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講師 石塚伸一さん 

 （龍谷大学法学部教授・犯罪学研究センター長） 
講演『心神喪失者等医療観察法と再犯防止ーー治療と予防とのはざま』 
〇講演の他に特別報告、リレートークを予定しています 
 
□いま法務省法制審議会少年法・刑事法部会で危険な審議が進行しています。それは昨
年 2月 19 日法務大臣諮問 103 号（少年法の「少年」の年齢を 18 歳未満とすること、非
行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法・手続法の整備
の在り方）によるものです。審議会では重罰化と保護観察強化、国際的な流れに逆行す
る自由刑の 1本化（禁固刑［自由を奪うだけで労役等はない］廃止、懲役刑［労役に服
させる］への）、矯正プログラム等の義務化、起訴前の検察官の権限強化等々が打ち出
され、この方向で来年の国会への上程が策動されています。狙いは社会防衛のための「再
犯防止」であり、矯正プログラム義務化は強制的「人格改造」の危険性をもっています。
医療観察法と同様、保安処分体制の強化につながるものになっています。 
□医療観察法は今年 7月で施行から 13 年目となります。入院期間は 17 年 4月現在で平
均 951 日、6〜12 年の人が 37 名・5％（ガイドラインは 18 か月、17/11/28 厚労省「医
療観察法の医療体制に関する懇談会」）と、長期化が進行しています。自殺は「入院中
13 名」（17/5/24 厚労省交渉）「通院中 45 名」（18/8/1 省庁交渉・法務省）です。これ
が法の建前「手厚い専門的な医療」の実態です。 
□今回はこのような現状下で石塚伸一さんから“医療観察法と再犯防止”のテーマでお話
をいただきます。医療観察法廃止を求める私たちにいま問われているのはなにか。多く
の皆さんと共に考えたいと思います。共に考え共に闘いを！ 
 
〇関東地方以外から参加の精神障害当事者には、５０００円の交通費補助があります 
〇午前中にネットワーク総会を同じ会場で行います 
 

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 



ネットワークニュース NO.４９                     2018．10 
 

3 
 
 

 北部労法センター気付 許すな！ネットワーク 

 

７／２９ 医療観察法を廃止しよう！全国集会 報告 
  刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会    山中雅子 
 
