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年末年始のご挨拶

平成２８（２０１６）年もあと僅かとなりました。お陰様で、この１年
わ ず

は病気らしい病気も怪我もしないで、ここまで無事過ごせました。「無事

これ名馬」という言葉を、この年になりますと実感します。無事な１年だ

ったお陰で、たくさんの本も書けましたし、面白い仕事もやれました。

６０代に入り、入退院と手術の繰り返しの生活を送っていましたが、今

年はそのような生活とは縁が切れ、やりたいことをやらせていただきまし

た。４２の厄年（満４１歳）から生活習慣病で苦しみましたが、それ以前

の状態に戻れたような気がします。

これも偏に皆様のお陰と、心底より感謝申し上げます。

何年か前より、年末年始のご挨拶を欠礼していました。私が年賀状を差

し上げる方は、この事務所便りをお読み下さっている皆様にほぼ限られま

すので、この事務所便りのご挨拶を以て、年末年始のご挨拶とさせていた

だきます。

平成２８年度は、本当にありがとうございました。

平成２９年度も、何卒宜しくお願い申し上げます。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

『岩手県奥州市の２つの住民訴訟』

発刊に寄せて

前記の通り、平成２８（２０１６）年は病気も怪我もなく、お陰様でや

りたいことがやれました。病気がちの時は腰が引けるような難しい事件も、

喜んで引き受けようという若い頃の勢いが戻ってきました。難しい医療過

誤裁判なども、楽しんでやれるようになりました。大きな遺産相続事件な

ども、苦もなく熟せるようになりました。全盛期に戻った感じです。
こな

そのような中で、平成２８年度は岩手県奥州市の２つの住民訴訟を住民

の皆様の代理人として担当させてもらいました。原告とその支援者である

住民の皆様の一生懸命さに引きずられ、皆様の熱気の中で楽しい仕事をさ

せてもらっています。住民訴訟の何たるかを教えてもらっています。

原告とその支援者である住民の皆様と共同作業をしている中で、地方自

治こそ民主主義の 源 、つまり「物事の起こり、始まり」であることを思
みなもと

い知らされました。地方自治は、「国民主権」、「個人の尊厳」の始まりで

あることを知らされました。地方自治が守られなければ、「国民主権」も

「個人の尊厳」も守られないことになると気がつきました。前号（第３１

９号）で述べましたが、『いなべんの憲法論』は私のライフワークです。

憲法論を論ずる上で、住民訴訟は重要なテーマであることに気づきました。

『岩手県奥州市の２つの住民訴訟』を発刊しようと決めました。

前にも紹介しましたが、『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心

戦争の放棄』シリーズの『戦争防止論』を発刊しようと決めたその時に、
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『ひとはなぜ戦争をするのか アインシュタイン／フロイト』（発行所

株式会社講談社、平成２８年６月１０日発行）という本に出会うという良

縁を報告しましたが、今回も奥州市の２つの住民訴訟の原告とその支援者

である住民の皆様より、平成２９（２０１７）年２月４日に奥州市Ｚホー

ルで『ふるさとを愛するがために ～地方自治と住民訴訟～』という演題

で講演をしてはどうか、という申し入れを頂戴しました。喜んでお引き受

けしました。これも縁です。

右講演に合わせて、『岩手県奥州市の２つの住民訴訟』を発刊しようと

決めました。

決めたのはいいのですが、時間がありません。粗製濫造となりますが、
そ せ いらんぞう

すぐに書き始めました。もうすでに骨子は出来上がりました。

今回、この事務所便りにそのまとめの部分を転載します。完成はしてい

ませんので、これから手を入れなければなりません。最終的に発刊される

ものとは大分内容も変わるかもしれませんが、「第５段 コンプライアン

スとインテグリティ」の部分を転載します。

前記、平成２９（２０１７）年２月４日（土）に開催される講演会のパ

ンフレットを、実行委員会から頂戴しましたので同封します。

興味のある方は、是非奥州市Ｚホールにお出掛け下さい。お待ちしてお

ります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

第５段 コンプライアンスとインテグリティ

胆沢統合中学校用地住民訴訟において、学校建設推進室長は、「私は、

この件に関しては、法に抵触することは一切行っておりませんので、心配
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は感じておりません」と陳述書で述べている。「コンプライアンスには反

