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2016年 11月 20日（日）午後 1時 30分から午後 4時 30分まで，アカデミー茗台ホールにて，

シンポジウム『11・20 医療観察法廃止！全国集会 精神障害者の差別・隔離強化を打ち破ろ

う！』が当団体その他の主催にて開催された。 

１．主催者側からの基調提起として，池原毅和弁護士による講話があった。 

池原氏によれば，精神医療と刑事司法の相互浸潤が進行し，それぞれの制度原理が変容される

危険性があると指摘している。例えば，医療観察法では，「病状の改善」という医療的側面と「同

様の行為の再発の防止」という刑事法的側面と，「社会復帰促進」という福祉的側面が併存して

いる。そうすると，刑事司法におけるセーフガードが十分に保証されなくなる恐れも出てくる。

また，予防拘禁を本人のためということで粉飾したりもできる。更には，ラポール形成が困難

になり安易に強制力に頼る状況となっている，とのことである。 
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池原氏は，医療観察法による医療によって，多数の自死者が出ている状況も指摘している。 

２．次に，自らも重度自閉症のご子息をもつ早稲田大学の岡部耕典（おかべこうすけ）教授の

講演があった。 

 岡部氏の子息は，重度自閉症であるが，2014年5月より，重度訪問介護により 531時間の介

護給付を受け，一人暮らしの自立生活を実現している。このご子息の生活状況をビデオ収録し

たものを本シンポでも上映し，知的障害者の自立生活が如何にして実現可能かが示された。ご

子息が楽しそうに介護者に連れられて電車を見に行くシーンは印象的であった。 

 岡部氏によれば，知的障害者支援は決して専門家主導であってはならず，常にお互いにすり

合わせながらずれていることを前提に行われるべきとのことである。つまり，主体性と自尊感

情こそがその核心であるということだ。 

 岡部氏は，相模原やまゆり園事件に関し，そもそもやまゆり園の建て直しが共に暮らす社会

の実現と言えるのか，と厳しく問題提起している。また，岡部氏は，徒に被害者の実名報道を

求めて非難する風潮にも警鐘を鳴らしている。 

 岡部氏によれば，容疑者の思想を優生思想と呼ぶならば，それは容疑者の中だけでなく社会

の中にも存在すると指摘する。 

３．その後，精神科医の岡田靖雄氏より，「いま差別・優生反対をいうこと」と題した講話があ

った。 

 岡田医師によれば，今般の相模原事件を契機に優生思想に対する批判が噴出しているが，現

代日本では出生前診断が導入され，羊水検査などで染色体異常が確定されるその内の９４％が

中絶しているという。この事実は優生思想の今日的表現であり，岡田氏はこれを強く非難でき

るかは疑問があるとして，敢えて指摘している。岡田氏は更に，我々は切り捨てられた命の上

に生きているのであり，それは人間の原罪であり，生きる感謝がなくては優生思想への批判も

むなしいと指摘する。 

 岡田氏は，反優生を言うことは，科学主義を超える生き方であり，苦難の多い生き方でもあ

ると結んでいる。 

４．その次に，病床転換型居住系施設について考える会のメンバーであり杏林大学教授の長谷

川利夫氏より，「身体拘束について」と題する講話があった。 

 長谷川氏によれば，日本の精神科病院における隔離は1998年に7370件であったものが2013

年には 9883件になり，身体拘束は 2003年に 5109件であったものが 2013年までの 10年間に

10,229件と2倍まで増加しているとのことである。厚労省側は，これらの増加の要因として急

性期入院が増えていることと認知症患者の増加による危険防止等が考えられると弁明している。

しかし，急性期入院，すなわち，無条件に隔離・拘束という医療の在り方自体が問題にされな

ければならないし，認知症患者を精神科病棟に隔離収容すること自体も問題にするべきである。 

 また，長谷川氏は，恒常的に固定しなければ身体拘束に該当しないという日精協の恣意的解
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姜文江さんのメールの転載 

