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―改憲案の「統制」と「人権抑圧」を読む
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恒久平和主義の
理念と実現 ﹇ ﹈

今回は、「人権の抑制・統制的義務」のテー

マで日本国憲法と改憲案を読み比べてい
※₁

きます。
自由民主党﹁日本国憲法改正草案﹂︱

［自民党改憲案・二〇一二年公表］
日本青年会議所﹁日本国憲法草案﹂
［日

本青年会議所案・二〇一二年公表］

「そもそも憲法が、人権についての基本
理念をどう描いているか」という、憲法
制定上の根本問題があります。
国民主権を土台とする近代立憲主義は、
すべての者の人権を確保することを、政
府が存在する意味、その基本任務として
※₂

いるからです。
そこで今回は、人権の基本理念をめぐ
る日本国憲法の規定と、それに対応した
各改憲案の条文の内容を比較することに
※₃

します。

池上洋通

いけがみひろみち

日本国憲法の人権理念を読む

1941年静岡生まれ。
日野市役所職員を経て、
自治体問題研究所事務局長・常務理事のあ
と、多摩研理事長。現在は、多摩研研究室長。
著書に、
『 人間の顔をしたまちをどうつくる
か』
（自治体研究社 1998年）
、
『生きたかった』
（共著、大月書店 2016年）ほか多数。

享有とは「生まれながらにして持つ」

①国民すべてが基本的人権を享有する︒

次のように読むことができます。

基本的人権の本質を描いたこの条文は、

る。
」

して、現在及び将来の国民に与へられ

は、侵すことのできない永久の権利と

この憲法が国民に保障する基本的人権

ての基本的人権の享有を妨げられない。

「国民は、すべ
久不可侵性︑固有性】

◇第一一条【 基 本 的 人 権 の 普 遍 性︑ 永

関東大震災時の戒厳令を伝える新
聞記事（毎日新聞 1923 年 9 月 2 日）

りで「人権の抑制」について考えるときに、

憲法において戦争・軍事体制との関わ

改憲案の
﹁統制﹂
と
﹁人権抑圧﹂
を読む

前回から、
「九条改憲」議論をめぐる

はじめに

│

2

産経新聞﹁国民の憲法﹂要綱［産経新

聞案・二〇一三年公表］

連続講座 日本国憲法施行 70 周年「主権者市民として学ぶ日本国憲法」
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Ⅴ
改憲案を読み比べることを始めました。
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存在を意識しているものです。ここでは

ない」としているのは、
「妨げる力」の

条文が「基本的人権の享有を妨げられ

②「妨げられない」の規定の意義

ていることになります。

て「国民の基本的人権の享有」を規定し

人類史的に普遍的な意義を持つものとし

とからすると、日本国憲法のこの条文は、

義の古典的な基本文献の一つであるこ

する規定であり、
「宣言」が近代民主主

可侵の権利を与えられている」と、直結

間は生まれながらにして平等であり、不

アメリカの「独立宣言」の「すべての人

という意味です。これは、※２に記した

て、次の四つのことを主権者国民に求め

この条文は、国民主権の本質に基づい

ふ。
」

祉のためにこれを利用する責任を負

はならないのであつて、常に公共の福

らない。又、国民は、これを濫用して

力によつて、これを保持しなければな

する自由及び権利は、国民の不断の努

濫用の禁止 】
「この憲法が国民に保障

◇第一二条【自由及び権利の保持責任と

た権利を奪うことはできません。

ようなことがあっても、現行憲法が定め

ん。従って、将来、この憲法を改正する

力も含めてだれもが侵すことができませ

は、人類史と共に永久性を持ち、政府権

す。

ための行動を起こす権利と責任がありま

改めさせ、または政府自体を取り換える

主権者として声をあげ、政府のあり方を

国民の人権を侵そうとしたとき、国民は

放棄した場合、または、政府権力自体が

という基本的任務を意図的に軽視または

すべての国民への基本的人権を保障する

もし、政府が憲法の規定にそむいて、

②政府権力への対抗と革命の権利

の努力）
。

これを止めなければなりません（―不断

利侵害に対して、日常的に絶えず監視し、

して、主権者である国民は、すべての権

①権利を侵そうとする者への監視

態の政府であれ、…人民の安全と幸福を

引用の後半部分―「そして、いかなる形

たび※２の「アメリカ独立宣言」からの

③憲法が国民に保障する権利

まず、憲法の保障する自由と権利をめ

※５

特に、政治的権力による基本的人権の制

ています。

その原則をえがいたものとして、ふた

限をさすものと理解すべきでしょう。
その基本的人権は「憲法が国民に保障

もたらす可能性が最も高いと思われる形
現実の社会では、すべての人間が享有

じつは「独立宣言」は、この文言の少

ぐる主権者国民の主体的な立場の確立が

の規定に従って、すべての権利をすべて

するはずの基本的人権が侵され、奪われ

し後にさらに踏み込んで次のようにいい

する」ものであり、政府権力が保障する

の国民の生活に具体化する役割を任務と

ることがしばしば起こります。しかもそ

ます。

の権力を組織する権利を有するというこ

するのです。（これが立憲主義の基本です）

れが、政治権力によるものであった歴史

「
（政府権力による）権力の乱用と権利

求められます。

④基本的人権の永久性・不可侵性

的な事実は、数えきれません。これに対

と」に注目しましょう。

人類史的に普遍性を持つ基本的人権

ものではありません。政府は、この憲法
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の侵害が、常に同じ目標に向けて長期に
わたって続き、人民を絶対的な専制の下

あってはならない、という意味です。
それは、
「人権の内在的な制約」とい

個々人の自由や権利は、それ自体に内

在する制約がある、それは自らの自由や

用し権利を侵害する政府を廃止して新た

知られる文言ですが、ここで、権力を乱

「抵抗権・革命権」を明記したとして

ある。
」

を作ることが、人民の権利であり義務で

の将来の安全のために新たな保障の組織

には、そのような政府を捨て去り、自ら

人の自然的諸権利の行使は、社会の他の

をなしうることにある。したがって、各

自由とは、他人を害しないすべてのこと

「第４条（自由の定義・権利行使の限界）

言」
（人権宣言）に次の条文があります。

出された「人及び市民の権利に関する宣

くと、一七八九年のフランス革命の際に

ここでまた、古典的な根拠を引いてお

しかし、
法律による「自由・権利の制約」

定める基準を侵すことにほかなりません。

自由や権利の「濫用」とは、その法律の

義の原則）
。日本国憲法第一二条のいう

律によらなければなりません（＝法治主

それぞれが勝手に決めるのではなく、法

そして、この制約（限界）の基準は、

権利の行使によって他の者の自由や権利

な政府を作ることを、人民の「権利」と

構成員にこれらと同一の権利の享受を確

の規定には、守らなければならない原則

う原則的な概念に基づいています。

してだけでなく、
「義務である」として

保すること以外の限界をもたない。これ

があります。

に置こうとする意図が明らかであるとき

いる点を注目しなければなりません。日

らの限界は、法律によってでなければ定
条文の持つ意味は単純で原則的です。

の間の「自由・権利の侵害」に関わるも

約」は、あくまでも社会的構成員どうし

その第一は、
ここでいう「限界」や「制

を「人権の内在的制約」といいます。

を侵すことである、というのです。これ

本国憲法第一二条が、国民の責任を規定

」
められない。

③濫用の禁止―人権の内在的制約

①各人における自由とは、他人を害す

※６

する思想的根拠がここにあります。
さらに第一二条は、国民の主権者的な

のであって、各人と政府権力との関係に

従って、社会の構成員各人に対する政府

ること以外のすべてを行うことができる
②その限界は、社会を構成する他の者

権力の「自由・権利の制約」はあり得な

責任として「自由、
権利の濫用」を禁止し、

が持つ、自分と同一の権利を侵さないと

関わるものではない、ということです。

「公共の福祉のために利用する」ことを

規定しています。
ここでいう「公共の福祉」とは、
「誰

いということになります。

第二は、
法律による制約の基準は、
必要・

いうことである。
③ そ の 限 界 が 何 で あ る か は、法 律 に

もが幸福に生きるための社会的な条件」

を表わしています。そして、「濫用の禁止」

最小限でなければならない、ということ

です。これは、国民主権を原理とする国

よって定める（法律以外の方法で定める
ことはできない）
。

とは、自らの自由や権利の実現のために

他の者の自由・権利を奪うようなことが

連続講座 日本国憲法施行 70 周年「主権者市民として学ぶ日本国憲法」
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権利の実現」にあることを踏まえるなら、

