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医療観察法は、施行後１１年目を迎えます。この法律は、「心神喪失の状態で重大な罪

を犯した精神障害者」という理由で、強制的に医療観察法施設に隔離収容され、再犯のお

それがなくなったとされるまで『手厚い医療』を強要される、というものです。５年後の

見直しでも、実態はなかなか明らかにされず、制度は十分な検証もされることなく運用が

拡大されています。 しかし、不十分な厚労省や法務省の報告レポートの中からも、多くの

問題点が見えてきています。自殺者が多いこと、長期拘禁化していること、地域社会に戻

れず施設は退院しても精神福祉法上の入院になる人も多いこと、など。  

私たちは、今年の7月集会の翌日にも厚労省交渉をもち、実態把握と制度の抜本的見直し
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～廃止に向けて働きかけを行ってきました。１１月集会も、翌日に継続交渉を予定してい

ます。  

ぜひ、みなさんの参加をお願いします。 

 

■11月2９日（日）13：３0～1６：30 全国集会（１３：００開場）  

終了後交流会（予定）  

■文京シビックセンター 3Ｆ  

会議室１・２ 

東京メトロ丸の内線/南北線 後楽園駅下車徒歩1分 

都営地下鉄三田線/大江戸線 春日駅下車徒歩1分 

JR総武線水道橋駅（東口）下車徒歩9分 

 

 

■講演：刑事政策における医療観察法（仮題）  

内田博文さん（刑法 神戸学院大学法科大学院教授）  

■各地域・現場からの報告  

 

■11月2９日（日）1０：00～１2：00 ネットワーク＆なくす会合同総会  

（文京シビックセンター 3Ｆ 会議室２）  

■11月30日（月）厚生労働省交渉（予定）  

＜共同呼び掛け＞  

□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 □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  
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報告  ７／２６医療観察法廃止 
 

全国集会 
 
 
 
 施行後、05年7月施行を糾弾し毎年開催してきた全国集会。施行から10年目を迎えた今年

はメインの講演者としてオランダのヨラーンさん（世界精神医療ユーザー・サバイバーネット

ワーク〔WNUSP〕共同議長、ヨーロッパユーザー・サバイバーネットワーク理事）にお願い

した。ヨラーンさんは16歳の時に精神病院に強制入院となり、2年間も保護室に監禁、全裸で

の身体検査や身体拘束をされた体験をもつ。いまオランダ国内でも強制入院廃絶に向けた活動

に取り組んでおり、「オランダにおける保安処分制度の動き」を話していただいた。 
 
○オランダの保安処分制度 
 オランダにも医療観察法制度と同様、犯罪に関与した精神障害者を隔離し強制医療を行う制

度があり、それが裁判所によって宣告される刑の一部である司法精神医療機関の医療（TBS）
とのこと。その目的は「再犯からの修復」「社会をより安全にすることを目ざす」とされる。勾

留は2年間であるが、再犯の危険がなくなるまで裁判長が延長することができる。勾留の平均

は9～10年で上昇傾向にある。2002年に始まってから2011年段階で出された人は半分しかい

ない。終了した理由は患者が死亡したためであり、10人に1人以上がこのTBSを生き延びて

おらず、TBS は一生にわたる収容になりうるもの。TBS の運用は強制治療であり、入院して

いる人への健康状態には目がむかず、管理と締め付けが強くコミュニケーションも制限されて

いる。拘禁され・社会的排除・非人間的な隔離の人に関する研究では、再犯率も高いという結

果が出ており、本来の司法の目的が全くなされていないことがわかっている。このようなオラ

ンダの TBS の実態について、ヨラーンさんは、人にスティグマをつけ、一般の人に怪物とい

う思いを植え込むことになり、メンタルヘルスケアとはいえないと批判。TBSという司法精神

医療が、一般市民の不安をあおり精神障害者差別を増長する、権力的介入を強めていく、入院

期間が無期限になるという、医療観察法と同様の問題ある実態を浮き彫りにした報告であった。 
 
○イタリアの精神医療 
 全国の仲間の発言として、イタリアの精神医療を視察してきた医師の黒川能孝さんからも報

告をいただいた。イタリアでは 1970 年代から精神病院の改革～閉鎖が進み、私立病院（30～
50床）は残っているものの1998年には閉鎖された。司法精神病院も5つを除き2015年4月