 ７月２９日、中野産業振興センター地下にて、４者共催の７月集会を行った。参加は
９３名。暑さを心配していたがこの日は大丈夫。 
 集会はまず、討論を経て作成した基調の読み上げから始まった。この基調に関して、
集会終了後、重要な間違いが見つかったので、このスペースを借りて、訂正します。 
＜基調の訂正＞資料集７ページ・右側・「２．精神保健福祉法」見出しの後の本文１行目 
誤：「２０１７年７月２９日に施設の元職員が１９名の施設入所者を殺傷するという障害
者差別犯罪（ヘイトクライム）が起きた。」 
⇒：「２０１６年７月２６日に施設の元職員が４６名の施設入所者を殺傷し、そのうち１
９人が亡くなるという障害者差別犯罪（ヘイトクライム）が起きた。」 
議論を経て訂正等をみんなで行う基調において、日付や人数を間違えてしまうという事
態は、私たちの医療観察法闘争において、相模原やまゆり園事件の犠牲になった障害者
に対する追悼の気持ちがあまりない、もしくは薄らいできていることを意味しています。
障害者団体との共闘を目指すうえでも、社会に蔓延し事件という極端な形で現れた優生
思想・差別について、問題として意識するように気を付けなくてはならないと思いまし
た。被害者・ご家族の方にお詫びします。遅くなりましたが、訂正させていただきます。 
 基調は精福法のほかに、１年の経過、医療観察法、再犯防止・法制審そして活動方針。 
 基調の後は講演。黒田和代さん（社会福祉士・精神保健福祉士・NPO 法人サマリア
理事長）に『法制審の「社会内処遇」の問題点とリーガルソーシャルワークの在り方を
考える』の題でパワポを使ったお話を伺った。司法と福祉の連携が言われ、警察・検察・
裁判・矯正施設・保護観察・満期後と福祉サービスに結び付けようとされ、社会福祉士
も検察庁や矯正施設、保護観察所等に雇われるようになっている。再犯防止推進計画が
作られ法制審議会少年法・刑事法部会が開かれる中、『法務省法制審議会で議論されて
いる「捜査機関への社会福祉士配置案」に対し公益社団法人日本社会福祉士会として断
固反対の立場を表明することの公開要望書』を連名で出した黒田さんは、法に触れた人
の生活支援を行うとしても、社会福祉士は外部で検察と対等に福祉的支援を行うべきと
した。犯罪に至るには本人なりの理由がある。社会保障制度の不備もある。触法者に対
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しても、もしかしたら危ないという再犯防止のための支援ではなく、過去よりこれから
の生活のために支援する。再犯があって刑務所に行くことがあったとしても帰れる場所
があることが大事。監視・管理・指導はしない。強制・強要しない。今、児童相談所を
検察庁に組み込む案も出ている。監視・管理の条件付きで不起訴にする。支援は一生の
お付き合い、家族の一人となる覚悟で。質疑では、社会福祉士を目指す人や、知人が薬
物で捕まった人から、アドヴァイスを求めるものもあった。 
 特別報告は、国連恣意的拘禁作業部会に取り組んだ報告を医療扶助・人権ネットワー
クの内田弁護士より。窃盗未遂で措置入院になったケースが違法との意見書が出たとか。
恣意的拘禁との判断は日本では２例目だそうである。もう一つの特別報告として医療観
察法当事者よりの発言を予定していたが、体調不良のため欠席、メッセージを大阪精神
医療人権センターに代読してもらった。そのあとリレートーク。京都の桐原さんより精
福法の件、兵庫の高見さんより藤井さんとの話の件、ほっとスペース八王子のイマイさ
んより団体紹介、そして、精神科医の越智さんより講演に関連しての発言、寿町で働い
ているが、医療観察法に恣意的に寿の人は乗らず、刑務所に送られる、刑務所には医療
がろくにない、退所まで大量の薬を飲まされているのに、退所時に紹介状も出ない、と
いう差別が報告された。 
 終了後は恒例の交流会を会場で行った。会場の準備その他、続けてのご参加等、皆さ
んの協力を得て医療観察法廃止集会も年２回続けられている。医療観察法はおかしい、
いらないの声をもっと広げて、廃止へと闘っていきたい。 
 
 

