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医療観察法廃止!11.24全国集会 報告 

  

「医療観察法廃止!11.24全国集会 精神医療を治安の道具にするな!」は、昨年11月 24日   

日本キリスト教会館において、心神喪失者等医療観察法をなくす会、国立病院(精神)強制・隔

離入院施設問題を考える会、NPO 大阪人権センター、心神喪失者等医療観察法(予防拘禁法)を

許すな!ネットワークの 4者の共同の呼びかけで行われました。集会は、全国からの参加者も含

めて 63名の結集のもと、行われました。 

 

 集会は、渡辺さんの司会のもとで始められ、医療観察法を許すな!ネットワーク代表の関口明

彦さんの挨拶に続き、まず初めにフリージャーナリストの浅野詠子さんの「＜新型＞の収容主

義を語る―心神喪失者等医療観察法」の講演を受けました(詳細については、次頁の講演録を参

照してください)。続いて、岡山市こころの健康センター所長(精神科医)の太田順一郎さんより

特別 提起｢精神保健福祉法の改正に関する報告｣を受けました。精神保健福祉法は、精神障害者 
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の強制入院を強化するものへと改悪されており、その問題点について提起を受けました。 

そのご質疑応答の後、会場からの発言として、加藤真紀子さん、富田三樹生さん、等からの発

言を受け、終了しました。 

  

 医療観察法は、2005年 7月の施行から既に 8年以上が経過しているが、36名もの自殺者の発

生を始めとして、入院期間の長期化などをみると、法務省・厚労省が言うようには全く有効に

機能しているとは思えず、その実態も十分に明らかにされないまま、予防拘禁・治安対策の機

能が強化されているように思われます。 

 この様な、医療観察法の廃止に向けて、一層の運動の強化を目指す決意を共にしたいと思い

ます。 
 
 なお、全国集会に先立って、前日の 23 日(土)には｢なくす会｣総会、当日の午前中には、｢ネ

ットワーク｣総会が開かれました。 
 
 

 

 

 

 この法律が施行されて丸 8年の歳月が流れた。 精神疾患の悪化がもとで行動をコントロール

できずに傷害や傷害致死、自宅放火などの行為におよび、不起訴や無罪、あるいは執行猶予つ 

きの判決を受けた精神障害者らを拘束し、治療を強制する新しい制度である。 

思えば、法案が審議された 2002年の当時は、これでもか…というくらい人権上の疑問がたく

さん出されていた。科学的に成しえない「再犯の予測」 をもとに、精神障害者を無期限に拘束

できる仕組みをめぐっては、戦前の治安維持法を引き合いに反対する医師がいた。あるいは、

らい予防法になぞらえ、精神 障害者への偏見をいたずらに増殖するものとして、法案を批判す

る弁護士もあらわれた。民主、共産、社民がはげしく法案に反対したものの、自民、公明、保

守 の賛成多数により 2003年、成立した。強硬採決といわれた。 

私の住む奈良県は 2010年、近畿で初の医療観察法・専用病棟が大和郡山市内の国立病院にや

って来た。あれだけ法案の段階で疑義が続出した制度である。実際はどうなっているのかと関

心をもち、この２年間、取材をすすめてきた。 

歩いた土地は、地元の奈良をはじめ、となりの大阪、京都、兵庫、そして日本で最初に専用

病棟ができた東京へも出かけ、関係者から話を聞いた。ある患者は、精神鑑定の結果をもとに、

専用病棟に強制的に送り込まれたものの、その病棟の医師が行った診断と、鑑定した医師の診

断がちがっていた。ならば、鑑定の結果によって人を拘束している以上、診断がちがうのであ

れば拘束できる合理性に欠けるはずだが、なぜ漫然と入院させているのだろう。医療観察法は、

刑事事件の控訴にあたる仕組みがきわめて弱いことがわかった。 

 

＜新型＞の収容主義を語る 

      浅野詠子（ジャーナリスト） 
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また、鑑定入院中に必要な医療を受けられてなかった人にも会って話を聞いた。 取材をすす

めるうちに、これは「新型」の収容主義ではないかと思った。 

心の調子を乱し、幻覚などに支配され、はからずも他害行為におよんだ人々が長期の入院を

強いられ、「処遇終了」というお裁きが出るまで医療を選ぶことは許されていない。セカンド

オピニオンも保障されていない。いうなれば、障害者の権利を制限する仕組みを強めたのに、

国は「手厚い医療を実践している」と綺麗な言葉で国民に解説をしている。そこが新しい。 

入院患者 1人に年間 2200万円をかけた高額医療は、精神科医療の分野では新しい。触法患者

をケアする職員は「多種職のチーム」と呼ばれるが、医師、看護師、臨床心理士、作業療法士

らで構成し、相互に対等な「水平医療」であると高らかに宣言している。最先端の医療である

とも公言している。 

先月は、精神保健指定医の 5年に 1度の研修が大阪であり、医療観察法をテーマに、ある国

立病院の院長が講義をしていた。会場にいた医師の一人に配布資料をもらったら、レジュメの

冒頭で「これは新しい協働制度だ」と説明していた。 

いうまでもなく、協働とは、まちづくりの原理を追求した考え方である。特定の人間を街か

ら排除することに熱心な医療観察制度の説明につかうのは不適切だと思う。障害者の参加のな 
い協働などありえない。はやりの言葉を使っても、制度の本質を伝えてはいない。せいぜい、

