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「人権のための行動宣言２０１９」について

日弁連では，２００９年に，日弁連が取り組むべき人権課題を「人権のための
行動宣言２００９」としてまとめ，人権擁護大会において，「『人権のための行動
宣言２００９』のもと人権擁護活動を一層推し進める宣言」を採択して，諸課題
の具体化に向けて取り組んできました。

宣言以来実現した課題も，実現に近づいた課題もたくさんあります。一方で，
新しく取り組むべき課題もあります。
　
２０１１年３月に発生した東日本大震災と福島第一原子力発電所事故により，
重大かつ深刻な人権侵害が生まれているほか，立憲主義，恒久平和主義が否定さ
れかねない状況も生じました。
そこで，２００９年の宣言から５年が経過したことを機に，私たちは，行動宣
言を見直して，「人権のための行動宣言２０１４」を策定しました。

それからさらに５年が経過し，私たちを取り巻く人権状況はさらに変化してい
ます。継続して取り組むべき課題に加え，新たに取り組むべき課題も多く生じて
います。
東日本大震災と原発事故の被害からの復興はいまだ果たされておらず，多くの
大規模な災害による被害が相次いでいます。また，憲法の基本原理と立憲主義を
危うくするような憲法改正の動きも続いています。
そこで私たちは，改めて行動宣言を見直して，「人権のための行動宣言

２０１９」を策定しました。

私たちは，この行動宣言を道しるべとして，これからも人権擁護・伸張のため
に力を尽くします。この宣言が，みなさま方にとりましても，人権の擁護をめざ
す活動のよりどころとなるとともに，その実現のため，ともに取り組んでいただ
けるよう改めて願うものです。

２０１９年１０月
日本弁護士連合会
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1

私たちのめざすもの

世界の人々が，戦争と殺戮の歴史から脱却することを決意し，人間の尊厳をす
べての基礎に置き，平和な世界を作ることをめざしてきた２０世紀後半，世界人
権宣言を皮切りに，様々な分野の多様な課題について，人権諸条約が生まれまし
た。わが国では，１９４６年に日本国憲法が制定され，戦争を放棄し人が個人と
して尊重される社会の実現をめざして，新しい歩みが始まりました。
そうした社会状況のなか，１９４９年に日本弁護士連合会（日弁連）が発足し

ました。日弁連は，会則で「弁護士は，人権の擁護者であり，社会正義を顕現す
るものであることを自覚しなければならない。」「本会は，基本的人権を擁護し，
社会正義を実現する源泉である。」と定め，人権の擁護・伸張が，私たち弁護士，
弁護士会の最大の責務であることを内外に宣言しました。

人が個人として尊重され一人ひとりの人格権が保障されること，思想・信条の
自由や表現の自由など市民的政治的自由が最大限保障されること，あらゆる差別
が解消され法の下の平等の実現が図られること，十分な教育を受け人間らしく働
き生活を送ることができること，戦争のない平和な社会の中で生きていけること，
など最も基本的な人権を基軸にして，これまでその実現を図るべきものとされた
人権は，年ごとに広がりと深まりをもってきました。

日弁連は，１９９９年１１月，創立５０周年を機に，「人権のための行動宣言」
を策定し，人権擁護に対する固い決意を内外に表明しました。
その後の１０年間で，司法機能の抜本的改革をめざした司法改革が進められ，
被拘禁者の処遇に市民の目を入れる視察委員会制度なども発足しました。国際社
会では，障がいのある人の権利条約の発効や，死刑執行停止・廃止条約の広がり，
そして国際連合に人権理事会が生まれるなど，人権の擁護・伸張をめざす新たな
取組は，広がりと深まりをみせていきました。
他方で，米国の同時多発テロなどを契機に，戦火が広がり平和が脅かされ，監
視社会化が進行するなど，自由と人権に深刻な影を落とす事態も起こりました。
また，規制緩和にともなう「格差社会」化により新たな人権問題が広がりました。
地球温暖化など世界規模での環境問題も一層深刻になりました。
そこで日弁連は，２００９年１１月，１０年間の取組の成果と教訓をもとに，

さらに当面する人権諸課題の全体像をより一層明らかにするために，先の宣言の
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2

大幅な見直しを行って，日弁連の人権に関する総意を結集した「人権のための行
動宣言２００９」を策定しました。
その後，日弁連は，行動宣言に掲げた諸課題について，日弁連全体で継続的に
取組の状況を検証し，諸課題の推進に邁進してきました。
「人権のための行動宣言２００９」策定以降の５年間では，障がい者差別解消法
の成立，障がい者権利条約の批准，成年被後見人の選挙権の回復などが実現した
ほか，婚外子の法定相続分の差別規定が違憲と判断されて廃止されました。刑事
手続に関しては，裁判員制度が定着し，足利事件，布川事件，東電女性社員殺人
事件について再審無罪を勝ち取ることができました。国選付添人制度の対象事件
も大幅に拡大されました。
他方で，２０１１年３月の東日本大震災と福島第一原子力発電所事故により，

重大かつ深刻な人権侵害が生まれ，いまだ多数の被災者の救済がなされていませ
ん。また，国民主権や基本的人権の尊重，恒久平和主義の基本原理を後退させる
ような憲法改正の動きが現れ，憲法９条を改正せずに政府解釈を変更して集団的
自衛権の行使を容認する閣議決定が行われるなど，立憲主義，恒久平和主義が否
定されかねない状況が生じました。
そこで，２０１４年１０月，日弁連はそれまでの行動宣言を見直し，新たな人
権擁護の指針を加えて，「人権のための行動宣言２０１４」を策定しました。
その後には，ヘイトスピーチ解消法の成立，女性の再婚禁止期間の短縮，旧優
生保護法下での優生手術を強いられた被害者の補償法の成立などが実現しまし
た。刑事手続に関しては，取調べの録音・録画の対象が拡大され，東住吉事件，
松橋事件について無罪判決を勝ち取ることができました。
他方で，東日本大震災と原発事故の被害からの復興はいまだ果たされておらず，

地震や豪雨による大規模な災害が相次ぎ，被災者に寄り添った救済が求められて
います。また，市民の人権と自由を制限するおそれの強い共謀罪が成立し，憲法
の基本原則と立憲主義を危うくするような憲法改正の動きもあります。
そのため，私たちは，改めて行動宣言を見直して，現在の状況によりふさわし
いものとするため，「人権のための行動宣言２０１９」を策定しました。

私たちは，「人権のための行動宣言２０１９」を推進し，広く日弁連内外の人た
ちと共鳴・共感して連携をより一層強めることで日弁連の人権擁護活動を大きく
前進させ，諸課題の実現のために全力を尽くすことを，日弁連創立７０周年を機に，
改めて誓うものです。
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3

	 両性の平等・男女共同参画

１	 男女平等・男女共同参画をめぐる状況
１９４６年に個人の尊厳と法の下の平等をうたった日本国憲法が制定されまし
たが，今なお男女平等・男女共同参画社会の実現には一層の努力が必要な状況
です。男女共同参画社会基本法では，男女共同参画社会の実現を「２１世紀のわ
が国社会を決定する最重要課題」と位置づけ，そのために必要な施策を総合的
かつ計画的に推進する国の基本計画が策定され（第４次男女共同参画基本計画　
２０１５年１２月），各種の取組や立法がなされています。２０１５年８月には，
法律によって，女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定が
事業主に義務付けられ，２０１８年５月には，選挙における男女の候補者数がで
きる限り均等になるようめざすことが基本原則とされました。しかし，国が設定
した政策・方針決定過程への女性の参画「２０２０年３０％」の数値目標の達成
には，いまだほど遠い状況です。
２０１８年１２月に世界経済フォーラムが発表した「ジェンダーギャップ指数」
報告書によれば，日本は１４９か国中１１０位であり，主要７か国（Ｇ７）中最

1

１		 あらゆる分野での両性の実質的な平等の確立をめざし，次の活動に取り組
みます。
（1）	均等待遇・同一価値労働同一賃金の原則の確立，間接差別の禁止の拡大，
ハラスメントの防止	

（2）	男女共通の労働時間の規制等を含む労働法制の改正，ワーク・ライフ・
バランスの実現

（3）	女性の経済的自立を阻む税制の再構築
（4）	母子家庭の貧困の解消
（5）	男女平等教育の推進
（6）	選択的夫婦別氏制度導入等の民法改正
（7）	女性に対する暴力を防止するための法整備，実効ある救済手段の確保
（8）	性的自己決定権やセクシュアル・リプロダクティブ・ライツの保障及び
性的搾取からの保護をめざした刑法及び売春防止法等の改正

（9）	女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准
２		 司法におけるジェンダー・バイアスの排除を推進します。
３		 日弁連における男女共同参画を推進します。
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下位です。特に経済分野と政治分野の順位が低く，是正が必要です。２０１８年
に明らかになった複数の大学医学部入試における女性差別は，あるべき姿に逆行
しています。高等教育における男女格差の解消を重点課題とし，その実現に向け
て取り組むことは必須です。
今後，暫定的特別措置を導入する等，積極的に男女共同参画社会の実現に向け

た具体的な取組がなされるべきです。･

２	 雇用における男女平等
女性労働者の現状は，男女雇用機会均等法（雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等に関する法律）制定後も，女性の過半数が非正規雇用とな
り，女性の管理職割合の伸びも緩慢で，男女の賃金格差も縮小しないなど，実質
的な男女平等の実現には至っていません。近年，「マタニティ・ハラスメント」が
社会問題となり，男女雇用機会均等法には，妊娠・出産等を理由とする不利益取
扱い禁止等の規定に加え，マタニティ・ハラスメント防止の措置義務が新設され，
育児・介護休業法（育児休業，介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律）の指針にも，不利益取扱い禁止の実効性の強化や原職復帰の原則
が定められました。しかし，保育所不足の問題さえもいまだ解消されず，出産後
も女性が働き続けることが困難な状況は続いています。
男女雇用機会均等法では，禁止される間接差別の範囲が極めて限定されており，

また，違反の有無は雇用管理区分ごとに判断されるため，コース別雇用など，現
実に生じている男女差別を実効的に是正していくには不十分です。
また，セクハラがいまだに多くの女性労働者に深刻な被害をもたらし，労働権
の侵害となっているにもかかわらず，男女雇用機会均等法では，事業主の措置義
務を定めるにすぎず，被害者の救済やセクハラ発生の抑止という面では実効性に
乏しいと言わざるをえません。
したがって，雇用における男女平等の実現には，均等待遇や同一価値労働同一
賃金の原則の確立，非正規雇用制度の抜本的見直し，間接差別を一部に限定せず
に広く性差別とすること，事業主に対するポジティブ・アクション（積極的差別
是正措置）の義務づけ，セクハラを明確に禁止する規定の新設と被害者救済措置
の充実，男女雇用機会均等法に違反した事業主に対する制裁規定の新設など，男
女雇用機会均等法の改正と実効性を確保する取組が不可欠です。

３	 ワーク・ライフ・バランス
家事・育児，介護などの家族的責任は本来，男女がともに担うものです。しかし，

人権のための行動宣言2019.indd   4 2019/09/12   18:43



5

男女ともに適用される労働時間の規制は進んでおらず，逆に変形労働時間制や裁
量労働制の導入に加えて高度プロフェッショナル制度等によって，長時間・過密
労働はますます過酷なものとなっており，育児・介護休業法による育児休業期間
の延長や子の看護休暇等の制度の拡充がなされていても，実際に家族的責任を男
女がともに担うことは困難な状況にあります。保育所，学童保育所も不足し，介
護支援体制などの整備も不十分なままです。男女ともに働きながら家庭生活を豊
かに過ごせるよう男女雇用機会均等法を改正し，男女労働者が共に仕事と家庭生
活の調和を実現できるようにすることを法の目的・理念に明記するとともに，そ
の実現のために長時間労働の規制，男性の育休取得の促進，保育所や学童保育所
をより多くの人が利用できるようにすること，介護離職を防ぐ取組を行うなどの
具体的な施策を講じるべきです。

４	 税制における男女平等
税制は，社会保障制度と相まって，所得の再分配機能を果たす重要な機能を有

しており，世帯構成や働き方に中立で，すべての納税者に対し，公平で合理的な
制度であるべきです。
配偶者控除制度及び配偶者特別控除制度は，従前より，片働き世帯を優遇し，
妻の就労制限を招くという問題が指摘されてきました。２０１７年度の税制改正
で，妻の就労制限の問題には一定の改善が図られましたが，世帯構成の変化や共
働き世帯の増加，単身女性や母子家庭の貧困が深刻化する中で，標準モデル世帯
と母（父）子・単身世帯，片働き世帯と共働き世帯との間の不公平性は看過できず，
合理的で世帯構成や働き方の選択に中立的な制度への再構築が必要です。
また，税法上，個人が事業を経営し，その事業主と同一生計を営む配偶者等が
その事業に従事していても，その給与は原則として必要経費として認められませ
ん。例外として，青色事業専従者給与，事業専従者控除制度があるものの，必要
経費とされる額は十分でなく，家族従業者の８割を占める女性の経済的自立を阻
んでいると指摘されています。したがって，家族従業者である女性の労働を正当
に評価し，給与についても，他人を雇用した場合と同様，経費に算入するのを原
則とするなど，専従者給与制度の見直しを検討する必要があります。

５	 母子家庭の貧困
２０１６年の全国ひとり親世帯等調査によれば，母子家庭の平均年間収入は
２４３万円であり，児童のいる世帯の平均所得の約４９パーセントです。わが国は，
社会保障制度と税制における所得再分配機能が弱い上に，昨今の雇用状況とあい
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まって，母子家庭の生活は一層厳しい状況になっています。
母子家庭にとって，児童扶養手当は家計を補完する重要な制度です。しかし，

２００２年に児童扶養手当受給の所得制限額が大幅に引き下げられ，多くの母子
家庭が受給対象外となったり，手当の額が減りました。２０１８年８月，ようや
く全部支給の所得制限が３０万円引き上げられ，一部支給については，所得制限
は変わりませんでしたが，支給額が増額になりました。
また，母子家庭の中でも最も就労所得が少ない非婚の母には，税制上の寡婦控
除の適用がありません。しかし，婚姻歴の有無によって税法上差別することは許
されず，寡婦控除を非婚の母へも適用すべきです。寡婦控除相当分が控除されな
いことにより所得が高く認定されると，税金だけでなく，保育料や公営住宅の賃
料等の負担も増えるため，不公平だとの指摘もありました。この点，２０１８年
８月，児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令により，児童扶養手当支給
額及び自立支援教育訓練給付金の算定の基礎となる所得の額について，未婚の母
（父）についても地方税法上の寡婦または寡夫とみなして同額が控除されることに
なりました。
また，離婚後の母子家庭に対して，非監護親から適切な額の養育費が確実に支
払われることが重要です。養育費の算定については，２００３年３月に裁判官ら
が研究・公表した標準算定方式・簡易算定表では子どもの住居費が確保されない
といった問題があることから，２０１７年１１月，日弁連は，算定方式を修正し
た新たな算定表を提言しました。最高裁も，算定表の見直しに着手しています。
養育費の支払確保のために，２０１９年５月に民事執行法が改正され，養育費を
支払わない債務者について，債権者の申立により，裁判所が金融機関や市町村及
び日本年金機構等から，債務者の預貯金債権や給与債権等に関する情報を取得す
る制度が盛り込まれました。しかし，養育費の確保のためにはそれだけでは不十
分であり，養育費の取立制度や立替払制度の導入も重要な課題です。
このように母子家庭のための施策には，近時，一定の改善は認められるものの，

どれも母子家庭の貧困を解消するほどの所得分配機能を持たないことから，今後
も，母子家庭の経済的支えとなる施策を充実させ，母子家庭の貧困の解消をめざ
して取り組むことが重要です。

６	 男女平等教育の推進
小学校・中学校の教科書は，男女平等の理念に立ち，男女が共に自立し，多様

で豊かな生き方ができるようにジェンダーの視点を持ち，固定的性別役割分担意
識や「男らしさ」「女らしさ」の固定化された概念を子どもに植え付けないように
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配慮することが大切です。特に，男女別教育の慣行，教員の男女数の偏り，教員
の性差別を助長する言動等をなくすための積極的な取組が求められます。
さらに，あらゆる教育機関において，男女共同参画に関する問題について，教員・
職員・スタッフへの教育研修を強化し，性別役割分担意識を解消するために，す
べての教材の見直しをすべきです。

７	 ジェンダーの視点に立った民法改正
最高裁大法廷の違憲決定を受けて，婚外子相続分差別規定は撤廃されました。

また，２０１８年の民法一部改正により，男女ともに婚姻適齢が満１８歳に統一
されることとなりました。一方，女性の再婚禁止期間については，２０１５年の
最高裁判決を受けて６か月から１００日に短縮する法改正がなされましたが，再
婚禁止期間自体を撤廃すべきです。また，選択的夫婦別氏制度の導入も，いまだ
実現していません。民法７７２条（嫡出推定制度）の規定が障害となって子ども
の出生届を提出できない場合があるという問題等については，２０１９年７月か
ら法制審議会民法（親子法制）部会で検討が開始されました。
私たちは，再婚禁止期間の撤廃，選択的夫婦別氏制度の導入，民法７７２条の
規定の改善について，早急な民法改正を求めます。

８	 女性に対する暴力
ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律）は，
数度にわたる改正で，保護命令の範囲の拡大，同居の交際相手からの暴力への準
用など，徐々に被害者の保護の範囲が拡大されてきました。しかし，被害者の自
立支援のための人的物的設備の充実等の具体的な施策やそのための予算措置など
は不十分であり，ＤＶが子どもに与える影響も軽視されたままです。一方，スト
ーカー規制法（ストーカー行為等の規制等に関する法律）では，２０１６年に緊
急禁止命令の強化等の改正がなされましたが，同居していない交際相手による暴
力等にはどちらの法律も十分な対応ができておらず，さらなる対策が必要です。
２０１７年に刑法が改正され，強姦罪が強制性交等罪とされ，法定刑の引上げ，
非親告罪化，監護者による子への性交等については暴行脅迫を要件としないこと
などが規定されました。今後は，性犯罪の実態に即した見直しが予定されている
２０２０年に向けて，対応を検討していきます。
また，わが国は，国連・女性差別撤廃委員会からセクシュアル・リプロダクティブ・
ライツ（性と生殖に関する権利）に関する処罰規定等について見直し等を求めら
れていますが，いまだ進展はみられません。性的自己決定権やセクシュアル・リ
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プロダクティブ・ライツの保障及び性的搾取からの保護のために，刑法の堕胎罪
規定の撤廃，売春防止法等の改正のほか，人工妊娠中絶について，ＤＶを受けて
いたり別居中の場合など，配偶者に同意を求めることが著しく困難な場合等には
配偶者の同意は不要とするなどの母体保護法１４条の改正も必要です。
さらに，人身取引の問題については，送出国や国連等の勧告を受けて，政府は
性的搾取を目的とする女性の被害事案についてある程度の対策を講じましたが，
労働搾取を目的とする事案についての対策はほとんどなく，被害を生み出す根本
原因の一つである需要を抑止するための対策もほとんどありません。いわゆる日
本軍「慰安婦」問題に関する人権侵害の事実の究明，被害者に受け入れられるよ
うな謝罪や補償もなされていません。

９	 司法におけるジェンダー・バイアスをなくすための取組
ジェンダー・バイアス（ジェンダーに基づく性別役割分業意識，固定観念，偏
見）に起因する様々な差別を是正し，また侵害された権利を回復することは，本来，
司法に期待されている役割ですが，弁護士をはじめとする司法関係者が自らのジ
ェンダー・バイアスを自覚せず，ジェンダー・バイアスに起因する様々な問題に
対する問題意識を欠いていることが少なくありません。
市民がジェンダー・バイアスの存在しない公平・公正な法的手続によって法的
解決を実現できる社会とするため，司法におけるジェンダー・バイアスや司法ア
クセス障害の存否・内容を明らかにし，その是正に向けての取組を強化する必要
があります。

１０	 弁護士会の男女共同参画
日弁連では，２００２年の定期総会で「ジェンダーの視点を盛り込んだ司法改
革の実現をめざす決議」を採択し，司法におけるジェンダー・バイアスを排除
するために，データ収集・分析や啓発・研修等の取組を行うとともに，弁護士
会における男女共同参画を実現していくことを決意しました。さらに，２００７
年には「日本弁護士連合会男女共同参画施策基本大綱」を策定し，定期総会で
「日本弁護士連合会における男女共同参画の実現をめざす決議」を採択して，会
長を本部長とする男女共同参画推進本部を設置しました。そして，国の基本計
画を踏まえつつ，２００８年に「日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」
を，２０１３年に「第二次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」を，
２０１８年に「第三次日本弁護士連合会男女共同参画推進基本計画」をそれぞれ
策定し，これに基づいた具体的な各種取組を進めています。
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特に，２０１８年度からは，ポジティブ・アクションとして，いわゆる「女性
副会長クオータ制」（従前１３名だった日弁連副会長を２名増員して１５名とし，
増員した２名の副会長を必ず女性会員から選出する仕組み）を導入し，日弁連の
政策・方針決定過程への女性会員の参画拡大に向けた大きな一歩を踏み出しまし
た。さらには，理事に占める女性割合の拡大を実現するため，現在「女性理事ク
オータ制」の導入を検討しています。
今後も，日弁連における男女共同参画の実現に向けて，より一層尽力します。

１１	 これからの取組
私たちはあらゆる分野での両性の実質的な平等を確立するため，これまで述べ

た諸課題の解決に全力で取り組むとともに，男女差別が迅速かつ適切に是正され
るよう，職場の性差別に関する独立した行政救済機関の創設，司法を性差別の禁
止を実現する場として機能させていくこと，司法におけるジェンダー・バイアス
排除のための司法関係者への研修・啓発，女性差別撤廃条約選択議定書の早期批
准の実現，国際規範・基準の国内への導入・浸透等に尽力します。

	 性的少数者の人権2

１		 性的少数者が，雇用，住宅，社会保障，教育，保健等を含めたあらゆる分
野において，性的指向や性自認に基づく差別を受けることなく権利を行使・
享受できるよう，制度の改善と法制度の整備を求めていきます。

２		 国に対し，同性婚を認めることを求めるとともに，これに関連する法令の
改正を求めていきます。

３		 ＤＶ防止法による保護から同性のカップルを排除しないよう制度の改善を
求めていきます。

４		 刑事施設の被収容者で性同一性障がいを有する者について，その性自認を
より尊重した処遇がなされるよう取り組みます。

５		 性同一性障がいを有する者について，法令上の性別の変更の要件について
も再検討を進めます。

６		 性的少数者に対する差別的言動を防止し，性的指向や性自認に関する知識
が社会に広く浸透するよう，情報発信に努めます。
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１	 性的指向や性自認に関するわが国の現状
わが国には，性的指向と性自認に基づく差別や排除を禁止する法律はなく，同
性愛者（ゲイ・レズビアン）・両性愛者（バイセクシュアル）及びトランスジェン
ダー等の性的少数者に対する差別が放置されています。自殺総合対策大綱，社会
的包摂事業，男女共同参画基本計画等には，性的少数者への言及はあるものの，
その内容は具体的な義務ではなく配慮に留まっています。学校現場では性的少数
者である児童・生徒の多くがいじめの対象となっており，雇用の場でも性的少数
者の当事者が適応できず退職や解雇に追い込まれる例が多くあります。また，同
性愛等の当事者は，社会保障や交際相手による暴力からの保護等の制度の利用か
ら排除されています。

２	 国際的な動向
国連人権理事会は，２０１１年６月，性的指向と性同一性に関する決議を，わ
が国を含む２３カ国の賛成により採択し，個人の性的指向や性同一性を理由とす
る暴力や差別に対する重大な懸念を表明し，優先的課題として取り組むことを決
定しました。また，諸外国においては，ヨーロッパ，北米及び中南米諸国を中心に，
この数年の間で同性間の婚姻（同性婚）を認める国が増えています。
国連の各機関（国連自由権規約委員会，国連社会権規約委員会，国連人権理事会，
国連人権高等弁務官）からは，わが国に対し，性的少数者に対する差別があるこ
とについて，繰り返し勧告が出され，懸念が表明されています。

３	 取り組むべき課題
近年，国や自治体において，性的少数者の存在を認め，その人権に一定程度配
慮した制度等が設けられるようになってきてはいますが，雇用・職場，健康，教育，
公的生活，公営住宅への入居等，あらゆる領域に差別が存在しており，性的少数
者の人権を確立するためには，多方面にわたる取組が必要です。
⑴･･ 雇用の場では，性的指向や性自認に理解がなく，当事者が適応できず，退職
や解雇に追い込まれる例が多くあります。医療機関等でも性的指向や性自認に
対する理解が乏しいため，当事者のアクセスが阻害される等の問題が起こって
います。性的少数者に関する教育が不十分なため，学校現場では性的少数者で
ある児童・生徒の多くがいじめの対象となっています。社会保障も異性愛者を
前提に制度設計されているため，同性カップルは，これらの制度の利用から排
除されています。国は，２０１２年に公営住宅法を改正し，同居親族に限って
いた公営住宅の入居制限を廃止し，親族関係にない同性カップルの同居を認め
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ましたが，自治体の一部では，いまだに条例等で入居が制限されています。性
的少数者が，雇用，住宅，社会保障，教育，保健等を含めたあらゆる分野にお
いて，性的指向や性自認に基づく差別を受けることなく権利を行使・享受でき
るようにするために，制度の改善と法制度の整備が必要です。
⑵･･ わが国においては法制上，同性婚が認められていません。そのため，性的指
向が同性に向く人々は，互いに配偶者と認められないことによる不利益を被っ
ています。これは，性的指向が同性に向く人々の婚姻の自由を侵害し，平等原
則にも反するものと言えます。国は，同性婚を認め，これに関連する法令の改
正を速やかに行うべきです。
⑶･･ 同性の交際相手からの暴力の被害者に対する保護や支援は乏しく，保護施設
の利用も困難です。ＤＶ防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等
に関する法律）の保護命令は，生活の本拠をともにする交際相手に準用されま
すが，政府は同性の交際相手が含まれることを明示していません。ＤＶ防止法
による保護から同性のカップルを排除しないよう制度の改善が求められます。
⑷･･ 社会的，身体的性別に違和のある者は，戸籍上の性別に基づいて刑事収容施
設に収容されます。日弁連は，刑事収容施設における性同一性障がい者の人権
に配慮した処遇指針を検討するよう求めてきましたが，国は，２０１１年に性
同一性障害等を有する被収容者の処遇指針（通知）（２０１５年に一部改正）を
示しました。今後も，性別違和のある者の性自認をより尊重した処遇がなされ
るよう取り組んでいくことが重要です。
⑸･･ ２００３年に「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」が制定
され，一定の条件を満たす性同一性障がい者について，法令上の性別の変更が
認められましたが，同法により十分な救済が図られるのか，問題はないか等を
調査し，性別変更の要件についても再検討を進める必要があります。
⑹･･ 多様な性的指向や性自認を認めず，性的少数者の人権を否定し，社会から排
除しようとする差別発言及び性的少数者に対する差別あるいは差別意識を助長
する発言は，憲法１３条，憲法１４条及び国際人権規約等により保障される性
的少数者の権利を侵害するものであり，そのような差別的言動を防止する活動
に取り組むとともに，性的少数者についての性的指向や性自認に関する知識が
社会に広く浸透するよう，情報発信に努めていきます。
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	 高齢者・障がいのある人の権利

１	 地域で暮らす権利
自らが暮らしたい地域で暮らし，住みなれた地域で一生を終える権利，年齢や
障がいの有無にかかわらず，地域社会において，人とのつながりの中で自分らし
い生き方を求める権利，このような「地域で暮らす権利」は，憲法１３条，１４条，
２２条，２５条など憲法上の要請のみならず，国際人権規約，障害者権利条約（障
害者の権利に関する条約）をはじめとする国連諸原則の要請する基本的な人権で
す。しかし，地域で自分らしく安心して生活するということは，様々な社会生活
上の困難を抱えた当事者にとって容易なことではありません。国・自治体や地域
社会が，積極的な支援策を提供することによってようやく実現される権利です。

２	 高齢者や障がいのある人をとりまく状況
わが国の高齢者や障がいのある人に対する福祉施策は，「ノーマライゼーション」

と「自己決定・自己選択」を理念とした社会福祉基礎構造改革のもと，２０００
年以降，介護保険制度・障害者支援費制度・障害者自立支援法（現・障害者総
合支援法（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律））の
導入などにより大きな転換がなされました。そこでは，「地域福祉」と「利用者
本位のサービス提供」の実現がうたわれ，入所施設や病院の中ではなく，地域の
中で自分らしく生きることを支援する施策への転換が打ち出されました。あわせ

3

１		 高齢者や障がいのある人の地域で暮らす権利が確立された地域社会を実
現するため，これらの人たちの権利擁護や地域社会における様々なリスク（犯
罪，虐待，消費者被害，災害）からの予防，救済の諸活動につき，当事者，
福祉・保健・医療・教育従事者及び地域住民との連携とネットワークを構築
しつつ，取り組みます。
２		 入所施設や病院等における権利侵害からの救済，支援の活動を継続し，強
化します。

３		 精神科病院に非自発的に入院している人の権利擁護，代理人活動に積極的
に取り組みます。

４		 成年後見制度の適切な活用，高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法・障害
者差別解消法の積極的活用に取り組みます。

５　罪に問われた高齢者・障がいのある人等の支援に積極的に取り組みます。
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て，成年後見制度も大幅に改正され，２０００年度から新しい制度が施行されま
した。また，２００５年の介護保険法の改正により，高齢者のための権利擁護活
動が市町村の責務となり，２００６年４月には高齢者虐待防止法（高齢者虐待の
防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律）が，２０１２年４月には障
害者総合支援法（地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策
を講ずるための関係法律の整備に関する法律）が，２０１２年１０月には障害者
虐待防止法（障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律）が，
２０１６年４月には障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関
する法律）が施行されました。また，わが国は２０１４年１月に障害者権利条約
に批准しました。
しかしながら，いまだこれらの人々の「地域で暮らす権利」が大きく前進した
とは到底言い難い状況にあり，むしろ，福祉予算節減策のもと，介護保険制度の
改正や障害者総合支援法の施行により，福祉サービスの利用が抑制される方向に
進んでいると言わざるを得ません。障害者自立支援法は廃止され障害者総合支援
法に移行されましたが，当初，移行に際しては抜本的な見直しがなされるはずで
あったにもかかわらず，最終的には，利用者負担，支給量，谷間のない利用のい
ずれにおいても全く不十分でした。また，介護保険法も，さらなる支給範囲の限
定などが危惧されています。罪に問われた高齢者や障がいのある人等が適切な福
祉的支援を受けるための配慮や体制にも不備があります。適切な福祉的支援を受
けられないために累犯化してしまう人も多いと言われています。また罪に問われ
た障がいのある人の障がい特性に配慮した手続保障がないために，障がいのある
人がえん罪を被ったり，過重な量刑がなされることもあります。さらに，精神障
がいのある人については，入院中心主義から地域医療中心への移行が著しく遅れ，
精神科病院において十分な医療が提供されていないだけでなく，精神障がいのあ
る人が生活する場（住居，作業所，職場等）が絶対的に不足しています。
また，日本の精神病床数は，過剰であると国際的に批判され，入院中心主義か

