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［189］ 北法67（5・298）1616

市営住宅における暴力団員排除に関する条例規定の合憲性

最高裁第二小法廷平成27年３月27日判決

（平成25年（オ）第1655号建物明渡等請求事件）

民集69巻２号419頁

【事案の概要】

　本件は、西宮市（原告、被控訴人、被上告人。以下、X とする）が、市営住

宅の入居者である Y1並びにその同居者 Y2、Y3（いずれも被告、控訴人、上告人）

に対し Y1が暴力団員であることを理由に当該市営住宅の明渡し等を求めた事

案である。

　平成17年８月、X は、西宮市営住宅条例（以下、「本件条例」とする）の規定

に基づき、市営住宅のうち当該住宅（以下、「本件住宅」とする）の入居者を上

告人 Y1とする旨決定した。

　本件条例46条１項柱書は「市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する

場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することがで

きる。」と規定しているところ、X は、平成19年12月、本件条例を改正し、同

項６号として「暴力団員であることが判明したとき（同居者が該当する場合を

含む。）」との規定を設けた（以下、同項柱書及び同項６号の規定のうち、入居

者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することが

できる旨を定める部分を「本件規定」とする）。本件条例において、「暴力団員」

とは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律２条６号に規定する暴力

団員をいう（本件条例７条５号）。
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　平成22年８月、X は、Y1に対し、その両親である Y2及び Y3を本件住宅に同

居させることを承認した。その際、Y1及び Y2は、「名義人又は同居者が暴力団

員であることが判明したときは、ただちに住宅を明け渡します。」との記載の

ある誓約書（以下、「本件誓約書」とする）を X に提出した。また、X は同年９

月、Y2に対し、本件住宅の同居者であることを前提に、本件住宅の当該駐車

場（以下、「本件駐車場」とする）の使用を許可した。

　平成22年10月当時、Y1は、暴力団である六代目山口組三代目吉川組大和會

に所属する暴力団員であった。X は、同月、兵庫県警察からの連絡によって、

Y1が暴力団員である事実を知った。そこで、X は、Y1に対し本件規定に基づ

いて同年11月30日までに本件住宅を明け渡すことを請求するとともに、Y2に

対しても、本件駐車場の明渡しを請求した。

　ただし、Y1は、従前から別の建物を賃借してそこに居住しており、本件住

宅には現実に居住することはなく、Y2及び Y3のみが本件住宅に居住していた。

　各審級の判断は以下のとおりである。

　１審1では、（あ）Y1が平成22年10月当時暴力団員であったか、（い）暴力団員

と判明した場合に明渡しを求める条項は憲法に違反するか、について争われた。

神戸地裁尼崎支部は、（あ）について Y1が平成22年10月当時暴力団員であり、

（い）についても本件明渡し請求を求める条項は憲法に違反しない旨を述べ、

請求を認容した。

　原審2では、１審での争点（あ）と（い）に加え、（う）本件明渡請求が信頼関

係を破壊しているか、について争われたが、大阪高裁は、１審と同じく（あ）

と（い）について Y1らの主張を採用せず、（う）についても「信頼関係を破壊し

ない特段の事情があるということはできない」と判断し、Y1らの控訴を棄却し

た。

　そこで、Y1らが上告した。上告理由については以下のとおりである。

　①本件規定は合理的な理由のないまま暴力団員を不利に扱うものであるか

ら、憲法14条１項に違反する。

1 神戸地裁尼崎支部判平成25年６月28日判例地方自治395号71頁。なお１審・原
審ともに民集69巻２号430頁以下に収録されているため、本稿ではそちらを引
用する。
2 大阪高判平成25年６月28日判例地方自治395号75頁。
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　②本件規定は必要な限度を超えて居住の自由を制限するものであるから、憲

法22条１項に違反する。

　③ Y1は近隣住民に危険を及ぼす人物ではないし、Y2及び Y3はそれぞれ身体

に障害を有しているから、本件住宅及び本件駐車場の使用の終了に本件規定を

適用することは憲法14条１項又は22条１項に違反する。

【判旨】

　上告棄却。

　「地方公共団体は、住宅が国民の健康で文化的な生活にとって不可欠な基盤

であることに鑑み、低額所得者、被災者その他住宅の確保に特に配慮を要する

者の居住の安定の確保が図られることを旨として、住宅の供給その他の住生活

の安定の確保及び向上の促進に関する施策を策定し、実施するものであって（住

生活基本法１条、６条、７条１項、14条）、地方公共団体が住宅を供給する場

合において、当該住宅に入居させ又は入居を継続させる者をどのようなものと

するのかについては、その性質上、地方公共団体に一定の裁量があるというべ

きである。

　そして、暴力団員は、前記のとおり、集団的に又は常習的に暴力的不法行為

等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員と定義されているところ、

このような暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合には、当該市営住宅の他の

入居者等の生活の平穏が害されるおそれを否定することはできない。他方にお

いて、暴力団員は、自らの意思により暴力団を脱退し、そうすることで暴力団

員でなくなることが可能であり、また、暴力団員が市営住宅の明渡しをせざる

を得ないとしても、それは、当該市営住宅には居住することができなくなると

いうにすぎず、当該市営住宅以外における居住についてまで制限を受けるわけ

ではない。

　以上の諸点を考慮すると、本件規定は暴力団員について合理的な理由のない

差別をするものということはできない。したがって、本件規定は、憲法14条１

項に違反しない。

　また、本件規定により制限される利益は、結局のところ、社会福祉的観点か

ら供給される市営住宅に暴力団員が入居し又は入居し続ける利益にすぎず、上

記の諸点に照らすと、本件規定による居住の制限は、公共の福祉による必要か

つ合理的なものであることが明らかである。したがって、本件規定は、憲法22
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条１項に違反しない。

　そして、上記１の事実関係によれば、上告人 Y1は他に住宅を賃借して居住

しているというのであり、これに、上記１（３）記載の誓約書〔引用者注：本

件誓約書を指す〕が提出されていることなども併せ考慮すると、その余の点に

ついて判断するまでもなく、本件において、本件住宅及び本件駐車場の使用の

終了に本件規定を適用することが憲法14条１項または22条１項に違反すること

になるものではない」。

【評釈】

はじめに

　本判決は、入居者が暴力団員であることを理由に市営住宅の明渡し等の請求

を認める、いわゆる暴力団員排除に関する条例の規定の合憲性について、最高

裁として判断を示したものである。

　類似のケースとしては、広島市市営住宅等条例の暴力団員排除規定（条例40

条１項６号ないし８号）に基づく明渡請求が問題となった平成21年の広島高裁

判決3がある。しかし、広島市の事案では、「すぐに、上告及び上告受理申立て

がされたが、何の審理もなく、上告棄却、上告受理申立不受理4」がなされてお

り、これまで最高裁が暴力団員の市営住宅からの排除規定について内容に踏み

込んだ判断をすることはなかった。本判決は、この問題に関して最高裁が初め

ての具体的な憲法判断を示したものである。

　そこで本稿では、本件駐車場の明渡しに関する論点を除く、当該市営住宅の

明渡請求に関する最高裁の憲法判断について検討を行う。

　本稿の構成は以下のとおりである。まず、本件条例もその一環であるところ

の暴力団排除を目的とした諸々の取組みや制度を確認し、本件規定と関連法令

との関係の検討を行う（一）。次に、本件規定及びその適用の合憲性について

の各論点を上告理由の①～③に沿う形でそれぞれ検討する（二～四）。その後、

判旨の射程について検討する（五）。そして最後に、残された課題について、

3 広島高判平成21年５月29日（D1-Law 判決 ID28222122）。
4 最一小決平成21年10月１日（D1-Law 判決 ID28222123）。中井克洋「広島市営
住宅からの暴力団員建物明渡請求事件」危機管理研究会編『実戦！ 社会 VS 暴
力団』（きんざい、2013）144頁。
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本判決の評釈を半歩踏み出すことを意識しつつ、若干の考察を行う（おわりに）。