していない」と言っている。このような考え方は、岩手県奥州市の２つの

住民訴訟で問題提起されている奥州市長以下の奥州市幹部職員の全員に共

通した考え方だ。

「コンプライアンス（compliance）」とは、英語である。「規則・要請な

どに従うこと、法令遵守」という意味のほかに、「言いなりになること、

追従」という意味がある。

岩手県奥州市の２つの住民訴訟において、奥州市の長等幹部職員はコン

プライアンスを励行していると主張しているが、「法令遵守」というより

「追従」という色彩の濃いコンプライアンスに思えてならない、というの

が原告ら住民とその支援者ら住民の印象のようだ。

水沢駅前駐車場用地住民訴訟においては、証人となった財産部財産運用

課課長も、財務部部長も、その地位についた時は、既に奥州商工会議所へ

随意契約で売却する方針が決まっており、売却代金額は引き継いだ時点の

方針通りに決定された旨証言した。彼等は就任前に決まっていた方針に追

従したことは明らかである。

奥州市の市長以下の幹部職員の言っている「コンプライアンス」あるい

は「法に抵触しない」という意味は、「法令遵守」という意味でのコンプ

ライアンスではなく、「追従」という意味でのコンプライアンスであった

という印象が強い。「彼等は法令を遵守したのではなく、『既に決まって

いた方針に追従した』とか『上司の言いなりになった』と断じざるを得な

い」と、原告ら住民とその支援者ら住民は語っている。異論を差し挟む余

地はなさそうである。

「インテグリティ（integrity)」という言葉も英語である。「誠実さ、品

位」とか「無傷の状態」などという意味がある。元最高裁判所裁判官濱田

夫先生の論文によると、「正直さ」という意味もあるとのことだ。同先
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生は、法律家には、このインテグリティがなければならないと述べている。

４６年間の田舎弁護士としての体験を通じ、そのことを痛感し肝に銘じて

いる。

岩手県奥州市の２つの住民訴訟を通じて、奥州市の長等幹部職員の仕事

振りには、このインテグリティが全く感じられなかった、彼等の言うコン

プライアンスも法令遵守というより追従としか受け取れなかった、という

のが原告ら住民とその支援者ら住民が受けた印象だったようだ。

胆沢統合中学校用地住民訴訟においては、証人となった胆沢総合支所産

業振興課課長補佐、教育委員会事務局胆沢支所長、教育委員会事務局教育

総務課長兼学校建設推進室長というそれぞれの立場にある３人が３人と

も、本件用地が建設廃材の捨て場となっていたことは知らなかったと証言

した。

右３人は、いわば胆沢統合中学校用地買取における現場最高責任者とい

う立場にありながら、本件用地を買い取る前に奥州市が本件用地のボーリ

ング調査を業者に依頼し、その調査報告書に明確に、本件用地の地中には

コンクリート殻、アスファルト殻などの建設廃材が埋設されていたという

結果が報告されているのに、３人ともこれを見ていなかったし、そのよう

な報告も聞いていなかった、と証言した。

原告ら奥州市住民やそれを支援する奥州市住民は、「そもそもあの土地

に建設廃材が捨てられていることは、公知の事実だ。地元住民であれば誰

だって知っていた。調査報告書がどうのこうのと言う以前の問題だ。それ

はそれとして、よくもあんなことが言える。嘘を言っている。嘘でないと

しても、調査報告書を見ていないとか、報告を聞いていないというのは、

まじめに仕事をしていないということだ」と怒る。

「コンプライアンスは励行した」などと主張はしているが、前記の通り、

そのコンプライアンスも本来の「法令遵守」という意味にはほど遠い。言
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いなりになったというレベルのコンプライアンスで、形式ばかりで内容が