（相模原事件報告書分析） 

釈も強く糾弾している。更に，ある看護教科書では，「抑制」であれば「身体拘束」ではないと

強弁しているとのことである。 

５．最後のリレートークでは，八王子ほっとスペースのシンドウさん，怒りネットの渡辺さん

らが当事者の立場から発言され，クラブハウス町田のカドワキさん、大阪精神医療人権センタ

ーの有我さんからも充実したトークが行われた。 

 今回のシンポジウムは，参加者が85名に達し，熱い雰囲気の中，終結した。 

 今後とも，相模原障害者殺害事件について考察を深め，障害者差別思想と精神障害者に対す

る保安強化に抗議していく必要がある。                  

 

＊＊＊１０月１２日に、なくす会で院内集会も行いました。  (山中雅子) 

 10月12日、医療観察法をなくす会の主催で、国会院内において集会を行った。「相模原市「津

久井やまゆり園」事件と精神医療」の題で新聞記者の原昌平さんの講演。参加者は 51名。国会

議員本人の参加もあった。検証が精神医療ばかりされていることが問題。精神障害による犯行

とはわかっていない。突飛な内容の確信・信念を抱く人、おかしな考えの人は世の中にたくさ

ん存在する。ネットを含めて差別思想は社会に広く存在する。が、検討会中間とりまとめでは

措置入院の制度的対応が必要不可欠とされた。これは上層部から指示を受けて事務局が付け加

えた。これから出てくると思われるのは、措置入院解除の厳格化、措置解除後の医療継続支援

の義務付け、強制通院制度。精神医療が犯罪防止、監視の手段になる。といった話がされた。 

 

                                 

 

このメールは、私がアドレスを存じ上げている精神障害のある人の問題に関わりある方にお送

りしています。私はＳＮＳ等をやらず、組織・団体等を通じての意見発信をする予定も今のと

ころないのですが、                                                    
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厚労省に設けられた相模原事件に関する検討チームの報告書 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000145268.html 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushib

u-Kikakuka/0000145258.pdf 

 

を読んで、以下の問題を感じましたので、誰かに伝えたくて、とりあえずメールすることにし

ました。関心のない方は、申し訳ありませんが削除してください。 

 

【私が報告書で問題だと考える点】 

*１ まったく掘り下げられていない「共生社会推進に向けた取組」* 

 報告書第１（ｐ5～）では、差別や偏見のない社会を作ることが課題として掲げられています

が、具体的に本件の何が差別や偏見につながっているかの指摘がないために、再発防止策もこ

れまでの繰り返しに終わっています。従前の啓発や教育で足りなかったことを検証しなければ

何も変わらないのではないでしょうか。 

*２ このような制度を作ること自体、精神障害者差別を拡大させる* 

 報告書では、共生社会の推進を謳いながら、措置入院患者についてのみ、退院後の継続的な

支援の基本的枠組みを提案してい ます（ｐ8～）。しかし、ガン患者だって、退院後の再発を防

止したり、適切な医療・福祉サービスが必要なことは同じでしょう。精神障害者のみ特別扱い

すること自体が、差別や偏見を助長します。 

*３ 有害無益な退院後支援計画* 

 報告書第 2－2（1）（ｐ9～）では、措置入院中から「退院後支援計画」を作成し、調整会議

を開催することを提案しています。しかし、現在でもすでに、入院診療計画書や、医療保護入

院者についての退院支援委員会が開催されていますが、これらにどれだけの効果が出ているの

でしょうか。少なくとも私は、計画書に記載された入院期間等について納得できる説明・根拠

を聞いたことがありませんし、これらが早期退院に向けて効果的だったという報告も聞いたこ

とがありません。「退院後支援計画」の作成や、調整会議の開催に税金がかからないのであれば、

いくらでも試していただいて構いませんが、仮に税金が使われるのであれば、費用対効果があ

るのか、きちんと検証してほしいと思います。また、この「退院後支援計画」が、次に述べる

退院後支援につながることに鑑みると、一番の問題は、患者本人不在で計画が作られうるとい

う点です。報告書では、「可能な限り」調整会議に本人の参加を促すとされていますが、本人が

病状の重さから調整会議に出られないのであれば、そもそもその時点で計画を立てること自体

にどれほどの意味があるのか疑問です。他方、病状は回復して調整会議に出られる状態である

にもかかわらず、本人が拒否しているのであれば、その意思を無視して勝手に計画を他人が作

ること、さらにはそれを強制することは許されないことです。 
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*４ 措置入院患者に対する「退院後支援」の強制のおそれ* 