家・社会の基本目的が
「各人における自由・
して、等しく尊重されることです。

の生活が、それぞれに個性を持つものと

しく確保されること、次いで自由に生き

す。まず各個人において生命の権利が等

「すべて国民
公共の福祉、国政の任務】

◇ 第 一 三 条【 個 人 の 尊 重 と 幸 福 追 求 権、
する、ということです。

ラム（政治・経済・社会・文化）を排除

する、あらゆる形態の全体主義的プログ

第二は、
「個人としての尊重」と敵対

利が保障される、という理解です。

てはじめて、各個人の幸福を追求する権

る権利が保障されること、その上に立っ

立法その他の国政の上で、最大の尊重

ついては、公共の福祉に反しない限り、

由及び幸福追求に対する国民の権利に

主体性に基づくものでなければならない、

すべて各個人の自由な意思による決定＝

第三は、各人の人生・生活の設計は、

えて決めた目標がなければなりません。

分にとっての幸福とは何か」を自由に考

福を追求する」ためには、各個人が「自

の主体性の確立に関わることです。
「幸

ることを「自己実現」といいますが、こ

自分で立てた目標を自身の努力で達成す

ということです。
②生命、自由、幸福追求に対する国民
の権利

こでいう「幸福追求権」とは、まさに自

そして条文は、
「 公共の福祉に反しな

次いで条文は、生命、自由、幸福追求

第一は、憲法が第三章その他で規定す

い」ことを前提としつつ、
「生命、自由、

性をうたい、各人がその主体性において

己実現を可能にする権利のことです。

その意味でこの条文は、憲法全体のベー

る、基本的人権全体の象徴的表現として

幸福追求に対する国民の権利」の実現が、

に対する国民の権利をかかげます。これ

ストーンというべき内容を持つものだと

の意味です。
（ここでまた、先のアメリ

国政上で「最大の尊重を必要とする」課

生きる生活を保障することが政府組織の

いえるでしょう。

カの独立宣言にある「生命、自由、およ

題であると明記し、日本国憲法の定める

③国政の任務は国民の権利の実現である

①個人としての尊重

び幸福の追求を含む不可侵の権利」とい

には三つの意味があります。

条文はまず、すべての国民が「個人と

政府・政治の目標は「基本的人権の実現」

して尊重される」ことをうたいます。こ

であることが、端的に示されていること

第一は、
「人一般として」ではなく「個

自由についての権利、幸福を追求する権

重」に関わらせて、生命についての権利、

ないのは、個人の尊重の規定です。つま

そこでもう一度確認しなければなら

れは、次のことを意味しています。
人として」尊重されることを明記して、

利の全体を段階構成的に理解することで

です。

各個人が持つ心身全体とそれによる個々

第二は、①に記した「個人としての尊

う部分を思い起こして下さい。
）

果たすべき任務であることを明示します。

受けて、主権者国民の個人における主体

こ の 条 文 は、 第 一 一 条、 第 一 二 条 を

を必要とする。
」

第三は、これらを前提にした、各個人

は、個人として尊重される。生命、自

当然の原則というべきでしょう。

緑の風 MIDORI NO KAZE 2018.3

8

の権利を保障しなければならないのです。

り国政は、各個人の生活においてこれら
公の秩序に反してはならない。

務が伴うことを自覚し、常に公益及び

ならず、自由及び権利には責任及び義

に反しない限り」に変えています。

はんしない限り」を「公益及び公の秩序

政治を含むことが明らかになります。基

由及び幸福追求に対する国民の権利に

◇第十三条（人としての尊重等）全て
 国
民は、人として尊重される。生命、自

共同体の一員として尊重され、基本的

①国民は、国家により個人として、又は

◎日本青年会議所案

そこで、ここでいう「国政」には地方自

礎的自治体の政治によらなければ、各個

ついては、公益及び公の秩序に反しな

な権利の享有を妨げられない。この憲

治体（特に基礎的自治体）の政府が行う

人の日常生活における権利の実現は不可

い限り、立法その他の国政の上で、最

②国民は、前項に掲げる権利を濫用して

て保持し、子孫に継承する責務を負う。

の基本的な権利を、不断の努力によっ

び将来の国民に与えられ、国民は、こ

◇第八条（国民の基本的な権利）

能だからです。

法が保障する基本的な権利は、現在及

◇第十一条（基本的人権の享有）

［自民党改憲案の問題点］

大限に尊重されなければならない。

改憲案の人権理念を読む
次に、ここまで学んできた日本国憲法

日本国憲法の「妨げられない」の規定

はならず、常に公の利益及び秩序を保

③国民の基本的な権利及びその他の権利

がすっぽりと削除しています。
「権利の濫用」について、
「公共の福祉」

については、国の安全、公の秩序の維

かかげ、注釈的にその問題点を見ること

の概念を外して、
「 権利には責任及び義

持、及び公共の利益を損なわない限り、

つためにこれを利用する責務を負う。

務が伴うこと」
「公益及び公の秩序に反

又はこの憲法第九章に定める非常事態

◇第十二条（国民の責務）

してはならない」として、国民の権利の

の場合を除き、最大限に尊重される。

にします。

◇第十一条（基本的人権の享有）国民
 は、
全ての基本的人権を享有する。この憲

行使が直ちに責任と義務結びつくものと

◎自民党改憲案

法が国民に保障する基本的人権は、侵

◇第九条（共同の責務）

し、政治権力の定める秩序に従うことを

代を越えた利害等を、利他の精神をもっ

国民は、国及び共同体の利害並びに世
◇第十三条（人としての尊重等）

う。

て一体となり、解決する共同の責務を負
て尊重される」に変え、
「 公共の福祉に

「個人として尊重される」を「人とし

求めています。

すことのできない永久の権利である。

◇第十二条（国民の責務）この
 憲法が国
民に保障する自由及び権利は、国民の
不断の努力により、保持されなければ
ならない。国民は、これを濫用しては

連続講座 日本国憲法施行 70 周年「主権者市民として学ぶ日本国憲法」
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◇第十条（国民主権）
国民は、国の主権者として、国家の運

