
定の規定が反映されている。また、テロリスト犯罪

による脅迫の罪の首謀者・黒幕に対して科す刑の上

限を８年以上にするという枠組決定の規定も反映

されている。

（第５項）

テロリスト団体を支援し、又は宣伝した者は、

第１項又は第２項の場合においては６月以上10

年以下の自由刑、第３項の場合においては５年

以下の自由刑または罰金刑に処す。第１項又は

第２項に掲げられた団体の構成員または支援者

を得るために宣伝を行った者は、６月以上５年

以下の自由刑に処す。

（第６項）

裁判所は、罪の程度が軽く、かつ、関与の重

大性が低い者については、第１項から第３項ま

で及び第５項の場合においては、刑を減ずるこ

とができる。

（第７項）

裁判所は、行為者が以下の行為を行った場合、

刑を減ずることができる。

・自発的かつ真摯に、団体の存続の防止又はそ

の目的に則った犯罪の防止のための努力をし

た場合

・自発的に、知見を適時に明らかにすることで、

犯罪を防ぐことができた場合

行為者が団体の存続防止という目的を達成し

た場合、又はその目的が行為者の努力なくして

は達成されなかった場合、同人は刑を科されな

い。

（第８項）

６月以上の自由刑に併せて、裁判所は、公職

につく能力、公の選挙から生ずる権利を獲得す

る能力を剥奪することができる。

（第９項）

第１項、第２項及び第４項の場合には、裁判

所は、行状監督を命ずることができる。

注

⑴ 渡邉斉志「テロ対策のための立法動向」『外国の立

法』212号 2002.5. pp.105-114.

⑵ 『主要国における緊急事態への対処』国立国会図書

館調査及び立法考査局 2003.6. pp.106-107.

⑶ BT Drucksache15/813

⑷ ABl.L164vom 22.6.2002,S.3.

⑸ ABl.L82vom 22.3.2001,S.1-4.

（わたなべ ただし・海外立法情報課）

【短信：ロシア】

ロシアの住宅・公共サービス改革
溝口 修平

プーチン大統領は、1999年８月に首相に就任

し政治の表舞台に登場して以来、積極的に社会

政策改革を進めている。同年12月には、それま

での政策における長期的戦略の欠如を指摘し、

ロシア
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「戦略策定センター」を設立、大統領就任後の

2000年５月には ロシア連邦の社会経済発展の

長期基本方向」を政府に提出さ
(注１)

せた。

2003年５月６日に同大統領が署名、発効した

「『連邦住宅政策基本法』及びその他の住宅・公

共サービス料金支払いシステムの改良に関する

法律の改正並びに増補法」（以下「住宅・公共

サービス料金改正法」）も、そうした社会政策改

革の一環として位置付けられる。ただし、大統

領の目指す改革が国民の間で受け容れられてい

るとは必ずしも言えない。本法が成立するまで

にも、議会での激しい論争や市民の反対運動も

起きており、本法が議論の多いものであったこ

とを物語っている。

以下では、⑴ソ連時代の住宅事情とソ連崩壊

後の住宅改革、そしてその過程で生じた問題点

を概観し、⑵今回の法改正の目的とその内容に

言及した上で、⑶議会の反対勢力や識者の見解

も紹介し、⑷今後の住宅政策を展望する。

⑴ 背景

社会主義体制下では、住宅に対する厳しい規

制があった。１世帯につき１戸のみの住宅所有

が認められており、その居住面積は60㎡が上限

とされて
(注２)

いた。また、住宅の個人所有は極力抑

制されていた。その結果、大都市では個人所有

の住宅は存在
(注３)

せず、ほとんどの都市住民は ク

ヴァルチーラ( )」と呼ばれる集合住宅

で、１部屋に１家族が住み、廊下、台所、浴室

は共用する生活を送っていた。

比較的金銭的な余裕のある市民は、住宅建設

協同組合を作り、建設機関に建物の建設を依頼

することもできたが、建設終了後に協同組合の

メンバーが獲得できるのは、出資額に応じた広

さの住
・
居
・
の
・
利
・
用
・
権
・
のみであり、その所

・
有
・
権
・
は与

えられな
(注４)

