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○ 辺野古争訟から考える日本の地方自治（下）白 藤 博 行
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安倍暴走内閣と日本の未来
佐々木 剛（副理事長兼事務局長）
激動の新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。年頭に
当たりひとことご挨拶申し上げます。
安倍内閣の本質 ― 戦後レジュームからの脱却
－アメリカの世界戦略に合流する軍国主義復活体制の確立
安倍内閣が発足した当時、盛んに安倍氏 条に代表される不戦の思想を全面否定し戦
が表明していた言葉がこの「戦後レジュー 争ができる国に根本的に作りかえること。
ムからの脱局」でした。戦後の日本を支え
安倍氏がどのような少年期青年期を過ご
てきた平和憲法を敵視し、世界に誇る憲法 したかは知るところではありませんが、日
の人権思想（基本的人権）や憲法前文、９ 本会議の主導や戦犯を祀り戦争を賛美する

１

総本山の靖国神社への玉串奉納などネオナ 再軍備を完成させ、祖父の無念を晴らしア
チストとしての本質を余すところなくさら メリカの世界戦略に合流する体制づくりを
け出しています。
急ぐ背景が見えてきます。沖縄だけでなく
それは、戦後の日本の再軍備の過程で、 日本全土の侵略基地への再編、武器輸出、
戦犯であった岸信介氏を政治の表舞台に引 軍学共同、緊急事態法による戦時国家体制
出し日本の再軍備を準備させた経過を見る つくり、安倍内閣が急ぐこれらの措置はアメ
時、安倍氏が祖父が果たせなかった日本の リカに追従し軍国主義復活に他なりません。
アベノミックス－使い古した新自由主義的経済政策、
“またの呼び方は アホのミックス”
新自由主義経済政策は 1980 年代にレサ 膨大な国家財政の赤字、著しい格差社会を
ッチャー、レーガン、中曽根首相が世界的 つくり、挙句の果てにイギリスでは犯罪が
に連携し推進したのがこの経済政策で、多 極端に増え警察官を 130％増員する羽目に
国籍企業に成長した大企業の活動を支える なり、サッチャー政権は 10 年目に労働党
経済政策で、国家財政を総動員し大企業が 政権に代わりました。
活動しやすい極端な経済政策を取ったため、
軍事費最優先、大企業奉仕（法人税減税 35％～25％へ）
、無駄な公共事業等の財源として
社会保障大幅削減と消費税増税
今社会保障分野では、社会保障費の自然 る日替わりで変わる社会保障政策に翻弄さ
増１兆円の半額＝5000 億円～3000 億円を れ悲鳴を上げています。介護分野では、容
毎年削減する「経済財政運営の基本方針＝ 赦なく医療の社会的入院を敵視し 2003 年
骨太方針」に基づく措置で、年金は物価ス には社会的入院日数が 32 日であったもの
ライドで支給年齢を 65 歳～68 歳に引き下 が、今日では急性期で入院しても 19 日に
げ、さらには 70 歳までを展望しています。 縮小され 2025 年には９日まで縮小する計
医療と介護の改革を一体的に進める「地 画が進められています。こうして容赦なく
域包括ケア」は、明らかに社会保障費の削 医療から介護へ激流のごとく患者が流され
減が大目標で導入され、さらに 2015 年９ てきます。また、介護保険分野では介護保
月に高齢者だけでなく障がい者と子ども、 険利用料は３割負担を狙い（今回は 384
生活困窮者も合わせて地域で面倒を見るこ 万円以上の所得者は 2017 年より徴収）
、
とを目指す多機関協働の地域包括ケアが導 さらに第二号被保険者年齢を 20 歳まで引
入されました。
下げ介護保険と障がい者の保険を一本化す
医療介護の現場や地方自治体は、くるく る動きもそう遠からず実施されます。
虚偽と言葉遊びで国民を翻弄－終焉が近い安倍内閣 国民はその本質を見破り始めている
① 昨年の参議員選挙では 32 選挙区で野党
放し、更なる格差の広がり、あらゆる分
共闘が成立し 11 選挙区で当選、栃木県で
野で国民との矛盾が噴き出ている。
も共産党県委員長が統一候補に、宇都宮 ④ 社会保障分野でも、2018 年介護保険制
市長選では LRT 反対の一点の共闘であと
度改正で打ち出された切り捨て政策に対
3000 票で当選するところまで来ました。
し介護関係分野の全国組織をはじめ全国
② 新潟県知事選挙、鹿児島知事選挙での
知事会、
、市町村会、各地の 350 を超え
快挙
る議会から切り捨て計画に反対、見直し
③ TPP の破綻、経済政策で破綻、電通の
を求める意見書が寄せられ、総選挙をに
自殺事件で明るみに出た異常な残業の野
らんで自民党から多くの分野で見直しや
２