医療と司法のコラボという次元で あろう。 

このたびの取材で私は、いろいろな関係者に聞き取りをしてきた。 精神疾患が悪化して善悪

の判断に支障をきたし、同居する家族を傷つけてしまったうつ病患者にも会った。この人は、

劣悪な環境の鑑定入院を強いられ、ずいぶん苦しんだ。また、自宅の放火容疑により医療観察

法の申し立てを受けた統合失調症の患者を取材したが、失火だった疑いも残る。ある病棟には、

発達障害の若者が長く入院していたが、家族の話では、この障害の特性などから治療のプログ

ラムがあわずにストレスが高まり、一刻も早く地域社会にもどしてほしいと訴えていた。 

このほか、精神鑑定をした医師、制度を推進する専用病棟の院長、指定通院医療機関の医師、

付添人の弁護士、審判医、参与員のソーシャルワーカー、社会復帰調整官、処遇終了者らをむ

かえる福祉関係者などの声もひろった。 

もうひとつの取材のツールは、公文書の情報公開請求である。情報公開は、お役所のお知ら

せや公表を読むのとはちがう。加工されていない原情報をわれわれ有権者が主体的に読み取る

のだ。 

医療観察法ができる前にも、地元紙の記者時代、公開制度を活用し、国立松籟荘病院（現、

やまと精神医療センター）が定員を超えた患者を収容しているとか、隔離の記録に不備がある

とか、消防法によるガス漏れ警報器の未設置で行政指導を受けていたなどの事実をつかみ、報

じたことがある。精神保健福祉法 の指導事項は県庁に、消防法の改善命令は市役所に公開請求

すれば、だれにでも記録は開示される。 

一方、医療観察法の専用病棟は、地方厚生局が監督するので、身内の、あるいはグループ企

業間のような甘い指導にならないかと案じている。 いや、そんなことありませんよと国はいう

だろう。外部評価会議を毎年ひらき、透明性、公開性を担保していると胸を張っている。 

ならば、どんな会議をしているのかと私は、医療観察法の専用病棟を有する全国 28箇所の国

立、都立、県立の医療機関に 2カ年度分の会議録を情報公開請求してみた。 
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ふたを開けてみれば、ゆるい評価だと思った。委員は弁護士とか、地元の医学部の教授とか

