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－「何も悪いことはやっていない」、
しかし、「やっていないことが悪い」こともある－

拙著『岩手県奥州市の２つの住民訴訟』が平成２９（２０１７）年１月
２５日に株式会社エムジェエムより発刊されます。同年２月４日には、奥

州市Ｚホールで『田舎弁護士のおはなしと愛の歌声』というイベントが開
い な べ ん

催されます。メゾソプラノ歌手・菊池葉子さんのミニコンサートと一緒に

私の講演が予定されています。

私の演題は、『ふるさとを愛するがために ～地方自治と住民訴訟～』

です。「ふるさとを愛する」というのは、「ふるさとの 山に向ひて 言ふことなし

ふるさとの山は ありがたきかな」、「かにかくに 渋民村は 恋しかり おもいでの山

おもいでの川」と石川啄木（1886-1912）が詠っているように、ふるさとの
山や川を愛するということも勿論ありますが、何と言ってもふるさとの住
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民に向けられたものだと思います。

人間関係こそ、何よりも大事であることは、啄木の次の短歌からもわか

りますが、ふるさとの良さは、ふるさとの人の愛にこそあるのです。住民

は、それを求めているのです。

石をもて 追はるがごとく ふるさとを 出でしかなしみ 消ゆる時なし

ふるさとの 訛 なつかし 停車場の 人ごみの中に そを聴きにゆく
なまり

ふるさとの住民を愛するためにやらなければならないことがあります。

特に、地方公共団体で働く皆様にはその責任があると思います。勿論、地

方公共団体で働く方だけにその責任があるわけではありません。最終的に

は、住民１人１人にその責任があります。

今回は、地方公共団体で働く皆様に対し、特に「ふるさとを愛してほし

い。住民を愛してほしい。そのためになることをやってほしい」という私

の思いをお伝えしたいのです。

私は、４２の厄年に糖尿病、高血圧症等の生活習慣病の宣告を受けまし

た。以来、薬物療法を２０年間にわたって受けました。しかし、６２の厄

年には、岩手医科大学附属病院と昭和大学病院で「直ちに人工透析療法に

入らなければならない」と宣告されました。それは、平成１７（２００５）

年６月末でした。

糖尿病や高血圧症等が原因で慢性腎不全となり、人工透析療法に入った

人の５年後の生存率は４８％と言われています。「５年間生きられればい

いか」と覚悟を決め、妻と「残された時間は、ただ楽しみ合おう」と話し

合い、ポジティブ（前向き）になった途端に運が開けました。奇跡的とも

思える縁を得て、食事療法の世界的権威である昭和大学藤が丘病院客員教

授・出浦照國先生の指導による食事療法に、翌７月から入ることができま
い で う ら て る く に

した。

患者である夫の私とそれを支えていた妻は、一心不乱に食事療法に向き

合いました。１年後には、糖尿病も高血圧症も薬がほとんどいらない状態

となりました。
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私達夫婦は、「食事療法は奇跡の療法だ！」と心の底から思いました。

