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差別と拘禁の医療観察法の廃止を！11/1 全国集会 9
11 月 19 日、「差別と拘禁の医療観察法の廃止を！11/19 全国集会」が、東京都中野区の商工

会館にて行われました。医療観察法が施行され、運用の実態のなかから様々な問題点も指摘さ

れてきています。医療観察法それ自体の是非よりは、どうしたら医療観察法下での医療や社会

復帰策を改善できるか、という点に関心が移りがちであるのも事実です。しかしながら、集会

当日は、今一度医療観察法のある社会について問い直すために、全国の仲間が集まりました。 
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総会（10：00～12：00） 

 全国集会に先立ち、午前中にはネットワーク総会を開催しました。まず、最近お亡くなりに

なった二名の仲間に黙祷を捧げました。惜しまれる死について多くを語ることは皆できません

でした。 
さて、当日の参加者は 15 名ほど。小規模の利点をいかし、率直な意見交換を行えたと思い

ます。 
 具体的な論点としては、やはり、医療観察法とどう関わっていくのか、あくまで反対では、

実際に法の適用になっている方々の医療や福祉の支援にはならないのではないか、という重要

な点が議論になりました。 法や制度が現実的に存在してしまっていることは誰にも無視でき

ないわけで、実際にその制度のなかで、動いている人たちがいるのも事実です。議論の対象に

なったのは、医療観察法にNO ということが、そのような人たちを否定することにつながるの

ではないかという点です。 
このような点について意見交換を行えたこと自体に、大変意義を覚え、ネットワークの活動

の視野の広さを感じました。そして、当日の議論を通じて、医療観察法があるということは、

社会全体のあり方の問題であることが、再度確認できたと思います。 
社会全体のあり方に関わることであればこそ、医療観察法の体制にNO ということは、決し

て、そこに関わっている個々の人々を批判するものではありません。医療観察法下での医療・

福祉に関わる人たちもともに、現在の体制にNO と言うことが可能だという点が総会の合意で

あったと思います。 
ただし、そもそも医療観察法があることすら知らない人々に向って、メッセージを発信して

いくにはどうすればよいのか、という課題は残りました。 
   

全国集会（13：00～16：30） 

全国集会には 50 名ほどの参加者があり、会場は満員でした。まず、ネットワーク代表の龍

眼さんが「基調報告」の要旨をかいつまんで紹介し、今回の全国集会の主旨を述べ、集会が始

まりました。 
次に、刑法学者で、共謀罪反対やハンセン病差別問題に取り組んでおられる内田博文さん

（『ハンセン病検証会議の記録―検証文化の定着を求めて』明石書店、2006 年、など多数の著

作があります。）から、「あらためて予防拘禁法を問う」と題した講演を行って頂きました。 
講演では、「精神障害者」を対象とする隔離収容政策を正当化する論を、「治療のため」と「治

安のため」の両面から整理し、どちらにも「精神障害者」に対する差別・偏見が根強く関わっ

ていることを示してくれました。そして、同様に差別や偏見の対象であったハンセン病患者の

隔離政策が憲法違反として告発された経緯をあげながら、医療観察法の違憲性を主張して下さ

いました。 
また、刑法学者のなかに、医療のためというと個人の自由を奪うことに対する批判が甘くな

る傾向があることに触れつつ、罪刑法定主義を医療観察法と闘う武器として磨いていくことの 
重要性を指摘しておられました。 
淡々と、そして冷静にお話されるなかに、人権侵害に対する内田さんの厳しい批判のまなざ 
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し、情熱が感じられ、参加者もまた、厳かに耳を傾けつつ、医療観察法にNO と言うことの重

要性を改めて感じることができたように思います。 
さらに、続いて Zaki さんによる演奏が行われ、その力強い歌声に励まされるような時間を

過ごしました。 
今回の全国集会は、いつになく（？）厳粛なムードで進み、医療観察法施行後 1 年以上を経

過し、なお改めて医療観察法にNO と言い続けることについて、それぞれの参加者が思いを強

くする機会となったのではないかと思います。 
 

 

 

      

 

 

集会に寄せられたメッセージ 

 

