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■日時：７月２９日（日）１３時開場 １３時半～１６時半終了予定 

■場所：中野区産業振興センター 地下１階 多目的ホール 

   （旧中野区勤労福祉センター） 

    中野区中野２－１３－１４  

■交通：JR中央線・地下鉄東西線 中野駅南口徒歩５分 

□講演：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 

（＊法制審＝法制審議会 少年法・刑事法（少年年齢・犯罪者処遇関係）部会 
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  社会内処遇＝犯罪をした人に対し、刑務所などの施設の外で行う指導など（更生

保護） 

  リーガルソーシャルワーク＝更生保護などの司法と連携しての社会福祉） 

□講師：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） 

■参加費：５００円 

＊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。 

＊終了後、同じ会場で交流会を予定しています。 

 

□私たちは心神喪失者等医療観察法に反対し、２００３年の成立以降、年２回、医療観

察法の廃止を求めて全国集会を行っています。医療観察法は対象犯罪を行った精神障害

者を特別な病棟に長期に閉じ込めて強制的に治療する悪法です。 

□今回は、保安処分の拡大ともいえる、法制審議会で現在審議中の制度（２０１７年に

閣議決定された再犯防止推進計画にも定められています）について社会福祉士・精神保

健福祉士の黒田和代さんからご講演をいただきます。 

□審議では精神障害者に限らず犯罪をした者に対して、刑務所に入らなくても、また刑

務所から社会に出てからも、監視・指導し、医療や福祉を強制しようとしています。現

在でも、逮捕後に検察庁が協力を依頼した社会福祉士から勧められた生活保護を断った

らば起訴された事例や、刑務所に入らない代わりに病院・施設に入所を強要し同意させ

られたとの事例もあります。 

□福祉や医療は本人の自発的な意思によって受ける、本人のための支援であるべきです。

社会の安全のため、治安のために使われるようになると、福祉や医療が受けることが刑

罰や義務のようになりかねません。医療・福祉に従事する労働者にとっても、福祉が監

視・矯正に変質してしまいます。危険な動きです。今回の全国集会に多くの方のご参加

をお待ちしています。 

 

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 

 北部労法センター気付 許すな！ネットワーク 

 Fax：０３－３９６１－０２１２ 
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精神保健福祉法「改正」案再提出阻止緊急署名活動報告 
 
  精神障害者権利主張センター・絆 山本眞理 

 

 

昨年末緊急に署名を開始し 2月末日締切で集約、2018年 3月 1日に、個人 595名 団

体 138の署名を提出しました。 

署名の呼びかけは以下です。 

政府は、精神障害当事者をはじめとする国民の圧倒的な批判の中で精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律（案）の成立を試みました。しかし、厚

生労働省は国会での質問に答えられない場面もあり、参議院先議にもかかわらず記録的

な長時間の審議の後、法案成立を断念して継続審議となりました。 

その後の臨時国会では解散・総選挙となりこの精神保健福祉法「改正」法案は廃案と

なりました。ところが、2018 年の国会で政府は法案をほぼそのままの形で提出し成立さ

せようとしています。 

私たちはこの「改正」法案は以下 5 点の理由で二度と国会に提出されてはならない

と考え、緊急署名を呼びかけます。 

１ 相模原事件を契機に「精神障害者による犯罪」を防ぐための精神保健福祉法

の見直しに力点が置かれたこの法案は、精神障害者は犯罪をしやすい危険なものである

という差別と偏見を助長し再生産するものであること。 

２ 法案は精神障害者の措置入院後の支援計画を立てるとしているが、その計画

作成過程に本人の意向は必須とされず、法文上では本人は「計画」を交付される客体と

され、支援計画を作ることは自治体の義務とされて本人の意向を無視した計画が作られ

る可能性が残りそれは支援の名に値しないだけでなく、憲法で定められた自由権の侵害

になること。 

３ 退院後支援計画を作る精神障害者支援地域協議会には警察の参加が想定され

ており、退院後支援が精神障害者への監視として運用されかねないこと。 

４ 措置入院者の個人情報が退院後支援計画の作成過程で援助関係者の中で共有

されるが、援助関係者の中には警察の参加も想定されており、警察が精神障害者の監視

のために個人情報の利用をしかねないこと。 
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5 こうした監視が措置入院経験者という理由で行われるとすれば、それは正当な