このことを１人でも多くの人に知らせなければならないと思い、夫婦共著

で『減量で、糖尿病と高血圧が治った ― 生活習慣病は、患者も主治医』、

『食事療法は、奇跡の療法 生活習慣病は、自分で治す』（完全版）、『生

活習慣病予防・治療のための食事のめやす ～何を、どれだけ、食べたら

よいか』、『私達、患者が伝えたい 出浦先生の食事療法の教え』、読まな

くてもいい本シリーズ（『私達が、糖尿病を治した食事』、『私達が、高血

圧を治した食事』、『私達が、透析を延ばしている食事』）、『患者とその妻

の腎臓病体験記』シリーズなどを世に出しました。その中で、できるだけ

読みやすいようにと考え、コンパクトにまとめた『ダイジェスト版』（冊

子）なども発刊しました。私達夫婦の食事療法の本は、全部で１８冊とな

っています。

ＮＨＫの『ためしてガッテン』をはじめ、多くのテレビや新聞でも報道

されました。最近では、慢性腎臓病の初診者に私達の書いた本の購読を勧

めて下さっている腎臓病専門病院も全国に見られるようになりました。

岩手県は、日本でも１、２を争うほど高血圧症患者が多く、脳疾患によ

る死亡者や後遺障害者が多いと言われていましたので、岩手県と岩手県下

の全市町村に食事療法に関するダイジェスト版を送り、「住民を指導して

ほしい」とお願いしました。しかし、どこからも反応はありませんでした。

「住民に食事療法を指導した」という情報は、どこからも入ってきません

でした。

「どうしてだろう？」と思い、親しくしている現職の市町村職員や退職

した方に尋ねました。答えは同じでした。「それは余計な仕事となる。余

計な仕事をしても褒められない。それで何か問題が生じたら責任問題とな

り、馬鹿をみるだけだ。やる気のある人は他の仕事で忙しく、やる気のな

い人は忙しくなくてもやるはずがない」と異口同音でした。がっかりしま

した。「ふるさとを愛する心はないのか」、「ふるさとの住民を愛する心は

ないのか」と腹が立ちました。



- 4 -

奥州市の２つの住民訴訟を通じて証人に立った奥州市の５人の幹部職員

の皆様の証言は、どの方も、「私達は、何も悪いことはやっていない」と

いう趣旨のものでした。この裁判を通じ、１０数年前に地方公共団体職員

に抱いた「もっとやってほしい」という、あのときの思いがよみがえって

きました。

私は、平成１８（２００６）年３月２１日に『田舎弁護士の大衆法律学

刑法の巻 その一 常識がハカリ ～裁判員となる日のために～』という

本を発刊しています。その中に、「火をつけなくとも、放火とみること
ができるでしょうか。」という一項がありますが、ここのところは地方
公共団体職員の方には是非読んでいただきたく、そのまま転載します。「何

も悪いことはやっていない」と言っても、「やっていないことが悪いこと

となる」という場合があることを知ってほしいのです。

ふるさとを、ふるさとの住民を愛してほしいのです。そのためにやって

ほしいのです。そんな思いで駄文を紹介します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

火をつけなくとも、放火とみることができるでしょうか。

刑法第１０８条は放火罪の規定ですが、「放火して、建造物などを焼損

した者」と書いています。

放火とは、「火事を起こそうとして、火をつけること」です。

この言葉には、あまり難しい問題を含んでいないように思われます。火

事を起こそうとして、家の壁や床などに灯油をまき散らし、それに火をつ

けたとすれば、これが放火罪のいう放火であることは誰もが認めるところ

だと思います。
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火のついた神棚のロウソクが倒れかけている。「火災になれば、保険金

が取れるだろう」と考えて、ロウソクを立て直すことも消すこともしない

で、そのまま家を出てしまった。案の定、その後ロウソクが倒れて火災に

なってしまった。この場合、放火したと言えるでしょうか。

放火とは、前に述べた通り、火事を起こそうとして積極的に火をつける

ことであり、「つけ火」などとも言われています。ですから、「火をつけ

ること」を通常は考えています。

ところが、この例の場合は、火をつけてはいません。「つけ火」はして

いないのです。ですからこの場合、「放火罪にはならない」という考えが

出てきてもおかしくはありません。

しかし、何となく納得しにくいところもあります。ロウソクを立て直し

たり、ロウソクの火を消したりして家を出れば火災にはならなかったのに、

火災保険金をもらおうと考えて、火のついたロウソクが倒れかかっており、

そのままでは火災になるであろうと思いながら、それを放置し家を出てし

まった者に対し、放火罪を問えないとするのは何か変な気がします。

確かに、刑法第１０８条の放火罪の規定には「放火して」と書いてあり、

放火とは「火をつけること」ですから、火をつけていないこの例の場合に

は放火罪にはならないとすることはそれなりに一理あるように思います

が、私達の常識というか、社会通念というものが、素直にこの理屈を受け

容れることができません。

それは、なぜでしょうか。この例のような場合には、私たちの頭のどこ

かに「放火と考えるべきだ」との思いが、多くの人にあるからです。

放火、つまり、火事を起こそうとして火をつけることは、必ずしも積極

的に「つけ火」をしなければならないのではなく、火事を起こそうとして

火をつけることと同じだと考えられる場合には放火と考えてよいのではな

いか、との思いがあります。

「放火」という言葉は、わかりきった言葉のように思われますが、場合

によっては解釈、つまりその言葉の意味をより正確に理解することが必要

となります。その行為が、放火といえるかどうかを評価しなければならな
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い場合が出てきます。