一．評釈の前提

①暴力団排除に関する諸々の取組み等について

　現在行われている暴力団対策に関する様々な取組みの出発点が、平成４年３

月１日に施行された暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下、

「暴対法」とする）である。この暴対法は、法制度上暴力団を初めて法的規制の

対象たる存在として位置づけ、一定の要件を満たした暴力団を「指定暴力団」

と規定し、犯罪として検挙することまではできない指定暴力団員の不当な行為

を規制の対象とし、暴力団の活動を多面的に抑止することを可能とする画期的

なものであった5。しかし、暴力団も、暴対法の施行によって重大なダメージを

受けたものの、法の網を潜り抜ける形にその活動を変化させることで生き残り

を図った。かような暴力団の活動の変化に対応するため、５度の暴対法の改正

が行われたが、暴力団の勢力は法施行前よりも縮小したとはいえ依然として維

持されたままであった。そこで、「暴対法という『法律』だけに頼らない新たな

手法の確立」や、「暴力団問題を転換させる画期的な動き」が模索されることに

なったのである。

　このような状況の転換点となったのが、平成19年６月19日に政府の犯罪対策

閣僚会議幹事会において申合わされた「企業が反社会的勢力による被害を防止

するための指針」である。この政府指針は、暴対法のように暴力団を規制する

のではなく、暴力団と関係を持ち、利益を与える企業側に対して暴力団排除を

行うことを指針として示すものであった。そして、この指針をうけ、証券、銀

行、建設、そして不動産業界などにおいて反社会的勢力の排除が現在も進めら

れている。

　ただし、この政府指針はあくまでも指針であって法規範ではなく、また指針

に違反しても制裁を伴わないことや、対象が企業に限定され、企業活動を行わ

5 以下、犬塚浩＝加藤公司＝尾崎毅編著『暴力団排除条例と実務対応』（青林書院、
2014）３頁〔犬塚浩執筆〕。また参照、鈴木敏夫「暴力団勢力の推移～暴力団対
策施行法20年を通して」危機管理研究会編・前掲注（４）２頁以下、竹花豊「暴
対法制定・施行後、暴力団はどう変化したか～成立期から今日を考える」危機
管理研究会編・前掲注（４）28頁以下。
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ない社会全体を律するルールではない、という限界があった。そこで、暴対法

や上記指針を補完する形で、社会全体からの暴力団排除を進める手法として、

暴力団排除条例（いわゆる暴排条例）が、平成21年７月の佐賀県による条例制

定を嚆矢として、各地方公共団体において制定されるようになった6。

　さらにまた、このような社会全体から暴力団を排除する動きと並行して、地

方公共団体が管理する住宅から暴力団員を排除する取組みが行われるように

なった。

　かような取組みが行われるきっかけとなったのが、平成19年４月20日に東京

都町田市の都営住宅で発生した暴力団員による立てこもり発砲事件である7。こ

6 暴排条例について、参照、大井哲也＝黒川浩一＝エス・ピー・ネットワーク
総合研究所編『暴力団排除条例ガイドブック』（レクシスネクシス・ジャパン、
2011）273頁以下〔黒川執筆〕。前警察庁刑事局組織犯罪対策部企画分析課課長
補佐（当時）であった黒川によれば、暴排条例の背後にある考えは、「暴力団の
ない社会を実現するためには、警察の取締まりだけでなく、我々市民も暴力団
対策の担い手となる必要があり、いわば『警察対暴力団』という構図から『社会
対暴力団』という構図への転換を図る必要がある」というものであり、行政や
警察に対する責務等だけでなく、各民間事業者に対しても、利益供与の禁止と
いった責務や、契約に暴力団排除条項を導入することについての努力義務等を
定めていることに特徴がある。かような暴排条例については、暴力団員の人権
に関する諸問題や、立法ではなく条例によってかような排除規制が行われてい
ること、警察ではなく事業者が暴力団と直接に対決しなければいけないこと（た
だし、暴力団事務所使用差止請求訴訟については、暴対法平成24年度改正によっ
て、都道府県暴力追放運動推進センターのうち国家公安委員会が認定したもの
が、付近住民等から委託を受けて自ら差止請求を行うことができるようになっ
た（法32条の４））などが、問題点として指摘されており、議論となっている。
さしあたり、橋本基弘「暴力団と人権」警察政策13巻（2011）１頁以下、「特集 
暴力団排除条例と市民社会」都市問題103巻10号（2012）所収の諸論文、宮崎学『ヤ
クザに弁当売ったら犯罪か？』（筑摩書房、2012）、安念潤司「暴対法・暴排条
例によるフロント企業の規制は違憲か？」危機管理研究会編・前掲注（４）487
頁以下、溝口敦『山口組動乱！！ 日本最大の暴力団ドキュメント2008 ～ 2015』

（講談社、2015）336頁以下、など。
7 以下、参照、中井克洋＝森谷長功「公立住宅からの暴力団員の排除」日本弁護
士連合会民事介入暴力対策委員会『反社会的勢力と不当要求の根絶への挑戦と
課題』（きんざい、2010）182頁以下。
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の事件を受け、国土交通省が地方公共団体を対象に調査を行った結果、公営住