  

                        宮城県精神しょうがい者団体連絡会議 
本日集まられた集会参加者の皆様に宮城県精神しょうがい者団体連絡会議より連帯のアピ

ールを送ります。 
ここ仙台の地では、市民運動体として「医療観察法を許さない！みやぎの会」が発足し、幾

多の集会や街宣活動などを通じて反対運動に取り組み、一定の成果を挙げてきました。しかし、

精神しょうがい当事者の運動への参加者は限定的で、患者会総体でこの運動に取り組んだ団体

は残念ながらありませんでした。これは情勢の展開が速すぎ目先の活動に追われたこともあり

ましたが、この反対運動を当事者主体の運動として作り上げていこうとする意志にかけていた 
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面も否めません。もっとじっくりこの問題について当事者間での議論を進め、情報を共にし、

連携を進めていたら、地に足がついた、より力強い運動になっていたと思われます。 
今回設立された宮城県精神しょうがい者団体連絡会議は県下の地域患者会・病院患者会が多

数参加するネットワークです。情報を共有し、緩やかに連携し、団結する当事者運動体です。

私達はこれまでの反省をふまえて、一人でも多くの当事者に語りかけ、アグレッシブに運動の

広がりを目指していこうと考えています。 
集会の成功を仙台の秋空の下より願っています。ありがとうございました。 

 
 
   奈良県精神保健福祉推進ネットワーク 

  代 表 仲田 昭七 

（奈良県大和郡山市小泉町７３－１・社会福祉法人 萌） 

私ども、奈良県精神保健福祉推進ネットワーク一同は、心神喪失者等医療観察法が事実の誤

認から発想されたもので、精神障害者の保健福祉にとって百害こそあれ一利もない法律、即刻

廃止する以外に方途のない法律であると確信しております。 
しかしながら国は、膨大な精神保健予算を投じて、この法律にもとづく専門病棟と称するもの 
の建設を各地で進め、軽微な事案まで対象にして、既成事実を積み重ねようとしています。そ

の運用の実態は、当初の説明とは大幅に異なります。国は食言を重ねて恥としません。法その

ものの不備に体制の不備が重なって、運用の面で数多くの矛盾をはらんでいます。とくに退院・

地域復帰の段階では、早晩行き詰まるのは誰の目にも明白です。国はその糊塗策としてなのか、 
さらなる意図をもってなのか、障害者自立支援法がらみで「退院支援施設」などという、とん

でもない構想まで打ち出してくるしまつです。 
医療観察法は、一日も早く廃止するべきです。そのうえで、精神障害者の地域での暮らしのあ

り方と支援のあり方を、幅広く議論する機会と場の設定を考えるべきだと思います。 
「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」の皆様の、粘り強い取り組

みに心からの敬意を表します。１８日の全国交流会、１９日の第３回総会のご盛会とご成功を、

遠く奈良の地から祈念いたしております。そして微力ながら、志を同じくしてこの問題に、引

き続き取り組んで参るつもりです。 
平成１８年１１月１０日 
  
 

心神喪失者等医療観察法と地域精神医療を考える会・札幌 
代  表：伊藤哲寛 

  事務局長：太田隆男 
 ここ数年、病気や障害を持つ人々、とりわけ精神障害を持つ人々のための保健・医療・福祉

が大きく変わりつつあります。我が国の医療・保健・福祉施策はいったいどこへ向かおうとし

ているのでしょうか。 
2003 年７月に制定された「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察に

関する法律」（医療観察法）」が 2005 年 7 月から施行されました。 
この法律は、法理論的問題を棚上げし、さらには精神科医療の貧困さ、司法と医療の弾力的 
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な相互連携の欠如、矯正施設の医療の手薄さなど山積する課題を解決することなく、折衷的、