ない、と怒る。

インテグリティ、つまり誠実さのある仕事という視点からはさらに遠く

離れていて、問題外と言わなければならない内容である。「公僕」という

国民、住民のために奉仕する人という公務員の別称は、どこへ消えたかと、

嘆く。

「虎ロープの外から見たが、地中にある建設廃材は見えなかった」とか

「ボーリング調査が必要なことは、住民から申し入れがあり、私が本庁に

申し入れたが、その結果は聞いていない」とか「ボーリング調査の結果、

問題がないと思っていた」などとそれぞれ証言している。この証言内容は、

それぞれの置かれている立場を考えると、無責任極まりないものとなって

おり、とても誠実な仕事をしたとは思えない。原告ら住民とその支援者ら

住民は、ますます怒る。

この証人達は、「悪いことはやっていない」というのであろう。確かに

積極的に、法的言葉を使えば、作為的には悪いことをしていないのかもし

れないが、「やるべきことをやらなかった」のであり、不作為ではあるが、

その置かれている立場からすればやっていないことの内容は、「悪いこと

をやった」と同視できる、というのが原告ら住民とその支援者ら住民の思

いである。法律家の端くれである私にも納得できる、住民らの感想である。

不作為による作為犯というものがある。消せば消せるのに、消さないで

火事にしてしまったというようなケースである。火をつけなくても、放火

と同視できることがある。何もしなくともしたと同視できることがあると

いうことは確かにある。こうなると、単なる不注意つまり過失に止まらず、

故意と同視できるほどの重大な過失があったと言わなければならない。そ

れ相応の責任を負担することになる。

奥州市住民らは、奥州市長等同市幹部職員に対し、「法令遵守」という
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意味でのコンプライアンスを励行してほしいのであり、願わくば「正直で、

誠実な」、つまりインテグリティな仕事をしてほしいのである。

インテグリティというと、「正直さ」とか「誠実さ」という意味だけに、

法的というより、道徳的とか倫理的という側面が強く感じられる。そのよ

うなことを法律問題である住民訴訟の中で要求するのは妥当でないと考え

る方もいるかもしれない。しかし、そうではない。自分達が選挙で選んだ

首長や議員に対し、インテグリティを求めることは、極めて自然で、当た

り前である。インテグリティは、法以前にある常識とさえ言える。公僕に

は常識を持ってもらわなければならない。

「コンプライアンス」を「法令遵守」と訳し、法的意味を持たせ、世に

普及させたのは、司法研修所の同級生久保利英明弁護士だった。同弁護士

は平成１５（２００３）年に、東洋経済新報社より『違法な経営はおやめ

なさい』という本を出し、「コンプライアンスの欠如は一直線に倒産へつ

ながる」と警鐘を鳴らした。

前記濱田先生は、『司法活動を担う法曹に期待する』という論文で、イ

ンテグリティの必要性を強調している。先生の論文を読み、インテグリテ

ィの必要を痛感するとともに、「インテグリティ」を「信義誠実」と訳し、

法的意味を持たせることができると確信するに至った。

明治憲法（旧憲法）から日本国憲法（現憲法）にかわる際、民法に新し

い条項が加えられた。その１つが、民法第１条第２項の「権利の行使及び

義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という規定であ

る。「信義誠実の原則」と呼ばれている。

「インテグリティ」を「信義誠実」と訳し、「法令遵守」のコンプライ

アンスと同様に、世の中に普及、浸透してほしい。原告ら及びその支援者

ら奥州市住民は、奥州市の２つの住民訴訟を通じて、奥州市長ら同市幹部

職員のコンプライアンス及びインテグリティ不足ないし欠如を痛感した。
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これは、奥州市に限ったことではない。他の普通地方公共団体も、他山の

石とし、参考にされたい。

法は「裁判規範」つまり裁判を行う上でのルールブックではあるが、「生

活規範」つまり生活の手本ではない。法さえ守っていれば、それで立派な

生き方をしているなどとはとても言えない。法は最低のルールである。法

令を遵守していれば、それだけで正直で、誠実な生き方とは必ずしも言え

ない。最低のルールブックである法さえ守っていればそれで足りる、とい

う考え方は、法律家の端くれとして４６年間も生活してきた身としては、

もっとも反省しなければならないことだという思いに至っている。法より

大事なことは、世の中にはいっぱいある。それを求め、実行しなければな

らない。

地方住民から選挙で選出された首長や議員は、地方自治つまり地方を地

域住民が自ら治める上でのリーダーとして期待されている。リーダーたる

者には、「法令を遵守したら、それで十分」と割り切らないで、「正直さ」、

「誠実さ」を追い求めてほしい。せめて首長ら幹部職員と議員の皆様には、

コンプライアンスからインテグリティへと昇華してほしい。

水沢駅前駐車場用地住民訴訟における被告奥州市、同市長は、原告ら住

民の「奥州市が奥州商工会議所に水沢駅前駐車場用地を随意契約で売却す

るまでの経緯の中で、談合的行為が認められる」との主張に対し、「談合

とは、競争入札において、業者が話し合ってとり決めることであり、本件

は競争入札がないから、談合はあり得ない」という趣旨の主張をなした。

形式的にはいかにももっともとは思えるが、実質的には、とても納得で

きない屁理屈と思える自分勝手な理屈を言うのは、信義誠実とは思われな

い。コンプライアンスという次元、つまり裁判のルールブックと法を捉え

れば、そのような理屈も形式的にだけではあるがあるかも知れない。実質

的には、つまりインテグリティという次元では問題外の理屈と言わなけれ
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ばならない。それは少し考えれば理解、納得できる筈である。

