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2012 年７月２９日  医療観察法廃止！集会 

 

 

 

 

 

どうなる どうする 障がい者制度改革 

―障害者権利条約と医療観察法・総合支援法― 
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●日時：７月２９日（日）１３時３０分～１６時３０分 

 

●場所：中野勤労福祉会館（JR中野駅 南口より徒歩５分）  

 

●講演： 大谷 恭子さん（弁護士 障がい者制度改革推進会

議委員） 

 

●特別報告： 高岡清隆さん（滋賀県精神障害者家族会連合会事

務局長） 

 

●連帯挨拶 闘いの現場から 

 

●会場費：５００円 
 

＊連絡先電話 ０９０－９２４０－９７１６ 
＊全国から参加される当事者の方の交通費は１人上限5000円まで補助します。 

 

私たちは昨年、5年間で自殺者17名、自殺未遂23件に象徴される医療観察法破綻の実態を

隠蔽した「国会報告」の欺瞞性を暴き出してきました。①入院施設や保護観察所が入院者の退

院許可申立を行っても、裁判所が棄却する事例が相当数存在している、②入院期間が予定した

18 カ月を越え平均 594 日と長期化している、③自殺や自殺未遂について全く触れず、通院対

象者のなかで 10％近い人たちが医療観察法の処遇を受けて自殺せざるを得ない状態になって

いる、④誤った裁判の結果として出口の見えない社会的入院者が生じている、等々です。５年

間の運用実態は、この法の目的が当事者のための「医療」「社会復帰」ではなく「再犯防止」で

あり、当事者に苦痛を与え人権を侵害するものであることを実証するものでした。 
 障害者権利条約の締結にむけ当事者を中心に設置された障がい者制度改革推進会議は、10年

6月に改革の基本的方向性を提起しました。しかし政府はいま、障害者自立支援法廃止の約束 
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を反故にした「障害者総合支援法」の国会上程・強行採決策動や、閣議決定「2012年度内に強

制医療等を見直す」を無視した厚労省内部検討会での強制医療強化の論議等に象徴されるよう

に、その基本的方向性の骨抜きを狙っています。厚労省12年度予算「地域移行・地域定着支 
援などの精神障害者施策の推進281億円」中の「医療観察法関係」は240億円（約85％）、「地

域移行・地域生活支援」は 3.4 億円でしかありません。新自由主義的な福祉切り捨て政策の推

進とともに、医療観察法でつくり出した医療体制の一般化、地域保安処分態勢の強化をも図ろ

うとしているのです。 
 精神障害者差別・予防拘禁の医療観察法廃止にむけていま私たちに何が問われているのか。

共に考えながら廃止運動の強化を目指していきたいと思います。ご参加を訴えます。 
 

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 

  東京都板橋区板橋２－４４－１０－２０３ オフィス桑気付 

Tel：０９０－９２４０－９７１６ Fax：03-3961-0212 
E-mail：kyodou-owner@egroups.co.jp  

 
 
  

快挙！ 司法精神病院の閉鎖を決めたイタリア 
                 

                             有我譲慶（光愛病院） 

 

 

OPGとはOspedale Psichiatrico 

Giudizialio,  

司法精神病院の略 

http://www.stopopg.it/ 

 

  

イタリアは来年、司法精神病院を閉鎖するという、驚きの情報が大熊一夫さんから届いた。

昨年より、イタリアでは「 Stop！OPG 」キャンペーンが盛んに行われていた。劣悪な司法 

http://www.stopopg.it/
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精神病院内部の映像や、抗議の座り込みなどが紹介されていた。それにとどまらず、なんと、

今年2月、イタリア国会の上下両院で、司法精神病院を2013年3月31日までに閉鎖する予算を

計上する法案が可決されたというのだ。 

 イタリアでは、精神病院の廃止を決めた、1978年180号法から、地域精神保健へと転換を

はかり、マニコミオと呼ばれる強制入院のある精神病院は30年近くかけすべて閉鎖された。

そして来年3月、イタリアは司法精神病院136年の歴史の幕を降ろすことになる。まさに世界

の精神保健史上画期的な出来事だ。 

 