ら地域医療中心への移行の著しい遅れとも相俟って，精神障がいのある人の地域
で生活する権利に対する重大な阻害要因となっています。のみならず，精神科病
院における非自発的入院は，人身の自由を制約しますが，現状では，非自発的入
院に対する効果的な司法コントロールと不服申立が確立されているとは言えませ
ん。精神医療審査会の審査の実効性には課題があり，また，退院請求等代理人の
選任権についても，患者の弁護士へのアクセス等に地域格差があり，いまだ，全
国で十分に保障されているとは言えません。精神科病院において，身体拘束や隔
離が多用されているという問題もあります。
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３	 必要な支援
要介護高齢者や障がいのある人の地域での生活を実現するためには，福祉サー

ビスの充実はもとより，住まい，医療，所得保障，雇用・社会参加，教育，権利
擁護（意思決定の支援を含む。），バリアフリー，防災など生活全般にわたる支援
策が採られなければなりません。
地域での生活には，入所施設や病院の「保護」された空間での生活に比べ，多

くのリスクもあり，それらに対する支援策が不可欠です。高齢者・障がいのある
人への虐待は後を絶たず，各虐待防止法に基づく対応を促進するため人材の確保
とともに対応スキームの確立や早期発見・対応のための地域ネットワークの形成
等が求められます。あわせて，虐待防止のため他の専門職団体等との連携強化が
重要な課題となってきます。
また，高齢者・障がいのある人を標的にする消費者被害も大きな社会問題とな
っています。各地の地域包括支援センターの権利擁護業務としてその相談や被害
回復支援の体制を充実させるとともに，その特性に配慮した新たな法整備も検討
すべきであり，また予防のためには地域の見守り体制や成年後見制度の活用など
も重要です。
地域での生活では，事故や事件の被害者となることもありますが，逆に加害者

として疑われることもあります。犯罪被害者となった場合の支援はもとより必要
ですが，刑事被疑者・被告人となった場合も，その特性に配慮した権利保障のた
めの支援が必要です。具体的には，障がい特性を理解する人を取調べに立ち会わ
せる制度の創設，取調べ全過程の録音・録画など，障がいのある人の適正手続の
保障のための情報保障の徹底や司法手続の過程での合理的配慮の提供を求めてい
きます。加えて，罪を犯した高齢者・障がいのある人等が地域で生活していくた
めには，その更生に向けた適切な環境や福祉的支援の手立てを整え，円滑な社会
復帰を促進することが不可欠です。そのために地域生活定着支援センターなどの
福祉機関や福祉関係者と連携しながら，切れ目のない弁護・支援をめざします。
さらに，災害時に最も深刻な影響を受けるのも高齢者や障がいのある人たちで
あることは東日本大震災で明確になったところであり，改正災害対策基本法等に
基づく「災害弱者対策」の整備も重要です。
他方，入所施設や病院においても虐待を含む権利侵害が少なからず存在してお

り，同時にその対策に取り組むことが必要です。
日本の精神科医療における諸問題については，精神障がい者の人権の国際的水
準に適った提言を積極的に行うとともに，精神科病院における非自発的入院や行
動制限を最小限とし，処遇を改善するために，弁護士が精神医療審査会への申立
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等の代理人となる実効的な制度を，全国で展開できるように取り組み，審査請求
代理人活動の国費化をめざします。同時に，精神医療審査会については，医療福
祉的及び法律的観点から専門的かつ独立的な機関として適切な権限を行使できる
よう，機能及び権限を強化する必要があり，精神医療審査会を担う法律家委員の
質の向上もめざす必要があります。
このような高齢者や障がいのある人の支援にあたっては，当事者自らがニーズ
を主張し，生活のあり方を決めるという「当事者主権」の視点に立ち，認知症や
障がいがあっても可能な限り自己決定を行うことができるための「意思決定の支
援」を図ることが重要です。しかし，現実には周囲の抱く「当事者の安全と保護
のため」という発想のために，結果として，これらの人々の地域での生活が断念
させられてきたことも忘れてはなりません。また，逆に，ノーマライゼーション
の理念が，ときに障がいのある人を無理やり社会に適応させようという対応を導
くこともあるので，常にその人たちの適性にあった支援をするということを念頭
に置かなければなりません。
地域で自分らしく安心して暮らす権利は，誰にとってもかけがえのない基本的

人権であるとの認識を広く浸透させ，とりわけ高齢者や障がいのある人の「地域
で暮らす権利」を保障するため，国，自治体に対しては，これらの支援策を強化し，
財源上の措置を講じることを求めます。あわせて，国及び自治体に対し，当事者，
福祉・保健・医療・教育・法律の専門職，地域住民とのネットワークの中で，地
域での生活を総合的・継続的に支援することのできる公的な相談・支援機関を構
築し，充実させるよう求めていきます。
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	 障がいのある人に対する差別の禁止

１	 障がいを理由とする差別禁止法制と障害者権利条約の批准
国連は，２００６年１２月に障害者権利条約を採択しました。障害者権利条約は，
個々の障がいに応じた合理的配慮が提供されないことも含め，いかなる差別も許
されないとし，施設・サービス，司法手続，情報へのアクセス，移動の自由，教育，
雇用，政治参加等の場面での差別の禁止について具体的に規定しています。
日弁連は，障害者権利条約の批准と共に，批准にともない整備されるべき国内
法として障がいを理由とする差別禁止法の制定を求め続けてきました。
日弁連や当事者団体等の意見も踏まえ，国は，障害者権利条約批准のための国
内法整備として，２０１１年の障害者基本法の改正をはじめ，２０１２年の障害
者総合支援法（地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を
講ずるための関係法律の整備に関する法律）の制定，２０１３年の障害者雇用促
進法（障害者の雇用の促進等に関する法律）の改正，障害者差別解消法（障害を
理由とする差別の解消の推進に関する法律）の制定を行い，２０１４年１月，障
害者権利条約を批准するに至りました。

２	 障害者権利条約の完全実施へ向けた法改正
このように，国は，障害者権利条約批准にあたって国内法を整備しましたが，
その内容や現状は，障害者権利条約が求める水準に達しているとは言えません。
障害者差別解消法では，差別の一類型である合理的配慮義務につき，国や行政機
関等は法的義務として提供する必要がありますが，民間事業者では努力義務にと

4

障がいのある人が，障がいのない人と同じように，自立し社会参加するため
の支援を受ける権利，差別なく働くことのできる権利，障がいの有無にかかわ
らずインクルーシブな環境で教育を受ける権利，交通・情報・施設など障壁な
く利用できる権利等の諸権利の実現を求めます。
２０１４年に日本は障害者権利条約を批准しましたが，いまだ同条約が完全
実施されているとは言えない状況であり，早期に完全実施が実現されるよう取
り組みます。具体的には，障害者基本法，障害者差別解消法の改正（民間事業
者の合理的配慮の法的義務化及び紛争解決システムの構築等を含む。）等，障
害者関連法の法改正を求めます。また，条約実施の促進，保護，監視にあたる
国内機関の設置と，前記条約の選択議定書の批准を求めます。
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どまっています。また，具体的な相談体制や紛争解決システムの定めがないため，
いまだ多くの差別事案が社会に埋もれています。障害者権利条約の趣旨を実現し，
社会に広く存在する差別から障がいのある人を救済するためには，民間事業者も
法的義務として合理的配慮を提供すること及び具体的な相談体制と紛争解決シス
テムを構築することが必要であり，私たちは，障害者差別解消法附則７条に基づ
く施行３年後の見直しにあたり，これらが改正法案に盛り込まれるよう求めます。
教育の分野では，学校教育法及び学校教育法施行令は，いまだ障がいのない子

もある子も分け隔てなく共に学ぶことを原則としておらず，障害者権利条約に違
反しています。あらゆる段階において共生社会を形成するための教育（インクル
ーシブ教育）を保障するための法整備及びそれにともなう相互理解の促進が必要
です。
また，司法の分野では，障がいのある人の個別事情に応じた配慮が提供される

ことを確保するために訴訟法に配慮義務を定めること，雇用の分野では，障害者
雇用促進法の適用対象者の限定や短時間パート労働等による貧困助長等の課題を
是正すること，精神障がい者の医療については，強制的に自由を剥奪することを
許容する精神保健及び精神障害者福祉に関する法律を見直すこと，成年後見制度
においては，権利制限や本人の意思を尊重する仕組みが担保されていないこと等
を改善することなど，障害者権利条約の水準に達していない法制度が多々存在し
ており，障害者関連法全般の見直しが必要です。

３	 条約の国内実施のための人権保障システムの確立
障害者権利条約は，締約国における条約の実施のため，国内的には，条約実施

の促進，保護，監視にあたる国内実施及びモニタリングのための機関を設置する
ことを求め，国際的には障害者権利条約の選択議定書により，条約機関である障
がいのある人の権利委員会に，侵害された個人などからの通報を受ける権限を与
えています。
障がいのある人の人権を保障するシステムとして，この国内人権機関と国際的

な個人通報制度を活用することが求められています。
そこで，国連のパリ原則にも合致した，政府から独立した人権機関を設置し，
条約実施の促進，保護，監視を行わせることとするべきです。
また，障害者権利条約の選択議定書を早期に批准して，日本も個人通報制度を
利用することが可能になるようにするべきです。
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４	 優生思想に基づく差別に対する取組
旧優生保護法下において，１９４９年から１９９６年までの間に，障がいのあ

る人に対し，意思に反して優生手術や人工妊娠中絶等が実施されていました。こ
れは，優生思想に基づき，障がいのある人を差別し，人間の尊厳，自己決定権及
びリプロダクティブ・ヘルス／ライツを侵害したものであり，極めて重大な人権
侵害です。
日弁連は，これらの被害者に対して，国が謝罪し，被害の補償措置をとるとと
もに，実態調査や真相究明のための検証を行うよう求めてきました。２０１９年
４月，「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に
関する法律」が成立しましたが，国は，被害者へのプライバシーに配慮した個別
通知の実施など，本法律を柔軟に運用するとともに，司法の判断内容や政府の調
査により判明した被害の実情等を考慮して，被害回復が一層充実されるように本
法律の見直しも含めて検討することが求められます。
私たちは，本法律が適切に運用されるよう見守るとともに，真の被害回復の実
現に向けて，引き続き被害者を支援し，優生思想による障がい者差別をなくすた
めの取組を続けていきます。

	 子どもの権利

１	 子どもの権利条約の実施
子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）における「子どもは権利の享有

主体であり，行使主体である」との基本理念は，徐々に浸透し，子どもの問題に
取り組む弁護士の個々の活動の中で活かされ，個別取組の中では達成されている

子どもは，権利の享有主体であるとともに権利の行使主体であることを，社
会全体の認識にし，競争的管理的な教育制度の改善，体罰・虐待等人権侵害の
根絶，子どもの成長発達権の保障，子育て支援策の充実，学校教育等での人権
教育の充実に取り組みます。
いじめは人権侵害であると捉え，いじめ防止や解決のためのあらゆる活動を
行い，いじめによる人権侵害の根絶に取り組みます。
少年司法を，適正手続と少年の成長発達権を保障するシステムに改革しま

す。
全面的国選付添人制度の実現をめざします。

5
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面もあります。
しかし，国連子どもの権利委員会（ＣＲＣ）の第４回・第５回日本政府報告審
査に基づく総括所見では，差別の禁止の面では包括的な反差別法がないことが指
摘され，子どもの意見の尊重の面では，子どもに影響を与えるすべての事柄につ
いて自由に意見を表明する権利を保障し，かつ，子どもの意見が正当に重視され
ることを確保するよう指摘されています。また，体罰についても，あらゆる体罰
を法律で明示的かつ全面的に禁止することや，あらゆる現場で実際に体罰を解消
するための措置を強化すべきことを勧告されています。ほかにも，いまだ子ども
の権利に関する包括的な法律が存在しないこと，分野横断的に子どもの権利を保
護することができる調整機関がないこと，通報手続に関する子どもの権利条約の
選択議定書が批准されていないことも大きな問題として指摘されています。そし
て，依然として，ＣＲＣが第２回政府報告審査に基づく総括所見で指摘した「権
利基盤型アプローチ」（「恩恵型アプローチ」と対比されるもので，子どものため
のあらゆる立法や施策を，子どもに対する恩恵や保護ではなく，子どもの権利を
保障し，充足するという観点から検討すること）がなされているとは言えず，裁
判所も子どもの権利条約を根拠に判断を下すことはほとんどない状態が続いてい
ます。
私たちは，子どもたちへの管理・監視を強め，厳罰に処すという風潮をやめさせ，

「権利基盤型アプローチ」を確立し，子どもの成長発達権を保障し，子どもたちの
尊厳を守り一人の人間として大切に扱う法制度や社会の確立をめざします。

２	 教育基本法「改正」
教育分野では，２００６年の教育基本法「改正」を受けた「教育改革」として

競争や管理に重点をおいた教育制度が展開されました。
日弁連は，２０１２年の人権擁護大会で，「子どもの尊厳を尊重し，学習権を保
障するため，教育統制と競争主義的な教育の見直しを求める決議」を採択しまし
た。その後も，全国一斉の学力テストの学校別結果公表の許容や，政府見解など
を書かせる教科書検定，「道徳の教科化」など，競争の強化や教育内容への管理
統制が進められていることについて，個人の尊厳を中核価値とする立憲主義の観
点から，改善を求めてきました。
ＣＲＣも，再三にわたり，過度に競争主義的な教育環境がいじめ，不登校，中退，
自殺などの原因となっていることに懸念を示し，そのストレスからの子どもの解
放を求めています。
私たちは，今後も引き続き，問題状況の背景に正しく迫り，子どもの人格が尊
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重されるような抜本的な改善策が講じられるように活動を行います。

３	 教育を受ける権利の保障
子どもは，憲法や国際人権条約に基づき，機会均等かつ無償の普通教育を受

ける権利を有しています。日弁連は，貧困が原因となって子どもが教育を受け
る権利を失い，貧困の連鎖が生じることがないように法や制度の整備を求め，
２０１０年の人権擁護大会で「貧困の連鎖を断ち切り，すべての子どもの生きる
権利，成長し発達する権利の実現を求める決議」を採択し，その後も，生活保護
世帯の子どもの大学進学を認め，子どものいる世帯の生活保護基準を引き下げな
いよう求めてきました。これからも引き続き，子どもたちの教育を受ける権利を
保障するため，活動していきます。
また，ニューカマー外国人の子どもについては年齢超過であっても日本の小中
学校への編入が認められること，学齢期に修学ができなかった人たちのための夜
間中学の設置等，教育を受ける権利が実質的に保障されるよう努力します。

４	 子どもの最善の利益を実現するための「スクールロイヤー」の拡充
学校において子どもの最善の利益を実現するためには，いじめや事故が発生し

た場合に，学校が法律に基づき適切に対応することが必要です。また，学校は，
一部の保護者や地域住民からの過剰とも言える要求や，子どもを取り巻く環境の
複雑化等により対応に苦慮しています。そこで，子どもの最善の利益を実現する
ため，弁護士が学校からの相談を受ける「スクールロイヤー」制度が広がりを見
せています。今後，スクールロイヤーの拡大と質の担保のために積極的に活動し
ていきます。

５	 家族法制における子どもの権利主体性
現行の家族法制における子どもの位置づけは，監護の客体としての性格が強く，
権利主体性が極めて弱いものとなっています。そのため，父母の離婚等にともな
う監護環境や法的地位の変更などの際，子ども自身が主体的にその意思や利益を
手続に反映させることが非常に困難です。
家事事件手続法により，子ども自身が主体的に家事事件手続に参加する権利が

一定程度認められるとともに，子ども自身が弁護士の手続代理人を選任し（私選
代理人），あるいは，裁判所が手続代理人を選任する（国選代理人）ことが可能
となったことは大きな前進であり，私たちは，その積極的活用をめざします。た
だし，代理人の報酬が原則子どもの負担とされていることは問題と言わざるを得
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ません。資力がない子どもに手続代理人を選任する権利を実質的に保障するため
に（あるいは，国選代理人の選任を受ける機会を実質的に保障するために），代理
人報酬の公的負担の実現に向けて，積極的に活動します。

６	 児童虐待
児童福祉の分野では，２０００年に児童虐待防止法（児童虐待の防止等に関す

る法律）が成立し，その後，同法及び児童福祉法の数度にわたる改正を経て，法
制度の上では一定の前進が見られました。しかし，児童福祉行政を支える人的・
物的体制は今なお十分ではなく，一度は児童相談所が関与したにもかかわらず結
局子どもが死亡する事態に至ってしまう事案もなくならないなど，子どもを十分
に救済できる体制になっていません。私たちは，児童相談所への弁護士の関わり
を強化するための体制作りを行うとともに，虐待防止のための行政手続中に，子
どもが意見表明できる仕組みや，子どもの代弁者たる弁護士を選任できる仕組み
を取り入れるよう求めていきます。

７	 体罰及びその他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰（体罰等）
日弁連は，体罰禁止の法制化と啓発活動を通じた体罰等の根絶を求めてきまし
た。ＣＲＣは，体罰の撤廃は社会のあらゆる形態の暴力を減少させ防止するため
の鍵となるとし，第４回・第５回政府報告審査に基づく総括所見においても，体
罰禁止とともに意識啓発キャンペーンや積極的で非暴力的な参加型の子育ての推
進等の体罰解消措置の強化を勧告しました。世界保健機関（ＷＨＯ）や持続可能
な開発目標（ＳＤＧｓ）も，子どもに対する体罰や心理的攻撃をなくすことを目
標に設定しました。私たちは，今後も，国際的指標も導入した統一的データの収集・
分析に基づく効果的な体罰解消措置が講じられるように求めていくとともに，体
罰等を受けた子どもたちへの配慮，ケア，支援等の実現のために活動していきます。

８	 いじめ問題にともなう子どもの人権侵害の根絶
２０１３年６月にいじめ防止対策推進法が成立しました。同法は，いじめを加
害者と被害者の二者間の対立的構造と捉え，被害者側には支援，加害者側には指
導という対峙的な対応を基本姿勢とするなど，いじめの本質や背景を捉えない不
十分なものです。私たちは，同法に基づいて定められた「いじめの防止等のため
の基本的な方針」（国の基本方針）において，これらの問題点のいくつかが改善さ
れたことを評価し，その運用の推移を見守りつつ，さらなる改善の働きかけを続
けています。
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また，同法施行後の運用に見られる諸課題に対処するため，同法の広汎ないじ
め定義の改善や，いじめの有無に関わらず心身の苦痛を感じて苦しんでいる子ど
もへの対処が実現するよう取り組んでいきます。
さらに，国の基本方針で，自治体等に設置する組織，特に重大事態に対処する
調査委員会に，中立性と公平性を保つため，専門的知識を有する者として弁護士
の参加を図ることが求められたことに対応し，期待される役割を果たし得る適切
な弁護士の参加が確保されるよう条件を整える取組を続けます。
あわせて，子どもの人権相談窓口の設置や学校におけるいじめ予防授業の実施

など，いじめによる人権侵害の根絶に向けた取組を強化します。

９	 少年司法
少年司法の分野では，２０００年以降に少年法が次々「改正」され，刑罰化・
厳格化に大きく舵を切り，触法少年に対する警察の調査権を認め，非公開の少年
審判で被害者が傍聴することを認めるなど，少年の健全育成ないし成長発達権保
障という少年法の理念が大きく後退しました。私たちは，少年司法が本来の役割
を果たすことができるよう制度改善に取り組みます。同時に，少年保護のために
はすべての少年事件に弁護士が付添人として関わることが必要です。２０１４年
の改正により国選付添人対象事件が拡大されましたが，２０１６年の刑事訴訟法
改正により，２０１８年６月から，被疑者国選弁護制度の対象範囲が，被疑者が
勾留されたすべての事件へと拡大されたことにより，被疑者国選弁護人は選任さ
れているにもかかわらず，家庭裁判所送致後に国選付添人が選任できないという
問題が再び生じています。私たちは，全面的な国選付添人制度の実現のため，引
き続き取り組みます。
また，２０１４年改正においては，検察官関与対象事件の範囲の拡大，有期刑
の上限引上げ等もされています。少年の健全な育成という少年法の目的にもとる
運用がなされないよう注視します。

１０	 施設内の人権侵害
本来，少年を保護すべき少年院等の矯正施設や児童養護施設等の福祉施設にお

いて，職員からの体罰や子ども同士のいじめなどの人権侵害行為が後を絶ちませ
ん。日弁連は，施設内の子どもたちが安心して暮らせるよう，人権侵害防止策を
求めてきましたが，矯正施設においては，弁護士など第三者の有識者で構成する
視察委員会として実現しました。
今後は，視察委員会が実効性のあるものとなるよう，委員として貢献し得る弁

人権のための行動宣言2019.indd   22 2019/09/12   18:43



23

護士を養成するほか，その運用などを注視していくとともに，福祉施設においても，
措置された子どもの声を第三者が聴き取る仕組みを作るなど，実効性のある人権
侵害防止策を求めていきます。

１１	 子どもの人権の救済手段
子どもが司法にアクセスする道は，ほとんど開かれていません。子どもの人権

を救済するためには，親権者の同意なく，弁護士を依頼したり，人権救済機関に
アクセスできるようにすること，民事法律扶助制度を拡充し，弁護士費用を公的
に負担する仕組みを創設することが必要であり，私たちはその実現を求めていき
ます。
また，ＣＲＣが総括所見で懸念したように，日本には子どもの権利条約の実施
状況を監視するための独立した監視制度がありません。子どもの人権救済に関わ
るオンブズパーソン制度を設置している自治体もありますが，私たちは，このよ
うな自治体レベルの制度を広めるとともに，全国的規模での制度を創設するため，
広く市民と国にその必要性をアピールするとともに，これに貢献し得る弁護士の
養成に力を入れていきます。

	 消費者の権利

１	 消費者行政の推進
事業者と消費者の間には情報の質及び量並びに交渉力の格差が存在していま

6

食の安全，食品偽装・表示問題や，製品・薬害事故，さらに高齢者や障がい
のある人を狙った悪質な商法，投資被害，若者のマルチ商法被害，インターネ
ットに関する被害など，消費者被害は後を絶ちません。また，消費者の権利を
確立し，消費者を権利主体として位置づける視点から，法律や制度等諸条件を
これまで以上に整備する必要があります。
消費者被害をなくし，消費者にとって安全で公正かつ持続可能性のある社会

を実現し，消費者の権利を確立するために，力を尽くします。
具体的には，全国の弁護士会の各種消費者問題や公益通報の相談窓口の充
実・強化を図り，消費者行政を推進し，法律や制度の整備，司法制度の充実，
消費者団体等との連携を図り，消費者が主役となる「消費者市民社会」の実現
に向けて様々な活動に取り組んでいきます。
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す。これらの格差を解消し，消費者の権利を確立するためには，法律や制度の整備，
司法制度の充実等が必要となりますが，その前提として，消費者庁及び内閣府消
費者委員会を中心とした消費者行政を推進していく必要があります。他方，消費
者にとって安全で公正かつ持続可能性のある社会を実現し，消費者の権利を尊重
する消費者志向経営を推進することは，事業者にとっても長期的利益をもたらす
ものでもあります。２００９年９月に発足した消費者庁と内閣府消費者委員会が
発足１０周年を迎えるにあたり，省庁の縦割行政を是正し，地方の消費者行政を
強化すべく，消費者行政をこれまで以上に推進することが必要です。
消費者が社会の発展と改善に主体的・積極的に参加する社会への転換が求めら

れています。消費者は，情報に基づき商品・サービス，そして企業を選択する経
済主体であるだけでなく，困窮者への支援を行うなど，社会の変革主体としての
役割も重要になってきています。消費者自身がこうした役割を果たすためには，
消費者が消費者市民社会の一員として，主体性を持って社会の発展と改善に積極
的に参加することができるための条件整備が大切です。そのためには，行政，立法，
司法，消費者団体，消費者等が密接に連携し，制度の改善等について一緒に協議
していく仕組み作りも必要となります。
私たちは，消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会を

実現するために，より一層の消費者行政の推進を求めていきます。

２	 法律や制度の整備
消費者被害をなくし，消費者市民社会を実現するという観点からは，産業育成
省庁に業者規制権限を与え，消費者保護はその反射的効果としてしか認めないと
いう旧来の立法姿勢を改め，消費者の権利を確立し，消費者を権利主体として位
置づける視点からの法律や制度の整備が求められます。例えば，公益通報者保護
法の改正，製造物責任法の改正，特定商取引法（特定商取引に関する法律）の改正，
消費者契約法の改正，住宅安全基本法の制定，消費者の視点に立った独占禁止法
（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律）・景品表示法（不当景品類及
び不当表示防止法）の拡充，包括的な消費者保護法制の導入，金融サービス法の
制定，事故情報の収集・分析・公表制度の充実，リコール制度の充実，食品表示
制度の充実，不招請勧誘規制，適合性原則の徹底，多重債務被害の撲滅や生活困
窮者のためのセーフティネットの拡充等が考えられます。
私たちは，法律や制度の整備に向けて，積極的に行動していきます。
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３	 司法制度の充実
個々の消費者被害の回復を阻害する事情を排除し，被害回復手続の実効性を高

めるために，弁護士法や民事訴訟法，民事執行法等の運用の改善や改正により，
事業者と消費者との間にある格差を是正し得る適切な情報収集を可能とし，民事
司法制度全体への信頼感の低下の原因ともなっている民事執行制度の実効性を確
保し得るよう，消費者の立場に立って活動していくことが求められています。
また，２０１３年に消費者被害の集団的な回復のための消費者裁判手続特例法
が制定されましたが，重い立証責任や長期裁判，低い損害賠償額しか認めない旧
来の司法制度は変わっていないうえ，過重な制度設計のために十分に活用されて
いるとは言えません。これらを打破し，消費者のための裁判を実現するためには，
証拠収集手続を改め，立証責任の転換や専門技術訴訟審理の工夫等により裁判シ
ステムを改善するとともに，消費者裁判手続特例法やＡＤＲ（裁判外紛争解決手
続）制度の一層の改善・充実を図る必要があります。
また，多数の消費者に被害を生じさせた事業者の違法な収益を剥奪し，被害者
を救済するため，行政機関が消費者に代わって損害賠償請求等の訴訟を行う制度
や違法な収益を剥奪するための訴訟手続等，外国の制度を参考にした新たな訴訟
制度の導入，課徴金制度等を活用して被害者に分配する制度の導入を図る必要が
あります。さらに，これらの制度の実効性を確保するために，事業者の財産の隠
匿または散逸を防止するための保全制度を導入するなど充実を図る必要がありま
す。
私たちは，司法制度の充実を図るために，積極的に行動していきます。

４	 消費者団体等との連携
消費者の権利を確立するためには，消費者と消費者団体等との連携がこれまで

以上に重要となり，そのためには消費者と消費者団体が主体的に活動できる条件
の整備が不可欠となります。具体的には，消費者団体に対する財政支援など消費
者団体が経済的に成り立つ工夫が必要です。
また，高齢者や障がいのある人の消費者被害の予防・救済は，福祉部門（福祉
団体，行政の福祉関連部署）との協力・連携なくしては実現できません。消費者
安全法１１条の３に規定されている消費者安全確保地域協議会への積極的な参加
も含めて，今後もより一層，連携の推進を図る必要があります。
私たちは，消費者と消費者団体・福祉部門との連携を推進するために，積極的

に行動していきます。
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５	 消費者市民社会の実現
消費者と事業者の間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差を解消し，安
全で公正かつ持続可能性のある社会を実現するためには，消費者に十分な情報が
提供されるとともに，誰もが体系的な消費者教育を受けることが必要となります。
２０１２年に制定された消費者教育推進法（消費者教育の推進に関する法律）も，
単なる消費者被害防止等の知識の習得にとどまらず，批判的な精神をもって企業
を選択し，社会を改革し，環境に配慮し（ＳＤＧｓ等），国際的な視野を持つ主体
として行動できる消費者によって形成される「消費者市民社会」を求めています。
また，民法の成年年齢が２０２２年４月に１８歳に引き下げられることに鑑みれ
ば，若年者に対する消費者教育の抜本的な見直しは喫緊の課題と言えます。
事業者も，消費者から選択される時代への移行にともない，安全で公正かつ持
続可能性のある消費者市民社会の形成をめざすとともに，自らの社会的責任（Ｃ
ＳＲ）を自覚し，消費者と事業者が共に利益を享受し得る社会の実現に向けて最
大の努力が求められます（消費者志向経営）。
私たちは，「消費者市民社会」を実現するために，積極的に行動していきます。

	 労働者の権利7

すべての労働者が，人間らしい労働（ディーセント・ワーク）ができるよう，
労働者の権利を確立するために以下の目標に向けた活動に取り組みます。
１		 正規雇用が原則であり，有期雇用を含む非正規雇用は合理的理由がある例
外的場合に限定されるべきであるとの観点に立った，労働法制と労働政策の
抜本的な見直し

２		 パート，派遣，契約社員などの均等・均衡待遇の実現，不当な雇止め，派
遣切りをさせないこと，違法派遣のみなし雇用の実現等，非正規労働者保護
のための労働法制の整備

３		 長時間過密労働や残業代不払い，労働安全衛生違反，多重派遣・偽装請負
等の労働諸法規の違反行為の監視，是正

４		 パワハラ・セクハラ行為等職場内の人権侵害の根絶
５		 最低賃金の大幅引上げ
６		 利用しやすく効果の高い職業教育・職業訓練制度の確立
７		 公契約条例の制定の促進
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１	 労働法制の規制緩和
憲法には，国民の労働の権利及び義務，労働条件に関する基準の法定化，労働
者の団結権・団体交渉権・団体行動権（争議権）の保障が定められ，憲法上の権
利を保障するため，労働基準法，労働契約法，労働組合法等種々の法令等が定め
られています。
これら労働法制は，労働者の命と健康を守るために非常に大切なルールを定め
ているものですが，市場中心主義のもとに規制緩和が推し進められてきました。
労働者派遣法（労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に

関する法律）は，度重なる改正によって対象業務の拡大や有期労働の契約期間の
緩和がなされてきたところ，２０１５年９月の改正では，派遣労働者について，
派遣元で有期雇用か無期雇用かで区分けした上で，派遣元で無期雇用されている
派遣労働者については期間制限が撤廃され，有期雇用されている派遣労働者につ
いては，派遣労働者個人単位で３年を上限とする期間制限が設定されました。し
かし，派遣先・派遣元事業者が３年経過するごとに派遣労働者を入替えさえすれ
ば派遣労働を永続することが可能となり，直接雇用の原則から導かれる常用代替
の防止という規制原理がほぼ骨抜きになってしまいました。
労働者派遣法については，正社員が原則であるとの観点から，登録型派遣・製
造業務派遣の全面禁止，労働者派遣の臨時的・一時的業務への限定，業務単位
での派遣期間制限の厳格化，違法派遣の場合の正社員と同一の労働条件での直接
雇用みなし制度，派遣労働者と派遣先の正社員との均等待遇等，労働者の地位を
安定化させるために規制を強化する方向での抜本改正を求めていく必要がありま
す。
また，労働契約法が改正され，５年を超える有期労働契約については労働者に
無期転換を申し込む権利が付与されたほか，有期労働契約を理由とする不合理な
差別が禁止されました。しかし，有期労働契約の無期契約への転換については，
有期労働契約の「通算契約期間」の上限を最長でも３年とし，上限を超えた場合
には無期契約への転換とみなす出口規制を設けるとともに，期間の算定にあたっ
ては「空白期間」を設けないようにすべきです。