に閉鎖された。その閉鎖には労働組合の活動が大きな役割を果たしたとのこと。「地域精神保健

サービスが充実している所ほど司法精神病院に送られる人数が少なかった」とは、精神障害者
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差別を許さない地域での取り組みの重要性を実証している報告だった。 
 
○100名を超える仲間が参加 
 生存権裁判闘争を闘っている京都の仲間、障害者自立支援法に反対して闘っている東京の仲

間からも発言をいただいた。最後に主催者から翌日の厚生労働省交渉への参加を呼びかけて終

了した。この日は戦争法案に反対する国会包囲行動が同時刻に行われている中での100名を超

える仲間たちの参加であった。施行から 10 年、この法が一般精神科医療を浸食し、医療従事

者にとって当たり前の医療となっている現状の中で、それを許さずに廃止に向けて闘っていく

決意を共に共有しあった集会であったと思う。（H） 
 

 

 

 

2015年7 月25日 

WNUSP（世界精神医療ユーザー・サバイバーネットワーク）共同議長 
ヨラーンを迎えて 講演集会の報告 

全国「精神病」者集団 山本眞理 

 

 

 ヨラーンは WNUSP 第二世代ちょうど私の娘の世代になります。彼女は私たち全国「精神病」

者集団が 2013 年に拷問等禁止条約委員会にパラレルレポートを出した時、同じセッションで

オランダの審査もあり、彼女はオランダの審査の後に残ってジュネーブでの私たちのロビーイ

ングを手伝ってくれた方です。 

 彼女が受けた精神病院での虐待は肌に粟が生じるようなものでした。自傷に対してむき出し

の暴力で対応する。衣服を剥ぎとって裸にして縛り上げる。身体検査を局部にまで行う。まさ

に虐待拷問といえるものです。（全国「精神病」者集団のサイトにこの時の彼女の報告が掲載さ

れています） 

 私の世代ではイギリスの仲間もこうした虐待を受けたということですし、あるいは他の国で

も聞きます。日本でも少年少女の自傷に対して同じような暴力での対応がしばしば語られてい

ます。 

 しかしヨーロッパでしかも私の娘の世代になってもこのような暴力が行われているというこ

と、私にはショックでした。 

 彼女はこれに対して賠償を求めて活動しましたが、拷問等禁止条約特別報告官がオランダに

手紙をかいたりもしてくれたけれど、事態は動いていない。精神医療のやったことは免責され

てしまう実態がどこの国でもオランダも含めあります。 

 講演では彼女の体験とやっと精神病院からでてから、自分が受けたと同様の隔離が青少年向

け精神病院で行われているというのに対してキャンペーンを始めたという話。その後障害種別

を超えた団体とともに闘っているが、一方で進歩的な看護のグループとともに隔離を減らして、
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強制入院そのものを減らしていく闘いを作っていったなどの報告がなされました。 