厚労交渉報告 
弁護士 佐々木信夫 

 
我々は、2018 年 8 月 1 日午前 10 時から 12 時まで参議院議員会館 102 号室にて、福島
みずほ議員を介しての要請の下、厚生労働省、法務省、最高裁判所の各担当官出席し、
省庁交渉を行った。 
 まずは、厚生労働省の精神障害保健課担当者に対し、面会の際の病院側の過剰なセキ
ュリティー対策に関して質問した。 
 しかし、厚労省側は、法には規定がないものの、病院セキュリティー対策の一環とし
て弁護士に限らず荷物検査はありうるなどとした。 
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 そして最も由々しき問題は、法律上には弁護士面会の際には身体拘束してはいけない
と言った規定はないので、法令に基づいて身体拘束が行われている場合において、身体
拘束したまま弁護士と面会することもありうるなどとしたことだ。このことは、日本国
憲法における弁護士依頼権や人身の自由、適正手続きの保障を著しく侵害するものだ。 
 厚労省側は一般的なセキュリティー対策にかこつけて、医療側有利に片面的に偏った
運用をしている実態が明らかになった。実際、精神病院以外にはセキュリティーにかこ
つけて人の荷物検査をしたり面会制限をしたり、人を縛ったまま面会させるなどと言う
ことはあり得ないことだ。 
 次に、精神医療審査会の問題に関しての質問に移ったが、現地意見聴取や審査会への
弁護士立会に関して、事前に意見調整を行うことが望ましいが、審査の迅速性、審査会
委員の都合のために日程調整ができないこともあるなどと言って、原則的な人権保障・
手続き保障への意識の低さを露呈していた。 
 また、精神保健福祉法では強制的な治療まで許されるかのような発言もあったが、こ
の点でも厚労省側の人権意識欠如がうかがわれた。 
医療観察法関係の質問に移ると、法務省保護局及び最高裁の担当者から以下のような回
答があった。 
１．全体状況 
平成 17 年 7 月 15 日から平成 29 年 12 月 31 日までの通院処遇対象者延べ人数 2485
名 
うち通院期間 3 年未満で処遇終了 609 名 
期間満了 1055 名 
通院期間延長の申立て 120 人 
その内審判期日開かれた者 30 人 
その申立ての認容数 115 人 
再入院申立て 80 人 具体的入院理由は把握していない。 
その内審判期日が開かれたのは 66 人 
その内付添人選任は全体で 73 人 国選 70 人 私選 3人 
その内で鑑定が行われたのは 56 人 
その内の認容数 67 人 
再入院決定を受けたものが当初審判の入院決定から処遇終了に至るまでに要した時間   
平均 7 年 7か月 
社会復帰調整官 218 名 
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ETC 施術数、クロザピンの服用者数は把握していない 
 
２．通院処遇中の医療 
平成 29 年 12 月 31日現在係属中の通院者の内 
精神科に入院している者 86 名 
25 名 医療保護 12 名 任意入院 13 名 
61 名 措置 1名 医療保護 28 名 任意入院 32 名 
対象者一人当たりの月当たりの保護観察所長の面会・出頭の平均回数 1.115 回 
３．通院処遇中の福祉 
家族と同居２４．４％ 単身４５．３％ 施設３０．３％ 
就労移行支援 17 名 就労継続支援 153 名 
一般就労 28 名 
生活保護受給者 221 名 
障害者年金 395 名 
４．その他 
平成 17 年 7 月 15 日から平成 29 年 12 月 31日まで  
通院処遇中の自殺者数既遂 45 名 未遂者数 把握していない 
通院処遇中再犯数 全体15名 殺人4名 放火3名 強盗0名 強制わいせつ1名 傷
害 7名 
再犯の処分内訳 15 名のうち 起訴 6名 医療観察申立て・再入院申立て等 9名 
 
 質疑応答では、紹介状なくても患者を診るべしと指導してもらえないかとの要請や、
セキュリティー対策について具体例をあげて検討してもらいたいとの要望があった。 
また、荷物検査の問題は、医制局と検討するとのことであった。 
退院請求等に関する上訴については、厚労省側は上訴ができると回答したが、どのよう
な訴訟が可能か文書で回答をもらえることになっている。 
精神保健福祉法上の治療受忍義務の有無は、早急に調査するとのことであった。 
また、新ガイドラインにおける個別支援会議になぜ警察が必要なのかに関しても回答が
貰えることになっている。 
精神保健福祉法上の精神病院実地指導結果のデーター化も検討するとのことであった。 
医療観察法上の鑑定入院中の不服申し立ての可否についても検討するとのことであっ
た。 



ネットワークニュース NO.４９                     2018．10 
 

7 
 
 

９／１１ ネット学習会「生活保護」 報告      編集部 

講師：稲葉剛さん『健康で文化的な最低限度の生活とは何か』 

 当方からは、医療観察法における自殺対策は真剣に把握する必要がある。通院処遇の
人で就労支援などに行っている人もいるし、1 週間に一度という具合に通院している人
もいる。自殺の発見は数日後になるだろうが、調べれば可能な限り直近までの状況は把
握できるはずだ。就労の利用状況とか。その中から問題点を把握する作業は必要だ。厚
労科研で自殺研究もあるはずだ。通院中は法務省の所管なので研究なり対策を進めてほ
しい。との意見及び要望があった。 
 以上の事項に関しては、福島議員事務所を通じて厚労省側に質問することになってい
る。 
  