談合が禁止されているのは、一般競争入札の目的である競争によって、

住民に入札のチャンスを公平に与えようということと、地方団体に経済的

利益を与えようとするものである。つまり公正な競争をさせようというも

のである。市と商工会議所との癒着により、競争入札そのものを回避する

というやり方は、談合以上に、一般競争入札の目的を根本から破壊する行

為であることは、誰にだって容易に分かる。入札に参加する業者間が談合

すること以上に、入札をしないことの方が根本的に競争の機会を奪うとい

うことになり、実質的にみれば談合よりはるかに悪いことは、被告らは分

からない筈がない。それにもかかわらず、このような主張をなしている被

告らは、コンプライアンスの真の意味を誤解している。いわば格好だけの

コンプライアンスということになる。

原告ら住民は、このような奥州市長以下の奥州市幹部職員のインテグリ

ティ、つまり信義誠実さの欠如を嘆き、反省を求め住民訴訟を提起したの

である。もっとも、岩手県奥州市における２つの住民訴訟のケースはイン

テグリティの欠如だけではなく、それ以前に真の意味でのコンプライアン

スも欠如していたというのが原告ら住民の主張である。

胆沢統合中学校用地住民訴訟においては、同中学校建設の現場最高責任

者を自認する学校建設推進室長は前記の通り、「私は、この件に関しては、

法に抵触することは一切行っておりませんので、心配は感じておりません」

と断言している。

業者を依頼し、調査をさせたボーリング調査結果報告書に目を通すこと

も、調査結果の報告を受けることもしないで、「ボーリング調査でも問題

ないとの認識でした」と証言した学校建設推進室長の態度には、信義誠実

のかけらも見られない、と原告とその支援者ら奥州市住民は奥州市の首長

等に対する不信感、つまり「うそをついたり、いいかげんであったりして、
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誠実さがない」という思いを強くしている。

岩手県奥州市における２つの住民訴訟は、奥州市の首長等に「法令遵守」

という意味でのコンプライアンスの欠如と、「正直さ、誠実さ」というイ

ンテグリティ（信義誠実）の欠如を指摘し、奥州市の首長等に猛省を促す

ことが、原告ら住民の目的である。

もう一つは、奥州市民の１人でも多くの人に、奥州市住民こそ、奥州市

の主権者であり、選挙という一時点においてだけ主権者として住民自治に

参加すれば足りるというものではなく、絶えず、普段から住民訴訟のよう

な直接民主主義方式を活用し、地方自治に関与できるし、しなければなら

ないことを知ってもらい、参加されるよう目覚めてもらいたい、という思

いが、原告ら住民の真の願いである。住民自治の実現のために、選挙とい

う一時点だけではなく、日々の生活といういわば「点」の集まりである

「線」を通じて、直接民主制を実行していこう、という働き掛けである。

岩手県奥州市における２つの住民訴訟の判決は、まだ一審判決も出てい

ない。前述した通り、住民訴訟の判決の傾向を見れば、必ずしも楽観でき

ない。仮に一審判決において、原告ら住民が勝訴しても、控訴審である高

等裁判所も第三審である最高裁判所もある。裁判はまだまだ続く可能性も

ある。その成り行きを注視することも、直接民主制の実行のひとつとなろう。

もし、一審判決で原告ら住民が勝訴したら、奥州市議会には、被告奥州

市が控訴できないように控訴費用支出の決議をしないでほしいというのが

原告及びその支援者ら住民の願いである。住民を代理して、地方自治を監

督する立場にある議会に期待するところは大きい。奥州市の２つの住民訴

訟では、あまり議会の在り方については触れていないが、地方自治、住民

自治を論じる上では、議会を無視することはできない。

奥州市議会は、奥州市市長ら首長等のコンプライアンスとインテグリテ

ィの欠如により、２つの住民訴訟にまで至った経緯を振り返ってみて、議
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会の責任を果たしたかどうかを自ら確認することが大事だ、と原告ら住民

