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第5回 定例研究会 第 1部 自治基本条例の諸相

報告 1 ｢痛みを伴う改革｣の政治過程 ～公立病院のリス トラクチャリングを愚材に～

琉球大学法文学部助教授 宗前 清貞

○宗前清貞 おはようございます｡宗前です｡ちょっといろいろばたばたしておりまして､会のほ

うは随分お休みをさせていただきました｡今日はお手元のハンドアウトにあるように『｢痛みを伴う改

革｣の政治過程』と題 しまして､具体的には公立病院のリス トラクチャリングを中心に論じてみたい

と思います｡

これはもともと､京都大学で開催されている関西行政学研究会というところで昨年報告したものを

下敷きにしているんですが､その後､沖縄県の県立病院のあり方検討会委員会というところで､南部

病院の廃止方針がほぼ確定しましたので､その後の推移と､加えてこれは政治学の発表会ではありま

せんから､自治基本条例を構成すべき要素に向けて何か提言ができないかというふうなことで再構成

してみた次第です｡

研究の意義

そこで､この間題を扱 うことが一体どういう意味があるのかということを最初に考えてみました｡

それが 1に出されている報告の意義ということになります｡

実は､公立病院のあり方をめぐって議論をするというのは､単に ｢広義の福祉が大事である｣とか

｢保健 ･医療というのは公的なサポー トが必要な部分だからこれを削るのは許されない｣とか､ある

いは ｢財政的に公立病院はもたないから､そんなきれいごとを言っていられない､切らざるを得ない｣

といった対立の図式でとらえることが難しいのです｡

というのは､ある地域にどのような病院が必要かというのは､ある地域においてどのような医療を

保障するかということが前提となっていなくてはいけない｡ところがそこの地域において､そもそも

どのような医療状態にあるのか､それからそもそもどのような医療状態が望ましいかということ自体

は､デモクラシーの言葉に込められているような衆議を経て正解に至る保障はどこにもないわけです｡

むしろ､医療上の望ましい状態というのは､かなり専門知識を必要とするわけでありまして､もう

少し具体的に申し上げますと､例えば､北部あるいは離島という地区で､どのくらいシリアスな状態

の患者が､牛にどのくらい発生するのかというのは､これは統計数字を見ればある程度わかるんです

けれども､どの程度予算を投じてその患者を救えるような体制を築かないといけないのかというのは､

非常に微妙な問題でして､プロの間ではなかなか口にしないんですけれども､はっきり言えば助から

ない命はあり得ると考えられています｡もしそれが那覇に住んでいれば助かったかもしれないけれど

も､宮古に住んでいたがために助からないとか､渡嘉敷に住んでいるがために助からないということ

はあり得るということを､ほぼ暗黙の前提としているわけです｡つまり､どんな命でも助ける努力を

しなければならないというのは､規範的には正しいが､現実問題としては､どれだけの公的資源をそ

こに投入するかという問題が常にあるわけでして､もう少し平たく言うと､どのぐらいお金を使えば

いいのかという中で､医療の水準というのは決定されるという部分があります｡

そこで､今申し上げたように､経済の制約と､それから命は常に救わなければいけないという規範

的な問題の中間のどこかに､常に現実の医療水準というのはあるわけで､その医療水準のありようと

いうのはなかなか医療の外にいる人間にとってはわかりにくいし､決めることも難しいという部分が

あろうかと思います｡
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沖縄県の病院改革

沖縄県の医療政策をめぐる過程というのは､そもそも情報公開の姿勢がなかったという点で大変問

題だと思うんですが､百歩譲って,仮に情報公開さえしていれば問題は解決だったのか｡現実問題と

しては昨年の二月からスタートした ｢県立病院あり方検討委員会｣及び ｢幹事会｣という組織の中で

は､最初に議事非公開という提案がされて､その中で議事非公開は望ましくないという声が上がった

ので､議事はすべてPDFファイルでウェッブ上で公開されるということになったわけです｡だから､

この点ではまず情報公開に対する姿勢がそもそもおかしいということは指摘できるのですが､ただ､

そうしたい気持ちは､まあわからないでもないと思いました｡

つまり､具体的に病院のありようについて突っ込んだ話をするときに､個々の発言の責任を､特に

言葉尻を取られて追及されるというのは非常に怖いわけです｡議事非公開を善意に考えれば､より徹

底的な改革をするためには､かえって非公開のほうがよろしいという考えはわからないではないとい

うところがあるんですけれども､しかし､このご時世によほどの事情がない限り､情報公開ができな

いとは言えないわけでして､私はそのときの委員会の雰囲気から考えて､それは 《よほどの事情》に

相当しない､したがって､公開すべきであると考えておりました｡まずこれが第1点｡つまり､情報

公開という視点については､かなり沖縄では遅れをとっているという点があったのです｡

二番目の点として､では､情報公開を実際にして､あるいは､ご承知のとおり､南部病院の廃止問

題というのは､かなり大きな政治的争点になっているわけですけれども､議論としてかみ合っている

かどうかという点を見ると､ちょっとどうもかみ合っているとは思えない｡

それが､片や委員会のほうが理性的に問題を提起しているのに､地域のほうでは感情的に反応して

いるんだという図式でとらえていいかというと､これはそうではなくて､もともと南部病院をめぐっ

て議論がなされたことというのは､かなり高度な知識を必要とするというか､ある程度の熟練を必要

とするような問題だったということなのかなという気が､今はしております｡

となると､その情報というのは､単に公開したただけでは政策内容の向上であるとか､あるいは地

域の福利厚生という最も根本的な地方自治の本旨を達成することはできないのでありまして､これは

以前から私が考えていた､政策には領域ごとに情報の特質の違いがあって､公開すれば､それはやが

て住民は理解できるものというのが確かにあるんだけれども､しかし､福祉･保健などを中心とした､

ある種の部外者がなかなか立ち入れないような政策領域というのがある｡それは単に閉鎖的だという

ことではなくて､その知識の前提を理解するのに一定の修練を必要とする､言いかえますと､その知

識を習得するのに非常な努力を要求されるハードな知識体系が必要な政策領域というのがあって､そ

うすると､それは政策を公開しただけでは正当性が確保されないということがあり得るなと思うわけ

です｡

そうはいっても､それはしょうがないねといって悲観的な話で終わりにしてしまったら､それは地

域にとっては何の進歩もないわけですから､具体的にはどうすればもう一歩先に進めるかというのを

考えていったときに､やはり対抗的な情報源というのが非常に重要だろうと思うわけです｡

対抗的情報源

対抗的情報源とここで述べているのは､いわば行政の側から出していく情報に対して､その情報を

ほぼ正確に理解することができた上で､批判的に対峠することができるような人､あるいはそういう

組織が官庁組織の外にあって､そうすることによって､プロフェッショナルな知識だからなかなか理

解がされないのか､それとも､もともと住民に対して無茶を言っているから納得を得られないのかと
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いうことが､混同されないで処理できるかと思います｡

言いかえますと､対抗的情報源が官庁の外にある場合､官庁の側が何らかの提案を出してきて､し

かも､それは高度にプロフェッショナルな理解を要求される知識で､なおかつ住民に対して極端に負

担を強いるとします｡もし住民の側が対抗的情報源を持っていないとすれば､それはわからないとい

うことで話が進んでしまう｡あるいは単に､わあわあと騒いで何となく､しかし議会と泉崎 (県庁)

の間で決着がついて終わってしまうということもあり得るわけですね｡

そうではなくて､対抗的情報源がもし住民の側にあったとするならば､それはそもそもプロフェッ

ショナルな観点から見て､その提案が妥当か､妥当でないかということを判定した上で､実はこの提

案の趣旨は､住民の負担という点ではこういう点があると､ベネフィットはこのぐらい下がるという

ようなことを提示することによって､住民の側がはじめて ｢ああ､なるほど､そういうことだったか｣

と理解に到っていたかもしれない｡では､その間題を解決するためにはどういうルートがあり得るか

ということを問う､非常に真剣な議論につながっていくのではないか｡言いかえるならばプロフェッ

ショナルな知識と､それから素人が集まってやることが前提になっている地方自治の間の橋渡し役､

通訳のような役割を果たす存在がいればいいのではないか｡悲観的に言い換えれば､それがないとす

ると､地方のガバナンスというのはなかなか向上されないというふうに考えているわけです｡

権力統制とイノベーション

情報公開の問題というのは､しばしば権力の暴走を抑えるための統制モデルとして把握される傾向

が強いと思うし､またその力は十分あると思うんだけれども､今日問題になっているのは右肩上がり

の成長ができないという中で､財政の制約が非常に厳しい｡なおかつ､もうこれは20年ほど前からず

っと言われていることだけれども､地方政治の決定過程において､最も重要な影響力を持っているの

は財政状況であるということは､種々の調査によってわかっているわけです｡

これは特に､現職の職員であればもうそれは ｢そんなことは言われなくてもわかっている｣という

ぐらい､財政のパワーというのは大きいということはご承知のとおりだと思うんですが､これをもう

少し前向きに考えたときに､財政の制約があってもなお､-歩一歩進んでいこうとする人々は確かに

いる｡それは俗にいう改革派知事と呼ばれる､例えば､御三家とか六人衆とか呼ばれる､近年､非常

に注目を浴びている幾つかの県の県知事たちがそれに相当すると思うんですけれども､また県知事た

ちは単なるパフォーマンス屋なんだとか､ポピュリストなんだという批判的な評価は当然あり得るわ

けですが､それはとりあえず置いといて､改革派知事たちがなぜあれほど強い支持をいまだに受け続

けているのかというのを考えたときには､厳しい制約の中でも政策の質を落とさないような努力を払

っている｡あるいは､払おうとしていますよという言説は少なくとも口に乗せているというところが

非常に大きいのかなと思っています｡

多くの日本人が10年にわたる不況を経験しておりますと､さすがにもうこの先､夢をもう一度とい

うわけで､バブル期のような幸せな時代はもうやってこないということはわかっているわけです｡財

政の制約がある中でも､なお工夫をしていくことによって､質を落とさなかったり､あるいはむしろ

質を向上させたりすることが可能なんじゃないかと考えられてきているわけでして､これは私見とも

合致するのですが､財政が地方自治を決定する唯一の要因であるような考え方はよくないと思われて

きているのではないか｡

言い方を変えるならば､財政の状況がよかったら政策の質も上がるし､財政の状況が悪かったら政

策の質が落ちていくようなモデルは､地方自治というか､ローカルガバメントという意味での地方自
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治にとっては､全然望ましくない発想であると考えています｡

ここで言うガバナンスというのは､メーリングリストの議論でもあったんですけれども､差し当た

っては統治の内実を充実させていくこと､もう少し平たくいうならば､政策の質を上げていくことぐ

らいの趣旨でとってもらいたい｡ガバナンスの向上を図るためには､単純に権力をコントロールする

だけではだめで､権力をコントロールしつつ､と同時に､創意工夫というもの､イノベーションとい

うふうに言ってもいいと思いますが､イノベーションというものが吸い上げられて､制度になってい

くという仕組みが非常に大事なんだろうと思いますO

もっと平たくいうならば､地域の知恵というものをどうやって自治という政治の仕組みに生かして

いくかというのが非常に大事だと思うんですが､ところがこの病院という話に戻りますと､なかなか

地域の知恵というのを､病院を中心とした保健医療政策に再生させていくというのは困難である｡

なぜならば､素人の知恵というのは必ずしも医療経済上､望ましいとは限らないし､つまり健康と

いうことが医療の目的なんだけれども､医療 ｢政策｣の目的は健康ではなくて､財政的均衡だったり

するわけでして､そうすると､医療と医療政策の間にある､そのずれというのが､実は公立病院の問

題をめぐって､片や感情的に反対をし､片やこれはもうこうせざるを得ないんだというような意見に

走ったりするわけですが､そういうすれ違いを生んでしまうということが病院改革をめぐる争点なの

かなと､今は思っています｡

結局､統制モデルは､特に自治研の場合は､重点的に議論をしてきたんだけれども､ガバナンスに

関する制度的な仕組みというのを､個々の事例に即した形で考えるということは､なかなか機会がな

かったので､今回､私の発表は非常に雑なものなんですが､少しきっかけになればなというふうに考

えていたわけです｡

医療財政をめぐる視座

具体的な話に入っていきますが､まず南部病院に限らず､沖縄県内にある七つの県立病院の再編を

めぐって､2003年の二月から一年間にわたって県庁内の審議会で議論されることになりました｡それ

以前に数度にわたって経営改善計画というものが提案され実行されていたけれども､経営改善計画､

あるいは経営健全化計画と言われるものの推進力となったものは､当然､赤字が巨額に上っていたこ

とです｡

ところが､病院の赤字というのは､ちょっと特殊なところがあります｡公立病院事業というのは､

原則として地方自治法でいうところの公営企業会計の財務ルールの適用がされるということになって

おります｡もう少しわかりやすく言いますと､公営企業会計を全部適用する場合には､管理者を置い

て､給与の水準を含めて独自の決定をすることができます｡また､公営企業会計は一種の特別会計で

ありますから､その特別会計の範囲の中で収支が均衡するのであれば､職員はいくら雇ってもよろし

いということになっています｡ですから､職員定数という考え方がありません｡公営企業会計の中で

収支の劣化を招かないのであれば､人をいくら雇ってもいい｡例えば高い給料で少数精鋭でいくんだ

ということでも構わないし､安い給料で人海戦術でいくということでもいい｡とにかく収支を均衡さ

せてくださいということになるわけです｡

しかし､もし公営企業会計というのが純粋な企業会計として考えて黒字になっている- 少なくと

も公租公課はかからない点で､公営企業会計は純粋企業より有利ですけれども一一一一一それでもとにかく

黒になっているのであれば､そもそも公営で行う必要はないわけでありまして､必ず市場資本の参入

というのがあってもおかしくないということになるわけです｡そうでないからこそ､公営でやらざる
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を得ない｡

ただし､無制限に赤字を垂れ流してもらっては困るので､財政規律を保つという意味で､企業会計

方式を導入しているんだということになっているわけです｡そこでそうした公的機能の部分を負担す

るためには､一般会計からの繰入 ･繰出というのがあるわけです｡繰入と繰出については､旧自治省

の財政局が繰出基準というのをつくっておりまして､このような費目に関しては一般会計から病院会

計に対して繰り出してよろしいという基準が列挙されています｡

昭和40年代から､通達によって徐々に繰出基準の項目は増えておりまして､最終的には昭和50年ご

ろに､現在のような繰出基準が完成するわけですけれども､繰出基準は非常に定性的でありまして､

例えば､医師一人当たり幾らの研修費を払いなさいとか､救急の患者が一人入ったから､幾ら幾らま

では繰り出してよろしいというような形での定量的な式にはなっていないようです｡

そうなりますと､常に問題となるのは､繰出基準において財政保障の性格づけはされているんだけ

れども､一体幾らまで出してよろしいのかという決断は､自治体内部にお任せされている｡その制度

的な保障がないということは､結局のところ､病院経営の実態は自治体の財政状況に依存する､ある

いは総務省 (旧自治省)が全自治体に対して支出している財政調整制度の総額に大きく依存する､左

右されるということになるわけです｡

だから結局のところ､公立病院のあり方をめぐるロジックというのは､根底にお金の有無というの

が一番大きな要素として埋め込まれているというふうに考えることが可能です｡

沖縄県立病院システムの財務分析

さて､話をちょっと元に戻しますと､沖縄県の病院に関してですが､公営企業会計においては資本

の減耗分というのが費用として計上することになっています｡つまり､減価償却費ですね｡減価償却

費と､それから借入金､借入金を返すのは当然なんですけれども､減価償却費が帳簿上発生すると赤

字として生じるわけですね｡

普通､建物の減価償却費は病院の場合､35年間で償却することになっているんですけれども､多く

の地域においては､実は50年､60年もたせることによって､減価償却費が終わった建物を､いわばコ

ストゼロで使い続けることができるということになっているんですが､沖縄の場合はご承知のとおり

塩害がありますので､多くの病院は30年程度しかもたない｡宮古病院の場合は､改築してからまだ28

年ぐらいしかたってないと思うんですけれども､もう既にアウトであるという状況です｡

ですから､実は財務上､定められたルールに沿っていながら沖絶県の場合は他県と違ってハコにか

かわるコストが相当高いというのが挙げられます｡さあ､これから回収だというときに､また改築し

ないといけないということになっていくわけですから､沖縄県の病院に関していうと､構造的に借金

を抱えざるを得ないという状況になっております｡

それともう一つは､未収金の問題です｡未収金というのは､いわば踏み倒されてしまった代金のこ

となんですが､これには幾つか理由が挙げられます｡一つは未収金を回収するシステムが公立病院は

甘いといわれています｡未収金を回収するためには､どのように踏み倒されないかということと､踏

み倒したものをどうやって回収するかという､予防とそれから回収という二つの機能が必要なんです

が､そのどちらも公立病院においては､ちょっと薄いということがあろうかと思います｡

医療といえども商売ですから採算性がそれなりに重視されるはずなんですけれども､公立病院の場

合は医局を中心とした医師サイドの力が非常に強くなっていて､病院全体での財政状況というのは強

いマクロの制約要因になっているんだけれども､一つ一つの事業所であるところの病院の内部の権力
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関係を見てみますと､医師サイドに権限が集中していて､事務の人間というのは非常に力が弱いとい