２	 働き方改革関連法
２０１８年６月，働き方改革関連法（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）が成立し，時間外労働の上限規制（月４５時間・年３６０時間）
の導入，年次有給休暇の最低５日間の取得義務化，非正規労働者の仕事内容や配
置転換の範囲が正社員と同じである場合は賃金，その他の待遇の差別的取扱の禁
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止，勤務間インターバルの導入の努力義務化などが定められました。これらにつ
いては，不十分ながら労働者の地位向上に資するものであり，一定程度評価でき
ます。
しかし，臨時的な特別な事情がある場合においては，時間外労働は年７２０時
間とし，時間外労働・休日労働の合計は単月１００時間未満，連続した１か月な
いし６か月のいずれの平均においても８０時間以内とする例外が認められました。
また，特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）が導入
され，一定以上の収入がある高度専門職の労働者を労働時間の規制から外す仕組
みが創設されました。これらについては，長時間労働を助長しかねないものであり，
労働者の命と健康を脅かすものです。

３	 労働者を取り巻く現状
経済界は，従来の日本型雇用システムを転換させ，終身雇用の正社員を基幹職

に絞り込み，専門・一般職は昇給，退職金，年金がなく有期雇用の非正規社員に
シフトする雇用改革を行ってきました。大企業は，「必要な時に，必要な技能をも
つ労働者を，必要な人数だけ動員できる体制」を構築し，これによる労働コスト
の削減と固定費の変動費化をめざして大規模なリストラを断行し，正規雇用を減
らし，パート，アルバイト，契約社員，派遣・請負労働者といった多様な形態の
非正規雇用への置換えを急激に進めていきました。
非正規労働者は，正社員と同一の労働に従事している場合であっても，地位が
不安定であるばかりでなく賃金水準は低く，均等・均衡待遇がなされているとは
言えません。そのため，生活保護水準以下の生活を余儀なくされている非正規労
働者が多数存在します。近年は，有期雇用契約の無期転換の影響による雇い止め
の問題もあります。他方，正社員についても，人員削減，退職強要，整理解雇等
による地位の不安定化という問題があります。
また，長時間労働，過大なノルマ等の問題は依然として改善されておらず，「ブ
ラック企業」「ブラックバイト」という言葉が定着し，過労自殺の事件が大きく報
道されるなど，従業員に劣悪な労働環境を強いる企業も後を絶ちません。長時間
過密労働が横行し，その結果，脳・心臓疾患による過労死だけでなく，過労自殺
も多発しています。さらに，うつ病，自律神経失調症などの精神・神経疾患に罹
患する労働者も少なくなく，家庭崩壊などの問題を引き起こすこともあります。「名
ばかり管理職」に見られるように，労働基準法上の管理監督者該当性がないにも
かかわらず時間外賃金を支払わない，サービス残業を強要するなどの労働基準法
違反や，派遣労働者について，二重，三重派遣や偽装請負などの労働者派遣法違
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反も横行しています。
さらに，職場内での「いじめ・嫌がらせ」も目立っています。女性労働者，特
に非正規労働者，シングルマザー，新入社員などに対するセクハラ・パワハラ行
為が顕著であり，これらのセクハラ・パワハラが原因となって退職せざるを得な
くなったり，精神・神経疾患を発症する被害者も少なくなく，うつ病や心理的疲
労による自殺も多発しています。
このような様々な法違反や職場で起こっている問題について，労働行政が積極
的に是正をしていくことが求められていますが，労働基準監督署の人員は不十分
だと言わざるを得ず，労働基準監督官を増員し，労働基準法の遵守を徹底させる
監督体制を整えるべきです。２０１８年７月から，労働基準監督署の一部業務が
社会保険労務士等に民間委託されていますが，適切な労働監督行政が実施されて
いるかについては，注視していく必要があります。

４	 私たちの活動
仕事をすることの意義は，単に生活を維持するための手段というだけにとどま

らず，人々が自己のアイデンティティを自己や周囲に確認させる活動であり「生
きがい」を見出すものでもあります。
私たちは，すべての働く人々が，権利保障，社会保障が確立され，自由と平等，

生活の安全が保障されている，人間としての尊厳を保てる仕事（人間らしい仕事
＝ディーセント・ワーク）ができるように全力を尽くします。
具体的には，引き続き労働法制の規制緩和に反対し，労働者派遣法の抜本的な
改正を求めるなど非正規労働者の権利を守り，正規雇用を原則とする労働政策と
労働法制を確立すること，均等待遇の原則を確立すること，最低賃金を大幅に引
き上げること，すべての人が，能力を発揮でき，差別されることなく人間らしい
生存を確保し得る良好かつ安定した労働に従事できるよう，十分な職業教育・職
業訓練を受け，必要な職業紹介や就労支援を受けられるようにすること，労働関
連法規違反の違法行為を根絶すること，パワハラ・セクハラの根絶などをめざし，
相談や支援の活動を含め，諸活動を積極的に展開します。また，全国の自治体に
対し，公契約に基づいて労務に従事する者たちの適正な労働条件を確保するため
に，公契約を規制する条例（公契約条例）を積極的に制定することを要請し，国
に対し，公契約法を制定すること，及び公契約条例制定に向けて全国の自治体を
支援することを要請していきます。
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	 貧困と人権

１	 貧困者の増大とその要因
経済大国といわれる現代日本において，貧困や格差が急速に拡大し，「健康で

文化的な最低限度の生活」を維持できない人々が増大しています。
失業者が増加し，不安定就労や低賃金労働によって働いても人間らしい生活を
営むに足る収入を得られないワーキングプアも急増しています。消費者金融から
の借入を増やして一層不安定な状態に陥る人も多く，社会から排除された人々の
餓死事件や，経済的問題を中心に複雑化した原因による自殺も相次いでいます。
このように，今日，人々は，日々の生活の安定を失い，不安を抱え，仕事，家族，
蓄え，住まい，健康，人との触れ合い，愛情等，人生において積み重ねてきたも
のを次々と喪失して社会から排除され，しかも，それが世代を超えて拡大再生産
されるという「貧困の連鎖」が生じています。
以上のような生活困窮者の増大と貧困の深刻化の要因は，主に，市場の障害物

や成長を抑制するものを取り除くという「市場中心主義」のもとにおける「規制
緩和」と政府活動の見直し（「小さな政府」，「官から民へ」）を進めた日本政府の「構
造改革」政策にあります。労働分野においては，「規制緩和」により，企業は雇用
を正規雇用から非正規雇用に置き換え，それが不安定就労・低賃金労働の増大を
もたらし，また，社会保障分野では，「小さな政府」への政府活動の見直しにより，
元々，勤労世帯を支えるセーフティネットが脆弱であったところに追い打ちをか
けるように社会保障費の抑制と負担増が進められました。
加えて，この「構造改革」は，規制を緩和し，市場競争を激化させる政策であ

るため，企業間の業績の差を拡大させ，それが，一部の富める人々と生活困窮者

8

すべての人々が健康で文化的な最低限度の生活を維持し，貧困に陥らないた
めに，社会保障制度を充実させることが必要です。国・自治体に対し，社会保
険中心主義から転換した税財源による普遍主義に基づく年金・医療・介護の実
現などを内容とする社会保障制度の見直し，公的融資制度の整備等，貧困や経
済的格差を是正する実効ある諸施策を求めていきます。
生活保護制度について，申請権の侵害をさせず，保護基準の切下げを速やか

に止めさせて元の基準に戻し，その積極的活用を図るとともに，より積極的に
生存権を保障する内実をもつ生存権保障法制に改正することを求めます。
また，深刻化する子どもの貧困や女性の貧困をなくすための政策を求めます。
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との間における経済的格差を一層際立たせることに繋がっています。

２	 生存権保障の現状
このような状況のもとで，生存権保障の現状には様々な問題があります。雇用
保険に加入していない労働者が多く，失業給付については５人に１人しか受けて
いません。また，国民の３割が加入している国民健康保険では傷病手当と出産手
当が条例による任意給付となっており，実態としては支給がありません。さらに，
国民年金の支給額は極めて低く，低所得の高齢者も増大しており，障害基礎年金
も障がいのある人の生活保障としては極めて不十分です。
社会保障の最後のセーフティネットとされる生活保護の申請窓口では，「稼働能

力がある」「扶養義務者がいる」「ホームレスである」「現住居の家賃が高すぎる」
等の理由で申請さえ受け付けないという明らかに違法な運用が横行し，さらに最
近では，老齢加算及び母子加算を廃止した上（母子加算はその後復活），基準額
の切下げも強行されました。貧困と格差が拡大している現代の社会状況において，
生活保護費の削減等の社会保障の引下げを行うことは，状況の悪化に拍車をかけ
るものです。
また，現在の生活保護制度の運用をみると，「真に保護に値する者の保護」と
いう名目のもと，「捕捉率」は極めて低く抑えられ，現実に生活保護を受けている
人の割合はこの制度を利用できる人の２割程度にとどまっていると推計されてい
ます。本来，制度を利用する権利のある多くの人々が，生活保護から排除されて
いるというのが実情です。このことは制度利用権者に対して行政による適切な相
談活動や助言がなされていなかったり，十分な広報や情報提供などにより制度の
周知徹底がなされていないことにも起因しています。
さらに，外国人に対しては生活保護法を適用することなく一部のみ準用すると
いう扱いが続いています。
このように，生活保護制度などのセーフティネットの機能不全が進んでいるた
め，病気や失業などにより収入が低下すると生活の崩壊に直結する構造が作られ
ています。特に子どもへの影響は深刻であり，貧困が子どもにまで拡大しています。
義務教育課程の就学援助の脆弱性や高等教育費用の高騰から，貧困層の家庭は，
子どもの教育費用について，過度の経済的負担を強いられています。その結果，
子どもの教育を受ける機会を十分に確保できず，貧困の連鎖に歯止めがかからな
い状態にあります。
また，子どもへの早期支援や安全な保育環境を重視した政策は乏しく，すべて
の子どもが良質な保育を受ける権利を保障し，これを享受できるよう，保育施設
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を量的に拡充し，かつ質的に向上させていく必要があります。
特に，ひとり親家庭の相対的貧困率は５割を超えており，子どもの養育を社会
全体で支えるという視点に立った社会的支援が不可欠です。

３	 国・自治体の責務と私たちの活動
そもそも，健康で文化的な生活を営む生存権を保障する憲法２５条，個人の尊
厳原理に立脚し，幸福追求権について最大の尊重を求めている同１３条，そして，
すべての人の「適切な生活水準の権利」の実現を求める国際人権（社会権）規約
１１条に照らせば，本来，国及び自治体には，貧困の連鎖を断ち切り，すべての
人の尊厳に値する生存を実現する責務があります。
そこで，私たちは，国・自治体に対し，貧困や経済的格差の拡大という実態を
直視し，これを是正する諸施策を実施するよう強く求めていきます。具体的には，
社会保障基本法の制定と社会保障のグランドデザインの策定，社会保険中心主義
から転換した税財源による普遍主義に基づく年金・医療・介護の実現などを内容
とする社会保障制度の見直し，公的融資制度の充実など，人間らしい生活を保障
するセーフティネットの構築，特に，最後のセーフティネットである生活保護制
度については，制度が十全に機能するよう，運用の改善，老齢加算等の復活，生
活保護基準を元に戻すこと，日弁連生活保護法改正要綱案の実現などをめざしま
す。また，子どもの貧困対策推進法（子どもの貧困対策の推進に関する法律）に
基づき，貧困の実態調査，期限と目標を定めた対策の実行を求めるとともに，早
期支援としての保育の充実，教育の無償化など，子どもの貧困をなくすための各
施策や，女性の貧困の解消に向けた各政策，職業訓練，医療，住宅など，広い視
野に立った社会保障政策の充実，自殺対策の推進，担税力に応じた税制の再構築
などの各施策を求めます。
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	 外国人・難民・民族的少数者の権利の保障

１	 外国人
入管法改正もあり，外国人労働者受入れの議論が積極的になされています。し

かし，人権侵害が相次いだ技能実習制度は存続し，受け入れた外国人に対する支
援のあり方についても課題が残されています。今後も，国境を超えた人の移動は
さらに盛んになり，日本に在留する外国人の数がますます増え，多様化すること
が予想されます。しかしながら，日本における外国人に関する法制度は，もっぱ
ら外国人を在留管理の対象とするものであり，外国人の人権保障を目的とした法
律はありません。裁判所も，「外国人の人権は，在留制度の枠内でのみ保障される」
という最高裁マクリーン事件判決の立場を堅持しています。
日本に在留する外国人は，非正規に在留する外国人も含めて人権享有主体です。
私たちは，外国人・民族的少数者の人権基本法の制定を引き続き求めるとともに，
以下の取組を含め，外国にルーツを持つ人々と共生する社会の構築に寄与します。
また，外国人労働者の受入れの議論については，適切な受入れ制度が整備される
とともに，受入れ後の外国人労働者の権利が確実に保障されるべきであるという

9

１		 外国人の人権享有主体性及び民族的少数者の固有の権利の確立のために
努力し，外国にルーツを持つ人々と共生する社会の構築に積極的に寄与しま
す。人権諸条約に準拠した在留制度の運用，医療，社会保障等のアクセスの
確保，外国にルーツを持つ人々に対する不当な差別や不合理な権利の制約の
廃絶，特定の民族集団に対する憎悪を煽り立てる言動の防止，政府・自治体
による日本語教育や民族的アイデンティティを確保するための教育の機会
の保障のために行動します。これらのために外国人・民族的少数者の人権基
本法制定を求めます。

２		 外国人労働力受入れの議論については，技能実習制度の廃止を引き続き求
めるとともに，外国人労働者全般の権利の保障の観点から，積極的に意見を
述べ，政策に反映させます。

３		 難民については，条約上の「難民」が漏れなく認定を受けて保護される制
度が早期に確立されるべきであり，そのために，新たな難民認定機関の設立，
適正手続の保障，さらには，難民認定申請者や難民認定を受けた者の生活保
障のための制度整備をめざします。

４		 人権保障の視点から，国籍法の改正を検討・提言していきます。
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観点から，積極的に意見を述べ，政府の政策に反映するように求めていきます。
⑴･･ 公的社会への参画
･ ･ 永住者等への地方参政権付与をはじめとする立法への参画，公務員への就任
などの行政への参画，司法への参画の保障を求めます。司法参画の見地から，
外国籍者の調停委員等への任命を求めていきます。また，公務員については不
合理な昇進差別の廃絶も求めていきます。
⑵･･ 出入国管理
･ ･ 国際人権法のもとでは，憲法や国際人権条約に定められた家族生活の保護を
受ける権利，子どもの権利，非人道的取扱いを受けない権利等により，在留管
理に関する国の裁量権は制限されます。この立場から，在留や入国の不当な拒
絶を防ぐよう活動するとともに，在留特別許可制度の運用を含め入管手続全般
の透明性を高めること，及び入管収容施設における不当長期の身体拘束や虐待，
医療体制の不備等の人権侵害についても早急な改善を求めていきます。
⑶･･ 労働・社会保障
･ ･ 外国人労働者が，労働法制による権利を実質的に保障されるよう活動します。
技能実習制度については早急な廃止をめざし，入管法改正によって導入された
特定技能制度については，適切な外国人支援がなされるよう求めていきます。
･ ･ また，医療・年金・生活保護その他社会保障等のサービスや法律扶助制度等
について，外国人に対しても可能な限り日本人と同様の保障を及ぼすことが必
要です。永住者等の生活保護受給権を法的な権利として確立するとともに，適
法な在留資格を有しない外国人についても，医療保護，母子保健など，最低限
の社会保障が認められるよう求めていきます。
⑷･･ 人身取引・ＤＶ被害女性
･ ･ 人身取引，ＤＶなどの被害を受けた外国人が実効的に救済されるような制度
の運用が重要です。人身取引の摘発例はなお少なく，被害者に対する支援も不
十分です。ＤＶ被害からの救済を求める日本人等の外国人配偶者の在留が保障
されるように，在留管理制度の改善を求めていきます。
⑸･･ 教育
･ ･ 在留の適法性を問わず教育を受ける機会を保障し，また，外国にルーツを持
つ子どもや成人の日本語教育の充実等の施策を行うとともに，公教育における
母語・母国語等の教育の機会や，民族学校，外国人学校を含む多様な教育の機
会を制度的に保障するよう求めていきます。
⑹･･ 在日コリアン
･ ･ 在日コリアンをはじめとする永住者等へのあらゆる法的差別をなくすように
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努力します。重度障がい者の無年金問題，及び，国籍条項の不遡及による事実
上の年金制度からの排除についても救済を求めていきます。同時に朝鮮学校に
通う生徒へのいじめや入居差別など，社会における差別をなくすための法的支
援にも取り組みます。
･ ･ 日本国籍を有しない者であっても国際人権（自由権）規約２７条の規定する
「民族的少数者」にあたります（国連自由権規約委員会一般的意見２３）。他方，
毎年１万人前後の在日コリアンが帰化により日本国籍を取得しており，また，
日本人との結婚により子どもが二重国籍を取得する例も増えています。日本国
籍を持つ人も含め，朝鮮民族である在日コリアンが，日本において，自己の文
化を亨有し，自己の言語を使用する権利が阻害されてはなりません。私たちは，
政府に対し，朝鮮学校その他の民族学校に対する補助金や公立高校授業料無償
化にともなう就学支援金，税務上の措置及び大学入学資格についての差別をな
くすように求めていきます。
⑺･･ 人種的憎悪を煽り立てる言動に対する反対
･ ･ ２０１６年５月２４日に成立したヘイトスピーチ解消法（本邦外出身者に対
する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律）は，施行後約
３年が経過しました。同法律の成立によって，差別的言動であるヘイトスピー
チが解消しなければならないものであることが定められましたが，法律におい
て明確に禁止とはされず，新たな法的規制は盛り込まれませんでした。また被
害対象者をそのルーツや在留資格で限定し，差別的取扱いは規制対象とされま
せんでした。
･ ･ また，ヘイトスピーチ解消法では，国や地方公共団体が，教育をはじめとし
て必要な取組を行うことを定めましたが，いまだ充分な取組がなされていると
は言い難く，地方公共団体においては，取組につき大きな格差が生じています。
･ ･ ヘイトスピーチは，憲法１３条が保障する個人の尊厳や人格権を傷つけるも
のであり，国際人権（自由権）規約及び人種差別撤廃条約（あらゆる形態の人
種差別の撤廃に関する国際条約）の観点からも許されません。私たちは，ヘイ
トスピーチ解消法の施行後の状況を踏まえ，差別的取扱いも対象とし，民族，
国籍，人種，世系に基づく差別を広く禁止する基本法の成立をめざすとともに，
ヘイトスピーチの解消，外国人に対する偏見差別解消のために取り組むべき課
題を検討・提案し，政府にその実行を求めていきます。

２	 難民
日本の難民認定制度については，日弁連の抜本的な改善策の提言も受けて，
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２００５年５月施行の法改正が行われ，難民不認定（一次）処分に対する不服審
査（二次）手続に，学者・弁護士その他の外部有識者が難民審査参与員として関
与する新たな「異議申立て」制度が作られました。２０１６年４月施行の行政不
服審査法改正後は，制度名称が「審査請求」制度に変更されたものの，難民審査
参与員を審理員と読み替えるなどすることにより，２００５年以降の制度枠組み
が実質的には大きく変更されることなく維持されています。
このように制度が推移する中，２００５年施行改正直後は，一次・二次手続と

もに，難民認定数・認定率が一旦は大きな伸びを見せたものの，２００９年まで
には認定数・認定率ともに減少傾向に転じ，認定数は２００５年改正前の水準に，
認定率は同改正前よりも遙かに下回る極めて低い水準（一次の認定率０．５％未満，
二次の認容率０．０５％未満）へと落ち込んでしまいました。その中で，２０１３
年以降は，法務大臣が難民審査参与員の認定意見に反して棄却の判断を行う事例
すらも散見されるようになっています。
一方，難民認定申請中の者の地位に目を移せば，「濫用」防止対策の名目で，
法務省が２０１５年９月と２０１８年１月に二度にわたる制度「見直し」を行っ
た結果，申請者の地位はそれ以前と比べて相対的に脆弱化し，就労や健康保険加
入を許されず，生活保護も対象外となった状態の申請者が急増している現状があ
ります。
以上述べたこの１０年間余の状況を踏まえれば，真の難民をもれなく保護する

ためには，従前から日弁連が提言しているとおり，法務省から独立し，専門性を
持った難民認定機関が必要であることは明らかです。また，現行制度のもとでも，
すべての証拠の開示，出身国情報の充実と共有，難民審査参与員の専門性・独立
性確保の保障といった喫緊の課題を解決する必要があります。
このような観点から，私たちは，新たな難民認定機関の設立，現行制度下にお
ける適正手続保障の推進，難民認定申請者や難民認定を受けた者への生活保障の
実現・充実などを引き続きめざします。

３	 民族的少数者・先住民族
⑴･･ 積極的措置を講じる義務
･ ･ 国際人権（自由権）規約２７条は，国家に対して民族的少数者の権利を保護
するための積極的措置を講じる義務を課しています。私たちは，政府に対して，
公的負担により，民族固有の文化，歴史及び言語を学ぶ機会を与えられるよう
に求めていきます。
⑵･･ アイヌ民族
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２０１９年４月に，いわゆるアイヌ新法（アイヌの文化の人々の誇りが尊重さ
れる社会を実現するための施策の推進に関する法律）が成立しましたが，アイヌ
民族に対する経済的格差や構造的な差別は依然として存在しています。私たちは
政府に対し，アイヌ政策を「先住民族の権利に関する国際連合宣言」に合致させ，
差別を是正し，権利を回復する措置をとるよう求めていきます。さらに先住民族
の文化享有権の内容として，民族教育を受ける権利及び伝統的な土地・資源利用
の権利を保障するよう取組を強めます。

４	 国籍
近時，新たに外国人労働者の受け入れ拡大のため入管法改正が行われ，日本に
生活する人々の国籍は今後ますます多様化して行くことが予想されます。また，
国際結婚は日常的にみられ，それにともない，日本をルーツにもつ子どもたちの
国籍も複雑化しています。国籍選択制度は，複数国籍を防止するために採択され
た制度ですが，国際的には複数国籍を容認する国が過半数を占めるようになって
います。日本政府の実務運用は不透明であり，広く当事者にその運用が知られて
いるとは言い難い状況にあります。
もとより，このような制度の維持は，父母の国籍が異なる子どもや，外国籍者
との結婚で複数国籍を取得した妻との関係では，国籍を恣意的に奪われない権利
の侵害となりかねません。
国籍は個人のアイデンティティとも深く連結しており，社会が多様化する中に
あって，自らの意思によらずに生来取得した国籍を奪われないようにする配慮が
一層求められています。これらの視点から，私たちは，少なくとも国籍選択制度
の適用範囲を限定し，さらに将来的には全面廃止を検討することを求めるととも
に，複数国籍の容認を積極的に検討するように求めていきます。さらに，国際的
な人の流れが活発化した現代社会にふさわしい国籍制度を，人権保障の視点から
提言していきます。
また，国籍留保・喪失制度も，国籍を喪失させられない権利を侵害するおそれ
があるうえ，最高裁判決に基づき改正された国籍法による非嫡出子の国籍取得手
続と比べても，平等原則に違反するおそれがあるため，是正を求めていきます。
さらに，２０１９年２月の国連子どもの権利委員会の日本政府に対する総括所
見を踏まえ，両親の国籍を承継できずそのままでは無国籍となる子どもに対する
出生時の日本国籍付与の運用見直しのほか，無国籍者保護の観点からの関連法の
見直し，無国籍認定手続の制定などを念頭に置いて，無国籍の予防・防止・保護
に関する情報を収集し，必要に応じ司法手続による支援や立法提言を行っていき
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ます。

	 生命・健康と医学・医療に関する人権の確立

すべての人は，到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有
しており（世界人権宣言２５条，国際人権（社会権）規約１２条），人間の尊厳を
前提として，インフォームド・コンセントを中心とした自己決定権を有すると同
時に，国に対して，安全で質の高い医療の提供を誰もが等しく受けられる体制を
整備し，医療の質を確保する制度を求める権利を有しています。また，「何人も，
その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない」（国際人権（自由権）規
約７条）という，医科学研究について被験者として保護される権利を持っています。
私たちは，「患者の権利の確立に関する宣言」（１９９２年人権擁護大会），「医
薬品被害の防止と被害者救済のための制度の確立を求める決議」（１９９８年人権
擁護大会），「人の誕生や受精卵・胚に関する先端医療・医科学研究のルール策定
を求める決議」（２００３年人権擁護大会），「安全で質の高い医療を受ける権利の
実現に関する宣言」（２００８年人権擁護大会），「患者の権利に関する法律の制定
を求める決議」（２０１１年人権擁護大会），「患者の権利に関する法律大綱案の提
言」（２０１２年）に示した患者の権利に関する法律，被験者保護法，生殖医療法
等の制定と医療事故調査制度や被害者救済制度の実現をめざす取組を強め，人間
の尊厳を保持し，生命・健康と医学・医療に関する人権の確立をめざします。

１	 医療事故調査制度の充実
安全で質の高い医療を受けることは，患者の権利の一内容であり，すべての人

の切なる願いですが，患者の生命や身体に被害をもたらす医療事故が続発してい
ます。発生した医療事故を調査し，原因を分析して同種事故の再発を防止して医
療安全に活かす制度が必要です。
私たちは，「安全で質の高い医療を受ける権利の実現に関する宣言」（２００８

年人権擁護大会）などで示したように，医療事故が発生した医療機関内において，
自律的かつ公正で客観的な調査が実施され，その院内調査の中立公正性を担保す

10

人間の尊厳を保持し，生命・健康と医学・医療に関する人権の確立をめざし
ます。
医学・医療をめぐる諸問題について，患者の権利に関する法律，被験者保護法，
生殖医療法等の法律を制定し，法による医学・医療の適正な規制を求めます。
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るために，医師など医療従事者のほか，患者の立場を代表する者や法律家などで
構成される公正で中立的な第三者調査機関の設置を求めてきました。２０１４年，
医療法の改正により，医療事故調査制度が導入されましたが，死亡事故に限定さ
れていること，遺族には事故調査を求める権限がないこと，院内事故調査の中立
公正性の担保が不十分であること等の課題を残しています。
私たちは，制度実施の実態を踏まえ，医療事故を適正に調査して，医療安全に
活かす医療事故調査制度の実現に向け引き続き取り組んでいきます。

２	 医療提供体制
医療提供体制の悪化は，医療の安全性や質を脅かす要因となります。そこで，
医師や看護師などの不足の解消，医師などの労働条件の改善や救急医療体制・地
域医療体制の充実などのために十分な予算措置を講じ，安全で質の高い医療を提
供するにふさわしい人的・物的な医療提供体制を整備することを，国に対し求め
ます。２０１４年医療法改正等によってこれらの一部の実現がめざされています
が，医療の効率的配分の視点が強く，なお，医療を受ける権利の視点に立った制
度の整備を求めていきます。

３	 ハンセン病問題
ハンセン病に対する隔離政策は，法の名のもとに実施された，わが国における

未曾有の人権侵害の一つです。しかし，従前，日弁連は，その廃絶に十分に取り
組むことがなく，また，人権救済申立てが，１９９６年８月に日弁連に移送され
たにもかかわらず，調査などに時間を要し，勧告が遅延しました。
それゆえ日弁連は，２００１年６月，政府に対して，ハンセン病の元患者に対
する経済的支援，適切な医療措置等の実施，偏見・差別を除去するための方策を
実現させること等を勧告するとともに，同年１１月，ハンセン病患者への人権侵
害を見過ごしたこと等について日弁連自身の責任を自覚するとともにハンセン病
問題の全面的な解決を図る特別決議を行いました。
しかし，それ以降もハンセン病患者であった人々の人権は，なおも十分には回
復されていません。ハンセン病患者を当事者とする裁判を特別法廷（隔離法廷）
で行っていた問題もその一つであり，厚生労働省が設置した「ハンセン病問題に
関する検証会議」最終報告書（２００５年３月）が隔離法廷は憲法違反と断じ，
また，隔離法廷問題が司法の場におけるハンセン病患者に対する差別であるにも
かかわらず，日弁連は，２０１５年８月に全国ハンセン病療養所入所者協議会等
から要請を受けるまで，具体的な取組を行いませんでした。その後，調査・検証
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を進めて，２０１７年１０月に「ハンセン病隔離法廷における司法の責任に関す
る決議」を行い，日弁連の取組の遅延について謝罪しました。
ハンセン病元患者・家族の方々に対する偏見・差別はいまだに社会に根強く残

っています。私たちは，ハンセン病元患者・家族の方々の被害回復がなされ，安
心して社会で暮らせるよう，今後ともハンセン病問題に取り組んでいくとともに，
ハンセン病問題から得た教訓を活かし，感染症患者に対する差別等の人権侵害の
防止に努めていきます。

４	 脳死・臓器移植
１９９７年，臓器移植法（臓器の移植に関する法律）が制定，施行され，事前に「自
分が脳死した場合には臓器摘出及び提供を認める」旨の意思表示を書面により行
っていた患者については，脳死段階での臓器移植が認められるようになりました。
しかし，法律施行後実際になされた臓器移植において，脳死判定方法の不遵守な
どの問題事案が生じました。
それゆえ，日弁連は，自己決定を根幹とする法律の枠組みを維持した上で，法
律の定義に合致する判定基準とすべきこと，中立公正な第三者機関によって臓器
移植実施例の検証を行うべきであることなどを指摘し，法律改正にあたっては，
議論を尽くした慎重な対応を行うよう求めてきました。
ところが，２００９年７月，本人の拒絶の意思表示がなく家族が同意した場合
にも臓器移植を認める改正法が成立しました。この改正は自己決定権を軽視する
ものであり，乳児や幼い子どもに関しては，事実上保護者に判断を迫るものです。
私たちは，脳死状態になった患者の自己決定権が万全に保障される内容への改
正を引き続き求めるとともに，法改正後の実施状況を詳細に公開することを求め，
その内容を検証し，臓器移植問題に取り組んでいきます。

５	 終末期（人生の最終段階）の医療のあり方
いわゆる延命治療の中止や不開始のみならず終末期（人生の最終段階）の医療
のあり方は，患者の権利に関わる重大な課題です。厚生労働省や各学会などがガ
イドラインを明らかにするなか，日弁連は，２００７年５月の尊厳死の法制化を
考える議員連盟の「脳死状態における延命措置の中止等に関する法律要綱（案）」
に対して意見書をとりまとめ，２０１２年３月には，同議員連盟による「終末期
の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」に反対し，「尊厳死」の法制
化に関するプロジェクトチームを設置して調査研究を進めてきました。
超高齢社会が進展するなか，誰もが最後まで自分らしく納得した医療・介護を
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受けることができるためには，どのような制度が必要であるのか，取組を進めて
います。

６	 医薬品被害発生の防止と救済
わが国では，薬害事件が繰り返されています。調査や勧告権限を有し，薬害被
害者や市民が委員として参加する独立性をもった機関の創設や，医薬品副作用被
害救済制度の拡充，薬害防止と被害救済のために積極的に取り組み，その実現を
めざします。

７	 先端医療・医科学研究
先端医療・医科学研究がどの範囲で許されるかについては法律で定めるべきで

あり，草案作成等立案段階から社会各層の多種多様な意見を反映させる必要があ
ります。近時，ゲノム編集による遺伝子改変を医療に応用する取組も進められて
いますが，特に人の誕生や受精卵・胚に関する先端医療・医科学研究が何の法的
制約もなく進められるならば，人間の尊厳自体が侵されかねず，慎重な議論が十
分になされる必要があります。
先端医療・医科学研究の現場における情報を収集・調査した上で，市民に対し