宅における暴力団員による各種不法行為等が全国的に多発していることが明ら

かになった。そこで、平成19年６月１日に国土交通省住宅局長によって、公営

住宅・改良住宅について「公営住宅における暴力団排除について（国住備14号）8」

と題する通知9が発せられた。上記通知を受けて、各地で地方公共団体が管理

する住宅から暴力団員を排除する条例の制定または改正が行われることになっ

たのである10。

　今回問題となった西宮市営住宅条例46条１項６号も、かような流れの下で平

成19年12月に設けられた規定である。そこで次節では、本件規定や関連法令の

構造を検討する。

②本件規定の構造

　本件規定は、西宮市長が市営住宅の入居者が暴力団員であるときに明渡しを

請求することができる旨を定めたものであるが、ここでいう「市営住宅」の定

義は西宮市営住宅条例２条１号によって定められている。それによれば、市営

住宅とは「市が建設、買取り又は借上げを行い、市民等に賃貸し、又は転貸す

るための次号から第７号までに規定する住宅及びその附帯施設」であり、同条

２号から７号では、普通市営住宅、改良住宅、コミュニティ住宅といった名称

8 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/07/070601/01.pdf、2016年11月18日 最 終
閲覧。また公共賃貸住宅については、平成19年12月13日付けで通知が発せられ
た（国住備第70号・国住市第237号）。
9 その概要は、以下のとおりである。（あ）入居申込者（同居者を含む。以下同じ）
が暴対法に規定される暴力団員である場合には入居決定をしないことを原則と
する。（い）同居承認、入居承継承認も暴力団員に対しては承認しない。（う）
上記に反し、暴力団員の不正入居が判明した場合、明渡請求、損害賠償等の厳
正な法的対処をする。（え）既存入居者が暴力団員である場合、近傍同種の住宅
家賃を課することを原則とし、自主的な退去の促進に勤める。また、不正入居
や家賃の滞納、設備の毀損等があった場合には、明渡請求、損害賠償等の厳正
な法的対処を行う。（お）入居後に暴力団員となった場合には、明渡請求、損害
賠償等の厳正な法的対処を行う。参照、中井＝森谷・前掲注（７）183 ～ 184頁。
10 平成20年４月１日現在における、各自治体の条例制定または改正状況につい
ては、平成20年７月２日付け国土交通省住宅局住宅総合整備課「『公営住宅等に
おける暴力団排除』の実施状況について」（http://www.mlit.go.jp/report/press/
house03_hh_000002.html、2016年11月18日最終閲覧）。
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を与えられた住宅が、根拠法令等と関連付けられながら具体的に定義づけをさ

れている。

　ここで注意しなければならないのが、西宮市営住宅条例においては、市営住

宅のうち２条２号で規定された普通市営住宅のみが公営住宅法によって規定さ

れる住宅、すなわち公営住宅に該当するということである11。３号で規定され

ている住宅地区改良法に基づく改良住宅や、４号の国土交通大臣の承認を得た

整備計画に基づき施行される密集住宅市街地整備促進事業に係るコミュニティ

住宅等は、市営住宅であっても公営住宅ではないのである12。

　結論として、本件明渡規定は、市営住宅一般、すなわち公営住宅を含む西宮

市が建設運営等を行う住宅一般について、市長が明渡しの請求をできることを

認めていると解される13。公営住宅（本件条例の用語では普通市営住宅）に対し

てだけ明渡請求を可能とすることを定めた規定ではない。

　さて、かような法の構造を踏まえると、１審及び原審と最高裁では、判決文

中に明確な差異が存在していることがわかる。すなわち、１審及び原審は判決

文のなかで公営住宅という単語を使用しているが、最高裁は、一度も公営住宅

という単語を使用していないのである。そこで、節を改め、このことの意味に

ついて検討する。

③「市営住宅」と公営住宅制度

　まず、１審では、本件規定が14条に違反するか否かを検討する箇所14におい

て、「公営住宅から暴力団員を排除することに合理的な理由があると認められ

11 西宮市営住宅条例２条２号「普通市営住宅　低額所得者に賃貸し、又は転貸
するための住宅で、公営住宅法の規定による国の補助に係るものその他これに
準ずる住宅を言う。」
12 公営住宅法の逐条解説によれば、「地方公共団体が整備した住宅であっても
この法律によらないで国の補助を受けたものや、そもそも国の補助を受けてな
いものは、公営住宅法でいう公営住宅ではない。したがって特定優良賃貸住宅
や特定公共賃貸住宅、地方公共団体が単独で低額所得者のために整備した賃貸
住宅などは公営住宅ではない」。住本靖ほか『逐条解説 公営住宅法 ［改訂版］』

（ぎょうせい、2012）11頁。また、中井＝森谷・前掲注（７）182頁は、このよう
な地方公共団体が整備管理する住宅一般を「公立住宅」と呼んでいる。
13 「匿名コメント」判例時報2258号（2015）41頁。
14 民集69巻２号443 ～ 444頁。
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る」としたうえで、その理由のひとつとして、上述の平成19年４月の町田市の

発砲事件発生以降の各地域における暴力団員排除を目的とした公営住宅に関す

る条例の改正等の経緯を述べており、原審もこの部分を修正せずに引用してい

る15。また原審は、本件明渡請求が信頼関係を破壊しているかについても判断

しているが、そこで、公営住宅の使用関係について公営住宅法及びこれに基づ

く条例が特別法として民法に優先される旨を説明したうえで、Y1らの本件住

宅の使用方法が「真に住宅に困窮している者に対して住宅を供給するという公

営住宅の趣旨にそぐわない行為であった」と判断している16。

　以上のことから、１審及び原審は、本件規定によって公営住宅以外の市営住

宅（条例２条の３号から７号に該当する住宅）についても明渡請求ができるこ

とを特に考慮していない。確かに、本件住宅そのもの（西宮市西宮浜４丁目５

番２─609号、第１審判決別紙物件目録記載１）は、西宮市営住宅条例施行規

則１条及び別表１によれば、普通市営住宅であったようである。しかし、各審

級の判決文や第１審判決別紙物件目録を読む限り、西宮市営住宅条例施行規則

は参照されておらず、本件住宅が普通市営住宅＝公営住宅であることの認定が

行われているのか不明瞭である。むしろ１審及び原審は、本件規定は公営住宅

制度に包摂されているような規定だと捉えているようにも見える17。

　これに対して、最高裁は、先に述べたように判決文中において「公営住宅」

という単語を使用せず、公営住宅から暴力団員を排除する条例改正等が行われ

るようになった経緯についても触れていない。そのかわりに、最高裁は、公営

15 民集69巻２号451頁。
16 民集69巻２号452 ～ 453頁。
17 本件規定について明確にこのような捉え方をしていたのが、X の１審での主
張である。すなわち、X は、「西宮市における市営住宅の暴力団排除条項は、
……公営住宅における暴力団員の殺人障害などの犯罪や、不正入居、不正使用、
家賃滞納など公営住宅の使用に係る問題事例、職員や住民に対する恫喝その他
不法行為等が全国的に多発したことを踏まえて、①入居者及び周辺住民の生活
の安全と確保、②真に住宅に困窮する者が増加している状況において、税金に
よる補助等により低廉な家賃で供給された公営住宅に暴力団員を入居させるこ
と自体への疑問及びその結果として暴力団員が不当な利益を受け、ひいては暴
力団の維持存続に繋がるという社会正義上の問題（公営住宅制度への信頼確保）
のために定められたものである」と主張している（民集69巻２号438頁～ 439頁）。
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住宅法や住宅地区改良法、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律といっ