評価とは、「物の価値とか、善悪とか美醜とか優劣などをある基準によ

って判じ定めること」です。問題はその基準、つまり「ハカリを何に求め

るか」ということになります。

私は、そのハカリは、常識とか、良識とか、社会通念でなければならな

いと思います。ですから、その行為が「放火」と言えるかどうかも、社会

通念によって判定されなければならないと確信しています。社会通念とは、

社会一般で受け容れられている常識または見解です。

そのような社会通念によって判定すれば、このケースは放火とみてよい

気がしますが、みなさまの見解はいかがでしょうか。

２００９年５月までの間に、裁判員制度の運用が開始されることになり

ました。

この裁判員制度は、一般市民が裁判官とともに、重要な刑事事件におい

て事実認定をする制度です。

事実認定とは、「裁判に必要な事実を認定すること」です。つまりは、

「白か黒かの判断をする」ということです。

これまでは、法律の専門家である裁判官だけで事実認定をしてきました

が、一般市民の社会通念を取り入れて、白か黒かの判断をしようとするも

のです。

これまでの裁判官だけによる事実認定には、時々、社会通念とかけ離れ

ていると思われるような判決もないとは言えませんでした。

裁判員制度は、原則として専門家である裁判官３人と一般市民６人（た

だし、裁判官１人と一般市民４人の場合もある）で白黒を判断することに

なりますので、社会通念により近い判決、つまり常識的判決が出されるも

のと期待されます。

余談になりますが、私は民事裁判においても、医療過誤裁判や建築紛争

裁判や、農協と農家の裁判などにおいては、その道の専門家を一般市民の

中から選び出して、裁判官と一緒になって事実認定をする制度が望ましい
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と考えています。

というのは、法律の専門家である裁判官でも、医療問題や建築問題や農

協問題については、あまり知識のない人がみられるからです（拙著『あな

たならどう裁く』を参照されたい）。

このようなケースにおいては、一般市民の中に存在するその道の専門家

の力を借りて事実認定をすることが、より社会通念に沿う判決が出るもの

と確信しています。

刑法が問題としている行為は、「人格の主体的現実化としての身体の動

静」だと言われていることは、「行為とは、どういうものでしょうか」の

項で述べました。

「動」とは、動くことです。「静」とは、動かないことです。ですから、

動くことはもちろんのこと動かないことも、場合によっては行為とみられ

ることになります。

犯罪のうち「動」、すなわち積極的な作為によって行われるものを、「作

為犯」と呼んでいます。これは、「・・・をしてはならない」という禁止

に反する犯罪です。

「人を殺す」とか、「放火する」とか、「窃取する」などというのは、

みなこの禁止に反して行われる犯罪であり、作為犯です。犯罪の大部分は、

この作為犯です。

犯罪のうち「静」、すなわち消極的な不作為によって行われるものを、

「不作為犯」と呼んでいます。これは、「・・・をしなさい」という命令

に反する犯罪です。

刑法第２１８条は、「老年者、幼年者などを保護する責任のある者が、

これらの者が生存に必要な保護をしなかった時は、３月以上５年以下の懲

役に処する」と書いています。この規定は、「保護をしなかった」という、

「しなかったこと」を処罰する規定ですから不作為犯です。

このように、「・・・をしなさい」という命令に反して、しなかったた

めに犯罪となる行為を、「本来の不作為犯」とか「通常の不作為犯」と呼
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ぶことができると思います。刑法学者は、これを「真正不作為犯」と呼ん

でいます。

問題は、「・・・をしてはならない」とされている犯罪についてです。

「・・・をしてはならない」という禁止に反する犯罪は、「動」、すなわ

ち作為によって行われることを予想して作られている規定です。

この「・・・をしてはならない」という作為犯を何もしないことで行う

ことはできないのでしょうか。

前に挙げた、「火災になれば保険金が取れるだろうと考えて、火のつい

た神棚のロウソクが倒れかかっているのに、それを放置し火災となった場

合」において、放置したこと、つまり何もしなかったことが放火とみられ

ないか、という問題です。

この例において、私は、放火と言えるのではないか、それが社会通念に
沿う解釈ではないかと述べました。
これが放火と認められるとすれば、火災を起こそうとして火をつけたわ

けではなく、倒れかかっている火のついているロウソクを放置した、つま
り何もしなかったことで、火をつけたことと同視されることになります。
このように、「・・・をしてはならない」という作為犯を、不作為によ

って成し遂げることも不作為犯の１つです。
この場合の不作為犯を、刑法学者は「・・・をしなさい」という禁止に

反する本来の不作為犯（真正不作為犯）と対比し、「不真正不作為犯」と
呼んでいます。

幼児と橋を渡っていた母親が、幼児が過って川に落ちたのを知りながら、
死んでもらった方がありがたいと思い、救助しなかった場合、その母親は
殺人罪と言えるでしょうか。
「殺そうと思い、水中に幼児を投げ込んだ者と、水中に落ちた幼児を救