ては情報を提供し，社会的合意の形成に寄与する市民参加型の独立した行政機関
の設置を求めます。

８	 生殖医療
人の誕生や受精卵・胚に関する医学の進展には目覚ましいものがあり，実際に

臨床応用される生殖医療技術も拡大しています。こうした生殖医療技術は，家族
のあり方や，社会，文化等様々な分野に関わるものであり，また，女性の身体へ
の高度の侵襲をともなう技術も少なくなく，第三者の関わる生殖医療技術では，
生まれてくる子の法的地位が不安定であり，自己の出自を知ることも保障されな
いなど，様々な問題があります。
日弁連では，これまで，生殖医療技術の乱用を防止し，子どもの権利と尊厳を
保障する法規制等を求めるなど，生殖医療技術利用に関するあるべき法整備を求
めてきました。
しかし，現在もなお，生殖医療技術の一部の範囲に対して日本産科婦人科学会
の「会告」などの自主的ガイドラインが設けられているだけで，法的規制はなさ
れていません。
私たちは，生殖医療技術利用の是非やあり方について，生殖医療技術の乱用の

人権のための行動宣言2019.indd   41 2019/09/12   18:43



42

防止と人権保障のために必要な法的規制を求めていきます。

	 公害の根絶と環境の保全

わが国は，高度経済成長期に，利潤追求と国土開発を最優先させた経済活動と
経済政策によって，大気汚染や水質汚染などの深刻な公害や環境破壊が進行し，
多くの市民の生命・健康が奪われました。そして，その救済は，水俣病など今な
お重要な課題となっています。また，国土の激しい改変や乱開発は，自然豊かな
森林や，干潟，湖沼等の湿地を消失させ，人類存続の基盤である自然生態系や生
物多様性の危機を進行させるとともに，景観などの都市環境や健康で文化的な居
住環境（アメニティ）を破壊しています。さらに，軍事基地周辺の爆音，原子力
施設からの放射性物質，農薬等から発生する無数の有害化学物質，自動車排ガス
を原因とする微小粒子状物質，不法投棄をはじめとする廃棄物問題，マイクロプ
ラスチックによる海洋汚染なども，私たちの安全で健康，快適な生活を脅かす重
大な脅威となっています。
そして，何よりも，今や地球温暖化にともなう気候変動は，人類の生存を根底
から覆しかねない重大問題として認識されています。
公害と環境破壊，地球温暖化，生物多様性の喪失等の進行は重大な人権問題で

あり，環境権・自然享有権が確立された持続可能な社会の構築がますます重要と
なっています。
私たちは，以上のような公害・環境問題を克服するために，以下のとおり行動

します。
第１に，地球温暖化防止のための脱炭素社会実現に向けた行動は緊急の課題で
す。２０１８年１０月８日に公表されたＩＰＣＣ（国連気候変動に関する政府間
パネル）特別報告書を踏まえ，産業革命以前からの気温上昇を１．５℃にとどめ，
安定化させるために，２０５０年までにわが国の温室効果ガスの排出を実質ゼロ
に近づけるよう，社会における省エネルギー及び再生可能エネルギーの推進，実
効性のある炭素税や排出上限を設定した排出権取引制度の導入などについて，行

11

公害と環境破壊を根絶し，現在及び将来の世代が等しく自然の恵沢と良好な
環境を享受するために，また，環境権，自然享有権が確立された持続可能な社
会を建設するために行動します。
地球温暖化防止のための脱炭素社会実現に向けた行動に参加し，推進しま

す。
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政への働きかけをはじめ，広く社会に向けて行動すると同時に，私たち自身も環
境マネジメントシステムを一層進め，自ら率先してＣＯ２削減に取り組まなけれ
ばなりません。
第２に，水俣病，基地周辺の爆音被害などの公害被害の救済は，今も重要な課
題です。水俣病は，１９５８年に公式に確認されてから６０年を経過した今も，
被害の全面的救済が実現しておらず，軍事基地周辺の住民も，飛行機差止めや将
来請求を裁判所が認めないため，何十年にもわたって提訴を続けなければならな
い事態になっています。これらの被害救済のために尽力します。
第３に，新たな公害被害の発生と環境破壊を防止するためには，事後の救済だ

けではなく，予防原則に立った環境政策の実現が不可欠です。さらに，環境破壊
を事前に差し止める制度の確立が重要です。しかし，この点に関しては，近時，
環境権の一部とも言える景観権に関して，裁判所が景観利益を法律上の保護に値
すると認めるなどの前進が見られるものの，いまだ不十分であり，引き続き，環
境権・自然享有権の確立に向けて行動します。また，自然環境の改変に際し，そ
の破壊の回避，最小化を義務化するミティゲーション制度の確立をめざします。
第４に，環境情報の公開，環境ＮＧＯや市民の政策決定過程への参加，団体訴
訟制度（適格環境団体が環境保護のために差止・原状回復訴訟等を提起し得ると
する制度），市民訴訟条項（市民が環境保護のために行政や事業者等を被告とし
て訴えを提起できる制度）や環境ＮＧＯの司法手続への参加も重要課題です。原
発事故等に関して情報隠しが行われるなど，情報公開も依然として大きな課題と
なっています。
また，河川法などの一部法律で，市民の意見を反映させる措置をとることがで

きる旨の規定が創設されたものの，いまだ市民参加の制度は不十分であり，実効
的な役割を果たしていません。
欧米諸国ばかりではなく，アジア諸国でも環境ＮＧＯの参加の承認や市民訴訟
条項の導入などが進む中で，わが国の立ち後れは際立っています。
情報公開，市民参加，市民訴訟条項等に関しては，ＥＵを中心とするオーフス

条約（環境に関する，情報へのアクセス，意思決定における市民参加，司法への
アクセスに関する条約）が注目されており，わが国の条約の批准等によって国内
での法制化，制度化を図っていくために行動します。
第５に，日弁連，個々の弁護士が環境に配慮した行動を取ることも重要です。

日弁連も，２００８年３月，地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つであ
ることを認識し，全会員及び職員とともに，持続可能な社会の形成に向けて，環
境負荷の少ない組織づくりに取り組む旨の基本理念を宣言し，ＣＯ２削減に向け
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た環境マネジメントシステムを推進しています。これをさらに発展，充実させて
いきます。
私たちは，以上の諸課題に全力を挙げて取り組むとともに，２１世紀を真に「環
境の世紀」にしていくために，環境基本法，環境影響評価法などの環境法制をよ
り実効性のあるものとするよう，その改善に向けて努力します。

	 原発と人権

１	 被害の完全救済
福島第一原子力発電所事故（本件事故）は，福島県をはじめとする広範な地域

に深刻な放射能汚染をもたらし，現在も，その状況は継続しており，汚染水の流出，
放射性物質に汚染された廃棄物の処理など，様々な環境問題を引き起こし続けて
います。本件事故から既に８年を経たにもかかわらず，いまだに数万人もの人々
が避難生活を続けています。金銭的被害はもとより，多くの人々の生存権，幸福
追求権，教育を受ける権利，勤労の権利，居住の権利など，様々な基本的人権が
侵害されています。
国及び東京電力ホールディングス株式会社（東京電力）は，本件事故の加害者
であることを認識し，被害者に完全かつ早急な救済をしなければなりませんが，
近年，東京電力が原子力損害賠償紛争解決センター（原紛センター）の和解案を
受諾せず，被害回復を困難にしている事例が相次いでいます。
これらの救済のためには，①被害者が従来営んできた生活を完全に償うことを
基本とし，既に顕在化している被害について完全かつ早急に救済すること，②東
京電力は，原紛センターの裁定に従うこと，国は原紛センターの裁定に東京電力
への法的拘束力を持たせるための立法措置をとること，③本件事故による被害は
多岐にわたる，深刻かつ継続的なものであること等を重視し，継続的な被害調査
を行い，それを踏まえた損害賠償の指針の見直しを行うこと，④東京電力から被

12

１		 国及び東京電力に福島第一原子力発電所事故による被害の完全かつ早急
な救済を行うよう求めるとともに，私たちも全力を挙げて被害救済に取り組
みます。

２		 被ばくによる健康管理，健康被害の未然防止のための対策・法整備を求め
ます。

３		 原子力発電及び核燃料サイクルからの撤退を求めます。
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害者に支払われる損害賠償金をすべて非課税とするべく特別の立法措置を講じる
こと，⑤避難を選択する権利を実現し，またコミュニティを再建すること，等の
ため，諸制度の確立が必要です。
私たちは，国及び東京電力に被害の完全かつ早急な救済を行うよう求めるとと

もに，全力を挙げて被害救済に取り組みます。

２	 被ばくによる健康管理，健康被害の未然防止
本件事故による放射能汚染による健康被害も重大な問題です。被ばくした人の
健康被害について将来にわたり十分な対策を講じる必要があります。また，健康
被害を未然に防止するため放射能汚染から健康を守るための法整備は急務です。
①低線量被ばくが人の健康に及ぼす危険について科学的に十分に解明されてい

ないことを踏まえ，空間線量が年間１ミリシーベルトを超えることが推定される
全地域及び福島県の全域を「支援対象地域」，年間５ミリシーベルトを超えること
が推定される全地域を「特別支援対象地域」として，避難の権利を実質的に保障
するため必要な支援を行うこと，②内部被ばく検査を含む多角的な検査を無償で
受ける機会を被害者に保障し，検査結果を被害者にすべて直接開示すること，③
被ばく者健康手帳を被害者に交付し，生涯にわたる健康管理を可能にすること，
④事故収束作業や除染作業等に従事する労働者の健康管理を徹底すること，⑤食
品の安全基準については，内部被ばくの危険性を直視し，少なくとも外部被ばく・
内部被ばくを合計した年間実効線量が１ミリシーベルトを超えないよう見直すと
ともに，その後も予防原則の観点から最新の科学的知見を踏まえて可能な限り低
減すること，⑥これまでの公害対策と放射性物質による汚染対策等の総合した視
点に立ち，従来居住していた地域において本件事故以前の環境基準を確保し，新
たな汚染の拡大を防止するため，大気や土壌，海・川などの放射能汚染の実態を
継続的・包括的に調査・公表し，これに対処する全面的法整備を行うことが必要
です。

３	 原子力発電及び核燃料サイクルからの撤退
現在でも，本件事故の発生原因や具体的経緯すら明らかになっておらず，原子
力発電所（原発）の安全対策が確立される見通しはありません。原発は，たとえ
事故を起こさなくても，放射性廃棄物の処理・処分という解決困難で深刻な問題
をともないますが，とりわけ日本は世界で最も地震・津波等が集中して発生する
国であり，原発がある限り，重大事故の危険は常につきまといます。二度とこの
ような事故を起こさないため，原子力発電及び核燃料サイクルから撤退すべきで
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す。
①原発の新増設（計画中・建設中のものをすべて含む）を止め，再処理工場，

高速増殖炉などの核燃料サイクル施設は直ちに廃止すること，②高レベル放射性
廃棄物については住民合意を尊重し，安全な処分方法を早期に確立すること，そ
れまでは，重大事故に耐えられるよう，厳重に管理すること，③既設の原発につ
いて，運転（停止中の原発の再起動を含む）は認めず，できる限り速やかに，す
べて廃止すること，④今後のエネルギー政策につき，国民の意見を広く取り入れ，
再生可能エネルギーの推進，省エネルギー及びエネルギー利用の効率化と低炭素
化を政策の中核とすること，⑤原発に頼らない地域づくりを実現すること，⑥原
発輸出は相手国及び周辺諸国の国民に人権侵害と環境汚染をもたらすおそれがあ
るため，原発輸出政策は中止することが必要です。
私たちは，以上の諸課題に全力を挙げて取り組むとともに，事故の被害救済，
再発防止の双方から，損害賠償・健康管理・エネルギー政策などに関する諸法制
をより実効性のあるものとするよう，その改善に向けて努力します。

	 自然災害と人権

この約３０年の間に数々の自然災害が日本を襲いました。２０１１年３月１１
日に発生した東日本大震災では，地震や津波により甚大な被害が生じました
が，復興は十分に進んだとは言えず，震災から８年が経過した現在でもなお多
数の人が避難を強いられ，平常の生活を取り戻すに至っていません。その後も，
２０１６年４月の熊本地震，２０１８年の平成３０年７月豪雨をはじめ毎年のよ
うに災害が発生し，多くの被災者が苦難に直面しています。
日本国憲法は，基本的人権の尊重を基本原理としており，基本的人権は，一人

13

１		 日本は災害列島であり，災害による被害を避けることはできません。阪神・
淡路大震災や東日本大震災をはじめ，過去の数々の災害によって人々の人権
は危機にさらされてきました。国や自治体が十分な救済策をとり，被災者が
一日も早く被害から回復できるよう，全力で取り組んでいきます。

２		 自然災害によって被害を受けた被災者に対して，一人ひとりの「人間の復
興」を実現することをめざし，災害ケースマネジメントの実現をはじめ既存
の諸法令の改正や運用改善に取り組んでいきます。

３		 被災地域への公設事務所の開設及び弁護士の派遣，法律相談の充実を図る
などの支援を続けていきます。
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ひとりの個人を尊重し，生命・健康，平等，生活の維持，住まい，移転（避難），
職業選択，家族の結合，幸福の追求に至るまで，多様な観点から幅広く保障され
ています。災害の被害を受けている状態及び被害回復がなされずに放置されてい
る状態は，まさに基本的人権が侵害されている状態です。
私たちは，大災害の被災者が十分な支援を受け一日も早く被害から回復し，被
災者一人ひとりの「人間の復興」を実現するため，全力で取り組んでいきます。また，
今後も同様の自然災害が発生した場合に被災者が十分な支援を受けて被害回復を
図れるよう，以下のとおり取り組んでいきます。

１	 法整備への取組
⑴･･ 復興基本法について
･ ･ 災害が発生した場合に，その時点から復興の仕組みに関する法律を制定する
のでは，具体的な復興のための施策を速やかに講じることはできません。東日
本大震災では，東日本大震災復興基本法が制定されるまでに３か月を要しまし
た。こうした問題が生じないよう，将来の大災害に備えて，日本国憲法の基本
理念である基本的人権，国民主権，平和のうちに生きる権利を踏まえ，災害か
らの復興の仕組みを定める，憲法に即した恒久的な災害復興基本法を制定する
ことが必要です。同法には，一人ひとりの被災者の人権と自律的な意思決定の
尊重を明記するよう働きかけます。
⑵･･ 災害対策基本法の改正，運用改善について
･ ･ 災害対策基本法は，災害対策の基本理念を定め，国，地方公共団体及びその
他の公共機関などにより必要な防災体制を確立することや必要な災害対策の基
本を定めていますが，同法の改正や運用改善により，一人ひとりの個人と自治
体の主体性を重視し，防災計画の策定や避難区域等の設定・解除にも民意を反
映した仕組みを作るよう働きかけます。
⑶･･ 災害復興基金の創設
･ ･ 自然災害被災者の人権を十分に尊重した復興を実施するためには，多額の資
金を被災者の立場に立って有効に活用することが必要です。そこで，国は恒久
的な災害復興基金を創設し，発生した大規模災害ごとに被災地域に災害復興基
金を設置するよう働きかけます。
⑷･･ 災害救助法の運用について
･ ･ 災害救助法は，災害時に応急的に被災者に必要な救助を行うことを定めてい
ますが，災害救助法が人権に配慮した運用となっておらず，被災者に十分な保
護が行われていません。そこで，災害救助法を積極的に活用し，生業資金の給与，
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自己所有地内での仮設住宅の設置や仮設住宅入居後の食品供与，建物への応急
修理費の積極的な支給，応急仮設住宅などの運用基準等の見直し，弾力的な障
害物の除去を行うよう働きかけます。
⑸･･ 災害弔慰金法・災害関連死等について
･ ･ 災害弔慰金法（災害弔慰金の支給等に関する法律）では，災害弔慰金や災害
障害見舞金の支給対象が限定されているため，被災者の支援として十分ではあ
りません。そこで，迅速かつ広く弔慰金・見舞金が支給される仕組みを確立し，
弔慰金・見舞金の支給対象者を拡げるとともに増額し，生計維持者が亡くなっ
たか否かによる支給額の差を撤廃し，災害援護資金貸付につき無利息・無保証
の特例措置を恒久化するよう働きかけます。そして，災害関連死について被災
地の実情にあった認定ができるよう審査会を自治体に設け，複数の弁護士を同
審査会の委員に選任し，災害関連死を防ぐために事例を収集・分析・公表する
体制を整えるよう働きかけます。
⑹･･ 被災者生活再建支援法の改正
･ ･ 被災者生活再建支援法では，適用地域を都道府県，市町村単位で指定するた
め，同一災害により被害を受けても，行政区域が異なることで支援金の支給を
受けられないことがあります。また，建物は「半壊」や「一部損壊」が支援対
象にはならず，地盤そのものの被害も対象外です。支援対象は「住宅」に限定
され，個人事業者の生業に不可欠な事業用資産は支援対象ではなく，生活の再
建の支援として不十分です。そこで，地域にかかわらず同一災害で被害を受け
た場合には支援を受けられるよう改善し，支給要件を個人単位とし，建物の半
壊や一部損壊，地盤の被害，個人事業者の事業用資産の被害も支援対象とする
など，同一災害に同一の支援ができる制度になるよう改善を働きかけます。
⑺･･ 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの法制化
･ ･ 大災害により既存のローンの対象となっていた資産が滅失・毀損して返済が
不能もしくは著しく困難になるだけでなく，さらに，生活を維持・再建するた
めに同等のローンを負担しなければならない場合があります。これを救済する
ため自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン（被災ローン減免
制度）が制度化されましたが，これをより充実させるため，被災したローン債
権を一定の要件のもとに買い取る債権買取機構を設立する立法措置を講じるよ
う働きかけます。
⑻･･ 被災者，要援護者，避難者の情報共有
･ ･ 災害時には，安否確認や支援を行うために，特に高齢者や障がい者などの要
援護者，避難者等の個人情報を，自治体，医療機関，福祉事業者など支援にあ
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たる関係機関が共有すべきです。そのため，支援にあたる関係機関が個人情報
を適切に扱いながら共有して，被災者への支援施策を円滑に行うためのシステ
ムを，早急に整備するよう働きかけます。
⑼･･ 被災地における生活基盤の整備
･ ･ 国が，被災者の生活基盤の再生のため，被災地の鉄道等の交通機関等の復旧・
復興の費用を全額負担し，また，医療施設，介護施設，保育施設の再建・拡充
に財政援助する制度の構築を働きかけます。
⑽･･ 被災地における雇用創出
･ ･ 被災者を主体とした雇用創出と復興のため，被災した中小企業の再生，個人
や小規模の起業を支援する制度を整備するよう働きかけます。
⑾･･ 住民主体の復興まちづくりの実現
･ ･ 被災地の復興まちづくりには，被災地域住民の意向を十分に反映させること
が必要です。そのため，復興計画等の策定にあたっては，被災者の参画をはじめ，
合意形成に十分な時間と手続を尽くすよう求めていきます。
⑿･･ 災害時における民意の多様性の確保
･ ･ 災害の各段階（防災・応急対応・復興等）における意思決定の場に女性を原
則として半数参画させ，また，女性・高齢者・子ども・外国人・障がいのある人・
セクシュアルマイノリティ等からも十分意見聴取する制度を整備するよう働き
かけます。
⒀･･ 災害ケースマネジメントの実現
･ ･ 被災者一人ひとりに必要な支援を実施するため，被災者の個別の被災状況・
生活状況等を把握し，それに合わせて様々な支援策を組み合わせた計画を立て
て，行政・民間諸団体・専門家らが連携して支援を実施する仕組みである災害
ケースマネジメントの実現を働きかけます。

２	 弁護士会としての関わり
日弁連は，東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故，平成２８年熊本地震，
平成３０年７月豪雨による災害において，発災直後に対策本部を設置し，弁護士会，
弁護士会連合会や日本司法支援センターなどと力を合わせて，電話相談，被災地
域の避難所や自治体に弁護士を派遣して行う無料法律相談を実施してきました。
また，東日本大震災では，被災地域の弁護士会，弁護士会連合会とともに公設
事務所を設置したほか，被災地域の自治体へ弁護士を任期付公務員として派遣し
てきました。
私たちは，被災者支援，復興支援については，これまでの取組を継続していく
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とともに，今後懸念される自然災害に対する災害復興支援体制の整備に努めてい
きます。

	 刑事手続と人権14

１		 憲法と国際人権法の人権保障の規定に則った刑事司法を実現するため，次
の改革をめざします。
（1）	取調べの可視化（取調べの全過程の録音・録画）の全事件への拡大
（2）	取調べ立会権の明定
（3）	国費による被疑者弁護制度の逮捕段階への拡大，弁護人選任権の実質的
保障

（4）	代用監獄制度の早期廃止
（5）	接見交通権の確立
（6）	刑事手続における書面の交付等に関する規定の整備
（7）	未決勾留の代替制度（住居等制限命令制度）の創設，起訴前保釈制度の
実現，権利保釈制度の抜本的改革

（8）	全面的証拠開示の確立と起訴前の証拠開示制度の創設
（9）	検察官上訴の制限，無罪判決後の勾留の制限
（10）		少年，障がいのある人の権利保障
（11）		医療観察法の抜本的見直し
２		 裁判員制度の検証を続け，被告人の防御権を損なわない制度としていきま
す。

３		 再審支援活動に引き続き取り組むとともに，再審開始要件の緩和，再審請
求段階における全面的証拠開示，再審開始決定に対する検察官の不服申立制
度の廃止，無罪立証のためのＤＮＡ型鑑定利用の制度化など，無辜の救済と
いう再審制度の理念に沿った再審法制の改正を求めます。

４		 えん罪事件について，捜査，起訴及び公判など刑事諸手続の過程を調査し，
誤りの原因を徹底的に究明し，将来のえん罪防止へ向けた諸制度の運用改善
及び立法を提言するため，強力な調査権限を持った独立した第三者委員会を
設けるよう提言していきます。
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１	 憲法と国際人権法の人権保障の規定に則った刑事司法の実現
憲法は，刑事手続における人権の尊重と適正手続を保障しており，国際人権（自

由権）規約などの国際人権法は，被拘禁者の処遇基準などを規定しています。し
かし，わが国の刑事司法の現実は問題が多く，憲法が定める適正手続が真に保障
されているとは言い難いものがあります。わが国の刑事司法においても，憲法や
国際人権法に則った刑事手続を真に実現しなければなりません。身体不拘束の原
則を確立し，勾留期間の大幅な短縮をするとともに，不当な捜査が行われない仕
組みを実現することが必要です。
２０１６年，一部事件における被疑者取調べの全過程の録音・録画の義務化を
はじめとする刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し，２０１９年６月まで
にすべての規定が施行されました。本法律により，被疑者国選弁護制度の勾留全
件への拡大，証拠一覧表の交付等の証拠開示の充実，裁量保釈の判断にあたって
の考慮事情の明確化等，複数の重要な制度改正が実現し，全体として刑事司法改
革が確実に一歩前進したものと評価することができます。さらなる前進のために
も，施行３年経過後の見直しに向けた立法事実となる事例等の収集・分析を継続
的に行うことが不可欠です。また，残された諸課題についても，引き続きその実
現をめざす一層の努力が必要とされています。
⑴･･ 取調べの可視化（取調べの全過程の録音・録画）の全事件への拡大
･ ･ 密室である取調室の中で，捜査官による暴行・脅迫・利益誘導などの違法・
不当な取調べが行われ，虚偽の供述がなされてきたことは大きな問題です。違
法・不当な取調べを未然に防ぐには，取調べ状況の一部ではなく全過程を録音・
録画することが不可欠です。全過程の録音・録画により，取調べの適正確保に
役立ち，また，録音・録画媒体は，供述の任意性の判断のための証拠ともなります。
･ ･ ２０１６年の刑事訴訟法改正により録音・録画の義務が課されたのは，裁判
員裁判対象事件及び検察官独自捜査事件について，逮捕または勾留された被疑
者の取調べを行う場合に限定されています。えん罪を防止するためには，取調
べ録音・録画制度の対象を拡大し，在宅被疑者や参考人の取調べを含めて，す
べての事件の取調べの全過程の録音・録画を義務付けるべきです。また，供述
の任意性等を公正に判断するために，バイアスを与えるような不適切な撮影方
向で録画がなされるべきではなく，被疑者を正面から撮影する現在の方式は，
被疑者と取調官の双方を側面から平等に撮影する方法などに改められるべきで
す。取調べのビデオ録画が実質的証拠として使用されることについては，危惧
を表明する判決もあり，慎重に検討すべきです。
⑵･･ 取調べ立会権の明定
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･ ･ 犯罪の嫌疑をかけられた市民が最も弁護人の援助を必要とするのは，取調べ
の場面です。しかし，実務上，被疑者または弁護人がその立会いを求めても，
捜査機関は弁護人を立ち会わせることなく取調べを実施するのが通例となって
おり，取調べにおける弁護人の援助は妨げられています。検察官，検察事務官
または司法警察職員は，被疑者または弁護人の申出を受けたときは，弁護人を
取調べ及び弁解の機会に立ち会わせなければならない旨を刑事訴訟法上に明定
することを内容とする弁護人の取調べ立会権の実現を求めていきます。
･ ･ 弁護人は，取調べの方法について取調官に意見を述べること，取調べを中断
して被疑者にアドバイスすること，取調べの中止を求めることができることを
明記する立法を求めていきます。
⑶･･ 国費によるすべての事件の被疑者弁護制度の逮捕段階への拡大，弁護人選任
権の実質的保障
･ ･ 被疑者の権利を適切に守るためには，すべての刑事事件に弁護人が付される
仕組みが必要です。かつては，国費による被疑者弁護制度は認められていませ
んでしたが，２００６年から重大事件について実施されて以来，対象事件が拡
大され，２０１６年の刑事訴訟法改正により，国費による被疑者弁護制度はす
べての勾留事件に拡大されました。国連自由権規約委員会からも「逮捕の瞬間
から弁護士の援助を受ける権利」を勧告されており（第６回審査総括所見，パ
ラグラフ１８），今後 , すべての事件における逮捕段階からの国費による被疑者
弁護制度の創設を求めていきます。
･ ･ 逮捕された被疑者に対して，取調べを受ける前に弁護士の援助を受ける機会
を保障し，被疑者が申し出たときは，取調べを開始する前に，弁護士と接見を
させなければならないものとすべきです。２０１６年の刑事訴訟法改正により，
警察・検察・裁判所が身体拘束された被疑者・被告人に弁護人選任権を告知す
るときには，弁護人の選任の申出ができることを教示すべきことが定められま
した。弁護人選任権を実質的に保障するために弁護士会でも対応態勢を整備し
ていきます。
⑷･･ 代用監獄制度の早期廃止
･ ･ 勾留された被疑者は，警察施設ではない拘置所に留置すべきです。わが国で
は，依然として，警察施設内の留置施設が「代用監獄」として利用されています。
この代用監獄制度は，警察施設内の留置施設に勾留することによって，自白を
強要する温床となっています。国連人権理事会や国連自由権規約委員会，国連
拷問禁止委員会が，長年にわたって日本政府の報告書審査のたびに廃止を勧告
しています。現に，志布志事件，引野口事件，氷見事件，東住吉事件など，代
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用監獄を舞台とした深刻なえん罪事件が今でも発生し続けています。私たちは
代用監獄の早期廃止に向けて粘り強く活動していきます。
⑸･･ 接見・秘密交通権の確立
･ ･ 刑事訴訟法は，被疑者と弁護人との接見・秘密交通権を規定しています。し
かし，被疑者の取調べが弁護人との接見よりも優先されることもありますし，
検察官または警察官が，被疑者の取調べにあたり，弁護人との接見内容を聴取
する行為もいまだに後を絶ちません。また，接見室内での電子機器の使用が不
当にも妨害されたり，写真撮影や録音が不当に制限されることがあり，電子機
器による証拠の検討や弁護人による被疑者の受傷状況や精神状態の証拠保全が
妨げられています。秘密交通権を無視した信書の検査や接見等禁止決定を悪用
した授受妨害なども行われています。捜査機関や刑事施設等が，弁護人の接見・
秘密交通権及び正当な弁護活動を侵害することのないよう強く求めていきます。
･ ･ また，被疑者と法的助言者（弁護人となろうとする者も含む）の間で，秘密
の文書を作成して拘禁・捜査関係者に内容を知られることなく渡す権利は，国
際的に確立した被拘禁者の権利です。これに反する現行の法制を早急に改める
ことを求めます。
⑹･･ 刑事手続における書面の交付等に関する規定の整備
･ ･ 現行の刑事訴訟法・刑事訴訟規則の刑事手続における書面の交付等に関する
諸規定には，当事者主義の保障等の観点から，明らかに不備または欠缺である
と思われるものが含まれています。逮捕状・勾留状謄本の被疑者への必要的交
付，逮捕状・勾留状等の請求に際して裁判官に提供された資料に関する弁護人
の閲覧・謄写権の付与，判決書謄本の無償交付などの，刑事手続における各種
書面の被疑者・被告人及び弁護人への交付義務など，当事者対等の原則に基づ
く適切な規定を整備することを求めて行動していきます。
⑺･･ 未決勾留の代替制度（住居等制限命令制度）の創設 ,･起訴前保釈制度の実現，
権利保釈の抜本的改革
･ ･ ２０１６年の刑事訴訟法改正により，裁量保釈の判断にあたっては，事案の
軽重，被告人が罪証を隠滅しまたは逃亡するおそれの程度，勾留により被告人
が受ける不利益の内容及び程度その他の事情などを考慮要素とすべきことが明
記されました。身体拘束を利用して自白を迫り，被疑者・被告人を長期間勾留
する手法は，いわゆる「人質司法」として揶揄されてきました。この状況を打
破するために，未決勾留の代替制度を多数定めて被疑者ごとに裁判官が選択し
て適用する制度の創設，起訴前保釈制度の実現，権利保釈制度の抜本的改革を
求めていきます。
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⑻･･ 全面的証拠開示，起訴前の証拠開示制度の創設
･ ･ 捜査機関によって収集された証拠は，正しい裁判のために国費を用いて収集
したものであり，捜査機関のためだけのものではありません。適正な刑事手続
を実現し，誤った裁判が行われない司法の実現のために全面的証拠開示が必要
なことは，袴田事件など，再審請求手続の中でようやく開示された証拠の中に
無罪方向の証拠が含まれていた例があることからも明らかです。
･ ･ 国連自由権規約委員会からは「検察に公判提出予定以外捜査の過程で収集し
た証拠の開示義務がないこと」が懸念され，「法律と実務において弁護側がす
べての関係資料にアクセスすることができるようにして，防御権が阻害されな
いよう確保すること」（第４回審査，パラグラフ２６）を求められています。
･ ･ 公判前整理手続・期日間整理手続の導入や，被告人または弁護人の請求によ
り，検察官が保管する証拠の一覧表を交付することを検察官に義務付ける制度
の導入により，証拠開示制度は少しずつ拡充されていますが，公正な裁判を実
現するため，国連条約機関の勧告の実現に向けて，引き続き取り組んでいきます。
⑼･･ 検察官控訴の制限，無罪判決後の勾留の制限
･ ･ 罪を犯していない市民が，無罪判決を受けたにもかかわらず再び刑事責任を
問われることがないようにするため，検察官が事実誤認を理由として控訴する
ことを禁止すべきです。
･ ･ 判決で無罪の言渡しがあったときには，少なくとも，上訴審において当該判
決が破棄され，有罪が宣告されるまでは，当該被告人を無罪として扱うべきで
あり，身体を拘束すべきではありません。
･ ･ 検察官による上訴や無罪判決後の勾留の制限に関する規定を新設するために
も，行動していきます。
⑽･･ 少年，障がいのある人の権利保障
･ ･ 少年及び障がいのある人の取調べに際しては，その特性に配慮した捜査が強
く求められます。また，密室での取調べの弊害がより顕著であること及びその
脆弱性ゆえに権利侵害を受けやすいことから，全事件について取調べの可視化
（取調べの全過程の録音・録画），弁護人による取調べ立会権の確立が早急に求
められます。逮捕・勾留中の知的障がいや精神障がいがある人の取調べに関し
ては，検察庁では運用により現在，９割以上の事件は可視化されていますが，
少年事件においても可視化されるべきです。また，少年被告人の逆送事件の刑
事裁判では，少年の特性に配慮した手続が行われることが必要です。これらの
点についても，運用や制度の改善を求めていきます。そして，法律の適用年齢
を考えるにあたっては，立法趣旨や目的に照らして，各法律ごとに個別具体的
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に検討するべきであり，少年法２条の「成人」年齢を引き下げることについて
反対します。
⑾･･ 医療観察法の抜本的見直し
･ ･ ２００５年７月に医療観察法（心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った
者の医療及び観察等に関する法律）が施行されましたが，この８年間余りの運
用の結果，処遇要件の曖昧さなどの問題から，本来入院による処遇を受けるべ
きではない対象者が医療観察法に基づく入院による医療を受けていたり，地域
における精神科医療の貧弱さゆえに入院が長引いていたりなど，不適切な身体
拘束がなされているという例が報告されています。
･ ･ 日弁連は，精神科医療については，①地域社会に根差し，生活の場に直結し
た医療であること，②いつでも，どこでも自主的に受診できる医療であること，
③適正な医療水準が確保されるように人的・物的体制を確立することなどを求
めてきました。そして，このように精神医療施策を充実することこそが，精神
障がいのある人自身のための医療になると同時に，時として起きる不幸な出来
事を防止することにもなると訴えてきました。
･ ･ 私たちは，地域における精神科医療の水準を引き上げることを求めます。そ
して，不適切な身体拘束がなされている医療観察法については抜本的な見直し
をすることを求めますが，当面は，医療観察法に基づく処遇が身体の自由の制
約を含む強制医療であって，重大な人権制約を内容としていることに鑑み，で
きる限り厳格に運用するとともに，その運用について事後的な検証を進めるこ
とを求めていきます。