うことが挙げられるかなと思います｡このことはしかし､一般論としての病院の中における医師サイ

ドと事務サイドの対立ということを越えていて､それは病院に配置される職員というのが,一般の事

務職､県庁職員の事務職でありまして､ローテーション人事で動いていきますから､病院の事務とい

うことに対する専門性に甚だ欠けるということが挙げられます｡

その結果として､例えば保険の請求ミスが生じたり､これは0.1%から1%程度､総売上額の0.1%

ないし1%程度発生しているというふうに県の病院管理局側では把握しているようですけれども､こ

れは大変な額でして､つまり､それは本来請求できたのにもかかわらず､つけ忘れたと｡一回つけ忘

れるともう請求できませんので､それはもうロスになってしまうわけですが､そういう専門性の欠如

からくるロスが生じていると､どうもドクターたちは､自分たちはプロなのになぜ事務はプロじゃな

いんだという気持ちを持ちやすいようです｡それが市中病院と比べて公立病院は特に事務部門が弱い

ということの原因かなと考えているわけです｡

このように考えますと､回収というシステムがあまり重視されないというか､そこに組織的に資源

を投入しているわけではないというのは､ある程度透けて見えるわけでして､結果として､それが積

もり積もって大きな額になってしまって未収金ということになってはじめて､やはり定期的に騒がれ

るようになるわけですね｡

ただ､未収金が生じるのは､実はもう一つの仮説が考えられます｡それは地域社会の貧しさの関数

なんだということですね｡もし地域社会が踏み倒してしまうのもやむを得ないほど､変な言い方です

が､十分に貧しいにもかかわらず救貧的医療施設が非常に少ないと仮定すると､当然､数少ない救貧

医療のところにお金を持っていない患者が集中しますから､そこで未収金が多く発生する確率は高く

なります｡

したがって､沖縄県全体の医療費総額で発生している未収金というのが他県と比べて著しく高いか

どうかというのはちょっとわからない｡僕はおそらく少しだけ高いんじゃないかと思うんですが､に

もかかわらず､県立病院にのみ集中的に未収金が発生するのはなぜなのかといえば､それは､普通の

病院は未収金を発生するであろう患者を引き受けない､あるいは引き受けてしまったときに､どこま

でも追いかけて取ってしまうのです｡

これは幹事会の中で､あるドクターが､暗に気合いが足りないという言い方をしていたんですけれ

ども､ちょっと僕はそれは違うんじゃないかなと思ったんですが､いずれにしても､現場サイドとし

ては､もちろん末集金は発生すべきでないのは重々承知しているけれども､現実問題として病人の布

団をはぐようなまねはできない｡そして､布団すら持っていない病人がなぜ我々のところに来てしま

うかということは考えていたようです｡

さて､前提としてはやっぱりこの2つ､つまり資本的な収支の不均衡と､それから未収金という目

に見えやすい問題があって､このままでいいんだろうかという問題意識はありました｡

経営レベルから構造レベルへの争点移動

このうち未収金をめぐる問題というのは､経営健全化計画である程度対応できるんだけれども､資

本構造の欠陥からくるところの構造的な財政不均衡というのは､これは経営の側でもうちょっと努力

してくださいとか､汗をかけというようなことで解決する問題では全然ないわけでして､あり方を含

めて検討せざるを得ないということになったわけです｡

したがって､あり方検討委員会では二つの争点があった｡一つは､財政的な均衡を図るために､な
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お最善の努力を尽くすためにはどうすればいいかということと､もう一つは､そもそもどういう機能

が望ましいかということです｡役割と収支という､二つの争点のどこかにバランスをとろうというこ

とが､一応､議論としてはあったわけです｡

ここで､その検討委員会の構成なんですが､検討委員会は委員会と幹部会から構成されています｡

そして幹部会はワーキンググループという位置づけになっています｡幹部会のメンバーは医師が三名､

それから有識者が二名､それから住民代表が三名､学識者が一名です｡名前を挙げていきますと､久

茂地の督山美容整形外科というところのドクターをされている県医師会副会長の普山先生という方が

いて､富山先生が座長をされました｡それから､現在那覇病院に移りましたが､前の中部病院の院長

だった安次嶺先生が県側の現場代表として入っています｡それから､保健福祉部長の稲福恭雄さんが

入っているんですが､稲福さんはお医者さんなんですね｡だからお医者さん出身の県庁部長であると｡

お医者さん3名というのはそういうことでした｡安次嶺先生と､富山先生と､それから稲福さんとい

う3名ですね｡それから､同じく県の総務部長の仲田さんが入っていたんですが､この人は多忙なの

でいつも代理でしたが､しかし彼自身は別に医療に特段の知識がある人ではなくて､いわば財政代表

という形で入っていたので､まあ充て職ですよね｡

それから､東京にある医療情報研究所のコンサルタントの川島英樹さんという方がいらっしゃいま

した｡この人はお医者さんではないんですが､医療情報に大変詳しい人でした｡それから学識者とし

て一応私が入っておりました｡あと三名は､経営コンサルタントの女性で青山宮佐子さん､それから

住民代表として南部地域在住で県婦人会の副会長である小渡ハル子さん,それから離島代表というこ

とで座間味村長の仲村三雄さんが副座長をされていました｡総勢はそんな具合です｡

ところで､議論の中心はだれであったかというと､当然医療に詳しい医師三名が丁々発止の議論を

する｡さらに､医療コンサルタントの川島さんが医療経済の観点から意見を述べるんですが､と同時

に医療の現場のことを大変詳しくご存じでしたので､それなりに強烈な意見を発しつつも､説得力は

なお失わないという感じで議論をしていました｡時々､僕を含めたその他のメンバーがおのおの住民

の立場から要望めいたことを述べるという感じになるわけです｡

争点～機能と財政規律

議論そのものはワーキンググループとしての幹事会でなされていたんですが､専門家の顔ぶれとし

ては幹事会に若干偏っていたかもしれません｡では､親組織であるところの委員会はどのようなメン

バーで構成されていたか｡これはよくありがちな普通の審議会のメンバー構成でした｡つまり､医師

会の会長が 1人ぐらいいて､看護協会の会長が1人いて､財界代表が何人かいてという感じの､ごく

ごく標準的な組み合わせですね｡

実は､この組織傾向の違いが結論の違いになっていくと私は考えていますが､幹事会のレベルでは

医療状態がどうなっているのかというのを再三､事務局に要求します｡つまり､地域の医療の質を保

障するということが大前提としてあって､その中で考えていったときに､例えば､離島の医療に関し

て言うと､これは県が手を引ける状況ではないし､非常に極端な言い方をすれば､いかなる赤字があ

ろうともカバーするべき分野であると｡これこそまさに彼らが使う言葉なんですけれども､｢政策医療｣

であるということなんですね｡

ところで南部病院というのは､唯一復帰後につくられた病院なんですけれども､その南部地域の医

療状態というのを見たときに､沖赤とか､豊見城共同病院とか､その他もろもろの病院がここ二十年

ぐらいで充実してきたことがあって､南部地域というのは今では厚生省指定の病床過剰地域というこ
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とになっておりますので､新規の病院の設立は認められておりません｡

そのような状況の中で､南部に関していうと､医療サービスのプロバイドはおおむね十分ではない

か｡少なくとも南部病院が設立された当初の80年代初頭と比べれば､格段によくなっている｡また､

受診動向については明確な数値が示されましたが､南部病院で受診しているのがだれかということに

なったときに､90%以上が糸満市民であった｡そうなってくると､これは糸満市立病院ではあっても､

県立病院としてサポートする意味がよくわからないということになっていくわけです｡

また､南部病院側から出てきた改革案は､療養型の病院として､つまり急性期の病人をごく短い期

間入院させて､安定した段階で退院させて地域の病院で診てもらうというものでした｡通院する程度

に回復したら退院してくださいというシステムのことを急性期医療と言いますが､急性期医療ではな

くて､療養型 (亜急性期対応)でやっていきたかった｡非常に長い時間かかるような病気で家庭では

みられないという､福祉施設と医療施設の中間みたいなものに近いのですが､その療養型病床に転換

した上で病院を存続させたいという意見が出てきたんだけれども､療養型病床にするということは､

県立病院としては持ち続ける意味がよくわからないとも言えます｡

つまり､地域の人たちは､南部に急性期を対応できる総合病院､救急部門をもつ総合病院があって

ほしいというふうに言っているわけですから､療養型に転身したいということは､病院を存続させた

いという以外の動機がよくわからないということになりまして､これは幹事会では一蹴されました｡

ここで言いたいのは､その結論が妥当かどうかではなく､少なくとも幹事会の段階では､専門知識

をベースにして急性期医療を中心とした県立病院像を持ちつつ議論をしていたということを申し上げ

たかったわけです｡

争点の変容

では､委員会に上がるとどうなるかということなんですが､委員会は医療の専門家が常に2名おり

ました｡それは医師会の会長と､それから看護協会の会長なんですけれども､もう1人､国立保健医

療院というところの小山先生というドクターが1人いらして､この方は来るときは猛烈な意見をおっ

しゃるのですが､毎回毎回来られるわけではないので､アジェンダを設定した上で議論を誘導すると

いうような役割は果たしておられません｡

ところで､委員会に入ると､途端にやっぱり財政問題が大きく浮上してくるわけですね｡その中で､

いつの間にか南部病院は赤字だからよろしくないという形のウエイトがだんだんかかってしまって,

結局､委員会として出した議論というのは､南部病院の廃止であって､しかもそれは赤字だからだと

いうようなニュアンスになってしまった｡

これは財政アジェンダで処理してはいけないと言っているわけではないんですが､機能とか医療の

質に関する議論があまり理解されない中で､財政の問題だけが強調されるということになると､これ

は単純に痛みしか強いない改革の政治になってしまうわけです｡

もともと議論されていたのは､南部地域は医療的に充実しているから､南部病院が今のような形で

存続する意味がわからないという提言として､南部病院を削減したらどうだろうかということであっ

た｡そうだとすると､｢いやいや､県で設定している南部医療圏というのは那覇市が入っているから､

あるいは豊見城の北のほうに病院というのは集中しているので､純粋な意味での南部というのは､病

床過剰地域では全然ない｣という反論があったり､それから糸満市の消防が実際に反論として出して

きたんですけれども､ある地域から､現在､糸満の救急に行くのに6分で到着できるのが､今後もし

糸満の病院の救急部門が閉鎖されると､最低でも15分かかって､9分以上到着時間が延びるだろうと
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予測した｡ そうすると､延命曲線というのがあるそうですが､大体このぐらいの割合で人が死ぬと

いうのを出しているんですね｡それらの議論に対して審議会サイドが ｢いやいや､それはそうじゃな

い｣､例えば､ある地点から9分余計にかかったら多分これはほとんどの患者が死んでしまうというけ

ど､それは一体どのくらいの確率で発生するんだとか､そういう議論になっていくと､着地点が見え

てくると思うんですね｡そうやってはじめて議論というのは成立すると思うんですよ｡

コミュニケーションの政治と政策環境

お金がないからやめますというふうに言うと､要するに､我が地域を切り捨てるのかという議論に

なってしまう｡となると､それは医療をめぐる争点､あるいは対立､あるいは調整の過程ではなくて､

コミュニケーションの問題になってしまうんですね｡

おれらの地域を見捨てるんじゃないとか､県はおれたちの地域をどう思っているんだというのを､

病院という題材で丁々発止やっているわけです｡やはり強調しておいたはうがいいと思うのは､医療

というのはそういう意味ではシンボルとして取り扱われやすいことがあるんだけれども､医療の問題

は､医療として扱ったほうがいいんじゃないか｡

それを､うちの地域をどう考えているんだというような､思いやりとか､コミュニケーションの問

題としてとらえると､しばしば財政が拡大する方向に､結果としては動いてしまって､地域の医療の

質を向上させるという議論につながるとは限らない｡削ればつながるわけではないのですが､少なく

とも､県立病院をどうするかではなくて､その地域の医療の状況をどうするかということが問題だっ

たのに､徐々に､何か県立病院を削減するということは､その地域の医療をどうでもいいと思ってい

ることなんだ､これは許せないというふうに､論点がズレてしまう｡

｢政策環境の保障｣というふうにご大層に書きましたけれども､要は地域のある政策がターゲット

としている状況を､どう保障していくかということと､それからそれを保障するためにはどうような

ツールを使うかということです｡例えばその解決手段は公立病院なのかそれとも医療法人病院にお任

せするのか､新しく病院をつくるのかというようなことは､望ましい状況から逆算して､当然出され

なければならないということなんですね｡

つまり､目的と手段の体系がきれいに一貫していかなくてはいけないということだし､改革をする

のであれば､そういう意識を持って議論を進めていかなくてはいけないし､その改革に反対する者も､

賛成する者も､そういう意識で議論をしないといけないんだろうということではありました｡

改革モデル

ちなみに､その議論の中で再三言及されていたのが2つの事例です｡福岡県の公立5病院の全廃と

いうことと､埼玉県や高知県などで注目されるようになった､財務ルールの全部適用です｡全通にし

て管理者を置き､その管理者に全権を与え､その管理者の改革スピリットがそのままパフォーマンス

に反映するようなやり方に変えてはどうかということでありました｡

埼玉県の県立病院は全通に変えて､鹿児島大学出身の武先生という方を管理者に据えたんですが､

その財政状況が劇的に改善されまして､確か2年目で黒字になったと思います｡それから高知の場合

は､高知市立病院と､高知県立病院を統合し､県と市の合同の一部事務組合をつくって､そこに高知

市における中核的医療機関の運営をお任せした｡そのときに､ヘッドハンティングしてきた管理者に

全権を委任した｡

ところが､福岡や埼玉県の改革案は､NPM (ニュー ･パブリック･マネジメント)の考え方からい
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うと､両方とも整合的なんだけれども､実は福岡は埼玉県がとっているやり方はやらないというふう

