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相模原市の障害者施設でとうとう起きてはならないことが起きてしまった。事件の背景にあ

るのは、「脳死を人の死」と定義し脳死臓器提供を可能とした改悪臓器移植法施行、「尊厳死」

 

   ネットワーク・ニュース NO.４３ 
     2016年 10月15日発行 
     発行 心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク 
  
   連絡先 板橋区板橋２-44-10-203 ヴァンクール板橋 北部労法センター気付 
   090-9240-9716  e-mail  kyodou_21@yahoo.co.jp 

    郵便振替口座 00120-6-561043  加入者名 予防拘禁法を許すな！ネットワーク 



ネットワークニュース NO.４3                       2016.10 
 

2 
 

立法策動、出生前診断の浸透、障害者差別の助長政策等々、いまこの国を覆う優生思想－命の

選別を容認する排除・抹殺思想の拡大だ。 

 だが厚労省はこの点には一切言及せず、事件の全体像が不明の中で精神保健の問題にすり替

え、8/8に「相模原市の障害者支援施設における事件の検証及び再発防止策検討チーム」を設

置し、9/14「中間とりまとめ」を公表した。それは「秋頃を目途に再発防止対策をとりまとめ

る」としているが、主に精神保健福祉法の強制入院制度である措置入院が「今後の検討課題」

とされ、退院後の保護観察や精神病院への通院強制等々、支援という名の強制医療・監視強化

策が示唆されている。 

 法務省は長年の願望・保安処分新設を池田小事件を口実に精神障害者差別を利用して厚労省

と一体となって医療観察法制定で達成した。私たちは、今回も相模原事件を利用して精神障害

者差別を煽りながら、措置入院制度の医療観察法化が図られるのではないかとの大きな危惧を

抱いている。「検討チーム」の資料には「医療観察法関係」も添付されている。 

 今回の集会は、医療観察法を廃止せよの声とあわせ、相模原事件を口実にした精神障害者へ

の更なる差別・隔離・監視強化策を許さない、優生思想の克服を、との声をあげていきたい。

多くの皆さんのご参加を訴えたい。 

■日時：11月 20日（日）13:00開場 13:30～16:30 

■場所：アカデミー茗台レクレーションホール B 

■交通：東京メトロ茗荷谷駅 

徒歩 10分 都バス［都 02／02

乙］小石川 4丁目停留所 徒歩 3

分 

■講演＆ビデオ： 

「重度知的障害／自閉の息子の自立生活～相模原事件から考える」 

  岡部耕典さん（早稲田大学） 
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7月医療観察法廃止全国集会報告 

 

■各地域・現場からの報告など 

■呼びかけ団体 ○心神喪失者等医療観察法をなくす会 

         ○国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 

         ○認定NPO大阪精神医療人権センター 

         ○心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワーク 

 連絡先：東京都板橋区板橋2-44-10-203 ヴァンクール板橋 北部労法センター気付              

E-mail：kyodou_21＠yahoo.co.jp． Tel：090-9240-9716 

 

 

7月24日に、毎年7月11月に開いている「医療観察法廃止全国集会―精神障害者の差別・

隔離強化を打ち破ろう」を開いた。参加は130名と順調に増えている。今回アンケートを取っ

てみたが、医療観察法に迫った講演と当事者家族の発言ということで、おおむね好評だった。

素人による集会で準備も当日も不手際が目立つのだが、それでも多くの方が来てくださるのは、

医療観察法の問題性、精神障害者を巡る制度の問題点、などを日ごろから考えている人が多い

のだろう。多くの方の参加を励みに、今後も法廃止にむけて粘り強く人々に訴えていきたい。

全国集会の内容の充実のためにも努力したいと思う。 

集会は主催者挨拶の後、講演は精神科医の中島直さんの「医療観察法は廃止されるしかない

―批判的関与の現状と課題―」。特殊・

閉鎖処遇なのに入院決定が安易に出す

ぎている、治療内容では一般医療で十

分の場合が多い、社会復帰のためにも

一般精神医療より良いとか効果が上が

っているとは言えない、退院準備等は

重閉鎖処遇のためやりにくい、治療も

社会復帰調整も医療観察法施設退院後

の民間病院でやり直さなければいけな
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9.11学習会報告 

「障害福祉と介護保険の関係について」 
 

 

