
　当会人権擁護委員会の活動は、一般市民か
ら申し立てられた人権救済申立事件の調査と
人権問題の調査研究や啓発活動等が主なもの
となります。

人権救済申立事件の処理状況

　人権救済申立事件は、過去3年間では、新受
件数が平成25年度28件、平成26年度24件、平
成27年度29件であり、そのうち措置がなされ
たものは、平成25年度は要望が1件、平成26年
度は勧告が1件と要望が1件、平成27年度は警
告が1件と要望が1件でした。その他の多くは
不措置、不開始、移送、中止等の処理がなさ
れていますが、平成27年度末でも未処理案件
が35件残っています（ 図表1 ）。

　人権救済申立事件は、刑事施設からのもの
が多く、係属中に申立人がほかの施設に移送
されたり、身柄が解放されることもあるため、
早期に処理しなければなりませんが、申立の
内容が不明確であったり、書類の不備、調査
対象の相手方からの回答がなされない等、調
査がなかなか進まないのが現状です。また、
同一の申立人が多数回にわたって申し立てる
ケースもあり、未処理件数が減らない原因と
なっていました。その対策として、当会では、
会員から嘱託3名を選任し、各申立事件を整理
し、調査を開始すべき案件と、不措置もしく
は手続上不開始とすべき案件を選別すること
により、徐々に滞留件数が減ってきています。

部会活動

　委員会では、社会で問題となっている様々
な人権問題について調査・研究をするため、
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第二東京弁護士会人権擁護委員会の紹介1

特 集

人権擁護委員会の活動
　当会会則第59条1項は、「人権擁護委員会は、基本
的人権を擁護するため、人権侵害についての情報を収
集し、必要に応じて行政庁その他に対し警告を発し、処
分若しくは処分の取消しを求め、又は問責の手段を講
じ、また、人権を侵害された者のために救護その他適切
な措置をとることを職務とする」と規定しています。この
ように、人権擁護委員会は、基本的人権の擁護という弁
護士の重要な使命を担う委員会ですが、センシティブな
問題を扱う委員会でもあるため、同委員会の活動につ
いて、これまであまり積極的な広報はなされてきません

でした。そのため、同委員会と関係の薄い会員にとって
は、同委員会の活動は、決してなじみ深いものとは言え
ません。
　そこで、本特集では、人権擁護委員会の中心的な活動
である人権救済申立事件について複数の具体的な措置
事例を公開するとともに、人権救済基金・援助制度の概
要・活用方法の案内や、外国人・民族的マイノリティに関
する部会の主な取組であるヘイトスピーチの規制の在
り方など、同委員会の活動を幅広く紹介します。
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以下のような部会を設置しています。
ア　精神医療・高度先端医療に関する部会
　臓器移植に関する法律、高度先端医療等に
関する調査・研究を行っています。
イ　外国人・民族的マイノリティに関する部会
　外国人・民族的マイノリティに関する問題
（ヘイトスピーチ、外国人差別等）に関する調
査・研究を行っています。
　2016年度も、ヘイトスピーチをテーマとし
た研修会を開催し、在日外国人を取り巻く現
状について発表しました。
ウ　報道・情報に関する部会
　報道被害等に関する調査・研究を行ってい
ます。
エ　死刑廃止検討部会
　死刑問題に関する調査・研究を行っていま
す。
　2016年度は、袴田事件を取り上げ、DVD上
映や、支援している日本プロボクシング協会
の関係者を講師として招き、研修会を開催し
ました。
オ　受動喫煙防止部会
　受動喫煙の防止に関する調査・研究を行っ
ています。
　受動喫煙の防止に関しては、当会では岡本
光樹会員を中心に早い時期から熱心に取り組
んできており、2016年度も外部講師を招いて
シンポジウムや研修会を開催しました。
　この問題については、2020年開催の東京オ
リンピックまでの施行を目指し、厚生労働省
が罰則付の法案のたたき台を公表しましたの
で、国内で、今後とも活発な議論がなされる
ことが予測されます。

三会人権擁護委員会

　東京三会の人権擁護委員会の共同企画とし
ては、毎年刑事施設の見学を開催しており、
2016年度は東京拘置所と川越少年刑務所が見
学場所となりました。

三会ハンセン病問題協議会

　東京三会のハンセン病問題協議会は、都内
中学校からの要請で出張授業に講師を派遣し、
ハンセン病問題の啓蒙活動を行っています。
　2016年12月には、群馬県草津町にあるハン
セン病療養所国立療養所栗生楽泉園に併設さ
れている重監房資料館を見学しました。
　1938年から1947年に設置されていた重監房
は「特別病室」と名付けられていましたが、
実際には病室ではなく、ハンセン病療養所へ
の入所を拒否したり施設の方針に従わなかっ
た患者や、犯罪の嫌疑をかけられた患者等が
全国から集められ、裁判等の適正な手続もな
されないまま、厳冬期になると零下20度にも
なる灯りもない独房に、まともな食料も与え
られず長期間拘束され、多数の方々が餓死し
たり凍死しました。我が国が長い間ハンセン
病患者に対して行ってきた人権侵害行為の中
でも特に酷い行為であり、この負の歴史はも
っと多くの人に知ってもらう必要があると思
われます。

小括

　以上、網羅的に人権擁護委員会の活動の概
要を紹介しましたが、弁護士の活動領域の多
くのものは、何らかの人権にかかわっており、
社会正義の実現と基本的人権を擁護すること
を使命とする弁護士は、常に高い人権意識を
持ち続けていることが求められています。
　また、社会の発展やグローバル化に伴い、常
に新しい人権問題が取り上げられており、人
権の砦となることを期待されている弁護士会
としては、社会で生じている様々な事象に対応
できるよう、この委員会が益々活性化するよう
たゆまぬ努力が必要であると思われます。 