た国や地方の住宅制度に関する基本法として位置づけられる住生活基本法を参

照している。この住生活基本法は１審及び原審では一切参照されていなかった

ものである。

　最高裁の論理構成は以下のようなものである。すなわち、「市場において自

力では適正な水準の住宅を確保することが困難である者についての居住の安定

を確保することを基本理念の一つとして明らかにした18」住生活基本法６条や、

その理念に沿った国及び地方公共団体の責務を規定した同法７条１項19を根拠

として、住宅を供給する場合、当該住宅に入居させまたは入居を継続させる者

をどのようなものとするのかについて地方公共団体に一定の裁量を認めたうえ

で、本件規定の憲法14条及び22条の適合性審査を行う、というものである。

　さて、かような論理構成を最高裁が行った理由を推測するに、それは最高裁

が、地方公共団体が管理運営する住宅一般についての暴力団員排除規定の合憲

性を積極的に示そうとしたからではないだろうか。１審及び原審は、西宮市の

市営住宅一般について適用しうる本件規定の合憲性を公営住宅制度に引きつけ

て判断する論理構成を採った。しかしこの論理構成では、公営住宅制度の枠内

から明白に外れているような地方公共団体が管理運営する住宅20に係る部分に

ついても合憲判断の射程が及ぶのかどうかが問題として残りかねない。このよ

うなことを念頭において、最高裁は、基本法たる住生活基本法を参照し、公営

住宅に限られない地方公共団体が管理運営する住宅一般に広く射程が及ぶよう

なかたちで憲法判断を行おうとしたと考えられる。

二．本件規定は憲法14条１項に違反するのか

①本判決の構造

　最高裁はまず判旨の第１段落において、住生活基本法の各条を引用して、地

18 国土交通省住宅局住宅政策課監修・住宅法令研究会編『逐条解説 住生活基本
法』（ぎょうせい、2006）82頁。
19 住宅法令研究会編・前掲注（18）88 ～ 89頁
20 この例として、低額所得者に対して提供されることを目的とした公営住宅（公
営住宅法１条）に対して、西宮市営住宅条例２条６号でも規定されている中堅
所得者に賃貸される特別賃貸住宅が挙げられるだろう。
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方公共団体に「住宅を供給する場合において、当該住宅に入居させまたは入居

を継続する者をどのようなものとするか」についての一定の裁量を認めた。そ

して、次の段落において、（あ）暴力団員が市営住宅に入居し続ける場合、他

の入居者等の生活の平穏が害されるおそれがあること（い）暴力団員は自らの

意思で暴力団員でなくなることが可能であること（う）暴力団員の市営住宅以

外での居住を制限するものではないこと、を指摘し、第3段落で、「以上の諸点

を考慮すると、本件規定は暴力団員について合理的な理由のない差別をするも

のということはできない」ので、本件規定は14条１項に違反しない、と判示した。

②憲法14条１項適合性の審査手法に関する学説・判例

　本判決は待命処分事件判決（最大判昭和39年５月27日民集18巻４号676頁）と

成田新法事件判決（最大判平成４年７月１日民集46巻５号437頁）を判旨の最後

に引用しているが、このうちの前者が憲法14条１項適合性審査についての引用

判例であり、後者が憲法22条１項適合性審査についての引用であろう。

　待命処分事件判決は、憲法14条１項は、「国民に対して絶対的な平等を保障

したものではなく、差別すべき合理的な理由なくして差別することを禁止して

いる趣旨と解すべきであるから、事柄の性質に相応して合理的と認められる差

別的取扱いをすること」は許される21、と判示する。この立場は以後の最高裁で

も基本的に踏襲されており22、本判決においてもそうである。そこで、争点と

なっている別異取扱いが事柄の性質に応じて合理的と認められるかどうかとい

うことが審査されることになるが、その審査をどのような手法で行うのか、と

いう問題が生じる。この問題に関する本判決の判断枠組みを考察するために、

本節では従来の判例そして学説を検討する。

　さて、待命処分事件判決が、14条１項解釈のリーディングケースとなってい

るという理解は学説においても争いがない。通説的見解は、そのうえで合理性

の判定を「具体的な場合に何が合理的で何が不合理かを決定するための基準」

＝違憲審査基準の類型化という形で精微化しようとした23。かような取組みの

思考方法を端的に表しているのが、芦部信喜による「『二重の基準』の考え方に

21 民集18巻４号678頁。
22 廣瀬孝「判解」ジュリスト1486号（2015）72頁。
23 井上典之「法の下の平等」小山剛＝駒村圭吾編『論点探究 憲法 ［第２版］』（弘
文堂、2013）139 ～ 140頁。
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基づき、対象となる権利の性質の違いを考慮して、立法目的と立法目的を達成

する手段の二つの側面から合理性の有無を判断するのが妥当である24」という

記述であろう25。

　そこで通説的見解は尊属殺重罰規定事件判決26に注目した。先の待命処分事

件判決は、問題となっている処分が「任命権者の裁量権の範囲に属するとして、

処分を目的・手段に分解することなく合憲の判断を下し27」たものであるが、

これに対して尊属殺重罰規定事件判決は、立法目的及び立法目的達成のための

手段を「二段構え28」で判断する、という審査手法をとっていた29。通説的見解は、

この尊属殺重罰規定事件判決こそが最高裁の別異取扱いの正当化に関する審査

手法の範疇を定式化する判例と解釈し30、その目的・手段双方の合理性審査に

ついて先の違憲審査基準論を導入し精微化するよう求めたのである31 32。

24 芦部信喜（高橋和之補訂）『憲法 ［第６版］』（岩波書店、2015）131 ～ 132頁。
25 このような通説的見解についての学説史を描いたものとして、木村草太『平
等なき平等条項論』（東京大学出版会、2008）227 ～ 231頁。
26 最大判昭和48年４月４日刑集27巻３号265頁。
27 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開 ［第２版］』（日本評論社、2014）112頁。
28 田尾勇「判解」最高裁判所判例解説刑事篇昭和48年度（1975）115頁。
29 法廷意見は、目的達成の手段に関する審査について、「程度が極端であって、
前示のごとき立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失し、これを正当化し
うべき根拠を見出しえないときは、その差別は著しく不合理なものといわなけ
ればいけない」とし、刑法200条の規定がそれに当たると述べて、憲法14条１項
に違反すると判示した。この点につき、田中二郎裁判官の意見は、刑法200条
の定める法定刑が過酷にすぎるかどうかは憲法14条ではなく憲法36条の視点か
ら判断するべきだ、と批判する。刑集27巻３号267頁。この田中裁判官の意見
について、参照、井上典之『憲法判例に聞く』（日本評論社、2008）52頁。また、
刑の加重を国家刑罰権の正当性に関わる憲法問題と観念し、比例原則の問題を
読み取るものとして、奥平康弘『憲法Ⅲ』（有斐閣、1993）138頁。
30 渡辺康行「平等原則のドグマーティク」立教法学82号（2011）６頁、またそこ
の脚注で挙げられている諸文献。
31 参照、駒村圭吾『憲法訴訟の現代的展開』（日本評論社、2013）160 ～ 161頁。
かような通説的見解からすると、昭和25年ごろから尊属殺重罰規定事件判決以
前までの判例は、このうちの目的審査（「価値合理性の審査」）のみを行っていた、
という理解になる。常本照樹「平等権判例の到達点」法学教室201号（1997）55
～ 56頁。
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　しかし、かような学説の働きかけに対して最高裁は長い間冷淡であったとさ