に報告書の中で明言しています｡つまり､なぜ全廃したのかというと､全通では改善できないからだ

という結論をつけているんですね｡

それから､埼玉県などは別に廃止はしなくても大丈夫だというふうに考えていたということを意味

します｡つまり､状況の改善は可能であると考えていたことになるんですが､これはどういうことか

というと､全国の47都道府県の公立病院の配置状況を見ると､1つとして同じパターンがない｡

つまり､沖絶県の場合は､各医療圏域ごとに1つの公立中核病院があって､その脇を支えるような

形でその他の市中病院があってというような､いわば公立病院を中心としたピラミッドシステムにな

っていますね｡こういうシステムをとっている県はほかにほとんどありません｡強いていうと岩手県

がそれに近いと思いますけれども､沖縄型というふうな言葉を使うとすれば､沖縄型に所属する県と

いうのは､せいぜい2つか3つであります｡

これは県立病院局も相当苦労しておりまして､類似の県､彼らは必ず類似の事例を探すんですけれ

ども､離島県ということでは長崎県かなとか､人口規模でいうと山形県かなとか､抱えている病院の

数でいうと××県かなとか､しかしどれ1つとしてしっくりこないんですね｡つまり､沖縄とほぼ同

じ状況になっているということはないわけです｡

その点でいうと､高知県の場合は､琉大と同じように高知医科大学というのは,後発の医科大学で

ありまして､長らく高知県には医科大学がなかった｡したがって､高知の場合､公立病院が先導的な

役割を果たしていたことは疑いのないところであります｡

となると､公立病院を廃止して､それにかわる受け皿としての市中医療機関があるかといえば､こ

れはないわけですね｡だから､撤退するという選択肢は考えられなかった｡ただし､統合して1と1

があったものを統合すると､実は2ではなくて､2.5とか3ぐらいの機能を発揮することができますの

で､彼らはその道を選択したわけです｡

ところが､埼玉県の場合はどうかというと､埼玉県立病院というのはたった4つしかありません｡

人口700万人あるのに､4つしか県立病院はない｡しかも､そのうちの1つは精神病院､1つは子供

病院､1つはがんセンターという特殊な医療機関でありまして､沖縄県とは全然状況が違います｡

それから福岡の場合は､その地域､地域の病院の4つを全部売却する｡そして1つだけ残った太宰

府病院という精神病院だけは公設民営化したんです｡ではなぜ彼らは廃止という道を選択したのかと

いうと,それは全国の公営企業会計､公営企業法の全部適用をしている病院事業で､一つとして医療

職独自の俸給童を持っているところはなかったからです｡

医療の構造的な問題の1つとして､公立病院の人件費はおよそ市中病院の1.8倍であるという問題が

挙げられていて､スタッフの給料が高いんです｡年齢構成のこともあるし給与水準そのものが高いこ

ともあります｡法的に許されている独自の給与表をつくって人件費をコントロールしてもよろしいの

ですが､賃下げにつながる病院会計独自給与表をつくって財政改善に踏み切るのは実際には不可能で

あるともいえます｡

野党的インサイダーの登場

福岡の場合は､そこまで見据えた上でこんなのはどうせできっこないんだから､全通してもむだだ

ということで､全通という選択肢は外したわけですね｡このとき､福岡県の委員会はたった5名で構

成されていて､そのうち2名が九州大学の医学部の教授でした｡このお2人のうちの1人の信友教授

は､特に医療改革派として全国的には名高い方でして､NPM型の医療というのを志向する傾向が強い
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人です｡

結論的に言えることは､造語なんですけれども ｢withiⅣsider｣､つまり医療の側にいながら､なお

かつ通説と全然違う立場をとる人がいると､ほぼ確実にその人の意見に結論は流れる傾向があると私

は考えました｡

公立5病院を廃止するというのは､相当ドラスチックな改革でして､我々が南部病院の廃止という

ことを言うときにも､実は僕が最初に口火を切って､それでも相当緊張したんですけれども､たった

1つ､つまり今考えると､どうみてもこれは廃止だろうなと､役割として不明だよなと思うところを

廃止するというだけで震えがくるぐらいなのに､5病院を廃止するというのは､これは相当な決断が

必要です｡

それを言えるためには､2つの条件がないとだめだろう｡その決断は絶対に正しいという信念と､

その正しさを支える専門知識ですね｡もし､純粋outsiderというか､完全に外側にいる人がドラスチ

ックな改革をする､ちょうど今石原知事が都立大学の改革をやっているように､内実に何ら響かない

形で強権的に改革を進めるとうまくいかないですよね｡現実に､経済学部は例えば､来年の新大学に

参加しないとか､変な問題が起きてしまって､しかも経済学部はあそこの花形なのに､そこは行かな

いとかというようなことが起きる｡

ところが､大学の内実を相当知っていて､敵の痛いところを突きながら改革を進めていこうとする

人が出てきてしまうと､はばそちらのほうに議論としては説得的に流れていってしまって､なおかつ

彼らの考える戦略というのは､相当びしびし当たっていくという感じがします｡

これはちょうど中曽根改革のときに､当時慶磨大学の教授だった加藤寛が､改革に関して相当リー

ダーシップをとっていったんですけれども､大赦秀夫が書いた 『自由主義的改革の時代』によれば､

加藤寛は極めて短期間で官僚制のノウハウを身につけたんだと｡彼自身が相当そういうセンスがあっ

たからだということももちろん挙げられているんだけれども､もしそういうセンスがありさえすれば､

短期間で官僚的センスを身につけて､組織の論理に乗っかりつつ改革を進めることは､不可能ではな

いことを示している､と書いているんですけれども､福岡の場合はまさにそれの再現だなというふう

に私は思っています｡

福岡の場合､住民にとって完全に負担を強いる形の改革で､プロフェッショナル知識が作動してい

るケースを述べていますが､このことは逆説的に､プロフェッショナルな知識にはプロフェッショナ

ルでしか対抗できないと私には思えました｡

結びに代えて～対抗的情報源の制度化とガバナンス

つまり､プロフェッショナルな知識で向こうが改革を進めてきて､しかもそれが､もしかしたらた

だの改革ではなくて､相当な負担を強いるものであったときに､それを検証する術は普通の住民には

ない｡それに対抗軸を持つためには､当然､それができればNGOであったり､NPOであったりする

と望ましいんだけれども､やはり対抗的な供給知識源というのがどうしても必要なんだろうと思いま

す｡

ですから､例えば､沖大名誉教授の宇井先生のような､官の論理を知っていつつ官の側にいない人､

市民の側からものを見られる人がいるか､いないかというのが､相当､特に何かに反対するときの運

動には､成否に影響するというふうに考えていたわけです｡

それと､アメリカの住民投票で実際に行われているようですけれども､できるだけ中立的な､ある

いはそれが見つからない場合には2つの対立するコンサルタントの分析をつけた上で､この改革とい
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うのはどういう意味を持っているかというのを､住民に対してわかりやすく説明するというのを義務

づけないと､単に現在の審議会のように､一応立場としては中立だということになっている人たち､

我々の委員会は中立だったと思いますけれども､しかしそうでないところのほうが圧倒的に審議会と

いうのは多いわけでして､いわば単なる事務局案の追認､お墨付きに終わってしまうような審議会と

いうのはままあるわけですから､その審議会の報告そのものをもう1個上の次元で､メタレベルで､

その中身を県民に対してわかりやすく語るということを義務づけないと､単なる垂れ流しに終わって

しまうかなというような印象を持ったわけです｡

○笑間者 (島袋純) じゃ､いいですかね｡宗前さん､ありがとうございます｡

じゃ､質問をそのままざっくばらんに受け付けたいと思いますが､マイクを通してもらわないとい

けないことがあって､マイクを使いますので､質問お願いします｡

じゃ､僕から口火を切っていいですかね｡

対抗情報源というのは､ひとつ､NPOとか､NGOとかであれば､これは基本的にどっちかという

と､アウトサイダー､外にいるわけですね､権力の機構の中で｡それで､石原慎太郎の例も言ったん

ですが､それはアウトサイダーではあるんだけど､権力というのは､上位規範みたいな位置づけなわ

けですよね｡

それから､宇井純先生の場合は､NPO､NGOの役割に近いようなアウトサイダー､要するに下と

いうか､市民の側なわけですね｡この対抗情報源というものが機能するときに､これは必ず専門知識

が､特に委員会という方式の中に入らないといけないとか､あるいは業務委託を請け負う､NPO､

NGO､あるいは役場と密接な関係を持つNGO､NPOじゃないと持てないのか｡宇井純先生は､実際

に沖絶県の中では委員会に傍聴していって､一生懸命発言しても､結局はアウトサイダーとして何も

改革部に､傍聴していって､意見を言っているのに無視され続けていたという具体的な事例があるわ

けですよね｡

ですから､情報公開されているので中に入ろうと思えば入れるのに､わざと委員会の日程を教えな

いとか､いろんなことをされて､入れなかったという具体的な事実があるわけですね｡ですから､本

当にそういったアウトサイダーが中に入るときは､やっぱりどうしても政府なり､自治体なりでの公

的な認知というのが必要になるのかどうなのか､この点についてはどうですか｡

○宗前,7貞 まず､インか､アウトかということの区別はポリシー･コミュニティー (政策共同体)

の内か外かで決めています｡

もう少し言い方を変えていうと､医療みたいな内外での知識バリアが高い領域では､医療の内側に

いる人というのは､政府にいるか､普通の診療所で働いているかという違いはあっても､自分たちは

医療のプロフェッショナルであるという意味での一体感は非常に強いわけですよね｡と同時に､医者

でないとわからないことというのはやっぱり幾つかあるわけです｡

病気の見立てというのはもちろんそうなんですが､そうではなくて､病院経営の実態とか､医者は

高給だ､高給だと言われているけど､そうでもないんだよとか､そんなことも含めて､実はここで言

うプロフェッショナルというのは､単にお金を稼いでいるプロだという意味のプロではなくて､専門

知識を要求とされて､なおかつその検証は他者にはできないという意味で､この言葉を使っています｡

牧師さんとか弁護士､もちろん医者もそうです｡つまり弁護士のよしあし､医者のよしあし､それ

から宗教家のよしあしというのは､同じ宗教家､同じ弁護士､同じ医師でないと､厳密なところは判

定できないわけです｡
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そういう意味でプロフェッショナルの内側にいる人が､まずインということで､その外側にいるの

がアウトということになります｡

それと､ここで提起している話というのは､従来言われているのとは違う目線で見たとしても､な

お沖縄の自治というのは大変危機的だねという話につながっていく一つの枠組みを提示しているわけ

ですね｡だから､もし純さんが今言ったように､インサイダーではあるんだけれども批判的な精神を

もって現状を厳しく指摘するということがあったにもかかわらず､参加の機会が与えられていないと

すると､僕が今ここで提示した枠組みから見ても､それは相当ガバナンスを損なっているという話で

す｡そんなことは今さらわかっているとか､今さらよくないという基準をもう1個つくったことに何

の意味があるかと言われればごもっともなのですが､実証研究の延長線上で考えてもなお沖縄の自治

というのは厳しい､と言いたかったわけですね｡

それから3番目としては､それはそれとして具体的にどうすれば改善の方向につながっていくかと

いうことだと思うんですが,一つは､ちょっと精神論になってしまうんですが､間口を広げておくと

いうことが大事なんだろうと思います｡ただ､プロフェッショナル組織というのは､あえて外側に出

ていって､なおかつ継続的にその努力を惜しまないというのはなかなか大変ですよね｡

だから､対抗的情報源が必要だと言っておきながら､それをなぜ改革のコアにしなかったかという

と､それは過去の歴史から､プロフェッションの自発的努力に頼ろうとしてもそれはうまくいかない

んだということがわかっていたからです｡

というか､ではそれを制度的に義務づけてしまえばどうだろうか｡はっきり言えば､それで飯が食

っていけるような仕組みにしたらどうなるかというふうに考えたときに､最後の制度的保障への道筋

の中で言ったように､必ず､官庁が発表するものには､2つの対立する意見をくっつけて､エンド-

スしなくてはいけない､それには相応の報酬を払いなさいよとすればどうだろう｡そうすると､NPO､

NGOというのはそれを受託して､それで､飯を食っていけるか､少なくとも飯を食っていけなくても

いいから､実費ぐらいは賄えるだろう｡非政府部門の公的活動を保障する金をそういうふうに支出す

るのは､これはガバナビリティーとか､ガバメントそのものを保障するためにとても大事な費用で,

民主主義のコストだと思うので､そういうふうにお金を使えばいいのにと思っていたので指摘してみ

たのです｡

○賞間者 (島袋鈍) 今ので､最後ので非常によくわかりました｡要するに､ガバナンスモデルと

いうものを強化することによって､沖縄自治権では統制モデル的な制度が中心になったんですけれど

も､制度論に反映させていくと､そういうことですよね｡

○宗前蒲貞 もちろん制度論なしでいいわけではありませんね｡それはそれで大切です｡

○突間者 (島袋耗) はい､わかりました｡

じゃ､ほかにちょっと学術的な業界用語で､これも専門知識の情報源になってしまう部分があるん

ですけれども｡

○宗前清貞 ちょっと､たまには僕も本当は研究者なんですということを示して､見栄を張ってし

まいました｡

○巽間者 (;n 能義) 南部病院､私も南部に住んでいましたし､現在も住んでいて､非常に近い

ところにありますので､興味深い話をありがとうございました｡

内側から見られたということで､私はちょっと離れていて､南部病院の廃止がいつごろ決まったん

ですか｡

○宗前清貞 幹事会で決定されたのが9月｡それから委員会で議論されて公表されたのがことしの
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1月です｡

○突間者 (江上能義) 去年からことしにかけてですねOいなかったのでよく知らないんですけれ

ども､十分､宗前さんの話を把握しているとは言い難いんですけれども､要するに幹事会というのと､

それから審議会があって､審議会ではどうもあまり専門的な議論がなされないで､やっぱり赤字と､

地域は切り捨てかというような議論の中で決まったというような感じですよね｡

それで､今さっき宗前さんが､廃止というものを先駆けて言ったと､それは非常に勇気の要ること

だったというようなことですけれども､それはどの場で言われて､なぜ宗前さんは南部病院の廃止に

踏み切る発言をしたのか｡それに対するその場での反応はどうだったのか､それをお聞かせ願いたい｡

○宗前清貞 まず､幹事会と委員会の議論の度合いがどのぐらい違ったかというのを示すために数

字を挙げますと､幹事会は全部で11回､プラス､フリーセッションが2回､プラス､視察が6回とい

う形で､かなり濃い議論をしていたわけですね｡委員会は全部で4回しか開かれておりません｡

ですから､時間だけで比較しても相当違いがありますし､それと､10回を6カ月で開くということ

は､2週間に1回顔を合わせているわけですから､どうしても密接になってきますよね｡相手が何を

考えているかということはだんだんわかってくる中で､コンセンサスに基づいた上で議論が可能にな

るというのがあると思うんですが､やっぱり1カ月半とか､2カ月に1回ぐらいの会議ということに

なると､どうしても言いたいことだけ言うと､しかし基本的には幹事会の上げてきた報告は追認であ

るということになりがちなんだろうということも､推測としては成り立ちます｡

それで､私が南部病院の廃止を示唆する表現を使ったのは､多分真ん中あたり､5回目か6回目だ

ったと思うんですが､それは状況的にはどういう状況だったかというと､各病院の現状と課題につい

て､一応の把握が終わって､それでは全体としてはどういう方向でいくかというのを､フリーに議論

していきましょうというふうになったときに､おおむね次のようなことを言いました｡議事録によれ

ば､｢7つの病院の中で最も存続に疑問があるのは南部病院である｣という言い方をしたわけです｡つ

まり廃止せよとは言っていないんですが､現状ではその設立というか､存続の意義がよくわからない

ということですね｡

その根拠は､まず第一に受診動向です｡離島とかということでない限り､1つの市の市民が､ほぼ

その病院の患者のすべてであるという場合には､それは県が関与するべき事業なのかというと､甚だ

疑問だと思ったわけです｡しかも､その前提条件として､糸満の側は救急病院を存続させろと言って

いる割には､糸満市自体は救急診療所を閉院してしまったということがあった｡自治の権利には当然､

自治体のすべき努力はすべてしてなお補完されたい､とあるべきだと私は思いましたから､そしてそ

の一次医療と言われる初期医療に関しては､地方自治体であるところの市町村が一義的な努力をしな

ければならないと思っていましたのでそのような意見を申し上げました｡

財政的に厳しすぎてできないところもありますよ｡しかし､離島とかそのぐらいになってはじめて

厳しいと言えるのであって､糸満市レベルで厳しい厳しいと言っていたら､それはどこだって厳しい

わけですから､市町村立病院というのは成立しなくなってしまうわけですね｡そういう点からいって､

まず平等でないという点が1つ｡

それから､関係者の話を総合していくと､1つの病院として南部病院が存続しなとしても南部地域

全体の医療環境が悪化した､つまり県が県土の一部である南部地域に対する保健責任を放棄したこと

になるかと言えば､どう考えてもならないなと｡

例えば､329沿いにはハートライフ病院があったり､沖赤があったり､その他もろもろの市中病院

が十分充実しております｡仮に北部病院を廃止するという意見があったら､僕は反対したでしょう｡
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北部の場合は代替医療機関がないので経営状態の悪化が廃止につながる直接の要因にはなりえないと