お歴々が参集する。外部評価というからには、医療観察法の争点をすすんで発見し、国民に公

表してしかるべきである。しかし総じて、外部の委員は制度の応援団のように映る。 

いまの安倍政権のような右寄りの政治がつづけば、あすにも医療観察法を廃止するなどとい

う展開は到底ありえず、患者さんたちが解放されるまで、長い闘いになるのかもしれない。が、

せめて外部評価の委員に公募の市民らが入り、健全な市民感覚で人権状況を監視するのがよい

と思う。 

このところ医療観察法の病棟では、新薬のクロザピンがよく話題になる。法が施行された 4

年後の 2009年に承認された。たとえば、国立琉球病院のホームページは、クロザピンは「最後

の切り札」と呼び、「今まで複数の抗精神病薬による治療を受けてきたにもかかわらず、症状

が十分に良くならなかった統合失調症の患者さんに対して、効果があることが世界で唯一認め

られた薬です」と 紹介している。 

国内での治験症例は限られ、重い副作用が確認されているため、登録された 190の医療機関

のみで処方が可能な新薬だ（2012年度）。治験薬と同様、「全例報告」というかたちがとられ

ている。 

医療観察法の病棟における新薬クロザピンの投与について厚労省は、外部の委員を迎えた倫

理会議で事前にはかってから処方するよう、通知を出している。 

だが、治療が先行し、事後報告になるケースはめずらしくない。また、倫理会議そのものを

適切に開かず、地方厚生局の指導を受けていた事例も前年度、二、三件あった。人を拘束し、

同意のない治療をしているという緊張感が乏しいのではないか。 

新薬クロザピンを用いた治療の状況は、開示された会議録から、おぼろげながら見えてきた。

血球減少などの副作用の対策として、血液内科等の外部の医療機関との連携が不可欠だという。

しかし、各県で対応できる医療機関はかぎられている。医療観察法の病棟を退院し、帰住先が

山間部などの過疎地にある患 者さんに対し、通院命令中にクロザピンの投与が継続される場合

は、通院時間が非常に長くなる。患者の負担は大きい。強制的な通院なのに、交通費の公費助

成はない。使用を疑問視する医師もいる。 

医療観察法にまつわる公文書の公開度は総じて、自治体の病棟の方が高い。たとえば国立の

花巻病院などは、クロザピンの処方で連携している外部の２つの病院ですら、わざわざ黒塗り

にしている。それに国立病院の会議録は、外部の委員の氏名すら公開しない。 

そもそも情報公開の制度は、自治体が国に先駆けて実践しており、できて当たり前である。

むしろ、精神障害者の自由を制限する新しい制度において、「知る権利」の格差を放置したま

ま、国が制度をスタートしたことが問題だ。 

そして、いくら公開制度の運用で自治体がマシだといったところで、公選の知事のもと、府

県立の病院が治安の下請けのような医療観察法病棟を率先して引き受けるのは疑問である。 

先般も、滋賀県が医療観察法病棟 23床を設け、内覧会に行ってきた。中身をよく知らずに来

ていた住民もいたが、説明する職員は、重装備によるセキュリティ面をたびたび強調するのに

は閉口した。 

嘉田知事は市民派として知られ、環境問題にもくわしいが、精神保健福祉について自分の哲

学をもっているのかどうか。嘉田さんだけでなく、国会議員はもとより、市民派を標榜する市

町村議や県議、首長のほとんどが精神保健福祉について、よく知らないと思う。 
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それは私自身もそうだったが、学校などでほとんど学ぶ機会がなかった。一概に政治家ばか

りを責められない。奈良県の家族会をけん引してきた小林時治さんは、地元の教育委員会に対

し、学校や、あるいは生涯学習などの場で精神保健福祉を身近な問題として学ぶ機会を設けて

くださいと、何度かけあってきたかしれない。のれんに腕押し、日暮れて道遠し…と小林さん

もらしていた。 

政治家や市民は精神障害者のことをよく知らない。しかし自治体などの労働組合によっては、

2002年、医療観察法案が出されたとき、反対運動を理論的に繰り広げた体験をもっている。知

事の言葉足らずな側面を補い、市民に問題点を発信することだってできると思う。なのに、医

療観察法の病棟建設を不問にしてしまえば、推進者にとって、これほど頼もしい存在はないだ

ろう。 

政党、労組はあのときの反対運動を忘れてほしくない。 希望のない話ばかりになってきたが、

このごろ、大阪や奈良など で、イタリアのフランコ・バザーリア（1924-1980年）の半生を

描いた映画『むかし Ｍａｔｔｏの町があった』が上映され、なかなかの反響である。知る人ぞ

知る、精神病院の廃止運動の先頭に立った精神科医である。 

バザーリア派の人々の運動は、司法精神病院の廃止も重視してきた。日本でいう、医療観察

法病棟である。おひざもとのトリエステでは、触法患者を極力、司法精神病院に送らず、地域

福祉と地域医療、市民らとの連携により、こうした患者がまちで暮らす実践をしてきたと聞く。 

これからも国内の各地でバザーリアの映画は上映されるだろう。この機に、ほとんど国民に

知られていない医療観察法の問題が、知られるきっかけが生まれればよいと思う。 

映画の一場面が印象に残る。精神病院をなくす運動のさなか、入院処遇から解放され、久々

に自宅に帰ってきた患者が妻に冷たくあしらわれ、けんかになり、階段付近でもみあっている

うちに、妻が落下して死んでしまう。しかし精神病院の廃止運動は挫折することはなかった。 

この場面が日本なら、医療観察法の申し立てがなされ、患者の地域生活や主治医との関係が

中断される。遠くの専用病棟に送られてしまうかもしれない。 

さて、施行から8年が過ぎると、法案の段階では想定外だったさまざまなことが起きている。 

池田小事件を引き金に、政府が法案を出してきたときは、一体どのような人が拘束されるのか、

どんな病棟ができるのか、私はそちらの方にばかり注目してい た。（※法令上、専用病棟には

宅間守のように反社会人格障害などと診断された通り魔は入院させない。大半が統合失調症患

者で初犯、再犯率も低い人々で、被害者の多くは同居する家族） 

ところが制度が始まり、3年、4年、5年が過ぎ、ときの経過とともに、「通院処遇」にある

人たちの自殺が相次いでいることが判明した。拘束された入院患者より、自由な身である通院

命令中の多くが命を絶ってしまったのはなぜか。 

医療観察法病棟の自殺問題を最初に取り上げたのは、関西の高見元博さんたちのグループだ

と思う。自衛隊で上司のいじめに遭っていた自衛官の精神症状が悪化し、通行人をけがさせて

しまう。それがもとで彼は佐賀の医療観察法病棟に送られる。遺族などの訴えでは、基地内で

のいじめは深刻であったにもかかわらず、病棟では内省を強いられる。早く出たくて、スタッ

フに合わせていたのだろうか。やがて回復してきたと見なされ、退院をまじかにした患者たち

が入る 「社会復帰期」の病棟に彼はまわされる。しかし外出訓練中、付き添いの看護師 2人の

監視をすり抜けて逃走、所属していた自衛隊基地のある神奈川県内で列車に飛び込み、命を絶

ってしまう。 
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2010年には、医療観察法の運用状況が国会に報告されたが、この数字を見て、「おかしい」