NIBEN Frontier●2017年3月号28

D13174_26-41.indd   28 17/02/08   16:49



応が改善されたり、新たに立法上の対応が行
われることもあります。
　以下では、人権救済申立の流れを概観しま
す。

調査の端緒（申立）

　人権救済申立事件は、一般に、申立人によ
る申立を端緒として調査が開始されます。
　「人権侵害又はそのおそれのある事実がある
とき」が申立の要件とされ、申立権者は、被
害者本人に限らず、誰でも申立をすることが
できます。
　申立の方法は、申立書用紙に記載する方法
によって行い、当会の窓口にて申立書用紙を
交付、あるいは郵送をしています。また、当
委員会内ホームページ上にてダウンロードで
きるよう準備中です。

受付後の処理

（1）調査開始／不開始の判断基準
　申立がなされたら、まずは、当委員会にお
いて、調査の開始・不開始について審議をし
ます。
　人権救済を求める内容でないことが一見明
白な事件などの場合には調査を開始しないこ
とがありますし、司法手続により救済するこ
とが相当と認められる場合にも同様に不開始
とします。
　少なくない数の申立が不開始で終了となっ
ております。
（2）予備審査
　申立書の記載からは不開始事由に該当する
かどうかが明確でない場合には、予備審査に
付して、申立人その他の関係者から事情を聞
くことがあります。

人権救済申立事件とは

　ここでは、人権擁護委員会（以下、「当委員
会」という）の中核的職務である人権救済申
立事件について紹介します。
　当委員会が日頃どのような活動をしている
のかイメージをお持ちいただけますと幸いで
す。
（1）人権救済申立制度とは
　「基本的人権を擁護するため、人権侵害につ
いての情報を収集し、必要に応じて行政庁そ
の他に対し警告を発し、処分若しくは処分の
取消しを求め、又は問責の手段を講じ、また、
人権を侵害された者のために救護その他適切
な措置をとること」を言います。
（2）人権救済申立制度の意義
　人権救済申立事件の審理においては、訴訟
手続とは異なり当事者主義などは採用してお
りません。そのため、法律知識や調査能力が
十分ではない当事者からの申立であっても、
人権擁護の観点から必要な調査が行われ、個
人の力では解明・是正不可能であった人権侵
害事実が認定されることがあります。
　また、弁護士会が人権侵害の事実を認定し
た場合に行う措置（警告、勧告、要望等）は、
法律上の強制力を有するものではありません
が、警告等の措置を受けた相手方において任
意に人権侵害行為を是正することが期待され、
現にそのような事例も多数存在します。また、
弁護士会の警告等が契機となって、行政の対

人権救済申立手続について
重松 大介 （63期）
●Daisuke Shigematsu
当会会員、人権擁護委員会 副委員長

〈略歴〉
2011年 弁護士登録
2016年4月～ 人権擁護委員会 副委員長
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（3）移送
　一般的には、申立人の居住地を管轄する弁
護士会が事件を取り扱うものとされているた
め、移送する場合があります。
（4）申立人に対する通知
　委員会で調査開始・予備審査開始・調査不
開始それぞれの決定がなされた場合、申立人
に対し、当該結果を書面で通知します。

本調査

（1）調査の開始
　調査が開始された場合、当委員会の委員ま
たは幹事の中から担当の主査を選任します。
現在、担当主査は原則として2名以上を選任す
る扱いとなっています。
（2）事案の検討
　主査は、申立書類およびその附属書類等を
検討して、第三者に対する調査の要否を含め、
想定される調査の内容を整理し、調査方針を
決めます。
（3）調査の方法
ア 　申立人が主張する事実が存在するか否か、
存在するとしてそれが「人権侵害又はその
おそれ」に該当するか否か、が調査の対象
となります。 
　このうち、事実関係の把握が調査の中心
となります。
イ 　まずは申立人本人に面会して、事情聴取
を行うことが一般的です。遠方に在住して
いるなどの場合には、電話による事情聴取、
書面による照会等の手段を用いることもあ
ります。 
　人権救済申立事件のうち、刑事施設にお
ける処遇に関する事件が相当部分を占めて
おりまして、当委員会が取り扱う事件では、
東京拘置所や府中刑務所、八王子医療刑務
所などの被収容者に対して面会を行うこと
が多いです。 
　面会の際は、刑務官等の立会無しの面会
を求めています。
ウ 　申立人や関係者らからの事情聴取その他

の調査が完了した段階で、相手方に対する
事情聴取その他の調査を行います。 
　相手方が捜査機関や刑事施設である場合、
書面による照会に対しては、概括的な回答
にとどまることが多いため、照会事項をな
るべく個別具体的に記載するとともに、捜
査機関・刑事施設等において当然に保有す
べき客観的な資料（例：診療記録）につい
ては、その記載内容の具体的な回答を求め
るよう工夫しています。

（4）調査報告書の作成
　上記の調査を尽くした後、当委員会として
の事実認定を行うことになります。
　人権救済申立事件においても、信用性の認
められる証拠に基づき、経験則に合致した推
認過程を経て認定された事実のみが判断の基
礎となるため、相手方が事実を否認していた
り、申立人の供述以外に当該事実を根拠づけ
る客観的な証拠が存在しない場合には、申立
事実を認定することができないという結論に
至ることもあります。
　上記のとおり認定した事実に基づき、当該
事実関係が「人権侵害」に該当するかどうか
を判断します。