場当たり的に制定されたものです。我が国の精神保健・医療・福祉施策がきわめて貧しい状況

にあることは、「医療観察法」制定の際の国会審議において政府も認めたところですが、そのよ

うな状況をまったく改善することなく、一部の精神障害者を一般の精神医療から切り離し特別

病棟あるいは保護観察所の管理下に置いて強制治療を行なう新たなシステムを始動させてしま

いました。したがって、施行から１年経過し、当然のことながらさまざまな実務上の問題が生

じています。たとえば、ずさんな起訴前鑑定、検察官による申立ての曖昧さ、鑑定入院制度の

欠陥、審判の不透明性、指定入院医療機関整備の基準の切り下げ、地域処遇の問題などが指摘

されています。今後さらにあらたな問題が生起してくるでしょう。 
何より心配されるのは、昨今の「公共の安全」への期待の高まりのなかで、多義的性格を有

する「医療観察法」が今後その保安的な性格を露わにしながら、保安施策の一環として予算を

潤沢に確保していくことです。その一方で精神保健・医療・福祉ための財源はさらに締め付け

られることになるでしょう。 
実際、2005 年 11 月に制定され、本年 10 月から本格実施となった「障害者自立支援法」の

運用をみると、国は、障害を持つ人々の生活支援の責任をみずから放棄し、その責任を生活保

障が確立されていない障害を持つ当事者と財源不足の地方自治体に押しつけてしまいました。 
私たちは、これまでも医療観察法が孕む問題を指摘してきましたが、施行後 1 年を過ぎた現

在、その問題点がますます明らかになってきたと考えております。障害者を持つ人々の地域生

活支援体制の構築をないがしろにして治安施策を優先させる政府の方針には反対せざるをえま

せん。 
2006 年 11 月 

 
 
 

福岡・和田智子 
心神喪失者等医療観察法。不当な法案であるとのうずまく反対を無理やり押し切って登場さ

せた法律。差別であろうが何であろうが、なりふりかまわぬ、とにかくこの悪法で精神障害者

「対策」をやって行くという推進者らの強い意志が感じられて、空恐ろしいです。 
あちこちで当事者が声を上げるようになって、社会の理解が進むかと希望が見えてきたとこ

ろへ、保安、予防拘禁の暗い思想が勢いを得てきました。無関心も手伝ってのことなのでしょ

う。いじめと似ていて、差別は根強く生き続けるものだと落胆します。 
放火、殺人、強盗、強姦、傷害など重大な行為とされるものは、経験的には戦争のなかで、

軍隊により必ず行われるものでしょう。社会の不安や防備への欲求を、一部の精神に問題のあ

る人たちのことだとして象徴的に押し込め、一方で、正式な軍隊によって安心感を得ようとい

う、このねじ曲がった道を、私たちは歩くしかないのでしょうか。 
正直、あきらめそうになるのですが、全国に、そして海外にも、仲間がいることが一番の救

いです。 
集会の成功を心から祈っております。 
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差別と拘禁の医療観察法の廃止を!11/19 全国集会」に対するアピール 
富山「精神障害者」問題を考える会(世話人四十物和雄) 
連絡先:富山市有沢 811 市営住宅 7-102 
TEL/FAXO76-422-0039 

差別と拘禁の医療観察法の廃止を!11/19 全国集、会に結集された全国の仲間に、富山「精神 
障害者」問題を考える会からの連帯と挨拶を送ります。 
「医療観察法」続いて、遂に本格的な保安処分攻撃が出されてきているように思えます。7

月下旬当時の杉浦法相が、「性犯罪者」「麻薬一覚せい剤使用犯罪者」に対して、保安処分を導

入しよう、とする意図を明らかにしました。 
元々保安処分は「精神病者」に対してより、「再犯の恐れのあるとされる『精神病質者』『覚

せい剤一麻薬依存者』」を照準にしたものでした。「精神病質」という概念の無根拠性が明らか

にされ一旦は否定された筈なのに、「人格障害」なる訳の分からない概念と共に密かに現在再導

入されてきています。特に「性的人格障害（?）をターゲットにした今回の隔離=収容政策を目

指す露骨な発言は、富山選出の長勢新法相(この人物は、民間の精神科病院から多大な献金や援

助を受けてきた入物です〉にも引き継がれているものと考えられます。 
この攻撃に対して、「精神障害者」は「怖くない」「犯罪率も低い」と、それ自体は正しいにせ

よ、「触法精神障害者」との連帯＝共生の道を模索しようとしてこなかった主張は、まさに再審

に付されているものと考えなければなりません。「医療観察法」の適用状況に対する楽観論の台

頭、法の保富山県での観察法の適用は、把握できている限りで 9 月現在 2 件ですが、北陸病院

は満床です。 
医療観察法推進病院しか通院決定者を受け入れる体制が出来ていない状況のようです。 
「社会的入院解消」を口実とした病床削減(現実は医療費削減のためのもの)によって、「厄介

