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２０１７年７月２３日(日) １３時開場、１３時半開始。１６時半まで(途中休憩あり) 

場所・南部労政会館 （JR 大崎駅 南改札口より 徒歩４分） 

富田三樹生さん(多摩あおば病院院長・日本精神神経学会法委員会委員長)の講演他、

報告やリレートークを予定 

参加費：５００円 

＊関東圏外からの精神障害当事者の参加者には、５０００円の交通費補助があります 

＊集会の後、交流会を予定しています 
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厚労省交渉 

弁護士 佐々木信夫 

私たちは医療観察法の審議中から法案反対を続け、成立後は時々のテーマで年二回の

廃止を求める集会を続けています。 

今年は、相模原事件や精神保健福祉法について話してほしい、と精神科医の富田三樹

生さんに講演をお願いしました。 

去年の全国集会の直後に相模原事件がおき、精神障害者の仲間の多くが、自分たち自

身役に立たないと殺される不安と、何をするかわからない危険な人と思われる不安に襲

われました。優生思想の広がりなど考えるべきことは多かったのですが、事件の「再発

防止」は、今年通常国会での精神保健福祉法改悪案(措置入院退院後の対策)に収れんし

てしまっています。医療観察法に続く、事件を契機にした保安処分の拡大に反対します。 

集会は、精神医療のあり方などを考える機会になればと思っています。お気軽にご参

加ください。 

 

共催：●心神喪失者等医療観察法をなくす会 ●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 

●国立武蔵病院(精神)強制・隔離入院施設問題を考える会 

連絡先：東京都板橋区板橋２－４４－１０ ヴァンクール板橋２０３号  

北部労法センター気付 許すな！ネットワーク  

Fax：０３－３９６１－０２１２ 

 

 

 

２０１７年５月１０日午後１時から約１時間強（精神保健福祉法関連），及び，２０

１７年５月２４日午後１時３０分から約１時間３０分（医療観察法関連），いずれも厚

労省庁舎内１階会議室にて，我々は厚労省との交渉を実施した。 

前者の５月１０日における精神保健福祉法関連の交渉では，相模原事件のことは事実

関係が明らかになっていないとの理由でほとんど回答は得られなかった。相模原事件の
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検討チーム委員に障害当事者が入っていない理由に関しては，検討チームは事件の検証

と再発防止のために設置されたので，当事者が入っていないのだと説明された。 

また，精神医療審査会に関連して，退院届などの審査の現状維持率がほぼ 100%である

ことにつき，この数字が認容率の低いことを表しているのかどうか分からない，などと

回答していた。続いて，精神医療審査会は何を目的に設置されているかという問いに対

し，厚労省側は「人権の観点に配慮しつつ，適正な医療・保護がなされているかを審査

する。」と回答した。これを受けて我々は，人権が侵害されているかどうかは審判しな

いのかと問うたところ，「配慮しながら審査するのだ。」との回答であった。これに関し

て我々はとことん追及したところ，厚労省側は，改めて回答するとのことであった。 

いずれにせよこの交渉では，厚労省側の担当者として，精神保健担当部署に今年 4月

ころ配属になったばかりの者をよこしてきた。これではまともな回答が返ってくるわけ

がない。我々は，次回は必ず，内容の分かる人物をよこすよう要求し，厚労省側は次回

の交渉を約束した。 

後者の５月２４日における医療観察法関連の交渉では，一応，話ができるであろう人

物をよこしたようである。 

我々は，医療観察法施行後の自殺者人数を問うたところ，入院中では 12件であると

の回答を得たが，その自殺の理由は言えないとのことであった。自殺未遂者については

把握していないとのことであった。 

医療観察法の医療機関内での事件は把握しているかとの問いに対しては，事件の詳細

は開示できないとのことであった。刑事事件化されたものは 0件ではないとのことであ

り，起訴されたものもあったと思うとのこと。 

医療観察法において患者が退院できない理由は何か問うたところ，研究データーはあ

るがまだ公表できないとのことである。 

対象者の処遇終了後の転帰については，平成 27年 9月 30日時点の研究データーで，

調査に同意を取れた者に限定すると，1121名のうち，一般精神医療に行った者（外来・

入院混合）984名，医観法上の再入院 45 名，処遇終了 32名，死亡 55名（内自殺者 27

名），逮捕・勾留 5名とのことであった。 
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ほぼ９割の人間が一般医療に行ってしまう現実をどのように考えるか問うたところ，