れる33。尊属殺重罰規定事件判決が示した目的・手段審査は、判例法理におい

て決して確立した法理とはならなかった34。「二段構え」の正当化審査は必ずし

も常に行われてはいなかったのである35。

　かような状況下で判例と学説の距離を埋めるものとして好意的に受け止めら

れた36ものが、明確に「二段構え」審査37が行われた国籍法事件判決38であった。

ところが、国籍法事件判決で最高裁が示したような審査手法が今後行われてい

くのではないかという期待に反するように、平成25年非嫡出子法定相続分規定

事件決定39では「二段構え」の審査手法は使用されなかった。そのうえ、最高

32 通説的見解に対し、ドイツ基本権ドグマーティク流の新たなアプローチを提
出する見解も存在する。参照、井上・前掲注（23）145 ～ 146頁。また、参照、
渡辺・前掲注（30）53 ～ 63頁。
33 淺野博宣「法の下の平等 判例の流れ」憲法判例研究会編『判例プラクティス
憲法［増補版］』（信山社、2014）59頁。
34 以下、参照、渡辺・前掲注（30）25 ～ 26頁、49 ～ 50頁。また「二段構え」で
審査を行った場合であっても、「手段」ではなく「区別の態様」や「区別」が審査
されることもあった。その例として、サラリーマン税金訴訟事件判決（最大判
昭和60年３月27日民集39巻２号247頁）、平成７年非嫡出子法定相続分規定事件
決定（最大決平成７年７月５日民集49巻７号1789頁）など。
35 台湾住民元日本兵死傷者の損失補償請求事件判決（最三小判平成４年４月28
日判時1422号91頁）、堀木事件判決（最大判昭和57年７月７日民集36巻７号1452
頁）、東京都外国人管理職選考拒否事件判決（最大判平成17年１月26日民集59巻
１号128頁）など。
36 淺野・前掲注（33）59頁、駒村・前掲注（31）163 ～ 165頁、高橋和之ほか「鼎
談 国籍法違憲判決をめぐって」ジュリスト1366号（2008）55頁〔高橋和之発言〕、
渡辺・前掲注（30）49 ～ 50頁など。
37 ただし、そこでの「二段構え」は、「『立法目的』と『区別』の審査とする場合と、

『立法目的』と『手段』という捉え方をする場合を併存させている」。渡辺・前掲
注（30）29頁。
38 最大判平成20年６月４日民集62巻６号1367頁。
39 最大決平成25年９月４日民集67巻６号1320頁。なお、当該決定は、憲法14条
１項は事柄の性質に応じた合理的な根拠に基づかない差別的取り扱いを禁止す
る趣旨である、ということを述べる場所で待命処分事件判決に加えて尊属殺重
罰規定事件判決を引用した。



公法判例研究

［202］北法67（5・285）1603

裁は当該規定の立法目的自体も明示的に審査せずに40、立法事実に関する諸要

素を総合的に考察して当該差異取扱いの合理的な根拠が失われていた、と判示

したのである41。

　この平成25年決定についての調査官解説が、現在の最高裁の見解を探るにあ

たり、注目に値する。そこでは、国籍法事件判決や尊属殺重罰規定事件判決、

平成７年非嫡出子法定相続分規定事件決定が「二段構え」で審査を行っている

ことが指摘されたうえで、しかし、「憲法14条１項違反が問題とされる事案は

多種多様であり、上記三段階の審査基準的な説示にこだわってそのいずれを用

いるべきかを判断したうえで区別の合理性を検討したり、立法目的を厳密に認

定したうえで区別の合理性を検討したりするよりは、端的に区別の合理性の有

無を検討することが相当である場合もある」のであり、最高裁は「事案に応じ

た枠組みで判断しているように思われる」と述べられていた42。

　かような事案に応じて柔軟に審査の枠組みそのものを選択しているとする見

解が、現在の最高裁の憲法14条１項の適合性審査における基本的な態度を考え

るにあたり、最も整合的だと考えられる43。すなわち、憲法14条１項の適合性

40 伊藤正晴「判解」ジュリスト1460号（2013）90頁。
41 参照、佐々木雅寿「判批」判例時報2293号（2016）152頁。
42 伊藤正晴「判解」法曹時報68巻１号（2016）303 ～ 307頁。
43 本評釈が対象とする判決以降に下された平成27年12月16日の再婚禁止期間訴
訟事件判決（最大判平成27年12月16日民集69巻８号2477頁）では、民法733条１
項の憲法14条１項及び24条２項の適合性について、憲法24条の規定の趣旨を踏
まえたうえで、「二段構え」での審査が行われている。この判決の調査官解説は、
上記平成25年非嫡出子法定相続分規定事件決定の調査官解説で示された考え方
を引用しつつ、当該規定で重視すべきは「区別そのものではなく、区別の対象
となる権利利益の問題として、本件規定が憲法24条にいう『婚姻』を制約する
ものという点」にあり、「『婚姻をするについての自由』の重要性と、本件規定
がこれを直接的に制約するものであるという事柄の性質を十分に考慮して、立
法目的・手段の合理性を検討すべきと考えられる」と述べている。参照、加本
牧子「判解」ジュリスト1490号（2016）92 ～ 93頁。なお、同日に出された夫婦
別姓訴訟事件判決（最大判平成27年12月16日民集69巻８号2586頁）では、民法
750条の憲法14条１項審査において、当該規定は憲法14条１項が禁止する形式
的な不平等には該当せず、「夫の氏を選択する夫婦が圧倒的多数を占める」とい
う結果も当該規定の在り方自体から生じているものではないとして、14条１項
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が争わる事案において、そのどちらが主流的手法なのか44は判断が分かれると

ころであろうが、最高裁は「二段構え」審査手法を行うこともあるし、「端的に

区別の合理性の有無を検討する45」総合考慮方式を行うこともあるのであ

る46 47。

　以上で、憲法14条１項の適合性が問題となる事案の判断枠組みについての学

説・判例の検討を終える。

③検討

　本節では、前節を踏まえたうえで、本判決の論理構造を検討する。

　本判決は、「二段構え」審査を行わず48、地方公共団体に市営住宅の入居者等

についての裁量権を認めたうえで、問題となっている別異取扱いの合理性の有

無を三つの要素の総合考慮方式によって判断した。

　先述の広島市の事案においても、暴力団構成員であるということのみによっ

て差別することの合憲性が争われたが、広島高裁は「暴力団構成員という地位

は、暴力団を脱退すればなくなるものであって社会的身分とはいえず、暴力団

のもたらす社会的害悪を考慮すると、暴力団構成員であることに基づいて不利

益に取り扱うことは許されるというべきであるから、合理的な差別であって、

憲法14条に違反するとはいえない」と判示している49。

に違反しないと判示した。参照、畑佳秀「判解」ジュリスト1490号（2016）99 ～
100頁。
44 宍戸・前掲注（27）113頁は、主流的手法はむしろ後者だと見ている。
45 伊藤・前掲注（42）306頁。
46 参照、宍戸・前掲注（27）111 ～ 113頁。宍戸は後者の系譜として待命処分事
件判決、東京都外国人管理職選考拒否事件判決、学生無年金訴訟事件判決（最
判平成19年９月28日民集61巻６号2345頁）、そして平成25年非嫡出子法定相続
分規定事件決定を挙げている。
47 もちろん、この二種類以外の審査手法も存在する。例えば、投票価値の平等
を巡る諸判例（最大判昭和51年４月14日民集30巻３号223頁等）である。
48 山本龍彦「判批」判例セレクト2015 ［Ⅰ］（2016）８頁は、本判決が具体的な判
断枠組みを提示しなかった点について、本判決でも裁判長を務めた千葉勝美裁
判官が強い影響を与えたのではないか、と論じている。また佐々木・前掲注（41）
152頁は、「結論がある程度明らかで、詳細な理由を示す必要がないと最高裁が
判断した可能性」を指摘している。
49 参照、前掲注（３）。
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　本判決の判断枠組みは、広島高裁と比較すると、「二段構え」審査を行わず