かった。

このように、ソ連時代は多くの国民が、国有

または公有の狭い住居で暮らさざるを得ない状

況が続いていた。しかし、1985年のペレストロ

イカ開始後、個人所有住宅の建築を奨励する政

策がとられるようになった。1991年７月に制定

された「ロシア共和国住宅フォ
(注５)

ンド私有化法」

などにより、国有または公有住宅の無償譲渡に

よる私有化が進められたのである。

こうした住宅私有化と並行して実施されたの

が、「連邦住宅政策基本法」(以下「基本法」)を

基盤とする住宅・公共サー
(注６)

ビスの改革である。

従来、ロシアでは住宅・公共サービス料金は非

常に低く設定されていたため、連邦政府や実際

にサービスを提供する地方自治体の財政は強く

圧迫されていた。1992年１月の価格自由化によ

る物価急騰にもかかわらず、住宅・公共サービ

ス料金は改正されなかったために、住宅の維持

補修すらままならないほどに財政は逼迫してい

たのである。

そこで導入されたのが、 基本法」である。そ

の結果、住宅・公共サービス料金は、1998年ま

での５年間で、住宅の維持補修や公共サービス

など実際に要する費用に一致する額に、段階的

に引き上げられることになった（第15条
(注７)

１項）。

それと同時に、住宅・公共サービス料金の引き

上げにより生じる市民の負担増に対応するため

に、連邦政府と地方自治体による助成制度も設

けられた（同２項）。

以上のような住宅政策の改革の中で、住宅・

公共サービス料金の引き上げは順調に進んでい

ると評価されているが、同時に、料金引き上げ

により生ずる社会的緊張を緩和するための助成

制度が円滑に機能しているとは言いがたいとい

う指摘もなされて
(注８)

いる。

⑵ 「住宅・公共サービス料金改正法」の目的

と内容

「住宅・公共サービス料金改正法」は、2003

年４月に上下両院で採択され、同年５月６日の

大統領の署名によって制定され、発効した。同

ロシア
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法も、90年代に進められてきた上述の住宅政策

の基本路線を踏襲し、 無限の財政的な施し」に

慣れた慢性的な赤字部門を正常化することを目

的として
(注９)

いる。

同法の主な内容は以下のとおりである。

・「基本法」の改正と増補（第１条）

ａ）「基本法」第１条の基本概念に関する改正と

増補

住宅の維持、補修、賃貸の料金等、本法にお

いて中心的な基本概念の定義が示された。

ｂ）住宅・公共サービス料金に関する改正と増

補

連邦政府が毎年、住宅・公共サービスの標準

料金及びその供与規則等を定め、それに従い連

邦構成主体が地域の標準料金を定めること、さ

らに、それに基づき地方自治体が、住宅・公共

サービス料金規準を定めることが示された。予

算の変更がない限り、年度内でその料金が変更

されることはない。

さらに、料金の決定方法や住宅補修費の補償

に関する規則、連邦政府から連邦構成主体への

財政援助の対象と範囲に関する規則、市民に対

する助成金についての規則などが具体的に規定

された。

・「ベテラン法」の改正（第３条、第６条）

1995年１月に制定された「ベテラン法」は、

第22条の「永年勤務退
(注10)

職者の社会的保護手段」

について、改正がなされた。それによると、住

宅料金の特権は、公有の住宅フォンドに住む人

に提供され、永年勤務退職者家族の非就労メン

バーに対しても拡大されることとなった。その

特権は、居室面積の50％に対してかけられるこ

ととされ、与えられる特権の内容については

2005年４月１日までに適切な法律が整備される

ことになった。

このように、本法では、従来よりも概念の整

備が進み、住宅・公共サービス料金の徴収や補

助金の助成に関する規則が明確化された。

⑶ 反対派の見解と法律の評価

「住宅・公共サービス料金改正法」の成立に

はかなりの紆余曲折があった。とくに、第２読

会では３度法案が否決され、可決となった投票

でも賛成227票と過半数に必要な226票をわずか

１票上回っただけ
(注11)

