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■日時：１１月２６日（日）１３時開場～１７時 

■場所：高井戸地域区民センター第１・第２集会室 

（杉並区高井戸東 3丁目 7 番 5号）  

■交通：京王井の頭線：「高井戸駅」下車、徒歩 3分 

荻窪駅南口より関東バス「芦花公園駅」行（荻 54）「高井戸駅」下車、徒歩 2分 

「北野」行（荻 58）「高井戸駅」下車、徒歩 2分 

□講演：「障害者権利条約が求める精神医療福祉のあり方と 

それに逆行する日本の精神医療福祉」 池原毅和さん（弁護士） 

■参加費：５００円 
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□精神保健福祉法改悪案は、安倍の突然の衆院解散・選挙で廃案となりました。しかし、

予断は許されません。法務省は、保安処分制度導入という長年の願望を、厚労省を巻き

込み、医療観察法制定で実現させました。今回の改悪案は措置入院の改悪であり、準医

療観察法ともいえる治安法・保安処分法への転換を意図して提出されたものです。いま

進行している「再犯防止」強化政策の一環でもあります。 

□精神保健福祉法改悪案では、措置入院患者を退院後も「支援する」と称して「精神障

害者支援地域連絡会議」を新設するとしています。構成員は関係行政機関、診察に関す

る学識経験者の団体、障害者支援団体等で、警察も入ります。警察を入れることは、医

療・福祉と精神障害者の信頼関係を根本的に破壊し、精神障害者への治安・監視を強化

し、更には精神障害者を危険とみなす偏見を助長するものともなります。既に医療観察

法では地域住民をまきこんだ類似の「地域連絡会」が作られています。医療観察法では、

入院決定の増加、入院の長期化、隔離・拘束も増加、自殺者 52名（2016/9/30現在）等々、

運用実態は保安処分法であることを実証するものになっています。 

□国連総会は 2006年に障害者権利条約を採択し、日本は 2014年に批准しました。この

批准は、精神医療を治安の道具としてきたこれまでの日本の精神医療・福祉のあり方を

根本的に変えていくことを目指すことに他なりません。しかし現実は以上のように、そ

れに逆行するものになっています。今回の全国集会では改めて障害者権利条約の視点か

らの批判・提起を池原毅和弁護士からいただきます。 

医療観察法廃止を求める私たちも、今回の精神保健福祉法改悪を許さないと、法案廃止

にむけて共に闘ってきました。今回は廃案になったとはいえ、この改悪を許さない闘い

の手を緩めないことが求められています。集会へご参加を！ 共に闘いましょう！ 

 

＊26日の午前中に、ネットワーク、なくす会の総会を開きます。 

場所は改めてご連絡します。会員の方はご参加ください。 

＊関東圏外からの精神障害当事者の参加者には、5000円の交通費補助があります。 

集会受付までお申し出ください。 

＊集会の後、交流会を予定しています。 

 

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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１０／２８ネット学習会 

「我が事丸ごと地域共生社会を考え

る」― 共生社会を考える二つの道 ― 

 

□日 時 10月 28日(土)13時 30分～16 時 

□場 所 中野商工会館 大会議室  

□提 起 尾上 浩二 さん（DPI日本会議副議長） 

□交 通 中野駅 北口から徒歩 10分 

□会場費 500円 

 

この間、「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」（２０１５年９月）として、「地

域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現」を目指すという『改革』

が進められています。高齢者、「障害者」、児童等への総合的な支援の提供に向けて、各

種の法改正と２０１８年の報酬改定が目論まれています。 

介護サービス、障害福祉サービス、子育て支援を一緒くたにし、地域住民を動員した

自助・共助システム確立の向かうところ、目指すものは何なのか。 

戦略的な視点からの提起を受け、どう捉え返しどう闘うのか、ともに考え討論していき

たいと思います。 

ぜひご参加ください。 

 

 

 

すること、▼退院後支援の援助関係者として警察が関わること、▼警察を構成員とす

る精神障害者支援地域協議会が個人情報等の公開を要求できることと、明らかに監視を

つよめる内容となっている。 

 

２０１７年７月２３日医療観察法廃止全国集会報告記事 

     弁護士 佐々木信夫 
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２０１７年７月２３日（日）午後１時３０分より、南部労政会館にて、医療観察法廃