理由とは言えず、憲法で定められた平等権を侵し、措置入院経験者への差別となること。 

よびかけ団体 

〇心神喪失者等医療観察法をなくす会 

〇国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考える会 

〇認定 NPO 法人大阪精神医療人権センター 

〇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 

〒 173-0004 東京都板橋区板橋 2－44－10－203 北部労法センター気付 

 

 今国会においては。精神保健福祉法は提出されませんでしたが、秋の国会に再提出の

可能性もあり、またすでに地ならしとして各地で法律がないままで自体は進行していま

す。衆院解散の余波で廃案とはなりましたが、参議院での審議の中では、宮城、兵庫、

広島で警察の入った個別支援会議が開かれており、また 3月にわかったところでは福岡

市でも警察が入った個別支援会議が開かれており、埼玉県は今年度予算に法成立に向け

た準備として施行事業を予算化し、警察との協議や個別支援計画を全保健所で始めると

しています。 

 また政府は措置入院の警察官通報を中心としたガイドライン、そして退院後支援のガ

イドラインを発表しています。 

 再犯防止計画における医療と福祉の治安目的での活用と並行し今医療観察法の地域

処遇の一般精神医療への拡大として、自治体を主体として地域でも医療福祉を治安目的

で活用し、精神障害者の監視管理を強化していこうという動きがあります。寝屋川事件

や三田市の事件を口実に患者の暴力から家族を守る家族支援という名目での介入各地

でキャンペーンされ始まっています。 

 各地で仲間とともにこうした差別と排除を許さず、あらゆる場に精神障害者がいて当

たり前の地域社会を築き上げる闘いが必須です。 
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５／６ネット連続学習会 報告 

「治安に動員される医療と福祉」 

 ５月６日日曜日、ネットワーク学習会「治安に動員される医療と福祉」を行った。参

加は３４名と盛況。 

医療扶助・人権ネットワークの後閑一博さん（司法書士）より、「医療扶助・人権ネ

ットワークの活動から見えてくる、社会（防衛）的精神科治療」の講演をいただき、ネ

ットワークの山中より再犯防止推進計画・法制審における福祉強制、山本より「触法障

害者」とはだれか・「触法障害者問題はあるのか」、の報告を行った。 

再犯防止・法制審における医療・福祉の強制、刑務所出所者等身寄りがいない人中心

に施設として使われる精神病院・クリニック、触法障害者等の精神医療・福祉の治安的

利用について討論した。討論の中では、刑事施設出所時の措置通報→精神病院への強制

入院の問題性、出所後の医療・福祉は転向（再犯防止）目的で提供されるものであって、

転向しない人に対しては必要な医療・福祉の妨害をしている事例の紹介、天皇に物を投

げたことのある人が祝賀中退院できないのではないかという心配の報告もあった。 

次回の学習会は、８月か９月に、１０月より引き下げといわれている生活保護につい

て行う予定。 

 
医療観察法国賠訴訟第７回口頭弁論期日のご報告 
 
      依頼原稿   弁護士 内田 明   

 
 
【医療観察法国賠訴訟とは】 
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。  
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【日時】 
第７回口頭弁論期日 
２０１８年５月２３日（水）１０：００ 
東京地方裁判所６１５号法廷 
 