通院しながらも社会復帰しているのではないか，との回答であった。 

我々は，一般医療の入院継続に流れているのではないかという見方を示したところ，

厚労省側は，通院・入院の内訳は調べてみるとのことであった。 

なお，厚労省によれば，平成２７年の厚労科学研究によれば，平均入院期間は７６０

日であって，９００日台のデーターは間違いであった，と訂正していた。 

また，面会通信に関しては，原則，禁止はしていないはず，とのことだ。保護室に入

っていても面会させていると言っている。 

対象者の嗜好品などの制限に関しては各病院の運用に任せており，厚労省では把握し

ていないとのことであった。 

対象者の生活保護受給の有無に関しては研究データーがあり，１７４０名中，生活保

護有が５８８名，無が１１５０名，不明が２名とのことである。 

再入院の原因に関してデーターはないとのことであるが，現在，AMEDで研究中である

とのこと。 

通院中の自殺者数は，法務省が把握しているとのことである。 

我々は引き続き，不明の点につき回答を求めていく。 

 

 

 

今年 2月 28日に精神保健福祉法改正法案が国会に上程された。この法案は、相模原

事件の再発防止策として措置入院者に対して警察関係者を構成員とした精神障害者支

援地域協議会の関与の下、退院後支援計画を作成し、計画の期間中に転居した場合には

転居先の自治体に計画が引き継がれる仕組みを新設するものだ。とくに警察に措置入院

者の情報をわたすルートが幾重にも用意されており、▼措置入院の診察時に「確固たる

精神保健福祉法改正法案反対運動・参議院国会行動の報告 

全国「精神病」者集団運営委員 桐原尚之 
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信念をもって犯罪を企画する者」や「違法薬物使用者」であることが発覚した場合に都

道府県が警察に情報提供すること、▼退院後支援の援助関係者として警察が関わること、

▼警察を構成員とする精神障害者支援地域協議会が個人情報等の公開を要求できるこ

とと、明らかに監視をつよめる内容となっている。 

しかし、この法案の位置づけは、争点が少ないとされる参議院先議で、国会行動をは

じめた 2月の頭の段階で民進党はおろか、日本共産党でさえ反対は難しいという態度で

あった。このころの国会行動は、全国「精神病」者集団とその支援者しか実動しておら

ず、孤独奮闘状態であった。法案に賛成する前提の野党との共闘のあり方には頭を悩め

たが、今は賛否の態度を踏絵にした国会対応よりも、法案に問題があることを確認して

いく作業を協力してやっていくべきだと考え至った。 

厚生労働省の議員に対するレクチャーは実に巧妙で「既に七自治体で運用されている

退院後の支援を法制化するだけ」というものであった。とくに争点であるはずの精神障

害者支援地域協議会の警察関与は、法案明文に書かれていないのに入り組んだ運用が想

定されており、詳細に把握していなければいくらでも言い逃れられてしまうように作ら

れていた。明らかに我々の反対意見が先読みされていたし、中途半端な反論では太刀打

ちでず議員の協力も得にくいのだと悟った。そこから厚生労働省との交渉を連日入れて

は、法案が想定する運用を詳細に把握し、反対のポイントを焦点化させていった。 

精神保健福祉法改正法案は、4月 8日に開催された参議院本会議の塩崎厚生労働大臣

による趣旨説明を皮切りに審議入りした。この段階で厚生労働委員会の審議は、11日、

13日、18日の 3日間が予定されていた。しかし、11日の厚生労働委員会で民進党の川

合孝典議員は、法案概要資料の「二度と同様の事件が発生しないよう、以下のポイント

に留意して法整備を行う」という部分が精神障害者を危険な存在だと誤解を与え得るも

のであり削除すべきだと指摘した。これに対して塩崎厚生労働大臣は、法案概要資料の

文言が不適切であることを認め陳謝し、13日の厚生労働理事会で法案概要資料の差し替

えが提案された。 

法案審議中に法案概要資料の、それも趣旨の部分が削除されることは前代未聞であっ

た。塩崎大臣は、法案概要資料中の誤解を招く表現だけを修正したもので法案自体を変

更するものではないと説明したが、野党議員からは法案をもとに作成された法案概要資

料に変更が生じたということは、法案自体の変更が必要な状態が生じているのではない

かという意見がだされた。 
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一連の出来事をうけて 22日の委員会は流会となり、4月 20日に開催された厚生労働