いうふうに思ったと思うんですが､南部の場合は､少なくとも数字にあらわれているものから考える

と､それは廃止されて当然であると考えているわけです｡

その意見に対しては､｢まあ､そうだね｣という反応が幹事全員の反応でした｡｢えっ､そんなこと

言うんですか｣ということではなくて､｢それは言ってほしかったけど､なかなか同業者としては言い

にくい｣といったことですね｡もう一つ､子供病院を含めた新那覇病院をつくるに際して､現行の体

制でいくと､病院管理局の定数が決まっているわけですね｡だから､どこかの病院をリストラして､

そこの定員というのを新しい病院に振り分けないと､難治疾患を中心とした高度多機能病院の対応が

できないということを意味していたので､安次嶺先生とか稲福先生たちは､リストラによって浮いた

要員をほかの病院に振り向けるというためにも､リストラは必要であるという趣旨のことをおっしゃ

いました｡

そのときに一番傷のなさそうな地域の病院であるところの南部病院がなくなるのは､これはやむを

得まいというふうには考えていたようですね｡

○賞間者 (;1 能舞) ありがとうございました｡よく説明わかりました｡でも､そういう説明が

南部の人たちの住民に十分に説明されたか--｡

○宗前,1貞 それはちょっとわからないです｡今度は､広報と納得の過程ということになっていく

と思うんですが､実はそのとき､私はこういうふうに考えていました｡多分､これはすぐに反対がく

るだろうと｡反対がきていく中で､できれば､じゃ､南部の医療のあり方というのはどうあるべきで､

それに対する負担のあり方はどうあるべきかというのを､もう1回考えてくれればいいんじゃないか｡

しかも､実際には糸満市以外の人にとって､果たして南部病院はそんなに必要な病院かというふう

に考えていくと､反対運動をするときに､見捨てるなという気持ちがあるのはまず間違いないだろう

けれども､実際に､じゃあ､佐敷の人とか南風原の人たちは南部病院に行っているかといったら､行

かないわけですよね｡人口比率から見ても､明らかに不均衡な患者しか南部病院には行っていない｡

そこらの人たちはやっぱり違う病院に行ってしまうわけですよ｡

つまり､交通アクセスの観点から彼らは病院を選択しているのであって､南部にあるから南部病院

に行くというわけではない｡もちろん心強いのはあるでしょうね｡1つの地域に1つの大きい病院が

あるというのはね｡あるとは思うんですけれども､安全弁としての病院機能を言い出すとキリがない

ので､むしろ反対運動が起きて､その中で真筆に県の側と反対運動の側が向き合えば一番よかったん

じゃないかと思っています｡

だからその意味では,今まさに説明をお互いにしつつある過程なのかもしれませんね｡ただ､私自

身を含めた反省点として､もうちょっと選択肢を幾つか出しておいたほうがよかったんじゃないか｡

だから､その意味でいうと､従来の審議会方式の､1つ結論を出して､それを提案する､諮問すると

いう､実は諮問と称しつつ､それは県の意思だったりするんですけれども､というのは､住民にとっ

てみると､これしかないんだから､おまえら従えというふうに言われているように思えて､嫌かもし

れません｡

そうだとすると､僕は3案ぐらい､この場合だったらこう､この場合だったらこう､この場合だっ

たらこういう負担がある､どうしますか､と｡はかもあるけれども､一応3つのぐらいの可能性に集

約してみたよというような議論のほうが､住民に対して､実はこれは決まったことだから従えと言っ

ているのではなくて､どうすればいいか一緒に考えてはしいんだ､というメッセージは､より伝わっ

たでしょうね｡
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○巽間者 (照屋勉) どうもありがとうございました.

南部病院も実際あったときには､自治体も負担金を出していたんですよね｡

私もでも､南部病院の場合は､与那原からだれが行くのかなとは思っていたので､ただ､今､新聞

紙上からすると､その赤字ということだけが前面に出てきて､そうすると､議会なんかでも存続を求

める議決なんかはやっているわけですよね｡うちでもやっているんですけど｡

だから､今､宗前先生がおっしゃったような内容がわかれば､絶対に廃止という話も納得すると思

うんですよ｡ですから､先はど先生がおっしゃっていた､まず情報を住民に対して､その辺がうまく

全然できていなかったな､でも住民に説明してもなかなか難しいという点もあったかと思うんですが､

一つ聞きたいんですけど､これはもう廃止は決定｡新市長はまた何か存続に向けてというような話を

やっていますよね｡これはもう決定で--･

○宗前清貞 先に答えを言いますと､わからないです｡つまり､これはもはや行政マターではなく

て､政治マターだと思うんですよ｡例えば､撤回ということはあり得るかもしれないけれども､今の

流れを見ていると､県サイドが割とビジネスライクにというか､淡々とやっているんですよね｡

病院管理局としては､風圧は全部覚悟しているけれども､あとは理解を得るために頑張りますみた

いなことは言っていて､そこにはあらゆる可能性は考えて妥協もあり得るという感じはないんですよ

ね｡

だけども､と同時に､何が何でも押し通すぞという意思も感じられない｡それは､知事が全然出て

こないでしょう､このケースに関して｡改革派の件だったら必ず知事が出てきますね､こういう場合

には｡たとえどういう結論だったとしても､自分が全責任を負うという意味で｡

そうなってくると､本当は常識からいうと政治レベルで解決しないとどうにもならない問題なのに

もかかわらず､政治､つまり副知事を含めて､知事､副知事レベルがこの間題を最重要課題とは全然

認識していなんじゃないかという印象は受けています｡だから､ひっくり返らないんですね｡

政治の話になると､ひっくり返ることはあると思うんですよ｡着地点を見つけて｡だけど､片や (県)

行政､片や (南部地域の)政治でしょう｡南部のほうは政治として問題を認識しているわけですよ｡

だけど､片や行政マンオンリーの対応をしているから､彼らが大胆なひっくり返しなんかできっこな

いじゃないですか｡小心とかそういうことではなくて､行政マンのロジックからすると､1回出た結

論を無理やりひっくり返すというのは､これは自分たちにはできないと｡これはオヤジたち(政治家)

がやることであるというふうに考えるわけですよね｡

だから､そこは食い違いを見せてしまっていて､ちょっと謬着状態になっているのかもしれません

ね｡ただ､一刻も早く閉鎖しないと何か悪いことが起きてしまうという状況ではないと恩うんですよ｡

つまり､表面上の赤字が増えていくだけであって､別に患者さんを診ることができるわけだから､長

続きする分には別にいいわけで､その意味でいうと､決定がおくれることによって生じるデメリット

を､だれも実は考えなくて済むということがあるのかもしれない｡

ただ､｢だれがかかりに行くのかな｣と先ほど出たように､僕はもともとこの間題は､割とシンプル

な話だと思うんですよね｡だからウチからは誰も行かないよ､というふうに思っている人たちは､な

んで金まで負担しなくちやいけないのと意見があるだろう｡もちろん､福祉の問題というのは支え合

いだから､｢いや､おれは病気にかからないから健康保険は入らなくていい｣というわけじゃないとい

うのは､片やあるんだけれども､もともと県立病院というのは補完制の原理から考えると､市町村単

独ではその病院はもてないから県でつくってねというのが本筋だと思うんですね｡

例えば､与那原町立病院をつくってもいいかもしれない｡でも､南部病院その他はど大きな病院に
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はならないだろう｡そうすると､中途半端な規模の病院になるぐらいならこれはまさに広域行政でや

ったほうがいいということだったはずなんですよね｡

それから､中部病院が持っている第三次救急の救命も含めた高度な医療というのは､これは県に1

個あればいいだろうと｡例えば､琉大病院と中部とそれから新那覇と､この3カ所ぐらいで充分じゃ

ないのということですよね｡

石垣とかには要らないのとか､宮古に要らないのと言われれば､いや､それはあったほうがいいけ

れども､ちょっとそれは支えきれないという話にあるでしょうね｡だから､もちろん我利我利亡者じ

ゃだめなんだけれども､基本的に自分たちにとって必要かどうかといったら､そんな必要じゃないな

と思ったら要らないと言えばいいのに､それとは別の次元で議会が存続決議案を出したりするという

のは､あんまり健全ではないと思うんですね｡

○賞間者 (島袋純) そんなに時間がないですが､まだありますかね｡

なければ､ひとつだけ｡ちょっと県の､これからの県レベルの政治行政制度を考えていく上で､ひ

とつ重要な点があると僕は思うんですけれども､先ほど言った政策コミュニティーの問題で､これは

公立病院の問題で､繰出の基準が明らかではない｡交付税､交付金の問題で､基本的に県に大きな裁

量がある分野ですよね｡しかも､全国いろんな画一的な基準があり得ないと｡

ところが､同じ政策コミュニティーでも､建設技官がかかわるような､要するに､沖縄振興開発計

画みたいな､この政策コミュニティーというのは､この基準が､これは公立病院は､繰出とか､繰入

とか､そういった基準ではないですけど､箱物の建設とか道路の建設に関して､基準が全国でゼネコ

ンが支配していて､厳しく厳格にあると｡

しかも､政策法について極めて排他的､機関独自の世界､それで､同じ例えば海を扱うとしても､

埋立屋が､土建屋が考える､あるいは技官が考える海と､それから宇井純先生が考える海は全然違う

わけですよね｡

だから､同じ委員会でも全く使う言葉､思考の体系から何から何まで違うということで､それは排

除されていくと思うんですけれども､こういった閉鎖的な､今まで言えばガバメントの､一番端的に

権力の中枢を､日本の支えてきたような､今まではシステムじゃないかなと恩うんですけれども､そ

れが医療の場合は､ガバナン･スモデルということで､これは新たに提示して､それでwithin-outsider

というのは存在し得るということで､新しく政策が刷新していく一つの例示だというふうに思えたん

ですけれども､実をいうと､土建屋､あるいは建設技官の支配している沖純振興開発の公共事業の分

野にでも､本当はこれをこういった何かしらの新たな刷新を打ち込んでいかないといけないと｡

それがもしかしたら県レベルに､今後の沖縄県レベルに必要な改革になると思うんですよ｡それに

ついてはどういう道筋があり得るのかなということをちょっと一つ｡

○宗前汗貞 そうだなと思いながら聞いていたんですけれども､時間もないので､非常に漫画的に

言いますと､外国人を入れればいいんじゃないですかね｡外国の専門家を入れるという､そうすると､

日本の土建行政に染まっていないし､特に北欧とか､オランダとかあの辺の人たちで､環境工学をや

っている人たちが入ってくれば,全く違った観点から､しかも ｢おまえの言っている海って何だ｣と

か､｢おまえの言っている永久構築物というのは何のことを言っているんだ､それは鉄筋コンクリート

のことを言っているんじゃないの｣とかというようなことスッキリする｡外圧を使うというのは一番

効きますよ｡

医療の場合は､やっぱり人の命にかかわるので､どこかにお医者さんの良し､を信じている部分があ

るんですけれども､土建屋さんの場合は確信犯なので､本当にそれが正しいと思って行動しているわ

203



けですよ｡悪いとわかっていないわけですね｡だから､本来的な意味で確信犯だと思うから､それに

対してはさらなる確信犯をぶつけるしかないと｡

○島袋純 じゃあ､エンドースメントの最終的な､エンドースメントの手続きを､行政主導で一つ

しか出さないというのを､二重三重に出せるようなシステムを整えていけば､そこに例えば､外国か

らの環境工学の人とかを入れていくという､そういう発想でいいんですか｡

○宗前清点 そうですね｡

○突間者 (徳田博人) 1点だけいいですか｡1点だけ､もう1点だけ.すみません､何か｡

非常にいろいろ学ばせていただきましたけれども､1点だけ質問ですけれども､先はどの島袋先生

が言った､さっきの海､同じ人でも海をどう描いているのかで全然求めてくるものとか､思考が違う

ということの関係でいうと､1点だけ確認なんですけれども､審議会ですか､幹事会の中で海に関す

る共通認識がとられたのかどうかという手続きですね｡

すなわち､多分､一つのポイントは何かというと､最終的には問題の立て方が､幹事会と委員会で

違っていたということですよね｡一つは､医療､どういう医療が望ましいのかという観点から議論を

組み立てるのと､財政的な観点から議論を組み立てるのとで､結論は同じであったとしても,今後に

生きてくる政策とか､蓄積とか､それが異なってくるだろうということで､そうすると､もう一つ､

同じように経済的な観点から､あるいは財政的な観点とは別に､どのような医療が望ましいのかとい

う観点であったとしても､まさにどのような医療でも､地域地域によって､ミニマムスタンダー ドみ

たいなものがあるのかという議論がなされたのかどうかということだと思うんですよ｡

多分､地域によっていろいろ財政状況によって違っていたとしても､最低限これだけは沖縄県とし

て守らなければいけないと｡離島であったとしても､ここにないと最低限の生命は守られなくて､他

の都道府県にいろいろ説明しても恥をかいてしまうから､最低限のアカウンタビリティーは必要だろ

うと｡そういうモデルとなるスタンダード､最低限のミニマムスタンダードとしてのあるべき医療に

ついての議論がなされていなかった場合には､少しこれは議論としては危険かなと｡

他府県との比較も含めてなんですけれども､あるいは宗前先生の話ですと､データとか､対抗的情

報とか､そういう情報なんかでしても､あるべき姿からどう描くかによって評価も全然違ってくるは

ずですから､ここの議論がどう展開されたのかをもう少し詳しくお話ししていただければと思います｡

○宗前蒲貞 ごく簡潔に言いますと､実態としてはそういう意識はなくはなかったけれども､ソモ

ソモ論にはなかなか踏み込めなかったというのがありました｡具体的に何かをよりどころにしないと

議論が進まないから､現行の厚生労働省が提供している､その医療供給のモデルを前提にしようとい

うことです｡つまり､一次医療については市町村でやると｡それから二次医療については県の出先の

病院でやると｡つまり､医療圏ごとに分けて､そこの中には1個中核的な病院が二次医療については､

例えば重篤な患者ですよね､二次医療については責任を持つと｡それから三次医療については､100

万人に1個程度の三次医療機関｡

沖縄でいうと､医学部附属病院と､それから中部病院｡つまり､救命救急を扱う高度な医療機関と

いうことなんですが､それは沖縄の場合は幸い2つあるけれども､おおむね100万人に1個であると

いうふうに厚生省は言っていて､そのとおりに医療報酬というか､医療経済を彼らは設計しているは

ずだから､あるいは医療経済から逆算して100万人に1個程度であると言っているので､一応それは

最低限守ろうと｡

つまり､それはどちらかというと､ガバナンスというよりも､コンプライアンスなんですね｡法令

は守らないといけないと｡この手の改革提言はしばしば現行法令をすっ飛ばすことがあるので､法令
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はやっぱり守らないといけないでしょうと決めた｡だから､国が提供している最低基準だけは守ろう