  

 
 9月 11日火曜日、すまいる中野において、学習会「生活保護」を行った。１４名の参
加。生活保護切り下げが生活保護水準ぎりぎりの生活の人への手当てや税金非課税等に
も関わることであり、また生活保護以外の制度が貧困者を守らなくなっていたり公的住
宅を増やさなくなっていたり、セーフティーネットが機能していないことなど。ぎりぎ
りの収入の高齢者は特に大変。生活保護の制度では子供に親を扶養させることがおかし
いこと、猛暑の電気代のため夏季加算が必要ではないかということ。生活保護は自分で
必要事項を書いた申請書をもっていって出してしまうことで、水際作戦に対抗できるそ
うだ（もやいの HP にも用紙例があるそうだ）。 
 

 
医療観察法国賠訴訟第９回口頭弁論期日のご報告 
 
      依頼原稿   弁護士 内田 明   

 
 ９月１９日に行われた医療観察法国賠訴訟第９回口頭弁論期日についてご報告いた

します。 
【医療観察法国賠訴訟とは】 
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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医療の必

要性がないのに、鑑定入院（医療観察法に基づく入院を決定する前の精神鑑定のための

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、２０１７年２月

１３日、国を被告として、慰謝料等の損害賠償を求めた訴訟です。主に、精神遅滞及び

広汎性発達障害の医療の必要性（治療可能性など）と検察官の事件処理の遅れ（事件発

生から２年経過してから医療観察法に基づく手続を開始するための審判申立を行った）

が問題となっています。  
【日時】 
第９回口頭弁論期日 
２０１８年９月１９日（水）１０：００ 
東京地方裁判所６１５号法廷 
【前回期日の内容】 
１ 争点整理 
  裁判所は、被告（国）に対し、原告の検察官と裁判官の行為の違法性に関する主張

に対して反論するよう指示していました。 
２ 証人申請 
  原告は、前回期日において、証人として、①審判申立をした検察官、②鑑定入院命

令を発した裁判官、③原告の母親を証人申請する予定であることを表明していました。

そのため、これらの証人の申請書を提出することが宿題となっていました。なお、被

告は、前回期日において、被告側の証人を申請する予定がないことを明らかにしまし

た。 
【提出書面】 
原告：甲第２８号証（原告の母親の陳述書）  
   証拠申出書（証人候補者：①原告の母親、②検察官、③裁判官） 
被告：準備書面（５） 
【被告準備書面（５）の概要】 

治療可能性（治療反応性）に関する「医療を受けさせる必要が明らかにないと認める

場合」（医療観察法３３条１項）という要件の解釈について、「鑑定を受けさせる必要性

すらないといえるほどに明らかである」をいい（準備書面（５）２頁）、例えば、「一時

的に複雑酩酊の状態に陥って、心神耗弱の状態で傷害事件を起こしたものの、現時点で

は、医師の診断によっても、その精神障害が完全に消失している」場合である（同２頁）

などを主張しています。 
【期日における主なやり取りについて】 

期日において、原告は、鑑定入院に関与した検察官と裁判官、原告の母親を証人とし

て申請しました。これに対して、被告（国）は、いずれも必要性がないと述べて証人と

して採用することに反対しました。裁判官は、証人の採否を次回期日に判断するとしな

がらも、いずれの証人についても採用に否定的な見通しを示しました。 
 
【次回期日の日程】 
第１０回口頭弁論期日 
２０１８年１０月３１日（水）１０：１０ 
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東京地方裁判所６１５号法廷 
【最後に】 
 裁判官は証人の話を全く聞かずに判決をする方向で手続を進めようとしています。し