め」制限できるとしています。

共の利益または公の秩序の維持のた

②この憲法が保障する自由および権利は、

◇第二二条（人間の尊厳、人格権）

基本的人権を享有する。
国の緊急事態の場合を除き、国政上、

き換えています。

①「個人の尊重」を「人間の尊厳」に置

◇第一八条（基本的人権の制限）

今回の講座は以上とします。各改憲案

最大限尊重されなければならない。
①権利は義務を伴う。国民は、互いに自

における地方自治に対する制限や「緊急

定

◇日本国憲法と各種改憲案の「平和」
「軍事」規

めぐる論考の組み立ては、次の通りです。

前号の「注」で示した、平和・軍事の課題を

（つづく）

由および権利を尊重し、これを濫用し
②自由および権利の行使については、国

事態」についての条項については、次回

的な権利の享有を妨げられない。
」と

の安全、公共の利益または公の秩序の
［注］

てはならない。

いう条文は、国家を国民の上に置くと

維持のため、法律により制限すること

※１ 論考の展開について

で扱います。

いう思考の上に立つもので、国民主権

ができる。
◇第二二条（人間の尊厳、人格権）
い。

①人間の尊厳は、これを侵してはならな

つために」権利を行使することを求め

前回と今回、次回の三回に分けて展開します。

◇近現代史のなかの戦争と平和思想の発展

◇日本における軍事政策の現実的な展開

◇国際的な政治・経済の現実と非戦理念

※２ アメリカ「独立宣言」から

基本原則を定めた文書として紹介した「アメリカ

ここで、講座第一回において、近代民主主義の

◇第一八条（基本的人権の制限）

「われわれは、以下の事実を自明のことと信じ

きます。

合衆国独立宣言（抄）
」
（一七七六）を再録してお

②自由・権利の行使は、
「国の安全、公

論の立場に立っています。

①自民党案などと同じく、
「権利―義務」

限できる、としています。

②緊急事態においては、自由・権利を制

◇第一七条（基本的人権の保障）

［産経新聞案の問題点］

②［略］

①すべての国民は、この憲法が保障する

◇第一七条（基本的人権の保障）

◎産経新聞案

るものとしています。

や「非常事態」を理由にして制限でき

③ 国 民 の 権 利 を、
「公の利益及び秩序」

をとっています。

原理に対する無理解または無視の姿勢

ており、国民主権の下における権利の

国民に対して「公の利益及び秩序を保

②公共の福祉の原理を投げ捨てると共に、

の原理を放棄しています。

は共同体の一員として尊重され、基本

①「国民は、国家により個人として、又

◇第八条（国民の基本的な権利）

［日本青年会議所案の問題点］

営に参画する権利を有する。

緑の風 MIDORI NO KAZE 2018.3
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思われる原理をその基盤とし、人民の安全と幸福

人民の安全と幸福をもたらす可能性が最も高いと

政府を改造または廃止し、新たな政府を樹立し、

の目的に反するようになったときには、人民には

して、いかなる形態の政府であれ、政府がこれら

れる者の合意に基づいて正当な権力を得る。／そ

めに、人々の間に政府が樹立され、政府は統治さ

ているということ。／こうした権利を確保するた

および幸福の追求を含む不可侵の権利を与えられ

して平等であり、その創造主によって、生命、自由、

性を持つものであることを認めるのであれば、そ

正には限界がある」という立場です。憲法が歴史

る」とする意見もあります。私自身は、
「憲法改

は一切の制約なしに憲法改正を行うことができ

法改正の限界論」です。これに対して、
「主権者

ない原則・規定が含まれている」とするのが「憲

改正する場合に「現行憲法自体に、変えてはなら

確認でもあります。しかし、その規定に基づいて

改正」
）
。それは、憲法が歴史性を持つことの自己

規定を定めています（日本国憲法では「第九章・

それぞれの憲法は、それ自体に、改正のための

※５ 憲法改正の限界

をもたらす可能性が最も高いと思われる形の権力

れぞれの憲法にえがかれる理念や原則とそれに基

る。／すなわち、すべての人間は生まれながらに

を組織する権利を有するということ、である。
」

づく規定は、それぞれの課題への人類史的な認識
の発展段階を示すものであり、それを後退させる

軍事に関わる憲法課題から避けられないものとし

的に学ぶことを予定しています。今回は、平和・

て、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現

人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつ

「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、

たものに、日本国憲法第九七条があります。

ことは許されないと考えるからです。それを示し

て、人権理念の基本的な理解と改憲案における人

在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永

この講座では、後の回で、
「人権規定」を集中

権規定の問題点を指摘することを目的にしていま

の講座で、独立した回として計画しています。

なお、憲法改正それ自体についての論考は、こ

久の権利として信託されたものである。
」

す。

※４ 日本国憲法の条文の見出し
日本国憲法の原文には条文ごとの見出しは付い

出しは、それぞれの著者が付けたものです。ここ

界憲法集』
（三省堂 二〇〇一年）による。

※６ 樋口陽一・吉田善明編『改定版 解説世

ていません。多くのテキストなどにある条文の見

で記す各条文の見出しは、各種の著書を参考に池

上が付けたものです。

連続講座 日本国憲法施行 70 周年「主権者市民として学ぶ日本国憲法」
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※３ 「人権規定」の論考について

連続講座 - Ⅴ 恒久平和主義の理念と現実［2］─改憲案の「統制」と「人権抑圧」を読む
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たけし

沖縄戦への反省がもたらした平和主義の根

国憲法の平和主義を実現できていないこと

験が広く共有されていたことも含め、日本

りませんでしたが、当時は十五年戦争の体

優先する日米安保条約関連の法体系という、

げる日本国憲法と、軍事的なプログラムを

戦」の消極性は、生活実感に根差した共感
ゆえに広がりを持ちやすいという意味があ
る一方で、自分はこの戦争に加担すること
を積極的に拒否する、という「反戦」は、
実際の戦争を止めるためにも、民主主義社
会で世論を形成していくうえでも、やはり
大切なのです。
これから見ていく事例は、平和主義を掲

神子島 健

かごしま

『緑の風』編集委員・東京理科大学ほか非常勤講師

近代日本の歴史から考える
【第一〇回】
憲法の平和主義

戦後史から考える

強さについて書きました。今回と次回で、

への強い憤りがあったとも言えます。とり

本来矛盾する二つが衝突し、個々人に覆い

日本人アメリカ兵の反戦から見えてくること

戦後において日本の市民が育んできた平和

わけ、日米安保条約と米軍基地を通して、

かぶさってくるケースであると言えます。

る「日米同盟の戦争」を考える上で重要だ

主義の中から、これからの平和を考えてい

そしてそれに協力する日本政府を通して、

そしてそれは、国家そのものが戦争を拒否

この連載も終盤に入ってきましたが、あ

くうえで重要な点を、憲法とのかかわりの

自分たちがベトナムへの侵略的な戦争に加

した日本国憲法第九条と、「自分が死ぬ可

第２部では、戦後史をたどりながら一～三

のベトナム戦争によって、世界中で反戦運

一九六〇年代から七〇年代前半にかけて

この連載では度々ベトナム戦争に触れて

戦争はいやだ、死にたくないという「非

を指摘してきました。前回は沖縄において、 動が盛り上がりました。日本も例外ではあ

章で政府の方針としての平和主義の問題点

いだが飛び飛びになって申し訳ありません。 からです。

中で考えていきましょう。

担させられているという事実の認識が重要

能性があっても戦争に参加して人を殺せ」

いますが、それは日米安保体制を通して行
われた侵略的戦争であり、これから起り得

と個々人に要求することがある「普通の国

でした。

５章

第２部

戦後70年
いま あらためて
日本国憲法の
扉をあける
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本だとも言えるでしょう。