いケースもある、長期拘禁により体力や社会性が落ち、病院での生活ではなく実際に出た後の

効果はあがっていない、普通は低予算の精神医療に保安目的ゆえ予算が付く、など、鑑定や退

院後の通院処遇に関わっている立場から医療観察法の問題点が述べられた。司法・社会防衛の

ためにできていて本質が間違っているので、その結果の閉鎖性とかは修正による改善はできな

いとのことだった。医療観察法に関わっている方の発言は具体性と根拠が明らかなので来てく

ださって有り難い。 

そのあと医療観察法対象者のお父さんから、診断の誤りと多剤大量の薬の副作用で症状が悪

化し、退院できない状態が続いている訴えがあった。制度の問題性が迫力をもって話されて良

かったと思う。質疑の後はリレートーク。大阪精神医療人権センターより大阪の報告とイタリ

ア精神医療の集会案内、国連恣意的拘禁作業部会日本訪問実現委員会より新しい取り組みの報

告、ピープルファーストより施設の虐待などの問題点、障害者大フォーラムより運動の報告と

案内、広島県立大学の方より裁判の話、京都弁護士会の方より付添い人活動の体験と司法と福

祉の連携の問題点、とそれぞれの方の時間いっぱい盛りだくさんの発言を受けた。集会の後は

恒例のお茶とお菓子の交流会を行った。（山中） 

 

 

 

 

 

9月11日に藤岡毅弁護士を講師に招いて、「障害福祉と介護保険の関係について」と題した

学習会を開催した。この間、介護保険の統合へと向かう流れの中で、いわゆる「65歳（介護保

険優先）問題」に対する取り組みも、新たに始まっている。今回は、「介護保険への統合、およ

び、介護保険優先問題」と「障害福祉」との関係について、全体像からの批判や問題点の指摘

を戴き、精神障害者・身体障害者を貫きかけられている攻撃としてどう対抗していくのか、改

めて学習・討論を企画した。 

90ページにも及ぶ資料を基にした提起では、65歳になると（介護保険に指定された特定疾患

については40歳）適用される「介護保険優先原則」は、「障害者は 65歳の誕生日から障害者で

なくなるのか？」という疑問が出されている通り、それまでの障害者の地域での自立生活の営

みを否定・破壊する作用を及ぼすものとなっていること、とりわけ障害福祉における「重度訪

問介護」に代わりうるサービスは介護保険にないにもかかわらず、これまでも強制的に介護保

険に移行させられたり、介護保険の申請を拒むと障害福祉を打ち切られたりしたため、障害福
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祉の継続と保障を求めた全国的な闘いが取り組まれてきていることなどが報告され、根拠とな

っている「保険優先原則」の批判も展開された。 

また、そもそも自立支援法違憲訴訟の基本合意では「介護保険との統合を前提としない事」

となっており、「障害者の尊厳と平等と生存権を基本的人権として公的に保証する制度が不可欠」

であり、「保険集団の中での相互扶助という社会保険原理とは相いれない」ということ、「保険

のほうが保険掛け金との対価性があるので『権利性が高い』という主張は誤り」だということ

等が指摘された。 

基本合意文書（要望書も含んで）が確認した障害者福祉制度の方針は、次の通り。 

１．介護保険統合の否定 

２．介護保険優先原則の廃止 

 ① 法律での優先規定（障害者自立支援法第7条）の廃止 

 ② 厚生労働省の優先通知の廃止 

３．障害の特性を配慮した選択制の導入 

最後に、介護保険統合・優先の流れと並行して「新たな福祉サービスのシステム等のあり方

検討プロジェクトチーム」が今年3月立ち上げられ、7月15日には「第１回『我が事・丸ごと』

地域共生社会実現本部」会合が開催されたことが報告され、高齢者・障害者・子供を対象にし

た各制度（介護保険法、障害者総合支援法、子ども支援新制度、（生活困窮者支援法）など）を

一つにまとめようとする動きについて指摘があった。 

「福祉は与えるもの、与えられるものといったように、『支え手側』と『受け手側』に分かれ

るのではなく、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し」「『他人事』になりがちな地域づくりを地域住民が『我が事』として

主体的に取り組んでいただく仕組みを作っていく」のだそうだ。 

いよいよ国の責務である公助の全面的切り捨てと、自助・共助への切り替えが急ピッチで進

んでいきそうだ。65歳問題をはじめ、一つ一つの取り組みを具体的に作り上げ、結びつきなが

ら、障害福祉全面切り捨て攻撃の大きな流れに抗していこう。 
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「生きている」ということを取り戻す──『プシコ ナ