 苦痛に対して初期に対応すること、危機の拡大をさせないこと、最初の１０分間の接触が一

番大切などなど。しかしながらこのプロジェクトでも薬の使用については減らせていないとの

ことですが。 

 彼女が２６日にも話した知的障害者の法律と精神障害者に対する法律、そして刑法保安処分

の３つを対象とした改革案については、地域でのサービス拡大というよりも私宅監置さらには

自宅で身体拘束が可能になるなどというとんでもない中身で２００８年に発表され、しかし未

だ国会にはかかっておらず、一方で障害者権利条約の批准もまだということでした。その後の

彼女の報告によるとオランダの国内人権機関はヨラーンたちの働きかけも当然あったでしょう

が、強制入院の廃止を政府に勧告しているそうです。 

 日本では政府提案の法案は閣議決定まで秘密のまま上程されてしまいますが、政府案を公表

して議論喚起するというところに彼の国の民主主義の健全さを感じます。イギリスのひどい精

神保健法改悪の際にも感じたことですが、提案そしてその根拠となる報告書がきちんと公開さ

れ議論がなされるところに感心します。 

 質疑応答の時間では参加者と強制入院の体験談を共有しました。 

 こもごもと語られる中身は、本当に初めてあったばかりであるにもかかわらず国際的に共通

した私たちの強制入院強制医療体験であり、ヨラーンも泣き出してしまったけれど、泣くのは

恥ずかしくないし、でも歴史的につい最近まで女性に選挙権だってなかったという話をしてい

ました。 

 そうですかつて奴隷は人間ではなかった、女も人間ではなかった、奴隷制だって女に選挙権

がないのだって合法だったんです。いま合法とされ多くの人に人権活動家にすら支持されてい

る強制入院や強制医療も廃止され非合法化され、そして昔はなんと野蛮なことをしていたのか

と語られる日は確実にきます。 

 障害者権利条約委員会はすべての人に法的能力があるという１２条についての一般的意見を

公表しています。これは治療同意能力がない自己決定能力がないしたがって強制やむなしとい

う現行制度を全否定するものです。 

さらに委員会は１４条人身の自由と安全についてもガイドラインを発表し、精神の分野での一

切の強制入院と強制医療、心神喪失抗弁、保安処分の廃止を宣言しています。 

 私の生きているうちにはその日はまだかもしれませんが、必ず精神保健福祉法の廃止の日が

訪れることを私は改めて確信しています。 

  

 

 

彼女のスライドおよびその他資料は全国「精神病」者集団のサイト以下に掲載中です 

全国「精神病」者集団→国連人権メカニズム→2015年7月25日 WNUSP共同議長ヨラーンを招

いて 講演集会資料 彼女がニューヨークの締約国会議のサイドイベントで行ったファミリー

グループカンファレンス（強制に先立ちそのオルタナティブを探る仕組）についての報告もあ

ります。 
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http://www.jngmdp.org/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8

B%E3%82%BA%E3%83%A0/3062 

 

全国「精神病」者集団→国連人権メカニズム→ 2015年7月26日 医療観察法廃止全国集会 資

料 

http://www.jngmdp.org/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e4%ba%ba%e6%a8%a9%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%83%8

b%e3%82%ba%e3%83%a0/3077 

 

１４条ガイドライン邦訳 

http://www.jngmdp.org/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8

B%E3%82%BA%E3%83%A0/3178 

 

１２条一般的意見邦訳 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.ht

ml 

 

 

 

                                
地方からの報告 １ 兵庫 

 
 7.25病棟転換型居住系施設問題 
を考える兵庫集会                     

髙見元博 
 

7 月 25日、神戸市新長田の会館で「精神科病棟転換型居住系施設問題を考える兵庫県集会」

が行われました。当日最寄りのＪＲ線が事故のために不通になるというなか、また大変暑い日

だったにもかかわらず、兵庫県下各地から150人が参加しました。兵庫県精神障害者連絡会・

フレンズ関係では労組などから８人が参加しました。 

集会では怒りネットとして髙見が発言したほか、長期入院の当事者や長期入院者の家族、ま

たきょうされんなど「病者」にかかわるいろいろな職種の代表から発言がありました。集会参

加者には「病者」らしく見える人も多く、違いを越えた共闘という昨年 6・26集会を引き継ぐ

地域集会となりました。また「反対」一辺倒ではなく、とりあえずは「病者」の立場に身を置

いてみて、自分の立ち位置から考えていきたいという発言もありました。参加者の幅広さと、

共に生きる姿勢を感じさせるものでした。 

残念だったのは、精神科医の立場からの発言がフロア発言の形となり、また「地域資源は整

っているから要らぬ心配をするな」という発言だったことです。その医者のクリニックの地域

などの都市部では整っているかもしれませんが、病棟転換施設が心配される郡部ではどうなの

http://www.jngmdp.org/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0/3062
http://www.jngmdp.org/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0/3062
http://www.jngmdp.org/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e4%ba%ba%e6%a8%a9%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%82%ba%e3%83%a0/3077
http://www.jngmdp.org/%e5%9b%bd%e9%80%a3%e4%ba%ba%e6%a8%a9%e3%83%a1%e3%82%ab%e3%83%8b%e3%82%ba%e3%83%a0/3077
http://www.jngmdp.org/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0/3178
http://www.jngmdp.org/%E5%9B%BD%E9%80%A3%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%83%A1%E3%82%AB%E3%83%8B%E3%82%BA%E3%83%A0/3178
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.html
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.html
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かを考えない発言だと思いました。山の中の病院に転換施設ができたら「病者」の生活は病院