端的に区別の合理性を総合的に考慮している点について類似しているが、地方

公共団体の住宅の供給に関わる裁量に言及している点で異なる。かような本判

決の論理構成は、地方公務員の待命処分を誰に命ずるかについて任命権者の裁

量権を指摘したうえで、その任命の基準の合理性を「原審の確定したような諸

事情50」を考慮のうえで判断した待命処分事件判決の系譜51に本判決が位置付け

られうることを明確に示している。

　さて、本判決において最高裁は三つの諸事情を考慮した。

　まず、（あ）暴力団員が入居し続けることで、他の入居者等の生活の平穏が

害されるおそれがある、という危険である52。この点につき、かような観念的・

抽象的危険を指摘するのみでは足りず当人の生活実態に即した実質的審査を行

うべきではないのか、とする指摘がある53。しかし、現在〔平成28年秋〕行われ

ている指定暴力団同士の抗争状況に鑑みても、当人の生活実態がどうであろう

と、所属する暴力団による抗争が起きれば、他の入居者等の生活の平穏が害さ

れる可能性がある、と言わざるを得ない54。

　次の考慮要素は、（い）暴力団員は自らの意思で暴力団員でなくなることが

できる、という暴力団からの脱退可能性である。学説の多くが、この点に着目

して暴力団員のみを狙い撃ちする規制は法の下の平等に違反しない、としてい

る55。

　最後に、（う）明渡し請求が暴力団員の当該市営住宅以外における居住を制

限するものではない、という本件規定の適用によって暴力団員が受ける具体的

な制限の性質である。最高裁は、本件規定の適用によって暴力団員が本件住宅

を明渡しても、暴力団員は別の建物に住むことができるため、制限の程度は低

50 矢野邦雄「判解」最高裁判所判例解説民事篇昭和39年度（1964）149頁。
51 参照、宍戸・前掲注（27）110頁。
52 矢田尚子「判批」判例地方自治407号（2016）83頁。
53 門田孝「判批」新・判例解説 Watch18号（2016）13頁。
54 この点は、佐々木雅寿教授より頂いたご指摘を筆者なりに再構成したもので
ある。
55 佐々木・前掲注（41）152頁。なお、暴力団員が暴力団から脱退することの実
際上の困難について語るものとして、溝口敦『溶けていく暴力団』（講談社、
2013）100頁以下。
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いと考えたと解される。実際、本件においても暴力団員である Y1は別の建物

に居住しているのである。なお、この点と関連して、地方公共団体が暴力団員

を自らが管理運営する住宅から追い出すということが、危険な存在である暴力

団員を社会へ解き放つことに繋がるのではないか、という論点を提起しえる56。

しかし、地方公共団体が住宅を管理運営するのは「低額所得者、被災者その他

住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保」のためなのであって、

暴力団員の居住を公的に引き受けることまでは負わされていない、と考えるべ

きであろう。

　従って上記の検討を踏まえると、最高裁は諸点の考慮をもって本件規定の合

理性を認め憲法14条１項に違反しない旨を判示したが、その結論は妥当である

といえよう。

　これで、本件規定の憲法14条１項適合性審査についての検討を終える。

三．本件規定は憲法22条１項に違反するのか

①本判決の構造

　最高裁は、この論点について、本件規定により制限される利益は「社会福祉

的観点から供給される市営住宅に暴力団員が入居しまたは入居し続ける利益に

すぎず」、さらに上記の憲法14条１項適合性審査で考慮した諸点に照らして、

制限が「公共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかである」

と判示した。

②検討

　憲法22条１項で保障される居住の自由について、学説では、経済的自由の側

面だけでなく人身の自由や精神的自由の側面があり、その限界もそれぞれの場

合に応じて具体的に検討するべきである、と考えられている57。この点につき、

Y1らも上告理由において、居住の自由には経済的自由の側面だけでなく「人身

の自由、個人の人格形成に不可欠な基盤形成を保障するという意味合い」があ

56 本稿は平成28年７月22日の北大公法研究会における筆者の判例報告を基にし
たものであるが、この問題はその際の質疑応答において提起されたものである。
57 芦部・前掲注（24）230 ～ 231頁。また、参照、伊藤正巳「居住移転の自由」
宮沢俊義先生還暦記念『日本国憲法体系（７）基本的人権Ⅰ』（有斐閣、1965）
200頁以下。
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ると述べ、そのうえで厳格な基準による違憲審査を求めていた58。

　これに対し、最高裁は、本件規定によって何らかの利益が制約されているこ

と自体は認めつつも、被制限利益の性質が「社会福祉的観点から供給される市

営住宅に暴力団員が入居しまたは入居し続ける利益にすぎ〔ない〕」ため、厳格

な基準による審査を行う必要はない、と応答したと考えられる。

　すなわち、最高裁が引用している成田新法事件判決では、憲法22条１項の適

合性審査に関して、厳格な基準の適用に触れることなく利益較量論を採用し59、

「もたらされる居住の制限は、公共の福祉による必要かつ合理的なものである」

と判示した60。本判決もこの論理構成を踏まえて、上記の被制限利益の性質や、

憲法14条１項適合性審査で考慮した諸点、つまり、他の入居者等の生活の平穏

が害されるおそれという危険や暴力団員の脱退可能性、規定の適用によって暴

力団員が受ける具体的制限の性質等を比較考量したと考えられる。

　かような本判決の論理構造について、違憲審査の客観性を担保するためにも

判断枠組みとその判断枠組みを採用した理由を明示すべきではないか、という

指摘がある61。しかし、仮に具体的に目的・手段審査を行った場合も、本件規

定の憲法22条１項適合性は導かれる62と考えられる。従って結論としては妥当

であろう。

四．本件規定の適用が憲法14条１項または22条１項に違反するのか

①本判決の構造

　本判決は、本件規定の法令合憲を前提としたうえで、本件規定の適用につい

ても憲法には違反しない旨を判示している。その理由づけは、Y1が他に住宅

を賃借して居住していること、そして本件誓約書が提出されていることを考慮

すると、その余の点を判断するまでもなく、本件規定の適用は合憲である、と

いうものである。

②論理構造の検討

58 民集69巻２号487頁。
59 千葉勝美「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成４年度（1995）242 ～ 245頁。
60 民集46巻５号442 ～ 445頁。
61 山本・前掲注（48）８頁。
62 参照、佐々木・前掲注（41）154頁。
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　Y1らは、適用違憲の主張において、Y1の人物性や Y2・Y3の身体的事情の考

