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「医療観察法廃止」へのうねりを創り出そう！ 
          
  菅政権は突然１１月２６日、法務・厚生労働省提出の報告を全く検証や審議なしに医療観察 
法「国会報告」の閣議決定を行いました。政府はこの決定を衆参議院議長に送り、議長がそれ 
を各議員に配布することで「国会報告」手続きを終了し、医療観察法施行５年後の「見直し」 
の年に政府に課せられている「施行状況の国会報告」義務を果たしたことにしようとしていま 
す。しかし、その内容はただ単なる数字の羅列でしかなく、医療観察法の破綻状況を隠蔽した 
到底認めることのできないものでした。このような医療観察法の実態を覆い隠したままでの医 
療観察法の温存や改悪を許すわけにはいきません。 
 私たちは「見直し」の昨年を１月の通常国会開催日から闘いを開始し、国会行動・院内集会 
や７月の京都での全国集会の開催など、「見直し」・改悪を許さず廃止を勝ち取る闘いを積み重 
ねてきました。秋には９／２８国会前行動・院内集会・東京集会と全日行動を組み、更に破綻 
状況を明らかにさせ廃止を突き付ける厚生労働・法務省交渉要求の闘いにも着手しました。そ 
の矢先の「国会報告」でした。同時に障害者自立支援法一部「改正」法案の採決も強行されま 
した。いずれも差別分断強化・犠牲強要という障害者への攻撃の一環と言えます。しかし廃止 
に向けた闘いの攻防はむしろこれからです。全国の仲間がこの「国会報告」に抗議の声明を出 
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しました。ネットワークもまた１１月２８日付（別紙参照）で出し、菅首相、衆参議院議長、 
厚生労働・法務省大臣の５者に郵送しました。この閣議決定直後に開催された１１／２８医 
療観察法廃止！全国集会で、私たちは「『廃止に向けた』国会報告」獲得に向けてこれまで積 
み重ねてきた闘いを更に強化・拡大し、「攻防の山場を迎え、全国・各領域の仲間の闘いと結び 
『医療観察法廃止』のうねりを大きく作りだそう！」（別紙「１１・２８全国集会基調報告」 
参照）との闘いの方向性を確認しあうことができました。 
 
 

報告 １１／２８医療観察法廃止！全国集会・マリオン前情宣を闘う 

  
この日の取り組みは、この間共闘を積み重ねてきた「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」、「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」４者呼びかけの実行 
委員会によるものです。展開は東京南部労政会館での屋内集会と併せ、銀座のマリオン前に移 
動しての情宣活動です。 
 
 
■全国集会 
 
 屋内集会の司会は森川敏子さん（NPO大阪精神医療人権センター）と岡田靖雄さん（精神 
科医）。基調報告を龍眼さん（当事者）が行い、次に医療観察法に直接的に関係を持つ４人の方  々
から発言をいただきました。 
対象者の付添を行っている弁護士は「当事者の人権を考えていない、手厚い医療の名の下で

の愛情が全くない医療、社会復 
帰促進といいながら福祉の支援 
は全く触れていない、医者のヒ 
エラルキーの形をますます助長 
している拷問禁止条約に違反す 
る」等々、医療観察法のもつ本 
質・運用実態を批判しました。 
対象者にされてしまった方は、 

鑑定入院中に医療観察法とは何 
かと問うても「知らなくてもよ 
い」と言われ、入院中に「これ 
が最高の技術」と言われたその中 
身はただ薬を与えるだけで、飲ま 
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なければ「一生ここにおれ」と言われ、地域の人たちの参加する会議では「さらし者」同然の

扱いをされ、通院病院での惨めさに何かを言っても医師は黙っているだけ等々、その実体験を

語ってくれました。対象者の家族の方は、対象者が内省プログラムを受けた夜は電話で「殺さ

れる」と訴えることが多く、対象者本人は院内外出もできない、本人が記憶がなくなったと訴

えても医師は「退院すればよくなる」・スタッフは笑っているだけ等々、家族ならではの体験を

報告してくださり、「どっちが狂気で正気なのかわからない」と鋭く批判しました。社会復帰調

整官の方は法務省の立場から実際に何をやっているかについて、私たちにはなかなか知ること

ができない具体的な話をしてくれました。いまや医療観察法の下での自殺者は１７名、自殺未

遂者は２４名にもなります。欺瞞的な「国会報告」閣議決定という事態のなかで、この法に直

接関係する４人の方々の勇気ある発言は、この法がいかに精神障害者を差別し人権を侵害する

ものであるかを、集会参加者に改めて再確認・確信させるものとなりました。連帯発言はDPI
日本会議から事務局次長の奥山さん、フォーラム平和・人権・環境から事務局長の藤本さん、