次回への先送りがなされる程でした。
もともと民主党前政権の失政が作り出し
た瞬間的な政治空白で返り咲いた自民党が、
３分の２の国会議席を最大限活用しこの期
に一気に憲法を改悪し軍国主義体制復活を
確立しようとしていのです。
⑤ 戦争法反対の国民運動のかってない盛
り上がり、原発反対をはじめ各分野で巻

き起こる国民的な反撃が遠からず安倍内
閣の終焉を作り出すでしょう。
そして何よりも今年秋に予想される総
選挙で、戦後の政治史でもかってない市
民と野党共闘の新たな歴史的幕開けで、
必ず与党の３分の２議席を割らせ国民の
声が届く国会へと作り替える日も近いと
確信しています。
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辺野古争訟から考える日本の地方自治(下)
白 藤 博 行（専修大学教授）
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２．辺野古争訟における国からの不作為の違法確認訴訟の論点
その判決内容ですが、資料の判決要旨を 容です。いくつか拾い上げてお話をしてお
見てください。これは 1 人沖縄県だけの問 きたいと思います。
題でなくて、本当に日本の法治主義や地方
第２の「当裁判所の判断」というところ
自治、基本的人権の保障といったあれこれ は、行政法の領域でなかなか難しいところ
の法律上の約束事を全て無視するような内 です。
◆１ 取消権の発生要件（審理対象）およびその判断方法について
１は、審理対象についてです。仲井眞知 た。これはわかりにくいと思いますが、仲
事と翁長知事のそれぞれの埋立承認処分と 井眞前知事がやったことが適法だったら、
埋立承認取消処分があります。沖縄県は、 翁長知事の処分は、適法な処分を取り消し
翁長知事の処分が違法かどうかというのを たんだから違法な処分だというこの 1 点に
審査対象とすべきであると主張しました。 尽きるんです。何故そんなことが法律上問
ところが福岡高裁那覇支部は、翁長知事の 題になるかというと、辺野古の埋立が国土
処分を審査対象にしませんでした。したが の利用として適切かどうかというのがまず
って、翁長知事に対して行われた是正の指 公有水面を埋め立てるときに審査しなけれ
示の適法違法ということについてもつぶさ ばいけないことです（公有水面埋立法第４
に審査しないで、仲井眞知事がやった処分 条第１号、以下「第１号要件」という。
）
。
が適法か否かということだけに集中しまし もう一つ大事なことは、それが環境保全の

３

関係から問題がないかということです（同 知事にも行政裁量があるわけです。判決は、
第２号）
。他にもありますけれどもこの二 仲井眞前知事が行った埋立承認処分には、
つが大きな問題です。
何が国土の適正な利用か何が環境の保全に
仲井眞さんは仲井眞さんで、国の辺野古 当たるかということについて、広い裁量権
の埋立行為が国土の利用の仕方として適正 を認め、その裁量権の行使は間違っていな
かどうかを判断して、良いといった。環境 いといえば、それで事は終わりなんだと、
保全もちゃんとなされているといったから つまり裁量権が広ければ、仲井眞知事は広
埋立承認処分をしたわけです。しかし、国 い判断の幅を持っているわけだから法律上
土の適正な利用だとか環境の保全とかそう これが違法だというのはなかなか難しいわ
いう一般的抽象的な言葉でいわれても、何 けです。だから裁判所は、いろいろ審査す
が具体的にそれに当てはまるかはよく分り るといいながら、仲井眞知事の判断は裁量
ません。だから、実際にはどう判断するか 権の逸脱濫用に当たらないから適法だと、
というのは、行政載量ということになりま 適法なんだから翁長知事の処分は違法なん
す。そもそも裁量とはなにかというと、判 だというわけです。翁長知事の裁量権の行
断の幅とか判断の余地のことです。行政裁 使については全く触れていません。おかし
量があるということは、仲井眞知事も行政 な話です。行政法の理論上は許されない話
裁量があるかもしれないが、もちろん翁長 です。
◆２「第１号要件審査の対象に国防・外交上の事項が含まれるか」について
次は、２の第１号要件審査の対象に国 に属している事務だったら国の事務だと、
防・外交上の事項が含まれるかということ 地方公共団体に属している事務だったら地
です。改正前の地方自治法では、国防・外 方公共団体の事務だというわけです。機関
交は国の事務なんだから地方公共団体は関 委任事務はほとんど国に属している事務だ
与するなという理解がされてきました。な から国の事務だといわれたわけです。国の
ぜか。以前は、国に帰属する事務だったら 事務なんだから、あれこれ地方公共団体が
国の事務だ、地方公共団体に帰属する事務 干渉するなよというのがこれまでの議論で
だったら地方公共団体の事務だという事務 した。今は違うぞという話を先程しました。
の帰属にこだわっていました。帰属という ここで判決には、「国防・外交については」
のはどこに属しているかということで、国 というくだりがあります。
地方公共団体には、国防・外交に関する事項を国全体の安全や国としての国際社会における地位がい
かにあるべきかという面から判断する権限も判断しうる組織体制も責任を負いうる立場も有しない。そ
れにもかかわらず、本来知事に審査権限を付与した趣旨とは異なり、地域特有の利害ではない米軍基地
の必要性が乏しい、また住民の総意であるとして４０都道府県全ての知事が埋立承認を拒否した場合、
国防・外交に本来的権限と責任を負うべき立場にある国の不合理とはいえない判断が覆されてしまい、
国の本来的事務について地方公共団体の判断が国の判断に優越することにもなりかねない。これは、地
方自治法が定める国と地方の役割分担の原則にも沿わない不都合な事態である。よって、国の説明する
国防・外交上の必要性について、具体的な点において不合理であると認められない限りは、被告はその
判断を尊重すべきである。