 2010年に日本縦断トリエステ精神保健講演会で来日し司法精神病院を批判し取り組みを

語っていた、トッマーゾ・ロザーヴィオ医師の話を紹介する。 

 「Opgは『民度の高い国に相応しくない機構施設』であるとされ、議会の調査委員会が現

状を調査記録し、閉鎖の方向で国会がまとまった。1,400人の収容者の中、刑期を終えてい

る者（数百人）は出獄させて、普通の地域精神医療サービス機構が世話することになる。残

りの収容者には、精神医療サービス機構によって運営される『収容者20人を越えない特別な

病院』というコミュニティーが予定されている。このコミュニティーに関して、バザリア派

の多くは、小規模のマニコミオの再現となるのではないかと大いに危惧している」 

 

 大熊一夫さんは「 イタリアの司法精神病院は、100年以上も昔から存在して、病院と言う

よりは劣悪な監獄という感じ。僕も2010年にアヴェルサ（ナポリの隣の町）の病院の内部を

見たが、完全閉鎖のひどいものだった。自殺が頻発して、絶望的な居心地の悪さが、始終、

新聞をにぎわせていた」 

 

 

イタリア在住者からの情報 

 刑務所の改善を目的とする法令に「司法精神病院の改善」が挿入された背景には、2010年

6月の上院（全国保健医療サービスの効率と効能）調査委員会による査察がある。はじめ、

シチリア州メッシーナにあるバルチェッローナ・ポッツォ・ディ・ゴット司法精神病院が調

べられて、その非衛生・非人間的な状況が暴露された。ナポリターノ現大統領もこの件に言

及し、6箇所すべての司法精神病院Opg の査察が進められた。（北イタリア：ヴェローナ近

郊、トリノ、 レッジョ・エミリア 、中部：アベルサ、ナポリ、南部：シチリア島） 

 注：ニュースのサイトで劣悪な収容環境が見られる。http://bit.ly/xZyMCU 

 映像でマリーノ（民主党）上院調査委員会委員長はこう語っている。 

「この法律によってOpgを超克することを可能とする、新しい機構を特定するための特徴と

期限が指示されることになる。施設は全体として医療的性格を有し、監視ネットは外枠的な

ものに限定されることになる。1,500人の収容者の実態は、我々の市民生活における傷であ

り恥辱であり、だれも「知らなかった」とは言えなくなることだろう。 

http://bit.ly/xZyMCU
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 Opg収容者の60％以上は社会的に危険な存在として収容されている。その他の者は、治療プロ

ジェクトを持たないために収容されている。対応するASL（地域保健公社）が不備だったり受け

入れる家族がいなかったりするためだ。財源が不足することを理由に患者は患者自身の地域から

拒否されている。これからは、各州それぞれに医療施設が用意されることになろう。 

（細則は）保健相と司法相が共同の省令で決める。両省には、犯罪を犯した患者に対応するため

精神科医・心理療法士・医療職員らによるチームが形成される。刑務所警察は医療施設外の監視

役となる」 

 

 

年末 トッマーゾ・ロザービオ医師来日か 

 6月には大熊一夫さんらが、イタリアに訪問。新たな情報が期待できるだろう。 

 2010年秋のトリエステ精神保健講演会はまだ記憶に新しい。ヨーロッパ最古・最大のローマの

マニコミ閉鎖責任者だった、トッマーゾ・ロザービオ医師の来日講演の企画が12月に準備されて

いるという。 

 入院から地域精神保健へと転換した世界から、日本は半世紀遅れている。時代遅れと批判さ

れながら医療観察法を2003年に作った日本。2013年に司法精神病院閉鎖を決めたイタリア。

対極にある日本とイタリアだが、不断に続けられてきた取り組みから元気をもらった。医療観

察法の廃止に向けて。 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

         刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会 Ｓ 

 

 

■ 治安法ラッシュの現状 

ニュース前号で明らかにしたように、今通常国会は戦争・治安法ラッシュであり、消費増税

法案をめぐる混乱の中でも“粛々と”問題法案が成立している。既に □不正アクセス禁止法

改悪（パスワードなどのフィッシング処罰） □新型インフルエンザ特措法（外出自粛や集会 

「治安立法ラッシュの季節」到来
を許さない（２） 
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中止）が審議らしい審議もなく成立、５月連休明け以降、前号で批判した □刑の一部実刑法