人権市民会議から事務局の福井さんの３団体からいただきました。 
 
■銀座マリオン前の街頭情宣 
 
 集会後の銀佐マリオン前での情宣は前回 
０９年１１／２２全国集会以来１年ぶりの 
ものです。夕方４時１５分から１時間ほど 
夕暮れの銀座を行き交う人々に北海道、青 
森、東京、大阪、京都、兵庫と、全国の仲 
間からのリレートークと、新リーフ「閉じ 
こめないで！これ以上」を配布しました。 
聞き慣れないであろうこの法を少しでも多 
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くの人々に関心をもってもらいたいとの願いでの情宣でした。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■参加してくれた仲間に感謝！ 
 実行委員会には１０８団体・個人１５２名の方々が賛同、集会には９５名、マリオン前情宣 
にも３５名をこえる仲間が参加してくれました。また集会には社民党党首福島みずほさん、参 
議院議員江田五月さん、衆議院議員辻恵さん、地域の仲間の４名がメッセージを寄せてくれま 
した。１１／２８集会の成功に向けて連帯・共闘を寄せてくださった全ての皆さんにお礼を申 
し上げます。ありがとうございました。 
 なお、全国集会の前日の夜はなくす会の第４回総会、当日の午前中はネットワーク第７回総 
会が開催されたことを報告しておきます。（ネットワークH） 
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１１．２８全国集会基調報告 
 
攻防の山場を迎え、全国・各領域の仲間の闘いと結び、 
「医療観察法廃止」へのうねりを大きく作り出そう！ 

 

■医療観察法廃止攻防の山場へ 
医療観察法は「同様の行為の再発の防止」を目的として謳っている。予測不可能な「再犯の

可能性」を根拠として拘禁する「予防拘禁法」「実質的な保安処分」であるとする、多くの当事

者･医療従事者･弁護士・労働者・市民の反対の声を押し切って’03 年強行成立させられた。施

行後 5 年を経過するにあったっては、「施行状況の国会報告」と「必要に応じた見直し」が規

定されている。しかし、この悪法の今日の実態は、｢見直し｣どころか｢廃止して出直す｣しかな

いことをつぶさに示している。論理的破綻と運用上の矛盾、何より当事者にとっての悲惨な運

用実態を露呈しているのだ。 
本年は心神喪失者等医療観察法が施行されて5年目にあたる。１１月中旬、鳴りを潜めてい

た「国会報告」の動きがいきなり浮上し、「１１月２６日閣議決定」というあらかじめ決まった

スケジュールに向けて急発進した。おざなりで極めてご都合主義的な報告を、十分な検証や議

論の場も設けないまま、閣議での了承～報告書発行によって「国会報告」を密室でスルーさせ

ようとする意図が明らかである。 
また、今国会では、障害者自立支援法一部「改正」法案が衆院厚労委員会で提案され、17日

委員会～18日衆院本会議で強行採決された。先の国会で廃案となった自・公提案の修正案とほ

ぼ同じものが、年金関連法案成立との駆け引きで、民･自・公の賛成で可決されると言う、度し

難い障害者差別･犠牲強要の攻撃である。障害者自立支援法違憲訴訟をめぐる政府との歴史的な

「基本合意」以降、障害者当事者を先頭にして切り開いてきた障がい者制度改革推進をめぐる

営為に正面から逆行するこの蛮行の裏で今回の医療観察法「国会報告」が急浮上してきたこと 
を見れば、まさに一蓮托生の流れであると言える。 
 

■悪法廃止を求め闘いは進む 
昨年１１月集会以降、私たちは、「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」「心神喪失者等医療観察

法をなくす会」「NPO 大阪精神医療人権センター」4 者での連帯共闘を深め、国会前行動、院

内集会、日弁連への要請、署名活動等を取り組み、今年 7 月 25 日には初めて全国集会を京都

で開催し、大成功をおさめた。 
今秋臨時国会をめぐる攻防では、9月28日に国会前行動・院内集会・東京集会と全日行動が 
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闘い抜かれ、10月26日には医療観察法廃止！刑法・更生保護法改悪反対！蘇らせるな共謀罪