当委員会における審議

（1）措置の要件
　当委員会は、調査の結果、「人権侵害又はそ
のおそれ」があると認めるときは、後述する
いずれかの措置の決定をします。
　人権救済申立事件において措置の対象とな
る「人権」の意味する範囲については、少な
くとも、憲法や国際人権規約等の国際法上の
権利が侵害され又は侵害のおそれがある場合
には、措置の対象となる人権侵害であると判
断しています。
　現在の裁判所において、国際人権法に依拠
した判断は少ないものと思われますが、人権
救済申立事件においては、日本国が批准し国
内法的効力が生じている条約や、国連その他
の国際機関の勧告等に基づく法解釈を積極的
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に取り入れて措置の決定をしている場合があ
ります。
（2）措置の種類とその選択基準
　措置の種類には、①司法的措置、②警告、
③勧告、④要望及び⑤助言・協力があります。
ア 　司法的措置：告発、準起訴等の手続をと
り、又はこれらに協力すること。
　再審支援を求める内容の申立がなされた場
合には、現在は、当委員会内に再審支援のた
めの特別の部会を設け、再審支援に関する人
権救済申立事件を受け付けている日弁連に移
送しています。
　司法的措置が選択されることは極めて稀で
す。
イ　警告、勧告及び要望：侵害者又はその監
督機関等に対し、当委員会の意見を通告し、
反省、適正な処置及び趣旨の実現の期待をそ
れぞれ求めること。
　これら3つの措置が、通常使用される一般的
な措置ですが、その中で、非難の程度が強い
順に警告・勧告・要望となります。
　当委員会が相手方に対して具体的な改善策
を提案するものである場合には勧告が用いら
れます。
ウ　助言・協力
　近年、当委員会において、助言・協力が措
置として選択された実例はありません。
（3）意見の表明
　意見の表明は、調査の結果、制度又はその

運用が、人権侵害、又はその疑いがある場合
に、相手方又はその関係機関等（国も含む）
に対し、制度又はその運用に関して、適切な
処置をとるよう意見を表明するというもので
す。
　意見の表明は、不措置とする事案に関して
も行うことができます。
（4）不措置
　人権侵害又はそのおそれがあるとは認めら
れない場合のみならず、その程度が軽微であ
る場合など、敢えて当委員会が措置を行う必
要性が認められない場合には不措置とします。
（5）中止・休止
　これらのほかに、調査の継続が困難などで
あると認められるときは、調査の再開を予定
しない終局処理としての「中止」や、調査の
再開を予定してする「休止」があります。

執行

　警告、勧告及び要望のいずれかの決定をし
たときは、 当委員会では、相手方に対して警
告書等を郵送で送付する方法により執行する
ことが多いです。
　申立人に対しても、決定の内容及び理由の
要旨を通知しています。
　また、執行内容について、当委員会内ホー
ムページにて公表すべく準備中です。 

直近3年度の案件実績図表1

2013.4.1～2014.3.31 2014.4.1～2015.3.31 2015.4.1～2016.3.31

前年度からの継続 36 41 43

新件 28 24 29

既済
23

警告0、勧告0、要望1、不措置13、
不開始4、移送0、中止5

22
警告0、勧告1、要望1、不措置8、
不開始3、移送4、中止5

37
警告1、勧告0、要望1、不措置14、
不開始14、移送3、中止4

翌年度への継続 41 43 35
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はじめに

　人権救済申立事件が取り扱う分野は幅広く、
刑務所案件、警察の取調べに関する案件、教
育現場の案件、地方自治体の福祉政策の案件、
障がい者施設等の案件等、様々な案件につい
て、調査が行われている（なお、人権救済申
立事件として取り扱うよりも、通常の民事訴
訟等の手続をとる方が好ましいと判断される
場合には、不開始とすることがある。それゆ
え、労働問題等、いわゆる民対民の事件が取
り扱われることは少ない）。
　件数から見れば、刑事収容施設（刑務所や
拘置所）の案件が圧倒的に多く、全体の8割程
度を占める。これは、刑事収容施設という特
殊な環境においては、様々な権利が制約され
て人権問題が顕在化しやすく、他方、受刑者
は弁護士等に法律相談するのが困難であると
いうことが大きな理由であるものと思われる。

刑事収容施設案件

　刑事収容施設案件における申立の内容も多
種多様であるが、大別すると、①施設内での
医療問題、②過度の生活規制への不満、③施
設内での懲罰手続の適否、④面会・信書発受
の制限、⑤刑務官とのトラブル、⑥施設内の
プライバシーの問題等の事例が多い。
　以下①ないし③に該当する措置事例を紹介

する。
事例① 　1型糖尿病患者事件
　事件番号 平成20年（権）第2号
　措置年度 平成21年度
　申立人 被収容者X
　相手方 Y拘置所
【事案】
　糖尿病は、日本人の糖尿病患者の9割以上を
占める2型（インスリン非依存型）と少数でよ
り重篤な1型（インスリン依存型）に分けられ
る。申立人Xは、1型糖尿病患者であるが、そ
れまで治療で投与されていたインスリンがY拘
置所では認められず、通常、2型糖尿病で多用
されるインスリンが使用されたため、血糖値
がコントロールできない状態となった。そこ
で、申立人Xの主治医であった糖尿病専門医
が、Y拘置所宛に、1型患者である申立人Xの
治療にふさわしいインスリン投与の必要があ
ることを明記した診療情報提供書を提出した
が、処方は変更されなかった。
【判断】
　勧告。
　Y拘置所が、申立人Xの主治医である糖尿病
専門医から診療情報提供を受けた後も、処方
変更をせず、当該医師への照会もしなかった
ことは、申立人Xに適当な医療措置を受ける機
会を逸しさせるものであり、改善するよう勧
告する。
【コメント】
　刑事収容施設においては、被収容者に対し、
社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし
適切な医療上の措置をとることが法令上の義
務である（刑事収容施設法56条）。本件は医療
行為自体はあったものの、それが適切な医療
行為と言えるか否かが問題であったため、専
門性のない弁護士会が判断するのは困難を極
めた。そこで当時の二弁執行部の協力の下、
弁護士会が費用を負担し、第三者である医師
の鑑定意見書を入手し、その結果、上記の措

