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保安処分法施行３年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて 

 

      ■日時  ７月２７日（日）１３時～１７時 
      ■場所  南部労政会館 第６会議室 
      ■交通  ＪＲ山手線 大崎駅 徒歩３分 
      地図は  http://www.mmjp.or.jp/STF/events/nanbu_rousei-map.htm 
      ■会場費 5００円 
      ■集会概要 
      ○シンポジウム「破綻する医療観察法廃止の展望」 
          ・池原 毅和さん（弁護士） 
          ・岡田 靖雄さん（精神科医） 

・ 菊地 香さん（「閉じ込めないで、もうこれ以上」 
毎日新聞意見広告担当者） 

・ 龍 眼さん（当事者、心神喪失者等医療観察法に反対する 
ネットワーク） 
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心神喪失者等医療観察法の２０１０年「見直し」を２年後に控えた今年、既に様々な動きが

顕著になっています。 
２００５年７月法施行時までの入院施設建設・病床設置が国の思惑通りにいかず、３ヶ月後

には早くも病床基準３０床を１５床に削減、新築義務付けを撤回して既存病棟改築を容認、病

床単位１床でも認可する「異例の方針転換」をはかりました。法の建前であった「高度で専門

的な治療体制」の破綻です。それでも今なお、都道府県で病床設置を決めたのは岡山・大阪・

長崎・東京・茨城だけで、「目標７２０床」の半分にも満ちません。この現状を打開せんと国は、

今年３月、都道府県に対し既存病棟による１４床以下の病室の整備を緊急措置として促す「緊

急整備の依頼」を出しました。「法を存続させる最低限の根拠すら失われている」現状が進行し

ています。一方で同法の推進者たちは、「人格障害者」等、適用者の更なる拡大を画策していま

す。 
 昨年、医療観察法の対象にされた仲間が肥前病院で自殺に追い込まれました。この事実ひと

つとっても、国が強弁する「医療法」などではなく、裁判所・保護観察所などの司法が主導す

る保安処分法以外の何ものでもないことは明らかです。「精神障害者」の予防拘禁に巨額の金を

投入しても、命・生活を保障する医療・福祉には金をかけない切り捨て政策、そして刑法と医

療観察法で長期監禁される「精神障害者」たち。もはや「社会復帰」など建前でしかありませ

ん。差別を更に助長し、精神医療・福祉の破壊に繋がる保安処分法は廃止しかありません。 
 
本集会を医療観察法廃止！本格的保安処分導入阻止！の闘いの新たな出発点にしたいと思

います。ご参加を！ 
 
      共催 
      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 
      FAX ０３－３９６１－０２１２ 
      国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 
      TEL. ０９０－８４３２－１０９１ 
      TEL.FAX ０４２－３４８－１１２７ 
 

--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
 

保安処分法施行３年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて 
 

７／２７集会の賛同のお願い 
 
すべての皆さん！ 私たち、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

クと国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会の呼びかけによる集会「７／２

７保安処分法施行３年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて」に賛同してくださいますこ

とを、ここに要請致します。 
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  心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワークは、医療観察法制定の年の

２００３年１１月にこの悪法の廃止を目的に結成し、以降、その実現に向けて日々活動を続け

てきました。また国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会は、２００４年東

京都小平市にある国立精神・神経センター武蔵病院内への医療観察法に基づく強制・隔離入院

施設新設に反対するために、小平・多摩地域から立ち上がり、以降、この法の運用監視、精神

医療・福祉、地域社会の問題に取り組んできました。 
 多くの反対の声を押しつぶし強行採決で成立させられた医療観察法は、今年７月でまもなく

施行３周年を迎えます。国は既にこの法が破綻状況を示していたにもかかわらず２００５年７

月、施行を強行しました。以降、私たちは共催で毎年７月、医療観察法の施行を糾弾し、廃止

を求める集会を開催してきました。 
 医療観察法の「見直し」は２０１０年です。この医療観察法の推進者たちははやくも「見直

し」＝改悪にむけて動き出しています。一方で、長年懸案だった保安処分導入の突破口を医療

観察法で切り開いたこの国は、新たな保安処分導入を狙い、その論議をいま法制審議会「刑務

所被収容人員適正化方策に関する部会」で進行させています。 
 私たちは、「もっとちゃんとした保安処分を作れ」とする者たちの狙いを許さず、闘いを更に

大きなものにし、必ずや悪法の廃止をかちとっていきたいと決意しています。そのためにも、

下記の要領で開催する「７／２７保安処分法施行３年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求め

て」集会を是非とも成功させ、廃止へのうねりを新たに創り出してていきたいと考えています。 
 一人でも多くの皆さんが、この集会への賛同人・賛同団体として名前を連ねてくださり、当