者」扱いされる「患者」の「格下病院」への「たらい回し」や難民化――実はその対策用とし

て「敷地内復帰施設」が存在するのだろうと思いますが――という重大な切り捨て政策を厚生

労働省は「自立支援法」の一環としてやろうとしています。このことに対して、全国の障害者、

「病 j 者の怒りの闘いと連帯して、私たちも共に闘っていこうとしています。 
そのような中で「患者」の選別とたらい回し、というそれ自体許しがたい行為が、病院間の

利害対立によるトラブルを引き起こしているようです。 
この醜悪なトラブルを交渉役の PSW に責任転嫁する事態が起こっています。私たちの会メ

ンバーで民間病院へ勤めている PSW(県内の民間病院で本来の業務で PSW を雇っている所は

ほとんどない)対する「社会復帰の援助者」という役割を無視した職場内配置転換(＝看護助手

への)攻撃が行われました（本年 9 月）。この不当な攻撃に対して、労働者の権利の切り捨てと、

PSW の「病院側の使い走り化＝使い捨て化」に抗して、「この様なことがまかり通るならば、

地域で『精神障害者』生きてゆけない」として私たちは反撃を開始していることを報告してお

きます。 
更に、「射水市民病院呼吸器取り外し事件」に注目していただきたいと思います。「取り外し」

行為を行った前外科部長の真意はイマイチ分かりませんが、この間の発言では、「脳死=死」と

いう新たな師の基準化を前面に出して、これまでの安楽死＝尊厳死条件（東海大殺人事件判決）

からの大きな転換がなされようとしています。すなわち、このことは「耐えがたい肉体的苦痛

の存在」患者の意思表示」という条件がなくとも安楽死＝尊厳死が可能になる、ことを意味し
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ています。文字通り歴史的転換を孕んだ事態なのです。 
「脳死=死」という基準を大きな柱とする「臓器移植法」改定の国会審議入り状況（宇和島で

の病者臓器移植事件の発覚は、この流れを急速に強めています）とリンクされて安楽死=尊厳

死法制化が前面に出てきていることに注意して欲しいと思います。 
ナチスは、障害者に対する「事実上死んでいる存在」（ホッへ、20-30 年代ドイツの精神科医） 

という見方を採用して、大量安楽死＝虐殺という事件が起こしたことは周知の事と思います。

論理的にはそれとほとんど変わらない新たな安楽死への転換である今回の基準が許されるなら

ば、同様な事態がいつでも可能になるのです!（移植の場合と異なって脳死判定がなされずに「脳

死状態」なる医師の恣意的な見立てだけで、生命維持装置をはずすことが可能になるかもしれ

ないのです)この流れと、障老病者の隔離収容――「難民＝棄民化」政策と結びつくならば、大

変なことになります。 
今回の尊厳死法制化と臓器移植法改定は結びついているのです。「射水市民病院」はその突

破口なのです。 
この事に危機感を抱いた会の有志によって、射水市民病院と前外科部長宛への公開質問状を

提出し、普通の人(障老病者を中心とした)が主体となった「公開の議論の場」を設定していか

なければならないと決断しました(11,7)。回答は 21 日、それを受けた報告会を 22 日に行う予

定でいます。 
最後に、民衆間の分断、選別を今許すことはとんでもないことになる、という危機感を抱い

て、共に生きる道を模索しながら、闘っていきましょう。 
 
 

保安処分病棟に反対する有志連絡会代表高見元博 
医療観察法に反対している皆さんへのメッセージを送ります。 
保安処分病棟に反対する有志連絡会代表の高見元博です。 
関西では奈良県にある国立病院機構松籟荘病院と大阪府立精神医療センター（旧府立中宮病