の中で自己完結してしまいます。それこそが最も反対すべきことであるはずです。兵庫の精神

科医の水準はこの程度かと思わざるを得ませんでした。いつもフレンズに協力していただいて

いる良心的精神科医が当日都合で参加できなかったのは残念でした。 

基調講演の杏林大学教授・長谷川利夫さんのお話を紹介します。 

2013・10・17に岩上洋一氏（特定非営利法人｢じりつ｣代表理事）の発表がありました。2013

年の精神保健福祉法改訂に伴う、厚労省の「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を

確保するための指針」第6回検討会の中でのことです。「病院で死ぬということと、病院内の敷

地にある自分の部屋で死ぬことには大きな違いがある」として、病棟転換施設の導入を主張し

ました。 

その発言で病棟転換型居住系施設新設策動が動き出し、2015・1・16 厚生労働省令が改悪され

ました。厚労省のＱ＆Ａでは、居住施設は病院と「施錠されたドア」で区切られているだけで

よいとされています。 

2015・3には日本精神科病院協会が｢精神障害者の地域移行及び地域生活支援に向けたニーズ調

査｣の報告書を発表しました。「現状の病状で退院して生活できる可能性(あり)―44.2％。賃貸

住宅やグループホームを病院敷地内に設置した場合、この患者さんの退院可能性は、あり

54.8％。可能性ありと答えた場合の理由は、退院意欲の喚起がしやすくなる 34.3％、緊急時の

対応ができる 65.7％など（複数回答、病院職員への聴取）。結論の「政策提言」として「職員

も患者自身も病院の近くが安心と考えており、病棟の一部を居住の場に改築するといった構造

改革も患者自身の選択肢を増やすために必要と思われる」としています。あくまで病棟転換施

設を作りたいという意図的誘導です。 

｢権利は闘わなければ実現しない。｣昨年 6・26集会の意味として、病棟転換、敷地内グルー

プホームを作らせない、強力なカウンターオピニオンの効果がありました。「考える会」が行っ

た調査で回答83自治体中32が「見送った」と回答。（｢位置づけた｣は 39自治体。実際に建て

ているところは0。しかし、6自治体で検討中などのところがあり予断を許さない状況。）病棟

転換問題は人権問題です。 

以上。 

 

 

 

 地方からの報告 ２ 京都 
   
「新・生存権裁判」               
                      坂根輝吉              

 

 

2014/20/24   訴訟の説明会（引き下げの問題点や提訴への行程についての説明） 

2015/12/25   生活保護基準引き下げは違憲として京都地方裁判所へ提訴原告 31名（当日 
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         欠席者を含めると41名) 

2015/3/15       京都「新・生存権裁判を支援する会発足 

2015/5/29     第１回口頭弁論期日 

 

原告の意見陳述  山崎 信一 

 

１ 僕は5歳から34年間、２つの施設で暮らしていました。管理された自由のない生活がイヤ

で、地域で暮らしたいとずっと思っていましたが、ようやく一人暮らしができたのは 39歳のこ

とでした。 

２ 僕たち障害者の地域生活は、生活保護が頼みの綱です。障害をもつことで、いろいろなお

金が余計にかかります。だから僕は、節約できるところで節約をし、いろんな工夫をしていま

す。しかしそれにも限界があります。 

３ 僕は身体も硬く、手も全く事由がきかず、言語障害も重度です。でも、自分の思いはしっ

かり伝えたい。だから、いろいろ工夫をしています。この原稿は、生まれて始めて、アイパッ

ドを打って自分で書きました。アゴの下にボタンをつけて、うなずいて書きます。アイパッド

は中古でも３万円します。表現するにもお金がかかります。 

4 いま生活保護のお金が引き下げられて、僕たち障害者は怒っています。僕たちの地域生活を

脅かさないで下さい。                                     

以上 

              

高い電動車椅子で約４０分本当に苦しい中山崎さんは最後まで読み上げました。後で弁護士は 

「こんな長い間裁判官が聴くのは異例だ」と言っていました。 

 

弁護団からの意見陳述と訴状陳述    民谷弁護士 

 