日の集会にご参加下さることを、心から要請致します。   
 
      ○賛同は個人・団体を問いません 
      ○賛同費は不要です。カンパは大歓迎。 
 
      ・郵便振込口座 
       00120-6-561043予防拘禁法を廃案へ！ 
 
      ○締切り ２００８年７月２０日 
      ○賛同してくれる方は以下の連絡先まで氏名／肩書もしくは在住の都道府県（いずれも 
      必須ではありません）／公表の可否を書いて下記にお送り下さい。 
 
      ・メール nwuwou@fuga.ocn.ne.jp 
   ・FAＸ ０３－３９６１－０２１２  
         ０４２－３４８－１１２７  
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医療観察法－現状の問題点－    

                                   岡田靖雄 
 
[国立精神・神経センター病院]  
国立精神・神経センターは、精神保健研究所、神経センター、武蔵病院、国府台病院で構成

されていたが、国府台病院は４月１日から国立国際医療センターに統合されたので、国立精神・

神経センター武蔵病院は国立精神・神経センター病院に改称された。 
 この精神・神経センター病院で新病院建設を目ざしての大工事がはじまっている。２年後の

新病院落成時には、非公務員型の独立行政法人に移行する。 
かつて国立武蔵療養所は 18 病棟、800 床あり、都立松沢病院、私立の昭和大学付属烏山病

院とならび、東京の精神科御三家と称されてきた。神経内科病棟などもあるので、現在精神科

は、医療観察法入院病棟をのぞいて6病棟、300床。多くの患者が望まぬ退院を強いられてき

た。それが新病院ではさらに半減させられる。 
 ここに医療観察法病棟(定床33床)をもう1棟つくる計画がすすめられている。合併症患者を

他院に受診させるには 2,3 名が付き添わなくてはならないので大変。そこで全国の医療観察法

病棟で発生した合併症患者をここにあつめようというものである。 
 こうして、精神科のモデル病院とも目されてきたものが、医療観察法主軸の病院に変化して

いく。精神科病院の減床は、入院していた患者が、外で生活していける状態になって退院して

行った結果であるなら、大歓迎である。だが、ここでおこっているのは政策目的の強引な転院

である。これらにともない、精神保健研究所(市川にあったのが、吸収される形で武蔵病院敷地

に移転)および病院から、精神科の有為な人材も多く去ったときく。類似の事態は、国立および

公立の多くの精神科病院で起こっている。病院存続のためには政策医療である医療観察法病棟

を受け入れるしかなく、そのためには精神科の一般病棟を減床せざるをえないのである。法の

施行より前にわたしたちは、“医療観察法は一般の精神科医療を蝕む！”と警告した。事態はま

さにこの警告どおりになっているではないか。 
 
[最高裁判所の決定]  (2007年7月25日) 
 70歳代後半の女が、子が全員統合失調症、孫が軽度精神遅滞、生活保護を受けている。2年

前に息子が心不全死。半年前に夫が悪性腫瘍死。夫の葬式が終わったところで、借家の雨漏り

がひどく修理不能と退去を求められた。福祉事務所は立ち退き料を所得と認定して転居費用を

出さなかった。本人は市長への不満をつのらせてイライラし、“嫌がらせだ。騒音がたてられて

いる”と。当日は家族を仏壇まえに集めて、“市長から迫害されている。おいつめられたので皆

で死のう”と放火。本人は熱傷で入院。退院とともに現住建造物放火で逮捕された。簡易精神

鑑定で心神喪失とされ、不起訴。 
 医療観察法による入院鑑定では、妄想性障害。リスペリドンでかなりよくなったが、環境要 
因がわるく通院では中断が予想される。治療反応性はあり、入院が必要だが、医療観察法の強 
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い枠組みでの処遇は必要なく、精神保健福祉法による入院でよい。 
 これをうけて地方裁判所による審判は、医療観察法による医療を行うまでの必要性はないと、

不処遇を決定。検察官の抗告をうけた高等裁判所は、地方裁判所で精神保健審判員（精神科医）

がのべた経験を書類審査だけで否定して、地方裁判所への差し戻しを決定。付添い人（弁護士）

の再抗告を、最高裁判所は棄却。それをうけた地方裁判所は新しい合議体で、入院を決定。対

象行為から1年あまりを経過して、本人は指定入院医療機関におくられた。 
この最高裁判所第2小法廷決定の中心は、医療観察法で入院の必要がみとめられた者につい

ては、入院させる旨の決定をしなくてはならず、精神保健福祉法による措置入院などの医療で

たりるとして医療観察法による医療を行わないとの決定をすることは許されない、というもの

である。 
 こういうなかで、医療観察法の対象となる者の3要件－疾病性、治療反応性、再犯可能性－

のうち、特に治療反応性が低いばあいでも、医療観察法の対象とするような審判の判断の流れ

ができてきている。つまり、上記3要件を、独立した3要件でなく、3要素にしてしまうこと

である。 
  
[指定入院医療機関整備がすすまぬ現状] 
 2007 年 8 月末の段階で、全国の病床数 300 にたいし、月末在院患者数は 307 と、7 名超過

していた。また、こまかい経過はわからないが、下総精神医療センターには 2007 年 6 月 14
日に 15 床(予備室もいれて17 床)の暫定病棟が開棟されて、これが年内一杯うごいていたよう