随分酷いことが書いてあります。40 都道 と思うと思います。国防・外交の権限を持
府県、海のない栃木県は入っていませんが、 っている国が、ある所の海を埋立ててここ
ここのところは多分小学生が読んでも変だ に基地を造ろうとか原子力発電所を造ろう
４

とかというふうに言ったときに、それにつ が国と地方の役割分担というものです。
いて 40 都道府県の知事が全て嫌だといっ
公有水面埋立法では、埋立承認に関する権
たら、どこにも造れなくなって大変だと書 限は法定受託事務として、都道府県知事に与
いてあります。普通、だったら造らなけれ えられています。国は、国土交通大臣が公有
ばいいと思いませんか。どこの都道府県も 水面埋立法という法律を所管している大臣で
嫌だといっているんだから、なんでそんな すけれども、埋立承認するかどうかの権限は
ものを造るんですかと思うんですけれども。 都道府県知事に与えられています。大臣は、
もっとおかしいのは、国防・外交が国の本 地方自治法上の権限を持っているだけです。
来的事務だといっているんだけれども、そ 知事の権限行使が公有水面埋立法の趣旨・目
んな事は現在の地方自治法上はないんです。 的に違反してとか、明らかに条文に違反し
地方自治法上は国の本来的事務だという概 ているというときには、国は、公有水面埋
念はありません。例えば国防・外交の事務 立法のこれに違反していますよ、だから違法
については、この事務にかかわって、どん ですよ、取消しなさいよということが言える、
な具体的な権限を国が行使し、どんな具体 つまり関与することができるだけです。だか
的な権限を地方公共団体の知事が或いは市 ら、国防・外交が国の本来的事務だというこ
町村長が行使するかについて、法律がどの とは、法的意味を持ちません。高裁の裁判官
ように書いているかが重要なんです。その は、その点では何か国防・外交だと、あたか
法律上の事務権限の行使の限りにおいて、 も国が本来的権限を有して、本来的事務を執
国と地方公共団体は対等な関係として協力 行するというふうに思っているようですけれ
してそれをうまくやるように、適切な役割 ども、間違っています。だから地方自治法を
分担をしなければならないわけです。これ 全くわかっていなかったということです。
◆３「本件承認処分の第１号要件欠如の有無」について
それから３は、埋立承認処分が第１号要件 にして、他に基地を作ったら中国から攻撃さ
に適合しているかどうかです。沖縄県は米軍 れ、または北朝鮮から攻撃されたときに抑止
基地を提供する地理的優位性があって他には 力にならないんだということを縷々述べてい
ないんだと、辺野古が唯一なんだということ ます。そんなことは裁判所が判断することで
が縷々書かれています。裁判官が国の政策で はないと思いますが、この部分は余りにも馬
ある辺野古が唯一というのをそのまま鵜呑み 鹿馬鹿しいので説明は省略させてもらいます。
◆７「本件新施設等建設の法律上の根拠および自治権の侵害の有無」について
次に、ちょっと飛ばして、７の「本件新
施設等建設の法律上の根拠および自治権の
侵害の有無」について、８の「知事が本件
指示に従わないことは違法と言えるか」に
ついてのところですですが、ここは直接に
地方自治に関係するところです。憲法が保
障している地方自治、自治権というのは一
体何なんだというところに遡って、ちゃん

と理解しておかないと自民党の憲法改正草
案のように自治権などというのはずっと後
景に退いてしまいます。沖縄県は自治権の
侵害だということを縷々述べていますが、
それに対して何を言っているかというと、
7 の（２）のところです。こんなことを賢
い裁判官が言うことかと思うんですが、以
下の通りです。

（２）自治権の侵害の有無について
地方自治法および法により許容される限度の国の関与が当然に憲法９２条に違反するとは言えないとこ
ろ、本件指示が地方自治法および法により許容され、本件新施設等についての沖縄の地理的必然性がない
とはいえないことに加え、本件新施設等が設置されるのはキャンプ・シュワブの使用水域内に本件埋立事

５

事業によって作り出される本件埋立地であって、その規模は、普天間飛行場の施設の半分以下の面積であ
り、かつ、普天間飛行場が返還されることに照らせば、沖縄県の自治権制限・米軍による環境破壊や事件
事故等によって本件指示が憲法９２条に違反するとはいえない。