委員会では、塩崎大臣が法案の概要を読み上げなおし、案概要資料に変更を加えた一連

の問題について謝罪するという異例の事態をむかえた。塩崎大臣の「大臣発言」によっ

て審議は、最初からやり直しをしたのと同じ時間を確保することとなり、これによって

厚生労働の法案で最長審議時間を得た法案にまでなった。 

4月 25日に厚生労働委員会では、石橋道宏議員から立法事実が書かれた資料（非公開

部分）の開示が求められ、後日理事会で協議することが確認された。しかし、厚生労働

省は開示を拒み通し、ついに警察関与に係る立法事実を示さなかった。 

13日、与党が「採決に応じないと今後の質問時間を与えない」とする条件を示し、民

進党が「修正に応じた場合に採決に応じる」としたことで与党が一部の修正に応じ、そ

の日中に採決される運びとなった。修正法案は、13日に委員会で可決し、翌 14日の参

議院本会議では、民進党と日本共産党から反対討論があり、採決は総数 241票中、賛成

161 票、反対 73票となった。 

参議院通過は、残念であるが 2013年の反対運動とは比較にならないほど、今回の反

対運動は着実な抵抗を実現したと思う。とくに当事者が最前線で取り組み、参議院先議

の閣議法案に法案概要資料の変更、最長審議時間の獲得、委員会流会、参考人の当事者

参画、反対 71票と異例ずくしの打撃を与えたことは評価に値すると思う。とはいえ、

法案が成立すれば我々の生活は警察の監視網に置かれ、取り返しがつかないことになる。

なんとしても廃案にすべくともに闘おう。 

国会終了しての状況（桐原さんのメールより抜粋） 

本日、精神保健福祉法改正案が衆議院本会議で継続審議となりました。これによって

今会期中の精神保健福祉法改正案の成立は、完全に阻止されました。政権の施政方針で

ある法案を成立させないところにまで追いつめたことは、我々にとって歴史的な勝利と

なりました。 

（中略） 

他方、今会期中に廃案にできなかったことは残念ですが、次の国会で審議未了にでき

れば、再び廃案のチャンスが訪れます。こんな法案は、絶対に廃案にしなければなりま

せん。最後の最後まで諦めずに闘い抜きましょう。 
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★ 精神保健福祉法改悪阻止の闘い 院内集会と座り込み闘争２回 