慮と、さらに Y1と「〔Y1の〕活動とは無縁である」Y2・Y3を分けて検討するこ

とを求めていた63。これに対して、１審・原審は、Y2・Y3に対する明渡し請求

の合憲性を Y1へのそれとは別に論じていた64。しかし、最高裁は、Y1の人物性

や Y2・Y3の身体的事情等といった点には触れずに、単に本件住宅への本件規

定の適用が合憲であると判示した65。また、最高裁は、事案を把握するにあたっ

ては、X の本件住宅の明渡請求が Y1に対しては本件規定に基づくものであり、

Y2・Y3に対しては所有権に基づくものである、と区別していたにもかかわらず、

判旨部分においては、この違いについても立ち入らずに本件規定の適用の合憲

性を判断している。

　そもそも、最高裁は、本件規定を適用することが違憲であるのかを審査する

にあたり、何ら具体的な判断枠組みを提示しておらず、なぜ上記諸事情を挙げ

ることによって本件規定の適用の合憲性が導かれるのか等も明らかにしていな

い。

　ここで本件規定を確認すると、西宮市長は入居者が暴力団員であることが判

明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる、といういわゆる「で

きる規定」である。それゆえ、西宮市長には、暴力団員である入居者であれば

必ず明渡請求をしなければいけない義務があるとは法文上解せない66から、実

際に明渡請求をするかしないかについて一定の裁量があることになる。このこ

とを踏まえて考えると、本判決で行われている適用違憲の審査とは、この明渡

請求の裁量権について、逸脱・濫用が行われていないかを具体的な諸事実の考

慮を通じて検討したものであり、しかるのちに結論だけを上告理由と合わせる

形で本件規定の適用が憲法14条１項と22条１項に違反しない、と判示したにす

ぎないのではないだろうか。そのため、各人についての憲法14条１項及び22条

63 民集69巻２号429頁。
64 そこでは、Y2・Y3は、本件住宅について、入居者ではなく同居者としての承
認を得たにとどまることが重視されていた。民集69巻２号444 ～ 445頁。
65 参照、江原勲＝榎本洋一「判批」判例地方自治397号（2015）８頁。
66 類似した規定として、公営住宅法29条の、高額所得者に対して「期限を定めて、
当該公営住宅法の明渡しを請求することができる。」と定めた規定があるが、原
則的には明渡請求を行うべきとされているものの、義務とまでは考えられてい
ないようである。参照、住本ほか・前掲注（12）138 ～ 139頁。
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１項による人権保障といった「憲法論67」は裁量の問題に吸収され、ここでは重

要な役割を果たしていないと考えられる。

　このような理解に立って、次節では最高裁が挙げた考慮要素について具体的

に検討を行う。

③列挙事項の検討

（あ）Y1がほかに住宅を賃借して居住していることについて。

　まず Y1については、「低額所得者、被災者その他住宅の確保に特に配慮を要

する者」に当たらないことが明白であり、本件規定適用後も Y1は現に居住し

ている住宅に住み続ければよい。また、西宮市営住宅条例31条２号においても、

入居者が「市営住宅を正当な理由なく引き続き15日以上使用しないこと」は禁

止されている。

　一方、Y2・Y3との関係では、この事実はどのように評価できるのか。実際

に明渡請求によって住んでいる家から出て行かねばならないのは、入居者では

なく同居者であったはずの Y2・Y3ということになる。すると、本件住宅の明

渡し後、Y2・Y3がどこに住めばいいのか、という問題が生じる。このことに

ついて、上告理由によれば、X は、Y2・Y3は Y1が現在住んでいる住宅で同居

すればよい、と主張していた68。このとき、Y2・Y3に対して、いくら実の子供

であるとはいえ暴力団員との同居を迫るのは問題があるようにもみえる。しか

し、１審・原審が平成24年７月時点でもはや Y1は暴力団員ではなかったと認

定しているため69、最高裁は合憲判断することに特に問題はないと考えている

のだろう。

（い）本件誓約書が提出されていることについて。このことについては、Y1ら

が虚偽の誓約をしたとして最高裁が消極的評価を行ったとも考えられる。しか

し、Y2・Y3は Y1が暴力団員であることを知らなかったということを一貫して

主張しており、また各審級もそのことについての事実認定を行っていない。そ

れゆえ、虚偽の誓約ということについて最高裁が何らかの評価をしたとは考え

67 宍戸・前掲注（27）312 ～ 314頁。
68 民集69巻２号429頁。
69 １審について民集69巻２号441 ～ 442頁。原審はこの部分をそのまま引用し
ている。
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にくい。従って、本件誓約書の提出という事実70によって、Y1らが本件規定の

存在について知り、了承していた事実があり、また X が Y1らに対して本件規

定の存在を周知させていたということを最高裁は指摘したと考えるべきであろ

う71。

　さて、残る問題は、本件規定の適用の合憲性を判断するにあたりこの二つの

事項の考慮だけで充分なのか、ということである72。

　この問題に関して、やはり、Y1が他に住居を賃借しあまつさえそちらの住

居に住んでいるという事実は、入居者の重大な不正行為であり、本件規定の適

用によって生じる被制限利益が実質的に存在しないということからも、本件規

定の適用の合憲性を判断するにあたっては十分な考慮要素であったと評価でき

よう。ただし各審級の事実認定からは、X がかような Y1の事実を知った上で

明渡請求を行ったのか、それとも請求後にこの事実を知ったのかは明らかでは

ない。裁量権者の判断過程の統制という観点からは、この点についてきめ細や

かな事実認定が必要であったのではないか。

　また、X による本件規定の適用と Y2・Y3との関係について考えても、Y2・

Y3は同居人にすぎないから本件規定の適用の直接的な対象ではなく、身体的

な事情を抱えるなどの具体的な事情も最高裁は考慮すべきだったとは言い難い

ところがある。

　ただし、Y2・Y3の実質的な救済という観点からは、訴訟戦術上の問題があっ

たように思われる。すなわち、Y2・Y3が本件住宅に引き続き住むことを達成

70 民間の実務においても、このような誓約書の提出をさせることが「相手方が
約款等に記載されている暴力団排除条項の内容を了解していたことの証明手
段」になる、と考えられているようである。愛知県弁護士会民事介入暴力対策
特別委員会編『Q&A 誰でもわかる暴力団対策関係法の解説』（民事法研究会、
2010）221頁。
71 前述の広島高裁判決では、中井＝森谷・前掲注（７）191頁によれば、暴力団
員排除規定の合憲性とともに、一方当事者が後から契約条件を変更して他方当
事者を拘束することができるか、が重要な争点として争われていたが、広島高
裁の認定する事実によれば、本件のような誓約書の提出は行われていなかった
ようである。
72 以下の文章は、前掲注（56）で述べた北大公法研究会の報告の場で質疑応答
として行われたものを筆者なりに再構成したものである。
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目標とするのであれば、Y1から入居資格を承継しさえすればよい。ところが、

西宮市営住宅条例19条によれば、同居者の入居の承継については市長の承認を

得なければならず、同条２号で、その承認の決定または不決定は規則で定める

ところにより行う、と定められており、そして西宮市営住宅条例施行規則18条

１号で、入居者が暴力団員であるときには市長は入居の承継の承認を行わない

旨が定められているため、Y2・Y3は入居資格の承継を得られなかったと推測

できる。先にも述べたように Y2・Y3が引き続き本件住宅に住むことを達成目

標とするならば、本件訴訟において争うべきは、入居者が暴力団員であるとき

には同居者が入居資格の承継を得られない、というこの制約の合憲性であった

ように思われる。この論点においてならば、制約の直接の対象であるところの

Y2・Y3の事情も全面に主張し争うことができたのではないだろうか。

　以上の検討を踏まえると、最高裁が、この事案においては、本件規定の適用

が合憲であると判断したことは妥当であろう。

五．射程

①本件規定を合憲であると判断したことの射程

　本判決が下した本件規定の合憲性は、地方公共団体が管理運営する住宅一

般73の暴力団員74排除に関する条例規定の合憲性に対して射程が及ぶと考えら

れ、その意味で本判決の射程は広い。

　しかし、注意しなければいけないのは、合憲であると判断された本件規定と

は、「入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求

73 なお、公的な住宅制度としては、他にも、例えば独立行政法人都市再生機構
のような独立行政法人が管理運営する賃貸住宅等があり、そのような住宅にお
いても暴力団員排除の取組みが行われているところである。一例として、都市
再生機構における暴力団員排除について、参照、http://www.ur-net.go.jp/
press/h18/ur2006_press_1124_bouhai.pdf、2016年11月18日最終閲覧。ただし、
管理運営主体が地方公共団体ではなく独立行政法人であることや、賃貸借契約
書において暴力団員排除条項が定められていることから、かような取組みの合
憲性について、本判決の論理構造は直接的には妥当しない。
74 偽装離脱した元暴力団員や密接交際者、共生者といった暴力団員以外の反社
会的勢力に対する本判決の射程の問題については、田中博章「判批」金融財政
事情3134号（2015）32 ～ 33頁。
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することができる旨を定める部分」であるということである。すなわち、西宮