だんと後者に近づきつつあるのが現在の日

家」的なものとの衝突だと言えます。だん
状況が続いています。

せて国内法を変えていくというアベコベな

を束縛するかのように示され、それに合わ

ます。

ペースはないので、冒頭と最後を抜き出し

が声明を発表しました。全文を掲載するス

なめの（はずの）アメリカとの軍事的関係

る自衛隊法の改正などがあります。肝心か

法（二〇一五年）や、それ以前から度重な

ベルで言えば、集団的自衛権を認めた安保

争当時よりも深まっています。法律上のレ

今日ではアメリカへの加担はベトナム戦

つまり憲法の範囲内で立法府が法律を作り、

になりましたが、憲法により権力を縛る、

安保法制をめぐる一連の動きの中で問題

定につながった、というのがその例です。

束するような演説をして、同年九月の法制

ンに合わせて、集団的自衛権の法制化を約

と会談、二九日に米議会にて、ガイドライ

してから、二八日にオバマ大統領（当時）

二七日にガイドラインを現行のものに改訂

平和な市民として暮らすことができるは

をもつ日本で、私は、まったく自由に、

メリカ陸軍を離れる決心をしたのは次の

してくらす決意をかためました。私がア

脱し、日本にとどまって、平和な市民と

帰休したこの機会に、アメリカ陸軍を離

ナムで戦った日本人です。私は、日本に

私は、アメリカ陸軍兵士として、ベト

二〇一五年四月に安倍首相が米国を訪れ、

を規定する現行の日米安保条約（一九六〇

それにもと づき行政府が権力を執行する

ずであり、またそうなることを望んでい

（１）今日の状況確認

年）と、その細部を規定する日米地位協定

（主権者の意思としての憲法→法律→執行）

ます。〔中略〕

第一に、日本人である私は、平和憲法

ような理由からです。

は、どちらも成立以降一字一句たりとも変

という立憲主義が、完全にないがしろにさ

私が、戦争のことをもっと真剣に考え

るべきだったこと、平和憲法をもつ日本

人としてあまりにもたやすくアメリカの
さて、ベトナム戦争の話に戻ります。今

あまりにも平和なくらしを知り、自由に、

反省しています。日本に帰って、日本の

軍隊に入ったこと、そのことをいま深く
回は、日本人アメリカ兵の存在が提起した

（２）日本人アメリカ兵

れているわけです。

わっていません。
当時と全く違う点で言えば、日米防衛協
力のための指針、いわゆるガイドラインと
いうものが、三度にわたり設定され、どん
どん自衛隊の米軍への軍事協力を深化させ
ていったことが挙げられます。
本来このガイドラインは法律の範囲内で

てほしいと思います。

国憲法は、私が平和にくらせるように守っ

平和な市民としてくらしたい、また日本
ベトナム戦争真っ最中の一九六八年九月

問題を考えてみましょう。

者の協力の指針に過ぎないものですが、日

一六日、清水徹雄さんという二三歳の若者

の運用、ここでは米軍と自衛隊の、特に両
本ではアメリカとの約束としてまるで政府

21
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として戦闘からの休暇中に

はし ま せ ん が、 米 軍 の 構 成 員

動を支持してくれるよう希望します。』
「東京」に来たということは、

『 日 本 の 市 民、 日 本 の 政 府 が 、 私 の 行
（注１）
おそ ら く 横 田基 地 か ら 日 本 に

ます。市民権すら持っていないにもかかわ

てアメリカへわたって勉強しようと渡米し
基地 か ら 来 て少 し 話 題 と な り

プ大 統 領 が 来日 し た 際 に 横 田

二〇一七年一一月にト ラン

来たと考えられます。

らず、アメリカへの長期滞在のため（観光

ましたが、在日米軍基地経由で入国する人

広島で生まれ育った彼は、大学を中退し

ビザの期限を超えて滞在するため）、徴兵

んので、日本政府の管理の外にある形で入

（４）離脱の公表

局 （ Selective Service System
）に 登録 しな
ければならず、その結果、当時のアメリカ

国します。清水さんもおそらくそうだった

多くの戦友が亡くなっていく中、無事生

の構成員であることを示す証明等は必要で

民間の空港などから入国する場合も、米軍

は、日本の入国管理法の手続きを受けませ

の選抜徴兵制という制度にもとづき徴兵さ

でしょう。

き残って休暇を与えられた彼は、東京、マ

あるにせよ、通常のパスポートコントロー

彼は日本のベトナム反戦運動の中心的存

という判断を取ったわけです。

し、彼を支持して守ってくれるよう訴える、

況を正面から説明し、日本社会の人々に対

本人である清水さんは、自らの置かれた状

兵は通常そうした選択を取りました）、日

（次回取り上げる日本人以外の「脱走」米

「隠れる」という選択肢になるわけですが

通常は「脱走兵」として追われる身として

軍を正式に離れることを宣言したわけです。

は米軍から無許可で離隊しました。三十日

清水さんの話に戻りましょう。清水さん

れました。そしてベトナム戦争に参加した

ニラ、香港、台湾などの中から迷わず休暇

外も入国させることができてしまうのです。

質的に米国側は必要に応じて米軍関係者以

人に対して日本側は審査できないため、実

のですが、米軍施設経由で日本に入国する

人・軍属と家族にのみ適用されるはずのも

本来、この入国審査の除外は、米軍の軍

ルは不要です。

彼が詳しく書いていないのではっきりと

（３）米軍人の入国

きました。

して彼は米軍の構成員として日本に戻って

先として東京を選んだと語っています。そ

当たりにしました。

中で、大義なきベトナム戦争の現実を目の

神子島 健（かごしま たけし）

そもそも地位協定九条二項で、在日米軍 以内の無許可離隊は、米軍内では大きな問
の構成員は入国管理等から除外されるため、 題にならないのですが、彼はそうではなく

1978年東京都生まれ。
集団的自衛権問題研究会
の会員。多摩市在住、多
摩市の平和活動に参加し
ている。著諸等に神子島
健ほか編『戦後思想の再
審判』（法律文化社，2
015年）など。
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知らしめることにしたのです。一時期彼を