だった。

「ヤブ
(注12)

ロコ」や共産党といった反対派は、同

法案が公共料金の高騰を招き、住宅・公共サー

ビス部門の債務を住民に転嫁するものである限

り、それは市民を危険にさらすものであると主

張し、反対した。また、この立法に対する抵抗

は議会内にとどまらず、市民や「ヤブロコ」の

青年組織による抗議運動も行わ
(注13)

れた。第３読会

でも、住宅・公共サービスシステムの価格高騰

を招くとして「ヤブロコ」と共産党は反対にま

わったが、最終的には過半数を占める政権寄り

の中道派が賛成し、法案を採択にこぎつ
(注14)

けた。

社会政治研究所のアナトリー・ゴロフは、本

法を基本的には評価しながらも、そこには次の

ような２つの重大な欠陥があると指摘してい

る。第１に、本法は低所得者から収入の22％を

公共サービス料金として徴収することを許可し

ているが、１人あたり1000ルーブル程の収入の

家族から220ルーブルを徴収することは、彼らに

最低生活水準以下の生活を強いることになる。

第２に、本法は公共サービス利用者の権利保護

等について何も言及していない。また、公益事

業労働組合代表のアレクサンドル・ワシレフス

キーも、法自体は良いものだとしながらも、そ

れは市民の住宅確保の問題については明快さを

欠いていると批判して
(注15)

いる。

⑷ 今後の課題

2003年春の会期で最も論争的な法案の１つと

いわれた「住宅・公共サービス料金改正法」は

こうして成立
(注16)

した。改正前から存在する条項で
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はあるが、「６ヶ月に渡り社会賃貸契約による住

宅料金が支払われなかった場合、賃借人及び住

人は家族と共に、裁判規則に従って、提供され

た住宅からの退去処分を受ける」という条項（第

15条５項）が大きくメディアで取り上げられて

いるよ
(注17)

うに、市民の負担増に対して懸念が寄せ

られている。そうした負担増から市民、特に社

会的弱者をいかに保護しながら、住宅の私有化

と住宅・公共サービスの受益者負担を進めてい

くかが、今後のロシアの住宅政策の課題であろ

う。

注

⑴ 2010年までの長期的な社会経済発展を目指すため

のプログラム。詳細は、笠井達彦「プーチン政権の社

会政策改革」平成14年度外務省委託研究『プーチン政

権におけるロシア社会・労働法制の改革』を参照。

（日本国際問題研究所のウェブサイト http://

www.jiia.or.jp/pdf/russia centre/h14 putin/04

kasai.pdf>（last access:2003.8.28）

⑵ ただし、家族構成員が多い場合には、１人あたり12

㎡という基準によって、この上限を超えることが認

められた。（藤田勇『概説ソビエト法』東京大学出版

会,1996,pp.211-212.）

⑶ 森下敏男『ポスト社会主義社会における私的所有

の復活』多賀出版,1997,p.480.

⑷ 個人所有以外の住宅は、その所有の形態により、国

有住宅、社会団体住宅、協同組合住宅の３つのタイプ

に大別されていた。

⑸ 住宅資産を指す。

⑹ ロシアでは、旧ソ連時代から住宅供給だけでなく、

電気、上下水道、ガス、給湯等のサービスも一括供給

していたために、このように呼ばれている。

⑺ その後、1996年の政府決定により、その達成時期は

2003年までの10年間に延長された。（

）（「住宅・

公共サービス料金システムの整備に関する政府決

定」『ロシア連邦法令集』,1996,26号,3139番.)

⑻ 篠田優「ロシアにおける住宅の商品化と住宅保障」

小森田秋夫編『市場経済化の法社会学』有信堂高文

社,2001,pp.173-175.

⑼ ,

2003.5.8（「住宅への補助金」『ロシア新聞』

2003.5.8.)

