
家族や生活が国境を越える時代に
国籍はく奪は許されるか

〜国籍はく奪条項違憲訴訟 東京高裁判決に向けて〜

自由人権協会京都 2021年12月例会

2021年 12月 7日 (火)
18:00〜20:00 ZOOMにて
＜参加費 無料＞
※どなたでもご参加いただけます

【講師】弁護士 仲 晃生 さん
国籍はく奪条項違憲訴訟 原告弁護団事務局長
京都弁護士会所属、自由人権協会京都 事務局員

主 催： 自由人権協会京都（TEL：075-241-1092）

お申し込みはホームページからお願いします。URLは↓です。

https://jclu-kyoto.jimdofree.com/
＜申込締切 12月5日(日)正午＞

【特記事項】
・お申込いただいた方には開催までにZOOMの招待メールをお送りします。
・講演中は、できるだけカメラを「オン」にしてご参加ください。
・録音や録画はできません。

今秋、ノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏について、岸田総理は「日本人とし
て大変誇らしく思っている」と祝福しました。
ところで、真鍋氏は、米国籍を取得したためアメリカ国民であり、日本国籍は有し

ていません。現・国籍法では、日本国民は自らの意思で外国籍を取得すると、強制的
に日本国籍を失ってしまいます。国境を越えて生活し、必要に迫られて外国籍を取得
する人々から、一方的に日本国籍をはく奪するという現行法の定めは、憲法上、問題
ないのでしょうか。
東京地裁は、本年１月21日、国籍はく奪条項を合憲としました。現在、東京高裁

で控訴審が係属しています。今回は、同訴訟の原告弁護団の事務局長を務める仲晃生
弁護士に、国籍はく奪条項の問題性や国家と国民の関係を憲法の観点から解説してい
ただきます。



わたしたちの国で問題となっている外国人、子ども、女性、障がい者などの人権は、そのいずれもが日本社会の基本的な枠組み、
あるいは将来のあり方にかかわっています。そのことを鋭く自覚して、人権尊重の方向を推し進めることを目的として、１９９０年９月に
当会は創立されました。以来、約３０年にわたって、党派性を排する活動原則と、国際的視野で取り組むことをモットーに、基本的人
権に関する様々なテーマを取り上げてきました。最近１０年間に開催した講演会は以下のとおりです。

人権尊重の社会に向けて、学び、考えることは、わたしたちの日々の行動や生活に変化をもたらします。当会はメンバーを随時募集
しています。ご関心のある方は、ぜひお気軽に以下の連絡先までご一報ください。

【連絡先】 自由人権協会京都 事務局長 古家野彰平 メールアドレス jclu.kyoto@gmail.com
※会員の方には、講演会情報と会員向けニュースレターをお届けします。

会員コース（自由選択） Ａコース：月額５００円 Ｂコース：月額１０００円 Ｃコース：月額２０００円

自由人権協会京都は、メンバーを随時募集しています！

日時 講 師（敬称略） 主な肩書き（開催当時） テーマ

2021/4/19 山本了宣 弁護士（大阪弁護士会）
刑事手続ＩＴ化にどう向き合うか 〜これからの刑事弁護
を見据えて〜

2020/12/14 曽我部真裕 京都大学大学院教授
SNSにおける誹謗中傷と表現の自由〜その投稿、表現
の自由？人権侵害？〜

2020/7/1 金杉美和 弁護士 刑事弁護のココロ

2019/12/3
崎間昌一郎
中島俊則
永井美由紀

弁護士
弁護士
元・当番弁護士を支える市民の会 事務局

塚本誠一先生を偲ぶ

2019/9/14 益子 千枝 精神保健福祉士、公認心理師、福祉心理士
なんで「あんな奴ら」の支援ができるのか？～犯罪加害
者など問題を抱える人たちの支援の現場から～