と気づいた人々がいた。そこには、「処遇終了」といっ て、医療の強制から釈放される人々の

数字が出ていたが、正規の裁判所の決定によらない処遇終了者がいることを発見したのだ。消

えた人がいる。病棟で、あるいは通院命令中に命を絶った人であり、侮れない数字だった。 

この問題は、東京新聞でも大きく報道されている。ことしは 2013年で、あれから3年も経っ

ている。当然、国は、自殺問題を取り上げ、何らかの検討をしているものとばかり私は思って

いた。法は患者の社会復帰を目的にかかげており、自殺者を出してしまうのは、最大級の失敗

にあたると思うからだ。 

そこで私は、法務省、厚労省に自殺について公文書を本年、情報公開請求した。だが、「な

い」という。つまり文書不存在であった。担当官は、口頭で自殺件数を明らかにしたいと言っ

てきた。 

それにしても、法務省の担当官がいう「通院処遇中の自殺 28件」という数字は、にわかに信

じがたがった。活字になってから、言った、言わないの話になってもめんどうだ。そこで、私

の電子メールあてに回答してもらった。 

「通院処遇中に自殺したと推定されるもの 28件（平成 17年 7月15日から同 25年 3月 31

日までの数）」この数字と、厚労省のいう入院中の自殺 8人を足して、施行後に 36人もの患者

が命を絶っていたことが判明した。 

緊急の調査が必要である。ある研究者は、人出をかけたデラックスな入院医療がおわって通

院処遇に切り替わった途端、患者は環境の激変にとまどい、不安感をつのらせたのではないか

とも推察する。 

鑑定入院、専用病棟の入院、専用病棟間の転院、通院と、主治医がめまぐるしく変わる「ぶ

つ切り医療」の犠牲者だったかもしれない。病棟で内省を強いたこととも関係はないのだろう

か。（これについての異論は刊行予定の単行本に掲載する） 

ところで最近、気になる事例をキャッチした。医療観察法をめぐり、国が東京地裁の審判医

（裁判官と合議で入院命令などの処遇を決める人）にヒアリングした記録を公開請求したら、

以下のようなことがわかったのだ。 

ある精神障害者が他害行為の容疑で法の対象になったのだが、当人は強制入院も強制通院も

いやだと主張した。当然だろう。しかし親族は入院してくれることを望んだ。 

処遇をめぐり当事者と親族の希望が異なるケースは、私も西日本で取材している。ところが、

当事者の権利を擁護するはずの付添人の弁護士が、親族の側についてしまい、いっしょになっ

て強制入院に加担したようだ。 

東京といっても広いし、離島もある。グループホームなどの福祉資源が乏しい地域なのだろ

うか。こういう付添人では心もとない。第一、容疑の事実が本当なのか。付添人の任務は、そ

の検証からはじまるといわれる。取り調べの段階において不利なことの多 い精神障害者の人権

擁護は、通常の刑事事件の弁護より難しいとされる。付添人の機能はあらためて問われそうで

ある。 

医療観察法について市民、マスコミの関心はきわめて低く、忘れられた 800床になりつつあ

る。それでも、ある看護師は、医療観察法につながれた 人々の人権状況を監視しようと、専用

病棟への就職を志願したと聞く。患者の解放、よりよい社会復帰に惜しみない努力を注ぐ人も

いるだろう。 
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施行された以上は、医療観察法の内側から批判的にかかわる人がいなければ、公益通報も内

部告発も行われない。法律が冠する「心神喪失」という刑法用語に対し、私は素人なりに違和

感をもっている。人間の格を下げたような印象があるし、アメリカの州によっては、心神 喪失

という概念そのものがないという。触法患者の責任能力の判定は、竹を割ったような正解が得

られるものではない。さらに、法律の名前になっている「重大な他害行為」というレッテルが、

どれほど精神障害者の社会参加にダメージが大きいものか、はかりしれない。 

精神科の治療は定説がないといわれる。医師ごとに異なる診断名に翻弄されてきた家族は「精

神医学は発展途上」と実感を込めて話す。薬害を告発する人も後を絶たない。厳罰化、保守化

の潮流のなかで、医療観察法はこれからも閉鎖の病床数を増やしていく。不確実な医療の強制

に公費を傾注するのでなく、いろいろな人たちが青空をあおいで街で暮らせるよう、地域福祉、

地域医療の拡充に向けて国家予算を組みなおした方がよいと思う。 

 

（「医療観察法廃止！11.24全国集会」の講演内容に加筆し、まとめられたものを転載しまし

た  編集部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イタリア精神保健改革をもっと深く知りたい！」12月 13日（金）大阪で行われたペッペ・

デッラックアさんのお話のメモです。ペッペさんのお話がものすごくよかったので、ご報告し

ます。 

これは鼎談形式で行われました。メモですので、聞き落としていることもあります。 

大阪公演では、時間がなく、コリアティさんのお話は聞けませんでした。 

なお、メモ中の伊藤さんとは、伊藤順一郎さん（精神科医）、大熊さんとは、大熊一夫さん

（ジャーナリスト）です。 

 

[公演記録] 

ペッペ・デッラックア氏 （前トリエステ精神保健局長、精神科医、トリエステ改革主要メン

バー） 

伊藤 ： トリエステでは隔離拘束が全くない→中心に何があるのか？ 

ペッペ： お互いが出会うこと、お互いを認め合うこと、お互いを歓待すること、現象学的に

言うと、そこに一緒にいること。 

伊藤 ： 今トリエステでは、何が行われているか？ 

 

「鼎談 イタリア精神保健改革を 

もっと深く知りたい！大阪公演」 

                森川敏子 
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ペッペ： とてもシンプルなこと。他者の面倒をみるということ。利用できるサービスを一緒 に