院）に保安病棟建設計画があります。松籟荘病院では、建設業者を決める公告がなされている

ところです。 
4 回にわたる公開入札が応札金額が予定額を上回り不調に終わる中、通常の入札ではなく、

業者に勝手に金額を決めさせるというなりふりかまわぬ方法での公募が行われています。この

方式だと決まった入札金額はなく、業者に金額の決定権があるため、落札できないということ

はありません。 
それで建設着工することは可能になるのですが、地元住民の強固な反対の中で、建設を強行

するのかどうかということになります。 
11 月 1 日に行われた「処遇困難者専門病棟:新設阻止共闘会議の厚生労働省交渉の中で、「機

動隊や暴力ガードマンを導入して建設強行するのはやめてほしい」という声に対して厚労省は

「場合による」として導入する意図があることを隠しませんでした。私たちは地元住民と連帯

しながら暴力的着工に反対する闘いを強めて行きたいと思います。 
一方大阪精神医療センターでは来年度に着工が予定されています。病棟全体の立て替えの中

で先んじて医療観察法病棟が建設される計画です。私たちはこれに対しても反対の声を上げて

行きたい所です。 
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このよう建設阻止の闘いの中で、医療観察法病床は満杯に近づいており、入院決定が出ても入

院する場所がないという状況を強制しています。また、関西に入院施設がないから、遠くの病

院に入れては社会復帰が妨げられるという理由で入院決定ができないということも強制してい

ます。松籟荘については、地元に 10 回以上、3 万枚ものビラ入れを行いました。地元住民の反

対の論理には、「精神医療全体の底上げが必要であり、医療観察法施設では何の解決にもならな

い」というものがあります。私たちはこうした反対運動と連帯しながら強行着工を許さない世

論を高めて行きたいところです。 
着工を阻止する力は私たちの正義性以外ありません。千葉県成田市三里塚の反対運動が 30

年にわたり農地強制取り上げを阻止して空港完成を阻んでいる力も運動の正義性にあります。

また、沖縄辺野古で基地建設を阻んでいるのも住民の正義性です。正当な理由のある反対運動

に対して国家が暴力を発動したときにどういう事態になるかを国家権力はよく知っているから

です。 
私たちの運動は正義性をもっと多くの労働者民衆に知らしめていった時に勝機が訪れるも

のと思います。もっともっと広く打って出ることだと思います。正義が大衆を獲得することを

確信して進んでいきましょう。これからも皆さんと共に闘って行きます。 
 
 
 
破綻した「医療観察法」に１日も早く引導をわたすために 
     －「医療観察法」廃止を目指す 11/19 全国集会によせて－ 

仙台市精神保健福祉総合センター所長 
（社）日本精神神経学会理事 岡崎伸郎 

この集会では、さまざまな立場の方々から、施行以来１年４ヶ月経過した「医療観察法」が、

いたるところで深刻な綻びを露呈している状況が報告されることと思います。そんな中で、こ

のことは分かっていただきたいのですが、本法に関与する立場の人々の多くは、この歪んだ制

度を少しでもマシに運用しようと、それぞれの現場で誠心誠意の努力を続けているのです。し

かし、立法の理念と前提において間違っている法律を、如何に運用面で取り繕おうとしても、

結局のところその制度の被害者を積み重ねるだけのことになるのです。 
問題は、どうしたらこの悪法に１日も早く引導を渡せるか、その現実的な方策を私たちは考

えなければならないということです。そのためには、理念において反対を唱え続けるだけでは

なく、如何に多くのケースで、この制度が当事者に理不尽な被害を及ぼしているかを、実証的

に示すことが必要です。そのデータを白日の下に晒すことによって、例えば全国の保護観察所

で複雑な思いを抱きながら仕事をしている社会復帰調整官の多数が、「もはやこの制度を支え続

けるのは百害あって一利なし」と確信するようになれば、山は動くでしょう。経営難から、喉

から手が出るほど医療観察法に乗りたい都道府県立病院で特殊病棟の整備が進まないのも、現

場の精神医療従事者たちが無言のうちにこの制度に対してＮＯと意思表示していることの表れ

のように思えます。私たちとポリシーの隔たった人ばかりがこの制度に関与しているわけでも

ないのです。 
鍵は、この集会の「向こう側」にいるかのように見える人々との連帯の道を探ることではな

いか、私にはそのように思えます。 
 皆さんの義憤と叡智が結集され、そして最大限に発揮されることを心より念じております。 
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11・19 全国集会の皆様へ 
大阪精神障害者連絡会 