助しない者とを同一視することはできない」という考え方もありますが、
状況によっては殺人罪とみた方がよい場合もあると思います。

状況によっては、というのは、その母親が子供を救助することが容易で
あるのに救助しなかったという場合と、流れが速くて容易には救助できな
い状況だったという場合では、異なる評価・判断が出ても不思議ではない
からです。やらなかったことに対する評価・判断も、諸般の事情を総合的
に考察し、常識という秤ではかることになります。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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昔は、どの場所にも「お節介焼き」と言われる方がいました。余計な世

話を焼く人ですが、このような方の存在が、地域の潤滑油となり、ものご
じゅんかつゆ

とをなめらかに運ぶ上で役立っていたものです。地方公共団体の職員の皆

様にそれを期待することは無理なのでしょうか。

「お役所仕事」という言葉があります。形式主義に流れ、不親切で非能

率的な役所の仕事振りを非難している言葉です。地方公共団体の職員の仕

事振りが「お役所仕事」だと断じるものではありませんが、そのようなこ

とを言われないように、「お節介焼き」と言われるように、ふるさとを、

ふるさとの住民を愛してほしいと願っています。

岩手県奥州市の２つの住民訴訟を通して、１番強く印象に残ったのは、

原告となった住民の皆様とそれを支援している住民の皆様のふるさとと、

ふるさとの住民を愛する気持ちの強さです。土・日・祭日を返上しての勉

強会への出席、睡眠時間を削っての記録調査・整理、年金を出し合っての

裁判費用・弁護士費用の捻出等々。何の見返りも期待できず、期待もせず、

ただふるさとと、ふるさとの住民を愛するがために、長い時間年齢を忘れ

て頑張ってきました。どの方も高齢者ですが、若さと熱気に溢れていまし
あふ

た。皆様と一緒にいる時は、楽しい時間でした。

原告とその支援者の皆様の行動は、ふるさとの住民を愛するがための行

動であることは間違いありませんが、「人生は、自分も周囲も楽しみ合う

のみ」という不肖『いなべんフィロソフィー（哲学）』の実践でもあるよ

うに思えてなりません。「楽しみて以て憂いを忘れ、老いの将に至らんと
うれ まさ

するを知らざるのみ」と孔子は語ったとのことですが、原告及びその支援

者住民の皆様は、住民訴訟をやりながら、ふるさとの住民を愛しているこ

とを実感しながら、「楽しみて老いを忘れる」という孔子の晩年の心境を

味わっているのではないでしょうか。ふるさとの住民を愛するがための行

動をすることが、同じ思いの仲間をつくり、自分も周囲も楽しくなるなら、

それ以上の生き方はありません。

そういう場なら、這ってでも行きます。そういう場があったら、是非お
は

声を掛けて下さい。どこへでも必ず駆け付けます。
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

住んでみて思うこと

昨年（２０１６年）暮れに、家内と二男が始めたサービス付き高齢者向

け住宅『グランルーム』の入居者第１号として入居しました。

１か月近く住んでみて、思うことがありました。６０歳代に入り、子供

達も独立し、夫婦２人だけの生活に入ったら、住居には「プライベートの

スペース」と「サロン的スペース」が必要だということを再確認しました。

『グランルーム』には、各入居者のスペースとしてトイレ、風呂、ミニ

台所がついた個室があります。それとは別に食堂兼ホールがあります。個

室では、起きたいときに起き、寝たいときに寝ます。テレビを観たくなっ

たら、夜中でも観ます。風呂に入りたくなったら、朝でも昼でも夜でも夜

中でも入ります。トイレも台所も、誰にも遠慮なく１人占めできます。誰

にも迷惑をかけないのです。

この年になると、誰にも迷惑をかけないところが気楽でいいものだとい

うことを実感しています。要介護者となり、他人の手を借りなければなら
ひ と

ない時が来るまでは、一日でも長く、人に迷惑をかけない生活ができれば、

それが一番です。

「プライベート」とは、「個人的」とか「私的」という意味ですが、最
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もプライベートな場所はトイレです。トイレは、夫婦であれ親子であれ、