人権救済申立事件の措置事例
西山 温 （57期）
●Atsushi Nishiyama
当会会員、人権擁護委員会 委員

〈略歴〉
2004年　 弁護士登録
2010年　 日弁連人権擁護委員会
2014年　 人権擁護委員会 委員長
2015年　 司法修習委員会 副委員長
2016年　 日弁連人権救済調査室 嘱託
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置の判断に至ったものである。
　現在、東京三会は、東京都医師会と協定を結
び、医療が問題となる人権救済申立事件に関
して、東京都医師会所属の専門医師に定額で
医学的意見の照会を行うことが可能となった。
本件は、そのような協定が結ばれる前に、弁
護士会の費用で、医師の医学的意見を取得し
た上で勧告措置を行った先駆的な事例である。
事例② 　未決拘禁者の投票の秘密事件
　事件番号 平成22年（権）第18号
　措置年度 平成24年度
　申立人 未決拘禁者（当時）X
　相手方 Y拘置所
【事案】
　未決拘禁者であった申立人Xは、Y拘置所内
において衆議院議員総選挙および最高裁判所
裁判官国民審査の不在者投票を行った。申立
人Xは、室内の机上において投票用紙に記載を
したが、その際、Y拘置所の職員が立会人とし
て部屋の入口付近に立ち、申立人Xの横から
投票の様子を観察していた。この際、机には、
ついたて等、周囲から記載を確認できないよ
うにする設備は設けられておらず、申立人Xは
自己の投票内容を見られたとの疑念を強く持
った。
【判断】
　勧告。
　投票の秘密は、憲法上の人権であり、一般
の投票所では遮蔽措置がとられており、立会
人は投票内容が見える位置からは監視しない。
本件での監視に、異物混入を防ぐ等の目的が
あったとしても、投票用紙の記入の際は遮蔽
措置をとった上で封入の作業のみを確認すれ
ばよいのであり、より制限的でないほかに選
び得る手段が存する以上、投票の秘密につい
ての人権侵害にあたる。
【コメント】
　東京三会の人権擁護委員会は、年に2回、近
辺の刑事収容施設の見学に行き、意見交換等
を行っている。本件の勧告の数か月後、三会
でY拘置所に見学に行き、担当者に、未決拘禁
者の選挙方法について質問したところ、遮蔽
措置をとるように改善したとの回答であった。

人権救済申立事件の措置が、刑事収容施設の
制度変更につながった好例と言えよう。
事例③ 　署名・指印拒否事件
　事件番号 平成19年（権）第10号
　措置年度 平成19年度
　申立人 被収容者X
　相手方 Y刑務所
【事案】
　申立人XはY刑務所内で行ったとされる暴行
について刑務官から取調べを受けた際、刑務
官が読み上げた供述調書の内容が自己の言い
分と異なるとして、確認のために調書の閲覧
を求めた。しかし、刑務官はこれを許さなか
ったことから、申立人Xは調書への署名・指印
を拒否した。その結果、申立人Xには、署名・
指印拒否という事情も勘案して、20日間の閉
居罰が科された。
【判断】
　勧告。
　刑務所内の反則行為に対する懲罰は行政罰
ではあるが、刑事手続に準じて、告知・弁解・
防御の機会を保障すべきである。したがって、
刑事訴訟法198条4項に準じ、供述者が誤りが
あるとして閲覧を求めた場合に正当な理由な
くこれを制約することは、告知・弁解・防御
の機会を奪うものである。また、本件において
署名・指印の拒否を懲罰において斟酌するこ
とは、告知・弁解・防御の機会を行使するこ
とに制約を課すことになり、人権侵害である。
【コメント】
　閉居罰とは、昼夜間にわたり単独室内にお
いて謹慎させ、その間、自弁の物品の使用、
宗教上の儀式行事への参加、書籍等の閲覧、
刑務作業、面会、信書の発受等が禁止される
懲罰のことである（刑事収容施設法152条）。
人権救済申立事件の処理にあたっては、刑務
所の基礎知識も重要になる。

捜査に関する案件

　刑事収容施設案件に次いで件数が多いのが、
警察の捜査に関する問題である。具体的には、
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①身柄拘束中の医療問題と、②「任意」捜査
が強制的に行われたのではないかという問題
が多い。以下に、任意捜査の事例を紹介する。
事例④ 　骨折後の「任意」捜査事件
　事件番号 平成16年（権）第39号
　措置年度 平成17年度
　申立人 X
　相手方 Y警察署
【事案】
　申立人Xは電話ボックス内にチラシを貼った
嫌疑で警察官に職務質問された際に、何らか
の理由により転倒した（この際、右脛骨を骨
折していた）。申立人Xは自力歩行が困難とな
り、パトカーでY警察署に同行され、取調べ中
も、足の痛みを訴え、失禁をするに至ったが、
警察官はこれを「詐病」と疑い、取調べは約3
時間続けられた。
【判断】
　勧告。
　申立人Xに対する取調べは、申立人Xが強度
の身体的苦痛を覚える中で行われたものであ
り、同行の経緯、取調べ中の申立人Xの訴え等
から、警察官においては、申立人Xの訴えを詐
病と安易に決め付けずに、治療等が受けられ
るように取調べを終了又は中断し、医師の診
察を受けさせるなどの適切な措置を行うべき
であった。また、申立人Xが失禁を選択したこ
とからしても、本件捜査は任意性を欠いた違
法な取調べであった可能性が高い。
【コメント】
　申立人Xは骨折自体についても、警察官によ
る有形力の行使によって転倒して骨折したの
で、人権侵害であると訴えた。しかし、この
件では、現場にいた申立人Xの妻が、これと異
なる説明（申立人Xが警察に同行されるのを阻
止するため、妻が申立人Xに抱きついたので申
立人Xが転倒した）をしたため、申立人主張の
事実認定はできないと判断された。
　なお私見であるが、本件については令状主
義に反する違法な捜査であることを認定し、
「勧告」よりも一段、人権侵害の程度が高い
「警告」としてもおかしくない事案であったよ
うに思う。