法案！を掲げた反治安法･反保安処分戦線共同の国会前座り込み・集会を勝ち取ってきた。急浮

上した「国会報告」をめぐっては、議員に対する働きかけと同時に、１１月２４日に国会前緊

急行動を取り組み、拙速な閣議決定弾劾！の第一声をあげた。法務省・厚労省交渉も開催に向

け準備している。 
 「見直し」攻防の幕が切って落とされた今こそ、医療観察法廃止へ前進しよう！ 
 

■医療観察法の実態～論理的破綻と運用上の矛盾が露呈 
表立って明らかになっている事実だけでも、対象者における自殺者数は14名（入院中3名、

通院中11 名：2010 年3 月現在）、入院対象者における自殺未遂件数は23 件（2009 年調査）。

分母となる入院決定数（2010年3月1日まで）が989件、通院決定数が297件であることか

らすると、極めて高い発生率となっている。医療観察法による入院・通院での「手厚い医療」

が、対象者を自殺（未遂）へと追いつめている実態がないか、一刻も早い調査と検証が急がれ

る。 
実際に医療観察法による入院経験者への聞き取りからは「認知行動療法」による苦痛や病状

悪化、投薬や病状についての医者の対応の悪さや無対応、医療機関によるチェック・評価を良

くするためには良好であるふりをするしかない実態などが切々と訴えられており、これらはや

っとの思いで声を上げることができたほんの一例にしか過ぎない。どれほどの仲間が、そもそ

も強制的な不当拘禁の下で、本来の自由な自発的治療をも阻まれ、ひたすら管理・監視の中で

の苦痛や重圧に耐えているのか。 
また、「重大な他害行為を行った者」、「適切な医療ならびにその確保のため」という法の建て

前とは異なり、軽微な事件や治療反応性に疑義のある対象者、医療機関側で退院可能の判断を

しても司法段階で戻されるケースなども明らかになっている。異議を申し立て得る適正手続き

の保証もない。基本的な権利が奪われたままである。 
鳴り入りもので予算をつぎ込んだ施設・設備面についても、予定施設数の設置遅れによる病

床不足を、2008年8月には省令による代用病院制度を認め、2010年3月には政令による「非

公務員型の独立行政法人立」を「国立とみなす」という改悪ですり抜けようとしてきた。指定 
入院医療機関不足を資格・設備条件の緩和によって取り繕わざるを得ず、しかもそれを法の見

直しではなく省令・政令で行うという、本末転倒もはなはだしい事態に至っている。うたい文

句の「手厚い医療」の前提であった指定入院医療機関は、なし崩し的に条件の緩和、すなわち

「手薄い医療」へと移行しているのだ。 
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また当初から指摘されていた、「治療の連続性の切断」や「医師との信頼関係構築の困難性」、