 報告書第2－2－（2）（ｐ11～）では、退院後に保健所設置自治体の長が責任主体となって継

続的に支援を確保する旨記 載されています。しかし、患者の希望に応じた計画の変更等はまっ

たく記載されておらず、むしろ、情報提供について同意が得られない場合は、患者の意思を無

視してでも個人情報が提供できるよう検討する必要がある趣旨の 記載があります。このような

強制的な「退院後支援」はそもそも本人が望まない医療や福祉の押しつけであって憲法上許さ

れず、障害者権利条約17条にも反すると考えます。また、支援なく、個人情報だけ提供（共有）

するのであれば、それはまさに「監視」であって、これも正当化できる根拠はないと考えます。

なお、報告書の段階で、すでに自治体の長を責任主体と書きながら、民間への委託がありうる

としている（ｐ12）こと自体、無責任といわざるをえません。患者が希望しない病院グループ

内支援しか選択肢が用意されないときに、患者は誰に適切な医療や福祉を求めればよいのでし

ょうか。仮に強制になってでも支援したいのであれば、それは心神喪失者等医療観察法におけ

る通院処遇と同じであり(中間報告からすると、これを参考にしていると考えられますが）、そ

うであれば、措置入院の時点で適正手続きを保障すべきです。具体的には、入院時に措置入院

の法的要件を満たしているかどうかを法律家を含 めて確認する手続きが必要であり、かつ、患

者には意見を述べる権利と代理人選任権が保障されるべきです。なお、報告書では、「（措置解

除を行う際の体制確保）」（ｐ10）の中でのみ、「法曹関係者」がなぜか登場していますが、法律

家は強制制度（ここでは措置入院）が始まる時点で関与すべきであって、措置解除時にお墨付

きを与える存在ではありません。 

＊＊＊＊ 

現時点で一番深刻だと思われるのは4番で、年明けには、この報告書にしたがって法改正が進

められると思いますが、パブコメでは遅いので、先に要望事項をまとめて（電子）署名を集め

るなどこの報告書に問題を感じられた方が動かれることを願います（すみませんが、私は今自

分が動ける手段が思いつかないので）。とりあえず一読して問題だと思った点を書きましたので、

誤っている点、わかりにくい点等ありましたらご連絡いただければと思います。賛同していた

だける方は転送していただいても構いません。多くの人が精神障害のある人の置かれている状

況に問題を感じていただけること を願っています。 
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年も明けやらぬ1月4日、安倍首相は“大きな法案の提出も予定”と共謀罪の4度目国会上

程を打ちあげた。この発言を受けて、菅官房長官が“テロなどを含む組織犯罪を防ぐことは国

民も望んでいる”などと記者会見し、与党内の最終調整に入った。対象犯罪を半減するなど、

都議選を控えた公明党の顔を立て“小さく産んで大きく育てる”作戦だ。質（刑法原則の破壊・

大転換）を量（対象犯罪数）の問題に切り縮め、一般共謀罪の4度目復活を強行しようとする

策動を許すな！法案の詳細な内容はまだ定かでないが、昨年8月末に朝日新聞にリーク・悪煽

動したのと変わりはない「テロ等準備罪」であり、またもやペテンなのだ。 

（１）立法事実は何もない 

そもそも国内的な立法事実はどこにあるのか？全く説明がない。日本の殺人発生率は世界

207位で、OECD諸国で“治安”良好のトップ争いをしている。また、あれだけ“テロの脅威”