市営住宅条例46条６号は明渡請求事由として「暴力団員であることが判明した

とき（同居者が該当する場合を含む。）」と定めているが、括弧書きの部分、つ

まり同居者が暴力団員であることが判明した場合にも市長が明渡請求を行うこ

とができる、という部分の合憲性については判断されていないのである。例え

ば、西宮市の市営住宅制度では、親子が親名義で市営住宅に入居しているケー

スで、親の反対にもかかわらず同居人である子供が暴力団に加入した場合で

あっても、市長が当該住宅の明渡請求を親に対してできることになっている。

しかし、このような同居人が暴力団員であるような事案には本判決の合憲判断

の射程は及んでいないと考えるべきであろう。

②本件規定の適用を合憲であると判断したことの射程

　本件規定の適用については、それが違憲となる余地を残していると指摘する

学説がいくつかある75。本判決が本件規定の適用についての合憲性を判断する

際に、Y1が暴力団員であったというだけでは適用違憲の主張を斥けるに足ら

ず、それゆえ上で検討したような特殊事情を理由に挙げていた76とすれば、そ

の疑いはさらに強まる。入居者、あるいは同居者にとって、本件規定の適用が

「著しく酷であるような場合」には適用違憲となる77可能性があると考えるべき

であろう。ただし、かような場合であっても、本件のように入居者がほかに住

居を賃借して居住しているという事情や、あるいは広島市の事案のように当該

入居者が刑事事件を起こしていたり交渉に来た広島市の職員に対して大声でど

なり散らしたりする78というような事情が無いことがその前提となろう。そこ

から翻って考えると、本件は特殊な事案であったと評価できよう79。

75 門田・前掲注（53）14頁、斉藤一久「判批」法学セミナー 727号（2015）116頁、
佐々木・前掲注（41）155頁。
76 仲野武志「判批」平成27年度重要判例解説（ジュリスト臨時増刊1492号）37頁。
77 ただし、判例時報匿名コメントは、「本件規定の適用が入居者にとって著し
く酷となるような事案」の明渡請求については、適用違憲ではなく民法１条３
項の権利濫用での処理の可能性を見て取っている。参照、前掲注（13）44頁。
78 参照、前掲注（３）。
79 なお、本件規定の適用が憲法に違反しない旨は、判例集の判示事項とされて
いない。
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おわりに

　これまで本判決の内在的な分析を行ってきた。最後に、判決の内在的分析を

半歩超えて、本件でも表面化した現在の暴力団排除に関わる取組みや制度につ

いての問題点を指摘したい。

　第一に、暴力団員の認定に関する仕組みの問題である。本件の西宮市がそう

であったように、自治体は具体的な入居の申請者が暴力団員であるかを把握し

ていない。そのため都道府県警察本部に照会をすることになるのだが、警察が

管理する「暴力団員該当性情報」の性格は、警察が捜査活動に用いるための内

部情報にすぎない。それゆえ、法制度的に担保されておらず、身分関係の把握

を警察情報のみに依存するのは正確性の点で問題があるのである80。さらにま

た、原審において Y1らが主張したように、この警察による調査には告知と聴

聞の機会が与えられておらず81、結果、自治体からの明渡請求があって初めて、

請求を受けた者は、自治体が自分を暴力団員であると認定していることを知る

のである。実際は暴力団員でない人間にも暴力団員認定がされる可能性がある

ことを考えれば、かような仕組みは、正確性だけでなく手続的にも大きな問題

があると言える。

　第二は、「暴力団員の家族の人権」の問題である。

　世には「ヤクザ『必要悪』論」なるものがあり、確かに「ヤクザにしかなれな

い人間がいる82」ことにはそれなりの理由がある。けれども、それが暴力団の

存在を正当化することにはならないし、社会は暴力団をなくす方向で最大限努

力せねばならないはずである83。

　しかし、問題はその目的を達成するための手法や制度がどこまで許されるの

80 亘理格＝北村喜宣編『重要判例とともに読み解く 個別行政法』（有斐閣、
2013）463頁〔北村執筆〕。また、大沢秀介「判批」平成27年度重要判例解説・前
掲注（76）21頁は、プライバシー保護の観点から、暴力団員であるか否かにつ
いての「暴力団情報データベース」の諸問題を指摘する。
81 民集69巻２号449頁。
82 このような見解について、さしあたり、参照、「『暴力団排除条例』の廃止を
求め、『暴対法改定』に反対する表現者の共同声明」辻井喬ほか『あえて暴力団
排除に反対する』（同時代社、2012）102頁。
83 参照、前田雅英「ヤクザ“必要悪論”との法的戦いの重要性」危機管理研究会編・
前掲注（４）438頁、446頁。
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か、ということである。

　現在、社会から暴力団を排除しようとする様々な取組みを行った結果、暴力

団員の家族等の人権が不当に侵害されているケースが多数生じているのではな

いだろうか。本件はまさにこのような暴力団員の家族の人権問題が背後に存在

する事案であった。確かに、暴力団員は、最高裁が判示しているように自らの

意思で暴力団を脱退することができるのかもしれない。しかし、暴力団員の家

族、特に暴力団員の子供は、自らの意思では暴力団員の家族であることから抜

けだすことは困難なはずである84。我々は、一方では社会の一員として暴力団

と対峙しつつ、他方で「暴力団員の家族の人権が侵害されていること」につい

ても敏感でなければならないのではないだろうか85。

84 最も重大な問題となるのが、おそらく銀行取引からの暴力団員排除の取組み
の影響であろう。実務では、暴力団員が日常的な活動に使う口座であっても暴
排条項に基づき、口座の解約を行うことを是としているようであるが（参照、
東京都弁護士会民事介入暴力対策特別委員会編『暴力団排除と企業対応の実務』

（商事法務、2011）130頁）、その結果、暴力団員の児童手当の振込口座が解消さ
れたり（参照、田中・前掲注（74）33頁。ただし田中はかような場合と本件とは
事案の性質が異なるとも述べている）、子供の授業料の自動引き落とし等がで
きなかったり（溝口・前掲注（６）342頁）するような事態が生じている。
85 2016年11月18日脱稿。なお、本判決の評釈として、これまで挙げたもののほ
かに、宗宮英俊「判批」NBL1060号（2015）69頁以下、橋本勇「判批」自治実務
セミナー 641号（2015）68 ～ 69頁、比山節男「判批」判例地方自治404号（2016）
67頁以下、がある。
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