幼子や要介護者以外は、１人で入ります。風呂もプライベートな場所です。

寝室もプライベートな場所と言えます。こういうプライベートな場所は、

例え家族であっても、互いに干渉しないで済むような空間であってほしい

と思います。

今回『グランルーム』に住んでみて、トイレ、風呂、寝室が完全に他の

人と独立し、干渉することもされることもありませんので、起きたい時に

起き、寝たい時に寝て、風呂に入りたい時に入り、トイレに入りたい時に

はいつでも、誰にも気兼ねなく入れます。家族皆で一つのトイレというこ

とになると、他の人の動向が気になります。同時にトイレを使いたいとい

う時だけでなく、入った直後に入る人も、直後に入られた人も気まずい場

合もあります。夫婦、親子といえども、遠慮しなければならないところが

あります。それがなくなり、解放されました。贅沢といえば贅沢ですが、

これまで働き通しでした。残す人生は、気兼ねのない人生を送りたいし、

送らせたいものです。せめて、トイレと風呂と寝室は、そうありたいもの

です。

他人恋しくなったら、食堂兼ホールに行きます。誰かがいます。一緒に
ひ と

食事をしたり、お酒を飲み、談笑します。小１時間もすれば、再び１人に

なりたくなります。個室に戻ります。人間は、ずーっと同じではいられな

いように創られています。プライベート（個人的）な部分と、サロン（社

交的）の部分の両方が必要です。それが程良くミックスしていることが理

想の住居ということになります。

夫婦でも親子でも、６０歳まで生きてきますと、いつでも一緒にいると

いうことは疲れますが、逆に１人だけでいるというのも寂しくなります。

１人でいる時間と家族など自分以外の人と一緒にいる時間が程良く保たれ

ているのが理想です。

『グランルーム』での約１か月の生活の体験で、これからの住居には家

族といえども完全にプライバシーが守られている部分と、他人と一緒にい

る部分とを区別した方がよいという印象が強く残りました。実際に体験し

てみて、実感できました。

６０歳を超えたら、大きな家もたくさんの部屋数も不要です。各人のプ
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ライバシーを優先させる場、つまりトイレ、風呂、寝室などと食事を共に

する、団らん、つまり寄り集まって楽しく過ごすサロンとも言える場さえ

あれば、それで十分です。そこさえ充実していれば、他のあまり使わない

部屋は削ってしまってよいと思います。現代は、お通夜さえ自宅でやりま
い ま

せん。そういう施設は、どこの街でも十分に整っています。多くの人が集

まる時は、ホテルを利用すれば、その方が便利です。食事の準備もいりま

せん。後片付けも不要です。主婦にとっては、こんなありがたいことはあ

りません。

プライバシーを優先させるスペースと、寄り集まって楽しく過ごすスペ

ース（食堂、ダイニングキッチン等）が最小限あれば、家族でなくても同

じ屋根の下で暮らすことはできます。血の繋がりがあるかどうかなどとい
つな

うことではなく、プライベートの部分がしっかり守られているかどうか、

一緒に楽しく過ごす時間を持てるかどうかが肝心なことだと思います。同

じ屋根の下で暮らすことは、「はとバスの相客」となるようなものです。

過度に干渉しないで、互いに役に立てることがあれば手伝い、一緒に楽し

めばそれで十分です。

血の繋がりがなくとも、互いに相手を尊重する気持ちさえあれば、同じ

屋根の下での生活は可能です。年寄りと若者とでは、目指すところが違い

ます。年寄りと若者が一緒に暮らすのは、親子といえども難しい面があり

ます。年寄り同士であれば、目指すところはほぼ同じですので、一緒の生

活はやりやすい筈です。『グランルーム』では、基本的には妻と別々の部

屋で生活し、求め合う時にはホールで飲んだり、談笑したり、テレビを観

たり、孫と一緒に遊んだりしましたが、快適な生活ができました。

６０代を過ぎ、子供達も独立し、夫婦２人だけになったり、どちらかが

亡くなって１人だけになったら、大きな家やたくさんの部屋数は不要にな

ります。自分１人だけの時間と、誰かと一緒の時間とをはっきり区別でき

る空間（スペース）を持つことのありがたさを、約１か月間の『グランル

ーム』での生活の体験で実感しました。

自分だけの時間を楽しむ。他人と一緒の時間を楽しむ。他人に邪魔され

ない。他人の邪魔をしない。時には寄り添って楽しむ。そういう目的に沿

った住居が高齢者になったら必要です。自宅を持つ必要などありません。

いずれ１人となる身です。

自宅は建て替えず、『グランルーム』にしたことは、正解だったと心の

底から思います。