である。地方自治体での指定入院医療機関整備がおくれているなかで、国は、国立精神・神経

センター病院に1棟を追加することに加えて、肥前および下総の精神医療センターにも標準規

格33床の1病棟をそれぞれ追加開棟させることを計画している。 
西日本では通院決定になる率が東日本より高いことが指摘されている。それは、指定入院医

療機関の整備が西日本ではとくにおくれているからである。入院のため遠くへやるよりは、居

住地区にちかいところに通院させるほうがよい。これは、患者本人にとってはよいことである。

だが、入院処遇にするか通院処遇にするかの基準が明確化されていくべき時に、東と西とで基

準がちがうというのはなんともおかしなことである。事は、国権をもって入院または通院を命

じることなのである。 
 ここまではまだよい。西日本では、審判の結果入院決定が出ても、病床の空きがないために

待機させられている人がかなりでている、と聞く。鑑定入院期間は、1 ヶ月延長しても 3 ヶ月

までときめられている。上記のような人は、どういう名目でどこで待機させられているのだろ

うか。 
 ところで、2007 年 12 月、肥前精神医療センターでは、指定入院医療機関に入院中の人が、

付き添い(2名)外出中に行方不明となって飛び込み自殺された。 
(調査委員会はこの事故につき、肥前精神医療センターの治療、看護などに落ち度はない、との

結論を出した、とされている)。また、周辺住民との話し合いの結果、外出患者にはGPS 機能

のついた携帯電話を持たせることが決められた(今後性犯罪者などのGPS 管理の先駆けとなる

か？)。 
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このほか、通院処遇を受けている人が2名自殺された、とも聞こえている。手厚い医療の看

護のもとで、入院、通院あわせて 1000 名たらずの中から２年あまりで 3 名の自殺とは、一般

の精神科医療にくらべても、多すぎるのでないか。 
“社会復帰のために”のことばが泣く。 
 
[そして、精神科医療全般は？] 
医療観察法の付則は、平行して精神科医療全般の向上をはかる、とうたっていた。 その線

にそって何がなされたのだろうか。本年4月1日から、通院精神療法には5分以上という時間

枠がはめられて、精神科の外来医療費はおおきく切下げられた。これが精神科医療全体にどう

影響していくか、まだ見極めはつかない。しかし、精神科医療全般の向上という線に反するこ

とは明らかである。 
 法案審議の段階では“車の両輪”と何回も聞かされた。一方の車輪が大きくなり、片方は小

さくされた。この車はどこへいくのか？！ 
                             

 
ついに昨年１２月、肥前の施設に拘禁させられていた患者が自殺に追い込まれる事態が起き

た。０５年７月の医療観察法施行から約２年半。法の保安処分性・差別性がますます明らかに

なっているが、この法の推進者たちは早くも１０年の法の「見直し」・改悪に向けた新たな動き

を見せている。また法制審「非収容人員適正化方策に関する部会」は新保安処分導入の答申・

０９年通常国会への法案提出を狙う動きを見せている。今後どう闘うのか。医療観察法廃止・

保安処分体制構築を許さない私たちの闘いはいま一つの正念場を迎えている。 
 
１）入院施設の現状 
 
a) ０５年施行時で破綻していた医療観察法 
０５年７月の法施行時点で保安処分施設の着工に至ったのは当初予定していた２４カ所（国

と自治体立が半々）のうち３カ所（国立武蔵病院、花巻病院、北陸病院）のみ。施行直後の１

０月には「３３（３０＋予備３）床で新設」を義務付けていた設置条件を大幅に緩和。「異例の

方針転換」として「全ての都道府県において整備を目指す」「１５床以下の既存病棟」「病床単

位でも１床でも認可」とした通達を出した。「高度で専門的な治療体制」という法の建前・前提

そのものの破綻を露呈させたが、国は実質的な法改悪を省令や告示で強行した。保安処分体制

作りの突破口を開きたいとする国の強力な意志のあってのことであり、実際にも、法制審「刑 

ますます保安処分法の実質を露呈させている 

医療観察法の運用実態 
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務所被収容人員適正化方策に関する部会」での新たな保安処分導入論議の開始、厚生保護法の 
改悪と、施行後の２年間で保安処分体制作りは急速度で進行している。 
 