案(重罰化と保護観察強化)や □暴力団対策法改悪（行政刑法から露骨な団体取締まり法への

飛躍、類推での危険団体指定と警官「直罰」）のみならず □共通番号制導入(国民総背番号制

で管理強化）□裁判所法（司法修習貸与制存続の条件）□著作権法改悪（自公が違法ダウンロ

ード刑事処罰の修正案）□尊厳死法案などの治安立法が加速すること必至である。また、秘密

保全法や人権擁護委員会法は“先送り”と報道されたが、こと治安法では文字通りの翼賛国会

であり、大幅会期延長策動も含め全く予断を許さない。“草の根”からも、子どもを性犯罪か

ら守る大阪府条例（子どもを狙った性犯罪の前歴者に対し、自治体への住所の届け出を義務づ

ける全国初の条例）を２月に制定した橋下・維新の会は、さらに「発達障害の予防・防止」を

焦点にした家庭教育支援条例案を５月市議会に提案する策動を強めている(抗議を受け頓挫？)。

新たな治安法ラッシュと対決しよう。 

 

■水面下で進む共謀罪国会上程策動を打ち砕こう！ 

―日弁連が「共謀罪の創設に反対する意見書」を政府に提出― 

大幅会期延長や連立組替えもありえ、全く油断できないが、共謀罪の今通常国会はほぼ阻止

しえた。今通常国会の法務委は荷崩れしかねないほどの法案ラッシュであり、法務省が公言し

てきた人権委員会法すら上程できないほどの迷走のなかにあるからだ。しかし消費増税に命運

をかける野田政権は、障害者自立支援法廃止の閣議決定すら反故にし、沖縄新基地建設・集団

的自衛権に突進するなど、自公政権を倒す原動力となった民衆の運動をすべて切り捨ててきて

いる。早晩、最後に残った共謀罪新設に踏み込んでくること必至である。 

実際、昨春の“民主党型の共謀罪新設を検討中”との江田元法相答弁、更に１１月にFAT（金 

融活動作業部会）が日本政府に“テロ資金規制条約違反の犯罪収益移転防止法「改正」と、共 
謀罪新設”を要求する書簡を発したことを受け、法務省・外務省・財務省・金融庁・警察庁な

どオール官僚の上程圧力が急激にエスカレートしている。政治的には共謀罪反対の平岡法相が

追い落とされる力関係であり、官僚の狙いは、①共謀罪をＯＫする法相、②民主党内反対派の

説得・解体、③報道管制の徹底、④反対運動を拡大させない―上程後は短期決戦、にすえられ

ている。 
こうした情勢の緊迫をうけ日弁連が、４月１３日付で「共謀罪の創設に反対する意見書」をま

とめ、４月２６日外相に、２７日法相に提出した。「政府が導入を主張している『共謀罪』                
の規定は、我が国の刑事法体系の基本原則に矛盾し、基本的人権の保障と深刻な対立を引き起

こすおそれが高く、その導入の根拠とされている国連越境組織犯罪防止条約の批准にも、この 
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導入は不可欠ではないから、政府は、『共謀罪』の創設を含む組織犯罪処罰法改正案を提出す

べきではない」とするものである。 
いま共謀罪攻防は、①共謀罪新設による国際的組織犯罪条約批准（法務省・外務省・警察庁、

民主党内推進派、自・公）ＶＳ②共謀罪新設なしの条約批准可能論（民主党内反対派、日弁連）

＋③共謀罪新設阻止・条約批准反対（反対運動）が入り乱れながら進んでおり、民主党が判断

を迫られる状況が続いている。国会再上程阻止への先行的闘いが決定的であり、日弁連意見書

をも活用しながら、春から夏、そして秋に向けて反対運動の高揚をかちとりたい。 
 
■「汚い捜査手法」導入策動を許すな！ 

国家公安委員長研究会が｢新しい捜査手法｣導入を狙う最終報告書を２月２３日に公表、盗聴全

面化やスパイ潜入、司法取引などを提言した。同報告は、「大きな取り調べ・小さな捜査手法」

から「小さな取り調べ・大きな捜査手法」へ転換させると仮装しているが、その狙いは自白強

要を維持し「大きな取り調べ・大きな捜査手法」を警察・検察が獲得することに据えられてい

る。また共謀罪捜査に不可欠な捜査手法導入でもある。部分可視化に惑わされるわけにはいか

ない。とりわけ「汚い捜査手法」導入は警察・検察権限を大きく拡大する極めて危険な代物で

あり、論点整理に入った法制審議会の動きを、早急に・厳しく批判する必要がある。 

 
■秘密保全法を許すな 

秘密保全法と共謀罪は、何も言えない、何も見れない、何も聞けない、何も考えられない、状

況にまで人を追い詰めていく。日光東照宮の三猿が、支配の望む民衆像の一側面である。 
今回の秘密保全法制の特徴は、①１９８５年国会上程の国家機密法案（廃案）が対象とした