教育現場に関する案件

　教育現場の問題も比較的件数が多く、特に、
かつて公立学校の入学式・卒業式の国歌（君
が代）斉唱・ピアノ伴奏拒否に関する事件に
関して、多数の人権救済申立が各地の単位会
になされ、当会も一連の最高裁・下級審判決
に先駆けて、違憲の疑いが強い等と勧告を出
してきた。
　最近では、中学校学習指導要領で必修科目
とされている技術・家庭科の授業を、実質的
に実施しなかったと認定される学校に対し、
適正な授業の実施の要望を行った例もある。
事例⑤ 　学校だより掲載文書削除事件
　事件番号 平成20年（権）第9号
　措置年度 平成20年度
　申立人 学校教諭X
　相手方 区立Y小学校校長
【事案】
　小学校教諭である申立人Xは2005年4月に区
立Y小学校に着任したが、2008年3月に異動と
なった。
　異動後、「Y小だより」（保護者や地域住民に
対して、学校の教育活動の様子を周知するこ
とを趣旨に発行される冊子）に掲載する原稿
の提出を求められ、「定年までY小に居たいと
いう望みは叶わなかった」「強制異動での張り
つめた気持は和らいでいません」という内容
を含む原稿を提出した。
　Y小学校は、申立人Xに無断で上記部分を削
除した上で、申立人Xの文書を「Y小だより」
に掲載した。
【判断】
　勧告。
　相手方であるY小学校校長には、「Y小だよ
り」の編集・発行権限があり、これらに基づ
いて原稿の表現を一定程度制限する裁量は有
しているものと思われる。しかし、表現の事
前抑制にあたらないように、原稿等の表現等
の修正をする場合には、申立人Xと事前協議を
すべきであった。また、削除した箇所は原稿
の重要な部分であって些細な改変にとどまら
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ず、無断の削除は、申立人Xの人格権を侵害す
るものである。
　なお、「Y小だより」は、生徒に対する学校
教育自体に利用されるものではなく、生徒を
読み手と想定して内容が制約されるものでは
ない。
【コメント】
　本件においては、申立人Xは、Y小学校の入
学式・卒業式の国歌斉唱時のピアノ伴奏を拒
否しており、同校においては、異例の短さ（3
年）で転任になったものである。

社会福祉に関する案件

　社会福祉関係の事例も存在する。地方自治
体の社会福祉政策（公的な支給金の支給認定
等）や、社会福祉施設の施設管理の問題等が
ある。
事例⑥ 　重度訪問介護移動介護加算事件
　事件番号 平成16年（権）第17号
　措置年度 平成21年度
　申立人 X（Y区在住）
　相手方 Y区
【事案】
　申立人Xは、脳性麻痺による両上肢機能障
害および移動機能障害を有する重度身体障が
い者であり、平成17年改正前の身体障害者福
祉法4条の2第2項、同規則1条に基づき、「外出
時における移動の介護」として、Y区から移動
介護給付を受けており、平成16年3月までは月
124時間分の移動介護にかかる支給が認められ
ていた。Y区は、平成15年7月に全身性障がい
者の移動介護の支給額について①月あたり32
時間分を基準として、②特段の事情により必
要と認められる場合には勘案調査の結果をも
とに、必要な時間数を算定するという内容の
要綱を策定した。要綱策定後、申立人Xは従前
どおりの支給（月124時間分）を希望したもの
の、Y区は、申立人Xの移動介護の必要性を裏
付ける資料の不足等を理由として、平成16年4
月以降は月32時間分、平成17年7月以降は月42
時間分、平成18年12月以降は月90時間分しか

認定しなかった。
【判断】
　勧告。
　申立人Xが提出した資料によれば、認定され
なかった外出（平成18年12月以降は月34時間
分）の概要は客観的に明らかであると言える。
にもかかわらず、Y区が、申立人Xに対し認定
に必要な疎明資料の標目等を明らかにしない
まま、資料不足等を理由として認定外の外出
実態を認めないことは、移動介護加算の支給
決定についての合理的裁量を逸脱し、申立人X
の生存権を侵害する違憲違法なものである。Y
区に対し、移動介護加算に際して認定に必要
となる疎明資料の標目を明らかにすることを
含めた適切な勘案調査を行った上で支給額を
決定するよう勧告する。
【コメント】
　申立人Xは人権救済申立事件と併行して、支
給義務付けおよび国家賠償を求める行政訴訟
を提起し、前者については却下、後者につい
ては棄却判決となったが、判決中の判断にお
いて、Y区の上記要綱に従って移動介護の支
給額を4分の1ないし3分の1に激減させる処分
は、改正前の身体障害者福祉法等の趣旨に反
し、その判断の過程において考慮すべき事項
を考慮しないことによって、裁量権の範囲を
逸脱したものとして違法であると判断されて
いる（東京地決平18･11･29「賃金と社会保障
No.1439」55頁）。
　なお本件の勧告の内容は、新聞等でも報道
された。

小括

　これまで人権擁護委員会は、人権救済申立
事件について鋭意調査を行い、数々の措置を
行ってきた。しかし、措置の内容は、多くの
会員に知られておらず、この点、当委員会の情
報発信の不足について反省するところである。
　今後は、措置事例については、単に申立人と
相手方に通知するだけでなく、二弁のホーム
ページでも要約版を公開する予定である。 

特集：人権擁護委員会の活動
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人権救済基金Q&A

Q1 　人権救済基金の援助制度とはどのよう
なものですか？
A1 　当会は、2011年度、新たに「人権救済
基金」を設立しました。
　この「人権救済基金」は、当会会員による
人権擁護活動をいっそう活性化させることを
目的として、人権侵害事件の解決に携わって
いる会員に対し、弁護士費用等の必要な資金
援助を行う制度です（以下、「本援助制度」と
言います）。
Q2 　法テラスの援助制度とは違うのです
か？
A2 　既に総合法律支援法に基づき、資力に
乏しい市民に対して、日本司法支援センター
（法テラス）による弁護士費用等の援助制度が
あります。
　しかし、法テラスの援助制度には、資力要
件のほか、「勝訴の見込み」などの要件が存在
します。事実として人権侵害が存在し、その
救済を図ることが必要な事例であっても、現
行の法制度上は、訴訟等を提起して勝訴判決
を取得することが不可能ないし著しく困難で
ある場合が少なくありません（いわゆる戦後
補償裁判や政策形成訴訟などがその例と言え
るでしょう）。
　また、後述（ Q6 ）のとおり、本援助制度