要するに、今普天間基地が使っている面 核基地になるかもわかないようなしっかりと
積と比べて辺野古の新基地は半分以下の面 した 100 年、200 年使える基地なんです。普
積だから、面積から比べたら比較にならな 天間基地はもう老朽化して使い物にならない
いだろうと、だから沖縄県の基地負担は軽減 ようになっているわけですから、それと比べ
するんだと言っているんです。そんな馬鹿な て基地被害や基地の負担を面積だけで比較し
ことはありませんよね。辺野古の新基地はア ますか。この辺も、だから自治権侵害になら
メリカの大きな空母が接岸できて、核装備し ないというおかしな論理がいかなるどころか
たものも接岸できて、ひょっとしたら新たな ら出てくるのかよく理解できません。
◆８「知事が本件指示に従わないことは違法と言えるか」について
次の８のところは、知事が是正の指示に は国から是正の指示が出されたけれども、
従わないことが違法だと言えるかどうかと この是正の指示が違法ではないかといって
いうところです。特に重要なところは（２） 国地方係争処理委員会に審査してください
の「不作為の違法の意義について」という という審査の申出をしました。これについ
ところです。ここでは国地方係争処理委員 て、以下のように述べています。
会との関係が少し書いてあります。沖縄県
（２）不作為の違法の意義について
さらに、被告は、国地方係争処理委員会の本件指示の適法性について判断せずに協議すべきであると
の決定を尊重して、国の関与の取消訴訟を提起しなかったものであり、被告の不作為が違法とはならな
いと主張する。しかし、本件指示の適法性について判断しなかったことについては、国地方係争処理委
員会は行政内部における地方公共団体のための簡易迅速な救済手続でありその勧告にも拘束力が認めら
れていないことから、是正の指示の適法性を判断しても、双方共にそれに従う意思がないのであれば、
それを判断しても紛争を解決できない立場である。また、国や地方公共団体に対し訴訟によらずに協議
により解決するよう求める決定をする権限はなく、もちろん国や地方公共団体にそれに従う義務もな
い。代執行訴訟での和解では国地方係争処理委員会の決定が被告に有利であろうと不利であろうと被告
において本件指示の取消訴訟を提起し、両者間の協議はこれと並行して行うものとされたところ、国地
方係争処理委員会の決定は和解において具体的には想定しない内容であったとはいえ、元々和解におい
て決定内容には意味がないものとしており、実際決定内容も少なくとも是正の指示の効力が維持される
というものに他ならないのであるから、被告は本件指示の取消訴訟を提起すべきであったのであり、そ
れをしないために国が提起することとなった本件訴訟にも同和解の効力が及び、協議はこれと並行して行
うべきものと解するのが相当である。なお、同和解は代執行訴訟において被告が不作為の違法確認訴訟の確定
判決に従うと表明したことが前提とされているところ、被告は本件においてもその確定判決に従う旨を述べて
おり、被告にも国にも錯誤はなく、同和解は有効に成立した。

一文がずっと点で繋がっていて分りにく
いんですが、これはどういうことかという
と、沖縄県は国地方係争処理委員会が協議
しろといったから協議していますと主張し
ている、だけど、国地方係争処理委員会と