た結果、記者会見をして自らの存在を世に

と連絡を取りました。弁護士などと相談し

「ベトナムに平和を！市民連合」（べ平連）

上、ベトナム戦争に加担するわけにはい

やめてくれ」と泣いた。ぼくも、これ以

じアジアのベトナム人を殺すことだけは

くれ」という。母は「お前の撃つ弾で同

両親は、「もうベトナムへ行かないで

（注４）。

私がまずそれをもっているかどうか」

の原理」なのだろう。私についていえば、

て、窮極的に試されているのは、「人間

ないことになるにちがいない」。「そし

る『人間の原理』も、現実には何の力も

国憲法も、そこに美しくみごとに存在す

家に泊めていた後藤孝典弁護士は、こう書

かないと思っていた。（注３）

日本国憲法が保障する人権と、日米安保

在で、既に「脱走」米兵の支援をしていた

いています。

ここで、母親が「ベトナム人を殺すこと

るということだ。日本の法律をほんのわ

当然、息子が殺されることを心配している

だけはやめてくれ」と泣いた、とあります。 条約と関連法規にもとづく国家の権限と。

何 よ り も ま ず、 彼 は 普 通 の 日 本 人 で あ
ずかでも犯していないのになぜ逃げかく

とは思いますが、それだけでなく、息子に、

（５）憲法の人権規定との衝突として

この二つが衝突する事例となったわけです。

れしなければならないのか、それにまず

いるわけです。

彼はベトナムから日本に帰ってきたのだ、 「人を殺す側」に立たないでくれと言って
自分の国へ。どこへ逃げるところがある

ません。清水さんとともに記者会見に臨ん

ば、紛争の絶えない今の世界で平和は創れ

る」。こうした行動をとる人間がいなけれ

ない。脱走という言葉は権力者の言葉で、 「殺す側にある自分をその状況から断ち切

した。清水さんの例で言えば、憲法三三条

り返した体制への反省を踏まえてのもので

います。それは戦前、拷問や政治弾圧を繰

にたいする適正手続き等を手厚く保障して

け三一条から四十条において、逮捕や刑罰

日本国憲法は第三章の人権規定、とりわ

清水さんは、日本に戻ってきてすぐに軍

だ作家の小田実さんは、時に「敵」を殺せ

と、在日米軍に関する犯罪への日本側の対

平和を題目でなく現実に創り出すために、

隊を離れることを決めたわけではないそう

と命ずる国家や共同体の原理から自己を切

応を定めたいわゆる刑事特別法（刑特法）

というのか。彼は米軍を脱走したのでは

です。もちろん、米軍の軍人としては脱走

り離す「人間の原理」という言葉を用いつ

アメリカ軍の言葉だ。（注２）

として犯罪となる可能性がある行為ですか

米軍の憲兵（軍の警察）は、外国である

の十八条が衝突しました。
「清水君の場合はどうか、同国人であ

日本では、米軍施設以外で強制的な執行権

つ、こう書いています。
る彼さえも護りきれないとしたら、日本

ら、簡単に決められることではないでしょ
う。彼はあるインタビューで、こう語って
います。
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かわらず、「駐留軍隊は外国軍隊であって、
わが国自体の戦力でないことはもちろん、

をもちませんから、必要があれば日本の警
察などが協力して、基地の外で米兵などを

なってあたかも自国の軍隊に対すると同様

これに対する指揮権、管理権は、すべてア

ここで、日本国民にして日本国の法律を

の指揮権、管理権を有するものでないこと

逮捕することになります（注５）。そのた

まったく犯していない清水さんが、米軍の

が明らかである」として、米軍の駐留を実

メリカ合衆国に存し、わが国がその主体と

法令違反を理由に、日本の警察に逮捕され

質的に認めた、砂川事件の最高裁判決と類

めの条文が刑特法一八条です。

ることがあるのかと、当時衆議院で中谷鉄

似しているといえそうです（注７）。
とはいえ、先の国会答弁での政府の説明

也議員が政府に質問しています。逮捕する
のであれば、憲法にもとづいて裁判所の令
ですが政府側の説明においては、憲法三三

おそらく米側も、日本の世論の反応を見な

を引き渡す、ということを意味しません。

状が必要なのではないか、ということです。 は一般論であり、ただちに米側に清水さん
条は日本国の「刑事司法手続きに関する規

実際のところ、この後、清水さんを守れ

がら、どうするのかを考えていたところだっ

ないと説明しています（注６）。最終目的

という声に押されるように、十二月十四日、

定」であり、刑特法は「アメリカの執行権

がアメリカの「お手伝い」だとしても、日

アメリカ大使館が清水さんへの逮捕を日本

たのだと思います。

本の公権力が人権の制約としての逮捕を行

当局に要請しないと発表することで、彼は

の行使の前提手続き」なので憲法に抵触し

うわけです。人権保障のための手続きは権

〔同条3以下は省略〕

ることを要しない。

米軍から自らを「切り離す」ことに成功し
ました。彼を支持する世論がなければ彼を

検察官又は司法警察員は、合衆国軍隊から、日本国の法令による罪に係

刑事特別法第18条

力が憲法にもとづいて構築されている以上
必要なはずで、この答弁は問題あり、と言

守れないと判断して公表したべ平連の人た
ちの読みが正しかったとも言えます。

わざるを得ません。
この論理は日本国政府が法令を通して、
明らかな「戦力」（憲法九条二項に反する）
であるアメリカ軍を駐留させているにもか

合衆国軍隊から逮捕の要請があつた者が、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若し

２

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発
憲法第33条

し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

る事件以外の刑事事件につき、合衆国軍隊の構成員、軍属又は合衆国の軍法に服する家族の

逮捕の要請を受けたときは、これを逮捕し、又は検察事務官若しくは司法警察職員に逮捕さ

せることができる。

くは船舶内にいることを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官の許可を得て、その

場所に入りその者を捜索することができる。但し、追跡されている者がその場所に入つたこ

とが明らかであつて、急速を要し裁判官の許可を得ることができないときは、その許可を得
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える状況です。ベトナム戦争への反対が強

が、清水さんに対するバッシングとでもい

ですが、今日的によりリアリティを持つの

以上のやり取りだけでも大変興味深いの

させるなと いう意見には賛同しつつも、

た。例えばある論考では、清水さんを逮捕

和運動に近い側からもそうした声が出まし

というような論調が多い時期ですから、平

今日よりも、「アメリカ帝国主義批判」

は安全地帯におり、非難にさらされる側は

を通じて匿名でなされるため、非難する側

立しがたく、バッシングはインターネット

今日ではこのような対面のやり取りは成

へ行って人を殺せというんですか”、そう

いなかでも、いや、ある意味で強かったか

「これら『留学生』の目的は結局『アメリ

一方的に非難されるだけになってしまうで

つまり自分で米軍に入ったのだから、それ

らこそ、「彼を支持する世論」は、簡単に

カにあこがれて来た』ということに尽きる

しょう。しかしこの記事を見ると、実名を

いったんです。その人はダマってしまって

作ることができませんでした。

そうだ。〔中略〕清水の行動は、アメリカ

さらして投書をする人間ですら、「まさか

を途中で逃げ出すとは何事だ、という非難

というのは、彼がアメリカで徴兵された

にイカレルことと、アジア人民に対して侵

あなたがたずねてくるとは思わなかった」

（６）自己責任論への批判

のは、すべてが強制だったわけではなく、

略の立場に自らを置くことが切り離しがた

し、自分の言っていることがベトナムへ行っ

返事ができない。まさかあなたがたずねて

ビザ延長をやめて帰国するということも可

く結びつい ていることを明らかにした」

て人を殺せという意味につながることと同

が起きたのです。

能な中、「カレッジの留学金」や軍に入っ

（注８）と、厳しい批判を投げつけていま

じ意味だと考えてもいない、ということが

くるとは思わなかったというだけなんです」

て技術を習得できるかも、ということを考

す。

説明がなかったことなどが重なり、身体検

スの場合、英語力の不足や、日本領事館の

にも十分あり得る話です。ただし彼のケー

の少なからぬ状況と合致しており、今日的

からです。これはイラク戦争に行った米兵

思っていない。それに、日本国憲法とか安

を彼は訪ねて行って「ぼくは卑怯者だとは

並の二四歳の主婦がいたそうです。その家

罪しろ」と（おそらく新聞に）投書した杉

です。彼に向けて「アメリカ軍に行って謝

これ以上に興味深いのは、次のやり取り

そうしたリテラシーを持つ人間が、バッシ

を持つ必要が見えてきます。望むらくは、

そのような発言に振り回されないリテラシー

改めて確認されるとともに、周囲の人間が

いることの意味を吟味することの必要性が

ここでは非難をする側が、自分の言って

（注９）

えて入ってしまったと、彼自身語っている

査の時に免除申請をすれば徴兵されなかっ

保がどうのこうのという理由で逃げて来た

あるわけです。

たことを知らなかったと彼は言っています

清水さんは当時、次のように書いていま

ングされる側を支持することでしょう。
きたんだ。あなたは、わたしに“ベトナム

が。いずれにせよ、こうした点をとらえて、 わけではない。死ぬのがいやだから逃げて
今日でいう自己責任論によるバッシング、

25

緑の風 MIDORI NO KAZE 2018 3

障条約第六条に基づく施設及び区域並びに

メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保

「ぼくは決めた。ぼくは軍隊を離れる。 もしくは今日では彼女ということもあり得

日本国における合衆国軍隊の地位に関する

す。もし、第二の清水さんが現れた時、彼、
ますが、その人を守らなければならないの

す。
おそすぎたが、もうぼくはもどらない。

す。

― 清水徹雄と金東希

う論理矛盾への批判が数多く出されていま

擁護しておきながら、「判断しない」とい

は避ける、とも言っています。米軍駐留を

米軍の駐留が合憲か違憲かの判断を最高裁

治的判断を要する「統治行為」であるので、

決。同判決は、米軍駐留の是非は高度な政

一九五九年一二月一六日、最高裁大法廷判

一四日。

衆議院法務委員会３号。一九六八年一〇月

協定の実施に伴う刑事特別法」といいます。
６

です。
次回は、これに似ていながら異なる例と
しての外国人脱走兵と、日本国憲法の平和
７

何も知らない日本人から、ぼくは意思を
）。

もった日本人にもどる。ぼくは日本より
ほかに行くところはない」（注

主義の可能性について考えてみたいと思い
ます。
注
１ 『朝日ジャーナル』一九六八年九月二八日
号。
２ 後藤孝典「憲法は清水徹雄君を守りうるか」
『朝日ジャーナル』同前。