とその支援者ら住民は考えている。議会は、首長らが再び間違いを犯すこ

とのないように監督しなければならない立場にあり、その責任がある。奥

州市の２つの住民訴訟においても、議会の責任が皆無とはいえないという

のが原告ら住民とその支援者ら住民の考えである。

奥州市議会は、奥州市住民に代わって、奥州市市長ら奥州市幹部職員が

コンプライアンスとインテグリティを守って、行政を執行するよう指導、

監督する立場にあることを再認識してほしいと原告及びその支援者ら住民

の皆様は願っている。

首長ら幹部職員と、それを監督する議員には、地方自治のリーダーとし

て、コンプライアンスはもとより、インテグリティを尊重し、その任にあ

たってほしい。地方自治の主権者である住民は、コンプライアンスつまり

法令が遵守されているかどうか、インテグリティつまり信義誠実が履行さ

れているかどうか、という秤で地方行政を監視してほしい、というのが、

原告ら住民とその支援者ら住民の岩手県奥州市の２つの住民訴訟を提起し

た真の目的である。

選挙で選べば国民主権、住民主権が実現されるのではない。絶えず選ん

だ首長が議員が、コンプライアンスとインテグリティを守っているか、を

監視するのが、国民主権、住民主権を真に意味あるものにするのである。

選挙という間接民主制の欠陥は、「カウンター・デモクラシー」という直

接民主制をフルに活用し、選挙で選ばれた者に対し、コンプライアンスと

インテグリティを励行させなければならない。

そのために、『岩手県奥州市の２つの住民訴訟』というこの本がいくら

かでも役立つことを、原告ら住民とその支援者ら住民の皆様とともに、心

底より祈念する。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

新刊書のご案内

『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心
第２０巻 戦争の放棄（その２０）
戦争防止論 その１ アインシュタインとフロイトの手紙』

上記新刊書が平成２８（２０１６）年１２月１２日に発刊されました。

２０世紀を代表する物理学者アルバート・アインシュタイン（1879-1955）と
精神医学者ジグムント・フロイト（1856-1939）は、「どうしたら戦争を回避す
ることができるのか？」という問題について、「戦争を防止するためには、人間

の心の掘り下げが不可欠だ」という内容の手紙のやり取りをしていたのです。

それを紹介した『ひとはなぜ戦争をするのか アインシュタイン／フロイト』（発
行所 株式会社講談社、平成２８年６月１０日発行）という本の存在を事務局

から知らされ、読んでみました。共鳴しました。多くの人に紹介しなければな

らないと思って書いたのが、この新刊書です。

この本は、私如きが書いた本の稚拙な内容とは異なり、素晴らしい内容です。
ちせつ

そのままお読みいただいた方がよいだろうと思いますが、あまりに共鳴するこ

とが多く、且つその共鳴の程度が深かったので、どうしても私が受けた印象を

述べたくなり、それを区切りのいいところに書き入れました。

戦争を防止するためには、「戦争を防止する外的な枠組（しくみ）を整える」

ということと、「戦争を防止する人間の心の在り方を整える」という２本の柱が

不可欠です。拙著『田舎弁護士の大衆法律学 新・憲法の心 戦争の放棄』

第１巻から第１９巻においては、人間の心の在り方についてもいくらか触れま

したが、「外的な枠組」というか、「システム」というか、法律論が中心でした。

この第２０巻『戦争防止論 その１ アインシュタインとフロイトの手紙』

と、第２１巻『戦争防止論 その２ 欲望と戦争』では、主として「心の

在り方」について述べることにします。

まず、第２０巻が発刊の運びとなりましたので、ご案内する次第です。

図々しくて恐縮ですが、「購買申込書」を同封しますのでご購読いただければ

幸甚です。買って読んでいただくような本でないことは百も承知していますが、

１人でも買って読んで下さる方がいればこんな嬉しいことはありません。何だ

か文筆家になれたような気がするのです。とうの昔に亡くなった母の夢を実現

できたような気になれそうです。母は「物書きになりたかった」と言っていた

ことがありました。本が大好きな母でした。