「地域生活との連携不備」などについては、運用直後から問題が具体的に明らかになり、裁判

でも争われている。 
さらに法案審議段階から言われ続けた「医療観察法と一般精神医療の底上げは車の両輪」論、

および、「刑事手続きにおける鑑定の適正化と医療保障」の必要性については、一般精神医療は

相変わらず貧困なままであり、刑事手続きの改善も一向に進んでいない。 
詰まる所、施行後この 5 年間で明らかになったことは、「手厚い医療」のデマゴギーと医療

観察法の本質からくる保安処分的運用であり、精神障害者であることを理由に拘禁する精神障

害者差別法としての性格そのものである。 
 

■すり抜けを許さず、「廃止に向けた」国会報告を！ 
しかし、こうした現実と実態を意図的に覆い隠しつつ、①破綻の根拠を｢保安処分としての不

徹底さ｣に求め、またぞろ精神障害者差別と偏見を煽ることを通して、｢保安処分法への純化｣

へと｢見直し｣を謀ろうとする流れ、②医療観察法が根底に有している｢保安処分法としての性

格｣｢司法の関与による監視と決定｣という本質に眼をそむけ、「医療観察法を梃子に一般精神医

療の底上げを」を言い募る流れ（あくまで対象者のみに予算をつぎ込んで適用される「再発防

止のための医療｣を｢手厚い医療｣と言いなし、結果、医療観察法の温存・推進に手をかさざるを

得ない）、がこの運用過程において生み出されてきている。法の成立時に共に反対した日弁連は、

今年3月に医療観察法を基本的に容認する「意見書」をまとめた。 
前述したとおり、5 年目の「国会報告」の動きが急発進した。政府および推進勢力は、実態

とかけ離れた｢手厚い医療｣としての報告、もしくは数字をあげつらっただけの国会報告をもっ

て破綻と矛盾を覆い隠し、一切の検証･議論をスルーさせ事態を乗り切ろうとしている。この延

長線上にある「見直し」とは、①｢保安処分としての不徹底さ｣を根拠に｢保安処分法への純化｣

を図り医療的側面を削り落としていく方向、②（入院処遇における）｢手厚い医療｣さえ放棄し

てなし崩し的に「医療水準」を下げつつ、とりわけ通院処遇における「保安処分」的体制の推

進に加担する方向、いずれにしても保安処分（的性格）強化の道を掃き清めることでしか、制

度維持・推進の方向性は見えないところまで来ている。 
こうした姑息な｢常套手段｣を許さず、この5年間の破綻的運用実態を徹底して当事者側から

明らかにし、｢見直しではなく廃止しかない｣ことを目の当たりに突き付ける闘いが極めて重要

となる。根本的解決に向けた唯一の道は、「医療観察法の廃止！」なのだということを、はっき

りと示していくことが重要である。当事者の声と可能な限り結びながら、法の適用～鑑定入院

～決定後の入院・通院における問題点と矛盾をつぶさに明らかにする｢『廃止に向けた』国会報 
告｣を勝ち取るために、全力で国会内・外における働きかけを行っていく必要がある。 
昨年12月障害者当事者を中心に設置された障がい者制度改革推進会議では、“医療観察法は

障害者権利条約に違反する”という意見が大勢を占めた。また、自立支援法「改正」案強行成

立策動に対する障害者の怒りの闘いが、今、まさに命がけで取り組まれている。こうした障害 
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者の命と権利を闘いとる取り組みや障害者権利条約締結に向けた取り組みとも連携し、さらに

大きな流れをつくりだして行こう。 
 
 
 
 
 
 
 

■闘いの方向性 
○私たちは、精神障害者差別と拘禁の医療観察法の廃止を求める。 
私たちは、法務省・厚労省が医療観察法の破綻を隠蔽して取り繕い、更に保安処分法として

強化するこを絶対に許さない。医療観察法の破綻した姿を「国会報告」などを通じて徹底的に

暴きだし、広く訴え、悪法廃止への流れを創りだす。 
医療観察法を擁護しその改善をもって良しとする流れ、医療観察法の廃止を求めず精神医療

改革を唱える流れなどに抗して、「医療観察法廃止は可能だ」「医療観察法廃止なしに日本の精

神医療の抜本的変革はありえない」との私たちの共通の構えを鮮明に突き出して闘い抜こう。 

○悪法廃止の声を大胆に広げよう。 

署名運動の経験からして、まだまだ廃止への声は小さい。新たな激動に突入した今、自立支

援法廃止を求める仲間、障害者制度改革を求める当事者・家族・医療・福祉従事者に強く連帯

を求め、更に精神医療の枠にとどまることなく、治安管理エスカレート反対や差別・排外に抗

して闘う仲間などに広く廃止を訴えよう。国会・街頭での訴えを強化し、新たな「共同声明運

動」で廃止への奔流を創りだそう。 
○国会内外を貫く闘いを強めよう。 

「国会報告」のすり抜けを許さない闘いは、攻防の山場に突入した。閣議決定は本格的攻防へ

の入口に過ぎない。また障がい者制度改革推進会議は２４年度内を目途に「精神障害者の強制

入院等の在り方」を検討する。民主党政権が揺れ、法務省・厚生労働省の巻き返し・居直りが

激しくなる中で、困難であれ、闘う議員と協力して、｢『廃止に向けた』国会報告｣獲得、障が

い者制度改革推進会議討論の活用など、国会内・外を貫く闘いを進めよう。医療観察法の実態

を暴く院内集会を継続しよう。各地・各団体から、法務委員会・厚生労働委員会などの国会議

員への働きかけを強化しよう。 

○共同闘争－共同討論を強化しよう。 
「医療観察法廃止以後をどう構想するのか」という「問い」が立てられている。そこでは措置

入院・医療保護入院制度を改善すればよいとの立場から強制入院・強制医療廃絶まで様々な立

場での提言がなされている。医療観察法廃止への共同を強めることを抜きにした提言は単なる

制度設計に堕することを踏まえ、医療観察法廃止闘争の核心である「精神障害者差別とおそれ 
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による拘禁に反対する」視点から、現行精神医療の問題性・腐朽をも徹底して洗いだそう。医