われわれは仲問を「毎日症状とともに暮らす実態的経験者」であり、「われわれが体験した

現実は、机上のもっともらしい理屈より上だ」と思っています。 
大精連は「医療観察法」が廃止になるまで「患者会としての主張」をやめる気はありません.。 
毎年の例会のうち 1 回は「医療観察法」を取り上げていきます(廃止まで)。また機会を得て、

下記(中山書店精神看護エクスペール)にて精神看護職の人々にもアピールしています。ことあ

るごとに主張を続けましょう 
 
 
 
医僚観察法に対する思い 
2005 年に施行された「心神喪失者等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する法働(医療観察法)は「保安処分」そのものであるとわれわれは思っている。この法律の

成立前、われわれの反対する声に賛同して、「lDA」「WNUSP」は、小泉首相、坂口厚生労働

大臣(当時)に抗議書を送りつけている。現在、この法律のための施設設置は予定どおり進んで

おらず、医療関係者の反対も多い。 
ここで、アメリカの弁護士ブルース・エニスの言葉を紹介する. 

「考えてもみよ、ある者が正気であれば、彼がいかに危瞼であると考えられようと、"将来彼が

しでかすかもしれないことのために自由を奪うということはありえない"、アメリカでは、受刑

者の８５%は再犯をすることがわかっていても、刑が満期に達すると・その日のうちに釈放す

る。ところが、ある者(前科者童)含めて)が『精神障害者』であるとわかると"彼が将来何をしで

かすかわからぬという理由で、彼から自由を剥奪することができるの、である"。なぜそういう

ことになるのであろうか? 正気の者の予防拘禁は禁じているのに、なぜ『精神障害者』に対す

る予防拘禁を許しているのであろうが～いわゆる『精神障害者』に対する差別的処過を求めて

いくいわれは全くないし,このことはさまざま.な機会に批判・非難を受けるべきことである」 
本書の読者はこれについてどう思われるであろうか。 
また、精神障害者の犯罪率は健常者の３分の一程度であるにもかかわらず、精神障害者が罪

を犯した場合、精神障書者全体を犯罪者のイメージで取り扱うような報道をするマスコミに対

しても疑問を感じる。社会人の一部を「精神障害者カテゴリー」で切り切り取った場合、それ

は犯罪者を集めたことにはならない。そこには 1 社会の一一部」として善い人も悪い入もいる

のがあたり前である。 
さらに、脳の器質・機能障害を藥で抑え、何とか普通の生活を送っている人を「犯罪予備軍」

のように扱う社会に,「知織を得て変わってほしい」と願い、切なく切なくている。 
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福岡市博多区堅粕 2-4-11-1110 

福岡自立生活協議会 

代表 藤田 幸廣 
心神喪失者等医療観察法（予防拘禁法）を許すな 
ネットワーク全国集会メッセージ 
 
 今年４月に施行された「障害者自立支援法」は、10 月 1 日から本格実施を迎えて 1 ヶ月と

19 日が経ち精神科病院敷地内外における「地域移行型ホーム」、「退院支援施設」実施問題を

含めた「障害者自立支援法」の矛盾（欠陥・暴挙）の中で７万 2 千人以上の社会的入院は 10
年がかりでの解消とされてはいるが、これを以て地域移行だとするのは単なる数合わせにしか

すぎず、日本は世界一の精神病院大国であることは、ほとんど知られていない現状の中での欺

瞞・隔離的施策であり、これは心神喪失者等医療観察法での精神障害者に「無期限に及ぶ可能 
性のある不定期刑類似の身柄拘束処分を課す重大な人権侵害」です。また、そうした中で法務