永年勤務退職者（ ）とは、恩賞やメダ

ルの表彰を受けた人、ソ連やロシア連邦の名誉称号

を授与された人、所轄官庁の勤労勲功章を授与され、

規定年限の勤続による養老または勤続年金給付の資

格を受けている人のことを指す。

Duma Passes Housing-Reform Bill by One
 

Vote,”RFE/RL Russian Political Weekly,3：13,

2003.3.26.

市場経済改革、民主主義、人権、欧米との関係強化

を唱える改革派政党。改革推進の立場から、政権を強

く批判してきた。名称は、創立者のヤブリンスキー

(現党首)、ボールディレフ（脱党）、ルキンの頭文字

からとられたもので、ロシア語でりんごを意味する。

, 2003.4.10（「下院における公

益事業のスキャンダル」『独立新聞』2003.4.10.)

Controversial  Housing-Reform Bill  Clears
 

Final Hurdle in Lower Chamber,”RFE/RL News-

line,2003.4.10.

, 2003.4.10（「下院における公

益事業のスキャンダル」『独立新聞』2003.4.10.)

Putin Signs Housing-Reform Law,”RFE/RL
 

Newsline,2003.5.9.

http://www.polit.ru/docs/612276.html>（last
 

access:2003.8.18）（「下院は債務者の追放を許し

た」)； Controversial Housing-Reform Bill Clears
 

Final Hurdle in Lower Chamber,”RFE/RL News-
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line,2003.4.10.

参考文献（注で挙げたものを除く）

・

, 2003.5.8（「『連邦住宅政策基本

法』及びその他の住宅・公共サービス料金支払いシス

テムの改良に関する法律の改正並びに増補法」『ロシ

ア新聞』2003.5.8.）

・

(「連邦住宅政策基本法」『人民代議員大会及び最高会

議公報』1993,３号,99番.)

・

2003.3.22（「下院は第二読会で住宅・

公益事業改正法案を可決」『プライム―TASS』,

2003.3.22.)

・瀬戸口剛「ロシア連邦の住宅政策の転換（その１）

――国家の住宅から個人の住宅へ」『住宅』47巻５号、

1998.5,pp.57-63.

・瀬戸口剛「ロシア連邦政府における住宅政府の転換」

『都市住宅学』19号,1997秋,pp.121-124.

・ D.ウォロンツォフ「ロシアにおける住宅市場の形成

と住宅公共事業改革」『ロシア東欧貿易調査月報』43

巻９号,1998.9,pp.21-38.

（みぞぐち しゅうへい・海外立法情報課非常

勤調査員）

【短信：韓国】

国民健康増進法―たばこ規制の現状―
白井 京

2003年５月、WHO総会において「たばこ規制

枠組条約（Framework Convention on Tabac-

co Control）」が採択され、日本でも受動喫煙の

防止義務を定めた健康増進法が施行された。分

煙や禁煙への取り組みを含むたばこ規制は世界

的趨勢で
(注１)

あるが、欧米各国に比べて韓国のたば

こ規制の現状についてはあまり知られていな

い。ここでは、韓国におけるたばこ規制につい

て、国民健康増進法を中心に紹介する。韓国は、

喫煙率等の現状はさておき、たばこ規制への法

的取組みについては、我が国の一歩先をいく状

態にある。

韓国におけるたばこ

韓国の平均的なたばこの価格は1500ウォン

（約1.25ドル、日本円で約150円）である。米国

の4.6ドルに比べれば安いが、平均所得の比率を

計算に入れると消費者の実感としては米国とほ

ぼ同じであり、日本よりも高いと言える。その

うち租税等負担率は約70％であり（日本は約

62％）、内訳はたばこ消費税（510ウォン）、教育

税（255ウォン）、付加価値税（136ウォン）、環

境廃棄物負担金（４ウォン）、葉煙草生産安定化

基金（10ウォン）、後述する国民健康増進負担金

（150ウォン）等で
(注２)

ある。

韓国
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