ウティカ』と『千と千尋の神隠し』 

兵頭晶子（歴史学者） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 今の日本社会は、年間三万二千人の人が「無縁死」する「無縁社会」であり、年間三万人前

後、一日にしておよそ百人が自殺していく「自殺社会」である。「生きている」ということが、

これほどまでに蔑（ないがし）ろにされてしまうのは、なぜなのだろうか。本報告では、「生

きている」ことがかくも強く疎外されている現代社会を〈孤人〉社会と名づけ、松嶋健著『プ

シコ ナウティカ──イタリア精神医療の人類学』と宮崎駿監督作品『千と千尋の神隠し』を

手がかりに、「生きている」ということを取り戻す試みについて検討した。 

 近代的な生政治の範例は、「人間」と「非－人間」の間に境界線を引くという身振りにあり、

精神病院もその一つである。それゆえ、精神病院の廃絶とは、「人間」と「非－人間」の間に

引かれていた線を抹消する、という意味を担うことになる。そこでは、もはや一つの「病気」

ではなく、皆で分かち合える「危機」が立ち現れてくることになる。その「危機」に対し、皆

で別の対処法を模索することが、「危機」の解決につながる。それは『プシコ ナウティカ』

が示す、イタリアの地域精神保健の実践が持つ意味である。 

また、二十世紀の終わりと二十一世紀の始まり、「躁の時代」の残影と「鬱の時代」の到来

を告げる物語としての『千と千尋の神隠し』では、「花も風も街も／みんな同じ」ように「生

きている」のであり、場合によっては「死んでいく不思議」に満ちている。そうした「アニミ

ズム」に溢れた世界観の中で、主人公の千尋とハクは、〈あの世〉としての「不思議の町」か

ら「黄泉還（よみがえ）り／蘇（よみがえ）り」を果たすのである。それも、湯婆や銭婆、カ

オナシ、坊、釜爺やリンといった「生き方の違ういのちのつながり」の中で、ともに支え合い、

時には互いに抗することも辞さないような関係性の中で、である。 

マンション建設で埋め立てられた川としてのハクと、人間の千尋がともに生きていける未来

を願うこと、それこそが、総ての〈いのち〉が「生きている」という意味を取り戻していく『千

と千尋の神隠し』の主題でもあり、『プシコ ナウティカ』が「生きるものたちのための場所」

という終章であえて「アニミズム」に言及した意味であり、今日の〈孤人〉社会を開いていく

処方箋ともなり得るのではなかろうか。 
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「テロ等準備罪」に変装した共謀罪法案の国会上程阻止！ 

弾圧･戦争･改憲 NO!の奔流を形成しよう！ 
 

  刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会  石橋新一 

（編集部）この兵頭さんの原稿は、『プシコ ナウティカ──イタリア精神医療の人類学』の

魅力を語る会で、発表された内容の要旨です。兵頭さんの著書は「精神病の日本近代―憑く心

身から病む心神へ」（青弓社）。 

 

 

 

 

 