いうのはそんな大層なものかと、元々大し
たものではないんだということをまず裁判
所は言っています。そして、沖縄県に関し
てはかなり侮辱的なことが書いてあります。
代執行訴訟の和解協議の中で、あなた達は
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是正の指示があって、それが違法だと思っ るではないか、それをやらないでどうする
ても国地方係争処理委員会に申出をしない のかというように拒否したようです。だか
約束をしたではないか。なのに、国地方係 ら無茶苦茶なんです。仮にも高等裁判所の
争処理委員会に審査の申出をして、協議し 裁判官がこんなねつ造判決を書いていいの
ろと言われたからから協議を申し出ている かどうかというのはとっても問題です。ち
といっているけれど、それは和解条項違反 ょっと信じられないくだりです。
ではないかと言っているんです。
国地方係争処理委員会というのは、とて
私はこれを読んでびっくりして、県の弁 も大事な位置づけとして発足したわけです。
護団に確かめたんですが、和解協議中に、 私の知っている限りでは、初代の委員長は
たしかに裁判所から、国地方係争処理委員 東京大学名誉教授の塩野宏先生、副委員長
会に審査の申出をしないという内容の和解 が藤田宙靖といって当時は東北大教授でし
提案が出されたけれども、きっぱりと拒否 たが、のちに最高裁の裁判官になります。
したというのです。裁判所は、国地方係争 行政法の現在生きておられるトップクラス
処理委員会の審議を無駄だと思っているん のお２人が入っていて、その後も磯辺力教
です。しかし、この部分は、全部裁判所の 授だとか小早川光郎教授とか名だたる先生
作文でした。全く法と証拠に基づいていま 方が入っています。だから正しいんだとい
せん。要するに自分の思いだけ書いている うつもりはありませんが、一応そういう水
んです。そのやり取りが弁護団の中の文章 準の人達が入っています。国からいうと、
にちゃんと残っているんです。沖縄弁護団 その彼らは判断できないと、そんなものは
は、地方自治法の精神に反する、1999 年改 何にも役に立たないと言っているんです。
正で行政権の中に置かれた国地方係争処理 そのように沖縄県も言って合意していたみ
委員会は、まず国の関与があったらこれが たいなねつ造の文章になっているんです。
適法かどうかを判断するように仕組んでい だからこの辺は本当にひどいんです。
⑥上告受理申し立て
そういうふうにどの部分をとっても、な レッシャーをかけてくるというのはしばし
かなか問題がある判決ですが、直ぐに上告 ばあることです。今回も元々は沖縄防衛局
と上告受理申し立てをしているんですが、 という防衛省の下級行政機関があれこれと
上告が認められたり、上告受理申し立てが 主体になってやってきたわけですが、それ
受理されたりするかどうかは分りません。 に国土交通大臣が絡んできて、そのうち国
皆さんは余りご存知ないかも分りませんけ 土交通大臣 1 人では判断できないものだか
れども、最高裁というのは結構勝手なんで ら、内閣の閣議了解ということを根拠にし
す。ある日突然、上告を受理しませんとき て代執行訴訟を起こしてきたり、是正の指
たりするかもしれません。つまり口頭弁論 示をしたりしてくるということになりまし
を開かないまま終わるということはしばしば た。ここまではよくあることです。国が一
あることなので、どうなるかわかりませんが、 体となって、内閣一体の原則だとかいろい
この訴訟もそういう問題に今直面しています。 ろと理屈を付けてやってくることはよくあ
長々と辺野古の問題をお話ししてきまし ることですが、今回痛切に感じたのは裁判
たが、地方自治法の問題だとか行政法の問 所よおまえもかということです。この高裁
題をずっとやっていると、国の行政機関が 判決は、国の主張をほとんど鵜呑みです。
一体となって地方公共団体にいろいろとプ 有り体にいえば引用しているだけです。国の
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主張引用判決といっても過言ではありません。 それから一番大事なのは、例えば地方自
二つ目は、行政法上の理論として、伝統 治権の侵害についても、面積が半分以下に
的な行政法理論が積み上げてきて、ここは なったから基地の負担は減って自治権の侵
全体の共通項として前提とせざるをえない 害なんかありえないだろうなどという常識
というようなところをことごとく無視して はずれの非科学的な認識と地方自治法の無
います。だから行政法理論としても、ほと 理解がとても酷いことが目立ちます。どう
んど成り立たない議論が展開されています。 しても最高裁には審理に入って欲しいと思う
これは私が沖縄県に組みしているから言っ んですけれども、どうなるかわかりません。
ているのだろうと思われるかもしれません
が、イデオロギーだとか行政法学派の理論 （※ 2016 年 12 月 20 日、最高裁は沖縄県
的な違いではなくて、法律学の共通の土台 の上告を棄却する判決を下しました。
「住民
を無視しているということが問題なんです。 と自治」２月号44 頁を参照ください）

