要を挙げ、エンパワメントが成功

するための条件、採るべき手法の選択と順序付け、リ

スクの軽減策などに触れていますが、ここでも経済的・

政治的な非公式性の存在への注意を喚起し、貧困者の

非公式なメカニズムへのシフトは、公式な制度よりも

貧困者がアクセスしやすく、コミュニティーの規範の

中での妥協を助ける柔軟性を持つにせよ、他の面では

効率性、公正性に問題があり、公式な所有を遅らせる

ことは排除を永続化させることになるとしています。

　利害関係者の分析の重要性も指摘されています。

改革を実施するうえで、外部からは自明に見えるこ

とでも、貧困なコミュニティーの内部からみると危

険ないし無意味のこともあり、エンパワメントの基

本的な連携としては、貧困者に向けたコミュニティー

組織と、民間の活動家の連携を挙げるとともに、エ

ンパワメントにより既成の利害を侵害されると感じ

る層の抵抗や、政府の公務員や裁判所職員のサボター

ジュなどへの対策の必要を挙げています。

　報告は最後に、リーガル・エンパワメントを推進す

る上での OECD や国連の各機関、民間組織とコミュニ

ティーを基礎とする組織の役割を強く指摘しています。

エンパワメント活動の実態を調査・紹介
（UNDP）

　法的エンパワメントは実際にはどのように進め

られるのでしょうか。国連開発計画（UNDP）は、

リーガル・エンパワメントの展開と課題（2）
 　大石 哲夫
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2014 年に、7 つの国における 10 のリーガル・エ

ンパワメントの取組について、成果と課題を取

りまとめる報告を作成していますので（LEGAL 
EMPOWERMENT AT WORK: Lessons in Inclusion 
from Country Experiences）、これらの活動から、い