省保護局医療観察法 Q&A での「社会復帰を促進することを目的」として「新たに創設された

処遇制度」で精神保健観察及び精神保健福祉サービス等の援助の内容や方法を明らかにするた

め、関係する機関と協議して，対象となる 1 人ひとりについての「処遇の実施計画」を自立支

援法で言う「自立生活プログラムメニュー」に置き換えて作成するのでしょうか。 
今なお精神障害者は根深い偏見と無理解のため深刻な差別と人権侵害を受け続けている。年

間３万人以上の自殺者また、マスメディアによる世論の助長（操作）の中で新たな保安処分で

あってはならない法律であることを確認して以下メッセージとして代えさえて頂きます。   
・医療観察法廃止に向け障害の枠を越えて個人・団体と連帯して粘り強く闘おう。 
・「組織犯罪」の名の下に社会運動や抗議行動に対する共謀罪、参加罪の「濫用」が起こる共謀 
罪、参加罪は廃案にせよ。 
・病院敷地内外における「地域移行型ホーム」・「退院支援施設」施策を即時凍結すること。 
・直ちに障害者自立支援法を見直せ。 
・障害者権利条約批准に向けて実効力のある各国内法を整備させよう。 
共に連帯し頑張りましょう。 
 

資料 保安処分の本格的導入に反対する声明 
刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会    

いま、法制審議会「非収容者人員適正化方策に関する部会」で、社会奉仕命令・保安処分導

入などの「法相諮問第７７号」審議が進んでいる。ペースはゆっくりだが、「刑執行後の再犯防

止策」が検討される。法制審による密室審議を許さず、討論を重ね、新たな保安処分体制構築

に反対する闘いを開始しよう。以下は、ネットワークに参加し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の声明です。以降の討論のために資料として掲載します。 
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保安処分の本格的導入に反対する声明 
 刑務所収容人員適正化と称する法相諮問が７月２６日付でなされ、法制審議会が９月以降、

審議を開始する。諮問は異様なまでに簡潔で、かつ広範囲にわたるが、そこには決して見過ご

すことの出来ない危険な内容が孕まれている。新たな保安処分・予防拘禁の創設である。 
■非人間的な刑務所過剰収容の解消が支配強化の口実にされる！ 
 諮問は、刑務所過剰収容を解消するために、社会奉仕命令など刑罰・処遇を多様化し、自立

更生保護センターなどを造るとする。しかし、そもそも独居房に折り重なって寝るという非人

間的な刑務所過剰収容は何故生じたのか？ 
 警察による犯罪急増キャンペーンはねつ造した根拠に基づくデマによって火事場泥棒的に警

察増強を図るものであった。これに似て、刑務所の過剰収容は、様々な日常行為の犯罪化・処

罰の早期化・重罰化・仮釈放の制限というアメリカ猿まねの刑事政策に転換した結果であり、

拘置所の過剰収容は人質司法によって保釈をしない長期隔離政策の帰結である。この点を反省

することなく「矯正・保護」に手を加えたところで、その結果は刑務所（的秩序）の社会への

拡大・拡散をもたらすだけだ。 
 サッカー選手ジダンが受けたことで有名になった社会奉仕命令は、現在の更生保護の範囲で

も実質的に可能であり、薬物依存者・性犯罪者矯正プログラムは川越少年刑務所などで現在進

行形である。「中間処遇施設」は、精神病院敷地内の施設収容をもって社会復帰と称するのと同

じく破廉恥な構想にすぎない。社会内処遇の美名のもとで選別管理の強化が狙われている。 
 なぜ今、諮問なのか？「性犯罪者」「薬物犯罪者」対策として、あるいは「人格障害者」対策

として、本格的な保安処分体制を構築し、保釈のあり方も含め矯正処遇や保護観察の体制を一

挙に強化するためである。 
■「精神障害者」差別の医療観察法施行を突破口にした攻撃！ 
保安処分新設は、戦前から１９７０年代に至る刑法改悪策動の大きな焦点であり、「精神障