院内集会 

３月２４日 「こんどの精神保健福祉法[改正]案は絶対におかしい!! 緊急院内集会」 

内田博文さん、富田三樹生さん、池原毅和さん、長谷川利夫さん（杏林大学教授・病

棟転換型居住系施設について考える会代表呼びかけ人）ダルク女性ハウス（薬物依存症

者のセルフへルプグループ）当事者 2名他 参加者延べ１３０名。 

４月２５日 「こんどの精神保健福祉法「改正」案は絶対におかしい!! ４月 25 日 院

内集会」１４団体の共催 基調講演は斎藤 環さん（精神科医）姜 文江さん（弁護士）

長谷川利夫さんほか各団体個人からのアピール。延べ２５０名あまり参加。同日に参議

院で開かれた委員会は、傍聴席を満杯にした。主な内容は「賃金と社会保障 ５月下旬

号」に掲載。必読。 

６月８日 「こんどの精神保健福祉法「改正」案は絶対におかしい!! ４月 25 日 院

内集会」４月２５日の院内集会と同団体の共済で開催。基調講演は長谷川利夫さん、佐々

木信夫さん（弁護士）１５０名余の参加。 

座り込み闘争 

４月１１日から４日間 大阪精神障害者連絡会議とこらーるたいとうの呼びかけで

議員会館前座り込み闘争。初日はなんと大雨それでも決行。当日の記事が共同新聞で各

地方新聞に配信され、塩崎厚生労働大臣の地元愛媛新聞に大きく載ったのは大臣を慌て

させた模様。６月８日 参議院で採決され法案は衆議院へ 心神喪失者等医療観察法を

許すなネットワーク呼びかけで議員会館前座り込み。延べ２７名参加。 

★自見発言に象徴される精神障害者差別と精神保健福祉法、そして改悪案の本質 

闘争報告、そして精神保健福祉法体制 

そして改悪法案の根底にあるものは 

     全国「精神病」者集団会員 山本眞理 
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強制入院制度および強制医療制度としての精神保健体制そして精神保健福祉法は、そ

の根幹に精神障害者には他のものと違って法的能力がなく、治療に同意する能力がない

という差別がある。これこそが障害者権利条約１２条が否定した差別である。精神的能

力はそれぞれ誰もが違いがあるが、そのことと法的能力は無関係であると障害者権利条

約１２条一般的意見で宣言された。したがって医療に同意する能力がないからとか病識

がないからという個人の能力を問題にして法的能力を否定し他、強制入院や強制医療は

障害者差別であり、強制入院は差別に基づく不法で恣意的な拘禁であり、強制医療は差

別に基づき苦痛を与える拷問または虐待に値する犯罪である。 

しかしながら日本政府は、障害者権利条約は強制入院を認めているから批准したとま

で強弁し、さらに退院後まで警察を関与させて個人情報を流し、転居先にまで情報を流

すという人権侵害を、「支援」の名のもとに行う法改悪案を提出した。精神障害者以外

はそうした処遇はありえないのだから、まさに精神障害者差別そのものである。その象

徴が参議院議員の自見はなこ氏の発言で、「議論に出ておりましたような、監督されて

いるんじゃないかというような妄想もこれも一つの病気の症状でありますので、」。すな

わち精神障害者の思いや主張、人権主張に対してまで、病状とラベリングし無効化する

という思想である。（これに抗議する共同声明への賛同募集中です。全国「精神病」者

集団のサイトをご覧ください） 

残念ながらこうした思想は野党にも浸透しており、民進党が賛成した法案修正案には

なんと弁護士と並んで法定代理人の選任云々（資料参照）が書き込まれている。また後

見人利用促進法に民主党も賛成している。こうした精神障害者差別を一切許さず、精神

保健体制解体への戦いが今求められている。 

 

  共謀罪の強行制定を弾劾する！ 

      石橋新一（破防法・組対法に反対する共同行動） 
 

6 月 15 日早朝、反対運動の力及ばず共謀罪法案が強行制定された。委員会採決すらす

っ飛ばした安倍の歴史的暴挙であり、強く強く糾弾する。 
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■私は 4 月中頃、「私たちの共謀罪反対の立場は、①共謀罪永久廃案！②国際的組織犯

罪条約など世界的な治安条約・治安法エスカレートに反対する、③4 月 6 日『5 輪セキ

ュリティ基本戦略』が制定されたように、既に日本は過剰警備国家(爆取共謀罪など違憲)
であり、④戦争・治安管理国家実働化に『共謀罪も秘密法も盗聴法もいらない―改憲阻

止』で反撃するというものである。法案自体への批判は略するが、その刑法思想は『検

察官のダーリン』『前近代刑法』とされるコンスピラシー（支配に危険なことを話し合

っただけで罪にする）を従来の法益侵害・実行処罰原則とアマルガムにすることで、総

体として予防刑法、団結取締法に転換することにある。 

また共謀罪法案成立後ほとんど間をおかずに施行されることにも注意を喚起してお

きたい。弾圧との対決への構えが直ちに問われるからである。共謀罪創設は『現代版の』

治安維持法制定であり、この対『テロ』戦争時代の治安法を絶対に阻止しなければ、日

本の労働運動・民衆運動の未来は危うい。この点で、私たちは共謀罪永久廃案の奔流を

創りあげると共に、反対の声を更に大きく広げるために様々な立場の流れとの共同を強

める」（『改憲通信』）と自分たちの立場を明らかにした。 

2 転・3 転する政府答弁、立法理由崩壊、そして安倍のあまりの強権ぶりにそれほど

顕在化しなかったが、今回の反対運動の底に流れる「テロ」対策強化必要論に異を唱え

ておく必要があったからである。事実、自民党は今、共謀罪を超えて更なるテロ対策法

を検討しており、急進展しかねない改憲策動との対決が問われる。また、法成立後 20
日で施行という拙速に警鐘を乱打する必要があったからである（7 月 11 日施行と報道。