よというのはあったわけですね｡

ただ､国の最低限基準では足りないというのは､離島県である本県の場合はあり得るねということ

はあって､だから､宮古と八重山は圏域としては5万人レベルの小さな医療圏で､本島の場合は3つ

にしか分かれていないんですね｡那覇を含めた､南部､中部､北部と｡その3つの医療圏並みの地域

完結型を宮古 ･八重山にも保障せよと結論づけたのです｡その地域の中で二次医療までは全部受けら

れるというシステムは保障しなければならないというのもコンセンサスにはなっていました｡

八重山と宮古といっても､実は八重山と宮古は医療状況が全然違うんですよ､同じ離島なのに｡宮

古は診療所が多い､だから､病診連携というのができるわけです｡逆にいうと､病院に来なくていい

患者は診療所に回っている｡ところが､八重山はクリニックが非常に少ないので､病院がオーバーワ

ークになってしまうんですね｡

あの大きな病院に､普通の風邪っぴきの患者が来るわけです｡そうすると､ドクターがへロへロに

なってしまうんですね｡だから､八重山に関しては何か別の､例えばクリニック開設をプロモートす

るような手立てが必要なんじゃないかということは余談として出ていました｡議論の回数が増えてく

ると､ある程度のコンセンサスはやっぱりできると恩いましたよ｡

○ どうもありがとうございました｡

(拍 手)
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第5回 定例研究会 第 1部 自治基本条例の諸相

報告2 21世紀型の消費者政策のあり方と自治体消費者行政の役割について

琉球大学大学院法務研究科教授 徳田 博人

○徳田博人 まず資料の確認､レジュメ一部と資料一部になっております｡確認ですが､よろしい

ですか｡

[-] では早速､私の報告に入らせていただきます｡ レジュメの表題ですけれども､報告のテーマは

｢21世紀型の消費者政策のあり方と自治体消費行政の役割について｣と題 して報告いたします｡まず､

最初に､今日の報告の手順または構成ですが､レジュメをみて頂きたいと思います｡次の通りです｡

｢21世紀型の消費者政策のあり方と自治体消費者行政の役割について

はじめに

第一章 消費者基本法の概要と消費者の権利

第一節 消費者基本法の概要

1 背景 国民生活審議会消費者政策部会などの答申を中心に

2 消費者基本法の特徴など

① 消費者間題の原因克服型基本法の性質を明確化

② 消費者政策の理念- ｢保護｣から ｢自立支援｣-

③ 消費者の権利の明文化

④ 国の施策 改正前 :入口と出口に着目

改正後 :国の施策として､契約や勧誘の適正化-の取り組みを明記O

⑤ その他

第二節 消費者の権利に関する学説と消費者基本法

1 消費者基本法第2条 : ｢①国民の消費生活における基本的な需要が満たされ､その 健全な生

活環境が確保される中で､②消費者の安全が確保され､③商品及び役務について 消費者の自主的

かつ合理的な選択の機会が確保され､④消費者に対し必要な情報及び教育 の機会が提供され､⑤

消費者の意見が消費者政策に反映され､並びに⑥消費者に被害が生 じた場合には適切かつ迅速に

救済されることが消費者の権利である｣

2 消費者の権利論 一 学説

ア)今村説 ケネディ-の4つの消費者の権利論

イ)落合説? 選択の自由 :選択肢の多様性確保と選択の満足性確保

ウ)来生説 自由権 (自由権的自己決定権)としての側面を強調

エ)大村説

3 消費者基本法における消費者の権利

ア) ①-競争法 ②～⑥-消費者法と消費者の権利

イ) コメント : 落合説の発想か?

第三節 若干の検討

1 ②～⑥の権利相互の関係について

2 法的性質論
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(丑 誰に対して､どのような拘束力ある主張を - ･ 対事業者と対行政

② 個人としての消費者と団体としての消費者､二分論と関連して

③ 消費者の権利と国民の健康権について

第二章 消費者行政の転換と自治体消費者行政の役割

第一節 消費者行政の転換

1 市場原理重視の改革と行政の法的仕組みの転換

① 事前規制から事後規制へ､

(診 給付 (支援)行政の拡大

③ 誘導の手法の拡大

2 ｢規制中心の消費者行政｣から

｢コンプライアンスを軸とした消費者行政｣への転換

･コンプライアンス研究会｢自主行動基準作成の推進とコンプライアンス経営｣2001年 9月

第二節 自治体消費者行政の役割

1 消費者基本法における自治体の役割 - 支援行政が中心

2 国民生活審議会消費者政策部会報告｢都道府県と市町村における

苦情相談･処理業務のあり方について｣(平成12年7月19日)

① 市場メカニズムを重視

② 都道府県が分担する苦情相談処理など

･ 広域的専門的な苦情相談

･ センサー機能､インフラ機能としての苦情処理

･ 市町村の補完としての苦情処理

第三節 若干の検討

1 公私協働論 一 協働的法執行論と消費者行政

2 情報処理システムとしての消費者行政化へ

例) トレサービリティー - 1と3の議論の交差点か?

3 安全確保のシステム 一 市場システムとの関連で

(∋ 内容

② 権利論との関連性

4 自治体消費者行政の役割

① 情報処理システムとしての消費者行政化と苦情処理など

② 消費生活センター統廃合の動きとその阻止の論理

ア) 問題提起

イ) 地方分権改革推進会議における改革の論理と自治体消費者行政における 改

革の論理の異同など

おわりに 一 要約と展望 ｣

以上のレジュメに沿って､基本的に報告致します｡が､その前に若干の前置きをお話しさせて頂き
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ます｡

自治研究会ということで､消費者行政と関連させながら､しかも､地方自治に関する論点を抽出し

ようと､あれこれ考えてみたものの､残念ながら､地方自治に関する言及は結果的に1点だけに止ま

ってしまいました｡レジュメでいえば､第二章第二節 ｢消費者行政の役割｣の中の ｢消費生活センタ

ー統廃合の動きとその阻止の論理｣のあたりを中心に展開することができればと思っていました｡先

ほどの宗前先生の南部病院の廃止問題と類似の動きが､消費者行政においても全国の消費者生活セン

ターの廃止問題という動きがあります｡これについては基本的に国民生活審議会消費生活部門の方が､

廃止には少し慎重になってくれという報告集を出しております｡この間題を素材にして議論を展開で

きたら面白いかなと思ったのですが､問題提起に止まることをお断りしておきます｡

さて､今年の6月､いわゆる地方自治の必置規制の緩和をめぐる答申が公表されましたが､その内

容は､生存権の観点から法律上は必置規制とされている分野に関しても､今後撤廃または緩和を検討

するものでした｡そういう流れの中で､先ほど言った生活センターの廃止に対して少しストップをか

けるような答申が出たこととの関係で､自治における都道府県の役割というものは､どういうものだ

ろうかということを消費者行政の中からえぐり出してみようと思ったのです｡今日はその前提となる

いくつかの作業を中心に報告を行い､自治に関連する論点は一点だけ取り上げます｡以上の手順で報

告致します｡

[二] 前置きがちょっと長くなりました｡では､レジュメに沿って報告します｡

｢はじめに｣､ですが､我が国では高度成長期に伴う消費社会の進展に伴って､消費者間題が顕在

化し､これに対応する形で1968年に消費者保護基本法が制定されました｡同法は理念的には､消費者

の権利保障を目的といたしましたけれども､法律の文言上は､消費者の権利について明記されておら

ず､消費者の保護を目的とするにとどめられておりました｡また同法は消費者 ･事業者 ･国 ･地方公

共団体それぞれの責務と役割が定められていたものの､法的義務としては構成されておりませんでし

た｡それが､今年の6月に消費者保護基本法が改正されまして､消費者基本法という法律が出てくる

ことになります｡

消費者基本法の特徴として､消費者間題の原因克服型基本法の性質をより明確化し､消費者政策の

理念を消費者の保護から消費者の自立支援へと位置づけた上で､消費者の権利が明文化される等々が

あります｡従来学説が強く主張してきたことのいくつかが取り入れられる形で法律が改正されたわけ

ですけれども､その法律の改正の背景には､規制緩和や市場メカニズムの重視などがあります｡

さて､ ｢規制緩和と消費者行政｣というテーマを取り上げようと思った問題関心をお話しいたしま

す｡近年､公法学会の動向といたしまして､市場原理を重視した政策あるいは規制緩和が進行する中

で､行政のあり方を再認識し､そのうえで市場原理や規制緩和が行政法理論にどうインパクトを与え

るのか､そういった問題の立て方をする論文あるいは報告が増えてきています｡

さらに､近年は情報公開とか行政手続法とか､その他の行政法改革が進んでいる｡そうなると行政

法理論の見直しも必要である｡そういう趣旨のことを､小早川教授が言っております (小早川光郎 ｢行

政法改革?｣季刊行政管理研究76号 (1996年)1貢以下参照 )｡その見直しの方向性は二つある｡

一つは従来のように公法 ･私法論に変わる新たな公法 ･私法論ですね｡法学方法論としてのアプロー

チといってもよいでしょう｡もう一つは行政のあり方そのもの､つまり行政の特質というのはどうい

うものなのかということを踏まえて､その認識を前提にして､さらに行政法理論を深めるというアプ

ローチです｡小早川教授は前者の方法についてはまだくみできないけれども､後者について理論構築
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をしたいといっていますが､この点はともかくとして､これが一つの学会の動向になっております｡

ところで､現在､市場メカニズムを重視する形で改革が進んでいて､その影響が最も端的に現れて

いる領域が､経済行政と消費者行政であるという認識をもっています｡経済行政は､商品の供給者側

である企業活動の競争に着眼し､消費者行政は､商品の需給側である消費者に重点を置くものであっ

て､両者は表裏一体の関係にあると思いますが､この領域における改革が進んでいるのです｡そうな

りますと､他の行政のあり方にも影響を及ぼすと思うのです｡つまり､研究素材としては各論のよう

でありますけれども､この各論が非常に総論的なところのあれこれの手法に影響を与える可能性があ

るし､または現にあたえているという認識です｡ ｢参照領域としての消費行政｣の意義といってもよ

いかもしれません (参照領域論につき､大橋洋一 ｢新世紀の行政法理論｣ 『塩野古希 ･行政法の発展

と変革上巻』 (有斐閣､2001年)107頁以下､特に､120-2頁参照)｡

以上､第 1の私の問題意識を要約すると､規制緩和が進行する中で､消費者行政というものの本質 ･

コアをどう認識するのか､さらに当該認識を前提にしたうえで､法律的にどうコミットできるのか､

そういう思考の手順になるかと思います｡消費者行政のあり方に関わる認識論のレベルでは､行政学

との連携も大切であることから､行政学者であります島袋先生､宗前先生､江上先生から､あれこれ

と意見をお聞きできることを楽しみにしています｡

第2の問題意識ですけれども､先ほど言いましたけれども､消費者基本法に消費者の権利が明記さ

れました｡法律学ですから権利論の観点から消費者行政のあり方を詰めてみる作業が必要だろうと思

っています｡私の研究テ-マとの関係でもあるんですが､私は､これまで､食品安全行政を研究テー

マとしてきました｡安全確保を市販前 (事前)規制の段階や市場に出た段階､その両方の段階で､安

全を求める権利を､どのように確保するのかということを議論しないといけない｡

その意味で言いますと､昨年制定された食品安全基本法と今年制定された消費者基本法その二つを

視野に入れながら､どういう形で食の安全が確保できるのか｡最終的にはそこに行きつければと思っ

ているんです｡今日の報告は､その前提作業としての意味もあるのです｡

[三] さて､第一章 ･第一節 ｢消費者基本法の概要｣です｡

従来､消費者保護基本法の特徴は何であったかというと､入り口と出口に着目した仕組みがその特

徴であったのです｡入口とは､基本的に､事業者に対する事前規制を意味しています｡しかも､消費

者行政の方が事業者を規制し､その反射的な利益を消費者が享受するという考え方､つまり､事業者

を規制する結果､事実上､消費者が保護されるという仕組みをとっておりました｡次に､出口ですが､

仮に取引の過程で何か問題が生じた場合に､事後的に､行政が苦情処理として対応する｡また､入口

の事前の事業者規制の方は､国の役割であり､出口の苦情処理といった支援行政が､各自治体の役割

という分担にもなっております｡以上の仕組みから､消費者保護基本法は､いわば行政の役割あるい

は公法を中心に組み立てられていて､まさに､取引過程の適正化をどのように確保するのか､といっ

た私法の分野にはあまり感心を示していないのです｡ 以上の消費者保護基本法が改正され､消費者

基本法に名称も変わり､消費者の権利が明記されるだけではなく､契約や勧誘の適正化にも国や自治

体が取り組むということを明記しているのです｡つまり､私法の分野にも消費者基本法の感心が向け

られたとも言えるのです｡

次に､消費者基本法の構造をみてみましょう｡消費者基本法と消費者保護基本法の目的を比較して

みましょう｡消費者保護基本法では､消費者間題の原因については暖味にしか書かれていません｡こ

れに対して､新たな消費者基本法第 1条を見ていただきたいんですが､こう書かれております｡この
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法律は､消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ､とあるのです｡

つまり､消費者間題というものが出てくる背景を ｢情報と交渉力の違い｣に明確に求めています｡私

自体は､この法律の性質を原因克服型の法律として理解し､消費者と事業者との間の情報の非対称性

と交渉能力の遠をどう克服するのか､そういう視点から､消費者の権利とか施策を展開する法律とに

なっていると理解しています｡先はど言いましたけれども､市場メカニズムでも情報の非対称性など

の克服が強調されるわけですから､まさに経済学の理論をベースにしながら､消費者基本法が制定さ

れたともいえるでしょう｡

[四｣ 消費者の権利論に関連する学説を概観してみます｡

まず､今村説からです｡故今村教授は､ ｢消費者の権利と経済法｣ (同 『私的独占禁止法の研究Ⅳ』

(有斐閣)334頁以下参照)という論文の中で､消費者の権利について言及しています｡今村教授は､

まず､消費者保護基本法に､新しい行政分野としての消費者行政を規律する消費者の権利その他の法

原理が明記されていないことを問題にしました｡また,今村教授の書かれた論文の時代背景は､森永

ヒ素事件やカミネ油症事件とか､そういった生存権を危うくするような問題が起きています｡そうい

ったことが背景にありますので､ケネディ-の4つの消費者の権利で安全を求める権利でありますと

か､選択する権利であるとか､いろいろあるんですが､その中で消費者の権利といえば安全を求める

権利という形が念頭にありながら議論を組み立てられていたんですけれども､ただこの中には4つの

権利があって､手続的な権利と実体的な権利､実体的な権利の中でも自由権と生存権的な権利等々分

類ができていて､それら4つの権利をとにかく充実させることが重要だという形で議論が組み立てら

れていたわけです｡

さて､これに対して ｢落合説｣と書きましたけれども､落合氏は､東大の商法の教授でして､国民

生活審議会消費政策部会のまとめ役です｡ところで､落合教授は､共著 『新しい時代の消費者法』 (中

央法規､2001年)の第一章 ｢消費者法の意義｣という論考の中で､消費者の権利について言及してい

ます｡その特徴は､まず､消費者の選択の自由を強調し､次に､その選択の自由にも二つのレベルが

あるというのです｡つまり､選択肢の多様性確保と選択の満足性確保という観点から､選択の自由と

いうものを強調するといってもよいでしょう｡選択の多様性確保というものは条件整備だということ

で､競争行政 (経済行政)の分野であり､独禁法の役割だというのです｡これに対して､満足性確保

の問題を中心にして消費者法が構築されるべきだというのです｡なお､落合教授は､外部経済の問題

に関しては､市場原理とは別の形で法整備がなされるべきだともいっています｡具体的には､食の安

全とか､公害とか､ですが､この分野を消費者法の分野として扱うのかは不明です｡落合教授の考え

方の特徴は､今村教授とは異なり､消費者の諸権利の中でも､とりわけ選択の満足性確保に限定する

形で制度を充実させていこうという議論をいたします｡ここをどう評価するか､さらに､このような

守備範囲を広めて議論を展開するのか､限定して議論するか､これは､結果的に行政のあり方を考え

る上でも､違いを生じることになるのではという感じをもっています0

最後に､ ｢来生説｣です｡来生教授は､ ｢消費者主権と消費者保護｣ (『岩波講座 ･現代の法13消

費生活と法』 (岩波､1997年)281頁以下､特に300頁以下参照)という論考の中で､消費者の権利に

ついて言及しています｡その特徴は､自由権 (自由権的自己決定権)を非常に強調している点です｡

政府の役割も基本的には必要最小限にとどめるべきであると強調するんです｡来生説は落合説とは､

微妙に異なっているように見えますが､ ｢消費者-弱者｣という点から出発しない点では､意外と共

通している点も多いかもしれません｡
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ところで､来生教授の論理において､重要だと思う指摘があります｡それは､消費者像または消費