２	 裁判員制度の検証を続け，市民参加を積極的なものとし，被告人の防御権
保障をより万全なものとする制度をめざす
２００９年５月に裁判員制度が始まり，１０年が経過しました。直接主義・口
頭主義を意識した訴訟活動の浸透など，市民参加を契機として刑事裁判の法廷が
大きく変化したことは確かです。
日弁連は，裁判員制度が開始してからも，①公判手続（公訴事実等に争いのあ
る事件についての裁判員裁判対象事件の拡大，公訴事実等に争いのある事件にお
ける公判手続を二分する規定の新設，評決要件の改正等）, ②死刑の量刑判断（全
員一致制の導入），③少年逆送事件の裁判員裁判において少年法の理念に則るこ
と , ④裁判員の守秘義務の緩和 , ⑤検証機関設置の各制度に関する改正及び創設
に関する提言を行ってきました。制度開始から１０年が経過したことを契機とし
て，裁判員裁判の運用を改めて丁寧に検証し，被疑者・被告人の防御権を守る観
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点から，より良い制度にすることをめざしていきます。

３	 再審支援・再審制度
日弁連は，これまで多くの再審事件支援に取り組んできました。近年日弁連が
支援する事件のうち，２０１０年に足利事件，２０１１年に布川事件，２０１２
年に東電女性社員殺人事件，２０１６年に東住吉事件，２０１９年には松橋
事件について，それぞれ再審無罪判決を勝ち取ることができました。さらに，
２０１７年には大崎事件と湖東事件，２０１８年には日野町事件で再審開始決定
という成果を挙げてきました。しかし，その一方で，２０１８年に袴田事件につ
いて高裁で再審請求が棄却され，２０１９年に大崎事件について最高裁で再審開
始決定が棄却されました。２０１９年現在，日弁連では１４件の事件について支
援をしていますが，私たちは，これからも「疑わしきは請求人の利益に」原則を
明示した最高裁白鳥・財田川決定の趣旨を踏まえ，えん罪を訴える人たちの声に
真摯に耳をかたむけ，引き続き審査体制，支援体制を強化していきます。
また，再審開始が極めて厳しい要件のもとにしか認められず，長期審理のうえ
再審開始が決定しても検察官の不服申立てによって取り消され，再び振出しに戻
る現状を変えるため，再審開始要件の緩和，再審開始決定に対する検察官の不服
申立制度の廃止が求められています。私たちは，再審段階における全面的証拠開
示や無罪立証のためにＤＮＡ型鑑定をはじめとする科学鑑定試料の保存及び利用
の制度化なども含め，無辜の救済という再審制度の理念に沿った再審法制（刑事
訴訟法再審編）の改正を求めていきます。

４	 えん罪事件の原因究明と将来のえん罪防止
えん罪を根絶するためには，まずもってえん罪の発生原因を徹底的に究明する

ことが不可欠です。しかし，近年，足利事件，布川事件，東電女性社員殺人事件，
厚生労働省局長事件，東住吉事件，松橋事件など，数々の重大えん罪事件が明ら
かになったにも関わらず，これらえん罪の発生原因究明は，捜査機関において極
めて不徹底になされるか，どの国家機関においてもなされていないのが現状です。
これでは，えん罪を将来にわたって根絶するための刑事司法制度の確立など，到
底不可能と言うほかありません。
私たちは，えん罪事件について，その捜査，起訴及び公判など刑事諸手続の過
程における誤りの原因を徹底的に究明し，将来のえん罪防止へ向けた諸制度の運
用改善及び立法を提言するため，捜査から公判に至る刑事手続のすべての過程を
調査する強力な調査権限をもち，司法，行政機関から独立した第三者委員会を国
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会または内閣に設けるよう提言していきます。

	 重罰化・処罰範囲の拡大と人権

１	 重罰化・厳罰化の動きと実証的な検討の必要性
日本では，犯罪抑止のためなどとして，有期懲役刑の上限の引上げなど，重罰
化の方向での刑事立法が相次いで行われ，言い渡される刑も重罰化の傾向が強ま
っています。また，安全で安心なまちづくりのためという理由でゴミのポイ捨て
などの軽微な行為も犯罪とされるなど，マナーやモラルのレベルの行為について
も取締りの対象となりつつあります。「治安が悪化している」とする議論や犯罪被
害者の応報感情からの重罰化の議論や，犯罪防止のためには刑事司法の重罰化こ
そが有効であるとする主張もあります。
既に，２０１０年に刑事訴訟法が改正され，「人を死亡させた罪で禁錮以上の刑

に当たるもの」と死刑にあたる罪についての公訴時効が廃止され，それ以外の罪
についても大幅に公訴時効期間が延長されました。２０１３年には危険運転致死
傷罪の処罰範囲の拡張，自動車運転の死傷事犯に関する処罰規定の新設等を内容
とする自動車運転死傷処罰法（自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰
に関する法律）が成立し，また，２０１７年には刑法が改正され，性犯罪について，
従来の強姦罪の処罰範囲を拡張した強制性交等罪が新設され，非親告罪化がされ
ています。
しかし，国家権力，特に刑罰権の行使は，拘禁や生命の剥奪などの重大な人権
の制約をともなうものであり，立憲主義のもとでは，重罰化や犯罪化によって守
ろうとしている具体的な法益は何か，その法益を守るために真に必要かつ有効な
刑罰・施策であるかなどを，実証的な犯罪情勢の分析から検討しなければなりま

15

１		 法定刑の引上げ，量刑の重罰化などの刑事司法の重罰化，軽微なマナーや
モラルの問題を処罰の対象とする動きに対して，守るべき法益との均衡を害
していないか，犯罪抑止の見地から効果があるかなどを実証的な見地から検
討し，人権の制約が必要最小限のものか，明確な基準によるものであるかを
厳しく吟味していきます。

２		 犯罪の背景には貧困や差別などが存在することを見据えて，貧困や差別の
解消，生存権の保障などが犯罪を減少させる有効な方策であるという視点を
持ち，これらの施策を実現することが重要であることを訴えていきます。
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せん。「治安の悪化」とされているものが客観的な裏付けがあるものかどうか，行
動の自由を萎縮させないような明確な規定・基準に基づくものであるかなどを厳
しく吟味する必要もあります。
また，これらの点に関連して，公訴時効の延長・廃止についても，必要性の有
無や被疑者の人権の視点から慎重に吟味する必要があります。

２	 犯罪の背景としての差別・偏見などの障壁を取り除く必要性
また，犯罪の背景には，貧困，差別などを通じて生存権が十分に保障されずに
いること，幼少の頃からの被虐待体験などがあることも少なくありません。貧困
や差別を解消し，地域における多様性や寛容性を確保して，すべての人々が共生
することができる社会の実現をめざすことこそが，犯罪を減少させる近道にもな
ります。
私たちは，差別や偏見などの障壁を取り除き，社会保障を充実させ，教育や医
療などの施策を人的・物的に拡充するための取組を強めていきます。また，この
ような方向性が犯罪の減少にもつながることを社会に訴えていきます。

３	 国際的・国内的な場面における日弁連の活動
近時の刑事立法は，国際機関であるＵＮＯＤＣ（United･Nations･Office･on･
Drugs･and･Crime：国連薬物犯罪事務所*）や，政府間機関であるＦＡＴＦ（Financial･
Action･Task･Force･on･Money･Laundering：マネー・ローンダリング対策及びテ
ロ対策に関する金融活動作業部会）などで，条約の締結や勧告の実施などが行わ
れ，そこで規定された刑事立法強化の方針が各国の国内立法にも影響を与えてい
ます。
国内でも，法制審議会や国会において，重罰化を支える議論として「治安の悪化」

などが強く主張されています。
私たちは，刑事立法におけるこれらの国際的，国内的な場面に積極的に参加し

て，前記１及び２で述べた視点からの意見を述べ，適切な提言を行っていきます。

＊･ 薬物規制と薬物犯罪防止に加え，人身売買や資金洗浄を含めた国際（越境）組織犯罪への対
応や汚職を含めた腐敗防止を目的として設立された国際連合の機関。
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	 死刑をめぐる人権

日弁連は，２０１１年の人権擁護大会において，死刑のない社会が望ましいこ
とを見据えて，「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め，死刑廃止
についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択し，その後，日弁連の活動の
成果や国内外の状況を考慮して，２０１６年１０月の人権擁護大会で「死刑制度
の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」（福井宣言）を採択しました。
刑罰制度全体の改革を考えるにあたっては，とりわけ，死刑制度が，基本的人
権の核をなす生命に対する権利（国際人権（自由権）規約第６条）を国が剥奪す
る制度であり，国連自由権規約委員会や国連人権理事会から廃止を十分考慮する
よう求められていることに留意しなければなりません。
近年，死刑制度を廃止する国は増加の一途をたどっており，２０１８年１２月
現在，法律上及び事実上の死刑廃止国は，世界の中で３分の２以上を占めていま
す。また，ＯＥＣＤ加盟国のうち法律上死刑を存置しているのは，日本・韓国・
米国の３か国ですが，このうち，韓国は事実上の死刑廃止国であり，アメリカも
５０州のうち２１州が死刑を廃止し，４州では州知事が死刑の執行停止を宣言し
ており，死刑を国家として統一して執行しているのは日本だけです。２０１８年
１２月１８日には，第７３回国連総会において，「死刑の廃止を視野に入れた死刑
執行の停止」を求める決議が，史上最多の１２１か国の賛成により採択されました。
死刑制度を残し，現実に死刑を執行している国は，世界の中では少数となって

います。国際社会の大勢が死刑の廃止を志向しているのは，死刑判決にも誤判の
おそれがあり，また，刑罰としての死刑にその目的である重大犯罪を抑止する効
果が乏しく，死刑制度を維持すべき理由のないことが次第に認識されるようにな
ったためです。

16

私たちは，国に対し，日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される
２０２０年までに死刑制度の廃止をめざすべきであること及び死刑を廃止する
に際して，死刑の代替刑を検討することを求めるとともに，その実現のために
全力を尽くします。
さらに死刑廃止について全社会的議論がなされる間，死刑判決の全員一致
制，死刑判決に対する自動上訴制，死刑判決を求める検察官上訴の禁止等に取
り組み，死刑に直面しているすべての人に対し，被疑者・被告人段階，再審請
求段階，執行段階のいずれにおいても十分な弁護権，防御権を保障し，かつ死
刑確定者の処遇を改善ずることを求めます。

人権のための行動宣言2019.indd   59 2019/09/12   18:43



60

日本では過去に４件の死刑確定事件について再審無罪が確定し，２０１４年３
月には袴田事件の再審開始決定がなされ，袴田氏は約４８年ぶりに釈放されまし
た。袴田事件は東京高等裁判所で静岡地方裁判所の再審開始決定が取り消された
ものの，弁護側の特別抗告により２０１９年７月現在，特別抗告審が最高裁判所
に係属中です。
死刑制度を存続させれば，死刑判決を下すか否かを人が判断する以上，えん罪

による死刑執行を避けることができません。さらに，わが国の刑事司法制度は，
長期の身体拘束・取調べや証拠開示等に重大な問題を抱え，えん罪の危険性は重
大です。えん罪で死刑となり，執行されてしまえば，二度と取り返しがつきません。
死刑制度を廃止した場合の最高刑のあり方についても検討する必要がありま

す。
福井宣言は，代替刑について，「刑の言渡し時には『仮釈放の可能性がない終

身刑制度』，あるいは，現行の無期刑が仮釈放の開始時期を１０年としている要件
を加重し，仮釈放の開始期間を２０年，２５年等に延ばす『重無期刑制度』の導
入を検討すること。ただし，終身刑を導入する場合も，時間の経過によって本人
の更生が進んだときには，裁判所等の新たな判断による『無期刑への減刑』や恩
赦等の適用による『刑の変更』を可能とする制度設計が検討されるべきであるこ
と。」を提案しています。
福井宣言後，日弁連は，代替刑について議論を重ね，死刑制度を廃止するに際

して，死刑が科されてきたような凶悪犯罪に対する代替刑として，仮釈放の可能
性がない終身刑制度を導入するべきである。ただし，例外的に一定の時間の経過
に加えて本人の更生が進んだときには，恩赦の適用とともに，主として裁判所の
新たな判断による無期刑への減刑などを可能とする制度をあわせて採用するべき
である。そのために，刑の変更の可否を審理する制度設計や，無期刑に減刑する
ための要件について，さらに検討すべきであることを確認しました。今後この基
本的方向性のもとに検討を進めていきます。
２０２０年には世界の刑事司法改革について議論される国連犯罪防止刑事司法
会議（コングレス）が，日本において開催されます。コングレスは，５年ごとに
開催される犯罪防止及び刑事司法の分野における最大の国際会議で，司法大臣や
検事総長を含む国連加盟国の政府代表に加え，国際機関，地域機関，ＮＧＯ，研
究機関等が参加します。国際社会から度々，死刑執行を停止し，死刑廃止を前向
きに検討するべきであるとの勧告を受け続けている日本が主催国としてのリーダ
ーシップを発揮するためには，世界の潮流に合わせ，死刑を廃止することが必要
です。
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さらに，死刑廃止について全社会的議論がなされる間，死刑判決の全員一致制，
死刑判決に対する自動上訴制，死刑判決を求める検察官上訴の禁止等に取り組み，
死刑に直面しているすべての人に対し，被疑者・被告人段階，再審請求段階，執
行段階のいずれにおいても十分な弁護権，防御権を保障することを求めます。また，
死刑確定者について，外部交通や適切な医療の提供等の処遇を改善することを求
めます。

	 刑事被拘禁者の人権

１	 刑事施設における医療の改善
２０１３年，「矯正医療の在り方に関する有識者検討会」が設けられ，２０１４
年１月に報告書として取りまとめられ，提言がなされました。報告書では，「矯正
医官」確保のために給与水準の改善，勤務時間の見直し，研修制度の運用改善，
兼業許可の弾力的運用などの方策が提起され，２０１６年４月からこれらを実現
するためにその前年に成立した「矯正医官の兼業の特例等に関する法律」が施行
されました。それにより刑事施設の医師不足に改善傾向が見られ，２０１８年には，
東日本矯正医療センターが開設されて業務が開始されたものの，なお多くの刑事
施設で医師の定員が充足されていません。
もとより，刑事施設における医療の問題は医師不足の点に限定されません。医
療部門の独立性が欠如していることなどを原因として，迅速で適切な医療が必ず
しも提供されていません。外部医療機関との連携・協力も不十分なままです。抜
本的な解決のためにも，刑事施設における医療を厚生労働省に移管する必要があ
りますが，このような点については抜本的な改革が進んでいません。
私たちは，刑事施設における医療を最重要課題と捉え，その改善に積極的に取

り組みます。

２	 外部交通の拡大
刑事被収容者処遇法（刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律）によ

り，受刑者の面会の相手方の範囲が一部拡大（知人・友人など）されました。

17

矯正医療の問題点の改善，外部交通が刑事被収容者処遇法の趣旨に基づいて
運用されること，視察委員会の活動の充実化，長期昼夜間単独室拘禁の改善，
社会復帰のための処遇の推進に取り組みます。
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２００６年の施行当初こそ刑事被収容者処遇法の理念に従った運用がめざされ
たようですが，現状では，親族以外との面会について再び厳しい制限がなされる
ようになりました。出所後の雇用主予定者なども，出所間近にならないと面会が
認められない事案があるとの報告も受けています。
このような現状の運用は，「適切な外部交通が受刑者の改善更生及び円満な社
会復帰に資するものであることに留意しなければならない」という刑事被収容者
処遇法の規定に反しています。
私たちは，刑事被収容者処遇法の規定のとおりに外部交通が広く認められるよ

う取り組んでいきます。

３	 視察委員会の活動の充実
刑事被収容者処遇法により，刑務所・拘置所ごとに刑事施設視察委員会が，ま

た都道府県警察本部ごとに留置施設視察委員会が設置されて活動を行っていま
す。視察委員会は弁護士，医師などのほか地域の自治体職員や住民によって構成
され，独立性を保持しながら，刑事拘禁施設の実状を視察し，被拘禁者と面接し，
施設から情報の提供を受けるなどして，その運営について意見を述べるものです。
視察委員会の活動により，これまで閉ざされていた行刑の現場に外部からの目

が届くようになり，一定の改善がなされています。
一方，国連拷問禁止委員会からは，「警察留置場に収容された被拘禁者にとっ

て利用可能な，独立かつ効果的な視察と不服申立の仕組みが欠如していること」
や「刑事施設視察委員会に，拷問等に関する調査について十分な権限が不足して
いること」に懸念が表明され，「留置施設視察委員会の委員には，弁護士会の推
薦する弁護士を組織的に含めることを確実にするなどの手段により，警察拘禁に
対する外部査察の独立性を保障」すべきだと勧告されています。しかし，残念な
がら一部の委員会についてはいまだに保障されていません。施設当局からの独立
性を高めるよう改善するとともに，刑事被収容者処遇法の運用が行刑改革の趣旨
に沿って国際人権基準を満たしたものになるよう注視すべきです。
私たちは，視察委員に選任された弁護士を対象に年数回の連絡会議を開催して
情報・意見交換を図り，視察委員会の活動の充実に寄与していますが，今後とも
側面的協力を強化します。

４	 受刑者の長期昼夜間単独室拘禁の改善
刑事被収容者処遇法では，受刑者の隔離の期間を原則として３か月間とし，特

に継続の必要がある場合以外は継続できないこととされました。しかし，実際に
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は多くの刑務所で隔離によらない脱法的な長期間の昼夜間単独室拘禁が行われて
います。例えば，受刑者の居室の指定に関する規則を根拠に，制限区分第四種（居
室棟内で処遇される者）に指定して行うものや，所内規程を理由にするものなど
です。これらの処遇については正規の不服申立もできません。昼夜間単独室拘禁
に付されている受刑者の総数は少しずつ減ってはいますが，隔離によらずに長期
間にわたってこのような処遇を受けている者がいまだ多数に上っています。
長期間の昼夜間単独室拘禁は受刑者の心身に重大な悪影響を及ぼすため，この

ような脱法的なやり方を改め，速やかに改善しなければなりません。
私たちは，この課題も重視し，改善に向けて積極的に取り組みます。

５	 社会復帰に資する処遇の推進
刑務所の収容率は男性施設では７０％を切っており，女性の施設でも８０％強

と過剰収容状態が解消されたとは言えないまでも，改善傾向にあります。一方で，
刑務所出所後，社会復帰を果たせずに再入所する者の数は依然として多数おり，
社会復帰に資する処遇が強く求められます。２００６年以降，法務省が刑務所か
らの釈放者からとっているアンケート（釈放時アンケート）の結果をみても，「刑
務所でしてほしいこと」として，職業訓練，就業支援，社会復帰に役立つ知識・
技術の教育とする受刑者の割合が上位となっており，受刑者も社会復帰に資する
処遇を求めていることがわかります。
職業訓練や，対人関係構築のためのトレーニングといった社会復帰に資する処
遇を行うとともに，刑務所を社会と隔絶したものとせず，できるだけ社会内にお
けると同様の生活ができるようにし，出所時には円滑な社会復帰ができるように
することも重要な課題です。
長期的には社会内処遇の充実による拘禁刑の抑制・見直し，仮釈放制度の充実

など，社会復帰の観点を踏まえた非拘禁化政策を追求していくべきです。
私たちは，新たな立法による解決を含めて，社会復帰のための処遇の推進に積
極的に取り組みます。
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	 罪を犯した人の人権

１	 更生保護の目的と罪を犯した人の人権
更生保護の目的は，罪を犯した人の改善更生・社会復帰にあります。
ところが，２００８年６月に施行された更生保護法は，中核とする目的として
再犯防止を掲げ，不良措置を強化するなど治安的な内容に傾いており，保護の理
念が後退しています。
更生保護制度の名のもとに，監視的機能に重心が置かれ，保護観察対象者への
介入・干渉が不当に強化されることがないように更生保護法の目的については再
考すべきことを提言します。

２	 罪を犯した人に対する更生保護
罪を犯した人に対する本来的な更生保護を検討する場合には，単に犯罪抑止の
観点のみではなく，施設収容されている人，施設収容されなかった人，施設収容
を終えて社会に復帰する人，それぞれの状況に応じて，対象者が社会内で人間と
して尊重されながら信頼関係の構築によって自立して生活し得ることを支援する
という観点からの対策こそ必要です。
しかしながら，罪を犯した人の主体的な社会復帰を目的とした一貫した社会的
援助の実践に必要な人的物的条件と法的整備に関しては，十分に取り組まれてき
ませんでした。
近時，ようやく，更生保護の第一の担い手とされる法務省が厚生労働省と連携

をとり，必要な就労支援などの動きが見られるようになりました。「地域生活定着
支援センター」の設立や，全国の刑務所に出所後を見据えた様々な支援を行う社
会福祉士の配置，更生保護施設と連携しながら，福祉的支援に結びつけるといっ
た試みが行われています。
また，２０１６年に「再犯の防止等の推進に関する法律」が成立，施行されました。

18

更生保護においても個人の尊厳と基本的人権の尊重が確保されるよう取り
組みます。施設収容されている人には，一定の場合の仮釈放審査の請求権を認
め，適切な社会復帰のための処遇の保障を，施設収容されなかった人や施設収
容を終えて社会に復帰した人には，社会復帰の支援を目的とする保護観察の充
実と，適切な援助を求めていきます。薬物離脱プログラムの提供などの有効な
社会内処遇の制度の構築を提言していきます。
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同法に基づいて，２０１７年の「再犯防止推進計画」の策定，「再犯防止推進モ
デル事業」（現在までに都道府県，市を合わせ３０の自治体の事業）の実施など，
法務省を中心に，関係各省，自治体を含めた施策が開始されています。
しかし，これらの施策に関しては，国民や地域社会の理解がなければ効果は期
待できないことから，その広報を図りつつ，国・自治体及び民間の担当者などが
相互に連携を深め，私たちとしても各弁護士会を通じて積極的に協力して，罪を
犯した人の社会生活を支援していかなければなりません。
また，これらの支援を実現するためには，十分な予算措置が講じられる必要が
あります。
さらに，罪を犯した人の就労，資格制限，社会保障，欧米に比し低廉にすぎる
作業報奨金などの問題があり，過剰な資格制限の撤廃や，懲役刑における社会保
障費の納入を可能にする制度改正，釈放後の生活資金や被害者への賠償も可能に
する作業報奨金の増額などの制度設計も検討されるべきです。
なお，福祉的支援は，被疑者・被告人段階においても必要ですし，そのための
制度の整備を求めていく必要もあります。

３	 罪を犯した人に対する支援
罪を犯した人のそれぞれの問題を克服する援助的なケースワークを図るため，
罪を犯した人と適切な機関が連携できるように，問題解決のためのネットワーク
構築を支援制度の中心とすべきです。具体的には，少年であれば学校との連携，
就労支援であればハローワークや協力雇用主，生活支援であれば福祉事務所との
連携，薬物犯罪者の場合には薬物離脱プログラムを実施しているＮＰＯ法人との
連携です。

４	 仮釈放のあり方
仮釈放について，仮釈放基準のうち「悔悟の情」は，より広く受刑者の自らの

反省を省みる態度を斟酌できるものとすべきです。
また，仮釈放の審査に際しては，帰住先があることが実質的に重要な事項であ

り，受刑者に居所や身寄りがないことが，仮釈放が認められない原因となってい
ます。受刑者に適当な帰住先がないために，結果的に満期釈放となり必要な援助
がなされないことが，そのまま再犯率の高さにつながっています。仮釈放により
適切な保護観察が実施されることは対象者の円滑な社会復帰と改善更生に極めて
有益であることから，少なくとも帰住先を確保すべきです。適当な帰住先がない
者が更生保護施設への入所を希望しても，既存の更生保護施設の数や入所定員に
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限りがあることから，受け入れられないケースが少なくない現状に鑑みると，国
立の更生保護施設の設置が必要不可欠です。
前記以外にも，受刑者に対してできる限り早い段階で仮釈放が実施されるべき

であり，原則としてすべての者について仮釈放が考慮されるべきです。
また，そもそも，少年に対する不定期刑に関しては，短期を基準として運用す
べきです。
仮に満期釈放であったとしても，当事者の同意を得た上で適切な保護がなされ

る制度を構築すべきことを提言します。

５	 無期刑受刑者の仮釈放
近年，無期刑受刑者はやや減少傾向にあるとはいえ，いまだに１８００名近く

となっています（２０１３年１８４３名から２０１７年１７９５名）。にもかかわ
らず，仮釈放を認められる者はまだごく少数で，２０１３年から２０１７年まで，
年間７名から１１名でした。同期間内に仮釈放された無期刑受刑者の受刑期間は，
３０年を超えています。仮釈放の審査すらなされず，期限のない拘禁のもとに置
かれている無期刑受刑者の現状は深刻です。仮釈放の審査を活性化するため，法
務省も運用上，収容期間が３０年を超える無期刑受刑者については審査を義務化
することとしていますが，法制度としても，少なくとも無期刑受刑者については
一定期間ごとに仮釈放審査を受ける機会を保障すべきです。また，仮釈放審査に
あたっての被害者等の意見聴取の位置づけと方法の見直しや検察官からの意見聴
取を廃止するなど，仮釈放審査の適正化を図ること，仮釈放を審査する地方更生
保護委員会の委員が保護関係行政官の経験者で占められている現状を改め，弁護
士など行政から独立した人的構成とするべきことを提言します。

	 犯罪被害者の人権19

犯罪被害者等は個人としてその尊厳を重んぜられ，その尊厳にふさわしい処
遇を保障される権利を有することを基本理念として，情報提供される権利，被
害回復を求める権利，物質的・精神的・心理的・社会的支援を受ける権利，刑
事手続に関わる権利などに基づき，犯罪被害者等が被害を受けたときから再び
平穏な生活を営むことができるようになるまで，必要な支援が途切れなく受け
られるようにすることをめざします。
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犯罪被害者は，社会から「忘れられた存在」と言われ，これまで自分に対して
犯された犯罪やその加害者についてすら，知りたい情報も知らされず，経済的，
精神的な被害や困難は放置され，社会的にも孤立した存在でした。刑事裁判でも
犯罪被害者は証拠の一つとしてしか扱われず，犯罪被害者の人権は長く顧みられ
ませんでした。
１９９９年１０月，日弁連は「犯罪被害者に対する総合的支援に関する提言」
を採択し，さらに犯罪被害者対策委員会（２０００年９月「犯罪被害者支援委員会」
に改称）を新設して活動を開始しました。
２０００年５月には，いわゆる犯罪被害者保護二法が制定されました。これは，
犯罪被害者が刑事手続へ関与していくための措置を導入するためのものでした。
日弁連は，２００３年の人権擁護大会において，「犯罪被害者の権利の確立とそ
の総合的支援を求める決議」を採択しました。この決議は，犯罪被害者等基本法
の制定や経済的支援の拡充のほか，「犯罪被害者が刑事訴訟手続に参加する諸制
度の是非および在り方について，早急に議論を深める」との決意を表明するもの
でした。
２００４年１２月，犯罪被害者等基本法が成立し，２００８年１２月には，被
害者参加制度，損害賠償命令制度及び国選被害者参加弁護士制度が開始されまし
た。
日弁連は，２００６年１１月に「犯罪被害者に対する経済的支援拡充に関する
意見書」を発表し，犯罪被害者等補償法の制定を提言しました。また，日弁連が
日本司法支援センターに委託して実施している犯罪被害者法律援助事業の同セン
ターの本来事業化をめざし，２０１２年３月に「被害者法律援助制度の国費化に
関する当面の立法提言」を発表しました。
性被害・性暴力被害者が被害に遭った直後から総合的な支援を一か所で受けら

れる制度の実現を求め，日弁連は，２０１３年４月に「性犯罪・性暴力被害者の
ためのワンストップ支援センターの設置に関する意見書」を発表しました。その後，
国も性犯罪・性暴力被害者支援交付金を予算計上するようになっています。
日弁連は，２０１７年の人権擁護大会において，「あらためて問う『犯罪被害者
の権利』とは～誰もが等しく充実した支援を受けられる社会へ～」をテーマにシ
ンポジウムを行い，「犯罪被害者の誰もが等しく充実した支援を受けられる社会の
実現を目指す決議」を採択しました。その決議の内容は，国及び地方公共団体に
対し，①犯罪被害者が民事訴訟等を通じて迅速かつ確実に損害の賠償を受けられ
るよう損害回復の実効性を確保するための必要な措置をとること，②犯罪被害者
等補償法を制定して，犯罪被害者に対する経済的支援を充実させるとともに手続
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的な負担を軽減する施策を講じること，③犯罪被害者の誰もが，事件発生直後か
ら弁護士による充実した法的支援を受けられるよう公費による被害者支援弁護士
制度を創設すること，④性犯罪・性暴力被害者のための病院拠点型ワンストップ
支援センターを都道府県に最低１か所は設立し，全面的な財政的支援を行うこと，
⑤すべての地方公共団体において，地域の状況に応じた犯罪被害者支援施策を実
施するための犯罪被害者支援条例を制定することです。
このように，犯罪被害者等が情報提供される権利，被害回復を求める権利，物
質的・精神的・心理的・社会的支援を受ける権利，刑事手続に関わる権利などに
基づき，被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるま
で，必要な支援が途切れなく受けられるよう，前記の課題に取り組みます。