止全国集会が、当会他、NPO 大阪精神医療人権センター、国立武蔵病院強制・隔離入院

施設問題を考える会の共催にて開かれた。 

 主催者を代表して当会の関口明彦があいさつした後、多摩あおば病院院長であり日本

精神神経学会法委員顔委員長である富田三樹生ドクターより、「相模原事件を考える」

と題する基調講演が行われた。 

 富田ドクターは、ヒポクラテスにはじまる医学史とフランスのピネルによる精神医療

革命からの精神医療史を解説し、１９世紀のダーウィニズムの勃興、遺伝理論等の影響

による優生学の発生の経緯について説明した。 

 優生学はナチスだけの思想ではなく、当時の社会主義者でさえこの分野の学問・思想

に期待を寄せていたとのことである。富田ドクターは、その後のナチスによる「生きる

に値しない生命の抹殺」行為や、第二次大戦後の福祉国家の下でもなお残存する優生思

想の影響について語った。 

 そして、１９９０年代のソ連邦崩壊の後のグローバル資本主義の交流と新自由主義思

想の拡散と医療観察法などの保安思想、現在のヘイトスライムの思潮との関連を解説し

た。富田ドクターは、相模原事件に関連して、グローバル資本主義世界の中での生命・

思想・人間観の歪みについて憂慮を表明した。 

 その後は、特別報告として刑法学の足立昌勝教授による「ブッ飛ばせ！共謀罪」百人

委員会の報告があり、続いて障害当事者であり研究者である全国「精神病」者集団の桐

原尚之氏より、「相模原事件の発生と精神保健福祉法改正」と題する報告があった。 

 桐原氏は、今回法改正の概要を説明した後、同法改正の問題点として、警察が入るこ

と、本人の排除、非自発的入院の強化を挙げて説明した。加えて、当初は参議院先議案

件であって容易に参議院を通過する予定であった本改正案審議を、継続審議にまで追い

込んだことに関する障害者側勝利の報告と、今後の国会審議の流れについて説明した。

桐原氏によれば、今後の法案審議も予断の許さない厳しい闘いになるであろうとのこと

である。 

 その後は、リレートークとして岡田靖雄ドクターが、相模原事件に関する無関心や、

医療者の間でも警察の関与に関して無抵抗なことなどに憂慮を示した。次に、大阪精神

医療人権センターの山本深雪さんからの話があり、同センターでは 2か月に 1回、2名

で医療観察病棟を訪問しているとのことであった。山本さんは、入院期間の長期化傾向

に懸念を示した。また、処遇改善請求・退院請求先の近畿厚生局の電話番号すら入院者

には伝えられていなかったという問題を指摘した。 

続いて、南部労組の神矢務さんが講話をした。神矢さんはご自身が認知症の当事者であ

るが、都営アパートの事務局長などを精力的にこなされている。神矢さんは、精神科病
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院での認知症患者への身体拘束や、日常生活での差別と排除について説得的に語った。

認知症当事者からの切実なメッセージとして神矢さんの言葉は貴重であった。 

その他、精神医療個人通報センター立ち上げの報告などがあり、本集会は、大盛況の中

終了となった。 

参加者は９８名であり、支援カンパは合計 29,436円のご協力を得た。 

 

 

                        

  

2017年 9月 28日、第 194 回臨時国会の冒頭で衆議院の解散が決まり、それに伴って

精神保健福祉法改正法案は廃案となりました。障害者団体が中心となって多く関係団体

とともに政権の施政方針である法案を廃案にまで追いつめたことは、これまでにない歴

史的な勝利であったと思います。 

安倍政権の下では、さまざまな局面で官邸からの介入や官邸の意向を忖度するかたち

で、これまでの連続性が歪められ、森友学園問題、加計学園問題などの大きな問題が引

き起こされてきました。相模原事件の再発防止策を契機とした措置入院者退院後支援の

法制化もそのひとつに数えられるものです。 

安倍晋三内閣総理大臣は、森友・加計学園問題などに対しても、北朝鮮の軍備強化を

殊更に挙げては、「今はそんなこと言ってる場合ではない」「国難なんだ」と、あまりに

も苦しい解散の動機付けをおこないました。そして、この解散を「国難突破解散」と位

置づけ、衆議院総選挙にうって出たのです。ここで彼の言う「国難」とは、北朝鮮の軍

備強化と、軍備強化に対抗する方策を妨げる森友・加計学園問題を取り上げる動きのこ

とだけではありません。精神保健福祉法改正に反対することや、それによって相模原事

件の再発防止＝精神医療の治安利用が進まないことをも「国難」のひとつと考えている

のです。 

障害者自立支援法のとき、小泉政権は選挙後の特別国会に法案を上程するという暴挙

にでました。本来、特別国会とは、3日〜4日ほどの会期で衆議院議長・衆議院副議長

の選出と内閣総理大臣指名選挙が行われて終わる形式的なものです。しかし、小泉政権

のときは「郵政民営化について国民の真意を問う」という大義名分を掲げた解散・総選

挙であったため、異例にも選挙後の特別国会に法案が上程されました。そのなかには、

精神保健福祉法改正法案の廃案と今後の活動について 

桐原尚之 全国「精神病」者集団・運営委員 
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反対のため成立が難航していた障害者自立支援法がはいっていたのです。我々は、この