８ 井上学「二人の青年

― 」『朝鮮研究』八〇号（一九六八年一二

３ 「私はこうして戦争の怖ろしさを知った」
（インタビュー）『サンデー毎日』四七巻

月）。ちなみにタイトルにある金東希とは、

ベトナム戦争に参加した韓国軍から、平和

四一号。
４ 小田実「日本人であることの義務」『現代

憲法を持つ日本への亡命を希望してきた青
５ ただし二〇〇四年八月、普天間基地のすぐ

の眼』一九六八年一一月号。

るはずです。そのような人の成長、深化を

脇の沖縄国際大学への海兵隊ヘリ墜落事故

清水徹」『週刊文春』一〇巻四九号（一九

「ベトナム脱走兵

年のこと。

拒み最初から答えが決まっている結論とし

の際には、米軍が大学当局の許可なく現場

六八年一二月）。

清水徹雄「平和に生きたい」『現代の眼』

一九六八年一一月号。

10

いま月給二万五千円の

ての平和のみを前提とするならば、その平

を封鎖したという例があります。これはま

９

和主義はもろいものになるのではないでしょ

ちなみに刑特法の正式名称は「日本国とア

さに「治外法権」的行動です。

在の発する声に耳を傾ける必要があるので

うか。だからこそ、私たちは彼のような存

とづく行動）は、その分だけ深いものにな

り着いた人にとり、その意思（とそれにも

悲惨さを深くくぐることで平和主義にたど

前回の沖縄戦の話もそうですが、戦争の

です。

と連なるものとして認識した、ということ

う憲法第九条の戦争放棄を自分自身の意思

ことを決心したことで、「殺さない」とい

殺されるかという立場に立ち、「殺さない」

人」であったところから、ベトナムで殺し・

が、平和憲法の意義を「何も知らない日本

これは、「平和な戦後」に生まれた若者

10
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多摩の社会保障 ⑩

国民健康保険制度改正と
多摩の市町村

元日本福祉大学教授

みつる

石川

満
儀なくされます。今回はこの問題について

市町村は国民健康保険料（税）の改定を余

京都が財政運営の責任主体となり、多摩の

営主体でしたが、二〇一八年四月からは東

毎年医療給付費は増加しますので、区市町

削減することを迫られています。その一方、

ましたが、これについても年次計画を立て

民健康保険特別会計に繰出金を支出してき

能性があります。これまで保険料 税
( 負
)担
を軽くするため、市町村は一般会計から国

これまで国民健康保険制度は市町村が運

考えます。

村は保険料 税
( の
) 改定 値
( 上げ を
) これから
毎年検討しなければならないのです。

二〇一五年五月二七日に「持続可能な医

はじめ、医療給付費を増やさないための取

況や糖尿病等の重度化予防や健康づくりを

このほか、特定検診やがん検診の実施状
療保険制度を構築するための国民健康保険

国民健康保険制度改正について

法等の一部を改正する法律」が成立しまし

「東京都国民健康保険運営方針」（二〇

東京都における国民健康保険制度の
意義と保険者が果たすべき役割

組 医
(療 費 適 正 化 も
)、東京都の運営方針に
即して進めることとなりました 表(１ 。
)

た。
これにより、二〇一八年四月から都道府
県が財政運営の責任主体となり、安定的な
財政運営や効率的な事業の確保等の国保運
区市町村は、地域住民と身近な関係の中、

一七年一二月）では、第二章「国民健康保

営に中心的な役割を担うことになりました。
資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦

「国民健康保険は、住民である被保険者

険制度の意義と保険者が果たすべき役割」
しかし、東京都が定めた「国民健康保険

を対象として、病気、けが、出産及び死亡

課・徴収、保健事業等、地域におけるきめ

運営方針」に即して区市町村は事業運営を

の場合に保険給付を行い、以って被保険者

について、次のように記述しています。

しなければなりませんので、区市町村は事

の健康の保持増進を図る、被保険者間の相

細かい事業を引き続き担います。

実上保険料 税
( の
)収納機関に成り下がる可
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互扶助を基本とした社会保険制度であり、
国民皆保険制度の基礎をなすものである。

標準保険料率等を参考に保険料率を決定
保険料の賦課・徴収
保険給付費等交付金の区市町村への支払い

保険給付の決定、支給

化、 広域化を推進

資格を管理（被保険者証等の発行）
国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準

担する公費及び前期高齢者交付金等によっ
て運営されている。

二〇一八年度で総額三四〇〇億円とされて

いますが、二〇一五年度における全国の法

では、国の財政支援の拡充により、財政基

が多く保険料 税
( の
)確保が困難であるなど
の構造的問題があり、今般の国保制度改革

別会計に繰り入れない場合、相当に保険料

九億円もあり、もしこれを国民健康保険特

内の区市町村では一般会計繰入金が一一六

これについては、私の批判として次の二

高く、医療費水準が高い、低所得者が多い

保障制度の一環であり、被保険者の年齢が

ます。このように国民健康保険制度は社会

寄与することを目的とする。」と定めてい

し、もつて社会保障及び国民保健の向上に

は、国民健康保険事業の健全な運営を確保

民健康保険法はその第一条で、「この法律

とした社会保険制度」という表現です。国

第一に、「被保険者間の相互扶助を基本

険者努力支援制度については、後ほど触れ

分であり、きわめて問題があるのです。保

います。このように、国の財政支援は不十

向に誘導（支配）するための手段となって

らにより都道府県と市町村を国の目指す方

化に向けた取組に対する支援とされ、これ

者努力支援制度」ということで医療費適正

円となる）のうちの八〇〇億円は、「保険

を合わせ、二〇一八年度では計三四〇〇億

〇億円（二〇一五年度からの一七〇〇億円

点を挙げます。

という現状の中で、果たして相互扶助を基

ます。

第二に、国財政支援の拡充についてです。

料 税
( を
)値上げするための伏線のようにも
思われます。

いう問題があると考えます。これから保険

本とした社会保険制度がふさわしいのかと

税( を)改定 値(上げ し)なければなりません。
また、二〇一八年度に実施される一七〇

盤の強化が図られた。」

定外一般会計繰入金は三八五六億円に及び

区市町村ごとの標準保険料率を算定・公表

現行の国民健康保険制度には、被保険者

国保事業費納付金を都道府県に納付

そして、国保財政は、被保険者が負担する

財政運営の責任主体

の年齢が高く医療費水準が高い、低所得者

区市町村の主な役割

ます。これは保険料 税
( 負
) 担を軽減するた
めなどの目的で実施されています。東京都

東京都の主な役割

保険料 税
( 、
)国・都道府県・区市町村が負

表：１

東京都と区市町村の役割分担
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東京都における
国民健康保険制度の現状
東京都の「運営方針」から、都内の国民
健康保険の現状を見ます。それぞれの年度
はすべて二〇一五年度のものです。また町