しながら、人と人との関係性をつくり上げている。できないことに焦点を合わせるのでなく、

できることに焦点を合わせる。「精神障害者」とは別のアイデン ティティをつくる。誰かが他

の人にその人のリミットを超えて何かしようとしない。その人の意志に反したことをしない。 

ペッペ： こうしたことが起きていないとしたら、それは何故なのか？ 

ペッペ： 1972年にフィンランドからバザーリアのゴリツィアの病院を取材にきた。ちょ う

ど院内で患者さんのミーティングが行われていた。参加者は 70名ぐらいいた。そのミーティン

グで患者さんたちが取材を許可するかどうかを話し合った。多 数決をとった。私はここで、何

が起こっているかと思った。 

 これに遡る 1971年、バザーリアがゴリツィアの病院に行き、恐れたことは医師たちの行いで

はなく、500人いる患者がそこにいないということだった。人間として立ち現れていなかった。

そのことからバザーリアは、精神医療とは、精神医学とは何かを考えた。 

 私は 1932年から病院に 40年いた女性と出会った。誰もなぜ彼女がそこにいるのか知る人は

いなかった。あるとき、彼女の姉妹が病院に訪ねてきて、彼女が大恋愛をしていた話を聞いた。 

 中心にあるのは、他者というものが、「いる」ということ。一人の人間、一人の市 民がいる

ということ。扉が開けられた時に、初めて「人間」が立ち現れる。精神医療というより政治的 

な問題。扉の中が閉められている中では、人間として扱わ れていない。モノとして扱われる。

モノだからリミットがない。どこまでもされてしまう。 

伊藤 ： 患者が暴れたりしているようなときにも対話でやるのか？ 

ペッペ： 人が精神医療について語るときに、「人を傷つける」「叫ぶ」「人に迷惑をかける」

とか、こういった一群の言葉と一緒に語られる。こうしたことは真実ではない。こういったこ

とは、ある時期につくり出されたものだ。 

 精神医療がいつも悪いと言っているわけではない。否定しなくてはいけないのは、病気とい

うものを人間であることの上にもってくることだ。上に人間をもってくることが大事だ。 

大熊 ：司法精神医療については？ 

ペッペ： これはまさに精神医学、精神医療の心臓部分の問題。これには 2つの否定がある。 １

つは、人間であるということ、もう１つは権利だ。この２つを否定する司法精神医療は、存在

を無化する場所だということだ。最悪の刑務所と、最悪の精神病 院をかけあわせたところ。法

律では刑は有限だが、ここには無限の罰がある。病気であることと犯罪とを分けて考える必要

がある。これはファシズムの時代にで きた刑法。「触法精神障害者」「危険」「責任能力」と

言った言葉で語られる。 

 司法精神病院はイタリアには 6つあり、約 1,000人が入っている。 

 それぞれの人たちに権利を返すことをしなければならない。処罰を受ける権利とケアを受け

る権利だ。 

 精神疾患と責任能力、精神疾患と危険、これらは科学的な関係は何もない。何もないのに一

緒に語られている。 
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 司法精神病院をなくすことは、トリエステで精神病院をなくしたのと同じ論理だ。人をモノ

として扱わないということ。人間が立ち現れるということ。 

 

 （この鼎談は、12月10日に東京講演、12月13日に大阪公演として、「むかしMattoの町があった」

自主上映特別企画としておこなわれました。      編集部） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ペッぺ・デッラックアさん 
 
 
 
 
 
 
 
 
 １月２３日大阪地裁で森崎里美さんのＪＲ西日本からの雇止め解雇を争った裁判の判決があ

り、中垣内健治裁判官は原告の請求はいずれも棄却するという不当判決を下した。 

里美さんはＪＲ西日本に契約社員として勤めていた女性障がい者。脳性まひだ。上司によっ

て性暴力を受けて告発し一部勝訴した。ところが会社は上司をかばい降格で済ませたばかりか、

逆に里美さんを雇止め解雇したのだ 

 裁判の争点は、①セクハラ告発への報復であること。 

 解雇の表面上の理由は里美さんに「勤務実績がない」ことだ。しかし、里美さんが職場に行

けない原因を作ったのは会社だ。里美さんは上司から性暴力を受け、それを告発すると逆に会

社によって「セクハラ相談」に名を借りた二次被害を受けたばかりか、仕事を干され、同僚か

らは心無い言葉を投げつけられるなどした。そのなかで、里美さんはＰＴＳＤ＝心的外傷後ス

トレス障害とうつ病に罹患させられた。しかも解雇以前に、仕事ができるという診断書を会社

に提出し、復職の過程に入っていた。そこを解雇したのだ。仕事を休んでいたことなど口実に

すぎず、実態は性暴力を告発したことへの報復だ。 

森崎里美さんの雇止め訴訟に不当判決 

―ＪＲ西日本性暴力事件のその後― 

                      高見元博  
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争点の②は、嫌がらせで二次障がいが悪化したこと。 