	 民事介入暴力（不当要求）の排除

人々が生命・身体の安全及び財産をおびやかされることなく生活する権利は，
基本的人権の根幹をなすものです。暴力団等の反社会的勢力が，民事紛争や取引
社会に介入して不当な利益をあげる民事介入暴力や暴力団抗争等からの一般市民
の被害の防止・救済は，私たちが担うべき重大な人権救済活動の一つです。
そして，暴力団対策法の施行（１９９２年）後，２００７年６月に策定の犯罪
対策閣僚会議幹事会申合せ「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指
針」により，反社会的勢力との取引を含めた一切の関係遮断が打ち出され，また
２０１０年の福岡県を皮切りとして，全都道府県で暴排条例が制定された結果，
暴力団関係者は急速に減少してきました。
しかしながら，暴力団等の反社会的勢力は潜在化・匿名化・不透明化して，一
般市民や企業・行政に対して不当な被害を与え続けています。例えば，暴力団等
の反社会的勢力の関与が多く認められる特殊詐欺事犯による一般市民の被害は極
めて甚大であり，重大な人権侵害であると言わなければなりません。日弁連は，
２０１８年１０月の人権擁護大会において，「特殊詐欺を典型とする社会的弱者等
を標的にした組織的犯罪に係る被害の防止及び回復並びに被害者支援の推進を目

20

暴力団対策法（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律）をはじめ
とする法律や制度を利用し，あるいは関係機関と連携をするなどして，潜在化・
匿名化・不透明化する暴力団等の反社会的勢力の活動を排除するとともに，暴
力団等の反社会的勢力によるものか否かを問わず，市民や企業，行政に対する
民事介入暴力（不当要求）による被害の防止，救済を図ります。
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指す決議」を採択しました。
また，暴力団抗争に巻き込まれる市民の被害や，暴力団事務所が存在すること
によって近隣住民の生活の平穏や事業の遂行の平穏が侵害される状態もいまだに
続いています。
それに加えて，近年では，社会の暴排活動が進んだ結果，取引の場面等におい

て，暴力団関係者であるのか判然としない者による不当要求行為が増えるととも
に，様々な要因によって暴力団とは関係のない一般人であっても，暴力団員など
が行ってきたような危険かつ悪質な不当要求行為を行う者が増えています。
この点，もともと日弁連の定義では，「民事介入暴力」とは「民事執行事件，倒
産事件，債権取立事件，その他民事紛争事件において当事者若しくは当事者代理
人若しくは利害関係人が他の事件関係人に対して行使する暴行，脅迫，迷惑行為
の行使を示唆する一切の言動並びに社会通念上，権利の行使又は実現の限度を超
える一切の不相当な行為」としており，行為者（属性）が暴力団員に限定されて
いません。そして，弁護士は相手が誰であろうとも，その民事介入暴力（不当要求）
を行う者に対して毅然として対応し，声が大きかったり，力が強い者だけが不当
に利益を得る自力執行を防止することによって，法の下の平等と法の支配を実現
することをその責務のひとつとしています。
このような責務を今一度認識し直して，私たちは，暴力団等によるものか否か
を問わず，民事介入暴力被害者救済センターや警察など関係各機関と連携して，
市民，企業，行政などに対する民事介入暴力（不当要求）による被害の防止及び
被害の回復にあたります。
具体的には，①最高裁「籐武事件」判決にはじまる組長使用者責任法理の量的・

質的な拡大，②犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の効果
的な運用，③適格都道府県センターを当事者とする暴力団事務所の使用差止等を
求める民事訴訟または民事保全手続きの追行等を通じて，市民の被害の実効的な
救済，反社会的勢力の活動の排除を支援します。
企業に対しては，２００７年６月策定の前記指針を踏まえて，個別の企業活動

についての暴力団等の反社会的勢力の介入排除を支援するとともに，暴力団等の
反社会的勢力を排除するための内部統制システムの確立もサポートします。
また，市民，企業，行政に加えられる様々な不当要求について対応策を啓蒙，
啓発していき，暴力団関係者によるものか否かという属性にとらわれず，不当要
求を受ける市民，企業，行政を支援します。
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	 警察と人権

･
１	 警察権限と活動の拡大への規制
２００１年９月１１日の米国同時多発テロ以後，テロ対策の必要性や「体感治
安の悪化」などを理由として，「安全・安心まちづくり条例」や「生活安全条例」
などの制定が全国的に広がり，これを根拠として，警察が民間の監視カメラの設
置を奨励しながらそのデータを取得したり，市民による相互監視を促したりする
といった状況が広がっています。また，情報システムの高度化を背景として，警
察自らがＮシステムを設置したり，ＤＮＡデータベースを構築したりして個人情
報を取得・管理・運用するという状況も広がっており，さらには，他の行政機関
が保有する個人情報を警察が取得するための方策，ぐ犯少年に対する警察の調査
権限に関する立法化も検討されています。
しかし，警察活動は，強制力の行使に結びつく活動であり，近代立憲主義憲法
のもとでは，市民社会に対して謙抑的に行使されるべきです。現実にも，これら
の警察活動は，市民の自己情報コントロール権やプライバシー権などの人権と厳
しい緊張関係を持ちます。また，市民の相互監視を促すことは，外国人などの少
数者や様々な困難を抱える人々に対する差別や偏見を助長し，社会の分裂を招き
かねません。
そこで，警察活動については，警察権行使の本来の目的の範囲にあるか，守ろ

うとする法益との関係で必要最低限の人権制約であるのかなどの観点から，その
活動を規制していくことが必要です。

２	 警察活動に対する民主的コントロール
警察権限，活動の拡大は警察の人員・予算の拡大につながります。しかし，そ

の組織運営や運用，警察予算の使途については不明確な点が指摘されてきたとこ

21

１		 警察が，他の行政機関の保有する個人情報を利用したり，市民生活に入り
込んで情報を得たり，市民の行動を相互監視することを促すような活動を行
うなどして権限と活動の拡大を行うことについて，人権保障の観点から適切
に規制するよう活動します。

２		 警察組織と警察活動に対する民主的コントロールを通じて市民の人権を
保障するため，公安委員会制度の抜本的改革，警察予算の透明化，組織運営
等の情報開示，議会による監督等の施策の実現を図ります。
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ろであり，これを放置すれば，過去に見られた不正経理などの問題の発生を抑制
することができず，警察官の倫理観の低下をもたらし，非違行為・不祥事の多発
続発を許すことになってしまいます。また，いわゆる志布志事件や氷見事件に見
られるように，長時間にわたる取調べや捜査官による自白強要等の不当な捜査も
たびたび報告されているところですが，そのような不当な警察活動についての調
査・監督・処分が適正に行われなければなりません。
このような状況の中で，警察活動について民主的コントロールを及ぼすことを
通じて警察活動を適正なものとすることが，市民の自由・人権を保障するために
必要です。
そこでまず，都道府県公安委員会について，公選制の採用や監督権限の拡大な

どを通じた抜本的改革が図られなければなりません。また，警察予算の透明化，
組織運営等の情報開示による監督等，警察制度の民主化に向けた措置を講じる必
要があります。
また，Ｎシステムや監視カメラ等により警察に集中する情報について，これを

どのように取得し，管理し，運用するか，その手続等の透明化・適正化を求めて
いきます。さらに，従来から指摘されている，警備・公安部門によって広範に行
われている予防的な情報活動などについても，その機構，権限，活動の内容につ
いて透明化を求めていきます。

	 思想・良心の自由

１	 思想・良心の自由をめぐる最近の状況
思想・良心の自由は人間固有の尊厳に由来する基本的権利であり，最大限に尊
重されなければなりません。
しかし，昨今，これらの自由を侵害する事件が次々と起きています。
２００２年，防衛庁（当時）が，情報公開請求をした市民をリスト化して，組
織的に利用していたことが判明しました。国の組織がこのようなリストを作成す
ること自体，思想・良心により他の市民と区別しようとするものであって問題が
あります。

22

思想・良心の自由は人間固有の尊厳に由来する基本的権利です。これらの自
由の侵害を許さず，また，教育が個人の内心の自由の領域に踏み込むことのな
いよう注視します。
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２００７年には，公安調査庁の職員が，法律家団体の定時総会出席者が宿泊す
る予定のホテルに対して宿泊者名簿の提供を求める事件や，陸上自衛隊情報保全
隊が自衛隊のイラク派兵に反対する市民や団体の集会等の情報を収集して資料に
まとめていた事件が発生しました。
また東京都では，公立学校で，教職員に対し卒業式や入学式で「日の丸」に向
かって起立し「君が代」を斉唱することを強制し，これに従わなかった教職員に
懲戒処分を科する事例が頻発しています。最高裁も２００７年２月２７日，自分
の思想信条上「君が代」をピアノ伴奏できないとした音楽の教諭に対し入学式で
の「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令につき，憲法１９条に反しな
いとしました。
さらに，２０１１年には，「君が代」を起立して斉唱するよう命じた職務命令に
反した教職員が戒告処分とされた事案について，最高裁は，５月から７月にかけて，
そのような職務命令は憲法１９条に反しないとする判決を相次いで言い渡してい
ます。

２	 教育法制の「改正」
戦後の民主的社会を支えてきた教育基本法が２００６年１２月に改正され，「伝
統と文化を尊重し，それらをはぐくんできた我が国…を愛する」ことその他，個
人の内心に関わる事柄も幅広く「教育の目標」として取り上げるなど，本来多様
性・多義性を持つ事柄について特定の価値観を植え付けることをめざすかのよう
な内容となっています。特に危惧されるのは，改正前の法律が，「教育は，不当な
支配に服することなく，国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきもので
ある」としていた（改正前の１０条１項）のに対し，改正法１６条が，「教育は，
不当な支配に服することなく，この法律及び他の法律の定めるところにより行わ
れるべきものであ」ると，教育が法律事項であることをあえて盛り込んでいる点
です。旭川学力テスト事件に関する最高裁大法廷判決（１９７６年５月２１日）は，
教育内容に対する国家的介入は抑制的であるべきこと及び子どもが自由かつ独立
の人格として成長することを妨げるような国家的介入をすることは許されないこ
とを確認していますが，改正法下でもこれらの趣旨が守られる必要があります。
また，２０１４年６月には，地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正

され，教育委員会の役割が見直されその権限が弱まり，自治体首長の権限が強化
され，教育内容への介入の懸念が強くなりました。
また，政府は，２０１７年３月，戦前の国家主義的教育の象徴であった教育勅
語について，教育に活用することを否定しない内容の答弁書及び憲法や教育基本
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法等に反しない形で教材として用いることまで否定されることではないとする答
弁書を，相次いで閣議決定しています。
さらに，２０１４年に改定された教科書検定基準は，「我が国…を愛する」など
の特定の価値を含んだ教育基本法所定の教育目標（改正教育基本法）に沿った内
容となっていることを検定合格に求めていますが，これは，こうした特定の価値
が教科書を通じて正しいものとして子どもに教えられる事態をもたらし，子ども
の思想・良心の自由を侵害するおそれが強いと言えます。そして，道徳が正式な「教
科」と位置付けられ，検定手続を経て道徳の教科書が作成されるとともに，道徳
科目についての子どもへの評価が行われることになり，２０１８年度から小学校，
２０１９年度から中学校で，教科・道徳の授業が開始されるに至っています。過
去に教育に対する国家的政治介入が一元的な価値観，一方的な観念を植え付ける
ことによってもたらした悲劇を繰り返さないためには，教育は，個人の尊厳と法
の支配を指導理念とするという立憲主義的性格を失ってはなりません。

３	 私たちの取組
私たちは，時代に逆行するような内心の自由に対する侵害行為には強く反対し，

その是正を求めていくとともに，改正教育基本法に基づく各種教育施策や行政に
よる教育への過度の介入が個人の内心の自由の領域に踏み込むなど，立憲主義的
性格に反するものとならないように注視していきます。

	 表現の自由と知る権利

１	 表現の自由の重要性
表現の自由は，民主主義社会を支えるものとして極めて重要なものです。
自由で民主的な社会であるためには，私たちが自分の感じたことや考えたこと
を自由に表現できることが必要です。また，自由で民主的な社会を実現するため
には，私たち一人ひとりが社会に関する事実や他者の意見などの情報を正しく知

市民の自由な表現活動を守るため，また，情報の自由な流通による民主的な
社会を実現するため，表現の自由と市民の知る権利を守ることに全力を尽くし，
これらの権利を侵害するあらゆる動きに対し，必要な行動をとります。
特定秘密保護法については廃止を求めて活動し続けるとともに，情報自由基
本法（仮称）の制定を求めます。

23
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ることが必要であり，情報の自由な流通がなければ真に民主的な社会は訪れませ
ん。

２	 日本の実情
近時，日本における表現の自由の保障は，強い危機感を抱かざるを得ない状況

にあります。
ビラ配り行為が住居侵入罪や威力業務妨害罪などにあたるとして刑事事件と

して摘発される事例が立て続けに起きています。そして，人権の最後の砦とな
るべき最高裁もこのような動きに歯止めをかけることなく，最高裁第二小法廷は
２００８年４月，自衛隊のイラク派遣に反対するビラを自衛隊の官舎に配布した
市民に住居侵入の刑事責任を問うことを表現の自由の侵害にあたらないとし，下
級審の有罪判決を是認しました。街宣活動による混乱をおそれてホテルが会場の
使用を拒否したり，映画館が映画の上映を断念したりする傾向も見られます。
日弁連は，２００９年の人権擁護大会において「表現の自由を確立する宣言」
を行い，「ビラの配布等を，警察，検察及び裁判所が過度に制限することは，（中略）
市民の表現の自由の保障一般に対する重大な危機である。」として，「裁判所は，『憲
法の番人』として市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳
格に審査すること」などを提言しました。しかし，その直後に最高裁は，政党の
ビラをマンションに配布した事件で住居侵入罪の成立を認め，さらに２０１２年
には，国家公務員が政党機関誌を配布した二つの事件で，一件については無罪判
決を維持したものの，もう一件については有罪判決を維持しました。
もともと表現の自由は他者に対する働きかけを本質とするものであり，他人の
利益との衝突・調整が必要となるものです。このため，利益の調整の名のもとに
時の権力の介入を招きやすく，また，特に表現の内容が権力批判に向かっている
ときにはその自由が抑圧されやすいという性格をもっています。そうであるがゆ
えに表現の自由は憲法上保障されているのです。表現の自由が問題となる事案で
は，そのような本質が十分に考慮されなければなりません。政治的主張が記載さ
れたビラを配布した事案のみが，狙い撃ち的に刑事裁判の対象とされていること
も問題です。
マスメディアに対しても，放送局への監督を総務省が行うというわが国の法制
下で，総務省が放送内容にわたる行政指導を行ったり，国会議員が放送内容に干
渉する言動を行うことが続いています。特に，２０１６年２月には，当時の総務
大臣が，放送事業者の報道について，放送法４条１項２号が規定する「政治的に
公平である」か否かの判断を政府が行い，その判断に基づいて，行政指導や電波
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法７６条に基づく電波停止の措置を講じることがあり得る旨の国会答弁を行いま
した。日弁連は，このような報道の自由を侵害する言動に対し，政府見解の撤回
と報道の自由の保障を求めてきましたが，今後も報道の自由を守る取組を続けて
いくことが必要です。
また，各種立法の過程において，例えば人権擁護法案では，独立性に問題のあ
る人権救済機関に報道機関の取材報道を規制する権限を与えることが提案された
り，個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）の審議の過程では，報道機
関が報道目的で保有している情報についてもその取扱いに規制が及ぶものとされ
るなど，報道機関の取材報道を規制する条項がたびたび持ち出されています。

３	 特定秘密保護法の成立と問題点
ジャーナリスト，研究者，文筆家，映画関係者などを含む幅広い分野の有識者
からの慎重論にもかかわらず，特定秘密保護法（特定秘密の保護に関する法律）
が衆参両議院における強行採決により，２０１３年１２月６日に成立しました。
特定秘密保護法には，報道・取材の自由に対する配慮規定が設けられているも

のの，取材が正当行為とされるのは一定の場合に限られ，報道についてはそのよ
うな規定がありません。そして，罰則の上限は懲役１０年とされているため，報
道の自由及び取材の自由が大きく制約されるのみならず，報道する側に萎縮効果
が働く懸念があります。何よりも，マスコミに対して情報提供した取材対象者が
処罰されるため，取材対象者が情報を隠してしまい，自由な情報の流通が阻害さ
れるおそれがあります。その結果，市民の知る権利が大きく侵害されることにな
ります。
さらに特定秘密を扱うことの適性を評価するための調査によって秘密取扱者や
その周辺者のプライバシーが侵害されるほか，罰則の対象となる行為が広範で不
明確なため，法が恣意的に適用されるおそれや報道する側に萎縮効果を与えるお
それがあるなど罪刑法定主義の観点からも大きな問題があります。
報道する側に萎縮効果を与えること，市民の知る権利が侵害されること，罰則

の対象となる行為が広範であること等については，国連人権理事会が任命した「意
見及び表現の自由」の調査を担当する国連特別報告者が，２０１６年４月１９日
に公表した日本政府に対する暫定的調査結果において指摘しているところです。
なお，前記国連特別報告者は，２で挙げた当時の総務大臣の発言についても，メ
ディア規制に関する脅しと受け止められていると言わざるを得ないと評価してい
ます。さらに，同国連特別報告者は，２０１９年６月２６日に，国連人権理事会
において，日本のメディアの独立性に懸念を示す報告書を提出し，改善に向けた
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進展は見られないと指摘しています。

４	 知る権利の保障の充実のための情報自由基本法（仮称）
昨今の公的情報に関する政府の取扱いをみると，重要な公文書が作成されず，

あるいは安易に廃棄されてしまうといった事例が頻繁に生じています。その背景
には，情報公開が，国民主権原理から当然の帰結として導かれる行政機関の義務
としての説明責任（アカウンタビリティ）であることや，市民の知る権利と健全
な民主制の過程の実現に資する高い価値を持つことについての政府の認識の欠如
があります。
そこで，情報公開，情報保存及び取得に関して定めた基本法（情報自由基本法）

を制定し，憲法第２１条第１項が保障する市民の知る権利を具体化し，かつ発展
させるために，公的情報を国民の情報であると明確に位置付け，前記のような基
本理念を定め，国及び地方公共団体等の責務を明らかにする必要があります。

５	 インターネットの有用性
インターネットは情報の発信や取得が手軽で，また，一旦公表された情報はい

ともたやすく拡大する性質があります。さらに，匿名による情報発信も容易であ
るため，責任を十分に自覚しないままインターネット上に情報を流布する人もい
ます。このためインターネットには，個人の名誉・プライバシー等を傷つける言
論や子どもの成長発達上好ましくない情報が流通するなどの弊害もあります。
名誉毀損やプライバシー侵害に対する防止策を強化すれば，それは一方で草の
根の言論をおさえつけてしまうおそれが生じます。また，子どもたちのために有
害情報の流通を防止するという観点も，具体的に何をもって有害情報とし，いか
なる方法でその流通を防止するかという点について配慮をしないと，広汎な規制
となって情報の自由な流通を阻害してしまいます。
もとよりいずれの場合も，その規制に公権力の過度の介入を招くと，せっかく
獲得したインターネットという情報ツールが，表現の自由，知る権利の保障にと
って意味のないものとなってしまいます。
インターネットは，これまで圧倒的に情報の受け手に止まっていた私たち市民
が極めて有効に情報を発信することのできる媒体であり，現代において表現の自
由，知る権利の保障を十全にするものとして極めて有効な手段です。
私たちは，その弊害を防止しつつその利点を最大限に生かさなくてはなりませ

ん。
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６	 私たちの取組
私たちは，ビラ配りその他の市民の情報発信の自由が真に保障されるよう取り
組み，報道に対して行政・立法の不当な介入がなされないよう監視を怠りません。
また，特定秘密保護法によって，政府による違法・不当な情報隠しが行われな
いように注視し，特定秘密保護法の廃止を求めて活動し続けるとともに，情報自
由基本法（仮称）の制定を求める活動をしていきます。
さらには，インターネット言論による弊害の防止については，できる限り自主
規制と司法手続によって図るという制度設計がなされるよう提言を続け，インタ
ーネットによる表現の自由を守ります。

	 報道と人権

１	 匿名報道の必要性
被疑者・被告人について当初から犯人視した報道がなされたり，犯罪の被害に

遭った人その他の人々の私生活が興味本位に細部にわたるまで暴かれたりするな
ど，市民に関する行き過ぎた報道が市民の名誉やプライバシーを侵害する例がい
まだに存在します。
報道被害を最小限に食い止めるためには，事件報道について，被疑者・被告人・
被害者，その関係人を含めて原則的に匿名で報道するべきです。
特に，裁判員裁判制度がとられている現在，捜査段階の報道は市民へ大きな影
響を与える場合があるため，匿名報道の実現が求められます。

２	 報道被害救済のための第三者機関設置の必要性
報道被害を救済するためには，報道被害の訴えを審査する第三者機関を報道機

関が自主的に設けることが必要です。それによって，言論に対する公権力の不当
な介入を防止しつつ報道による被害者の救済を実現することができます。日弁連

24

報道される人の名誉・プライバシーを守り，報道による人権侵害の救済に力
を尽くします。
報道機関に対し，事件報道について被疑者・被告人や被害者の原則匿名報道

を実現するよう求めます。
新聞・雑誌などの活字メディアが報道による人権侵害の救済のために自主的

に第三者機関を組織するよう求めます。
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は，政府から独立した国内人権機関を設立するよう求めていますが，報道被害へ
の対応については，このような報道機関の自律による第三者機関が設置されたと
きは，当該第三者機関に優先的管轄権を認めるべきです。･

３	 報道被害を防止するための取組
匿名報道の問題については，報道機関によっては，被疑者や被害者について徐々

に匿名報道の範囲を拡げるところも出てきており，一定の前進がみられます。ま
た第三者機関の問題についても，放送界が１９９７年に「放送と人権等権利に関
する委員会機構（ＢＲＯ）」（現在は「放送倫理・番組向上機構（ＢＰＯ）」）を設
置し，同機構の「放送と人権に関する委員会」が，精力的に活動しています。
しかしながら大多数の報道機関が実名報道原則をとっている状況に変わりはな

く，また，活字メディアには，放送と人権に関する委員会のように企業の壁を越
えて報道被害に対応する第三者機関を設ける動きはみられません。
私たちは，事件報道の実名報道原則から原則匿名報道への転換を引き続きマス

メディアに働きかけ，また，活字メディアに対し，報道被害救済のために社を超
えた第三者機関を設置するよう提案を続けていきます。
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	 監視社会化と人権

１	 監視社会への基本的立場
２００１年９月１１日の米国同時多発テロを契機として，テロ対策の名のもと
で，世界は大きく市民社会への監視強化に舵を切りました。国際組織犯罪やテロ
対策の動きの中で国際社会からの圧力によって，各国で共謀罪や密告制度の導入
などが検討されています。また，国内においてもテロ対策・犯罪対策強化の名の

25

１		 犯罪対策やテロ対策などの名のもとに，国などが市民の情報を収集・蓄積
し，統合することによって市民生活への監視を強めることに対して，人権保
障の観点からその適法性を吟味します。
	 	 情報化社会の進展の中で，国などにより違法・不当な個人情報の収集・利
用がなされないよう，個人情報保護と行政情報の公開の観点からのシステム
作りに取り組みます。

２		 共謀罪が恣意的に運用されることがないように注視し，同法律の廃止に向
けて取り組みます。
	 	 サイバー犯罪条約の批准にともなう国内法整備により認められた捜査手
段の運用状況を注視します。
	 	 通信傍受法の立法過程及び運用を厳しく注視していくとともに，第三者機
関の新設など傍受の適正を担保する制度を検討していきます。
	 	 会話傍受（室内盗聴）は，室内での会話を無制限に傍受することになり，
著しくプライバシーを侵害することから，その導入に強く反対します。
	 	 依頼者密告制度の導入を未然に阻止します。
	 	 捜査対象者の車両に全地球測位システム（ＧＰＳ）端末を取り付ける捜査
を認める新たな立法がされる場合，その要件が曖昧・不明確なものとされる
ことにより恣意的な運用がされることがないように慎重な審議を求め，不当
な立法化には反対します。

３		 入国時に外国人から指紋情報や顔情報を採取し，これを犯罪捜査などに利
用できる制度，在留カードの常時携帯や外国人の就学情報・雇用情報の通報
制度などの見直しを求めます。

４		 国などによる個人情報の取得・保管・利用に対する調査，是正命令などの
実効的な権限と専門性を持つ，政府から独立した機関を設立することを求め
ます。
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もとで，外国人への監視・管理の強化，厳罰化，警察と連携する監視カメラの設
置などの動きも強まっています。これらの動きの多くは，情報化社会の進展を背
景に，様々な個人情報を収集，蓄積し，統合して監視に利用する手法を用いてい
ます。
国が市民生活の細部にまで立ち入って個人の情報を取得・統合して個人の生活
や思想を監視することを許すことにより，プライバシー権が侵害されたり，市民
が監視や規制をおそれる結果，民主主義社会を支える言論・表現の自由を萎縮さ
せることとなります。さらに，密告制度により社会の分裂がもたらされるおそれ
もあります。
私たちは，監視社会化を招く諸施策に対して，人権保障の観点からその必要性・
相当性を厳しく吟味していきます。
また，情報化社会の進展の中で，国や一部の企業などは個人情報を大量に収集・
利用してきており，そのため個人の私生活があらわにされるなど，個人の尊厳が
侵害される危険が増大しています。私たちは，国や企業により違法・不当な個人
情報の収集・利用がなされないような仕組み作りをめざすとともに，個別の制度・
事例についても個人情報保護と行政情報の公開の観点から検討し，問題が明らか
になった場合には，是正を求めていきます。

２	 いわゆる「共謀罪」の創設と問題点
２０００年１１月に国連で採択された国際組織犯罪防止条約（国際的な組織犯
罪の防止に関する国際連合条約：批准などをしている締約国は２０１４年５月末
日現在１７９か国）の国内法化として，２００３年に共謀罪の新設が国会に提案
されました。共謀罪は，犯罪の実行の着手がなくとも，二人以上の個人の犯罪遂
行の合意があれば処罰が可能であることを本質とする制度であって，その捜査は
市民生活の監視によるほかはないことから，刑事捜査を通じて市民の思想信条の
自由にも多大な影響を与える可能性があります。そのため，日弁連はその制定に
強く反対してきましたが，共謀罪の新設を含む組織犯罪処罰法改正法が２０１７
年６月に成立し，同年７月に施行されています。
「共謀罪」の創設は，国連人権理事会特別報告者からも懸念を表明する書簡が
発出されるなど，多くの専門家から危険性が指摘されている中，行われてしまい
ました。
日弁連も，「共謀罪」の創設には一貫して反対してきました。しかし，最終的
に成立した内容は，①一般市民が捜査の対象になり得るのではないか，②「組織
的犯罪集団」に「一変」したと言える基準が不明確ではないか，③計画段階の犯
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罪の成否を見極めるために，メールやＬＩＮＥ等を対象とする捜査が必要になり，
通信傍受の拡大など監視社会を招来しかねないのではないか等，審議の段階から
呈されていた懸念を払拭するものにはなっていません。
そのため，改正された組織犯罪処罰法について，これが恣意的に運用されるこ

とで，人権を侵害する事態を生じさせないように，十分な注意を払っていくこと
が必要です。
私たちは，共謀罪が恣意的に適用されることがないように注視するとともに，
今後は共謀罪の廃止に向けて全力を尽くします。

３	 国際的な枠組みの中で実行される刑事司法・監視の強化への取組
⑴･･ サイバー犯罪条約（サイバー犯罪に関する条約）は，市民のプライバシーや
通信の秘密に対する重大な制約となる危険性が大きく，日弁連は，人権保障の
観点から，各条項に認められた条件の付加や留保を最大限に行うことなく批准
することに反対してきましたが，２０１２年１１月に日本もサイバー犯罪条約
に加盟しました。
･ ･ サイバー犯罪条約の批准のための国内法整備として刑法及び刑事訴訟法が改
正されました。実体法としては不正指令電磁的記録作成等の罪が新設され，手
続法としてはデジタル化されたコンピューター情報に対する捜索差押方法の新
設，メールなどの電磁的記録に対する保全要請の制度が新設されましたが，私
たちは，これらの運用において，市民のプライバシーや通信の秘密が不当に侵
害されることがないようにするため，引き続きその運用状況を注視していきま
す。
⑵･･ 国際的な動きを背景に通信傍受法（犯罪捜査のための通信傍受に関する法律）
が制定されています。また通信傍受の対象犯罪は，法制審議会新時代の刑事司
法制度特別部会の取りまとめを受けて，２０１６年６月には，対象犯罪を拡大
する改正法が２０１６年１２月から施行され，２０１９年６月には，傍受した
通信を暗号化して，全国の警察本部などに伝送して，通信事業者の立会いなし
に傍受したり，一旦記録した通信を事後的に再生することを認める改正法が施
行されました。通信傍受が，通信の秘密を侵害し，ひいては個人のプライバシ
ーを侵害する捜査手法であることから，私たちはその運用を厳しく注視し，必
要に応じ，第三者機関設置など傍受手続の適正を担保する制度を設けることも
検討していきます。また，室内での会話傍受（室内盗聴）の導入には，プライ
バシー侵害の程度が著しいことから，強く反対していきます。
⑶･･ ２００３年にＦＡＴＦ（Financial･Action･Task･Force：金融活動作業部会）
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が採択した第３次「４０の勧告」に基づいて，２００７年の通常国会に「犯罪
による収益の移転防止に関する法律案」が提出されました。同法案の国会への
提出前の段階では，弁護士を含む士業に対して，①依頼者の本人確認義務，②
取引記録の保存義務のほかに，③依頼者の取引がマネー・ローンダリングの疑
いのある場合には，その疑わしい取引を警察庁に通報することを義務付ける依
頼者密告制度（ゲートキーパー規制）の導入が計画されていました。日弁連は
疑わしい取引の届出義務の立法化に反対し，その結果，政府は，弁護士を含む
士業に対して，疑わしい取引の届出義務を課すことを断念するに至りました。
･ ･ その後，犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）が
成立した後も，同法律は２度改正がされています。この過程で，日弁連は弁護
士業務におけるマネー・ローンダリング対策の重要性に鑑み，前記①及び②に
ついて規定する日弁連の会規及び規則を制定し，同法律の２度の改正に対応し
ています。２０１２年２月には，ＦＡＴＦは第４次「４０の勧告」を採択し，
２０１９年秋には，日本に対する相互審査が予定されていますが，私たちは，
前記の会規及び規則を確実に実施することによって，依頼者密告制度の成立を
未然に防止していかなければなりません。
⑷･･ なお，裁判所の令状を取らず捜査対象者の車両に全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）端末を取り付ける捜査について，最高裁判所大法廷は，２０１７年３月
１５日，このような捜査を違法とする初判断を示し，「プライバシーを侵害し，
令状が必要な強制捜査にあたる」と判断して，現行の刑事訴訟法の令状で行う
ことには疑義があるとして「新たな立法措置が望ましい」と指摘しました。い
ずれ，この最高裁判決を受けて刑事訴訟法等の改正案が国会に提出されること
が予想されますが，私たちは，国民の位置情報も重要なプライバシーとして保
障されるべきであることから，新たな立法については，その要件が曖昧・不明
確なものとされることにより恣意的な運用がされることがないように慎重な審
議を求め，不当な立法化には反対していきます。