b) 国が想定する形で進行していない保安処分施設建設 
国が予定しているのは全国で７２０床（国関係３５０床、都道府県関係３７０床）だが、現

在稼働しているのは３５４床。国立では、精神・神経センター武蔵病院３３床、花巻病院３３

床、東尾張病院３３床、肥前精神医療センター３３床、北陸病院３３床、久里浜アルコール症

センター１７床（０８年３月に１６床贈）、さいがた病院３３床、小諸高原病院１７床、下総精

神医療センター３３床、琉球病院１７床、菊池病院（熊本）１７床、榊原病院（三重）１７床

の合計１２施設・３１６床。０８年度中に開棟予定が賀茂医療センター（広島）３３床、０９

年度中に開棟予定が松籟荘病院（奈良）３３床の合計２施設・６６床。都道府県立では岡山県

立神経医療センター３３床と大阪府精神医療センター５床（将来３３床を予定）、長崎県立精神

医療センター１７床（０８年４／１開棟）、建設準備中が東京都立松沢病院３３床、茨城県立友

部病院１７床であり、鹿児島県立姶良病院１７床、山形県立鶴岡病院１７床と、０８年６月現

在で決まっているのは合計７都道府県１３９床で、国が予定している３７０床の約３分の１で

しかない。０７年６月には病床不足を補う措置とし下総精神医療センター３３床に１５床の暫

定追加病棟を開棟させている。今年３月、国は小平市議会と地域住民に対して国立精神・神経

センター武蔵病院（４月から武蔵をとり、国立精神・神経センター病院と改称された）の建て

替えともう一つの医療観察法病棟を造りたい旨の説明を行った。その際の医療観察病棟建設の

口実は全国の医療観察病棟に強制入院させられている患者の「身体合併症治療のため」という

ものであるが、国はそれ以上の詳しい説明は何らしていない。 
 
c) 今年に入り国が全都道府県に「指定入院医療機関の緊急整備の依頼」 
稼働３５４床に対して０７年１１月現在での月末在院患者数は３４８人とほぼ満杯状況。こ

のような現状にあって、厚生労働省は今年に入って１月に「今後の病床整備についても短期間

に大幅な増が見込めないことから、本制度の継続かつ円滑な実施を図るため、都道府県の一層

の協力が不可欠」として、原則として全都道府県に施設建設を行うとしつつも、緊急措置とし

て「都道府県立精神科病棟を一部改修し、小規模病棟（５～８床程度）を緊急にお願いしたい。

（将来的に１５床以上の規模の整備を検討している医療機関においても、先行して小規模病棟

による病床の整備を進め、受け入れをお願いしたい）」との「指定入院医療機関の緊急整備の依

頼」文書を出すに及んでいる。しかも「既存の精神病棟の一部改修による小規模病棟」にすれ

ば診療収入の「県立病院での１日あたりの入院費約１１，０００円」を「５８，２００円」に

するという。以前から１５床建設すると年間７千万円の赤字になるからと建設を断っているの

が熊本県。このような県を懐柔するための措置なのだろうが、このようにして国はイエスと言

わない都道府県をなりふり構わない金の力による懐柔策で医療観察法の破綻状況を打破し、な

んとしてでもこの法で突破口を切り開いた保安処分体制の基礎を固めることにいまやっきにな

っている。 
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２）ますます明らかになっている医療観察法の保安処分性 
 
a）増加傾向を示す入院決定 
国は当初、医療観察法の申立件数・適用者「年間３００名」と言っていた。施行２年半後の

０８年１月３１日現在の法務省の資料によれば、９７３名（男７２０名７４％、女２５３名２

６％）で、現実の申立件数は国が想定した数を約３０％も上回る。１月３１日現在での決定数

は８７４名、その決定内容を見ると、入院決定５０６名、通院決定１８２名、不処遇（医療観

察法による医療を行う必要がない）決定１５６名、却下（そもそもこの法の対象者にならない）

決定３０名、申立取り下げ９名である。決定の５２％が入院決定、１９．２％が通院決定処分

を受けている。昨年７月段階では入院決定５０％・通院決定１８．７％だったからこの半年間

で入院決定が増加傾向にあることを示している。その結果としての施設不足ということなのだ

が、実際に拘禁施設のある医者は「４人に１人は入院不相当」と言っている。危惧したように、

裁判官が入院決定に傾いていることを示している。また東京など東では入院、大阪など西では

通院の比率が多いなど判断基準は曖昧なままである。 
 

b) ついに自殺に追い込まれた人が！ 
検察官申立の対象行為はどうか。０８年１月３１日現在の法務省の資料によれば、放火等２

７８件、強制わいせつ・強姦等５７件、殺人等２５１件、傷害３４８件、強盗等６０件、合計

９９４件（複数の行為を行った者はそれぞれに計上）となっている。傷害が３分の１近くを占 
めるが、それには「加療約５日間」「全治５日間（こぶができた程度）の障害」も含まれ、「傷