ちなみに治安維持法は 1925 年 4 月 22 日公布、5 月 12 日に施行された。普通選挙実施

は 28 年まで延期、酷似している）。共謀罪攻防は以降、法廃止・改憲阻止の闘いと同時

に、沖縄など現場攻防と固く連携した反弾圧闘争を問われる。 

■6 月 1 日に国会前で配布したビラは、5 月に至る攻防を踏まえ「本気で阻止する構え

を創りだす」必要を訴えている。 

「安倍政権はいま共謀罪強行成立へ新たに暴走・突進を始めた。5 月 19 日衆院法務

委そして 23 日本会議での強行採決に次ぐ参院での拙速審議・強行採決策動である。当

初 5 月中の成立を目論んできた安倍にとって 6 月 18 日の会期末までほとんど時間がな

い。いま安倍はモリ・カケ疑惑を力づくで封じ込め、現代版の治安維持法反対の声が高

まる前に問答無用で制定しようと躍起になっている。 
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既に国際的組織犯罪条約批准に必要だ、東京 5 輪テロ対策が必要だなどの立法事実が

ないことは露わになっている。日本政府が条約案起草時に対テロ条約にすることに反対

したことも暴露され、共謀罪はローンウルフ対策に役立たず、地下鉄サリン事件や警察

庁長官狙撃事件を防げないことも警察関係者が公言している。また『準備行為』文言挿

入で思想・内心の処罰ではなくなった、『組織的犯罪集団』文言挿入で一般人に適用さ

れない、などの嘘・偽りも暴かれている。花見は犯行の下見であり、人権・環境団体も

組織的犯罪集団になるとの法相答弁まで飛びだした。安倍の言う『法治国家』は警察が

恣意的に弾圧・支配・管理する密告・相互監視社会の別名であり、共謀罪制定は戦争国

家・明文改憲の先取りだ。 

しかし安倍政権の居直りぶりはすさまじい。5 月 18 日付の国連プライバシー権に関

する特別報告者ケナタッチ氏による安倍首相宛書簡は、法案は明確性の原則に欠け、表

現の自由を危険に晒すとまで警告を発した。しかし何と日本政府は、逆に居直り、抗議

するという醜態をいまだに晒している。もはや安倍に余裕はない。 

強行制定阻止に全力をあげよう！全国で続々と反対の声があがっている。廃案は可能

だ。 

私たちは、何としても現代版の治安維持法を成立させるわけにはいかない。そこには

労働運動・民衆運動の未来がかかっている。一緒になって抵抗する自由さえあれば、ま

だ間に合う。世論調査でも、遂に反対の声が賛成を上回り、『政府の声明は不充分』『今

国会で成立させる必要はない』の声は急激に強まっている。 

悪法制定を阻止できる力は広汎な反対の声・大衆運動だ。国会前行動や日比谷野音集

会も盛り上がってきている。全国の 52 単位弁護士会全てが決議をあげ、三重・宮崎県

議会や国立・小金井・会津若松市議会などが反対意見書を提出した。共謀罪創設に反対

する百人員会が呼びかけた 4．23 共謀の日に次ぐ 5.28 共謀の日Ⅱも新宿駅包囲情宣な

ど全国各地で創意工夫を凝らしてつながりあった。また共同行動の国会前座り込みも連

続的に闘われ、5 月 19 日には関西生コン支部が共謀罪反対ストをうち抜き、韓国サン

ケン争議や沖縄反基地闘争などの仲間と国会前集会で合流した。強行制定を阻止するた

めの今の課題は、『本気で阻止する』構えを創りだすことと『広く街頭で共謀罪の危険

を訴える』ことだ。つながる心に手錠はかけられない！嘘つき安倍の暴走を一緒に止め

よう！さらに大きく反対の輪を広げ、共謀罪制定を阻止しよう。」 
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3 度の共謀罪廃案を勝ち取ってきた私たちは、阻止できなかったとはいえ、安倍政権