者の概念において､理念的に､個人としての消費者と団体としての消費者に分けて議論を展開してい

る点です｡交渉能力として､個人はいろいろ試行錯誤して誤りもあるかも知れないけれども､その判

断ミスをした消費者が団体としての他者の消費者に､いろいろ情報源を提供することで､事業者にあ

るいは同じようなミスを他の消費者に起こさせないようなことをすることで交渉力を拡充していくん

だ｡つまり消費者像として､個人としての消費者像と団体としての消費者像を確立することで､事業

者である大企業にも対抗していけると考えるのです｡市場メカニズムを活用しつつ､理念的に分けら

れる個人としての消費者と団体としての消費者の相互浸透性を図る中で､消費者の権利を実効化しよ

うとする発想が見られます｡この延長線上に､団体訴権の問題も位置づけられます｡

ところで､来生教授は消費者の権利を自由権的に構成するので､政府の役割も限定的に捉えます｡

この点から､消費者の権利論と政府または行政の役割論とが密接に関連していることが理解できるの

ですが､今日の報告では､指摘に止めておきます｡

では､学説を踏まえた上で､消費者基本法における消費者の権利についてみてみましょう｡消費者

基本法は第2条は､次のように定めています｡ ｢(∋国民の生活における基本的な需要が満たされ そ

の健全な生活環境が確保する中で､②消費者の安全が確保され､③商品及び役務についての消費者の

自主的かつ合理的な選択の機会が保障され､④消費者に対し必要な情報及び教育の機会が保障され､

G)意見が政策に反映され､⑥被害が迅速に救済されることが消費者の権利である｣ (①～⑥は､報告

者による)0(丑の国民生活における需要が確保されるというものが､いわば競争法の分野になるでし

ょう｡②から⑥までが消費者の権利ということになるだろうと思います｡

ところで､消費者基本法は､第 18次国民生活審議会消費者政策部会が公表した最終報告 ｢21世紀

型の消費者生活の在り方について｣(2003年 5月28日)があるんですが､その報告書を具体化した法

律が消費者基本法なのです｡しかし､この答申通り消費者基本法が制定された訳ではありません｡法

律制定にまでは至らなかった点が幾つかありました｡例えばコンプライアンス論で言いますと､より

厳しいコンプライアンス基準を遵守した場合など一定の優遇措置を行う仕組みや､消費者団体の力を

より実効的にするために､団体として訴訟を認める団体訴権についても､法律ではまだ実体化されて

いません｡その意味で言うと今回の法律は個人としての消費者の権利については充実を図りましたけ

れども､交渉力､団体としての消費者については､まだ不十分な点が多いと言えるでしょう｡言い換

えますと労働法との比較で言いますと､労働者基準法などの､労働者保護法は充実したが､組合とか

団交とかを対象とした団体法については､まだ十分な展開はされていないということです｡

[五] さて､第一章第三節の ｢若干の検討｣に入ります｡

消費者の権利について､その法的性質が問題となります｡誰に対してどのような拘束力のある主張

を､消費者基本法の定める消費者の権利から導けるのか｡つまり､事業者 (企業)との関係で消費者

の権利が言われるのか｡対行政との関係で消費者の権利が具体化するのかということについては､ま

だ十分に検討されていません｡とりわけ資料を見ていただければわかるんですが､消費者の権利とし

たときに､第2条の目的を見ていただければわかるんですが､1条が目的となっていて､2条は何か

というと基本理念です｡政策の基本理念として消費者の権利を認めているんであって､ここは法律の

変なところなんですが､理念的権利と具体的な権利は若干レベルが異なる｡裁判所で認めてもらえる

権利なのか｡それとも政策の方向性を担保するに止まる権利なのか､異なるレベルの権利論がある｡

環境権をめぐる議論が､その典型例ですO人格権侵害として環境権が構成される場合には､具体的
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権利性を認めるけれども､地球環境とか少し対象を広げて環境権を構成してしまうと裁判所の審査に

なじまないという議論があります｡消費者基本法が定める基本理念としての消費者の権利は､裁判規

敵性をもつ具体的権利なのか否か､あるいはその権利は事業者との関係でそうなのか､行政との関係

ではどうなのか､そういった詰めた検討が今後必要だろう｡なお､安全を求める権利については､差

し止めとか､あるいは行政事件訴訟法の改正に伴い､消費者の権利性が拡充されるかも知れません｡

今後の動向を注視する必要があるようです｡

なお､消費者の権利論を考える際に､自己決定権との関連にも注目しておく必要があると思ってお

ります｡先ほど言った来生説にしろ､落合説にしろ､選択の満足性というのは自己実現です｡あるい

はパターナリスティックな保護から自立するとか､自己実現をするOそういうことがキーワードにな

っていたので､今回の報告では､これ以上言及しませんが､ ｢自己決定権と消費者の権利｣という問

題設定も､今後､整理しておくべき論点だと思っています (自己決定の用語の多義的使用とその整理

も含めて､吉村良一 ｢なぜいま 『自己決定権』か- 『自己決定権』の今日的意義｣法の科学 (日本

評論社､1999年)28号 77貢以下参照)0

[六] 第二章の ｢消費者行政の転換と自治体消費者行政の役割｣に入ります｡

まず､ ｢消費者行政の転換｣ (第-節)についてお話をいたします｡市場原理重視の改革と行政の

法的仕組みの転換と書きましたけれども､これは規制緩和や市場原理が重視されると､経済的規制に

関しては､事前規制は原則廃止され事後規制への転換が進められ､社会的規制に関しては事前規制は

認めるけれども合理性をという形で改革が出てくる｡消費者行政に関しては､先ほども言いました取

引の段階に着目して規制改革が行われますから､まさに市場メカニズムを重視するということなので､

事業者規制は原則廃止する｡それに伴って消費者に対して､非対称性の克服という意味で言うと情報

公開とか､あるいは行政がある程度の情報を提供するとか､教育の機会を与えるとか､そういうイン

フラの整備を行うという意味で言うと給付行政が拡大してくるということです (市場メカニズムまた

は規制緩和を重視した改革に伴う消費者行政の変容について､拙稿 ｢消費者行政の仕組み｣芝池義一

他編 『行政法の争点 [第 3版]』有斐閣､2004年 248頁以下)｡

もう1点､誘導の手法の拡大とありましたけれども､これは ｢規制中心の消費者行政からコンプラ

イアンスを軸とした消費者行政の転換｣とも関連してきます｡コンプライアンス研究会が国民生活審

議会の部会に設けられ､同研究会が2001年 9月に報告書をだします｡いろんな提案をその答申の中で

しております｡例えば､アメリカ法制を参考にしながら､企業の中にコンプライアンス (法令遵守)

に関わる制度を設けているかどうか (会社内のコンプライアンス部局設置の有無)､過去の違反歴は

どうか､そういったことをある程度､裁量権として考慮しつつ､量刑を減軽するという仕組みがある

ようです｡これと同じことを日本でやる場合には､行政処分におけるサンクションの程度を決める仕

組みのなかで考えてみてはどうか､コンプライアンスという観点から､つまり企業の内部でちゃんと

法令を守るようにシステム化されているのかどうかを考慮して処分の軽重をある程度決めていこうと

する訳ですね｡そのように誘導することで会社の透明性を確保して､この企業はこういうルールの中

で動いているんだということを公表することで､消費者に安心感を与えて選択の自由を確保する｡そ

ういう確保のシステム確立の提案をしております｡

次に､情報の収集や公開についてです｡食の安全等について､従来の行政法学は行政調査という概

念を設けました｡それは行政が職権で調べたり､あるいは国民が許認可に関わる申請の際に提出する

書類などから､様々な情報を獲得して､その得た情報に基づいてあれこれの処分をするという仕組み
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を考えていました｡これに対して食の安全とか医療に関しては､なかなか企業が行政に適切な情報を

提供しないという問題が出てきました｡具体的にアメリカの例で言いますと､医薬品関係で言うと連

邦食品医薬品局 (FDA)がそれを管轄しているんですけれども､情報公開を求める多くの申請者は

誰かというと､私自身､当初は消費者団体かなと思ったんですけれども､競争相手の企業が当該企業

の情報公開を求めるらしいんです｡つまり競争相手の企業秘密を少しでも情報公開という方法を用い

て手に入手しようとする訳です｡企業にしてみたら､何年もまた､何十億というお金をかけて得た情

報的価値を､行政が安易に公開すると､すべて台無しになってしまう恐れがあるのです｡それで企業

としては行政に情報を提供することも意図的に拒むことがあって､そういう問題をどう克服するのか｡

つまり企業情報について､行政は国民には情報公開をしないという条件のもとで企業から情報を入手

することも必要かもしれません｡

さて､ここで問題にしたいと考えている点は､行政が本当に必要な情報を企業の方からどう入手す

るのかというのが1つの課題があって､市場メカニズムや誘導手法を用いつつ､あれこれの情報を行

政が入手するという､そういうことがでてくるわけです｡そうすると､どういった問題が現われてく

るかというと､行政が悪いことをしないとか､誤りをしないという前提であれば問題はないんでしょ

うけれども､事業者と行政との癒着した関係が出てくる｡そうすると､様々な問題が多分コンプライ

アンスあるいはとりわけ情報の提供に関わって出てくる｡今後､さらに議論がなされるのでしょう(曽

和俊文 ｢法執行システム論の変遷と行政法理論｣公法研究65号 (2003年)16頁以下､225-6頁参照)0

[七] さて､消費者行政における自治体の役割について､みてみましょう｡基本的に､自治体におけ

る消費者行政の中心が､支援行政 ･苦情処理行政になることは､消費者保護基本法から消費者基本法

への法改正がなされても､変わらないと思います｡

しかし､この苦情処理に関連して､各自治体に設置されている国民生活センターが廃止されるとい

う動きがでております｡このような廃止の動向に対して､国民生活審議会消費者政策部会は､ ｢都道

府県と市町村における苦情相談 ･処理業務のあり方について｣2000年年 7月 19日)という報告書を

公表し､その中で､いち早く対応いたします｡市町村の苦情処理機能が充実すれば､では都道府県の

苦情処理生活センターがいらなくなるかというとそうではないんだということを正当化するために､

この答申が出てきたわけですけれども､すなわち苦情処理ということは､どういうことを意味するか

というと､生きた情報が行政の中に入ってくるんだと｡その情報を基にして､あれこれの条例とか､

政策立案ができるんだと｡さっき言った専門的な能力という観点からいうと都道府県の中に､各市町

村に職員を置いてもせいぜい一人だけれども､その情報をまとめる能力としては､やはり都道府県の

方が優れているんだということ｡あるいは市民の側としてみたら､それを訴えるときに､裁判所のよ

うに一審､控訴審という形で都道府県と市町村の関係を見ているのではなくて､その間題が起きたと

ころをどこが解決してくれるのか､そういった観点から消費者行政を捉えている｡最初に都道府県に

行くかもしれない｡たまたまそれが市町村だったかも知れない｡そうすると､救済という観点からす

ると,どちらも充実していないと困るんだということになる訳です｡そこから､生活センターの統廃

合に関しては慎重にという答申がでてくる｡当該答申の論理は､まさに､自治体における消費者行政

とりわけ苦情処理の存在理由を示しているのです｡

[八] 第二章第三節の ｢若干の検討｣です｡

これまでみてきた消費者行政の転換を､行政の見直しを巡る議論､その中にあって､近年の行政法
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学で注目されている公私協働論に関連づけて､消費者行政のあり方を､今一度考察してみることが､

ここでの目的です (公私協働について､山本隆司 ｢公私協働の法構造｣ 『金子古希 ･公法学の法と政

策下巻』 (有斐閣､2000年)556頁以下参照)｡

この点について､これまでに考察した中で､関連する点を指摘することから始めます｡企業の持っ

ている情報､それをコンプライアンスの一環として行政に流れる仕組みをどう作るのか､その際に､

どういった点を克服する必要があるのか｡この点については､法令遵守のためのルールやシステムを

構築していることを､外部に公表したり､また､行政にも知らせたり､そのことで､行政は行政で,

当該企業に問題が起きた場合に､法令遵守のシステムや違反歴を考慮して､当該企業に対する制裁処

分を検討する｡このように､行政と企業とが協働して市場メカニズムを動かす｡そういう意味での公

私協働がみられる訳です｡こうした点や､企業秘密の情報公開のあり方などについては､すでに言及

したので繰り返しません｡

さて､次に､情報処理システムとしての消費者行政化と公私協働ということを考えてみました｡行

政をどう見るかにも関わってくるんですが､近年､行政法学者の中に､情報という観点から行政のあ

り方や制度設計を組み直す提言をする方がおります (角松生史 ｢『公私協働』の位相と行政法理論へ

の示唆- 都市再生関連諸法をめぐって｣公法研究 65号 (2(氾3年)2(泊頁以下､特に205-6頁)0

その際のポイントは､｢産出能力と情報コストの負担｣に着目した制度設計を試みたり､つまり､｢情

報との距離｣という観点から､当該情報に最も距離の近い人に情報を提供させるシステムを考えよう

と致します｡例えば､環境アセスメントについて､アメリカでは行政自身がアセスをいたしますけれ

ども､日本では事業者にアセスをさせる｡それはなぜかというと最も情報を集めて提供しやすいのが

事業者だからだという､そういう観点から日本のアセスを再評価できるのではないかと指摘します｡

また､その中で､公私協働のあり方をさらに詳細に考えようとします｡つまり､この公私という中身

の ｢私｣の中でもNPOがいたり事業者がいたり､まさに被害者がいたり､様々な人がいて､それに

対してどういう情報を最も誰が提供しやすいのかと｡そういう観点から行政のあり方を組み直してみ

ることが必要ではないか｡環境法を例に挙げながら説明しているんですけれども､問題意識は､情報

という観点から行政のあり方を組み直してみて､そこから見えてくるものは何なのか､さらに､公私

協働との関係で情報に着目して行政を見直すことで､公私協働論というのが､さらに展開できるので

はないかということです｡

そういった問題意識から消費者法制や消費者行政のあり方を捉え直す作業をしてみることが､意外

と有益かもしれないと思っております｡例えば､近年､食品の安全性を確保する仕組み作りとして､

情報に着目して､あるいは市場との関係で言いますと､農場から食卓まで食の安全をどのように確保

するのか､そういったことが議論されています｡

この農場から食卓までの全段階で､危害分析重要管理点 (HazaTdAnalysisCriticalControlPoi瓜 以下

｢HACCP｣という｡)システムの考え方や仕組みを拡充しようとしています｡なお､HACCPシステ

ムとは､ ｢食品に起因する疾病を予防し､制御するためのアプローチで､食品の製造､加工および調

整のすべての段階に関連する危害を確認し､関連するリスクを評価し､さらにコントロールのための

措置が効果的になるような作業を決定しようとするもの｣をいいますOこのIiACCPシステムに似た

考え方またはシステムとして､医療､とりわけ薬事行政でも用いられています｡副作用のあったドラ

ック､薬が出てきた場合に､その薬がどこでどういう形で経緯があったのかと全部記入されているわ

けです｡履歴があって､ですから生産から患者が飲む段階までの過程が全部完備されていている｡こ

れを食品に拡大していって､さらに､商品一般に (正確に言うとリスクに沿って)拡大していこうと
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いう動きがみられる｡商品一般というか危害の高い食品一般に拡大していくのもいいんじゃないかと