8月26日、マスコミが一斉に共謀罪再上程を報じ、首相官邸と自・公の間で会期幅や解散・

総選挙をめぐる暗闘が繰り広げられた結果、臨時国会上程は先送りされた。しかし、共謀罪制

定に執念を燃やしている点では、公明党山口代表の｢容認｣発言にみるまでもなく、政府・与党

間に違いはない。9月29日の参議院本会議代表質問で、安倍首相は「パレルモ条約を締結する

ための法整備については、国民の理解を得られる努力を行いながら取り組む」と答弁し、「テ

ロ等組織犯罪準備罪」の導入に意欲を示した。共謀罪の通常国会再上程は必至の情勢にある。 

安倍政権が共謀罪攻防の深刻さを熟知していることを忘れるわけにはいかない。共謀罪はあ

る意味で彼らのトラウマになっている。06年共謀罪攻防時、安倍は小泉政権の官房長官、麻生

は外相、自民党総務会長の細田は民主党案丸のみ詐欺事件の画策者であった。また首相になっ

た安倍は07年初め「テロ等謀議罪」制定を指示して頓挫し、第2次安倍政権誕生以降、国会

開会前には常に菅官房長官が上程のアドバルーンをあげてきた。今回は、06年時の反対派『朝

日新聞』にリークするなど、敵から総力戦を仕掛けてきた可能性が強い。 

たとえばマスコミ報道は“要件変え新設案 「テロ等準備罪」”（朝日）“国際テロ対策に新法

案”(日経）であった。少しは危険でなくなったと感じさせるための、あるいはテロ対策に必要

だとのデマ宣伝である。しかし、これは政府のデマを鵜呑みにしたものに過ぎない。要件はほ

とんど変わっていないし、内容的にもテロ等準備罪
．．．

や組織犯罪準備罪
．．．

ではない。提出される法

案は06年攻防時の6.16与党修正案とほぼ同じであり、一般共謀罪創設以外の何物でもない。 

共謀罪国会上程を阻止する闘い、上程前の闘いをどう広げうるかが鍵になる。安倍官邸のフ

ライングを徹底して叩き、上程・制定を断念させる必要がある。既に私たちは9.9霞が関情宣、
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9.17緊急討論会（50名)、9.26国会開会日行動や10.6日弁連人権擁護大会(福井市)情宣、10.12
国会行動＆院内集会で反撃に転じ、10～12月反対運動の全体的高揚を勝ちとる闘いに入ってい

る。刑訴法等改悪に賛成した日弁連は会長反対声明を出し、各単位弁護士会も反対集会を連続

的に開いている。9.26共謀罪院内集会(秘密法実など)や9.29日弁連集会は立ち見が出るほど

の活況であり、地域でも9.24練馬集会が開かれた。地方紙を含め、論戦が始まっている。 

今秋の闘いをどう展開するかが攻防の行方を決する。闘いを、従来の枠を超え、広く、深く

展開しよう。医療観察法・措置入院など保安処分体制を強化する攻撃は、稀代の治安立法ラッ

シュの重要な翼をなしている。デマ宣伝を打ち破り、労働運動・民衆運動の未来を賭けて全力

で闘おう。 

□10月31日(月) 共謀罪緊急討論会PART2  

18時～21時 生活産業プラザ多目的ホール、池袋東口 豊島区民センター裏  

提起：山下幸夫さん、石橋新一さん、資料代500円  

□11月6日(日) やめろ！南スーダン派兵  つぶせ！共謀罪 沖縄新基地建設を許さない―戦争

も改憲もNO!新宿デモ  

14時～（15時デモ出発）新宿西口 柏木公園集合、 

同集会実行委員会（共謀罪反対！国際共同署名運動、救援連絡センター、戦争法廃止・安倍たお    

せ！反戦実行委員会、戦争に協力しない！させない！練馬アクション、立川自衛隊監視テント村、

破防法・組対法に反対する共同行動） 

□11月11日(金)安倍政権と共謀罪 講演・討論集会 

18時～21時、文京区民センター 2A会議室  

講演：中野晃一さん（上智大学国際教養学部教授、政治学）『右傾化する日本政治』（岩波

新書2015年） 

資料代500円  
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２０１７年恣意的拘禁に関する作業部会招致ご協力のお願い 

２０１７年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会 

 

 

 

 

 

前略 

 当団体は、恣意的拘禁に関する作業部会（United Nations Working Group on Arbitrary 

Detention）の２０１７年日本訪問を実現するため、精神障害者、精神障害者の人権に関わる支

援者と法律家などが中心となって、２０１６年３月に設立された団体です。 

国連人権理事会決議に基づき設置された特別手続である恣意的拘禁に関する作業部会（以下「Ｗ

Ｇ」といいます。）は、恣意的拘禁の被害を受けている個人の通報を受けて政府に対して調査

や改善などを要請するほか、個別に国を訪問し、人権状況に関して現地調査を行い、その結果

を報告または公表することができます。 

「恣意的拘禁」という言葉は、刑事手続や入管手続の問題を連想させますが、ＷＧの取り扱う

分野は、それだけに限られず、精神障害者の入院や施設入所の問題を含んでいます。要請文に

記載されているような、強制的な入院、退院支援のないまま続けられた長期入院、自由の制限、

または身体的拘束などは、いずれも「恣意的拘禁」に当たり得るものです。このような日本の

精神科医療をめぐる人権状況が、いかに国際的水準を充たしていないものなのか、ＷＧによる

現地調査によって、国際社会に対して明らかにされるべきです。 

 ＷＧの招致には多くの方の協力が必要です。要請文をご覧いただき、ご賛同いただける場合

には、要請文への連名をお願いいたします。後記（連絡先）まで、お名前（団体名）とご連絡

先をお知らせください（その際、個人の場合はお名前のふりがな、団体の場合は英語表記、イ

ンターネット等における氏名または団体名の公表の可否についても、あわせてお知らせくださ

い）。 

 また、ＷＧ招致実現のためには、要請文の英訳費用や委員による現地調査等の際の通訳費用

などの費用が必要です。総額８０万円程度の費用を見込んでおり、大変恐縮ながら、賛同金へ

のご協力をご検討いただければ幸いです。賛同金は、１口１０００円で、１口以上（有資格者

または団体は５口以上）をお願いいたします。 

   （振込先） 

① 郵便振替の場合 

口座番号 ００９６０－４－３０９３３４ 

口座名義 恣意的拘禁廃絶キャンペーン 

② 銀行から振り込む場合 

金融機関  ゆうちょ銀行 
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店  名  〇九九 店（ゼロキユウキユウ店） 