害であるもののうち、４分の１近くが全治（治療）１週間以内の軽微な事案」（日弁連刑事法制

委員会医療観察法部会の分析）である。申立ては不起訴事例が圧倒的に多いが、１割強はいっ

たん刑事裁判を経て無罪もしくは執行猶予になった人。これらの人は長期の裁判を強いられた

上に、医療観察法の申立によって再び鑑定入院を強いられることになる。また、措置入院・医

療保護入院・任意入院を経て退院となりグループホーム・作業所も決まったにもかかわらず不

起訴となったため、医療観察法による申立てで鑑定入院で再び保護室に拘禁された人。老年痴

呆で治療反応性を欠き、相手は親族で処罰感情は無く１週間程度で職場復帰可能であるにもか

かわらず、入院決定となった人。不起訴処分でこの法の手続きに入り、更に医療の必要なしと

して刑事裁判に付された人。入院決定への抗告審で決定取消を勝ち取ったが名古屋市内の病院

に３ヶ月半も拘禁された補償もなく、地元に帰る費用を生活保護費から捻出しなければならな

かった人。そして遂に０７年１１月肥前病院で自殺に追い込まれた人が。刑事手続きとこの法

の手続きをたらい回しにされ、翻弄される「精神障害者」たち。一体誰のための法なのか。社

会復帰というのは建前でしかない。 
 

c) 医療を否定した０７年７／２５最高裁決定 
これまでの審判の運用は「①疾病性、②治療反応性、③同様の行為を行う具体的・現実的な

可能性を鑑定させて審判体に判断するのがスタンダードになっている」（池原毅和）。実際、決

定は「同様の行為を行う具体的・現実的な可能性は、現在症状からの判定ではなく将来におい 
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て症状が悪化した場合を視野に入れる判断の枠組み」となっており、０７年７月２５日最高裁

第二小法廷は、このような視点からこの法による決定への抗告に対して「措置入院等の医療で

足りるとして医療観察法による医療を行わない旨の決定をすることは許されない」と棄却した。

「同様の行為を行う具体的・現実的な可能性を鑑定させる」とは、世界的に認知されている将

来における再犯予測の不可能性を否定するものである。また、既に再入院に対する申立も４件

あり、そのうちの２件が再入院決定となり、際限なき拘禁が現実のものとなっている。このよ

うに現実の運用実態は保安処分以外のなにものでもない。 
 
d) 法施行前は対象にはならないとされていた人格障害者も対象に 
法の施行前、刑事責任能力があり入院処遇とならないとされた人格障害者が入院処遇となり、

武蔵病院にも２人（１人は「人格障害」１人は「軽度精神遅滞・人格障害」）が入院させられて

いる。 
この法の推進者・山上晧は、法の成立を「まずは制度・施設を整備して司法精神医療をスタ

ートさせることが肝要との思いからの妥協」であり、「矯正施設に長く収容されている難治性の

統合失調症や中毒精神障害者、一部の治療可能性の高い人格障害者、一般精神科医療の場での

処遇に困難を来すような一群」も対象に「されうる」と言う。更に「将来的にはすべての都道

府県に人口比に応じて適当に配置していくことが望まれる」、現在の病床数７００はモデルとさ

れたイギリス（地区保安病棟２０００床の他に High,Security,Hospital１２００床）と比較し

て少なく、「増床を検討していく必要がある」とも。また同じく推進者・町野朔は「日本の再犯

防止策も、医療観察法が施行されたことや更生保護法の成立によって大きく前進した」と、こ

の法を治安法であることを言明しつつ「医療観察法に関しては、とりわけ危機介入措置の導入

を通院処遇中断者に対する規則の設置を、２０１０年に予定されている見直しの際に検討すべ

き」「これからは処遇困難者を受け入れるような医療体制を確立していかなければならないだろ

う。それが、現在の病棟の拡充でたりるのか、あるいは、諸外国のように専門病棟を作らなけ

ればならないのかは、更に検討しなければならない」と更なる保安処分法としての強化・拡大

を主張する。このように、法の推進者たちはこの法が決して触法精神障害者のみを対象にした

ものではないことを公言してはばからない。この法もまた「小さくつくって大きく育てる」こ

とを狙っている。 
 
e) 保安処分強化の役割をより色濃く果たすようになっている保護観察所 
この法による地域での対象者の処遇について統括するのが保護観察所（社会復帰調整官）で

あり、その役割は「対象者が円滑に社会復帰することができるように務める」こととある。し

かし実際は、対象者の処遇のみならず、武蔵病院の「地域連携を確保するため」と称する「年

１回程度、必要に応じて開催」される８病棟地域連絡会議（構成員は施設関係者の他に小平警

察署・保健所・消防署、それに小平・東村山の市と住民３名を含む１３名）に端的なように、

保護観察所主催による地域連絡会議を通した地域住民を巻き込んだ地域保安処分体制作りに大

きな役割を果たしている。武蔵病院に情報開示させた会議の議事録を見る限り、地域住民の「安

全確保策」が主要関心事になっているとの印象は否めない。また保護観察所が保安処分施設側 
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が退院可能と判断しても退院不相当との判断を出す、再入院申立を自ら行う、人格障害の事例