2013年8月から３回にわたり、生活扶助額が切り下げられました。引き下げには（１）ゆが

み調整分、（２）デフレ調整があるとされ、（１）は１３％（２）は８７％を占めています。生

活扶助基準部会は引き下げには消極的で、デフレ調整については引き下げの主な理由であった

にも関わらず、専門家の間で検討すらなされていませんでした。そのため、専門家の意見をき

かないまま計算された「物価」の計算は極めて恣意的なものとなりました。 

ゆがみの調整分とは一般世帯と保護世帯の消費水準と比べて貧しくなっていないので、貧し

くなるように調整するというものです。しかしここでいう「一般世帯」の内容は変更され、下

位10分位の最下位という、低所得者の中で最も低い世帯とされました。基準部会でも低所得者

と比較することや、低所得世帯に漏給（本来利用できる状態であるにも関わらず利用していな

い状態）が多く含まれた計算への疑問が指摘されていました。 

 デフレ調整について問題が指摘されています。２００２年から２０１２年の１０年間で値上

がりしているのは光熱費・水道費、値下がりしたのは家具・家事用品でした。こうした状況を

踏まえて比較検討すべきところを、厚生労働省は、対象品目と数量、数式方法、いつの物価と
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比較するか、など多くの点で間違った計算をしました。その結果、保護世帯は一般国民より１，

５倍もの頻度で電化製品を購入していることになり、保護世帯の家計実態を無視する計算とな

ってしまいました。 

 さらに比較する年を、前回保護費の引き下げが行われた２００４年時点ではなく、一時的に

物価が上昇した２００８年を計算に選びました。 

 こうした結果生活扶助費は６７０億円削減されてしまいましたが、このような計算式でのゆ

がみ調整やデフレ調整は、全く意味をなさないものになっています。従って、今回の生活扶助

引き下げは憲法に違反するものです。                                    

 

 その後第二回口頭弁論が開かれましたが、弁護団の弁論は第一回を補足するもので新たな主

張はありませんでした。第 3 回期日は２０１５年１１月２７日です。            

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦争立法の強行採決糾弾！刑訴法等改革案の通常国会制定 

を阻止したぞ！手を緩めず、廃案を勝ち取るぞ！ 

石橋 新一 

 

□戦争立法の強行成立糾弾！ 

9月19日、徹夜国会を機動隊の装甲車が取り囲み、反対の声を力で押し切って、戦争法が強

行成立させられた。55年ぶりの日米安保―専守防衛政策の大転換であるにもかかわらず、ガイ

ドライン改定―平和安全法制整備法・国際平和支援法などと仮装した欺瞞、“法的安定性など関

係ない”とする反立憲主義・明文改憲への露骨極まりない姿勢は、徹底的に糾弾されるべき歴
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史的暴挙である。 