ことを忘れてはなりません。 

すなわち、選挙結果次第では、2017 年 10月 29日に開会が予定されている特別国会に

精神保健福祉法改正法案が上程されるおそれがあるのです。他方で自民党の議席数が過

半数を下回れば、安倍晋三総理大臣は選挙後の総辞任から再び内閣総理大臣になること

はなく、新たな内閣の元で判断される余地がでてきます。 

工程としては、第一に選挙後速やかに与党を中心に特別国会上程阻止の国会行動をお

こない、最低でも来年 1月に開会見込みの通常国会までは絶対に上程させないことが必

要とされています。第二に来年 1月の通常国会で審議入りされたとして、おそらくは衆

議院先議であるため、希望の党、日本維新の会などを含めた様々な政党にロビーイング

して、広く法案の問題を周知していくことが必要になります。そのためにも、法案の理

解を深め鋭い指摘を可能とするための反対論を勝ち取らなければなりません。 

最後の最後まで諦めずに闘いましょう。 

 

 

医療観察法国賠訴訟第３回口頭弁論期日のご報告 
 
      依頼原稿   弁護士 内田 明   

 
 
現在、東京地方裁判所において継続中の医療観察法国賠訴訟について、９月１３日（水）

に、第３回口頭弁論期日が開かれましたので、そのご報告をいたします。 

【医療観察法国賠訴訟とは】 

２０１７年２月１３日、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、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。  

【日時】 

第３回口頭弁論期日 

２０１７年９月１３日（水）１０：００ 

東京地方裁判所６１５号法廷 
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【前回期日までの流れ】 

第２回口頭弁論期日において、被告国が反論（被告準備書面（１））を提出し、鑑定

入院命令に関与した検察官と裁判官の行為の違法性及び過失を全面的に争ってきまし

た。裁判所より、原告の宿題として、この被告の反論に対する再反論が求められていま

した。 

【提出書面】 

原告：原告準備書面（２） 

甲１７－２３（国会の議事録と文献が中心） 

文書送付嘱託申立書（医療機関に対して鑑定入院中のカルテ等の提出を求めるもの） 

文書送付嘱託申立書（検察庁に対して不起訴記録の提出を求めるもの） 

被告：なし 

【法廷でのやり取り】 

１ 文書送付嘱託申立について 

 ⑴ 不起訴記録について 

   被告より対象文書の特定が不十分であるという意見が出されたため、裁判所か

ら原告に対し、一定程度の文書の特定が認められました。 

 ⑵ 鑑定入院中のカルテ等について 

   文書送付嘱託が採用されました。医療機関に照会がなされます。 

２ 警察の事件処理の遅れと検察官の審判申立の違法性の関係 

被告国は、検察官が警察から事件送致を受けたのは事件発生から約１３か月後であ

り、検察官のところで事件を抱えていたのは約１１か月間に過ぎないから、検察官

の審判申立は違法な遅延に当たらないという反論をしていました（被告準備書面

（１））。 

このような被告の主張を受けて、第２回口頭弁論期日において、裁判所は、原告に

対し、警察の事件送致が遅れた場合に検察官の審判申立が違法となる理由の説明を求

めました（求釈明）。 

これに対しては、原告としては、警察の事件送致が遅れた場合であっても、事件発

生から相当期間が経過すると事件当時の症状が分からなくなり、当時の症状を治療す

るという医療観察法の前提を欠く事態となるから、事件発生から１年経過した検察官

の審判申立は時機に遅れたものとして違法となる、と補足説明を行いました（原告準

備書面（２））。 

【次回期日】 

第４回口頭弁論期日 

２０１７年１１月１５日（水）１０：００ 
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東京地方裁判所６１５号法廷 