大きく上回り、全国で最も高くなっていま

得で約一〇三万円と全国平均約六八万円を

一人当たりの所得金額は、二〇一五年所

後年返還することになりますし、保険料 税(

となりますが、あくまでも貸付に過ぎず、

ます。その結果、区市町村は保険料 税
( の
)
改定を迫られることになりますし、都民の

軽
) 減のため の法定外 繰入は計 画的 ・段 階
的に解消が図られるように取組むとしてい

す。都内で最も高い千代田区では約二七二
万円、最も低い檜原村では約六〇万円と約
四・五倍の開きがあります。

都における国民健康保険の医療費総額は、 保険料 税
( 負
)担は確実に増加することとな
りそうです。

市計繰入金は四一五億七七四五万円、歳

一兆九七三億円で前年度より一％増となっ

ています。都平均の一人当たりの医療費は

村部では島しょも含みます。
都の加入世帯数は、二〇一五年度末で二

六％となっています。このように東京の市

入に占める割合は八・四％、町村部では一

法定外繰入金は約一一六九億円、都全体

部と町村部は全国的に見て繰入金の多い地

約三一万円、市平均は三一万三千円、町村

で決算額の七・一％となっており、全国の

域であることに着目しなければなりません。

二九万世帯三四五万人、加入率は二五・六

都の被保険者の年齢構成は、五四歳まで

繰入金二・三％より高い水準となっていま

三億八三三二万円、歳入に占める割合は九・

の年齢層が五三・二％と、全国平均より一

円、所得に占める割合は七・一％です。全

平均は三一万三千円です。

〇％高くなっています。前期高齢者（六五

す。主な内訳は保険料 税
( の
)負担緩和九八
八億円、保健事業六四億円、医療費の増加

国平均は八万四一五六円、所得に占める割

％となっています。ここ数年、加入世帯数・

～七四歳）の加入割合は、年度末で三一・

三八億円、返済金三七億円、地方単独事業

合は一〇・〇％です。このように、都では

世帯主の職業構成は、農林水産業〇・一

す。

摩町では五〇・二％と最も高くなっていま

八・〇％となっています。その中でも奥多

計二九・六％、市計三七・一％、町村部三

向としています。保険料の収納不足や医療

法定外繰入金については、解消していく方

のの、それ以外の決算補填等を目的とした

基金積立金、返済金等については認めるも

独事業の医療給付費波及増等、保健事業、

今後東京都では、保険料の減免、地方単

をすることができます。それでも多くの市

努力を続けてきたことに対し、一定の評価

くして保険料負担を比較的低くするための

でも、市部及び町村部では繰入金比率を高

比較的低くしているのが特徴です。その中

法定外繰入金により、所得に占める割合を

医療費水準は高いものの、一般会計からの

人数・加入率とも微減傾向にあります。

九％と、全国平均三九・五％より低くなっ

一五億円などです。

％、その他自営業一六・三％、被用者四〇・

費増については財政安定化基金の貸付対象

一人あたりの保険料は東京都九万五八二

ています。これを地域別にみると、特別区

〇％、無職三七・九％となっています。
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町 村 で 国保 料 税
( の
)改定を繰り返してきた
のです。

国民健康保険料 税( の)額

となります。
【所得割】世帯加入者の所得に応じて計算
（所得額×料（税）率）
【資産割】世帯加入者の資産に応じて計算
（固定資産税額×料（税）率）

【平等割】一世帯あたりいくらと計算

国 民 健康 保 険 料 税
( の
)算定方法は複雑で、 【均等割】世帯加入者の人数に応じて計算
一般住民には極めて分りにくいものです。
（加入者数×均等割額）
さらに言えば、意図的に分らないように意

四つの項目の組み合わせや料（税）率、
賦課限度額は、区市町村により異なります。

地悪をしている気さえします。
（保険料としているのは、特別区・立川

例えば、特別区では三区分とも、所得割
と均等割の組み合わせで料率もすべて同じ

市・西東京市で、その他の三七市町村は保
険税としています。）

せもそれぞれ異なっています。

の保険料（税）率と算定方式及び保険料（税

区市町村

ですが、市町村では料（税）率も組み合わ

国民健康保険の保険料 税( は)被保険者（区
市町村）ごとに計算したものを世帯単位で
合 算 し ます 。 保 険 料 税
( の
)内訳として、三

です。これを見ると、資産割と平等割を算

）の計算方法については、資料２のとおり

医療分（医療給付に充てるもの）

定する市のほうが少数となっています。

つの区分があります。
１

後期高齢者支援金分（後期高齢者の

市町村ごとの一人当たり保険料 税
( 額
) は資
料１のとおりです。なお、これは法定外一

般会計繰入を行わないものと仮定して算定

した額であり、実際の保険料 税
( 額
) とは異

なります。
これについては、東京都福祉保健局ＨＰ

します。八王子市における平成二八（二〇

二〇一八（
平成三〇）
年度の
保険料はどうなるか

２
支援金等に充てるもの）

３ 介護分（介護給付に充てるもの）（四
〇歳以上六五歳未満の方のみ負担）

に「平成三〇年度確定計数に基づく一人当

一六）年度の一人当たりの保険料 税
( は
)、
もし法定外繰入をしなかったとしたら一二

この表の見方について、八王子市を例に

この区分ごとの額は、次の四つの項目の

たり保険料額」として示されたものです。

なお、区分ごとに、世帯単位の賦課限度

1951年生まれ。筆者は東大和
市役所を経て、1999年日本福
祉大学赴任。専門分野は社会
保障・社会福祉の行財政、介
護保険制度、地域保健福祉計
画など。社会活動として、社
会福祉法人えいぶる理事長、
阿智村保健福祉審議会委員等
で活動。介護保険制度改革等、
多くの提言を行っています。
現在は、当研究所理事として
活躍中。

組み合わせによって計算された額の合計額

額が定められています。

満（いしかわ みつる）
石川
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者努力支援制度」の財政支援により、都道

運営主体が都道府県となり、国の「保険

繰入を実施すること、基金等の積立金が余

また当面の間は、これまで同様に法定外

九，七〇九円ですが、実際には法定外繰入
をしたため、一〇一，七四二円でした。

社会保障原理及び地方自治、特に住民自

市町村は積立金を取り崩し、保険料 税
( を
)
引き下げることが報道されています。埼玉

剰になっているところはそれを活用し、保

り一三六，二二六円となります。これを平

治との関係で、このことをどう考えたらい

談を通じ、前年度同様の法定外繰入をする

府県の「運営方針」で法定外繰入を解消す

成二八（二〇一六）年度と比較すると、法
いのでしょうか？

としています。このように住民団体として

る方向性が示されました。

に よ り 保険 料 税
( 軽
)減をした結果の一〇一， 高齢者（六五～七五の前期高齢者）、低
七四二円と比較すると、三三・八九％増と 所得者、無職者などが多い中で、保険原理