３．地方分権改革の２０年とこれから
1999 年に地方自治法が改正され、施行が たりするところをなくして、できるだけ条
2000 年ですから 16 年経っているわけです。 例が制定できるようにしようというふうに
その都度いろんな地方自治法の改正が行わ 話が進みました。
れてきました。最近でも第六次地方分権一
そのこと自体は一般的理念的には良いこ
括法が施行されましたけれども、第一次か となんですけれども、なかなか難しいこと
ら第六次まで地方自治法も含めて各個別法 もあるわけです。典型的には、例えば児童
も改正されてきました。おそらく皆さん方 福祉法という法律は、これまでは厚生労働
が日頃栃木県の行政だとか市町村の行政で 大臣が保育所の最低基準を定めていました。
直面している切迫した問題というのは、民 省令で最低基準を定めていたわけですが、
主党政権下で始まった法律による義務付 その省令の大事な部分を全部条例で定めて
け・枠付けの廃止または緩和にともなう条 もいいというふうに丸投げしてしまうと、
例制定権の拡大の議論だろうと推測します。 酷い自治体はこれまでの基準よりももっと
確かに分権改革で地方自治法の制度的な枠 酷い保育所とか児童福祉施設を設置しがち
組みは大きく変わったんですけれども、実 になります。それでは困るというので、い
は、個別の法律そのものの中に法律でこう ろんな運動団体が反対をしたりして、児童
いうことを決めるという中身が沢山あると 福祉施設に関しては定員と保育士との関係
いうことと、その法律を具体化するために とかある一定の部分は従うべき基準として
政省令のレベルでたくさん基準を作って地 厚生労働省令で定めましょうということに
方自治体が入る余地がないという法律がほ なったわけです。しかし、そのままでは待
とんどだったんです。法律だけでも多分 機児童が多い所では規制緩和をしない限り
2000 弱あると思うんですが、政省令を加え 保育所を増やすことができないので、首都
れば、数千数万レベルになると思います。 圏なんかでは省令の基準は最低基準ではな
それのほとんどが法律と政省令のところで くて標準なんだからそれよりも下回った基
完結していて、自治体が条例で定めること 準で設置してもいいよということで妥協し
がほとんどできないような状態だったわけ たわけです。そういうふうに条例に丸投げ
です。だから、法律で義務付けたり枠付け してしまう印象を与えるようなものも出てく
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るわけで、なかなかその辺は難しいわけです。 ところが、皆さんご承知のことかと思い
そういういろんな問題も確かに地方自治 ますけれども、小規模自治体の消滅論が出
法絡みで皆さん直面しておられると思いま て、それと呼応するように地方創生の議論
す。ただ、なんか地方自治法改正はあった が出てきました。地方創生論の中身は結局
けれども別に地方では大して変わらないよ さっぱりわからないわけです。地方公共団
と思ったり、或いは市町村合併があって制 体の自主性を重んじるという建前のもとで
度的には大規模自治体化しているけれども 地方公共団体が提案を積極的にしてくださ
そんなに現場では変わらない、ただ忙しく いと、提案募集方式を取りましょうと、或
なっているだけだというふうに、もし思っ いは具体の事業に関しては手挙げ方式とい
ておられる住民がいたとしたら、それは大 って、手を挙げたところからお金を付けま
いに間違いて、やっぱり自治の現場をもう しょうという話です。結局中央政府は地方
1 回いろんな意味で点検していかなければ 分権のこれからについては、あたかも無為
いけないだろうというふうに思います。
無策のように私には見えます。或いは最近
沖縄県の事例は、凄く極端な話かなとい の話で、つくづく思うんですけれども、山
うふうに思っておられる方もいるかもしれ 梨県の小淵沢で温泉サミットというのがあ
ませんが、最近の地方分権改革の議論を少 りました。７つか８つの市町村からパネラ
し見ながら分権改革のこれからを最後に少 ーとして市長や副市長が参加していろいろ
し考えてみたいと思います。
話をしていました。地方自治体が健康づく
1999 年に始まった地方分権改革ですが、 りのまちづくりをするんだということなの
とても長くなってしまいました。20 年あま ですが、これが国家戦略特区で認められた
り続いているわけです。その間に政権交代 から、その国家戦略特区の一つとして地方
がありました。政権交代を挟んで地方分権 創生政策とドッキングしてやるんだとかい
改革を持続していくというのは、なかなか うんですね。これもよく分らない話で、何
至難の技です。民主党政権下では「地方分 故わざわざ国家戦略特区が出てこなければ
権改革」といわずに「地方主権改革」とい いけないんでしょうか。最近の民泊条例も
う名付け方もされました。そういうのを冷 そうです。あれも国家戦略特区の一環とし
静に振り返ると、ある研究者は 90 年代か てやっているわけです。もともといろいろ
ら始まった改革というのは、これまで酷か な特区から始まっています。構造改革特区
ったものを少なくとも自民党政権下で何と から始まって、それから総合特区とか国家
か改善しようという改革だったと、だから 戦略特区。特区として認められない限り何
政権交代が可能な時代になったときに持続 かしらの地方公共団体の政策として認めら
可能な分権改革というのはあまり想定され れないかのごとき様相を呈しています。結
ていなかったんではないかと。現在は自民 局、国が用意した特区という枠組みの中で
党が安定多数を取っているので近々に政権交 手を挙げさせて、その手を挙げた自治体に
代はないかもわからないけれども、でもわか だけお金を付けるというやり方をさまざまな
りません。そうすると、やっぱりこれからの 構えでやっているわけです。こんなものが分
分権改革というのは、どの政権が誕生しても 権なのかというふうにつくづく思います。従
持続可能な改革戦略というものを想定しなけ ってこの点も非常に大きな問題だと思います。
ればいけないだろうという問題提起がなされ
結局、地方分権を 20 年やってきて、な
ています。私もそれはそうだろうと思います。 れの果てがこんな状態なのかというのが私
９