では、人権侵害事件の特性に応じて柔軟に援
助額を定めることが想定されており、法テラ
スの「立替基準」ではカバーしきれない費用・
実費についても援助の対象となりえます。
　このように本援助制度は、「勝訴の見込みが
ない」などとして法テラスの援助制度を利用
することができない事件や、法テラス等から
の援助金のみによっては必要な資金を充足す
ることができない事件などを援助の対象とす
るものです。
Q3 　援助の対象となる人権侵害事件は？
A3 　子ども、高齢者、身体障がい者、精神
障がい者、外国人等の人権に関する問題、拘
禁問題、消費者被害問題、両性の平等に関す
る問題、犯罪被害者問題、民事介入暴力問題、
環境問題その他の「人権の保障が十分でない
状態にある者の人権の侵害に関する問題」で
あって、「個別問題の解決にとどまらず公益的
意義を有する事件」です。
Q4 　具体的にどのような事件が援助の対象
となるのですか？
A4 　 Q3 のとおり、援助の対象となるた
めには、「人権の侵害に関する問題」であり、
「公益的意義を有する事件」であることが要件
となっています。
　およそ弁護士が代理人等としてかかわる事
件は、多かれ少なかれ人権擁護に資するもの
とも考えられるため、単に人権侵害に関する
事件にとどまらず、弁護士会が資金援助をす
るにふさわしい「公益的意義」を要件として
います。
　会員からの申請を受けて、各事件ごとに調
査を行い、援助の可否、援助金の金額が決定
されます。
　これまでに、どのような事例について「公
益的意義」が認められて援助がなされたかに
ついては、後記 2 をご参照ください。

人権救済基金・援助制度を積極的に
ご利用ください！

李 春熙 （58期）
●Chunhui Ri
当会会員、人権擁護委員会 副委員長

〈略歴〉
2005年　 弁護士登録
2015年　 人権擁護委員会 委員長
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Q5 　申請資格は？
A5 　申請資格を有するのは、当会会員で
す。
　弁護団事件の場合、弁護団のうち一部のみ
が当会会員であっても申請資格を有します。
Q6 　援助額はいくらですか？
A6 　1件につき10万円～ 50万円の範囲内
で、個別の事件ごとに決定されます。
　援助額の決定に際しては、人権擁護委員会
がガイドラインを策定しています。同ガイド
ラインでは、1件の援助金の基準額を30万円と
して、個々の事案ごとに、援助を希望する理
由、事件の内容、援助の必要性、公益的意義
の程度等、諸般の事情（考慮要素）を総合的
に勘案して増減額を行い、援助額を決定する
ことになっています。
　この点、典型的な人権侵害事件においては、
複数の弁護士からなる弁護団を結成したり、
支援集会、報告集会等をとおして社会的に問
題の所在をアピールするなどの取組が行われ
ることが通常です。その場合、弁護団会議の
ための交通費、会議費用や、支援集会、報告
集会の開催費用等、一般の民事および刑事事
件とは異なる費用の支出が定型的に見込まれ
ます。ガイドラインでは、このような人権侵
害事件特有の負担も考慮することとされてい
ます。
Q7 　基金の管理・運営は誰が行うのです
か？
A7 　基金は当会会長が管理し、基金の運営
は人権擁護委員会が行います。
　申請に対する援助の決定は、人権擁護委員
会による調査と常議員会の諮問を経て、会長
が行います。
Q8 　援助金は償還が必要ですか？
A8 　償還不要です。
Q9 　どのようにして申請すればいいです
か？ 
A9 　当会宛に、所定の事項を記載した申請
書を提出していただきます。事案によっては、
人権侵害事件の内容、援助の必要性等につい
て、資料の提出を求める場合があります。
　手続の流れ（概要）は 図表1 のとおりです。

　具体的な申請および調査手続については、
事務局にお問い合わせください。

実際の援助例から

援助例① 　技能実習生事件
【事案の概要】
　外国人研修・技能実習制度の下で来日し、
過酷な労働条件下に置かれていた中国人技能
実習生らが、受入企業を被告として未払賃金
等を請求した事件。
【援助結果】
　原告本人尋問実施のための渡航費用として
20万円を援助。
【判断のポイント】
　外国人研修・技能実習制度については、同
制度下で労働関係諸法令違反や人権侵害が多
発しているとの強い批判があり、日弁連にお
いても、同制度の廃止等を求める提言が出さ
れている状況にありました。本件は、形式上
は未払賃金等請求事件という一般労働事件で
はありますが、このような個別事案について
受入企業の責任が認められることにより、制
度全体の問題点が浮き彫りになったり、制度

手続の流れ（概要）図表1

申請書提出

人権擁護委員会の調査、具申

常議員会の諮問

援助の可否、金額を会長が決定

援助金の交付（償還不要）

※ 交付後、事件の進捗状況、援助金の費消明細、事件の
終結の有無、結果等の報告義務あり
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の改善に向けた取組が促進されるものと判断
されました。
　そこで、本件は、外国人研修生という人権
保障が十分でない状態にある者の人権の侵害
に関する問題であって、個別問題の解決にと
どまらず公益的意義を有する事件と認められ、
援助が決定されました。
　なお、申請会員からは、既に中国に帰国し
ている原告らの本人尋問実施のための渡航費
用として、20万円の援助の申請があり、申請
全額の援助を認めました。
援助例② 　障がい者施設における人権侵害事件
【事案の概要】
　NPO法人が運営する施設において、意思に
反する収容、監禁、暴行など入所者に対する
人権侵害が行われているとして、元入所者が
原告となり、施設の運営法人らを被告として、
人身保護請求、損害賠償請求などを行った事
件。
【援助結果】
　弁護士費用、実費等として、満額の50万円
を援助。
【判断のポイント】
　被告らは、「DV被害者や薬物依存症、自閉
症患者など、各種の苦悩や問題を抱えたひと
びとの相談を受け、更正・自立支援を行う」
などとして施設を運営していましたが、原告
となった元入所者の訴訟等における主張によ
れば、被告施設では、被収容者に対する、暴
行、治療拒否、面会・手紙の送受信の制限を
含む監禁行為など深刻な人権侵害行為が行わ
れているとのことでした。
　なお、本件の被告施設については、過去に
も入所者らから人権救済申立がなされており、
当会では2008年3月、被告施設において人権侵
害行為が行われたことを認定して、これらの
人権侵害行為を今後決して行わないようにと
の警告を発していたという事情がありました
（本件の元入所者の主張によれば、被告施設で
は、同警告後も、引き続き人権侵害行為が行
われているとのことでした）。
　本件では、元入所者の申告する、被告施設
における被収容者の取扱いは、極めて深刻な