防衛秘密・外交秘密に加えて、警察秘密（公共の安全及び秩序の維持）を加えたことにある。 
 
何が特別秘密かを決めるのは政府・行政であり、民衆には何が秘密なのか分からない。放射能

汚染拡散データすら“人心を惑わす”と秘密指定されるだろう。②処罰の重罰化のみならず、

処罰の早期化をはかり、独立共謀・教唆などの処罰を定めていることにある。まだほとんど論

議されていないが、秘密保全法を執行する主体は、従来の自衛隊情報保全隊や公安警察の質的

飛躍、あるいは公開裁判の変質をもたらすこと必至であろう。 
秘密保全法に独立共謀処罰が新設されるなどの新たな情勢を受け、医療観察法廃止運動や共

謀罪攻防を全体的な戦争・治安ラッシュの現段階と関連してとらえ返し、共に反撃する陣形を

構築していきたい。 
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閉鎖病棟：入院中の３１歳男逮捕、患者を絞殺容疑 横

須賀 

 

 心神喪失者医療観察法に基づき入院していた施設内で他の患者を絞殺したとして、神奈川県

警浦賀署は４日、東京都墨田区業平１の無職の男（３１）を殺人容疑で逮捕した。 

 

 逮捕容疑は３日午後１時２０分ごろ、同県横須賀市野比５の国立病院機構「久里浜アルコー

ル症センター」の閉鎖病棟で、東京都大田区石川町１の男性患者（５６）の首を絞め殺害した

としている。 

 

 同署によると、２人の間にトラブルは確認されていないという。この病棟は、重大事件の精

神鑑定で責任能力を問えず不起訴処分になった場合、入院する専門病棟。患者のほとんどは個

室の鍵をかけず、男性患者も施錠していなかった。 

 

 男は千葉県内の病院の精神科に入院していた今年４月、別の入院患者を殺したとして、殺人

容疑で逮捕、起訴された。しかし精神鑑定で統合失調症とされて不起訴処分となり、同法に基

づく千葉地裁の決定で今月１日、久里浜アルコール症センターに移っていた。 

 

 同センターは取材に対し「現段階で話すことはない」としている。【倉岡一樹】 

 

毎日新聞 2011年11月4日 12時1分（最終更新 11月4日 12時46分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新聞記事より 
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「草津の住民が監査請求 県の医療観察病棟建設」 

（中日新聞 2012年5月3日） 

http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20120503/CK2012050302000018.html 

 

 

 草津市の県立精神医療センター内に、県が二〇一三年の開設を予定する触法精神障害者の医

療観察病棟が建設に必要な開発許可を受けておらず違法として、周辺の住民ら千三百三十七人

が二日、建設費など十三億円の公金支出の差し止めを求めて県に住民監査請求した。 

 

 請求は「予定地は開発許可を草津市長から受ける必要がある市街化調整区域で、都市計画法

で定められた開発許可を受けずに着工しようとしている」と主張している。 

 

 病棟は既存の病院施設の横に建設される予定。住民らは県が四月に提出した建築確認申請に

病棟建設を「増築」としたことも本来「新築」として申請するべきだとして問題視し、建築基

準法に違反するとも指摘。このほか、住民への理解と協力を求める計画前の説明をしていない

など計五項目を申請の理由に挙げている。 

 

 請求者の代表で、大津市の青山学区自治連合会の大谷洋士会長らは県庁で会見し「施設設置

ありきで、県が建設を進めようとしている」と批判した。 

 

 県病院事業庁の担当者は「設計事務所を交えて進めており、開発許可が必要な開発行為に当

たらないと認識している」と説明。一方で「申請を審査する草津市から指導され、許可が必要

ということになれば、適切に対応する」と述べた。 

 

 草津市の担当者は「医療観察病棟に関し、建築物が都市計画法上、適合しているかどうかを

現在審査している段階で、現時点では何とも言えない」と説明した。 

 （梅田歳晴） 

 

「触法精神障害者施設 反対住民が監査請求 滋賀」 

（産経新聞 2012.5.3 02:08） 

http://sankei.jp.msn.com/region/news/120503/shg12050302080000-n1.htm 

 

http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20120503/CK2012050302000018.html
http://sankei.jp.msn.com/region/news/120503/shg12050302080000-n1.htm
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2012.5.3 02:08 
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■草津、公金差し止め 