の印象です。学習院大学の櫻井敬子教授と 法的理論で争って、そこで負けたら裁判所
か自治省の元事務次官である松本英昭さん に訴え、司法のフォーラムで決着を付ける
など、多くの方々は、地方分権改革という んだというのが制度構想だったわけです。
のは、結局のところ中央集権の岩盤には行 ところが、国地方係争処理委員会には、こ
き届かなかったと、中央集権の最後のとこ れまで審査の申し出は２件しかありません
ろを崩せないままになっているといった今 でした。今度の沖縄が３件目ですが、２件し
日の状況について共通の認識を示したりし かないというのは、そもそも地方公共団体と
ています。その後の総務省の行政局長を務 いうのは法的な理論で戦う意志がないんでは
めておられる中央官僚たちも一貫してそう ないか。そんな性善説に立った地方公共団体
いう認識をしています。じゃあ、何か手当 の見方自体が誤っているんじゃないか。なら
の仕方があるかというと、今のような提案 ば、止めてしまえと彼女は言っているのです。
しか出ていないのが現状だろうと思います。 もし彼女のいうことが正しいとしたら、
櫻井敬子さんなどは、元々の地方自治法の 今回沖縄県は、そうではなかったわけです。
改正に当たっての制度構想自体が間違って 沖縄の経済のことを考えたら、いつまでも
いたんではないかということまで言ってい 補助金に頼っているのではなくて経済的な
ます。何かというと、結局 1999 年の改正 自立がしたい、基地が撤去されたことを前
地方自治法というのは、とにかく地方公共 提とした財政的なシミュレーションをすれ
団体というのは自立したり自主的自立的に ば、今の基地経済の 10 倍以上の歳入が見
総合的に行政権を与えられたら、自分達の 込まれるか分らない。十分に自立できるん
ことはちゃんとやるという性善説で組み立 だということが一つの論拠になっているし、
てられていた。しかし、もし地方公共団体 なんで沖縄だけが日本の防衛島として位置
がそもそもそういうものではなくて、自分 付けられなければいけないんだと、戦争が
達で何か自主的自立的にやれないものだと あったら沖縄の人達を盾にして日本本土の
したら、この制度構想自体が間違っていた 人間は助かろうと思っているわけです。だ
んではないかとも言っています。
けど、日本列島はアメリカから見ればアメ
例えば先程問題にした国地方係争処理委 リカの防衛列島にされているわけです。そ
員会の問題、この委員会を置いた趣旨は、 ういう本質を見ないで、沖縄県に辺野古が
国と地方自治体は対等なんだから、国が言 唯一だといって新基地を押し付けて事を済
っても自治体がそれに対して反対ならばそ ませている。それに対して沖縄県はいや違
こで紛争が起こって、そこでぶつかり合う、 うんだと、自分達は自主自立したいんだと
ぶつかり合ったら違法な是正の指示、違法 法的論争までして挑んでいるわけです。
な国の関与があれば、新しい地方自治法の 正々堂々と国地方係争処理委員会に申し出
もとでは地方公共団体は正々堂々と国を相 ているわけです。沖縄県の自治への闘争か
手に国地方係争処理委員会の場で、まずは ら学ぶべきことは山ほどあります。