人権侵害行為に該当し得るものであり、元入
所者が原告等となって行う各種の法的手続は、
個別問題の解決にとどまらず公益的意義を有
する事件に優に該当すると判断されました。
　そして、本件では多数の弁護士による弁護
団が結成されていること、民事訴訟以外にも
人身保護請求など複数の法的手続を遂行して
いること、社会的に注目を集めている事件で
あり支援者らへの報告やマスコミ対応等の負
担が生じることなどを総合的に考慮して、弁
護士費用・実費として、本援助制度の上限額
である50万円の援助を認めました。

積極的な利用をお願いします！

　人権侵害事件は、その性質上、経済的には
割に合わないことがほとんどです。また、人
権侵害事件を受任・遂行するにあたっては、
受任弁護士に、経済的に、あるいは精神的・
肉体的に多くの負担がかかります。
　このような各種の負担については、これま
で、熱意ある弁護士らの善意・プロボノ精神
によってまかなわれてきたのが実情であった
と言えます。
　本基金設置の目的は、このような負担を個
別弁護士の善意等により充足するのではなく、
例えその一部であっても弁護士会が経済的に
支援することで、会員による人権侵害事件へ
の取組を促進し、基本的人権の擁護・社会正
義の実現という弁護士の使命に応える点にあ
ります。その意義は極めて大きいものと考え
ます。
　しかし、本援助制度についての会内での認
知度は必ずしも深まっておらず、申請数が伸
び悩んでいるのが現状です。人権侵害事件に
取り組む会員のみなさま、是非とも、本援助
制度を積極的にご利用くださいますよう、お
願いいたします。 
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シンポジウム等を開催し、調査・研究活動を
行っています。
（2）法規制の可能性に関する調査・研究
　当部会では、まず、諸外国の事例や、法規
制を可能とする立場の学者を招いてシンポジ
ウムを開催するなどして、いかにして、ヘイ
トスピーチ規制が可能かについて探求してき
ました。
　京都朝鮮第一初級学校事件後間もない2010
年3月11日の段階で最初の勉強会を企画し、同
年7月20日には、京都事件の弁護団、関係者ら
を招いて勉強会を開催しました。
　また、2010年11月10日には、講演会「現代
排外主義と人種差別規制立法」を開催して議
論し、2011年3月には、同講演会の反訳を含む
各種論考を掲載した小冊子「現代排外主義と
差別的表現規制～人種差別禁止法とヘイトク
ライム法の検討～」を発行しています。この
小冊子では、差別的表現規制をめぐる従来の
議論を整理した上で、集団誹謗表現の規制に
ついて（当時はまだ「ヘイトスピーチ」とい
う言葉すら一般には流通していませんでした）
「刑事上の規制を含む、差別的表現規制の在り
方について、表現の自由との調整を図りなが
らも、具体的な検討を開始すべき」との整理
を行いました。
　さらに2013年7月26日には、シンポジウム
「現代日本のヘイトスピーチ」を開催し、ヘイ
トスピーチを含む排外主義的運動による被害
の実態を整理し、法規制の可否等を議論しま
した。
　また、ヘイトスピーチに対する規制は、憲
法21条との関係で問題となることから、全国
の大学等研究機関に所属する憲法学者に対し、
ヘイトスピーチに対する法的規制の可能性に
関するアンケートを実施しました。その結果、
ヘイトスピーチに対する制約を科すことへの

外国人・民族的マイノリティに
関する部会とは

　人権擁護委員会には、様々な人権問題に対
処するため、5つの部会（精神医療・高度先端
医療に関する部会、外国人・民族的マイノリ
ティに関する部会、報道・情報に関する部会、
死刑廃止検討部会、受動喫煙防止部会）が設
置され、全ての委員はいずれかの部会に所属
することとなっています。
　外国人・民族的マイノリティに関する部会
は、日本で暮らす外国籍の市民や、少数民族
に属する市民の人権擁護を目的として設置さ
れ、これまで、主に、民族的マイノリティに
対するヘイトスピーチの規制の在り方に関す
る調査・研究活動のほか、在留特別許可（法
務大臣は特別な事情がある場合に在留資格の
ない外国人に在留資格を付与できるとする入
管法に基づく制度）に関する許可基準につい
て、調査・研究活動を行ってきました。

ヘイトスピーチ・排外主義問題に
関する取組

（1）はじめに
　2009年に京都朝鮮第一初級学校に対して行
われた在特会によるヘイトスピーチをきっか
けに、少数民族に属する市民に対する嫌がら
せや、「外国人は日本から出て行け」等の排外
的主張を掲げたデモンストレーション、イン
ターネット上の排外的主張の書き込み行為が
横行するようになりました。そこで、当部会
では、2010年度以降、そのようなヘイトスピ
ーチ・排外主義問題に関する勉強会、講演会、

外国人・民族的マイノリティに関する
部会の取組について5

谷村 明子 （64期）
●Akiko Tanimura
当会会員、人権擁護委員会 委員
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理解を示す回答が見られる中、ヘイトスピー
チを違法とする法規制の制定は、表現内容に
着目した規制であるため認められないとの回
答が多く見られました。
（3）  ガイドライン等による規制の在り方に