の制定策動をギリギリまで追い詰めえた。とりわけ支離滅裂な政府答弁は、国際人権か

らの批判と併せ、共謀罪法の正当性を失わせ、「何か分からないけれども、危ない法だ」

との感覚が大衆的に広がる地点にまで至った。しかし、私たちは本気で阻止するために、

国会前ハンストを延長して連続闘争で強行採決を迎え撃ったが、採決時の国会前座り込

みは約 200 に過ぎず、全体としても戦争法反対闘争に比べ質・量ともに劣った。闘いは

これからである。 

末尾になりましたが、医療観察法ネットのメンバーでもある 3 人のハンスト支援、本

当に有難うございました。力づけられました。以降も共に闘いましょう。 

◇ブッとばせ！共謀罪 反戦・反改憲のうねりを創りだそう！7・10 集会 

7 月 10 日 18 時 15 分開場～21 時／文京区民センター2A 会議室／問題提起：共謀罪新

設攻撃をはね返し、どのような運動を構想するか？小倉利丸さん(富山大学元教員) ／都

営地下鉄春日駅 1 分、メトロ後楽園駅 5 分／資料代：500 円／主催：戦争・治安・改憲

NO！総行動実行委員会（呼びかけ団体：破防法・組対法に反対する共同行動、心神喪

失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワークなど） 

 

 

  医療観察法国賠訴訟第１回口頭弁論期日のご報告 

                  依頼原稿   内田 明（弁護士） 

 
１ 第１回口頭弁論期日について 

精神遅滞及び広汎性発達障害という診断を受けており、医療観察法に基づく入院の必

要性がないのに、鑑定入院（精神鑑定のための入院）として５８日間にわたり精神科病

院に収容された方（原告）が、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた事案につ

いて、２０１７年５月２４日（水）１１時３０分、東京地方裁判所において、第１回口

頭弁論期日が開かれました。お忙しいなか、多数の方が傍聴に駆け付けていただき、大

変ありがとうございました。 
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第１回口頭弁論期日の時点では国の反論がまだ提出されていないので、第１回口頭弁

論期日は、訴状などの陳述（提出）などの手続のみが行われました。第２回口頭弁論期

日までに国の反論が提出される予定で、これにより争点が明らかとなり、実質的な審理

が始まることになります。今後も、引き続きご支援よろしくお願いします。 

【次回期日のお知らせ】 
  第２回口頭弁論期日 
  ２０１７年７月１９日（水）１０：００ 
  東京地方裁判所６１５号法廷（担当部：東京地裁民事第４１部） 

 

２ 医療観察法国賠訴訟における争点（ご参考） 

① 検察官による審判申立の違法性 

  治療可能性のない者を医療観察法の手続に乗せて良いのか（医療観察法３３条１項

の「この法律による医療を受けさせる必要」の問題）や傷害事件発生から２年間も審

判申立をせずに放置してよいのか、など。 

 ② 裁判官による鑑定入院命令の違法性 

  治療可能性がなく、不処遇決定が予想される者に対して、鑑定入院命令を発して良

いのか（医療観察法３４条１項違反の「この法律による医療を受けさせる必要」の問

題）。 

③ 裁判官が鑑定入院命令を取り消さなかった不作為の違法性 

④ 不処遇決定に対する補償の有無と差別の問題 

医療観察法の場合には不処遇決定になっても補償がなく、刑事事件における無罪や少

年事件における不処分よりも不利な取扱いがなされており、差別にあたるのではないか。 

 

【本件に関する問合せ】 
〒１６０－０００４ 
東京都新宿区四谷３－２－２ ＴＲビル７階 マザーシップ法律事務所 

  医療扶助・人権ネットワーク 事務局長 弁護士 内 田   明 
ＴＥＬ ０３－５３６７－５１４２ ＦＡＸ ０３－５３６７－３７４２ 

 
（２０１７年５月２４日） 
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  尼崎より  ５/１４集会大成功 

                     高見 元博 

 