定外繰入前額で五・〇二％増、法定外繰入

の強化は、社会保障制度として相当に問題

取り組むことは、きわめて重要と考えます。

東京都の確定計数に基づく保険料 税
( 額
)
は平成三〇（二〇一八）年度には一人当た

なります。ポイントは、これまで法定外繰

があります。まずもって税原理の強化（特

二〇一八年三月に開催される各市町村議

険料 税( を
)引き下げてほしいと思います。
十分な調査はしていませんが、岩手県内

入をして来ましたが、もし平成三〇（二〇

に無職者・低所得者・高齢者）を図るべき

会の予算審議及び国民健康保険条例改正審

保険者努力支援制度の問題点

ていきたいと思います。

県内では、県社会保障推進協議会等との懇

一八）年度に繰入をしなかった場合、保険

です。様々な点で国庫負担の強化を求めて
当面の取組として、保険者努力支援制度

議でどのような議論がされるのか、注視し

決算補填等目的の法定外繰入は計画的・段

の交付金という財政システムを使い、市町

いかなければなりません。

階的な削減を求めています。都内ではおお

村の住民自治を破壊し、保険原理の強化と

料 税
( が
)大幅に増えることです。
前述しましたように、都の運営方針では

むね六年間でこれを達成するように努める

いう方法で市町村を支配しようとすること

億円程度、都道府県分五〇〇億円程度の計

こととしているようです。二〇一八年度に

二〇一八年度における「保険者努力支援
都道府県・市・町村の首長・議会からの

八〇〇億円程度であり、都道府県・市町村

を何とかやめさせる方法はないのでしょう

意見書を国・都宛に提出してほしいと思い

として無視することはできないものです。

は八王子市をはじめ各市町村で一定の法定
ますが、それでも二〇一八年度以降、従来

ます。そのうえで、これらの地方六団体が

制度」に基づく交付金は、市町村分三〇〇

通りの法定外繰入が簡単にできる状況には

国にきちんと申し入れをすることを期待し

か。

ありません。その結果、今後保険料 税
( の
)
継続的かつ大幅な改定（値上げ）は避けら

ます。

外繰入を行い、この表の金額より低くなり

れそうにありません。
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資料：２
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●vol.36
学習院大学 助教

石山雄貴

民生費から見る多摩地域の財政的特徴
右の表は、多摩26市の人口一人当たりの

（5.35万円）、東村山市（4.4万円）と高

民生費を比較したものです。決算カードな

い支出額になっている一方で、支出が少な

どで目的別歳出の内訳をみるとまず、民生

いあきる野市（2.2万円）、日野市（2.3万

費の支出が多額になっていることが分かり

円）、羽村市（2.5万円）は上位の市の半

ます。多摩地域の市をみると稲城市、あき

分ほどになっています。

る野市、武蔵野市を除く23市の民生費が歳

民生費の決算額と充当一般財源等を見る

出決算額の40％以上を占め、うち８市が50

と、市の持ち出しである充当一般財源等の

％以上を占めています。特に清瀬市の民生

決算額に対する割合は半分程度しかないこ

費は歳出の54.1%と最も高い割合を示すだ

とがわかります。特に、充当一般財源等額

けではなく、人口一人あたりの民生費額も

は、生活保護費を見ると決算額の1/3程度

20.9万円で26市中最も高い支出となってい

にしかありません。民生費決算額は羽村市

ます。

（8.7万円）、武蔵村山市（8.2万円）、昭

民生費は、社会福祉費、老人福祉費、児

島市（78.6万円）の順で高いのですが、充

童福祉費、生活保護費、災害救助費からな

当一般財源等をみると調布市（3.4万円）、

りますが、災害救助費は平時で支出するこ

羽村市（3.4万円）、稲城市（3.3万円）の

とはほぼありません。また、社会福祉費は、 順で高くなっています。
高齢者福祉、児童福祉、生活保護以外の福

一方で、老人福祉費はその多くが充当一般

祉に関する費用になります。民生費の内訳

財源等を占めています。高齢者福祉行政に

をみると、どの自治体も児童福祉費が民生

関わる支出の他、後期高齢者医療事業会計

費の約40%～50%を占め、金額とともに高い

や介護保険事業会計への繰出金が老人福祉

支出となっていることがわかります。児童

費に分類されます。武蔵野市（3.0万円）、

福祉費の額は、目的別歳出の26市平均にお

清瀬市（2.8万円）、西東京市（2.7万円）

いて民生費に次いで高い割合を占める総務

の順に高い支出となっています。

費や教育費よりも高い支出となっています。
その意味で、多摩地域の財政の大きな特徴
として、児童福祉費の支出額や占める割合
の大きをあげることができます。
生活保護費に関しては市ごとに支出額、

右表出典
平成２８年度財政状況調査
（平成２７年度決算データ）
総務省統計局のホームページ

割合ともに差があることがわかります。支

e-Statにて誰でも見ることができます。

出額をみると清瀬市（5.78万円）、立川市

https://www.e-stat.go.jp/
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※各市の民生費とその内訳をそれぞれ人口で割り、住民一人当たりの金額を算出した数値。
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賠償金ついに完済！市民自治のキセキが書籍に~

多摩住民自治研究所では、住民自治の立場から、ずっと
注目してきた国立の景観訴訟。昨年度の春には、シンポジ
ウムを行い、それを『緑の風』別冊として発行し、込み入っ
た問題を丁寧に学んできました。この度、上記のとおり自
治体研究社から、国立の景観裁判についてまとめた書籍が
発行されました。
多摩研でも、『緑の風』別冊として発行した2016年1月
号と3月号をセットで「国立市・景観訴訟」を販売してお
ります。
ご購入・お問合せは多摩住民自治研究所まで。
TEL 042-586-7651
FAX 042-514-8096
e-mail tamajitiken1972@space.ocn.ne.jp

自治体財政を考える 「習うより慣れろ」の大和田流

よくわかる市町村財政分析基礎講座
◇日 時

第１回
第２回

４月２５日（水）,２６日（木）
５月１５日（火）,１６日（水）

２回とも１日目 午後１時～午後7時30分，２日目午前9時15分～午後3時
(時間のある方は２日目終了後、午後4時まで質疑や演習が可能です。)
◇会 場

1回目(4/25，26) 都立多摩図書館 セミナールーム（℡ 042-359-4020）
2回目（5/15，16） たましんRISURUホール （℡ 042-526-1311）

◇参加費
◇申込み

２７，０００円（消費税込。以下同様）
＊当講座の再受講者25,000円、町村議員は24,000円、当研究所会員は22,000円
ＦＡＸ・Ｅメールで多摩住民自治研究所事務局へ

財政白書のつどい
市民が行政に要求を出したり、まちづくりの提案をした時に行政から「お金がないのであな
たの要求や提案には応えられない」といわれ、反論できず苦い思いをしたことがありませんか。
また市民自身が予算編成方針案から予算議会の議決までのプロセスを知らなかったために
要求や提案が生かされずに終えてしまっている場合も多く見られます。行政サイドの財政白
書と一線を画して、市民のニーズやその実現のための提言を織り込んだ市民版財政白書を
つくっておく必要があります。
現在では、全国各地の市民・議員でつくった財政白書が数多く発行されています。その財
政白書づくりの経験者やこれから財政白書をつくってみたいと考えている人、財政白書に興
味がある人などがつどい、みんなで自治体の財政について、また財政白書づくりについて、
様々な情報交換や学びができる場をつくりました。
ご興味のある方は、どなたでも、ぜひ！ご参加ください。

○日

時

2018年6月2日（土）午後１時30分頃から

○会

場

たましんRISURUホール （℡ 042-526-1311）
※ＪＲ中央線・立川駅南口１3分
1,000円（学生500円）
70名
電話・ＦＡＸ・Ｅメールで事務局へ

○参加費
○定 員
○申込み

※詳細につきましては、『緑の風』4月号にチラシを同封いたしますので、そちらをご確認下さい。