種  類  当座 

口座番号  ０３０９３３４ 

名  義  恣意的拘禁廃絶キャンペーン 

草  々

２０１６年５月３日 

２０１７年恣意的拘禁に関する作業部会日本訪問実現委員会 

池 原 毅 和（弁護士） 
内 田 明（医療扶助・人権ネットワーク事務局長 弁護士） 
内 田 博 文（神戸学院大学教授） 
宇都宮 健児（弁護士） 
桐 原 尚 之（全国「精神病」者集団 運営委員） 
後 閑 一 博（医療扶助・人権ネットワーク 司法書士） 
佐  々木 信 夫（弁護士） 
芝 田 淳（高齢者・障害者等の意思決定支援の実現を目指す司法書士の会代表 司法書士） 
関 口 明 彦（日本病院・地域精神医学会理事 元内閣府障害者政策委員） 
高 木 俊 介（精神科医 たかぎクリニック） 
瀧 柳 洋 子（全国公的介護保障要求者組合書記局次長） 
長 谷 川 利 夫 （杏林大学教授） 
長 谷 川 唯（日本学術振興会特別研究員／京都府立大学） 
山 崎 公 士（神奈川大学教授） 
山 本 眞 理（世界精神医療ユーザーサバイバーネットワーク理事） 

電 話 ０８０－１０３６－３６８５ 

Ｅ－ＭＡＩＬ nrk38816※nifty.com 

（※を＠に変えてください） 

山 本 眞 理 
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お知らせ 

 

ネットワーク事務局より 

 

 

 

 

ネットワーク・なくす会  

11月19日（土）13:00 スマイル中野 

12月17日（土）13:00 スマイル中野 

ネットワーク・なくす会総会 

11月20日（日）9:30～11:30 文京区民センター 

国立武蔵病院（精神）共生・隔離入院施設問題を考える会 

10月30日（日）13:00～ 第21回学習会 「薬の功罪―対談風にー」 

対談  岡田靖雄（精神科医）、小椋結子（薬剤師）  

国分寺労政会館 第2会議室 

 

 

 

★ パンフ「再犯防止を掲げる刑事政策と医療観察法」内田博文 
内田博文さんの講演録がパンフとなりました。 中身は１１月集会の講演と、去年３月の院内集

会での詳しいレジメです。 

 1930年代の治安維持法下での皇民としての善導である保護観察の思想が、いま再犯防止を掲

げよみがえっている流れがよく理解できます。いままさに平時の治安政策から戦時の治安政策

への転換が図られています 。再犯防止、初犯も防ぐ、なぜ悪いのか、という方にこそご一読い

ただきたい。  
 B5判 43ページ 代金 300円  送料 180円  
＊ネットワーク事務局まで連絡ください 
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★ 「ネットワークニュース」は、メールでも配信しています。メール受信の可能な方は、事

務局まで連絡ください 
 
 
 

自身が入所する障害者支援施設で「なくなればいい」   9月11日  下野新聞  

威力業務妨害容疑で男逮捕 大田原署 

 自身が入所する障害者支援施設で皿を割ったり「こんな施設なくなればいい」と発言したな

どとして、大田原署は11日、威力業務妨害の疑いで大田原市、無職の男（34）を逮捕した。 

 逮捕容疑は10日午後６時20分ごろから50分ごろにかけて、容疑者が入所する同市、障害者

支援施設の食堂で、ほかの入所者がいた中で「こんな施設なくなればいい」などと叫び、皿１

枚を床に叩きつけて割った疑い。また男性施設長に「障害者なんていなくなればいいんだ」「障

害者は死ねばいい」「おれが一人一人殺してやる」などと言い、施設の業務を妨害した疑い。 

 同署によると、容疑者には知的障害があり、障害のある人たちがたすきリレーをつなぐ全国

規模の催しに自分が参加できないと聞き、腹を立てたという。 
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