を騒ぎ動員した伊勢志摩サミットでは何も起きなかった。国際的組織犯罪条約（以下、国連条

約）を批准せず、共謀罪を新設しなくても、条約調印以来16年、外務省・法務省・警察庁以

外に誰も困っていない。IS壊滅作戦参加をわざわざイスラエルで表明し「報復テロ」を招こう

としたのは安倍自身ではないか。 

逆に、共謀罪論争で“裏金作りに励む警察は組織犯罪集団”ではないのかと論難された警察・

検察は、幾多の冤罪事件に見るまでもなく自白強要・証拠ねつ造など刑事司法の根幹を揺るが

すに至っている。腐敗しきった警察・検察に、これ以上、オールマイティの武器を与えるわけ

にはいかない。 

（２）取ってつけた立法理由－国連条約批准とテロ対策の嘘 

法制審以来“国内に立法事実がない”ことを認めざるをえない法務省・外務省・警察庁は今、

共謀罪新設の理由として、①国連条約批准のため、②20年東京5輪成功に向けたテロ対策のた

め、の二つをあげている。しかしこれもまたデタラメだ。 

①国連条約は“世界大の治安共同体”を狙う危険な治安条約 

現代版の治安維持法＝共謀罪の国会上程を阻止しよう 

 破防法・組対法に反対する共同行動 石橋新一 
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政府は国連条約批准が187カ国に増え、もはや日本が“抜け穴”になることは許されないと

いう。しかし、警察庁が犯罪対策の“21世紀のグローバル・スタンダード”とする同条約は国

際的な治安条約に過ぎない。人権条約と違って、労働者民衆にとってどうしても批准しなけれ

ばならないものではない。確かにG7各国で批准していないのは日本のみであり外務官僚らの

肩身は狭いだろうが、条約を批准していない日本が、その内実はともあれ“世界一安全・安心

な国”だと誇ればいいだけだ。憲法9条と同じである。 

03年秋の国連条約締結のための国会審議は、外務省・法務省が資料を提示しなかったために、

極めて不十分な審議のまま承認された。民主党が“国内法化する際に徹底審議する”としたよ

うに、後の共謀罪論争で暴露された資料などに基づき再検討する必要がある。 

②国連条約とテロ対策は関係がない 

共謀罪はもともと国際的にもテロ対策として提案されたものではない。条約は、金銭的・物

質的利益目的のマフィア・暴力団対策である。自公政権は、条約批准のためとして共謀罪を国

会上程し、論破され、廃案になった経緯を踏まえて、20年東京五輪“テロ”対策の厚化粧をし

たのだ。 

条約第2条は、金銭的・物質的利益を目的にする集団を規制対象にしている。国連初の総合

的治安条約だが、当時頻発していた中東や米国での爆弾事件などイスラム教やキリスト教の原

理主義など思想的・宗教的利害に係るテロ集団を対象としていないことは明らかである。国連

では21世紀初頭、包括的対テロ条約案が検討されたが、イスラエルの国家テロ、インティフ

ァーダや民族解放闘争の評価をめぐって激しく対立したため、頓座したままである。 

確かに今、米・英・仏・独・豪・露・中・ASEANなど世界各国は競うようにして “テロ” 
対策立法をエスカレートさせている。しかし“対テロ戦争”は泥沼への道であり“安全も安心