について入院を継続させるべきであるという意見書を出すなど、当初の役割を超えた保安処分

強化の役割をより色濃く果たすようになっているのが実態。０６年９月「自立更正促進センタ

ー構想の概要」には、刑を終えた者でも「対象者の円滑な社会復帰・再犯防止の実現、安全・

安心な国づくり、地域づくりの推進」のために特定の保護観察所に「自立更正センター」を作

り「２４時間・３６５日体制による濃密な指導監督」をするとある。医療観察法によって地域

住民を巻き込んだ地域保安処分体制の原型づくりに成功した国は、更に保護観察所にその体制

強化の役割をこれまで以上に持たせようとしているのだ。しかしこの地域連絡会議もまた国の

狙い通りに進行してはいないようだ。今年３月、各都道府県に出した「医療観察法の指定入院

医療機関の緊急整備に伴う対応について（通知）」で、原則として設置しなければならない地域

連絡会議について、地域住民の参加が見込まれないことを想定し、「指定後２年間に限り、地域

連絡会議とは,別の地域住民と話し合う場を設けることにより地域連絡会議に代わるものとし

て差し支えないこととします」などとしている。ここでも原則などあって無きが如しで、法の

破綻状況を示している。 
 
f) 司法主導で進められている医療観察法は廃止しかない 
以上見てきたように、国がいかにこの法を「医療法」と言いくるめようと、この２年半の裁

判所・医療・保護観察所作の運用実態は裁判所・保護観察所という司法主導で進められている

ことを物語っている。前述の０７年７／２５最高裁決定は「司法が医療の言うことに聞く耳を 
もたない」（中島直）ことを端的に表している。この法の推進者たちはこの２月に日本精神保健

福祉政策学会として勉強会「医療観察法の運用実態と将来的課題」開催など、新たな動きを見

せている。一方この法に反対してきた方はどうか。昨年７月、東北弁護士会連合会がこの法を

実質的に認める「医療観察法の理念の実現ための地域精神医療及び福祉の充実を求める決議」

なるものを出した。日弁連でもこの法の廃止を正面から言わず「改正を求める」方向での論議

がなされている。「見直し」を２年後に控えた今年の「廃止へ」の闘いが問われている。 
（刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会,Ｈ） 

 
 
 

本格的な保安処分新設策動との対決へ 
 
１．「諮問第７７号」法制審審議の経緯 
薬物犯罪者・性犯罪者などの「再犯の恐れを防止する」、「社会防衛のため」に新たな「保安

処分」を創ると公言した元杉浦法相の１行諮問（０６年７月２６日）を受け、法制審議会「刑

務所被収容人員適正化方策に関する部会」が審議を続けている。法制審討議は既に２順目を終

え「次の作業としてはこの立法作業に向けて具体案をこれから策定していかなければならない」

（第１３回）段階に至っている。その内容は、以下のようなものである。 
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・第１回会議 ２００６年 ９月２８日 諮問全体の説明と討議手順 
・第２回会議      １１月 ２日 社会奉仕を義務付ける制度導入の可否 
・第３回会議      １２月１５日 社会奉仕命令とその他の社会内処遇 
・第４回会議 ２００７年 ２月 ５日 刑執行終了者に対する再犯防止・社会復帰支援策 
・第５回会議       ３月２３日 中間処遇制度の在り方、および保釈の在り方 
・第６回会議       ４月２７日 海外視察報告：イギリスの社会内処遇 
・第７回会議       ６月２２日 海外視察報告：ドイツの社会内処遇 
・第８回会議       ７月２０日 海外視察報告：フランスの社会内処遇 
・第９回会議       ９月２７日 海外視察報告：アメリカの社会内処遇 
・第10回会議      １１月 ９日 社会奉仕を義務付ける制度について①(２順目) 
・第11回会議      １２月２７日       同         ② 
・第12回会議 ２００８年 ２月 ４日 その他の社会内処遇及び中間処遇の在り方① 
・第13回会議           ３月２８日       同            ② 
・第1４回会議           ３月２８日 同③及び刑執行終了者に対する処遇義務付け 
・第1５回会議           ３月２８日 保釈の在り方 
 
２．危険な法制審審議 
私たちは、諮問の意味を “非人間的な刑務所過剰収容の「適正化」は支配強化の口実であ

り、「精神障害者」差別の医療観察法施行を突破口にした、本格的な保安処分体制の構築策動” 
であると批判し、法制審のたび毎に“社会内処遇の美名に惑わされるな”と霞が関で訴えてき