 安倍政権が狙う戦争国家化策動は、①集団安全保障・集団的自衛権・グレーゾーン強化など

の戦争立法、②日本版 NSC・防衛省設置法改悪・辺野古新基地建設・オスプレイ配備などの米

軍・自衛隊再編や原発再稼働などの戦争遂行体制整備にとどまらず、③治安管理エスカレート、

④思想的・社会的な動員・翼賛として、総合的に進められている。③は、日米新ガイドライン

に初めて“サイバー戦争”が謳われたように、あるいは戦争法で“国際治安支援”が重視され

対“テロ”戦争が謳われたように、戦争と治安が全世界的に融合していることにもっと警戒の

目を向ける必要がある。 

□通常国会で刑事訴訟法等改悪案の成立を阻止！ 

マスコミが報じないため、通常国会での攻防を簡単に見てみる。3月13日閣議決定の刑訴法

等改悪案は、5月26日衆院審議入り後、録音録画・司法取引・証拠開示・盗聴の徹底審議で法

案の危険性が大きく暴露され、与党―民主・維新の修正協議は難航していた。8 月初め時点で

強行採決を乱発する以外に今国会成立の芽はなくなっていたが、それは戦争法審議の渦中では

不可能であった。しかし 8月 4日夜に修正協議が突如合意され、事態は暗転する。5日衆院法

務委で採決が強行され、マスコミが“今国会成立へ”と一斉に書きたてる局面に突入する。 

しかし8月19日参院本会議で、民主党、維新はあたかも修正合意などなかったかのような“賛

成”討論（修正が何の歯止めにもならないことは提案者自身が認めている）を行って慎重審議

を求め、以降、法務委がまったく開かれない事態が続く。 

こうした中で8月31日『時事通信』が、自民強硬派“審議抜きの強行採決”と公明“継続審

議”の対立を報じ緊張が走るなかで、9月 3日院内集会に民主党・共産党議員らが出席、民主

党・小川議員が“廃案へ”と発言する。更に9月4日にマスコミが“今国会成立見送り”と報

道する一方で、9月10日司法試験漏えい問題を審議する法務委で、与党が法案趣旨説明を強行

し 15 日の審議を求めたが野党が拒否する、13 日市民集会で維新・真山議員が法案反対を表明

するなど、最終盤の攻防が展開された。以降、戦争法強行採決をめぐる攻防で法務委が開けず、

26日継続審議となったのである。 

流れを見れば明らかなように、通常国会攻防は、近来稀な逆転・再逆転の波乱に満ちた展開

になっている。廃案こそ勝ち取れなったものの“継続審議”は運動の力で勝ち取ったものであ

る。 

□土俵際から土俵中央へおし返す 

 民主党政権の法制審諮問・日弁連を含む一括答申を受けた刑訴法等改悪阻止闘争は、極めて

不利な力関係の中で出発せざるをえなかった。短期決戦の衆院攻防は、誰も想定しなかった長

期戦となり、困難を超えて様々な運動上の成果を勝ち取られた。 

悪法阻止闘争は、従来の治安法反対闘争と異なって、①政府・法務省・与党による一括法案の

拙速制定策動、②日弁連執行部の政府への全面協力、民主党など与野党への働きかけ、③多く

のマスコミの沈黙、④様々な市民団体の意思統一の困難と逡巡、⑤運動圏の戦争法反対闘争へ

の注力などの困難を抱えながら、執拗に闘い抜かれた。 

 今春の闘いは、冤罪被害者とその支援の流れ＋反治安法闘争を闘う流れ＋弁護士会反対派の

流れなどが“危ういが画期的な共闘”で、闘いを推し進めてきた。なかでも冤罪被害者が冤罪
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解消を名分とする法に反対する衝撃力は巨大であり、それは様々な政治的思惑を突き破った。

冤罪被害者の闘いや法制審反対闘争を闘ってきた新捜査手法反対連絡会議などの闘いが、闘い

を独自に進めながら、ジョイントして市民集会、闘う国会議員と合流した院内集会を重ねえた。

カンパニアでなく、現場の闘いをそれぞれ進めながら共同して治安立法と闘い抜くことは、以

降にとって大きな意味をもつ。 

9月27日国会閉会以降も、次国会制定を阻止する闘いは続いている。9月15日に日弁連執行

部が成立を見越して呼びかけた“3％から100％へ”可視化市民集会の欺瞞性を暴く弁護士会館

前リレートーク、医療観察法ネットと共同した10月1～2日の日弁連人権擁護大会参加の市民・

弁護士への訴え、冤罪被害者声明賛同の拡大などである。 

 

□手を緩めず、廃案を勝ち取るぞ！ 

刑訴法等改悪案が、冤罪と盗聴を飛躍的に拡大し、戦後的刑事司法を破壊し、戦争国家に見

合った検察・警察国家を創りだす画段階的な攻撃であることが顕わになっている。しかも警察

は、答申が“今後の課題”とした室内盗聴、あるいは DNA拡大、スパイ育成の制度化も進めて

いる。“新時代の刑事司法”とは、非常事態型の臨戦国家に見合う刑事司法体系の構築であり、

それは共謀罪・秘密法と一体になって“現代版の治安維持法”体制を創りだす。 

法制審答申を受けて国会上程された刑訴法等改悪案が戦後最長の通常国会で成立しないなど

とは、誰も想定していなかったろう。しかし冤罪被害者や反治安法闘争を闘ってきた流れが合

流した全力での闘いは、法務省・与党を追い詰めた。以降、推進派の巻き返し・激突が予測さ

れるが、私たちは闘いとった時間を活かし、廃案に向け全力を挙げる。次国会が力づくの勝負

の時であり、仮に臨時国会が開かれなければ審議は来年４月以降になり、廃案は夢でなくなる。

共に闘いましょう。 
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