いう形にしているので､その意味で言うと ｢商品情報と記録化｣というものが市場メカニズムの中に

システマティックに組み込まれ､拡充している現象がみられるということがポイントだと思います｡

この現象を､行政との関連でみますと､行政が直接的な規制ではなくて､調査とか届け出とか､公私

協働という形態をとりつつ､消費者の権利を確保するような仕組みが形成されつつあるといえるかも

しれません｡

[九] さて､ ｢自治体消費者行政の役割｣に関連して､次のような問題提起をしたいと考えています｡

先ほど宗前先生の海の比晩の話で出たのと共通の､そこに係わる問題意識なんですけれども､消費生

活センターの統廃合の動きに関して､国民生活審議会消費政策部会は､自治体における国民生活セン

ターの存在理由を強調することで､統廃合には消極的態度をとります｡しかし他方で､地方分権改革

推進会議は､今年5月､ ｢地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見一地方

分権改革の一層の推進による自主･自立の地域社会をめざして-｣(2004年年5月 12 日)を公表しまし

た｡これを見ますと､保健所の所長は医師でなければいけないという必置規制の撤廃やあるいは農業

委員会の必置規制の撤廃を提言しています｡従来､農業委員会だったら､各地域の農産物とか食べ物

とかの安全性などの確保から､保健所の所長の医師要件は､その地域の公衆衛生の確保の観点から､

それぞれ設置が義務付けられたものでした｡これを撤廃ないし緩和しろという動きがでてくる｡これ

らの必置規制は､多分に生存権の観点から全国的なナショナルミニマムだと考えられていて､どこに

行っても最低限これぐらい必要な水準を確保するためのものと考えられていた｡つまり､自治体によ

っては､ちょっと手を抜くところがあるかも知れないけれども､その場合には国が関与して生存権の

ミニマム保障を確保する｡そのための制度的担保として法律で定められていた｡そういった理屈が､

自治体の自己決定の名の下で､財政的な観点を理由に撤廃されうる状況がでてきた｡このような動き

に､どのように対抗できるのか｡

そういった問題意識から､消費生活センターの統廃合の動きに消極的であった答申を読んでみると､

いくつか参考となる点があるのではないかと思うのです｡

第-に､この答申は､市場原理を前提にして､市場原理を機能させるためにも､やはりそのために

もどうしても消費生活センターが必要なんだという論理を展開している｡そういった相手の改革の論

理である市場メカニズムの中に乗りつつ､国民生活センターの存在理由を出している｡今回もそう考

えると設置規制の緩和と言ったときに市場メカニズムの観点と生存権との観点が調整できるのか､そ

れとも､せめぎ合いの論理でいくのか､そういった点が一つ気になるところです｡

第二に､必置規制の撤廃を議論するとき､先ほど宗前先生の報告で､宗前先生が展開したように､

なぜ撤廃 ･緩和するのか､その必要性をどう合理化するのか､つまり､ミニマムスタンダードとして

の公衆衛生の基準というのは何なのか｡そこらへんをどうつくるのか｡同じ海でも見ている海が違う

というのと同じように､その理念を一致させる作業をちゃんとしておかないと､現在の規制緩和の流

れに､すごく流される危険性があるのかなという気がしているということです｡つまり､合意形成の

ための理念 ･基準作りが重要だということです｡

第三に､第二番目の指摘とも関連してきますが､先ほど言った消費生活センターの統廃合の動きで

言うと､緩和しようと思ったらどんな理屈でもつくれるんです｡各都道府県から月1回､消費生活セ

ンターの専門家が集まって､そこの中で委員会を開ければ情報が共有できるから統廃合してもいいん

だと｡すなわち情報共有のあり方を日常的な情報共有するのか｡月1回でいいのかとか｡あるいはフ
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ェイス ･トウ･フェイスの中で情報共有するのか｡単なるこういう被害があったんだよという形で情

報共有するのか｡全然違ってくる｡フェイス ･トウ･フェイスでやることで､あるいは都道府県の専

門化が分析することで､消費者被害を未然に防いだ事例もあった､そういう問題の立て方をすること

で､消費生活センター撤廃の流れを食い止めようとする論理が､当該答申の中であったんですけれど

も､そういうことを考えると､理念レベルの議論､さっき ｢そもそも論｣と言いましたけれども､ ｢そ

もそも諭｣の議論を役割分担の中で構築する必要はあるのか､ないのか｡あるいは相手の土俵に乗っ

て､どこまで対抗できるのか｡その他いろんな問題が出てくる｡

[一〇]以上､市場メカニズム重視の改革が進む中で､情報をキーワードにしながら､あるいは公私

協働を軸にしながら､消費者行政をどのようなものとして認識し､また､公私の役割分担の理念がど

うあるべきなのか､そういった動向や行政法理論への影響などをみてきました (わが国の行政法理論

の変化･発展について､最近の動向も含めて､芝池義一｢行政法理論の回顧と展望｣公法研究65号(2003

午)50頁以下｡なお､芝池教授は､公私協働論について､今後､大きな意味をもうものであり､行政

権の統制論において､取り組む必要のある課題だという｡同･前掲60頁参照)｡あまり詰めた議論を

しておらず､雑ぱくな報告で申し訳ありません｡

最後にですが､今日の報告の展望について述べてみたいと思います0

まず､私が報告した内容を､今後､私の研究テーマの一つである ｢食の安全確保とそれに係わる行

政の仕組み｣につなげて研究するという課題が見えてきました｡今回の報告と関連づけるなら､ ｢市

場メカニズムと行政による公共性 (食の安全性)の確保｣という課題設定になると思います｡その際､

登場してくるアクターが､消費者であったり､これは食品という商品を買う側ですよね｡提供する側

である事業者 ･企業であったり､これらの関係と行政の関係を､どのように位置づけるのか､また､

そこにおける規制は経済規制ですが､消費者行政と経済規制をどのように関連づけるのか､関連づけ

ないのか､組織のあり方はどう考えるのか､その枠組みで､食品の安全性をどのように確保できるの

か､そういったことを､今後､考えてみたいと思っています｡

次に､市場メカニズムを重視する法システムは､事後規制が中心になる傾向があります｡仮に､そ

ういうことになると､従来は市場に出る前の観念の世界で議論を組み立てていたものが､今後は執行

レベルでの議論が重視されてくるように思われます｡司法的執行と行政的執行の役割分担のあり方､

実効的な行政執行とは何か､そういった執行レベルでの議論を展開しないと､市場メカニズムを前提

とした､あれこれの改革に対する対抗案を出しにくいだろうと思うのです｡その意味では､実態調査

も重視されてくるでしょう｡

以上のような点を踏まえる中で､食の安全というのは市場メカニズムでは貫徹できない部分と､一

旦安全だという評価を受けて市場に出回った場合に､何か問題が生じた場合に､例えば､食品の回収

の必要性がでてきた場合に､食品の安全性を､どのように市場メカニズムの中で確保しうるのか､そ

ういった論点を深めていきたいと思っているということです｡そのような作業の中で､自治体の役割

や存在理由を考えていきたいと思っています｡ 今日の報告は､そういった作業の一環ですが､自治

研における報告ですから､近年の自治に係わるあれこれの改革動向を踏まえる中で､その一領域とし

ての消費者行政の改革を考察することが本来の私の期待された課題であったと思うのですが､それに

応えきれないことが､まさに､今の私の限界であり､今後の私の課題としたいと思います｡以上です｡
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徳田報告と質疑応答

○司会 (島袋純) ありがとうございました｡徳田さんの報告に対してご質問がある方｡

○質問者 (宗前清貞) 行政法学者で､情報をキーワードにして組み立てている方は､例えば名前

としては､どういう人ですか｡

○徳田博人 2人ほど挙げますと､京都大の芝地教授(芝地義一｢情報管理行政論｣室井力他編『現代国

家の公共性分析』(日本評論社,1990年)134頁以下)と公私協働との関係で言及しました重視した九州大学

の角松助教授と言う人です(前掲･論文参照)0

○質問者 (宗前清貞) はい､わかりました｡ありがとうございます｡

せっかく聞かせていただいたのでコメントめいたことを-｡行政法学の中で､これほど情報という

実態的な概念がカギとなる切り口になっているのは非常に驚いたし､徳田さんのHACCPを中心と

した食品安全行政というのが結局は情報の非対称性というのを権利的にどう保障していくかというこ

とにつながっていくんだろうなと思っていたんですけれども､こうまではっきり聞いたのは初めてだ

ったので感激しました｡

一つ思ったのは､市場メカニズムが非常に学会の中に侵食していく過程で､行政法学が従来想定し

ていた人間像が相当大きく変換していて､刑法的な弱い人間像から､民事系で想定されているような

強い消費者像にかわっているし､そのときに使えるキーワードがインディビジュアルじゃなくてグル

ープという概念を使います｡

ただ､それに対していうとクラスアクションなんかが認められていないという点で法整備が遅れて

いるんだなという印象を持ったんですが､自治行政にもし適用するためには一段階メタレベルで上げ

たほうがいいんだろうと思うんですが､一つは徳田さんの報告を聞いて思っていたのは､食の安全と

か消費者保護行政を通じて得られるであろうところの行政の情報に対する熟達というんですかね｡そ

ういうものが実は大事な観念としてはあるんだけれど､それはお金に上手く､あるいはパフォーマン

スとして軽量化できないものなので､NPM的なとか､新自由主義的な改革の中だと切り捨てられて

しまう可能性が非常に高いと恩うんです.それで消費者政策部会のほうは､一旦市場のインフラを守

るために必要なものというのがあって､それが消費生活センターなんだというロジックを使っている

んでしょうね｡

○徳田博人 そうですね｡

○質問者 (宗前清貞) 僕は何かそれは実は近代資本主義論のかなり基本的な程度だと思っていた

んで､例えば先々週亡くなりましたけれども､ロンドン大学のモリシマミチオ先生なんかは新古典派

が想定しているマーケットって言うのはバザールの資本主義であって､そんなものは先進資本国には

ないというんですよね｡あり得ないと｡だからこそ実は新古典派が想定しているような完全競争モデ

ルというのはただの神話であって､先進資本主義国であればあるほど､実は補助装置がたくさん必要

で､補助装置があって初めて取り引きというのは信頼性が保護できるんだというんですけれども､実

は自治の問題というのをずっと突き詰めていってしまうと､ものすごく極端に言えば場当たり的にそ

の都度､その都度考えるということになると思うんですが､マイノリティの権利を保護するときには､

ある程度法的な保護というのは必要で､それを自治が行き過ぎると実は圧制になっちゃう可能性だっ

て当然あり得るわけだし､ナショナルミニマムを無視しちゃうことだってあり得るし｡あるいはそこ

までいかなくても瞬時に成果が出にくいような領域の問題というのを､今はちょっとそんな時代じゃ
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ないからと飛ばしてみたりとか､そんなことはあり得ると思うんですよ｡それに対して行政法学のほ

うで､例えば､どういうクライテリアというんでしょうか､判断基準を構築しつつあるのかなという

のをちょっと聞きたかったんですけれども｡

○徳田博人 ごめんなさい｡自治との関係で｡

○質問者 (宗前滴点) 消費者保護行政の中では､果たして最後のところで確かに相手の土俵に乗

ってどこまで行けるのかというのは､ちょっとわからないというようなことをコメントして出してい

たけれども､本当はわかっているんじゃないですか｡

○徳田博人 いえいえ､本当にわかっていないですよ｡これは難しいなと思っているのは一つの切

り口ではできないなというのは思っていて､さっき言った補助装置､セフティ-ガードですか｡少な

くとも消費者の権利を保障するということになったら､去押J所に訴えやすいシステム､司法改革をど

う考えるのか｡司法まで訴えるのか難しかったら､まさにADRというか､行政にどう訴えるのかと

か､そういう整備もしないといけないだろうし､いろんなことを全部､一つ一つ細かくやってみない

といけない｡

ただ議論の仕方としては､経済効率性という先ほど宗前先生が報告したことと関連していて､ある

観点だけで全部白か黒かという二者択一的議論はまずくて､行政が従来どういう存在意義があって､

どこがまずかったから､どういう改革をするのかというのを個別具体的に見るしかなくて､ただ法律

家として攻めるときは､まずは権利論を一つ組み立てるのが一つ､論じ方としてあり得る｡

もう一つは公序というか､どういう秩序を考えるのかというのが一つあるだろうというのと､難し

いなと思ったのは第3点なんですけれども､消費者観です｡今回の答申というのは強い消費者だけで

はなくて年齢にも配慮しなさい､お年寄りにも配慮しなさいという形で一定程度制度として配慮する

システムはつくってはいるんですよ｡でも､これは冗談めいて僕の同僚に言われたんですけれども､

｢消費者契約法が出てきたときに情報の格差とか､いろいろ場の雰囲気で流されるというのは､どう

いうことなんだろうね｣と言ったときに､｢徳田先生がパソコンを業者に 『これいいですよ』と言われ

たらついつい買っちゃうじゃないですか｣と言われて､｢それですよ｣といわれたんですよ｡そうだよ

な､言われてみたら､いい人だからとか､信用してよさそうだからとか､もう一つのパソコンを比較

してみるとか､そうことをしないんですね｡だからこそクーリングオフとかがあって1週間ぐらい期

間を置いている｡

ところで､近時の消費者法関連の改革の議論では､強い消費者像を前提に､ある程度制度的に議論

を組み立てている｡しかし､そんなに消費者がクールに動けるかというと難しいのではという思いも

ある｡でも､現状を改革するために､どうこの二つに接点を見出し､先に進む議論を組み立てるのか､

難しいのです｡

従来は保護という形で全部行政が守っていたのを､こういう枠組みにしたときにどうするのかとい

ったときに､これが個人だけの問題なのか､同じような問題がいっぱい出てきているときに自治体の

果たす役割というのは､やっぱり苦情処理とか､そういう役割というのは､さっき言った補助装置と

して､ナマの生きた人間の声を聞くという意味で非常に重要な役割を果たすと思っています｡そうい

うまだ一つ一つの制度を詰めたわけではないんですけれども､難しいなと思っているところです｡つ

まり､具体的な消費者間題もあるし､消費者像のとらえ方といった抽象的議論もある｡様々なレベル

の問題を､どのように整理するのかも含めて､多くの課題がありますね｡宗前さんの質問の答えにな

っておりませんね｡すみません｡

○質問者 (宗前滴点) 実は､いやいやこれは無茶な質問だったと思っていて､僕だって答えはわ
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からないので､とりあえず投げてみたんですけれども､もう少し自治体に引きつけた話にして考えて