もない世界”である。またG7の財務・法務・警察官僚が主導する金融活動作業部会FATFが

資金規制に留まらない「勧告」を連発し、組織犯罪対策からテロ対策に重心を移している。テ

ロ指定・資産凍結法制定（2014年）はその圧力の結果でもある。しかしこうした国際治安マフ

ィアの暗躍・悪扇動を許してはならない。 

③20年東京5輪のためは、とってつけた理由にすぎない 

腐敗にまみれ国威発揚のための5輪開催そのものが問題だが、5輪と全面的な“テロ”対策

強化はなぜ結びつくのか？どの5輪開催国が刑法を全面改悪してまで備えたか？教えてもらい



ネットワークニュース NO.４４                       201７.1 
 

8 
 

たいものだ。既に日本政府は国連の対テロ条約全てを批准し、過剰なまでに国内法化している。

洞爺湖・伊勢志摩と続いた陸・海・空のサミット戒厳態勢に見るまでもなく、日本は既に過剰

警備国家である。“備えあれば憂いなし”で、民衆の恐怖を煽り異端排除社会を創ろうというの

だろうが、テロに対抗するためにテロ国家化する愚を決して犯してはならない。 

（３）なぜ今、共謀罪の4度目登場なのか？が問題―“使える共謀罪”としての登場！ 

安倍政権による強権的な高江・辺野古圧殺策動が進むなかでは、共謀罪制定は、南スーダン

派兵など対テロ戦争の中での改憲や天皇代替り儀式など、国家頂点から・上からの一挙的な労

働運動・民衆運動圧殺のためのものだと、強く思わざるを得ない。その意味では、現時点での

共謀罪浮上は、戦争する国に見合った弾圧・治安管理の飛躍的強化を狙う支配階級にとっては、

満を持しての登場と言ってもいい。  

“話し合っただけで罪にする”共謀罪は戦後治安法の総仕上げであり、国益を最優先する戦

時刑法への転轍器である。それは、近代刑法の行為処罰原則を破壊し、現代版治安維持法体制

への飛躍をもたらし、労働者民衆の表現・結社の自由や団結権を更に大きく破壊する。 

共謀罪は単に新しい犯罪類型を作るだけではない。その捜査手法がなければ絵に書いた餅に

なる。06年時に共謀罪を強権で制定しても、警察盗聴の対象が制約され、スパイ潜入や仲間を

売り渡す司法取引など共謀罪捜査用の手法は十分に整備されておらず、その威力は減殺されて

いた。しかし16年通常国会でそれら新捜査手法は刑事訴訟法等改悪として立法化された。司

法取引導入と一般犯罪に対象を拡大し大量盗聴を可能にする改悪盗聴法である。しかも法制審

議会答申が“後の課題”としたように、警察庁は更に室内盗聴まで狙っている。支配階級の戦

争国家・治安国家化の全体像を暴露し、稀代の悪法・共謀罪を何としても葬り去ろう。 

（４）戦争国家・治安国家・改憲に向かう濁流を共同の力で止めよう！ 

私たちは昨年、反戦・反基地を闘う仲間と“対テロ戦争”反対を軸に新たに共同して、伊勢

志摩サミット・南スーダン派兵・共謀罪浮上に反対するデモや集会をかちとった。また日の丸・

君が代に反対する都教委包囲ネットと医療観察法ネットとの改憲阻止に向けた交流・討論会を

続けてきている。3月にはこの二つの流れが、それぞれの課題に固執しながら、課題を超えて

戦争・治安・改憲NO！の総行動を行う。もちろん、精神保健福祉法改悪・再犯防止策強化に

向かう厚労省・法務省にも怒りを叩きつける。 
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激震に突入した今、闘う運動・態勢の飛躍によって“巨大な濁流を本気で止める”ことがの

っぴきならない形で問われている。共に闘いぬきましょう。 

■3月4日（土）戦争・治安・改憲NO！共同集会 講演：纐纈厚さん（山口大名誉教授）

18時～21時 文京区民センター3A会議室 会場費500円 戦争・治安・改憲NO!総行動実

行委（共同行動・医療観察法ネットなど8団体呼びかけ）   

■3月13日（月）戦争・治安・改憲NO! 霞が関デモ 18時：日比谷公園霞門集合、18時

半デモ出発～20時頃に日比谷公園解散 戦争･治安･改憲NO! 総行動実行委 

 

                        

  