かし、書面を読んだだけでは事実関係や問題点を正確に理解できないことも多く、事件

に関与した者から話を直接聞くことで事件に対する印象が変わったり新たな視点に気

付いたりすることがよくあります。上述のような裁判官の姿勢は問題であり、原告とし

ては、次回期日において、再度、証人の採用を強く働きかける方針です。ぜひ傍聴に駆

け付けていただき、応援をお願いします。 
【本件に関するお問合せ】 
〒１６０－０００４ 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 

 

  医療観察法廃止を厚労省に叩きつける！10.15霞が関総行動 
             破防法・組対法に反対する共同行動 石橋新一 

 

 
10 月 15日、ネットワークが参加している戦
争・治安・改憲 NO!総行動主催の霞が関デモ 
が、小雨のなか行われた。 
総行動実行委員会は、戦争国家・治安管理国

家化が急激に進み、民衆運動が後退する事態に
主体の危機を見て取り、戦争・治安エスカレー
トに課題別戦線として対決してきた様々な流
れが合流し、討論と共同の闘いを創りあげてき
た。霞が関デモは今回で 4 度目である。霞が関
で行動するのは、国家権力中枢が集中しているからだ。国会前の闘いは重要だが、カン
パニアに流れかねない。 
警視庁警備も、法務省・警視庁・警察庁前を通るデモを嫌がっている（通常はこのコ

ースは通さないが、共謀罪反対闘争の中で勝ち取り恒常化させてきた）。また厚生労働
省前通過を嫌がっている。ましてや今回は天皇代替り儀式反対、明治 150 年祭反対のシ
ュプレを皇居に向かって叩きつけられるとあって、デモ申請には時間を要した。 
安倍政権が臨時国会にも改憲案を「提示」すると公言する今、危機感は募る。メイン

 
雨のなか 75 人で霞が関にシュプレ 
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スローガンは「改憲と戦争を阻止するぞ！自衛隊明記の改憲反対！海外派兵を阻止する
ぞ！緊急事態条項新設を許さないぞ！国民投票法改悪を阻止するぞ！憲法審査会は解
散しろ！沖縄・韓国民衆と連帯して闘うぞ！戦争・治安・改憲NO!」。厚労省に対して
は「精神障害者差別を許さないぞ！医療観察法の廃止を勝ち取るぞ！生活保護の引き下
げを糾弾するぞ！国の障害者雇用水増しを糾弾するぞ！精神障害者監視強化を許さな
いぞ！警察は精神医療に手をだすな！保安処分体制強化を阻止するぞ！予防拘禁を許
さないぞ！精神障害者隔離をやめろ！強制治療をやめろ！精神医療の水準をこれ以上
下げるな！精神障害者と共に闘うぞ！労働法改悪を許さないぞ！「働き方改革関連法案」
成立を糾弾するぞ！」のシュプレを叩きつけた。 
今回の霞が関デモは、9.29 東京五輪「人権」条例制定反対！公園くらい自由に使わせろ！
新宿デモ、9.30 オスプレイ横田配備反対デモ、10．6 反戦実集会、10．7 朝霞観閲式反
対練馬デモ、10.14 観閲式反対朝霞デモと主な実行委構成団体が呼びかけるデモラッシ
ュ、さらに沖縄・日韓連帯などの激闘のなかでの共同行動となった。いよいよ正念場が
訪れる。マンネリ化・カンパニア化を超えて、共に闘いましょう。 
 
   
「集会・デモくらい自由にやらせろ！実行委員会」に賛同しました 
 

8 月 1 日より新宿・柏木公園等がデモ出発集会に使えなくなる、また、ヘイト対策を
口実に公共施設使用規制を行う東京五輪「人権」条例が東京都議会で 9月審議されると
いうことでできた実行委員会にネットワークは賛同しました。 
 行動：デモ・集会（9月 29 日）、新宿区申し入れ 
    アルタ前・新宿区役所前・東京都議会前で情宣 
内容概略：小池都知事は東京五輪「人権」抑圧条例を撤回しろ！ 