４	 入国・在留管理の強化による外国人に対する監視に対する取組
２００７年１１月から，入管法（出入国管理及び難民認定法）により，日本に
入国しようとするすべての外国人（特別永住者を除く。）は，指紋情報や顔情報を
入管に提供しなければならなくなりました。これらの情報は，入国後も蓄積され，
犯罪捜査などに利用することが可能となっています。また，２００９年７月の法
改正により，日本に在留する外国人に，ＩＣチップを組み込んだ在留カードを常
時携帯させ，学校や企業に対し，所属する外国人の情報を国に報告することを求
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めることなどを通じて，法務省が外国人の在留状況にかかわる情報をデータベー
ス化する在留管理制度が構築されました。
このような外国人に対する監視を強化する制度は，外国人の自己情報コントロ
ール権を侵害し，外国人に対する差別や偏見を助長するものであるとして，私た
ちは制度の見直しを求め，新たな監視の強化を防止していきます。

５	 監視社会を防止するためのシステムの確立
ＮＳＡ（米国国家安全保障局）及びＣＩＡ（米国中央情報局）の元職員がメデ

ィアに提供した文書により，ＮＳＡが日本の情報機関などに対し，インターネッ
ト上の電子メールなどの情報を収集・検索できる「ＸＫＥＹＳＣＯＲＥ」と呼ば
れる監視システムを提供していたことが明らかになったと報じられ，また，日本
国内においてもインターネット，（顔認証機能の付加された）監視カメラ，ＧＰＳ
装置など，大量の情報を集積する技術が飛躍的に進歩し，マイナンバー制度の利
用拡大も図られています。このような現代社会においては，保護されるべき私的
情報が国家により自由に収集・利用されるなどプライバシー権ないし自己情報コ
ントロール権に対する侵害の問題は現実化しており，侵害を防止するためのルー
ルやシステム作り，救済などを行うことが重要な課題となっています。ＥＵでは，
ＧＤＰＲ（一般データ保護規則）で厳格な基準が法定され，また，加盟各国にお
いてデータ保護監察官（ドイツ連邦共和国）などが設置されています。
この問題の専門性，人権保障という準司法的性格に鑑みれば，日本においても，
プライバシー権ないし自己情報コントロール権を保護する観点から，大量の個人
情報を集積することが可能となるシステムにおける個人情報の取得，保管，利用
に関する基準が法律で定められたうえで，国及び自治体などによる個人情報の取
得，保管，利用に対する調査，是正命令などの実効的な権限と専門性を持つ，政
府から独立した第三者機関による監督を制度化するべきです。２０１６年に個人
情報保護委員会が設立されましたが，特定個人情報以外の個人情報についても国
に対する監督権限を拡張するなど，同委員会の権限強化を行うとともに，スタッ
フの増員等の措置をとるべきです。私たちは，この提言の実現に向けて行動します。
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	 個人情報の保護

従来から公権力・一部の民間企業は個人情報を大量に収集・利用してきており，
そのため個人の私生活があらわにされ，場合によっては個人について誤った認識・
取扱いがなされることにより，個人の尊厳を侵害するのではないかと懸念されて
きました。昨今の著しい情報通信技術の進展にともない，より大量の情報が集積
され，組み合わされ得るようになり，そのような危険性は極めて大きなものとな
りつつあります。
２０１３年に制定されたマイナンバー法（行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律）は，他人と重複しない，原則生涯不変の
個人番号（マイナンバー）を共通番号として税・社会保障等の分野に広く用いよ
うとするもので，前記の危険性をさらに拡大するものです。しかも，預貯金口座
をマイナンバーにより検索できるように管理する，消費税導入時の軽減税率制度
においてマイナンバーカードを利用する，戸籍情報とマイナンバーを紐づける，
などといったマイナンバー利用拡大の方針が次々に打ち出されてきており，こう
した動きに反対する必要があります。
２０１５年に個人情報保護法（個人情報の保護に関する法律）が改正され，法
の目的に個人情報の保護と並んで，「個人情報の適正かつ効果的な活用」が明記
されました。そしてそのための具体的な方策として，個人情報を匿名化し復元で
きないようにすることでビッグデータとして利活用しようとする，匿名加工情報
の制度が導入されました。２０１６年に行政機関個人情報保護法（行政機関の保
有する個人情報の保護に関する法律）でも同趣旨の目的規定の改正がされ，非識
別加工情報の制度が導入されています。さらに国は，地方公共団体に対し，個人
情報保護条例を改正して，目的規定の変更や非識別加工情報の制度を導入させよ
うとしています。しかし，匿名加工・非識別加工は個人情報の保護の観点からは
リスクをともなうものですし，そもそも個人情報保護法制を官民による個人情報
の利活用のための制度に変えていくこと自体問題です。
また，個人情報保護法の２０１５年改正により，それまでマイナンバーに関す
る監督機関であった特定個人情報保護委員会が改組され，民間の個人情報の取扱

26

公権力等により違法・不当な個人情報の収集・利用がなされないように，個
人情報を本人の同意なく収集したり，目的外で利用したりすることができる場
合を限定するなどの制度改善をめざします。同時に，個別の制度・事例につい
ても個人情報保護の観点から問題点を明らかにし，是正を求めていきます。
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い全般を監督する個人情報保護委員会が設けられました。しかし，その権限は行
政機関や独立行政法人には及ばないとされており，この点の改善が必要です。また，
委員会の専門性，独立性及び実効性を確保するために十分な予算とスタッフを確
保するべきです。

	 ビジネスと人権

１	 国際的潮流
企業活動のグローバル化にともない，ビジネスと人権の関係性が国際的に注目

されています。２０１１年の国連人権理事会の決議では，「ビジネスと人権に関
する指導原則：国際連合『保護，尊重及び救済』枠組実施のために」（指導原則）
が全会一致で承認され，ビジネスと人権に関する国際的な枠組みが成立しました。
当該枠組みは，企業を含む第三者による人権侵害から保護する国家の義務，人権
を尊重する企業の責任，救済へのアクセスを三つの柱とするものです。そして，
指導原則の実行の方法の一つとして，国別行動計画の策定が奨励されています。
国別行動計画は，既存の法律と人権問題とのギャップを特定し，国家としての対
応策のロードマップを示すもので，２０１９年２月現在，２０カ国以上で策定済
みです。日本も，２０１６年１１月，国別行動計画の策定を公表し，現在策定中
です。また，国連総会は，２０１５年，１７の目標と１６９のターゲットから成る「持
続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」を含む「持続可能な開発のための２０３０アジェ
ンダ」を採択しました。このアジェンダの中には，すべての国がすべての人の人
権を尊重，保護及び促進する責任を強調する内容並びに指導原則の遵守を企業に
対して求める内容も含まれています。

２	 日弁連の取組
こうした国際的潮流を踏まえ，日弁連は，２０１５年１月，日本企業及び企業
に助言を行う弁護士向けに「人権デュー・デリジェンスのためのガイダンス（手
引）」を公表しました。同ガイダンスは，指導原則の概要及びサプライチェーン規

27

ビジネスにおける人権の重要性が高まっている国際的な潮流や企業活動に
より生じた人権侵害の事例を踏まえ，人権侵害からの国家による保護，企業自
身による人権の尊重，効果的な救済にアクセスできるメカニズムの実現を求め
ていきます。
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制の動向解説や人権尊重責任をコンプライアンス実務に組み込むための留意点を
解説しているほか，企業の人権尊重責任の実践例やサプライチェーン契約におけ
るＣＳＲ条項のモデル条項等も紹介しています。
また，日弁連は，政府に対して，国別行動計画の策定と国別行動計画における
優先事項について提言したほか，国別行動計画の策定の準備のために行われたベ
ースラインスタディにおいても，日本企業・社会が直面する人権課題や法制度の
ギャップなどについて情報を提供しています。
さらに，日弁連では，２０１８年８月，企業・機関投資家・融資金融機関及び
これらの組織に助言を行う弁護士向けに「ＥＳＧ（環境・社会・ガバナンス）関
連リスク対応におけるガイダンス（手引）」を発表しました。同ガイダンスでは，
企業が人権を含むＥＳＧに関するリスクの対象状況を非財務情報として開示する
ための実務的指針を提供しています。また，同ガイダンスは，機関投資家及び融
資金融機関が，インベストメントチェーンを通じた人権尊重を図るために，投融
資先企業のＥＳＧリスクを管理し，働きかけを行うための実務的指針を提供して
います。

３	 今後なされるべき取組
日本企業にとって，企業のグローバル化にともない発生するサプライチェーン
や国際投資におけるビジネスと人権に関する問題は，対応を要する喫緊の課題で
す。例えば，日本企業及びそのサプライチェーンによる外国人技能実習生に対す
る違法な処遇が相次いで発覚しました。
指導原則に規定されるとおり，企業は，自らの活動を通じて人権に負の影響を

引き起こしたり，助長したりすることを回避し，そのような影響が生じた場合に
はこれに対処すること，また，たとえその影響を助長していない場合であっても，
取引関係によって企業の事業，製品またはサービスと直接的につながっている人
権への負の影響を防止または軽減するよう努めることが必要となります。
そして，国は，効果的な救済にアクセスできるメカニズムの実現のために，国

内人権機関の設置や個人通報制度の導入を行い，ＯＥＣＤ多国籍企業行動指針に
基づき設置されている日本連絡窓口（日本ＮＣＰ）を活性化させるほか，企業・
業界団体に対し苦情処理メカニズムの構築を奨励することが必要となります。
私たちは，個別の人権課題に取り組むだけでなく，企業に対する助言や業界団
体との連携等を通じて指導原則に関する企業の取組を促進し，また，指導原則に
基づく効果的な救済へのアクセスを確保するべく，国内人権機関の設置や個人通
報制度の実現に向けた取組を強化します。
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	 行政と人権

１	 行政に対するコントロールの必要性
行政の不正と腐敗を許さず，国民主権を実効あるものとし，行政の違法な行為

から国民の権利利益を回復するためには，行政に対する司法審査及び行政の自己
規制としての行政不服審査を充実・強化することが必要です。
また，行政に対する監視を実効性のあるものにするための法制度（公金検査請
求訴訟制度・団体訴訟制度・行政調査の手続の運用改善及び手続の整備）も必要
になります。

２	 司法審査・行政不服審査によるコントロール
⑴･･ ２００４年に行政事件訴訟法の一部が改正され，訴訟類型が多様化し，行政
上の権利利益の救済制度は一定程度改善されました。しかしながら，改正後の
行政事件訴訟制度においても，市民の権利救済という観点ではまだまだ不十分
な内容であり，また，行政事件訴訟法の改正時に改正が検討されたにもかかわ
らず積み残された課題（行政計画や行政裁量の統制等）についても改正が実現
されていません。
･ ･ 改正行政事件訴訟法の５年後見直しによる第二次改正は見送られてしまいま
したが，私たちは，市民の権利救済の実効性を確保する制度とするため，行政
訴訟を使いやすく，実効性のあるものとするためにさらなる法律改正の実現の
ために努力しています。
⑵･･ ２０１４年には行政不服審査法の抜本的改正がされ，２０１６年から施行さ
れました。新しい行政不服審査法は，中立的な審理員制度，第三者からなる行
政不服審査会制度等不服審査の手続的な充実を図る重要な改正事項を含んでお

28

１		 司法審査・行政不服審査による行政のコントロールが実現されるよう，運
用状況を監視し，必要な立法提言をします。

２		 税金が適正に使用されるように，国レベルでも公金検査請求訴訟制度の導
入を求めます。

３		 環境保護及び文化財保護分野等における団体訴訟制度の導入を求めます。
４		 違法・不当な行政調査が行われ，被調査者の人権が侵害されることがない
ようにするため，行政指導・調査・監査において適切な手続保障がなされる
法制度の導入を求めます。
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り，利用者である国民の立場に立って，その運用状況を監視しながら，附則に
規定された５年後見直しを視野に入れ，積み残し課題を含め，行政不服審査を
国民の権利利益の保護に寄与するための制度として使いやすいものにしていく
ためのさらなる改正のために努力していきます。

３	 公金検査請求訴訟制度の必要性
地方公共団体の財務行為については住民訴訟により違法な支出を是正すること

が可能となっています。これに対し，国の財務行為に対する同様の制度は存在し
ていないため，国の違法な財務行為があったとしても，国民はこれを争い，是正
することができません。
日弁連は，２００５年に「公金検査請求訴訟制度の提言」をまとめ，問題があ
ると思われる国の財務行為について，国民が，会計検査院に対して監査を請求し，
会計検査院の対応が不十分なときは，国などを被告として必要な措置を取るよう
請求する訴訟を提起することができるとする公金検査請求訴訟制度を提案してい
ます。国民の財産が無駄遣いされる事例は現在も後を絶ちません。今後も同制度
の早期導入を求めていきます。

４	 団体訴訟制度の必要性
行政訴訟法９条１項は「法律上の利益を有する者」のみが取消訴訟を提起する

ことができると定めているため，仮に環境等に重大な影響を及ぼす開発計画等に
対する行政の許認可がなされた場合でも，周辺住民や環境保護団体等は「法律上
の利益」を有していないとしてこれを争うことができない場合があります。その
結果，本来であれば許認可されるべきではない違法な開発行為によって環境や貴
重な文化財が毀損されるおそれが高まります。
日弁連は，２０１２年に「環境及び文化財保護のための団体による訴訟等に関
する法律案」を公表し，一定の資格を具備した環境団体等による行政訴訟の提起
を可能とする団体訴訟制度を提案しています。今後も同制度の導入を求めていき
ます。

５	 行政調査の運用改善または制度改正の必要性
行政調査においては，被調査者の法的義務及び権利が明確とされておらず，調
査する行政機関の職員においても適正手続を履践しなくてはならないとの意識が
徹底されていないため，時に行き過ぎた行政調査や行政指導が実施されていると
の報告があります。特に保険医療機関，保険医に対する行政調査・行政指導で
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は，行き過ぎた調査や指導によって被調査者が自死するという事案も発生してい
ます。このような問題は，行政調査に憲法に定める適正手続や行政手続法の適用
があることが十分認識されていないために，被調査者の人権が十分守られていな
いこと，行政調査分野における統一的かつ明確な制度が存在していないためにそ
れを争う方法が確立されていないからにほかなりません。
私たちは，適正な行政指導・調査・監査が実施されるようにするため，行政調
査に関する統一的な法制度の制定との運用改善をめざしていきます。

	 税制，納税者の権利

１	 租税法律主義と国民の権利
日本国憲法は，納税の義務を定めるとともに（３０条），租税法律主義（８４条）
を規定しています。また，納税分野においても，適正手続が保障されるべきこと
は言うまでもありません（３１条）。
納税者は，税務に関する情報を受ける権利，適正手続を保障される権利，公正

で独立した機関により不服申立てが審査される権利，不服申立機関を自由に選択
する権利，租税立法に参加できる権利，秘密保持及びプライバシーの保護を受け
る権利などを有しています。
納税が国家の根幹に関わる制度であること，近年の高齢化社会・福祉国家理念

にともなう国民の租税負担の大幅な増加に対する納税者の理解が必要不可欠であ
ることからも，納税者の権利・利益の保護，適正手続を保障することは，極めて
重要です。
この点，これを具体化するために国税通則法の２０１１年度改正により同法第

７章の２に国税の調査に関する規定がようやく整備されましたが，その具体的な
運用等についてはいくつもの課題（例えば，行政指導名目で事実上の税務調査が
行われることが事前通知・調査終了時の通知手続の潜脱となっていること等）を

29

納税者の税務に関する情報を受ける権利，適正手続を保障される権利，公正
で独立した機関により不服申立てが審査される権利等の納税者の権利・利益の
保護及び救済のために必要とされる事項の制度化・立法化の実現を図るととも
に，納税者の権利に関する社会の理解を深め，その重要性に関する意識を高め
るために活動します。また，税制における所得再分配機能及び応訴負担原則に
基づいて，実質的平等が図られるように取り組んでいきます。	
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残しています。
しかし，租税の領域においても，行政の運営における公正の確保と透明性の向
上は同様に図られるべきであり，また，裁判手続においても，納税者にとって公
正かつ透明性の確保された，わかりやすい手続の実現が必要です。このように，
納税者の権利・利益の保護及び適正手続の保障を実現するための立法化を実現す
る必要があります。

２	 税制に関する立法活動・提言
日弁連は，これまでも立法活動を推進しており，その活動は２０１１年度税制
改正における５０年ぶりの国税通則法の大改正につながり，不利益処分における
理由附記，税務調査の事前・事後の通知などの質問調査における手続規定の整備
として結実しています。
また，納税者の権利・利益の保護の観点から，不服申立制度の改善に関して
行政不服審査法改正にともなう国税通則法の改正などについて活動し，それは，
２０１４年の改正行政不服審査法，同法改正にともなう整備法及び年次改正によ
る改正国税通則法における，審査請求のみの不服申立前置制，不服申立期間の延
長，審理関係人（審査請求人等）の物件の閲覧・謄写権，審査請求人の質問権，
審理手続の計画的遂行等の手続規定の整備として，審査請求に一本化されました。
ただし，以下の事項に関しては，未解決または不十分な改善にとどまっており，
今後はこれらの実現に向けて取り組んでいきます。
⑴･･ 納税者権利憲章の策定
･ ･ 先進諸外国は，課税庁の権限行使等に対して納税者としての適正手続・適正
救済等に関する権利を有することを「納税者権利憲章」という基本法規として
制定しています。わが国にはそのような規定がないため，「納税者権利憲章」を
制定することが不可欠です。
⑵･･ 不服申立制度及び租税訴訟の改善
①　不服申立前置の強制を廃止し，納税者が，事案や争点の特質に応じて，審
査請求を行わずに，自由に訴訟提起を選択できるようにすべきです。
②　審査の独立性を担保するため，国税不服審判所を国税庁から分離（例えば
内閣府へ移管）するとともに，国税不服審判所の第三者性を確保し，納税者
の信頼を確保するため，税務行政庁から国税不服審判所への出向を禁止すべ
きです。
③　納税者に適正手続を保障するために，不服審査手続において，全件同席主
張審理の導入，処分庁担当者の出頭義務・回答義務を明定するなどして，対
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審構造を確保すべきです。
④　不服審査手続及び租税訴訟における不意打ちを防止するため，処分理由の
差替え・後出しを認めない争点主義を採用すべきです。
⑤　租税訴訟における裁判所の専門性の向上を図るべく，裁判所に租税専門部
を設置し，当事者（特に納税者）にとってわかりやすい透明公正な訴訟手続
を実現すべきです。
⑥　柔軟かつ迅速な救済の一手段として，当事者の合意による早期紛争解決制
度を導入すべきです。
⑦　裁判所法第５７条の裁判所調査官のうち，租税に関する事件の審理及び裁
判に関して必要な調査等の事務をつかさどる調査官制度は，一方当事者であ
る国税庁から出向した者が調査官となっており，裁判の公平に疑義を生じさ
せること等から，これを廃止する法改正を行うべきです。

⑶･･ 不利益課税遡及立法の防止
･ ･ 法律の施行日以前に遡って納税者に不利益に課税することを定める不利益課
税遡及立法は，法的安定性，予測可能性を侵害して納税者に不測の損害を与え
るものです。そのため，今後，不利益課税遡及立法を策定するとしても，納税
者の経済活動の自由が尊重され，選択の自由が侵害されないよう十分な配慮が
なされるべきです。
⑷･･ パブリック・コメント制度の法定
･ ･ 国税に関する法律・政省令・通達について，民意をより一層反映させるため，
パブリック・コメント制度を法定すべきです。
⑸･･ 原発事故に関する損害賠償金の非課税化
･ ･ 福島第一原子力発電所の事故に関し，東京電力から支払われる損害賠償金を
非課税とするべく立法化をめざします。
⑹･･ 所得の再分配機能の強化
･ ･ 税制は，社会保障と一体となって所得再分配機能を担うところ，所得再分配
機能の強化及び応能負担原則に基づく実質的平等の確保という憲法の要請に沿
った制度設計が求められます。
･ ･ このような観点から，大企業及び投資家などに適用される種々の優遇税制の
見直し，所得税制における生活費控除原則を徹底した課税最低限の設定等，世
帯構成や働き方の選択に中立な税制の再構築，消費税における逆進性の弊害低
減等，所得の再分配機能による平等の実現を図るように取り組んでいきます。
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	 地方自治

１	 地方分権に向けた動向
１９９３年の衆参両院における地方分権推進に関する決議以後進められた地方
分権の動きは，地方分権一括法（地方分権の推進を図るための関係法律の整備等
に関する法律）の成立（１９９９年）や，数度にわたる地方自治法の改正等によ
って進んできました。本来，地方の政治は，市民生活に身近で，地方の実情に応
じてきめ細かな対応ができる組織で行うのが好ましいという観点からすれば，立
法権及び行政権の大きな部分を自治体に認めるのが適切と言えます。
地方分権一括法では，機関委任事務を廃止し，自治体の事務を自治事務と法定
受託事務の二つとしましたが，法律による過度な義務づけ，国による自治体への
不適切な介入，税財源の面での自律性の低さなどの多くの改善すべき課題が残さ
れています。

２	 地方自治の本旨の実現
私たちは，現状における国と地方との関係が「地方自治の本旨」の実現に沿っ

ているのかどうか，様々な制度が地方分権を推進する方向のものなのかどうかを
注視するとともに，積極的に働きかけていきます。地方分権を進めるなら，第一

30

１		 地方自治の本旨の実現をめざして，地方分権の動きに注目し，地方行政，
地方議会の自主性，自律性の確立と市民の権利保障のために，自治体行政の
内外に積極的に関わっていきます。

２		 それぞれの地域の活性化のために，地方の自主性を尊重し，地域の多様性
を認める地方自治制度の構築に向け，積極的に関わっていきます。

３		 自治体に対しては，弁護士会が審議会等の委員や外部監査人について責任
をもって弁護士を推薦するほか，法律相談担当員の派遣や任期付職員として
の弁護士の任用拡大に努め，消費者，子ども，高齢者，障がいのある人，性
的少数者，生活困窮者等が抱える問題などについても組織的かつ継続的に関
与することにより，自治体行政の透明性を図り，法の支配と住民福祉の向上
に努めます。

４		 オンブズマン等の行政を監視する市民活動との連携，協力を行い，行政の
適正化を求めるなど，市民の意見を地方行政に反映する活動やそのための法
制度の改善に向けた立法活動にも積極的に関与します。
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に，法令による義務づけの緩和，国による地方への関与の縮減，税財源の自治体
への移譲などを推進し，団体としての権限を強化することが必要です（団体自治）。
第二に，住民の代表機関たる地方議会が真に住民の意思を反映したものとなるこ
と，行政において住民の意思が自治体に的確に反映されることが必要です（住民
自治）。そのために，私たちは，地方分権に関連する立法や自治体に関係する政策
について，問題意識をもって検討していきます。

３	 地域の特色を尊重した地方自治制度の実現
地方自治においては，それぞれの地域が有する自然環境，歴史・文化・伝統，人材・
産業等を活用し，地域の個性，強みを磨き上げ，発揮することが極めて重要です。
そして，歴史的・文化的な地域のまとまりを基礎としたまちづくりは，地域住民
の自己決定権（憲法第１３条），健康で文化的な最低限度の生活を営む権利（憲
法第２５条），居住権（憲法第２２条）の基礎となるものです。
それぞれの地域等が希望をもって地域から元気と活力を発信していくために

は，地方の自主性の尊重とともに，地域の多様性を認めることが欠かせません。
このような地方自治制度が構築されるよう，積極的に関わっていきます。
なお，以前議論されていた「道州制」は，その必要性について十分な議論がな

されているものではありません。国と道州，道州と市町村との権限関係はどうな
るのか，住民・市民にとってどのような利益・メリットがあるのか，どのような
影響があるのか等についての検討はなされていません。私たちは，道州制につい
て再び議論されることがあれば，地方分権のあり方や住民の生活と権利の保障，
そして司法制度への影響という観点から，その是非も含め検討していきます。

４	 私たちの具体的な活動
地方行政の透明性を確保し，地方行政における法の支配を実現するために，私

たちは，弁護士会として積極的に関与していきます。審議会や委員会の委員，あ
るいは外部監査人等について，各地の弁護士会が責任をもって弁護士を推薦する
ほか，自治体が主体的に行う政策実現型条例等の制定支援や，自治体職員が抱え
る日常的な法律問題に迅速かつ適切に対応するための法律相談担当員の派遣，任
期付職員としての弁護士の任用拡大に努めます。
また，住民福祉の向上のために，市民の立場も知り得る私たち弁護士が，法律
実務家として，地方行政に関与していくことも重要です。住民に対する法律相談
業務を弁護士会として担うようにし，消費生活センターと定期的な意見交換を行
う場を設け，さらに，子ども，高齢者，障がいのある人，性的少数者，生活困窮
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者等が抱える問題などについても，組織的かつ継続的に，自治体等との連携活動
を積極的かつ具体的に推進していきます。
他方，地方行政において，不必要と思われる公共事業への支出，政務活動費の

目的外支出，談合等，税金の無駄遣いが，後を絶ちません。このような無駄遣い
や違法な支出を是正し，行政活動の適正化を図る市民オンブズマン活動等との連
携，協力も必要です。それとともに，このような活動の重要なツールである情報
公開，住民監査請求，住民訴訟等の制度が，市民にとって使いやすいものである
ように，常に制度の改善に向けた活動を行わなければなりません。また，これら
の制度の根幹を揺るがすような改正については，反対する活動を行っていかなけ
ればなりません。特に，２０１７年の地方自治法改正により，条例を定めること
により首長等の損害賠償等の責任に一定の限度額を設けることができるようにな
りましたが，かかる制限の設定は，住民訴訟制度の根幹を揺るがしかねないもの
であり，条例制定に関する意見表明を行っていくことも考えられます。

	 平和主義の普及と核兵器等の廃絶

日本国憲法前文は，全世界の国民が平和のうちに生存する権利（平和的生存権）
を有することを確認しています。
国民の一人ひとりが個人として尊重されることも（１３条），健康で文化的な最
低限度の生活を営む権利を有することも（２５条），平和があって実現します。
私たちは，この視点に立って，日本国憲法の恒久平和主義の基本原理を尊重し，
核兵器等が廃絶され，全世界の人々の平和に生きる権利が実現されることをめざ

31

１		 日本国憲法の平和主義を，わが国の内外においてさらに普及・定着させ，
平和教育を徹底させることをめざします。

２		 政府と国会に対し，非核３原則の法制化及び核兵器禁止条約の署名と批准
を求めるとともに，日本国憲法の恒久平和主義を尊重した平和外交を展開す
るよう求めます。

３		 各国政府に対し，核，生物・化学兵器，対人地雷，劣化ウラン弾，クラス
ター爆弾の開発，製造・貯蔵，使用等の即時停止と完全廃絶に向け，それに
関する諸条約の締結，批准，加盟国の増加など真摯かつ実効的な取組を求め
ます。とりわけ，核兵器禁止条約の署名と批准を求めます。

４		 日本も含めた関係国政府に対し，東北アジアに非核地域を構築するため真
摯な努力をすることを求めます。
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し，活動を続けます。
具体的には，政府と国会に対し，早期の非核３原則の法制化，核兵器禁止条約

の署名と批准を求めます。小・中・高校において恒久平和主義を尊重した平和教
育を実施することや多角的・柔軟な平和外交を展開するよう求めます。
また，各国政府に対し，核，生物・化学兵器，対人地雷，劣化ウラン弾，クラ
スター爆弾の廃絶に向けた真摯かつ実効的な取組，すなわち，条約の署名，批准，
加盟国の増加への取組などを求めていきます。
核兵器などに関しては，各国政府に対し，包括的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）

の早期発効，核拡散防止条約（核兵器の不拡散に関する条約：ＮＰＴ）の強化，
カットオフ条約（核兵器用核分裂性物質生産禁止条約：ＦＭＣＴ），生物兵器禁
止条約（細菌兵器（生物兵器）及び毒素兵器の開発，生産及び貯蔵の禁止並びに
廃棄に関する条約：ＢＷＣ）の締結などを求めていきます。とりわけ，２０１７
年７月７日に国連で採択された核兵器禁止条約については，早期に発効に必要な
批准国５０カ国に達するよう求めていきます。
そして，北朝鮮核開発問題に関しては，東北アジアにおいて非核地帯を構築し，
万が一にも核兵器が使われないようにするため，各国政府に対し外交的手段によ
る解決への真摯な取組を求め，働きかけていきます。
さらに，平和的生存権を国際的にも普及するという意味で，平和への権利・国
連宣言の成立のための国際，国内活動を進めます。成立後も国内外に普及・定着
をめざします。

	 米軍基地の整理縮小，日米地位協定の抜本的見直し

１	 米軍基地の存在と基地被害
沖縄の施政権が返還（１９７２年５月）されてから４７年，日本国憲法が施行

されてから７２年が経過しました。
しかし，わが国には日米安保条約（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力
及び安全保障条約）のもとで今なお米軍が駐留し，全国に多数の米軍基地が存在
し，沖縄県には米軍専用施設についてみればいまだ７０％が集中しています。米

32

沖縄をはじめとした米軍基地の可能な限りの早期の整理縮小を求め，その実
現に取り組みます。
日米地位協定の抜本的な見直しを求めます。
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軍の駐留及び米軍基地の存在は，わが国の安全保障のあり方に大きな影響を与え
るとともに，飛行機発着時の騒音，飛行機やヘリコプターの墜落事故・部品落下
事故，環境破壊・汚染，生活被害，女性・子どもに対する性犯罪事件，交通事故，
地域開発の阻害など様々な人権問題，社会問題を引き起こしています。２０１２
年１０月には沖縄全県の反対にもかかわらず，墜落の危険が高いＭＶ－２２オ
スプレイが普天間基地に強行配備され，２０１６年１２月には辺野古沿岸で同オ
スプレイが墜落，大破し，２０１７年１０月には東村高江にＣＨ５３ヘリが不時
着，炎上しています。沖縄県などでは県民の平和的生存権が侵害されていると言
っても過言ではないでしょう。さらに近時日米同盟の強化・在日米軍の再編によ
り，新しい米軍基地施設や既存基地の拡張などの問題が生じています。特に沖縄
県においては，普天間基地の代替施設としての新基地建設（名護市辺野古）が，
２０１４年，２０１８年の県知事選挙や２０１９年２月の県民投票において明確
に反対の民意が示されたにもかかわらず，これを顧みることなく強行されている
ため，問題は極めて深刻です。