みると､徳田さんが想定している情報の入手経路をどうやって行政は開拓していくか｡また､おいし

い情報というのを提供者にあんまり損をさせずに､なおかつ消費者というか､主権者であるところの

国民に対する責任も果たしつつ､どう提供するのが最もいいかということを一生懸命考えていかなけ

ればいけないよねという話ではあったと思うんですよ｡

ただ､それは行政の側が受け取った情報を適切に処理できるという前提があって初めて成り立つわ

けで､自治体の場合はローテーション人事があったり､例えば消費者保護センター一つを取ってみて

も出先として位置づけられていて､それが政策決定回路に対してフィードバックするような仕組みが

全然保障されていない｡もっと生々しいことを言えばしょんぼりしながら出向していくというような

ところに県庁だと位置づけられているケースが多いので中枢じゃないんですよね｡だからポテンシャ

ル､潜在的な可能性としては非常に情報センサーとしての役割があるはずなのに､それはしばしばメ

インストリームとしての回路には乗っていないというのは､すごく問題じゃないかなというふうに私

は思います｡

○徳田博人 鋭いですね｡まさに消費者行政というのは二つの側面があって事業者との関係と消費

者との関係ですね｡三面関係の中で､消費者行政の在り方を考える必要があるでしょう｡例えば､情

報に関連していうと､苦情処理などで得た情報をまさに事業者に対するいろんな規制とか施策にどう

反映させるのか｡苦情処理なり､別のところで得た情報がここにどう反映させるのか､その際に､情

報収集から規制過程に至る過程が機能するために何が必要なのか､そういった問題意識が重要だと私

も思っています｡ただ､このへんになると行政学的な官僚制の研究も含めて､考えてみる必要がある

と思います｡

○司会 (島袋純) 他にありますか｡

○質問者 (江上能義) 興味深いお話､ありがとうございました｡幾つか聞きたいんですけれども､

行政法の門外漢でありますので教えていただきたいんですけれども､市場原理の考え方がこういった

消費者行政の中に､かなり浸透しているという､そういう基本的な前提でのお話だと｡

○徳田博人 そうですね｡

○質問者 (江上能義) それは､やっぱり徳田さんの消費者行政というか､そういう消費者行政法､

それ以外の分野でもやっぱり市場原理というのが､日本の法律の世界でいろんな各分野で浸透してい

るんでしょうか｡

○徳田博人 典型的なのが社会保障だと思います｡介護保険ですね｡

○質問者 (江上能義) やっぱり日本の行政が市場原理的な発想でニューパブリックマネージメン

トとか､どんどん導入しておりますので､当然それは法律に反映されていくということですね｡

○徳田博人 そうですo

O質問者 (江上能義) 私は 25年ぶりに早稲田に帰ったんですけれどね､私が早稲田の大学院学

生のところは全共闘体制で､｢産学共同路線で粉砕｣なんて､ところが今早稲田に戻ると､もう産学共

同のいけいけで､その使い走りをやらされて､これは 25年で大きく変わって､まさしくこの日本社

会は､世界中がそうなのかも知れませんが､市場原理ががっちりと深く広く浸透しているということ

ですよね｡それはやっぱり行政も法律も反映していて､それこそ公共系の公共とはいったい何なのか

ということは､それはおそらく徳田さんは考えておられるんだと思いますけれども､そういう意味で

いろんな課題があって､例えば公私協働論とか､そういういろんなあれがあると思うんですけれども､

ということは法律の分野でも､さっき言ったいろんな分野で､そういった市場原理がどんどん入って
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きているということですね｡社会保障もそうですし､他の分野でも､多分いろんな分野が反映されて

いるということですね｡

もう一つ聞きたいのは､これはちょっと論点から外れるんですけれども､消費者行政という観点で､

アメリカのちょろちょろと言っていましたけれども､アメリカのことも留学されていますから詳しい

と思いますけれども､今ハイテクの植物がいろいろありますよね｡遺伝子組換えのあれとか､狂牛病

の問題もありますよね｡ああいうので､結局アメリカというのは､とにかく行けいけどんどんで､見

ていると､消費者行政というのは非常にアメリカは強そうですけれども､消費者の権利というのは､

どんどんどんどんやっぱり生産者､事業者のあれにおいて後回しになっているような気もするんです

けれども､そのへんのところはアメリカはどういうふうになっているのかをお聞かせいただきたいん

ですけど｡

○徳田博人 アメリカの場合には､例えば､連邦食品医薬品局 (FDA)にしろ､他の消費者行政

機関にしろ､いろいろなルールをつくります｡行政立法､各省庁の政令とかつくりますよね｡その際､

消費者の権利と規制といった問題の立て方､つまり規制か選択の権利かなんです｡しかも､行政立法

の段階で､これは立法はおかしいという形で国民が意見を言えるし､住民とか消費者団体､あるいは

事業者も､行政のアカウンタビリティが不十分だと思ったら､その段階で裁判所に訴えることもでき

ます｡

企業が得するようなシステムはつくらないんですね｡事後規制でも日本の場合だと例えばBSEと

か食の安全で食中毒を起こしたと仮定します｡入院費に1,000万円かかった｡損害賠償は企業に対し

て 1,000万円しかもらえないんですよ｡訴訟のやり方は弁護士が間違えて800万と言ったら､800万

円しかもらえないんですよ｡アメリカの場合には､こういうことが二度とないように､故意的にやっ

たとしたら掛ける2倍､3倍もらえる懲罰的損害賠償制度がある｡このようにフェアな形を一定程度

担保して､情報はある程度提供するけれども､提供した後は消費者であるあなた方の責任ですよとい

う､そういう理念があるみたいです｡でも､実態はそれだけ賢い消費者かというところになると､ち

ょっと問題はあると思うんですけれども､というのは最初､僕はデラニー条項というのをやっていて､

デラニー条項というのは､ある物質が添加物にがんが誘発するかも知れないよ｡そうしたら市場に出

たらいけないという条項ですけれども､サッカリンに関しては例外的にサッカリン表示法といって市

場に出してもいい｡ただしサッカリンが入っていてガンを誘発する恐れがあると表示をしなさいとい

う規制がある｡アメリカにいた頃､スーパーに行って見ていたら､甘味料として､普通の砂糖とサッ

カリンが入っているので倍ぐらい値段が違うんですね｡そしたら､消費者は､多くの場合､安いほう

を買うんですよ｡表示は案外見ていない｡法的な理念としてはちゃんとやっているのに､そこをどう

考えるのか｡でも､アメリカが､すごいなと思うのは､アメリカは行くだけいって失敗したなと思っ

たら戻ってくる時計の振り子理論みたいなところがあって､市場という原理であれ､その原理や理念

に基づいて改革を行ってみて､ちゃんと戻ってくるという感覚があるんです｡日本は大きな事件があ

って何かない限り､なかなか進まないところがあるなというのが一つと､もう一つなんですけれども､

先ほどの消費者の訴訟との関係で言うと､クラスアクションとか､いざといったときに消費者が裁判

に訴えたときに企業が悪いことができないシステムはつくるんですけれども､日本の改革の場合には､

例えば株主代表訴訟なんかでもそうですけれども､企業が潰れちゃうよということになって､一定の

制限を設けたり､あるいは今回の消費者法制改革の問題なんかでも集団訴訟は認めないかもしれない

なという心配もあるんですよ｡集団訴訟がなぜ重要かというと､次のような事例への対応という問題

です｡たとえば､灯油で一人一人の損害としては1,000円とか1万円だとかなんですけれども､裁判

220



に訴えたら50万円､あるいは 100万円ほど､訴訟費用がかかるから､ほとんどの人は訴えないと｡

訴えたとしても100人200人だったら､企業は､300万ぐらい払えば終わる｡でも企業としては不正

取引のお陰で何億と儲けている｡アメリカだと正義JLlのある人が､わずか2･3人でも訴えて被害者

全員分の損害賠償を請求できる｡場合によっては､懲罰的損害賠償だって請求できる｡そうすると､

企業は､やみくもに違反なんかできない訳です｡日本の場合は団体訴訟とか認めないがゆえに､企業

が最後は損をしないような､つまり､企業が潰れないシステムをどこか残している｡アメリカは､こ

ういうところは潰れてもいいじゃんという割り切りをしていうような気がするんですね｡

また､アメリカだと､ある理論があって､その理論に即した形で制度が案外できるんですよ｡少な

くとも､理論と関連させながら､制度改革が行われ､かりに､それに沿って改革が進まない場合､そ

の理由が問われるシステムがあるんですね｡透明性が確保されているというか ･･･｡

○司会 (島袋純) 無理やり宗前さんと徳田さんの話を結び付けようという試みなんですけれども｡

○徳田博人 ありがとうございます｡

○司会 (島袋純) 基本的にやはり情報の格差､先はど宗前さんの話だとwithin-outsiderあるい

は専門的な情報の独占者たちがいて､それに対抗情報源という言葉を使っていましたが､基本的には

対抗情報源的なものを､どう位置づけて行政手続あるいは裁判の手続きを､あるいはグッドガバナン

スの中に埋め込んでいくかという問題かなという気がして､今それで二つの話が結びつけられるかな

と｡

結局､アメリカでは例えば､企業の中にコンプライアンスの問題｡今日､企業がいると思いますけ

れども､内部告発をすればその人を保護するシステムがあるじゃないですか｡それがwithin-outsider

をちゃんと保護して情報提供させると｡だから三菱の問題だとか､あんな問題が起こって内部告発者

がどんどん出てこれる｡出てきやすいシステムですよね｡だから日本の場合は企業と業界と行政が一

緒になって､インサイダーになってしまって､しかも一番情報に近いところに情報を提供させるとい

ったらまともな情報は提供しないわけですね｡それが三菱の問題であるし､ミドリ十字社の問題であ

るし､だからコンプライアンスの問題が非常に低いというか､劣っているというか｡その間題は企業

にしてもそうだし､行政にしてもそうだし､アメリカみたいに内部告発者を保護して､対抗情報源と

して生かす制度設計が全然なされていないという問題と､それと内部告発者だけじゃなくて､外部に

やはりラルフネ-ダーみたいな対抗情報源の組織的なシステム､これがないし､しかもガバランスの

中に組み込まれていないという点｡だから､そこが非常に大きな問題点じゃないかなと｡これをおそ

らく沖縄だけの問題に限らず､日本全体で､このシステムを今から構築しないと三菱はまた起こるし､

ミドリ十字社はまた起こるという問題ですよね｡

だから､コンプライアンスという言葉が出てきて思ったんですけれども､やっぱり対抗情報源ある

いはウイディンアウトサイダーこれをどう出てきやすいように､しかもガバナンスの中に位置づけて

いくかという､これをどう構築するかなというのが私の感想です｡

それで､一つその中で考えて思ったのは後期資本主義とか晩期資本主義とか､いろいろ資本主義の

発展段階論というのがあって､それで大学院時代いろいろ勉強したけれども､なかなか難しくてなか

なかわかりにくかったんですけれども､基本的にバザ-ルの資本主義と言っていますけれども､現代

の資本主義というのは全然違う資本主義で､国家が市場の中に大介入しない限り､市場の原理そのも

のが破壊されてしまうという｡そういう時代ですよね｡その中では､もう市場を生かすも殺すもとい

うか､国家がなければ､市場さえも生きていけない｡存在し得ないという中で､その中､基本的に､

中央の様々な諸機構､裁判制度も､公正取引委員会もいろんなのを合わせたのと､それから地方自治
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体との間で役割分担をどうするかということ｡それがもしかしたら自治基本条例とか､あれ県レベル

の自治基本条例を考える上で非常に重要になるかなと思って､それでお話を聞いていると経済規制的

なことは国が｡それから消費者保護的なことは県あるいは自治体がというイメージなんですけれどもo

沖縄の場合は総合事務局にある公取室が､実を言うと県域の経済規制的なことも取り扱っているんで

す｡県も全く同じ領域を取り扱っている｡それで基本的に僕の発想としては､国家機能を持った県と

いうのをつくったほうがいいんじゃないかと思っているんで､総合事務局の公取室の機能も県が持っ

ていいんじゃないかという発想があるんです｡

新しい道州制の問題ですけど.だからどういう意味かというと国家的な機能､国家が市場を管理す

る､あるいは市場を活性化する｡あるいは経済規制を行うという｡そういった役割を持った自治体と

いうのを両方備えたような自治体という｡これは広域レベルの自治体ですけれども､それを道州制の

新しい姿としてみるということはできるし､しかも､経済規制と社会規制的な部分｡それをしかも統

合するというのは､こんなことでしかできないのかなというイメージです｡これについて積極的な案

をお願いしたいんですが｡

○徳田博人 後者については､ちょっと考えてなくて､多分何となく道州制に関しては少しちょっ

とまだアレルギーがあって (笑)､ここはまだこれから勉強します.僕の研究スタイルは､自分の研究

テーマから少し広げていって､そこから発言を確実にもっていこうとするものですから､自治の問題

にたどり着くまでに､時間がかかったので､これからあれこれと考えてみたいことが多々あります｡

さて､島袋純さんのもう一点の指摘ですが､つまり対抗的情報に関する指摘は鋭いなと思って､本

当にいい勉強をさせていただきました｡ありがとうございます｡ミスったなと思ったのは内部通報制

度については法律ができました｡公益のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱い

を制限する法律で､｢公益通報者保護法｣と呼ばれている法律です｡これについてはまだ詳しく勉強し

ていなので､詳しいコメントは避けます｡しかし､対抗的情報源が出やすい環境という観点から､こ

の法律をどう評価できるのか､あるいは,その法律との関連性､そういった観点からまとめると面白

いのができそうだなと思って本当に嬉しく思っています｡後でいろいろまた教えてください｡島袋先

生のおっしゃる通りだと思います｡

○質問者 (富里大八) 宮里といいます｡今日､お話を聞いていて思ったのは､ちょっと具体的な話

になるんですけど､2枚目のトレサービリティという点で､最近大変興味があります｡先ほどHAC

CPとか､最近ではISOの22000というのができるという話を伺っているんですけれども､この食

の安全という先生の分野ですけれども､その食の安全を保障するため消費者に対して､それは企業側

がやるのか｡それとも行政側がやるのかというのも大きな問題になっているのかなというふうに私個

人的に思っているんですけれども､その企業が､果たしてどこまで食を安全に提供するか｡もしくは

生産者､農家の方々がどれだけ無農薬であったり､有機栽培であったり､そういったものを提供でき

るか､もしくは行政側としてそれをどう情報をきちんと明確にして提供できるのかというのを最近い

ろんな文献を読んだりとか､講演会に行って考えるようになったんですけれども､先生のお考えで､

もし行政と企業と消費者の先はど三つの体系図があるということだったんですけれども､それで食の

安全ですとか､消費者に対して､どういったものが必要なのかというのをお聞かせ願えればと思いま

す｡

○徳田博人 基本的にトレサーピリティをやる責任者は業者です｡これは企業の責任だと思ってお

ります｡農場から食卓まで｡行政がやる仕事は基本的に検証です｡その履歴として情報として残った

もの､つまり､企業が記録に残しているものが正しい情報なのかどうかということを確認する｡これ
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に対して消費者のほうは､まさに知る権利の行使をどのように実効的に行えるのか｡企業の情報を公

開してもらい､行政に検証してもらう｡そのシステムの中で､対抗的情報源というのがどういう役割

をするかというのは､今日､このような考え方を教えて頂いたものですから､今後､検討課題の一つ

にしたいと思っておりますけれども､基本的には行政自身が､消費者の立場に立って､検証し､消費

者は消費者で行政に対して､あれこれと請求できるシステムが必要になると思います｡

要約すると､最も情報源をつくりやすいところは事業者でしょうから､第一次的には消費者に対す

る情報提供のシステムを内部的に制度設計する責務を企業がもつ｡ただ､その際にそれに関わるイン

フラに関しては､食とか商品に内部に加算されるでしょうけれども｡商品の保障システムの拡大と考

えればいんでしょうね｡そういったシステムの適正化を前提にして､行政や消費者がコミットできる

仕組みを組み込む必要があるかと思います｡漠然とした答えになってしまいましたが､よろしいでし

ょうか｡

○司会 (島袋純) では時間になりましたので終わりたいと思います｡
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