集会・デモくらい自由にやらせろ！排除社会を許さないぞ！ 
■10 月 5日、東京都議会で東京五輪「人権」抑圧条例が成立しました。民衆がデモ・集
会を自由にさせないようにするというのです。条例の目的は破廉恥にも「ヘイト対策」
を口実にした「公共施設使用規制」です。■条例には総合的なヘイト根絶に向けた施策
はありません。ヘイト「解消」を謳ってはいますが、「禁止」を掲げていません。彼ら
にヘイト「解消」を期待することはできません。差別・迫害され傷つく当事者の視点、
少数者の視点でヘイトを根絶する志向は全くないからです。■第 11 条（公の施設の利
用制限）は「知事は、公の施設において不当な差別的言動が行われることを防止するた
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め、公の施設の利用制限について基準を定めるものとする」とし、内容が知事と審査会
（知事の「付属機関」。パリ原則の第 3 者機関ではない）に白紙委任されています。文
字通り行政の専制による自由剥奪です。■表現の自由は民衆、とりわけ少数者にとって
極めて大切な権利です。同時に私たちは、在日韓国・朝鮮人、中国人そしてあらゆる移
住労働者などの生存を脅かし物言えぬ「２等市民」に落とし込めようとする右翼らのヘ
イトクライムに絶対に反対します。少数者にとってこそ、表現の自由拡大の闘いとヘイ
トなど差別撤廃の闘いは一体です。条例が強行制定されても、以降の都条例施行「規則」
制定との闘い、各区に対する抗議行動継続など、表現の自由を拡大・獲得する労働者民
衆の闘いは続きます。支配が狙う運動分断攻撃を跳ね返し、共に結びあって反撃しまし
ょう。 
 
 
ニュース 医療観察法入院病棟、北大病院が整備へ  

「司法精神医学分野の診療と研究の発展に寄与」  
 
 北海道大病院（札幌市北区）は、札幌刑務所（同市東区）の敷地内に医療観察法入院
病棟（指定入院医療機関）を整備することを明らかにした。同病院は「全国に先駆けて
大学病院に設置することで、司法精神医学分野における診療と研究の発展に寄与する」
としている。               （医療介護 CB ニュース【新井哉】より） 
 
 

  集会案内 
 

☆１０・３０大フォーラム 

   10月 30日（火）12時―15時（開場 11時） 

   日比谷野外音楽堂 

   主催：「骨格提言」の完全実現を求める大フォーラム実行委員会 

☆ 10 月 31日講演会 兵庫県方式そして三田市事件 

   10月 31日 午後 6時開場 6時半より 

   すまいる中野 4階多目的室 
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ネットワーク事務局
より 

 

    講師  吉田明彦さん  * 資料代  300円 

☆ナチスの T４作戦を観るビデオ上映とお話 

   11月 11日（日）14時から 

   尼崎小田公民館    ＊資料代 500円 

 

☆12.15 わたしたちの声を国連へ ～国際基準から見た人権状況～ 

2018 年 12月 15日（土） 

   集会 13：000開場、13：30開始 デモ出発 15：30 

青山学院大学 17号館 3階 311教室 ＊資料代 500円 

主催：国連・人権勧告の実現を！実行委員会、青山学院大学人権研究会 

 

 

  

 

 

 

 

⦿ネットワークの財政が大変厳しくなっています。ニュースも印刷代のほかに郵送代が

かさみ、いつまで維持できるかわかりません。生活が厳しい方もたくさんいらっしゃる

と思いますが、可能な方で支援してくださる方は、表紙の郵便口座に振り込みをお願い

します。ネットワーク会費は年間一口５００円です。カンパもよろしくおねがいします。 

⦿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。 

⦿住所変更がありニュースを引き続き購読の方、ニュース不要の方は、ファックス・郵

送でご連絡ください。 

 

〇ネットワーク定例会議は、毎月第３土曜日午後に東京都内で開いています。参加ご希

望の方は郵送でお問い合わせください。 

 

  