（宿題） 

原告：不起訴記録の特定 

被告：反論（１１／８まで） 

（参考） 

【今回提出した原告準備書面（２）の概要】 

主に、医療観察法の審議過程における国会の議事録を証拠として提出し、検察官の審

判申立や裁判官による鑑定入院命令が、立法経緯や審議過程における議論の内容と乖離

しており、違法な運用であることを指摘しています。 

第１ 医療観察法の法的性格 

 （国会の答弁で重要なもの） 

 １ 「刑罰にかわる制裁を科すものではない、あるいは、社会防衛を目的とするも

のではない、・・・本人の社会復帰の促進を目的とするものである」（平成１４年

１２月３日、衆議院法務委員会・漆原良夫議員） 

    ⇒ 刑事手続とは異なる法的性格の手続である。つまり、刑事手続の場合に

は、検察官が起訴をして無罪となっても検察官の起訴が直ちに違法となるわけで

はないが、医療観察法を刑事手続と同じように考えてはならない。 

 ２ 「本制度による処遇の対象となる者は、・・・医療が必要と認められる者に限

られる・・・仮に医療の必要性が認められる者であっても、そのすべてを本制度

による処遇の対象とするのではなく、その中でも、精神障害の改善に伴って同様

の行為を行うことなく社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対

象となる」（平成１４年１１月２７日衆議院法務委員会・塩崎恭久議員） 

    ⇒ 医療観察法の適用対象者を限定する趣旨で、「医療の必要性」という要

件が設けられた。仮に医療の必要性が肯定されても直ちに医療観察法の対象とな

るわけではなく、「社会に復帰できるよう配慮することが必要な者だけが対象と

なる」のである。 

 ３ 「対象者に十分な看護者がいるなど、その生活環境等にかんがみて社会復帰の

妨げとならないと認められる場合には入院の決定は行われない。」（平成１４年１

２月６日衆議院法務委員会・漆原議員） 

 ４ 「この法律による手厚い専門的な医療までは特に必要がないと認める場合」に

は対象者とはならない（平成１４年１２月６日衆議院法務委員会・塩崎議員）。 

    ⇒ 原告のように、本件傷害事件発生後２年間にわたり、専門医に定期的に

通院し、社会内で平穏に生活している者は、「社会に復帰できるよう配慮するこ

とが必要な者」に該当しないはずである。 
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５ 浜四津敏子議員の「本制度の処遇の対象からは・・・知的障害者というのは除外

されると考えていいんでしょうか、法務省にお伺いします。」という質問に対し、

法務省刑事局長樋渡利秋参考人は、「知的障害のみを有する者につきましては、・・・

その精神障害につき治癒、治療の可能性がないと判断される場合には、精神障害を

改善するため、この法律による医療を受けさせる必要があるとは認められませんか

ら、本制度による処遇の対象とはならないと考えられております。」（平成１５年５

月８日参議院法務委員会） 

   ⇒ 知的障害について、審議過程においても、治療可能性の存在につき消極的

に考えられており、基本的に医療観察法の対象ではないと考えられていた。 

第２ 検察官の職務行為についての違法性判断基準及び主張立証責任 

   被告が引用する最判昭和５３年１０月２０日「「逮捕・勾留はその時点におい

て犯罪の嫌疑について相当の理由があり、かつ、必要性が認められるかぎりは適法

であり、公訴の提起は、・・・起訴時あるいは公訴追行時における各種の証拠資料

を総合勘案して合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば足りる」は、

刑事手続に関するもので法的性格が異なり、医療観察法には妥当しないことなどを

指摘してる。 

第３ 裁判官の職務行為についての違法性判断基準及び主張立証責任 

   被告が引用する最判昭和５７年３月１２日「当該裁判官が違法又は不当な目的

をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこ

れを行使したものと認めうるような特別な事情があることを必要とする」は、本件

のように国家賠償法による救済の必要性が高い事案（鑑定入院命令に対する不服申

立手段が存在しない（医療観察法７２条２項））には妥当しないことなどを指摘し

ている。 

第４ 鑑定入院命令の取消しを行わなかったことの違法性判断基準及び主張立証責 

 任 

   鑑定入院命令の取消が義務づけられる時期について、応急入院の１２時間の時 

間制限（精神保健福祉法３３条４項）や任意入院の７２時間の退院制限（同法２１

条３項）を参考に、これらの時間よりも短時間で解放する義務がある。 

第５ 検察官の本件申立の違法性（医療の必要性） 

   医療の必要性が肯定されるためには、治療可能性のほか、「社会に復帰できる

よう配慮することが必要な者」（配慮必要性）が必要であることを指摘した。 

   その上で、知的障害の治療可能性については、国会の審議過程においても否定

的に捉えられていたことや精神医学的にも教育や環境調整が想定されており「手厚

い専門的な医療」が不要なことのほか、簡易鑑定においても「即時の指導や教育の
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有効性を否定するものではない」と述べられていたことを指摘し、治療可能性の不