【前回期日のやり取り】 
 裁判所は、国家賠償法１条１項における違法性判断基準として職務行為基準説に立

った場合には、治療可能性を欠くことが直ちに国家賠償法上の違法に繋がるわけではな

く、当時、検察官や裁判官がどのような資料に基づいて判断を行ったかが問題であるこ

とを指摘し、被告に対し、審判申立や鑑定入院命令の判断の際に根拠とした資料の提示

を指示しました。 
 
【提出書面】 
原告：なし 
被告：平成３０年５月９日付準備書面（４） 
  
【今後の手続の流れ】 
 被告国は、準備書面（３）において、「検察官の審判申立時に原告の精神障害の内

容が特定されていたわけではない」などという主張をしていたわけですが、そのように

検察官や裁判官が判断をした根拠が準備書面（４）により特定されました。ただし、被

告の指摘する証拠には、原告の診断名として広汎性発達障害と精神遅滞の記載しかなく、

被告国の「精神障害の内容が特定されていたわけではない」（つまり鑑定入院しなけれ

ば原告の精神障害の内容がわからない）という主張を裏付けるような記載はありません。

この点について、次回までに原告が反論することになりました。 
また、訴訟手続としても終盤にさしかかってきたので、原告の方で立証計画（証人尋

問の予定など）を検討することとなりました。 
 
【次回期日】 
第８回口頭弁論期日 
２０１８年７月１１日（水）１３：１０ 
東京地方裁判所６１５号法廷 
 
【参考：平成３０年５月９日付準備書面（４）の概要】 
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「本件検察官が本件申立ての基礎とした資料は，基本的には本件申立ての時点で検察

官が入手していた全証拠資料であるが，原告が主張する点［注：治療反応性］について

検察官が判断の資料とした主なものを挙げるとすれば，診断要点書（甲第５号証），精

神衛生診断書（甲第６号証）及び小児総合医療センターの回答書（甲第２４号証の１な

いし３）である。」 
※ 甲５「診断要点書」は、担当検察官が作成した、検察官が嘱託医に原告の診断を

求める理由が記載された書面。 
※ 甲６「精神衛生診断書」は、診断要点書（甲５）を受けて、検察庁の嘱託医が作

成した、原告に関する診断結果を記載した書面。 
※ 甲２４の３「捜査事項照会回答書」は、警察からの「病名」や「病状の変化（改

善等）」に関する質問に対し、原告の主治医が回答した書面。 
 
【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 
 
 

  法制審議会少年法・刑事法部会の危険な動き 
             破防法・組対法に反対する共同行動 石橋新一 

 

 

『ネットワークニュース』４７号「保安処分全面強化との対決へ」で批判したように、

いま「再犯防止」体制の官・民貫いた構築を掲げて法制審議会の論議が進んでいる。既

に 3つの分科会論議を終えつつあり、今秋には再度の部会審議、意見取りまとめのうえ

で答申、19年通常国会への上程が策動されている。それは行刑を中心とした、110年ぶ

りの刑法・刑事訴訟法・刑事施設収用法・少年法などの全面改悪になる。事実、法務省

は諮問の説明で“少年の上限年齢について検討するが、このような刑事政策的措置は全

ての年齢の者の改善更生・再犯防止に資するものでもある”（第 1回）と、その意図を

隠そうともしていない。 

17 年 12月 19日、18年 4月 26日の 2度、中間報告が発表されているが、その内容は極

めて危険である。論点は多岐にわたるが、大きな焦点である「条件付き起訴猶予」につ
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いて、日本弁護士連合会は「このような構想は，裁判所による審理と有罪の認定を経な