 里美さんが性暴力を告発すると、会社はそれまでの親しい関係を一転させた。里美さんは会

社から成績が良いということで表彰されるなど、仕事上でも人間関係でも、極めて良好な関係

を築いていた。ところが、性暴力告発後は職場の人間関係は一転し、仕事も与えられず、たま

に与えられた仕事は、障がいを悪化させるものだった。それまでのキーボード中心の仕事から、

マウスを多用する仕事に変えられた。脳性まひ者にとって、マウスの操作は手や首に大きな力

が入る。そのために手根管症候群、頸椎症を悪化させられ仕事ができなくなった。休んで障が

いが一定回復し、仕事ができるようになったので、里美さんはリハビリ出社をしていた。とこ

ろが出社していたにもかかわらず、会社は「勤務実績がない」として解雇した。解雇は障がい

者に対する不当な差別だ。 

 判決では、契約社員でも継続して雇用されることを期待するのは当然としたうえで、１年以

上の長期間仕事を休んでおり、なぜ休んだのかの検討をする必要があるとした。そして、争点

１に関しては、１度目の性暴力を認めたうえで５時以降の会社責任は無いとし、２度目以降の

性暴力は認めず、メールを根拠として恋愛関係のもつれであり会社責任は無いとした。会社に

よる事情聴取は不適切な表現があったことは認めながら全体を見ると必要な質問だったとした。

仕事が与えられなかった期間は１か月間であり、休職との因果関係は無いとした。また同僚の

言葉は証拠が無いとした。復職の過程に入っていたことについては、それ以前に雇い止めを通

告しているから問題なしとした。 

争点２については、原告側が提出した垰田（たおだ）意見書の中身を一切検討しないという

不当なものだった。滋賀医科大学社会医学講座衛生学部門、垰田和史准教授の「森崎里美氏へ

のパソコン作業時の身体負担に関する意見書」だ。垰田意見書は、障がい者の労災問題に正面

から取り組んだ画期的なもので、今後の障害者運動にも生かせる重要文書だ。手根管症候群が

労災であることを詳細に証明している。それを検討すれば、里美さんの解雇を取り消さざるを

得なくなる。だから、それを一切検討せずに、手根管症候群は私病に過ぎないと根拠なく断定

したのだ。 

 まさに結論ありきの不当判決だ。 

 里美さんはこの判決に心底怒りながらも、控訴しないことを決めた。その理由は以下の通り。 

① 仮処分申請の審判と、今回の地位確認訴訟の判決文がほぼ同様の中身であること。 

② 控訴するにあたって、新たな論点を見つけることが困難であること。 

③ 司法の場で争うには限界があること。 

④ この一連の闘いを、これまで以上に意味あるものにしていくことが大切であること。 

⑤ 闘うべき相手は「JR西」だけではない。ということ。 

裁判は終わるがそれは闘いが終わることを全く意味しない。里美さんの女性障害者の就労問

題というテーマは一生続くし、性暴力問題については今後は支援者の立場になって闘い続ける

ことになる。 

里美さんの投げかけた問題は障がい者にとって重要なテーマだ。障がい者、とくに女性障が

い者が働くといううえで、セクハラ問題も、労災問題も避けて通ることのできない問題だ。セ 
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クハラ問題での周藤意見書、労災問題での垰田意見書はいずれも、基準となるべき地点を示し

た第一級の文書だ。障がい者権利条約の政府報告に対するカウンター報告をする必要もあると

思う。闘いがこれで終わるわけでは全くないのだ。 

なお里美さんの闘いの報告集を作成中です。でき次第お知ら

せします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 安倍の暴走は止めなければならない！ 
 
12月6日の秘密保護法強行制定以降も安倍の暴走は続いている。臨時国会での邦人救出の改

悪自衛隊法、国家戦略特区法・産業競争力強化法・社会保障プログラム法・改悪生活保護法可

決、更に新防衛大綱や新安全保障戦略制定、なりふり構わぬ辺野古新基地建設や原発再稼働策

動への突進などである。 
とりわけ安倍の靖国参拝は、中国・韓国の批判、米政府〝失望″表明に至り、暴走の行方に

内・外から批判が強まっている。世界のマスコミは、安倍の暴走を〝平和主義からの離陸″と

し、秘密保護法を〝２１世紀の民主主義国家が検討するものとしては最悪の部類″と断じている。

時代を画する安倍の暴走は国際的な事件であり、それは一時的な過ちや〝国内問題″ではなく、

戦前・戦後日本国家をどう捉え、どうするのかの基軸的な歴史認識に関わっているからだ。 
しかし日本の支配層の国家観・戦後観は極めて危うい。安倍らの基本テーマは〝戦後レジー

ムからの離脱″である。レジームの語を使うのは、麻生がナチスを教訓として持ちだしたよう

に〝体制転覆″を狙っていることを意味する。安倍らは、保守リベラルを含めた戦後自民党的

な国民統合は、新自由主義貫徹にとって・激震する世界の中で戦争をも辞さず生き延びるため

には、桎梏となると判断している。 
秘密保護法審議では〝国そのものが揺らいだら、「知る権利」などと言っておられなくなる。

「知らせない義務」は「知る権利」に優先する″というのが石破らの基本的立場であった。敗

戦・マッカーサーの占領という日本帝国存立の危機の中で、米軍によって国家保安法・治安維

持法廃止が支配層に強制され・労働者民衆の闘いで勝ち取られたということが全く忘れ去られ 

 
秘密保護法廃止！共謀罪・盗聴法国会上程阻止！ 
 
戦争・治安立法決戦の季節を闘い抜こう！ 

              