た。実際、この間の論議で明らかになっていることは極めて危険なものである。 
 
① 法務省は、刑務所過剰収容の解消など目的にしていないということである。「適正化」とは

｢収容人員減少｣を意味するものではなかった。事実、鳩山邦夫法相は０８年１月８日の記者会

見で、「刑務所があふれてきたから外に出そうという過剰収容対策のみの観点からの議論は許さ

れない」と述べている。再犯防止の観点が全体に貫かれているのだ。非人間的な刑務所過剰拘

禁をただすためだけなら、「社会的入院」ならぬ「社会的拘禁」を止めればよい、重罰化や些細

なことを処罰する不寛容政策、あるいは人質司法をやめればよいのだ。既に、アメリカ猿真似

の刑事政策は、富山や志布志・北九州のような冤罪・デッチアゲを常態化し、受刑者反乱まで

引き起こすに至っている。法制審議会がなすべきことは国連拷問禁止委員会勧告に見習い、日

本の現行刑事政策を根本から見直すことにある。 
 
② 薬物犯罪者・性犯罪者あるいは人格障害者の「再犯防止」も口実に過ぎなかった。諮問は、

全ての人間の再犯防止を問題としていたのであり、保釈のあり方も含め矯正処遇や保護観察の

体制を一挙に強化しようとしている。これが「適正化」の意味である。 
 
③「犯罪者の情報登録・公開」「刑執行終了後の社会内における監督」「監督手段としての電子

監視」「刑執行終了後の施設内処遇」など「刑執行終了者への再犯防止策」が、理論的根拠も示 
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さずに（！）公然と論議されている。私たちは近代刑法の原則＝責任主義を破壊し、刑法総則

改悪による本格的保安処分創設であると批判してきたが、第１４回会議では、日弁連選出委員

などの批判によって「刑執行終了者への処遇義務付け」導入への道は後景化しつつある。答申

前段階での闘いの成果と言えるが、しかしなお油断することはできない。攻防は続く。 
というのは、「社会奉仕命令」や「分割刑」「刑の一部の執行猶予導入」などの中間処遇を巡

る論議に共通して流れているのは、法務省が従来の“刑が終えたら、それで終わり”という制

度に飽きたらず、“贖罪しないものは刑務所から出さない。反省したものは早期に出すが死ぬま

で監視・管理し、危険と見なせば何時でも収監できるようにする”という戦略的方向性だから

である。保安処分導入論議は「立法作業」の過程で、ねじれ国会の行方次第で、何時でも再燃

しうるからだ。「客観的」に見た流れは、年内に３順目審議終了―合意可能な事項の法案化、来

春通常国会上程というところかと思われる。 
 
３．政府の再犯防止「行動計画」策定の動きに警戒を！ 
また、共謀罪国会審議で露になったように、権威が崩壊した法制審論議の行方のみに目を奪

われるわけにはいかない。本格的な保安処分体制を作り出す法整備には、現在二つのコースが

ある。ひとつは法制審で討議されている刑法改悪による保安処分創設のコース（中間処遇・満

期出所者の拘禁など）であり、もうひとつは医療観察法改悪のコース（「医療可能性」概念の拡

大→人格障害者・性犯罪者・薬物依存者などへの対象拡大、人的・物的な全国的態勢整備→拡

充）、あるいはその合流である。法制審答申阻止の闘いと医療観察法廃止の闘いを両輪にしなけ

れば保安処分体制構築策動と全体的に闘うことはできない。 
保安処分策動と関連して政府・与党の全体的な治安管理エスカレーショの動きにも注目して

おく必要がある。自民党は本年４月１８日「地域の絆を再生し、世界一安全な国へ―世界一安

全な国をつくる８つの宣言」を公表したが、「宣言２」は「日本版コネクションズの活用を図る

など、再犯防止対策を強力に進めます」とされている。内容は、刑事施設内における再犯防止

指導、保護観察での各種処遇プログラム充実、出所後のＧＰＳ発信装置装着、効果的な出所情

報の活用、「隔離・治療といった強制的な措置を講ずることができるようにすることの可否」な

ど法制審で論議されている事項と重複している。『犯罪白書』も再犯防止特集である。医療観察

法・更生保護法制定を受けた政府・法務省・警察庁にとって、刑務所過剰収容や性犯罪・薬物

犯罪対策にとどまらず、再犯防止を軸にした更生保護制度再編や保安処分・予防拘禁の本格的

な創設こそが課題となってきている。精神障害者差別の心神喪失者等医療観察法は医療の仮面

をかぶらざるを得なかったが、それを超えて公然とした“再犯防止制度”を全社会的に創り出

すことが狙われているのだ。日本を収容所列島に化そうとする恐ろしい攻撃である。 
私たちは以降、法制審の動向を見極めながら、学習会・情宣・抗議行動などを通じて保安処

分新設阻止の闘いを展開する。闘いの蓄積をもつ「精神障害者」への保安処分攻撃とはまた異

なり、刑事政策全般にわたる問題点や新たな論争点があり、知恵と力を広く結集する必要があ

る。また医療観察法を共に闘った全ての仲間、共謀罪や刑務所問題に取り組んできた反治安法

戦線の仲間、薬物依存症と闘う仲間などとの共闘を模索し、大胆に闘いの輪を広げていきたい。

法制審の結論が出され国会上程が画策される来春の正念場を見据え、先行して闘いを持続しよ 
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う。新たな保安処分策動を医療観察法ともども打ち砕こう！             （S） 