２	 日米地位協定の問題点
駐留米軍及び米軍基地に関する問題を深刻化させている要因として，日米地位
協定（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づ
く施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定）の問題が
あります。日米地位協定は，１９６０年１月，行政協定（日本国とアメリカ合衆
国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定：１９５２年４月発効）が改訂さ
れる形で締結されましたが，行政協定と同様，日本が先の大戦の敗戦国であると
いう歴史的事情を反映して，不平等（日本の全土基地化，基地の無償・無期限提
供，「思いやり予算」，被疑米兵の身柄引渡し拒否権等），不合理（環境保護規定
や人権保障政策の不存在，自治体の意向無視等）なものとして誕生しました。日
米地位協定は，締結後５９年も経過するにもかかわらず，現在まで一度も改正が
行われていません。この間，１９８９年の冷戦終結，１９９１年のソ連崩壊があり，
また，人権，環境保護等に関する思想は大きく進化・発展してきました。米国と
ドイツ，イタリアとの間のＮＡＴＯ軍（米軍）地位協定，米伊二国間協定には時
代背景や人権思想の進化・発展の成果が反映されてきましたが，日米地位協定に
は全く反映されていません。日米地位協定の内容は，占領時代，冷戦期の古い思
想のまま固定されています。
特に，日米地位協定が，日本国内で活動する米軍，軍人・軍属らの行為に対し，

国内法規の適用を明記していないことは，市民の生活と人権を保障し，わが国の
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環境を保全する上で大きな障害となっています。国内で活動する米軍，軍人・軍
属ら及び米軍基地に対し，「法の支配」を実現すべく，わが国の法律を適用し，司
法の統制を及ぼすように日米地位協定を改正することは，人権保障を実現する上
で不可欠であり，緊急な課題となっています。
そのため，日弁連は，基地被害で基本的人権を侵されている人々の被害回復や
被害防止のため，特に重要だと思われる①施設及び区域の提供と返還，②米軍等
に対する日本法令の適用と基地管理権，③環境保全・回復等の問題，④米軍船舶・
航空機等の出入・移動，⑤航空交通，⑥米軍人・軍属らの刑事責任，⑦米国・米軍人・
軍属・家族らの民事責任について，地位協定の改正の方向性に対する意見を表明
しています。

３	 私たちの課題
政府及び国会は，米軍の駐留及び米軍人，軍属らが特に沖縄で引き起こしてい

る現状を直視し，恒久平和の実現，人権保障を基本原理とする日本国憲法の精神
に則り，米軍基地の可能な限りの整理縮小を図り，ドイツ，イタリア，イラク，
アフガニスタン，フィリピン等地位協定改定の例を参考としながら，日米地位協
定の抜本的な見直しをするため真摯な努力をすべきです。
私たちは，平和的生存権を確立し，恒久平和と人権保障を実現するために，米

軍基地の整理縮小を図ること，日米地位協定の抜本的な見直しを行うことを政府
等に要求し，その実現に取り組みます。

	 戦争被害者の人権

戦争は最大の人権侵害です。これまでに被爆者援護法（原子爆弾被爆者に対す
る援護に関する法律）の改正，中国残留邦人等の支援に関する法律（中国残留邦
人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律）の改正など
が行われましたが，内外の戦争被害者への救済がいまだ不十分なままです。
先の戦争において，わが国は，アジア・太平洋地域で，住民虐殺・生体実験・

33

先の戦争において，わが国がアジア・太平洋地域で行った住民虐殺・生体実
験・強姦や性奴隷制などの性暴力・強制連行・強制労働・財産の収奪・文化の
抹殺・環境破壊等の重大な人権侵害の事実を直視し，その被害回復の実現に力
を尽くすとともに，すべての戦争被害者が，公平な補償及び名誉回復の機会を
与えられるように国に対して求めていきます。
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強姦や性奴隷制などの性暴力・強制連行・強制労働・財産の収奪・文化の抹殺・
環境破壊等の重大な人権侵害を起こしました。侵略戦争に対する反省は，日本国
憲法の原点です。この原点を踏まえて，過去の歴史を直視し，国際人道法違反の
諸行為を自らの手で厳正に究明して，個別被害者に対する正当な補償と名誉回復
の措置を実行することは，近隣諸国民との真の友好を確立するとともに，平和構
築への第一歩でもあります。国家間の戦後補償問題については，関係諸国との賠
償条約の締結等によって一定の解決を図ってきましたが，直接被害を受けた個人
に対する補償は，国外，国内ともに視野に入れてきませんでした。個別の戦争被
害者に対しても，その人権侵害の事実を究明し，責任の所在を明らかにするとと
もに，被害回復の措置を講じるべきです。
とりわけ日本軍「慰安婦」問題について，日本政府は，「法的に解決済みである」

「アジア女性基金が一定の償い金を支払った」と主張し，日韓合意に基づき基金
への拠出を行うなどの取組もありましたが，解決には至っていません。歴史教科
書も「慰安婦」問題を避けるようになり，政治家や評論家などからは，被害者の
人間的尊厳を否定するような発言もしばしばなされています。また，旧植民地か
ら日本の鉱山等での労働を目的として強制的に連行され，過酷な労働を強いられ
た人々に対する補償もなされていません。これらの被害者の老齢化が進み，既に
死亡した人も多数います。私たちは，被害者が緊急に実効的な補償を得られるよ
うな立法その他の施策を求めていきます。
また，軍人・軍属に限らず，すべての戦争被害者について，国家による公平で
十分な補償が与えられるべきです。
被爆者については，国に原爆症認定申請を却下された人について，原爆症と認

定する司法判断が積み重ねられ，原爆症認定の審査方針が変更されることが繰り
返されてきました。原爆症認定集団訴訟については被爆者団体と内閣総理大臣間
で終結に向けた確認書が取り交わされるなどの進展もありました。２０１３年に
も原爆症の認定基準が見直されましたが，新基準によっても多くの申請が却下さ
れ，これを救済するための司法判断が相次いでおり，被害実態に即した認定基準
と適正な審査手続が必要です。また，被爆者援護法は奪われた生命と暮らしのご
く一部を補償するにすぎません。平均８０歳を超える被爆者に残された時間は決
して多くはないため，速やかに被爆の実態に見合った援護制度を確立すべきです。
また，在外被爆者についても，海外からの被爆者手帳の申請や健康管理手当の申
請の許容，医療費が支給されるようになるなどの進展がありましたが，原爆症認定・
手当等の支給には多大な困難が残っています。私たちは，すべての在外被爆者が，
居住する国の制度のもとでも十分な医療を受けられるような運用を求めていきま
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す。
中国残留邦人等についても，本人やその配偶者の国民年金の特例や支援給付，
生活支援などの一定の前進がありましたが，所得制限を設けていること，特に残
留邦人の子は支援策の対象とされていないなどの問題（いわゆる二世問題）があり，
引き続き支援のための法律の運用を注視していくとともに，国に対し，さらに一
層きめ細かな支援施策を実施するよう求めていきます。
また，旧軍人・軍属が戦後の立法により各種の援護措置を受けているのに対し
て，空襲で被害を受けた民間人，沖縄戦により大きな被害を受けた沖縄の人々など，
戦争をめぐる被害者らは補償を受けておらず，これらの民間の戦災者に対する援
護法を制定するなどして補償を行うことを国に対して求めていきます。
さらに，治安維持法で不当逮捕された人々など，名誉回復が図られていない人々
の救済にも取り組みます。

	 憲法改正問題

１	 日本国憲法の理念
立憲主義の理念に基づき，国民主権，基本的人権の尊重，恒久平和主義などを
基本原理とする日本国憲法が戦後日本の平和と民主主義，人権と福祉のために果
たした役割は極めて大きいと考えます。
立憲主義とは，権力者の権力濫用を抑えるために憲法を制定するという考え方

のことをいい，広く「憲法に基づいて政治が行われる」ことを意味しています。
日本国憲法の根本にある立憲主義は，「個人の尊重」と「法の支配」原理を中
核とする理念であり，国民主権，基本的人権の尊重，恒久平和などの基本原理を
支えています。
「個人の尊重」とは，人間社会における価値の根源が個人にあるとし，何にも勝
って個人を尊重しようとするものであり，日本国憲法も「すべて国民は，個人と

34

日本国憲法の柱である国民主権，基本的人権の尊重，恒久平和主義の基本原
理を後退させ，またその拠って立つ立憲主義の理念を危うくするような憲法改
正（解釈によるものを含む。）の動きに反対するとともに，日本国憲法の理念
や基本原理が社会の隅々にまで浸透し，実現するための取組を強く進めます。
国民投票法については，憲法９６条の趣旨に従い，国民の意思が憲法改正手
続に正確に反映するよう，引き続き改正を求めていきます。
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して尊重される」と規定しています（１３条）。
「法の支配」とは，専断的国家権力の支配（人による支配）を排斥し，権力を
法で拘束することによって，国民の基本的人権を擁護することを目的とするもの
です。日本国憲法も，基本的人権の永久・不可侵性を確認するとともに（９７条），
憲法の最高法規性を確認し（９８条），公務員に憲法尊重擁護義務を課し（９９条），
裁判所に違憲立法審査権を付与しています（８１条）。
このように，日本国憲法は，すべての人々が個人として尊重されるために，最
高法規として国家権力を制限し，人権保障などを図るという理念を基盤とした憲
法です。

２	 憲法改正をめぐる動き
２０００年代に入って，政党・新聞社・財界などから，憲法改正に向けた意見
や草案が多数発表されてきています。これまでに公にされた改憲案の中には，憲
法を権力制限規範にとどめず国民に対する行動規範の意味を持たせるもの，人権
制約原理として「公共の福祉」に換えて「公益」や「公の秩序」を導入しようと
するもの，憲法前文の平和的生存権規定や憲法９条２項を削除し，「軍隊」を保
持して海外での武力行使を可能とするもの，集団的自衛権の行使を認めた上でそ
の範囲を拡大しようとするもの，軍事裁判所の設置を求めるもの，憲法９条１項・
２項を残したまま新たに自衛隊等を憲法に明記するものなどがあります。
なかでも，２０１２年４月に自由民主党が発表した「日本国憲法改正草案」は，
前文の全面改正，天皇の元首化，国防軍の創設と緊急事態条項の新設，「個人の
尊重」ではなく「人の尊重」とし，「家族」を社会の単位とする考え方，人権制約
原理としての「公益及び公の秩序」の概念の導入，国民の義務・責務規定の多数
の新設，国民の憲法尊重義務の新設，憲法改正手続の要件の緩和などを内容とし，
国民主権や基本的人権の尊重，恒久平和主義の基本原理をいずれも大きく後退さ
せる内容となっています。
「公益」や「公の秩序」による人権の制限を導入しようとする考え方は，人権の
制約根拠を人権相互の矛盾・衝突の調整ということを超えて，国家利益や社会全
体の利益からの人権制限を認めようとするものです。このような改正がなされる
と，表現の自由や思想・良心の自由という人権の根幹にあたる権利も容易に制約
される危険が生じます。
また，２０１８年３月に自由民主党が自衛隊に関して「条文イメージ（たたき
台素案）」として公表したものは，憲法９条１項・２項は残したまま，新たに憲法
９条の２を設け，軍事的組織である「自衛隊」と，その任務である「必要な自衛
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の措置」を憲法に書き加えるというものです。これは，政府がこれまで維持する
としてきた専守防衛政策に根本的な変化をもたらしかねず，これまでの恒久平和
主義の内実を変容させるおそれがあります。また，自衛隊の行動に対して憲法に
基づく実効性のあるコントロールを実現することに疑義が生じます。
日本国憲法の徹底した恒久平和主義を改変し，軍隊を保持し，国際紛争を解決
する手段として武力の行使を認めようとする考え方は，日本の国のありようを根
本から変えてしまうものです。ここ１０数年の間，周辺事態法（周辺事態に際し
て我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律），テロ特措法（平
成１３年９月１１日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等
に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が
国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別
措置法），イラク特措法（イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活
動の実施に関する特別措置法），有事関連３法，有事関連７法，防衛庁の防衛省
への格上げ，自衛隊の海外派遣の拡大や本来任務化，海賊対処法（海賊行為の処
罰及び海賊行為への対処に関する法律）の制定など，恒久平和主義をなし崩しに
するような立法が，多数なされてきました。
２０１３年１２月には，外交・防衛等に関する広汎な情報を重罰をもって国民
に秘匿する特定秘密保護法が成立しました。また，同時期に発足した国家安全保
障会議の審議に基づいて，「国家安全保障戦略」及びこれと一体となる新防衛計
画大綱が策定され，「国際協調主義に基づく積極的平和主義」の「基本理念」の
もと，自衛隊を質・量ともに強化し，日米ガイドライン（日米防衛協力のための
指針）の再改定など米軍との協力関係を深化拡大し，自衛隊の海外での武器使用
や武力行使の範囲を拡大しようとする内容となっています。
そして２０１４年７月１日，政府は，集団的自衛権の行使を含む「自衛のため
の措置」を容認し，その他「後方支援」の範囲やＰＫＯ等の武器使用の範囲を拡
大する等の閣議決定を行いました。これは，集団的自衛権の行使は憲法９条に反
して許されないとする従来の確立した政府の解釈を，同条を正面から改正するの
ではなく，政府自身が解釈で変更し，さらにその後の法律の制定・改正によって，
その行使を現実化しようとするもので，日本の平和国家のあり方を根本的に変え
てしまいかねないものです。さらに，この閣議決定を受けて，２０１５年９月に
は，国会において，平和安全法制整備法及び国際平和支援法（安保法制）が採決
されました。これらは，日本国憲法の軍事力によらない恒久平和主義の規定に反し，
また，憲法によって権力の濫用に縛りをかけようとする立憲主義の理念にも反す
るものです。
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また，憲法改正手続を定めた憲法９６条を改正して，国会の各議院の総議員の
３分の２以上ではなく過半数の賛成で改正の発議ができるように要件を緩和し，
その上で憲法の各条項を改正しようとする動きもありましたが，これもまた権力
に対する制約を大きく緩めようとするもので，立憲主義の理念に真っ向から反す
るものです。
なお，２００７年５月に国民投票法（日本国憲法の改正手続に関する法律）が
制定され，これに基づいて各議院内に憲法審査会が設置され，２０１１年以降審
議が行われてきました。２０１４年６月には，国民投票年齢が改正法の施行から
４年後に自動的に１８歳に引き下げられることになりましたが，テレビ・ラジオ
等における有料意見広告規制のあり方や，最低投票率制度の導入問題，公務員・
教育者の国民投票運動の規制の問題など，多くの検討課題が残されています。

３	 私たちの取組
私たちは，日本国憲法の基本原理である国民主権，基本的人権の尊重，恒久平
和主義を後退させたり，その拠って立つ立憲主義の理念を危うくするような憲法
改正（明文改憲及び解釈変更による改憲）の動きに反対します。そして，それら
の動きの危険性を幅広い国民に訴えるとともに，日本国憲法の理念や基本原理が
社会の隅々にまで浸透し，実現するための取組を同時に進めていきます。
専守防衛政策に根本的な変化をもたらし，集団的自衛権の行使を容認するなど，

政府による日本国憲法の解釈変更や法律の制定・改正による日本国憲法の恒久平
和主義という基本原理の改変に反対し，恒久平和主義を徹底させるための取組を
進めていきます。
憲法９６条を先行改正しようとする動きについても，引き続き動向を注視し，
反対の取組を続けます。
国民投票法については，憲法９６条の趣旨に従い，国民の意思が憲法改正手続

に正確に反映されるよう，最低投票率の規定の導入などの改正を求めていきます。
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	 国際的人権保障システム

１	 国連ＮＧＯとなった日弁連の国際人権活動の広がり
１９９９年，日弁連は，国連経済社会理事会における協議資格をもつＮＧＯと
して認められ，これにともない国連の諸会議において日弁連の立場で発言するこ
とができるようになりました。

２	 国連人権理事会や国連人権条約諸機関との協同
国連の人権理事会や各種人権条約機関などに対し，国内の人権状況に関する情
報提供や働きかけを行うことによって，適切な勧告を求めるという活動がありま
す。
近時，日弁連では，２０１６年に実施された女性差別撤廃条約，２０１８年に

実施された人種差別撤廃条約及び強制失踪条約や，２０１９年に実施された子ど
もの権利に関する条約の条約機関の政府報告審査に向けて，ＮＧＯレポートを提
出するとともに，各種人権条約機関の委員会及び作業部会に参加して意見を表明
し，それらの情報を建設的対話及び総括所見に反映させるべく，積極的な活動を
行っています。
また，２００６年の国連人権機構改革により人権理事会が新設され，４年ごと
にすべての国連加盟国の人権状況が審査される普遍的定期的審査制度（ＵＰＲ）
が設けられました。日本は，２００８年に第１回審査，２０１２年に第２回審査
を受け，国連人権理事会から人権課題について勧告がなされており，第３回審査

35

国連人権条約機関における政府報告書審査及び国連人権理事会における普
遍的定期的審査（ＵＰＲ）において，日本国内の人権状況に関する情報提供を
行うとともに，総括所見等に記載された提案・勧告を実現するためのフォロー
アップの取組を行います。
国際人権諸条約が定める個人通報制度の実現と拷問等禁止条約の選択議定
書の批准を求めます。
国際人権法を裁判規範として定着させるため，裁判官・検察官・弁護士・警
察官や刑務官等に対する充分な国際人権法教育の実施を求め，国際機関や国際
人権団体との協力・協同を進めます。
海外における人権侵害に対してもその是正や人権状況の向上のために可能

な行動をとります。
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は２０１７年１１月に行われました。日弁連は，審査に向けて日本の人権状況に
関する情報提供文書を作成し，国連人権高等弁務官事務所に提出しました。また，
本審査への立会い，各国政府代表部への説得活動，本審査での口頭の意見表明等
の積極的な活動を行うことで，ＵＰＲの制度構築及び日本審査の過程に密接に関
与しています。

３	 国連人権条約諸機関の勧告，総括所見の具体的実現に向けて
主要な人権条約機関が実施する政府報告書審査は，加盟国が提出した報告書を

もとに，委員と政府代表とが質疑応答を中心とした「建設的対話」を行い，それ
によって人権状況の改善・促進を図ることを目的とするもので，報告書審査の後
には，その国の人権の実現状況についての肯定的側面や問題点，懸念事項，提案，
勧告等をまとめた「総括所見」が採択されます。しかし，現在までに批准された
条約の実施に関して，わが国に対してなされた多くの具体的勧告のうち，国内法
の改正や制度の改善によって実現しているものは，ごく一部にすぎません。その
原因としては，政府報告書審査の過程において政府と条約機関との間で十分な建
設的対話が行われてこなかったことや，勧告が出されても，それを具体化して政
策立案や法律改正案提出などを担当する適切な行政機関（例えば独立した国内人
権機関）や，立法機関内に勧告の内容について集中的に検討審議し，法案化や政
策提言を行う機関が存在しなかったことなどが考えられます。
私たちは，審査に先立つレポート提出・意見表明といったこれまでの活動に加

えて，総括所見の内容を実現するための事後的なフォローアップを意識した活動
を行います。具体的には，政府機関や国会に対し，総括所見で指摘された勧告内
容の実現を働きかけるほか，国内人権機関をはじめとするモニタリング機関の設
置を求める活動を行います。

４	 個人通報制度の実現
個人通報制度を定める人権条約の選択議定書の批准（国際人権（自由権）規約，

国際人権（社会権）規約，女性差別撤廃条約，障害者権利条約，子どもの権利条約）
あるいは個人通報制度を定める条項の受諾宣言（拷問等禁止条約，強制失踪条約，
人種差別撤廃条約）をすることが喫緊の課題です。
そのため，私たちは，国会や政府機関に対する働きかけをより一層強めます。

５	 拷問等禁止条約選択議定書の批准と国内拷問防止メカニズムの設立
人が拘禁されている場所に定期的に外部の目が届かなければ，人権侵害を食い
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止められないことは，宇都宮病院事件，名古屋刑務所事件や広島少年院事件など
を見ても明らかです。
拷問等禁止条約選択議定書は，あらゆる拘禁施設の定期的な訪問のための国際

機関である国連拷問防止小委員会と国内拷問防止メカニズムの協同システムの構
築を求めています。この議定書は２００２年に採択され，２００６年に発効した
もので，既に８９か国（２０１９年３月６日現在）が批准しています。
私たちは，この議定書の批准を求め，新たに設立が求められている国内人権機

関と独立性を強化した視察委員会との協同による国内拷問防止メカニズムの設立
をめざします。

６	 法律家等に対する人権教育
国際人権規範が裁判所規範として尊重されるようになるためには，司法関係者
や警察官や刑務官など法執行にあたる公務員に対する人権教育が重要です。この
点は，人権条約機関による総括所見等でも繰り返し指摘されているところです。
また，国際人権に関する人権教育は弁護士に対しても実施することが求められま
す。
そのため，私たちは，人権教育を担う国内人権機関の設立を求めつつ，国際機

関や国際的な人権団体とも協同して，国際人権法に関する啓蒙や研修により一層
の力を注ぎます。

７	 海外における人権侵害や法の支配の確立に対する取組
国際人権に関する取組は日本国内に限定されるものではありません。海外にお

ける人権侵害についても，その内容によっては，国際人権法の観点から，声を上
げることが求められます。特に，海外において，法律家に対する弾圧や法の支配
を揺るがす深刻な人権侵害事案が発生した場合には，国際的な法律家団体とも協
同し，適切な対応を取るよう努めます。
また，紛争経験国をはじめとする途上国における法の支配の確立や司法アクセ
ス向上の過程に，日本の法律家が関わる活動も重要です。日弁連は，これまで，
法務省，国際協力機構（ＪＩＣＡ）や民間の財団とも連携協力し，カンボジア，
モンゴル，ベトナム，ラオス等の弁護士や弁護士会に対する国際司法支援を実施
したほか，アジアの国々とともに司法アクセスの向上に向けた国際会議を開催し
ています。また，国連機関とともに，カンボジア，イラクなどの法律家を対象と
した国際人権法に関する研修を実施しました。今後も，このような取組を続けます。
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８	 国際人権機関との交流
日弁連では，ＩＢＡ（International･Bar･Association），ＬＡＷＡＳＩＡ（The･
Law･Association･for･Asia･and･the･Pacific）やＵＩＡ（Union･Internationale･des･
Avocats）などの国際法曹団体や，アジア太平洋地域における国内人権機関のネ
ットワーク（ＡＰＦ）などとの交流による多彩な国際人権活動が展開されており，
今後も，これらの活動の強化に努めます。

９	 法改正への国際人権法の活用
国際人権法は，古い法律を人権指向に改正するために活用することができます。
例えば，女性にのみ離婚後６か月の再婚禁止期間を課す民法規定が争われた訴訟
では，女性差別撤廃委員会の総括所見が日本政府に対して，再婚禁止期間を撤廃
することを求める勧告を出していたことを，憲法解釈に影響を与える立法事実で
あるとする主張がなされました。この民法規定を違憲とした２０１５年の最高裁
大法廷判決は，２０１６年の法改正に結びつきました。
そのほか，嫡出否認権の行使を父のみに認めている民法規定が憲法違反である

ことを争っている無戸籍児の訴訟においても，第一審判決は，「日本が締約国とな
っている条約・勧告の内容や諸外国における立法の内容が立法事実となり得るこ
とは否定できない。」旨を判示しています（神戸地裁２０１７年１１月２９日判決。
第二審判決も同旨を引用。２０１９年７月時点で最高裁に係属中）。
私たちは，今後も法改正への国際人権法の活用を続けていきます。
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	 国内的人権保障システム

１	 人権の国内的保障システムの必要性
人権を擁護し社会正義を実現するにあたっては，実体的な権利の確立・伸張の

みならず，市民がアクセスしやすく，かつ憲法と国際人権法の標準を満たした実
効的な人権保障システムが国内的に確立されること，手続的な権利が保障される
ことが重要です。

２	 司法へのアクセス及び人権救済機能の充実
人権の国内的保障システムの確立のためには，まず，わが国の司法（裁判所）

が「人権の砦」としての人権救済機能を発揮することが求められます。
そのためには，司法（裁判所）は人権擁護機関であることが確認され，積極的

に人権を救済するための司法判断がなされるように基盤や制度を整備することが
求められます。
さらに，司法へのアクセスが確保され，等しく裁判所及び弁護士による法的サ
ービスの提供を受ける機会が保障されることが必要です。それは，裁判を受ける
権利（憲法３２条）及び弁護人依頼権（同３４条）を実質的に保障するために不
可欠な制度的基盤であるとともに，法の下の平等（同１４条）の要請でもあります。
したがって司法へのアクセスを保障することは，国，自治体及び日弁連の責務で
あると言えます。
そこで以上を実現するために，私たちは，次のことに取り組みます。

36

１		 人権の国内的保障システムの実効化を図るため，次の活動を行います。
（1）	司法アクセス障害を解消し，適正・迅速な裁判を受ける権利が実効的に
保障されるよう，司法の人的物的基盤の拡充，提訴手数料の低・定額化，
民事法律扶助の運用改善や拡充のための新たな法律の制定，権利保護保険
の対象拡大及び保険利用の信頼性を確保する制度の創設等を求めます。

（2）	行政等の権利救済機関が本来の役割を果たすよう，また弁護士会等のＡ
ＤＲが権利救済機能をより一層発揮できるよう取り組みます。

（3）	パリ原則を満たす政府から独立した国内人権機関の創設等をめざしま
す。

２		 立憲民主主義社会の基盤となる法教育の普及と実践に積極的に取り組み
ます。
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国に対しては，司法予算の大幅な増大，裁判官及び検察官の増員等による司法
の人的物的基盤の拡充，さらには，全国津々浦々で等しく司法サービスを受ける
ことができるよう各地の地方・家庭裁判所支部及び簡易裁判所の機能の充実など
を図ることを求めるとともに，諸制度の整備及び運用改善を通じて，利用者にと
って身近で利用しやすく頼りがいのある司法を実現することをめざし取り組みま
す。また，司法へのアクセスの確保のため，提訴手数料の低・定額化の実現に向
けて取り組みます。
日弁連は，これまで，「いつでも，どこでも，だれでも良質の法的サービスを受
けられる社会」の実現をめざし，法律扶助の拡充，法律相談センターの全国展開，
当番弁護士制度，弁護士過疎地域への公設事務所の設置などに積極的に取り組み
つつ，これらに対する国の責務を指摘してきました。現在，そのなかでも特に，
消費者・高齢者・障がい者・労働・家事・外国人（通訳）・少年・貧困・被拘禁者（損
害賠償命令）など，幅広い分野で民事法律扶助の拡充が求められています。私た
ちは，今後，民事法律扶助の対象事件・対象者の拡大，費用やその負担のあり方
の見直し（給付制の導入や資力基準の緩和）など，全般的な制度の拡充に積極的
に取り組み，また日弁連の委託事業の本来事業化をめざす必要があります。
また，司法へのアクセスの拡充のため，引き続き，権利保護保険の対象範囲を

自動車保険だけではなく幅広い類型の損害保険に広げていくとともに，保険利用
の信頼性と公正性を確保するために権利保護保険に関する紛争解決手続の整備及
び解決機関の拡充に取り組みます。

３	 行政等の人権救済機関，弁護士会等のＡＤＲの機能の充実
法の支配，権利の保障・実現のうえで，司法（裁判所）だけでなく，行政等の
権利救済機関や裁判外紛争解決手続（ＡＤＲ）が様々な形で広く利用されていま
す。この点，弁護士会設置のＡＤＲはもとより，行政型ＡＤＲや業界型ＡＤＲ・
各種士業などの認証ＡＤＲ機関は，中立公正で迅速かつ適切な紛争解決を図り，
それを通じて権利救済の機能を果たしています。
行政機関に設置された権利救済のための第三者機関が，本来の役割を果たすべ

く必要な取組を強めていくとともに，ＡＤＲ制度と機能の一層の充実に努めてい
きます。

４	 立憲民主主義社会における法教育の普及と実践の重要性
真の意味で人権が擁護された立憲民主主義社会を実現するためには，市民一人

ひとりが，人権の意味を理解する必要があります。それにより，一人ひとりが異
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なる意見や価値観を持っていることを理解することができ，お互いを尊重する理
性的な議論が可能になるわけです。そうした社会を実現するためには，憲法や法
の背景にある原理原則を理解し，理性的な議論のもと紛争を自律的に解決する力
量を備えた市民を育成する必要があり，法教育の重要性が一層高まっています。
法教育が小中高校などの公教育に導入され，外部講師の学校現場への受け入れ
体制も調いつつある中で，法の原理原則を理解し，理性的な議論を行う技能を有
する弁護士が，法教育の普及と実践において，中心的な役割を担わなければなり
ません。これまで以上に積極的に，教育機関等との連携を深め，法教育の普及と
実践を働きかけていくことが必要です。

５	 パリ原則を満たす国内人権機関の創設
裁判制度を利用するためには多くの費用と時間を必要とする上，社会的にみて
深刻な人権侵害と認められる事象でも法的に裁判所による救済が困難なケースも
あることから，司法（裁判所）以外にも簡易かつ迅速に人権救済にあたり，立法，
行政に対し人権保障の観点から勧告等を行う機関が必要です。
国連は，１９９３年１２月，「国内人権機関の地位に関する原則」（パリ原則）

を採択し，各国に対し国内人権機関の設置の促進と，あるべき国内人権機関とし
て政府からの独立性の確保などを求めています。国内人権機関は，パリ原則によ
って，人権諸条約を国内実施するための役割を担う，国際的な人権保障システム
の中にも位置付けられるものです。また，国内人権機関は，その個別の人権救済
事案の救済に取り組むだけでなく，国の人権にかかわる政策に関する提言や，国
の機関や市民に対する人権教育の役割を担う役割も期待されており，国際人権基
準に則った人権保障の実現のために必須の機関と言えます。
わが国に対しては，国連自由権規約委員会，人種差別撤廃委員会，国連社会権
規約委員会，女性差別撤廃委員会，子どもの権利委員会などから，パリ原則に従
った国内人権機関の設立を求める所見が次々と発表されました。さらに国連人権
理事会もＵＰＲ（普遍的・定期的）審査に基づき，日本に対して早急に国内人権
機関を設立するよう勧告しました。２０１４年に批准された障害者権利条約も，
条約の国内実施と監視を担う国内人権機関の設置を求めています。
日弁連は，「日弁連の提案する国内人権機関の制度要綱」を２００８年１１月

１８日に内外に発表し，２００９年６月には国内人権機関実現委員会を発足させ
て国内人権機関の設立を政府に働きかけてきました。
これらを受けて，政府は，２０１２年１１月，「人権委員会設置法」を国会に上
程しました。人権委員会設置法案は，政府からの独立性という点ではなお問題は
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残すものの，必要な修正を加えて早期に国内人権機関を設立することが期待され
ていました。しかし，同年の衆議院解散とともに人権委員会設置法案は廃案となり，
その後，上程の動きはありません。
私たちは，人権侵害や差別を根絶するため，独立性を確保した国内人権機関を

速やかに創設するよう取り組みます。

６	 各分野における人権機関の創設，拡充
私たちは，市民生活に対する国などの監視の強化の中で，自己情報コントロー

ル権の確立を図り，政府から独立した個人情報保護機関（ＥＵにおけるデータ保
護監察官）を創設して，国や自治体などによる個人情報の収集，保管，利用に対
する提言，勧告などを行う権限を付与することを求めていきます。
名古屋刑務所事件を契機とした監獄法の全面改正，刑事被収容者処遇法制定に

より，刑事・留置両施設視察委員会が設置され，独立性を保持しながら活動が展
開されていること，２００９年７月入管法改正により入管収容施設の視察委員会
が創設されたことは一つの顕著な前進です。私たちは，さらに福祉施設における
視察委員会の創設，難民認定第三者機関の設置，医薬品被害防止のための情報公
開と外部監視機構の創設もめざします。
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