石橋 新一 
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ている。極右の立場からは秘密保護法制定は米国支配からの離脱を意味するはずだが、安倍ら

は日米同盟強化のためとし、解決不能な混迷のなかにある。 
また秘密保護法「適正評価制度」は、家族・知人も含めたプライバシーや思想・信条・表現

の自由を侵害し、犯罪者・精神障害者・アルコール依存者・経済的困窮者に対する差別を国家

的に公認・奨励している。精神科の医療機関は問い合わせにに対して答える義務を負う。以降、

営業秘密保護立法すら画策される中で、1級市民・2級市民・非国民・スパイの類別が普遍化

されていく。急激に盛り上がった秘密保護法攻防の中で問われたのは、戦前・戦後の日本のあ

り方を反省しない支配者の暴力的突進を、戦後日本を生きてきた日本の労働者民衆が止めうる

か否か、という根本問題であったと言える。 
 
■ 今年は戦争・治安管理国家化の本番 

 
攻防の本番はこれからである。安倍政権は本年、戦争国家化に向けて、武器輸出3原則見直

し、集団的自衛権行使容認、日米安保新ガイドライン策定に伴う国家安全保障基本法制定・有 
事法制再編を狙っている。治安管理国家化では、秘密保護法施行とあわせ、共謀罪や盗聴法改 
悪・スパイ潜入などのFBI型捜査手法導入、公衆脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等処

罰法（カンパ禁止法改悪）など人・物・金・情報総体の支配に突き進む。4月消費税増税やTPP
締結、解雇フリー、社会保障削減、そして一方での法人税減税など、売り物のアベノミクスの

正体が、労働者民衆への犠牲転嫁以外でないことが暴露される時は近づいている。 
とりわけ集団的自衛権行使容認、日米安保新ガイドライン策定に伴う国家安全保障基本法制

定・有事体制再編策動は最大の警戒を要する。日本版NSC法と秘密保護法案は、〝国家総動

員法″とも言える国家安全保障基本法のパーツだからだ。国家安全保障基本法（12 年、自民党

案）は、①現憲法下で集団的自衛権を丸ごと行使し、②いつでも国益判断で自衛隊海外派兵で

きるようにする、③国家安全保障の観点を政府・行政が優先し、④民衆には国家安全保障政策

に協力義務を課し、⑤武器輸出3原則を撤廃する、などを規定している。英フィナンシャル・

タイムズ紙は、昨年12月策定の国家安全保障戦略を〝戦後日本が歩んできた平和主義から遠

ざかるもの″と懸念、〝度を越している″と指摘している。 

同時に私たちは、戦争・治安管理体制強化が 2020年東京五輪に向け始まったことを強く警

戒する必要がある。集団的自衛権行使と絡んだ「サイバーセキュリティ戦略」や「テロ資金・

マネロン対策行動計画」が進行中であり、昨年 12月には新たな治安7カ年行動計画「世界一

安全な日本創造戦略」が公表された。そこではサイバー犯罪対策・五輪対策に次いで〝犯罪の

繰り返しを食い止める再犯防止対策の推進″が掲げられている。戦争と治安が融合し、立法も

含め治安法・治安管理体制が総体として急激にエスカレートしていることを見据えて闘う必要

がある。 

 
【戦争・治安関連の通常国会以降の上程予定法案】 

【改憲・戦争法など】国民投票法改悪、自衛隊法・周辺事態法など有事法制改悪⇔国家安全保

障基本法、原子力協定（トルコなど）、教育再生推進法、地方教育行政法、公務員法改悪、政

党法、TPP締結、有期雇用労働者特措法・労働者派遣法改悪・介護保険法改悪 
【治安法】 
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・通常国会法務委係属法案（1月24日現在）：裁判所職員定員法改正、少年法改悪、外国人弁