 
 

第１７回連続・学習討論会報告 

法制審議会「刑務所収容人員適正化方策に関する部会」 

論議の現段階と今後の行方 

 講師 神 洋明さん（同部会委員 日本弁護士連合会） 

 
２月３日、ネットワーク主催で、「法制審議会『刑務所収容人員適正化方策に関する部会』

論議の現段階と今後の行方」と題して、第１７回連続・学習討論会を開いた。当日は鉄道トラ

ブルで参加者が危ぶまれたが、日本弁護士連合会から同部会委員として論議に加わっている神

洋明弁護士から「部会の審議状況」レジュメが配られ、１．法制審議会部会が設けられた経緯 

２．部会委員の構成 ３．部会での論議（第１回～第１１回）４．今後の予定 ５．部会審議

の着地点予想などが、経験をまじえて提起され、質問や活発な討論がなされた。２順目の社会

奉仕命令論議を終え、討論会翌日の第１２回審議から、私たちが注目している「その他の社会

内処遇及び中間処遇の在り方」「刑執行終了者に対する処遇義務付け」論議が始まるグッドタイ

ミングな討論であり、議事録などからは知り得ない法制審の雰囲気や法務省・最高裁の動きが

感じられる貴重な提起となったと思う。提起の内容は既に２順目論議を終えているため割愛す

るが、刑法に素人の私たちにも問題点が理解でき、しかも、かつて盗聴法・組対法の法制審委

員を務められたこともあってか鋭い見通しが示された。お忙しいなか、休日に講師を快諾して

くれた神弁護士には改めてお礼を申し上げたい。 
私たちからみれば法制審議会論議は密室で行われている。マスコミも報じない。こうした局

面のなかで、どれだけ早く、どれだけ的確に審議を批判できるかは、決定的である。法制審答

申あるいは法案化されてしまえば、ねじれ国会とはいえ、闘いは厳しさを増す。その意味では、

現在進めている法制審情宣や運動体への情宣の意味は大きい。私の狭い経験でも、法制審論議

中に霞ヶ関での抗議情宣やデモが行われたのは盗聴法・組対法など僅かであり、こうした先行

的な闘いを、日弁連などと協力しながら進め、共同して討論していくことは決定的である。 
法律雑誌『ジュリスト』が連載特集を組みはじめるなど（論調はほぼ法務省の線である）、第３

ラウンド論議⇒答申に向けて攻防は秋にかけて煮詰まっていく。共に保安処分粉砕へ闘おう。 
 
○次回法制審情宣 ７月４日（金）８時３０分～９時３０分            （S）   
 
 
 
 



 14

触法精神障害者の入院施設不足 ４４都道府県で未整備」 
（北海道新聞 06/17 23:52） 
 
触法精神障害者の入院施設不足 ４４都道府県で未整備（06/17 23:52） 
 
 殺人や放火などの重大事件で、心神喪失を理由に無罪や不起訴になった「触法精神障害者」

を心神喪失者医療観察法に基づいて強制入院させ、治療する国指定の入院施設が今年三月以降

不足し、主管する厚生労働、法務の両省が苦慮している。地域の反対などのため北海道や東京、

京都など四十四都道府県が未整備で、確保病床は目標の約半分と低調だ。 
 凶悪犯罪の増加が懸念される中、厚労省は今月十三日、江利川毅事務次官をトップに推進本

部を発足させ、「各都道府県に一カ所は必要」と、自治体への協力要請に乗り出した。 
 整備計画では、同法施行（二〇〇五年七月）から三年が経過する今夏までに、全国に七百二

十床を確保予定だったが、現在十五カ所計三百八十七床にとどまる。内訳は十二カ所（計三百

三十二床）が国立病院機構の施設、残る三カ所（計五十五床）は岡山、長崎両県と大阪府の運

営施設。 
 一方、入院者数は今年三月末には三百九十九人に上り、既存病室を改修した「転用病床」も

利用しているが、その後も数人分が不足の状態。裁判所が鑑定入院させた施設で、指定施設の

病床が空くまで待機させている。 
 道内では二〇〇七年までに二十一人に対し、裁判所の入院決定が出たが、道内に施設がない

ため、大半が国立病院機構花巻病院（岩手）に入院。中には同機構琉球病院（沖縄）に入った

人もいる。 
 今後、計画を進めているのは同機構の施設三カ所（計九十九床）、東京都と山形、茨城、鹿児

島の三県の運営施設四カ所（計八十四床）。ただ具体的な整備時期が未定の施設も目立ち、病床

不足の解決への道は険しい。 
 心神喪失者医療観察法に基づく強制入院は対象者を、再犯防止を目的に手厚い医療態勢のも

とで原則一年半にわたり、治療し、社会復帰を目指している。 
          