くつかの例を見てみたいと思います。

土地と森林資源の権利保護活動（カメルーン）

　カメルーンの森林地帯（バントウ、バカ）は野生動

物や鉱物などの自然資源に富む地域ですが、人々は農

業と家畜、森林資源などで生計を立ててきました。政

府は 1974 年に土地保有制度を整備し、登録されない

土地の保有とリースは無効とし、2005 年の改正では、

土地保有の公式な証明には権利証書を要するものとし

ましたが、自然資源と森林か得られる利益へのアクセ

ス権は地域のコミュニティーのものとしました。この

森林コミュニティーの利益を守るために、イギリスの

組織の支援により、コミュニティー・フォレスト・ワー

カーズ（CLEW）というプロジェクトが計画されました。

このプロジェクトは 2005 年からの 3 年間、2 つの弁護

士グループによる援助を実施し、土地に関する法的規

制、森林資源と環境権、どうしたら森林の権利を取得

できるかなどを説明する法的・組織的な助言とトレー

ニングを行いました。こうした知識と権利への理解は

森林コミュニティーと地元の NGO に広く行きわたり、

プロジェクトが終わるまでに、保護される生物の種類

や、狩猟のリスクなどが理解されるとともに、人々は

森林企業などから支払われる森林使用料の金額と、そ

れを得る手続きについて説明され、また森林の果物・

野菜などから収入を得ることができるようになったこ

とが報告されています。また国と地方の NGO の支援

により、住民の多くがアイデンテイティー・カードを

取得しました。ただ、プロジェクトがコミュニティー

の人々の収入を得る活動に直接サポートすることはな

く、コミュニティーの人々は土地の正式な権利を持つ

必要性は感じていなかったということです。

露店の再建と定着化（ケニヤ）

　ケニヤのナイロビには 80 ほどのスラムがあり、そ

の中のトイ・マーケットと呼ばれる区域では 1983 年

から零細な露天商が営業し、この区域は次第に大き

なものになりました。スラムは都市景観を損ねるな

どすることから、1996 年に市当局は立ち退きを通告

し、警察により強制的に退去させてマーケットを破

壊しました。露天商たちはマーケットを守る訴訟の

ために資金を持ちより、法律扶助組織にアプローチ

しましたが、訴訟は敗訴となり、裁判所は強制立ち

退きの際の財産の破壊には触れませんでした。

　その後、露天商たちはマーケットに戻ることを決

め、取引を続けましたが、強靭な抵抗を恐れた政府

は退去プランを延期しました。 露天商たちは 2002
年に民間組織の支援を得てトイ・マーケット貯蓄組

合（Saving Scheme）と福利組織を作り、この二つ

を福祉組織として登録しました。このうち貯蓄組合

は 2008 年までに 1,500 万ケニヤ・シリング（176,471
ドル）を約 1,200 人のメンバーから集め、このこと

は銀行などから融資を得ることを可能にして、組合

では融資を受けてマーケットの衛生設備を整備し、

土地購入のための資金も融資を得ることができまし

た。今日では銀行は、勤勉な貯蓄を続けるメンバーに、

担保がなくても融資に応じるまでになっています。

その後貯蓄組合は、全国の運動と合併し、立ち退き

圧力に対する、より強い声をあげるに至っています。

　一方ケニヤの裁判所は 2011 年、州の行政当局とガ

ルッサ市により強制退去を受け、住居を破壊された

1,222 人の住民が起こした高等法院への憲法上の請願

に対し、この事件では憲法で保障された社会権・福

祉権が侵害されたことを認め、請願者を元の土地に

戻し、住宅の再建又は代替住宅の提供を行うととも

に、学校等の設備の再築などを命じています。

廃棄物回収従事者（west picker）の
組織化と向上（インド）

　インドには 150 万～ 200 万人の廃棄物回収従事者

がいるといわれ、ムンバイの近くのプネ市の従事者の

92% は女性で、日に 10 ～ 12 キロも歩き、収集作業

をしていました。1990 年代のはじめに、プネ市のあ

る女子大（Shreemati Nathibai Damodar Thakersey 
Women’s University, SNDT）の成人教育の研究者た

ちは、ごみ拾いの子ども（少女）の教育機会を確保す

る上でごみの分別がより効率的であることを周辺地域

に呼びかけ、子どもたちはスクラップ源を容易に見つ

けられるようになって、短時間で収入を得ることがで

きました。これをみた母親たちは、子どもをこの仕事

からやめさせて学校に通わせ、自分たちが近辺の廃棄

物を収集したいと申し出たため、大学では彼女たちに

アイデンティティ・カードを発行し、彼女らは資源ご

みの収集により、短時間でより良い収益を確保するこ

とができるようになったということです。その後、民

間企業による廃棄物回収との競争の中で、回収従事者
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たことが報告されていますが、実際には女性の公式

な土地保有は進んでいないとされます。その理由と

して調査報告は、家父長制の強く支配するコミュニ

ティーでは、女性の土地保有は慣習として認められ

てこなかったこと、法的に登録されない婚姻のため

に、女性が公式な保有権を持つことは困難であるこ

と、土地の取得に必要な資金、農業経営のために必

要な知識の不足、農機具などの設備や肥料が高額で

あることや、女性自身が土地保有は男性のものとす

る意識が強いことなどを指摘しています。

　こうした経験から、調査報告は、今後の政策的提言

として、非公式部門で働く人々の役割と貢献に関す

るエビデンス・ベース、公的機関によるアイデンティ

ティーの付与、経済的・財産的権利に向けた開発にお

ける自然資源と環境の持続性の確保、公的な領域での

政策と非公式な施策領域との連結、開発プログラムに

おいては法的能力の向上と司法へのアクセスを主流と

すること、草の根の非公式労働者組織の能力向上と中

間組織の強化を含むすべてのレベルでの関係者の動

員、多様な手法による長期的戦略による多層的かかわ

りのデザインと実践などを挙げています。

（おおいし　てつお　理事）
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United Nations Development Programme（2014）

 LEGAL EMPOWERMENT STRATEGIES AT 

WORK: Lessons in Inclusion from Country 

Experiences

は KKPKP という労働組合を結成し、労働条件の向

上とともに、信用の供与、子どもの教育などに取り

組んでいきました。1995-96 年にプネ市の自治体は回

収従事者の要求に応じ、KKPKP を通じてすべての回

収従事者を登録し、アイデンティティ・カードを発給

することとしました。また 2002-2003 年には登録さ

れたすべての回収従事者に健康保険を保障することと

し、保険料は市の予算から支出されることになりまし

た。

　2000 年には、ごみの分別収集、戸別収集とごみ選

別の新たな市条例が施行され、KKPKP はこの機会

に自治体とともに、こうした仕事を遂行する自営労

働者の公・私のパートナーシップ組織として固形廃

棄物収集処理組合（SWaCH）を組織し、15 の区で、

非公式なごみ回収従事者を統合しました。

　こうした発展の報告には、ごみ回収従事者である

女性が労働者として収入を生むとともに、新しいス

キルを学び、自立していく意識の変化の過程が紹介

されています。

女性の土地保有には伝統的な障害
（キルギスタン、タジキスタン）

　女性の土地保有の権利保護はエンパワメント活動

の中でも最も重視されていますが、実現には多くの

障害が報告されています。国連女性のための開発基

金（UNIFEM）は 2000 年代の早い時期からキルギ

スタン、タジキスタンの土地改革へのかかわりを強

め、2010 年前後までに国の法制としては土地保有

に関するジェンダーによる差別は基本的に撤廃され

編集後記
E d i t o r ' s  n o t e s

◇　新型コロナウィルスの世界的流行は、人々の健康と日常生活を脅かすだけでなく、これまで社会の前提的価値とされ
てきた活動の自由や表現の自由さえも危うくする危険があるようです。アメリカの感染大流行を巡るトランプ大統領の
威嚇的言動、香港国家安全維持法の適用などを見るにつけ、デモクラシーの存立基礎を問い直す必要を感じます。

◇　最期のセーフティ・ネットといわれる生活保護基準について、名古屋地裁は「国民感情」を考慮して決めることを
容認しましたが、これが受給者バッシングの伏線になることが心配です。

◇　新型コロナは日本で暮らす技能実習生や外国人留学生に特に困難な影響を与えています。外国人労働者を安価で便
利な労働力としてか見てこなかった政策の転換が必要ではないでしょうか。

◇　SNSによる個人攻撃や中傷の被害が報告されています。表現の自由との関係で、迅速かつ適正な解決策が求めら
れています。

◇　性犯罪者にGPS端末の装着を義務付けることは、基本的人権に対する重大な制約となります。これが犯罪者一般
に広がり、さらに学校の生徒や企業の社員に広がったら・・・などと考えるのは「杞憂」でしょうか。

◇　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。