護士事務所特措法、少年院法・少年鑑別所法＆同関連法、司法試験法、出入国管理法改悪＋

継続審議のカンパ禁止法、会社法改正、児童ポルノ単純所持処罰法（議員立法）。特徴は、滞

留法案一掃狙いだが、法案の閣議決定期限は 3月中旬（今年は4月上旬？）であり共謀罪が

急浮上する可能性は強い。裁判員制度改悪（法制審部会は３～４月終了）。 

・日米指紋照会・共有協定、犯罪収益移転防止法改悪、国連安保理決議1267号等を踏まえ我

が国が実施する国際的なテロリズムに関係する者の財産没収等特別措置法、尊厳死法案（議

員立法）、放射線発散防止法（or原子炉等規制法）改悪 

臨時国会：新しい捜査手法関連立法（室内盗聴、盗聴法改悪、刑事訴訟法改悪）など 
 

■ 共謀罪の４度目上程・盗聴法改悪を阻止しよう 
 
秘密保護法強行採決後の 12 月 11 日、何と安倍政権は、〝話し合っただけで罪になる″〝

現代版の治安維持法″の批判を浴び、大衆運動の力で3度も廃案になった共謀罪法案通常国会 

上程への狼煙をあげた。『朝日新聞』が〝ここまでやるか〝としたほど図に乗った姿勢である。

翌日には菅官房長官が〝現時点で決まっていない″とトーンダウンしたが、4 度目国会上程・

短期制定を虎視眈々と狙っていることは明らかである。「世界一安全な日本創造戦略」も国連条

約批准に必要な共謀罪などの「法整備を早期に完了
．．．．．

させ」ると謳っている。 
安倍政権の共謀罪制定に賭ける執着には只ならぬものがある。安倍政権の中枢には 06～07

年強行制定策動時の責任者が多く、共謀罪を熟知している。現代版治安維持法＝共謀罪法案を

国会上程・短期制定する攻撃が一挙に強まること必至である。自民党新憲法草案が〝社会を害

する表現・結社は認めない″としているように、彼らは盗聴法・秘密保護法・共謀罪を一体に

してモンスター化することなしに〝公の秩序″は守れないと信じている。石破の〝大声デモは

テロ″発言はその本音である。 

また秘密保護法や共謀罪適用に必要な盗聴法全面改悪・室内盗聴・汚い捜査手法導入も法制

審議会で検討中であり、4月中に特別部会の審議を終える策動が進んでいる（遅くとも秋の臨

時国会に上程）。改悪盗聴法の対象犯罪は一挙に窃盗や詐欺にまで拡大され、立会人なしで自

動・大量盗聴が可能となる。 
共謀罪捜査に盗聴が濫用され、その捜査は秘密にされる。こうした策動を許せば、戦後の刑

事法体系は解体され、弾圧が拡大し人権侵害は更に全面化する。独・メルケル首相の携帯や世

界中の民衆の通話を盗聴したオバマは〝活動の詳細は明らかにできない″と居直り、誤った情

報でイラク侵略戦争に突入した合衆国中枢はブラックホールと化しているが、同じ轍を踏むこ

とになる。 
秘密保護法の共謀罪導入を突破口にさせるわけにはいかない。官邸主導・自

民1強の翼賛国会の中で成立こそ阻止しえなかったが、近来稀にみる秘密保護

法反対の声の急激な広がりは安倍の足元が決して盤石でないことを教えた。 
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本年の戦争・治安立法攻防は〝新たな戦前″への転換点であり、意を決して対決する時であ

る。医療観察法も許すなネットワークも呼びかけ団体として参加した 10．26〝STOP！安倍の

暴走 つぶせ！改憲―共謀罪も秘密保全法も盗聴法もいらない″共同集会・デモの地平を更に発

展させ、戦争・治安管理国家確立に向かう攻撃の全体を睨んだ反対運動を共同して創りだす必

要がある。翼賛国会を舞台にした稀代の戦争・治安法攻撃は、大衆運動の力・高揚によってし

か阻止できない。戦争・治安優先社会を強権的に創りだす攻撃と対決し、共同して改憲阻止へ

進みでよう。 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                 

四六上製 248頁予定  予価2000円（本体）  
版元は現代書館、発売は４月末の予定です 
 
 
 
～厳罰化、保守化の流れが加速する社会で、忘れられた病棟があった。心神喪失者等医療観

察法の強制治療の実態に迫る国内初のルポルタージュ。微罪でも長期の収容を命じられ、内省

を強いる保安型の病棟。通院命令を受けた触法患者の自殺はなぜ多発するのか。「仲間を返して」

と患者会の人々が裁判所に嘆願するドキュメントも収録。推定無罪の原則は？精神鑑定は大丈

夫？本当に治療が必要なのですか？ 街で暮らす精神障害者にエールを送る。  
 

 

 

 
★ ネットワーク例会 

３月１５日（土） 例会（13:00～ スマイル中野５F和室） 
    15：00～16：00  なくす会、ネットワーク合同会議  
  ４月１９日（土） 例会（   同上                ） 

    15：00～16：00  なくす会、ネットワーク合同会 
 

本の紹介 

浅野 詠子 著 
『ルポ 刑期なき収容（仮）～司法精神医療と人権』  

 

今後の予定 
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資 料 病棟転換型居住系施設についての声明文 

 
 本年6月に改正された精神保健福祉法では、厚生労働大臣が「精神障害者の医療の提供を確

保するための指針」を定めることとし、その策定のために「精神障害者に対する医療の提供を

確保するための指針等に関する検討会」が設置され議論が行われてきています。 
さる10月の同検討会では、「病棟転換型居住系施設」導入を求める声が飛び出しました。 
「病棟転換型居住系施設」は、今ある精神科病院の精神病床を介護精神型施設、宿泊型の自立

訓練施設などにしていくものです。 
 言うまでもなく、精神科病院に入院している人が帰るべき場所は、「地域」です。現在ある病

棟に手を加え、それを「施設」としてもそこは「地域」ではありません。 
 私たちは、精神科病院に入院している人々を地域に返すことをしないで、このような施設を

導入していくことに危険を感じています。 
また、精神科病院のなかで増加しつつある認知症の方々も、真に地域で暮らせるようにしてい

かなければなりません。 
 私たちは、「病院から地域へ」という我が国の医療の方向性と逆行する「病棟転換型居住系施

設」導入の動きに反対し、市民一人一人が、真に地域で生活ができる社会が一日も早く実現す

るよう強く求めます。 
 
                                     以上 
 
 
                               2013年11月23日 
 
                     「病棟転換型居住系施設」について考える会 
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