兵庫県尼崎市で行われた 5/14「相模原事件と精神保健福祉法”改正”」緊急集会は 73

人の参加でした。人数が多いことが良いことという立場ではないですが、この時期立ち

見が出るほどの関心の高さを示したことは、全体情勢にも影響を与えると思います。 

相模原事件はヘイトクライム（差別犯罪）であり、精神保健福祉法改悪は方向が違う

上に、精神しょうがい者にヘイトクライムを加えることです。原さんのテーマに沿った

話はとても良かったです。一般参加者には率直な疑問をしゃべる人が多く、偏見に基づ

いた疑問を述べる人も多かったです。講師の原さんは受けて返すのがうまいなと感じま

した。率直な疑問を解決できて同じ方向を向けたのならそれが一番ですがどうだったの

でしょうか。 

精神しょうがい者の知っている顔も多かったけど、その人たちからの発言は私以外は

一人だけ。「変な方向の質問が続いているから発言しようと思ったが、もう時間がない

と言われて止めた」という精神しょうがい者もいました。あまかれん（尼崎精神福祉家

族会連合会）の発言、主催者として発言したしょうがいしゃの親の発言も全体を締める

ものでした。知的しょうがい者の団体であるピープルファースト・ジャパンのメンバー

や、相模原事件が忘れ去られていくことに抗して毎月街頭に立っているリメンバー７．

２６神戸アクションからの発言もありました。私は精神しょうがいしゃの立場から、国

会の報告と自見はなこ議員の差別発言のことをしゃべりました。 

精神保健福祉法改悪の問題点は、全体としてはっきりしたと思います。ヘイトクライ

ムに怒りを持って闘っている人たちに呼びかけて参加いただいたのですが、それらの

人々と共同の思いで精神保健福祉法改悪に反対することが確認できたことは成果でし

た。みんながそれぞれに考えていただいたことは次に繋がると思います。なお報告集を

作成する予定です。予価３００円です。gen1951@nifty.comまでお申し込みください。 

 

 



ネットワークニュース NO.４４                       201７.6 
 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：修正案対照表 
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お知らせ 
 

 

 

 
●病棟転換居住系施設を考える会 集会案内速報 

これでいいのか精神医療!!６.２６集会 

日時：2017 年 6 月 26 日（月）13:00～16:00 １２時半から通行票を参議院会館ロ  

ビーで配布します お申込みは不要です 

場所：参議員会館講堂 

長谷川利夫さん、有我譲慶さん、氏家さん、から報告、他 

 
●刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会学習会  

６月３０日（金）１８時半より 文京区民センター２B 

講演「人格を治す？？再犯防止の危険性～刑法法制審のねらいについて～」 

講師:山下幸夫さん（弁護士） 

会場費：500 円 

 
●戦争・治安・改憲 NO！総行動 (ネットワークも参加しています) 

 ７月１０日（月）１８時１５分開場 文京区民センター２A 

問題提起「共謀罪新設攻撃をはね返し、どのような運動を構築するか？」 

小倉利丸さん（富山大学元教員）  

資料代：５００円 

 
 
★共同声明 賛同募集 

「監督されているというのは妄想だ、病気の症状だ」という自民党・自見はなこ議員

の差別暴言を許さず、謝罪と撤回を求めます。また政府は見解を明らかにして下さい。 

（本文略） 
私たちは以下求めるものです。 
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ネットワーク事務局

より 
 

 

自民党・自見はなこ議員は心からの謝罪と発言の撤回をして下さい。 

政府はこの発言についての政府見解を明らかにして下さい。 

また野党議員には、この問題を軽視せず、国会で取り上げていただくことをお願いい

たします。 

 

・賛同募集中 

賛同していただける方（個人・団体含む）は以下へお送りください（今回は個人を含

みます） 
Ｅメール gen1951@nifty.com （件名に必ず「自見発言抗議賛同」とお書きの上、

公表可か不可かを明記して下さい。）  郵送の場合は〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町

4-6-2-2Ｄ共生舎まで 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 【お願いとご連絡】  

メールアドレスをお持ちの方は、財政的に運営が厳し

い中、ネットワークニュースのメールでの配信にご協力

をお願いします。  

メール配信に切換えて戴ける方、郵送を止めてもよい

方は、nyajira@yf7.so-net.ne.jp 配信担当 宛ご連絡く

ださい。 