４．辺野古争訟から考える日本の地方自治
①沖縄の民を愚弄する政権が、地方自治を殺す
最後に辺野古からの教訓ということで、 先程申上げた沖縄の民を日本国憲法のもと
辺野古訴訟から考える日本の地方自治とい での国民として認めないで、あたかも愚弄
うことで、幾つかメモをしておきました、 するような政権が沖縄の自治を殺し日本の
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地方自治を殺すという事態に立ちいたって 物の処理場に関してとか、いわゆる迷惑施
いるんではないかというふうに思います。 設の処理に関してどこでも起きうる問題で
これは決して沖縄の問題ではありません。 す。ですからその問題は私たちいやという
沖縄で起こっている自治の破壊は、核廃棄 程意識しないといけないだろうと思います。
②地方自治強化のための地方分権改革および司法の独立のための司法制度改革は？
二つ目は、せっかく地方分権改革で地方 あった法科大学院は今では 40 近くが閉鎖
自治法の大改正まで行って、それなりの理 状態になりました。法律の勉強をする普通
念と制度化をしたはずです。それは地方分 の大学院はほぼ例外なく壊滅状態です。東
権という言葉では収まらなくて、もっと地 京大学などは少しは院生がいるかと思いま
方自治全体の強化のための地方分権改革と すが、いずれもまずは法科大学院の門を叩
いうはずだったんですが、どうもそのよう いてそこから流れていくというパターンに
には国の行政機関は認識していないし裁判 なっています。全国の法学部を有する大学
官も認識していない。それは恐らく、この で研究者がほとんど育っておりません。恐
間司法制度改革というのが本格的に行われ らくこれから大学の研究者がとちぎの研究
てきたはずだけれども、司法の独立といっ 所に来てお話をするということは多分なく
たものが我が国では残念ながら確立されて なるだろうと思います。それ程酷い状態で
いない。一体この間の司法制度改革は何だ す。法科大学院政策は一体何だったんだろ
ったんだろうかと正直に思います。大学も うかというところから始まって、司法制度改
この影響を受けて法科大学院狂騒曲じゃな 革を問わないと日本の法治国家の足元が大変
いけれども凄い大騒ぎをしました。70 幾つ 大きな揺らぎを来していることだと思います。
③対立の構図【立憲対非立憲】
【憲法対安保】
【法治対非法治】
【国治対自治】
【平和対戦争】
それから三つ目の大きな話ですが、今日 らくこの間の事情を見ていて、それから翁
は沖縄の裁判がこんなに酷くて日本の自治 長知事がこれからもいろんな許認可で国に
が危ないという話をしてきたんですが、昨 抵抗するということになると、事業が進ま
年来、若者達のシールズがきっかけで日本 ないので、公有水面埋立に関わる特別措置
の立憲主義が問われています。今更立憲主 法を制定することも準備しているんではな
義かよという話のようにも思いますけれど いかと想像します。そうすると、もう私た
も、沖縄県では残念ながら未だに安全保障 ちの手が届かないところに行ってしまいま
条約や日米地位協定に基づくいわゆる安保 す。憲法体系対安保法体系という状況です。
体制が一貫して続いてきています。法律的
それからこれだけ法治主義が蔑ろにされ
には、憲法のもとにある法体系を憲法体系 た判決も珍しいということをお伝えしたつ
というとすると、一方では安保体系とでも もりですが、法治主義対非法治という状況
いうべき体系が今だに通用している。民事 まで生まれています。自治に対しては、国
特別措置法、刑事特別措置法、土地収用特 が治めるんだぞという国治が対峙されてい
別措置法等々あらゆる特別措置法で固めら る。そして平和主義を擁しているはずの日
れています。今回は、公有水面埋立法の話 本国憲法ですけれども残念ながら戦争主義
をしたんですが、これは幸いにも憲法体系 といいますかそういうものが台頭してきて
のもとにあって、国とても公有水面埋立法 いるということです。従って、選挙が近い
に基づいていろいろな政策を展開しなけれ とかあれこれ言われていますけれども、衆
ばいけないことになっているんですが、恐 参両院で 3 分の 2 の勢力を支配することに
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なれば、早番この平和主義対戦争主義とい いうか、渋谷なんかの若者のハロウィンな
う問題が顕在化してくることは明らかであ どの乱痴気騒ぎを、あたかもそれが一番の
るだろうということです。それにも拘わら 幸せかのように報道されたりしている現実
ず日本国民の多くが幸せというか能天気と があるのでなかなか難しいところです。
④憲法の基本的視点、民主主義・地方自治の基本的視点を投げ捨ててはいけない。
私たちはもう一度、憲法の基本的な視点 けでは何も意味はありません。その中から
或いは民主主義、地方自治の基本的な視点 新たに憲法化すべきもの憲法化する、或い
に立ち戻って考え直さなければいけないだ は解釈によって憲法化すべきものが発見さ
ろうと思います。今沖縄で日本国憲法その れたとしたら、その価値を強化し、回復し
ものの価値があれこれと毀損されていると ていくということが私たちの課題だろうと
私は思います。その毀損を毀損だというだ いうふうに思います。
⑤熟議民主主義＋熟議法治主義のススメ
それから最後に、熟議民主主義という言 判断を下しても本質的な解決にならない。
葉をよくお聞きになるかと思います。民主 両者の共通の基盤づくりのための真摯な協
主義といっても、いろんな民主主義の形が 議をしなさいよという結論を導いた。或い
あるわけです。最近は民主主義が邪魔者だ は地方自治法の制度の中には国と地方の協
という人もなかにはいて、民主主義ではも 議の場が設けられるべきだという考え方に
のが決められないんだということがあたか 基づいて特別な法律もできています。つま
も真実かのように伝えられる。研究者のレ り。法治主義といっても、誰かが最終的な
ベルでもそういう論文だとか本が結構ださ 法的判断を理路整然と下すという法治主義で
れ始めました。そういう意見があっても別 はなくて、或いは闇雲に法律にも基づいて判
にいいですけれども、それも民主主義だと 断を下すという法治主義ではなくて、少し当
思うんですが、民主主義でやはり大事なの 事者なり関係者がきちんと憲法や法律に基づ
は、とことん公の場で討議をし、最終的に いた議論を戦わせた上で結論を導くというよ
自分の意見が通らなくても討議ができたこ うな「熟議法治主義」のようなあり方も考え
とについて良かったなと思えるような討議 なければいけないんだろうと思います。
がベースになった民主主義が必要だろうと
そういうことで今日は長々と辺野古争訟
思います。それを熟議民主主義とか討議民 （審査請求も含めて「争訟」といっている）
主主義或いは場合によってはラディカルデ の事態をご紹介をして、皆さんに沖縄の地
モクラシーという言い方もするんですが、 方自治だけではなくて、皆さん方の地方自
今回私が痛切に感じたのは、仮にも沖縄県 治、日本の地方自治といったものをもう一
の事件に関しては裁判所ですら己の判断で 度再検討いただけたらなというふうにお話
どうも問題を決着しにくいと考えたのかど いたしました。今日はどうもありがとうご
うかわかりませんが、少なくとも国と沖縄 ざいました。
県とのあいだで協議してくださいよという
ふうな提案をせざるをえない状況があった。 (本稿は、講演者の了解を得て、当日の講演
国地方係争処理委員会も、国と自治体の対 録を基に事務局で編集したもので文責は事務
立の構図が続く限り、是正の指示に法的な 局にあります。)

１２