 

 殺人や放火など重大な罪を犯しながら刑事責任を問えない「触法精神障害者」を入院治療し、

社会復帰を目指す国の指定入院医療機関を、県が来年、草津市笠山の県立精神医療センターに

開設する計画をめぐり、草津、大津両市にまたがる周辺住民ら約１３００人が、必要な開発許

可を受けていないとして、設計費や建設費用など公金の支出差し止めを求め、県監査委員に住

民監査請求した。 

 

 監査請求書では、市街化調整区域に立地するセンターで県は、都市計画法で新たに建物を建

設する際に必要とされる地元市長（草津市長）の開発許可を得ずに、建築確認だけで指定入院

医療機関を着工しようとしているなどとしている。 

 

 これに対し、県立精神医療センター医療観察病棟開設準備室の若林剛・主席参事は、地元自

治体首長の開発許可が必要になったのは平成１８年からで、センターはその前の平成４年に開

設されたとし、「都市計画法が過去にさかのぼって適応されるケースは聞いたことがない」と

反論している。 

 

 

 

現場発:民主の総合支援法案に幻滅／障害者ら「また裏

切り」／提言の「無料化」反映されず 

（毎日新聞  2012年05月12日） 

 
 

http://mainichi.jp/graph/2012/05/12/20120512sog00m040005000c/001.html
http://mainichi.jp/graph/2012/05/12/20120512sog00m040005000c/001.html�
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「また国に裏切られた」と憤慨する自立支援法違憲訴訟の元原告、山下さん（左）と平島さん

＝福岡県田川市で 

 政府が今国会での成立を目指している障害者総合支援法案に、障害者らが強く反発している。

現行の障害者 自立支援法に代わり、民主党が政権奪取時に公約した新たな法制度だが、障害者

らと一緒にまとめた「サービスの原則無料化」などの提言の多くが反映されず、 現行法の枠組

みをほぼ踏襲しているためだ。「これも公約違反か」。新法案を信じて裁判で和解した元原告

たちに民主政権への幻滅が広がっている。 

 「今までやってきたことはなんだったんだ」。元原告の一人で、下肢障害のある平島龍磨さ

ん（４４）＝福岡県福智町＝は新法案の内容を知り、むなしさでやりきれなくなった。「国は

障害者の声を聞くつもりがないとしか思えない。また裏切られた」 

 ０６年に施行された現行の自立支援法により、収入に応じて福祉サービス利用料を支払う「応

能負担」か ら、サービス費の原則１割を自己負担する「応益負担」に転換された。障害者は「生

きる権利を侵害している」と抗議。平島さんら全国７１人が０８年１０月か ら１４地裁に提訴

した。 

■ 医療観察法 申立等の状況   

（施行～H23.12.31までの状況）            厚生労働省 

◇申立総数 2,457件 

  ・決定数   

    - 入院決定 1,488件 

    - 通院決定 387件 

    - 不処遇決定 389件 

    - 申立却下※１ 83件 

  ・取り下げ※２ 13件 

  ・鑑定入院中 97件 
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◇退院許可  846件 
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※１ 申立却下：対象行為を行ったと認められない場合または、心神喪失者及び心神耗弱者のい

ずれでもないと認められる場合 

※２ 取り下げ：医療観察法の申立てを通じて、裁判所で心神耗弱と認められ、検察官が申立て

を取り下げたもの 

注）申立等の状況については指定入院医療機関から収集した件数を積み上げたものであり、時

点によっては若干の誤差がありうる。 

（医療観察法医療体制整備推進室調）  

 

 

■ 今後の予定 

  

ネットワーク・定例会 

６月１６日(土) １３：００より  スマイル中野 ５F 和室 

７月２１日(土) １３：００より   スマイル中野 ５F 和室 

 

医療観察法廃止!集会 

 ７月２９日（日） １３：３０～１６：３０ 中野勤労福祉会館 

 

■お知らせ 

 

「ネットワークニュース」 は、メールでも配信しています 

 

ネットワークニュースをメールで受け取れる方は、郵送費節約のためにご協力ください。 

ネットワークの事務局まで、連絡ください。よろしくお願いします。 

 

 

ネットワークの携帯電話のお知らせ 

  

 ネットワークとして携帯電話を持つことになりました。 

 終日とはいきませんが、何かありましたら、お電話してください。 

 ０９０－９２４０－９７１６ 
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