2019/6/15 南 和行 弁護士（大阪弁護士会）、映画「愛と法」出演
映画「愛と法」上映会＆講演会「同性婚から考える、いろ
んな家族、カラフルな社会」

2019/4/22 堀 和幸 弁護士、当会代表理事、オウム事件元弁護人 極悪非道を 弁護するⅡ～オウム事件の弁護人～

2019/2/18 亀石 倫子 弁護士（大阪弁護士会）
攻めの弁護で社会を変える～彫り師医師法違反事件の
弁護活動のすべて～

2018/11/3
作花 知志
二宮 周平

弁護士（岡山県弁護士会）
立命館大学法学部教授

「家族」って何だろう？～憲法訴訟の最前線から考える
家族制度と司法の役割

2018/6/23 石高 健治 フリージャーナリスト 金正恩委員長の思惑

2018/3/26 潮見 佳男 京都大学法学部教授
相続法も変わる ～無関係ではいられない！配偶者居
住権、遺産分割、遺言、遺留分～

2018/2/20 池田 良太 弁護士、当会会員 刑事弁護の王道 ～行くに径に由らず～

2017/11/15 関谷 滋 元JATEC、べ平連活動家、当会会員
ベトナム戦争と脱走米兵 ～戦場に戻らなかった米兵と
の日々～

2017/10/4 スティーブンR
シャピロ

弁護士、元ACLUリーガルディレクター
THE FIGHT IS ON. ～トランプ大統領令と司法の独立
～

2017/9/8 岡田美智男 豊橋技術科学大学情報・知能工学系教授
「弱いロボット」と人間の間 ～「一人では何もできない者
(ロボット)」が生み出す関係性～

2017/6/24 小杉麻李亜 京都イスラーム文化協会アカデミックアドバイザー
在日ムスリムとの共生～世界一明るい宗教から生きて
いてしんどい日本人へ～

2017/3/4 坂上 香 映画監督 「トークバック 沈黙を破る女達」上映＆講演会

2017/1/26
宮本 恵伸
橘 英樹
Aさん

弁護士、当会理事
弁護士
冤罪被害者

取調の実態～こんなやり方あり？！～

2016/11/30 遠山 大輔 弁護士、当会会員
えん罪の作られ方 ～捜査機関の方程式を打ち破る！
～

2016/9/30 川合 仁 精神科医、当会代表理事 精神科医療改革運動と反薬害、公害闘争の経験から

2016/6/18 小杉 泰
京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科
教授

現代イスラームと国際社会 ～イスラーム法の発想を読
み解く～

2016/2/23 長野 浩三 弁護士、KCCN理事兼事務局長 消費者問題のやりがい ～見えない思いを紡ぐ～
2015/10/26 大谷 實 同志社総長 個人主義と人権問題

2015/6/20
小野 誠之
崎間昌一郎
田原 睦夫

弁護士、当会元代表理事
弁護士、当会会員
弁護士、元最高裁判事

今､伝えたいこと ～これからの法曹のあり方～

2015/2/14 海渡 雄一 弁護士、福島原発告訴団弁護団 なぜ検察審査会は起訴相当議決に至ったか

2014/6/7 児童養護施設
出身者

ＣＶＶメンバー
私たちのことを知ってください ～児童養護施設出身者
の声～

2014/1/29 折田 泰宏 弁護士、当会会員 ドンキホーテと私

2013/10/19 寮 美千子
船木 洋志

作家 等
殺人被害者遺族

詩が開いた心の扉 ～被害者救済と加害者支援～

2013/6/8 清水 康之 ライフリンク代表
いのちのつながり ～自殺の実態調査から見えてきたも
の

2013/1/17 出口 治男 弁護士、当会会員 ４２年間の法曹人生を振り返って

2012/12/1 ニキ・リンコ 作家、翻訳家
自閉っ子､こういう風に出来てます！ 当事者から見た発
達障害とそうでない人との違いとその特性

2012/6/2 山本 晴太
趙 博

旧浮島丸事件訴訟弁護団員
歌劇派芸人

戦後補償について宋さんが開けたパンドラの箱
～浮島丸事件訴訟を通して考える～ 宋斗会さんを偲

んで
2012/3/17 野中 広務 元官房長官 歴史に学ぶ ～国旗・国歌の強制は必要か～
2012/2/6 小野 誠之 弁護士、当会元代表理事 生き方としての憲法 ～弁護士小野誠之が学んだこと～
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