12・４相模原障害者殺傷事件を考える尼崎集会が、市内から82人の参加を得て開かれまし

た。市内の主だった自立生活を闘うしょうがい者、しょうがい者の家族、施設労働者、地域住

民等が政党党派を超えて実行委員会を作り、呼びかけ、オルグし、参加したという点で画期的

なものでした。孤立していた、しょうがい者や親や施設労働者、地域住民等が「結びついた」

ことが集会の最大の獲得物でした。集会報告集はＡ４版24ページ（予定）300円。注文は

090-3054-0947（髙見）まで。 

主な発言要旨。しょうがい者の親「Ｕに人の価値を決められて堪るか。振り返って自分はど

うやねん。しんどくて死んでしまいたいと思う時もあった。親の子殺しという言葉を思った。

子どもを殺す親であってはならないと思った。施設収容の問題、地域で暮らしていたら大量殺

人なんかできなかった。偏見を無くすには教育の問題が大きい。」 

ピープルファーストの知的しょうがい者「知的しょうがい者は死にたいなんて思っていない、

親も応援してくれる。監視カメラ、施錠した施設はいらない。施設の在り方は疑問。親は一歩

引いて見てくれたらいい。知的しょうがい者は起ち上ろう。知的しょうがい者として生まれて

きてよかった、仲間もたくさんできた。」 

施設職員「ミーティングで職員不足、育成不足があったことが事件の引き金になったのでは

ないかと話し合った。呉秀三の『この国に生まれたるの不幸を重ねるがごとし』という言葉が

あったが、私宅監置から100年経ってもその思想をぬぐえない。」 

バクバクの会のしょうがい者の親「Ｕの価値観、人間観が社会を覆い始めているのではない

か。しょうがい者は不幸、活きる価値がないという思想が蔓延しだしている。延命治療の打ち

地方から：尼崎で相模原事件を考える集会 
髙見元博 
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お知らせ 

 

切り、出生前診断に表れている。Ｕは特異な思想ではない。社会的弱者、マイノリティに対す

るヘイトスピーチが繰り返される。生きる価値無き命などない。」 

精神しょうがい者として私が発言。「ナチスのＴ４作戦のような精神しょうがい者の社会的抹

殺の準備が進んでいる。政府は精神しょうがい者は不良なものと優生思想そのものだ。一生施

設に閉じ込めることも社会的抹殺だ。『重度かつ慢性』と呼んだ12万人を死ぬまで精神病院か

ら出さないと政府筋は言っている。」 

身体しょうがい者「かつて兵庫県で県が推し進めた『不幸な子供が生まれない県民運動』と

いうものがあった。しょうがい者が抗議し数年で終わった。」 

ピープルファーストのしょうがい者「脳性麻痺の夫とともに幸せに生きている。」 

身体しょうがい者「２ちゃんねるではしょうがい者は死ねという施設労働者の書き込みなど

が多かった。意思疎通できないと思われてもじっくり付き合えば分かる。」 

 

 

 

●地域でくらすための東京ネットワーク  地域でくらすための勉強会  part2   

津久井やまゆり園事件と東京の精神保健福祉の体験を語り合おう 

日時：2017年１月２８日(土)午後1時30分～4時 

会場：北とぴあ スカイホール（東京都北区王子1-11-1） 

第一部「津久井やまゆり園事件について」 

第二部「東京の精神医療保健福祉の現状」 

第三部「会場の声」 

参加費：500円 

主催：地域でくらすための東京ネットワーク 

（連絡先）こらーる・たいとう  〒131-0033 東京都墨田区向島3-2-1  

向島パークハイツ1F  03-5819-3651 
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●刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会17年総会  

講演「再犯防止策強化は何のため？」 岩村智文さん（弁護士） 

日時：2月21日（火）18時30分～21時 

場所：南部労政会館第3会議室 

交通：JR大崎駅 南改札口 下車3分  

会場費：500円 

 

●戦争・治安・改憲NO！総行動 (ネットワークも参加しています) 

 ・３月４日(土) 集会      

会場費：５００円 

１８時開場 講師：纐纈厚(山口大学名誉教授) 

 文京区民センター３階 

・３月１３日(月) 霞ヶ関デモ 

   １８時結集 １８時半デモ出発（集合：日比谷公園霞門） 

 

★マル障請願署名のお願い 

「精神障がい者も東京都心身障害者医療費助成制度（マル障）の対象とすることを求める請願」

下記のように請願署名に取り組みますので、ご協力のほどよろしく  

・署名〆切：平成29年1月25日（水）までに投函してください。 

・送り先：東京つくし会事務所 〒156-0056  東京都世田谷区八幡山３－３３－１  

 ☎ 03-3304-1108 

・署名集約：平成29年1月28日（土） 

・都議会事務局に提出：平成29年1月30日（月）午前中 

☆募金につきましては各団体でお使いください。 

＜注意＞署名用紙は必ず郵送でお送りください。ＦＡＸでは無効になります。 

 

署名用紙は以下からダウンロードできます 
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ネットワーク事務局より 

 

http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/c7a2847f2cd1c1ecaa340bf7abe6500e.pdf 

要請文は以下からダウンロード 

http://www.jngmdp.org/wp-content/uploads/17669b8763553c63d297eddcb5a61e2c.pdf 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 【お願いとご連絡】  

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。 