関する調査
　当部会では、法規制の可否と並行して、法
による規制ではなく、ガイドラインや自主ル
ールの制定等によるヘイトスピーチ規制の可
能性を探ることにしました。
　そのため、特にインターネット上でヘイト
スピーチが野放しになっている現状を踏まえ、
ICT関連の企業を主な会員とする一般社団法
人テレコムサービス協会（テレサ協）に対す
るヒヤリングを実施しました。
　テレサ協は、インターネット上の様々な社
会問題に対し、公式見解の発表、モデル約款
やガイドラインの作成等を行い、会員企業に
自主ルールの作成を促す活動を行っています。
テレサ協は、違法とは断定できないものの、
公序良俗に反するインターネット上の書き込
みに対するガイドラインを作成し、会員企業
に対し、削除のための自主ルールの作成を促
しているとのことでした。しかし、2014年10
月の調査時においては、ヘイトスピーチは、
民族や集団に対する差別表現であるものの、
被害者を特定できないことから、表現の自由
のほか、通信の秘密の観点から、削除の対象
とはされていないとのことでした。もっとも、
世論の状況に応じて、公序良俗違反とみなす
べきこととなれば、ガイドラインの改定を行
い、削除の対象とすることは可能であるとの
ことでした。
　テレサ協に対しては、2016年6月3日のヘイ
トスピーチ解消法の施行を受けて、ヘイトス
ピーチに対する対応が変化したのかについて、
改めて調査を進めているところです。
　また、当部会では、2014年3月、浦和レッズ
のサポーターが、試合中にJAPANESE ONLY
と記した旗を掲げた件で、Jリーグが、浦和レ
ッズに対し、懲罰規定違反を認定し、①けん
責（始末書をとり、将来を戒める）および②
無観客試合の開催（入場者のいない試合を開

催させる）という制裁を科したことを受けて、
Jリーグに対する聞き取り調査を行いました。
　Jリーグがこのような迅速な対応をできた理
由として、FIFAでは、様々な国籍・民族に属
する選手が活躍することから、排外主義に対
して厳格な態度を取っており、Jリーグは、そ
のような国際基準に則ってルールを定めてい
ること、Jリーグでは、排外主義に対する規制
を実効的なものとするため、SNSへの投稿も
含めてサポーターの言動を調査していること
が挙げられるとのことでした。なお、表現の
自由との兼ね合いに関しては、差別表現を保
護されるべき「表現」とは認識していないと
の興味深い回答を得、排外的表現に対するJリ
ーグの深い問題意識を見ることができました。
　これらの聞き取り調査を踏まえ、当部会で
は、ヘイトスピーチの撲滅のためには、法規
制による対応以外に、ガイドラインや自主ル
ールの設定と運用による取組も有用であると
の感触を得ることができました。
（4）  ヘイトスピーチ解消法施行後の状況に

関する調査
　その後、2016年6月3日は、在日外国人に対
する「差別的言動」を「喫緊の課題」とした
上で、「差別的言動は許されない」との基本姿
勢を明確に宣言したヘイトスピーチ解消法が
成立、施行されました。
　同法律は、国および地方自治体に、「不当な
差別的言動の解消に向けた取組に関する施策
を実施する」責務があると明記し、具体的施
策として、「相談体制の整備」、「教育の充実」、
「啓発活動」を行うべきとした点で評価されま
すが、ヘイトスピーチに対する禁止規定が置
かれず、違法性についても明確な記載がない
点で問題が残るものと言えます。そのため、
表現の自由との兼ね合いで、ヘイトスピーチ
に対する規制が困難な状況はなおも続くこと
は必至です。
（5）今後の取組
　そこで当部会では、引き続き、ヘイトスピ
ーチ解消法施行後の状況も踏まえ、特にイン
ターネット上で蔓延するヘイトスピーチに対
する規制の在り方について調査し、具体的な
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提言等につなげたいと考えています。

在留特別許可に関する取組

　当部会では、上記活動と並行して、在留特
別許可の許否判断に関する調査・研究活動を
行っています。
（1）在留特別許可とは
　在留特別許可は、様々な理由で退去強制事
由のある外国人に対して、法務大臣が、在留
を特別に許可する入管法50条に定められた制
度です。
　法務省は、「在留特別許可に係るガイドライ
ン」を定め、様々な事由について、特に考慮
する積極要素、考慮する積極要素、特に考慮
する消極要素、考慮する消極要素の4つにカテ
ゴライズしています。例えば、同ガイドライ
ンでは、日本人配偶者との間で夫婦共同生活
の実態があるといった事情は、特に考慮する
積極要素とされ、他方、重大犯罪により刑に
処せられたことがあるという事情は、特に考
慮する消極要素とされています。
（2）何が問題か
　ところが、日本人配偶者との間で夫婦共同
生活の実態がある者で、消極要素がない者で
あっても、退去強制令書が発付されることは
少なくないのが実際で、上記ガイドラインは
恣意的に運用されていることが疑われる状況
にあります。
　また、例えば、幼少時に日系人である家族
とともに来日（帰国）し、日本で公教育を受
けたものの、学校に馴染めず、非行行為に関
与したことが原因で在留資格を失い、退去強
制令書が発付される者も少なくありません。
しかし、退去強制がなされれば、日本に永住
帰国した家族と引き離され、国際人権規約の
保障する国家による家族不干渉の権利が侵害
されてしまう状況も多く見られます。ここで
は、ガイドラインの規定自体に、国際人権規
約上の権利を考慮していないという問題があ
ると言えます。

（3）当部会の取組
　当部会では、これらの問題意識から、現行
のガイドラインの運用や、あるべきガイドラ
インの規定について、学者や専門家を招いた
勉強会等を行っています。
　これまで、東京弁護士会所属の児玉晃一弁
護士を講師とした裁判例を元にした在留特別
許可の運用に関する勉強会のほか、名城大学
法学部教授の近藤敦氏を招いた講演会では、
憲法上の規定を介在させた国際人権規約の実
現に関する提言を頂きました。
　また、在留特別許可の許否実態を調査する
ため、近年許可された/許可されなかった事例
について、外国人事件に取り組む会員から広
く情報を集めるため、関弁連主催のアンケー
トに協力しました。
　今後は、当部会なりにアンケートの回答結
果を整理し、提言等につなげたいと考えてい
ます。 
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