害者・アルコール中毒者・労働嫌忌者」が保安処分の対象者とされてきた。しかしこの策動は

あまりの人権侵害のゆえに立法化がことごとく頓挫してきた。昨年７月に強行施行された心神

喪失者等医療観察法にしても“再犯予測は不可能である”ことを暴かれ、医療の仮面をかぶらざ

るを得なかった。既に「精神障害者」に医療の仮面をかぶった保安処分が襲っているが、その

実態は、重大な犯罪ならぬ微罪で、精神医療現場・生活から切り離して、長期に監禁するとい

うものである。 
■予防拘禁体制の全面的な構築を許すな！ 
 ７月２６日に杉浦法相は、医療の仮面すらかぶろうともせず、「社会防衛のため」「再犯の恐

れを防止する」保安処分をつくると公言した。また更生保護のあり方を考える有識者会議は「多

様な機能を持つ公的な更生保護センターの創設」を提言し、そのなかでわざわざ「累犯傾向の

高い者は一つのユニットに集禁する」としている。犯罪者は「社会復帰」ではなく「矯正・保

護」など建前で、「長期隔離・無害化」が基本方針とされているのだ。出せるものは早期に出す

が死ぬまで監視・管理する、出せないものは長期隔離すると、現在の「矯正・保護」体制を二

極分化させて総体として強化しようというのである。 
 支配者が危ないと見なすものは、正当かつ具体的な理由がなくても、先制攻撃してでも、壊

滅・解体する。この無法な論理が今、世界を覆っている。“一人の首切りも排除も許さない”と 
して闘う労働運動・地域運動をつくってきた私たちは、予防拘禁思想がまかりとおることを許

さない。ましてや保安処分体制の全社会的な構築など絶対に許さない。全ての皆さんが、政 
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府・法務省が狙っている危険な策動に注目され、反撃を共にされるよう心から訴える。 
２００６年９月１５日 
 
刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会 
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ネットワーク 
連続学習。討論会第１５回 
方針検討のために 
新たな保安処分新法をめぐって 
●時 ４月１日（日）１３時から 
●所 スマイルなかの 
  中野区中野５－６８－７ 

電話 03-5380-0891 

リーフレットの紹介 

閉じ込めないで！ もうこれ以上 「心神喪失者等医療観察法」が開

く危険な未来                          200 円 

  医療観察法リーフレット好評発売中 

『閉じ込めないで！ もうこれ以上 「心神喪失者等医療観察法」が開く危険な未来』 

イラスト満載  B5 判 16 ページ （本文 14 ページ）  カンパ 200 円 （送料無料） 

会計について    会計担当：永井 

 
 11月 20日の総会において 2005 年 11 月 1日から 2006 年 11 月 19日までの会計報告を行い

ました。収入合計は 413,700 円、支出合計は 177,168 円、収支 236,532 円です。主な収入は会

員会費（112,450 円）、そしてパンフレットの売上（92,900 円）です。主な支出はパンフやニ

ュースの印刷代（33,434 円）と、その郵送代（99,150 円）、会議・総会等の会場費（14,000
円）でした。総会当日には、23,546 円のカンパを頂きました。ありがとうございます。 
 収支の状況は、これまでになく安定していますが、実は、収入は昨年よりも減少しており、

ニュースの郵送対象を絞ることで、支出削減をはかったことが、収支の安定の要因です。とい

うことは、ネットワークの活動の緊縮により、財政が何とか安定しているとも言え、これは残

念なことです。 
医療観察法の施行後、数々の問題点が露になっている今、ネットワークの反対運動の重要性

も明らかになってくるのではないでしょうか。「医療観察法があるのが当たり前」という状況が

生み出されるのを打開するために、ネットワークの活動を通じて連携していきましょう。この

運動の力や皆様との情報共有の場を広げていくためにも、是非、一人でも多くの方に会員にな

って頂きたく思います。さらに、既に会員である方にも、会費のお振込み（一口 500 円からで

すが、何口でもお願いします）をお願い致します。皆様も各地でそれぞれの活動に励んでおら

れることは周知の上ではありますが、多くのご協力をお願い申し上げます。 
郵便振込みは、以下の口座へ。 
口座：00120-6-561043 加入者名：予防拘禁法を廃案へ！                   