存在を主張した。 

   また、配慮必要性については、原告にとって落ち着いた環境こそが必要なので

あり、「社会に復帰できるよう配慮することが必要な者」に該当しないことを指摘

した。 

第６ 検察官の審判申立遅延の不相当性 

   申立遅延が違法と評価される時期について、再度の退院請求がなされた場合に

精神医療審査会が意見聴取を行うかどうかの判断基準（６か月）、医療観察法の入

院処遇ガイドラインの入院期間「概ね１８か月以内」などを参考に、事件発生から

１年を超えれば申立は違法となると主張した。 

 

【本件に関する問合せ】 

〒160－0004 東京都新宿区四谷３－２－２ＴＲ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 

       

 

    新 刊 書 籍 案 内 

 

☆桐原尚之さん紹介の本 

私たちの津久井やまゆり園事件 障害者とともに＜共生社会＞の明日へ 

堀 利和／編著  定価＝本体 1800 円＋税 四六並製 280 頁 

2016年 7月 26日早朝、相模原市の障害者施設で同所の元職員によって 46人が殺傷さ

れた「津久井やまゆり園事件」が起こった。 

この衝撃的事件は私たち一人ひとりに何を突きつけたのか。それぞれの生きる場から

の多様な発言をとおして、＜共生社会＞への明日を模索する問題提起の書。 
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☆高見元博さん紹介の本 

しょうがい者の本が刊行されました 

「生きている！殺すな」山吹書店刊  

付録ＣＤ付 定価１８００円＋税 

 

「生きている！殺すな」は「『骨格提言』の完全実現を求める大フォーラム実行委員

会」のメンバー等の各種のしょうがい当事者、親や支援者、２１人が書いた本です。し

ょうがい者の生活実態を示す画期的な本です。この本を読んでいただくことは、しょう

がい者解放運動の大きな前進になると思います。 

労働者にこそ読んでほしい 

労働者は他の全ての被差別・被抑圧者を解放せねば、自らを解放できない階級だと言

われています。生身の被差別・被抑圧者の生活を支援すること抜きにそれは不可能です。

本書は相模原事件を再発させないため、しょうがい者の現実を知るという契機で書かれ

ています。まず知ることから始めて下さい。        

 本書の「刊行にあたって」より 

 ２０１６年７月に起きた津久井やまゆり園事件は、社会に大きな衝撃をあたえ、年

が明けても、人々に揺らぎとざわめきをもたらし続けていた。人々の障害者を｢知り

たい｣気持ちは強く、障害者のことを｢知らない｣ので考えられない／語れない、「知ら

ない」ので障害者に声をかけることもできない、という声も聞かれた。 

 一方で、障害のある人たちは事件に怒るとともに、殺されていたのは自分だったか

もしれない、自分もいつ殺されるかもしれないと、暴力の予感に怯えた。だから、障

害者の「知ってほしい」気持ちもとても強い。「知る」ことからしか偏見や差別をな

くすことはできないし、障害者を「分けない」社会こそが、再びやまゆり園事件を生

まない社会の土壌となるからだ。 

 社会のなかで、困難と向き合い、よく生きようと努力しながらいきいきと日々生活

している、一人ひとり違う障害者の現実を｢知らせる｣本をつくりたいと本書の編集委

員会は考えた。そして、障害者や難病の方、親、支援者の 21人が、障害について、

介護について、人生について、生活について、仕事について、また、津久井やまゆり

園事件について執筆した。 
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お知らせ 
 

ネットワーク事務局

より 
 

  

 
●優生思想に断固反対！ 医療・福祉を治安維持に使うな！            

「骨格提言」の完全実現を求める 10.27 大フォーラム               

私たち抜きに 私たちのことを決めるな！ 

１０月２７日（金）12：00～15：00（11 時開場） 
場 所 ：日比谷野外大音楽堂（東京・霞ヶ関） 
集会後厚生労働省前で情宣活動 

●マル障実現都民集会 

 精神障害者にもマル障（心身障害者医療費助成制度）を 
１１月１６日 午後１時より 戸山サンライズ 
 集会後 高田馬場までデモを予定  主催：東京マル障の会  

●刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会学習会  

１２月４日（月） １８時３０分より 文京区民センター２B 
タイトル未定（刑法法制審・再犯防止推進計画の学習会） 
講師 山下幸夫弁護士  会場費 ５００円 

 

 

  

 

 

⦿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。 

 

⦿昨年の７月集会の中島直さんの講演をパンフにしました。集会共催４者の発行。 

「医療観察法は廃止されるしかない―批判的関与の現状と課題―」 ３００円 

ご希望の方は、ニュース表紙のネットワークの郵便口座に１冊３００円＋郵送代１４０

円を振り込んでください。振込用紙にご住所・お名前・冊数・中島パンフ申し込み、を

記入してください。 

 

  