いまま、検察官が、罪を犯したと認定する者に対し、自ら積極的な処遇を行うことを認

めるものであり」、検察官にこのような権限を付与する仕組みを法制化することに反対

である」（１８年３月１５日付け意見書）と批判している。また“医療・福祉を治安の

道具にするな”と、千葉・埼玉弁護士会や医療・福祉領域などから強い反対の声が上が

っている。 

今回、法務省が狙う最大のものは保護観察の強化・全面化である。警察・検察・裁判所・

刑務所・保護観察所、それに協力する民間企業・施設・NPOなどがその主体になる。 

イメージが湧きにくいが、その際、韓国の保護観察処分が参考になるので紹介する。韓

国の保護観察は幾つかの類型に分けられる。(1)刑法上の保護観察は①保護観察付宣告

猶予（日本にない！）②保護観察付執行猶予③保護観察付仮釈放であり、（2)治療監護

法（心身障害または麻薬・アルコール類その他薬物中毒の状態で犯罪行為を行った者、

拡大医療観察法！）上の保護観察、（３）少年法や性暴力犯罪関連の保護観察、である。

また（４）検察官による保護観察所善導（補導）条件付起訴猶予制度（日本にない！）

がある。保護観察官の善導を受けることを条件として対象犯罪者を起訴猶予処分とする

制度で、検察官は、対象者から遵守事項を履行して生まれ変わるという内容の誓約書と、

保護者から保護観察官の善導に積極的に順応・協力するとの内容の連名誓約書を提出さ

せ、遵守事項に違反した場合の措置を厳重に警告する。遵守事項は、①処分後 7日以内

に居住地を管轄する保護観察所に出頭、②勝手に居住地を移動せず、移転したり 1ヶ月

以上の国内外旅行を行うときは保護観察官に報告、③悪い習慣を捨てて善行を行い犯罪

性のある者と交わらない、④保護観察官の教育及び指示に従う、⑤生業に携わり自分の

仕事を怠らない、⑥麻薬・向精神薬・大麻など有害な物質を使用しない、⑦射幸行為に

はまらず酒類を飲み過ぎない、⑧以上に違反した場合には、猶予事件の再起訴など不利

益処分を受けることになる点を心に刻む、ことである（崔鍾植「韓国における社会内処

遇制度の現状と課題」）。 

安倍政権・法務省は、共謀罪強行制定による予防刑法・戦時刑法への転換を行刑領域に

も貫徹し、全社会的に人格改造・転向を強要するために、こうした予防管理・弾圧態勢

を創りあげ、、半世紀ぶり日本開催の第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コング

レス、20年４月２０日～２７日）の分科会で、この成果を誇示しようとしている。かつ

て国連人権理事会で“日本の刑事司法は中世並み”と批判された屈辱を晴らし，世界に

冠たる保護観察（保安処分）国だと威張りたいのだろう。共に反対の声を上げ、何とし

ても黒い野望を葬り去ろう。 
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集会案内 
 

☆「病棟転換型居住系施設を考える会」の集会 

６月 26日（火）13時～15 時 

会場：参議院会館講堂（通行証配布 12時 30分～） 

基調報告 「考える会」の取り組み，山積する課題の確認／変革すべき精神医療 見

えないものを見る努力／平成 29 年度みんなねっと全国調査報告 重度かつ慢性でも地

域生活している事実 入院者の 7割が隔離室を経験／地域精神保健福祉機構・コンボ 

身体拘束に関するアンケート調査報告 200人が答えたインターネットによる調査／精

神科病院に勤務する看護師の語る医療現場の現状／私の経験した精神科病院での身体

拘束／ベルギ―で実現した精神医療改革／2018年から精神保健福祉資料（630調査）が

変わる！ 何が問題なのか 

 

☆６・３０集会『不幸な子どもの生まれない運動』は終わったのか？～「不幸な子ど

もの生まれない運動」というかつての兵庫県の施策を知っていますか？～ 

６月 30日（土）13:30〜16:30（開場 12:30〜） 

場所：神戸市障害者福祉センター４階会議室 A・B・C 

資料代：500円（ただし、資料を必要としない介助者は無料） 

主催：内なる優生思想を考える会/関西女性障害者ネットワーク 
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ネットワーク事務局
より 

 

 

  

 

 

 

 

⦿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。 

 

 

 

 

 

  