療観察法廃止の一点共闘であることをよく踏まえながら、精神医療を治安の道具から脱却させ 
るための、真摯な共同討論を重ねよう。障害者権利条約の成果を活かし、「共に地域で暮らした

い」（2010年７月25日京都集会）想いを共同して実現しよう。 

「医療観察法は廃止しかない！」「すべての保安処分を許さない！」を合言葉に、全国の・各領

域の仲間の力を一つにして闘い抜こう。 
 

集会へ寄せられたメッセージ 

      
「医療観察法廃止全国集会」の皆様の日頃のご活動、ご健闘に敬意を表します。 
医療観察法の「見直し」を迎えておりますが、国会内に置いて、本制度の問題点が明らかにさ

れているとは言い難い状況にあります。 
 現段階でも、対象者のうち 14 名もの自殺者が出ていること、制度の体系が優先され病状に

合った治療が行われていないとの現場の悲痛な声が上がっていること、法の建前と異なった運

用がされている実態、指定入院医療機関の条件緩和、入院の長期化等の矛盾が生じている事な

ど、たくさんの問題点が浮かび上がっています。 
 中でもとりわけ問題とすべきなのは、いうまでもなく本制度の保安処分的要素です。 
何人たりとも予測不可能な「再犯の可能性」を根拠に、不服申し立ての機会さえ奪った状態で

の「医療観察」処分は、人権を大きく侵害するものです。医療観察法施行後5年目の本年をき

っかけに、制度の根本的見直しが迫られているといえます。 
 私は衆議院法務委員会筆頭理事および法務部門会議座長として、皆様と共に制度のまっとう

な「見直し」のために全力で取り組んでいく所存です・ 
 末筆ながら、貴集会のご盛会、皆様のご健康を祈念申し上げます。 
  2010年11月26日             衆議院法務委員会筆頭理事 

                             衆議院議員・弁護士 
                             辻 恵 
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全国集会にご参集の皆様ご苦労さまです。 
医療観察法が施行されて5年が経過し国会報告の時期が迫ってきました。 
施行状況の中で、高い自殺率や入院の長期化、高額医療費などが取りざたされています。 
精神に障害を持つ人への差別もまだまだあります。 
本日の集会が実り多きよう心からお祈り申し上げ、簡単ではございますがメッセージと 

いたします。 
                         参議院議員 
                         江田五月 
 
 
集会にお集まりの皆様へ 
皆さん、こんにちは。社民党党首、福島みずほです。 
本日の集会に参加することができず、申し訳ありません。 
 
皆さんもご承知のとおり、11月26日に、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医

療及び観察等に関する法律の規定の実施の状況に関する報告」が閣議決定されましｔ。この結

果は、国会議員に配布されますが、重要なのは、その中の問題をきちんと分析し、議論する事

です。それが行われるという動きは今の所ありません。 
 
現在、私は、皆さんからいただいた課題、様々な現状を示す数値を法務省及び厚生労働省に報

告するよう求めています。これを開示し、分析し、厚生労働委員会でも取り上げて行きたいと

思います。 
 
今の所、今国会は、12月3日で閉会になる見込みです。来年から始まる通常国会は、予算が優

先審議されますので、厚生労働委員会は4月以降の動きになりますが、それまでに、私も、社

民党もしっかり現状を把握し、皆さんとともに、環境改善のために取り組んでいきたいと思っ

ています。一緒にがんばりましょう。 
 
2010年11月27日    

社民党党首        福島みずほ 
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11・28「医療観察法廃止！」全国集会実行委員会 参加・賛同 一覧  

（50音順） 
 
＜呼びかけ団体＞ 
ＮＰＯ大阪精神医療人権センター／国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考え

る会／心神喪失者等医療観察法をなくす会／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 
 

＜実行委参加・集会賛同団体＞ 

青森県精神障害者連合会 アルバイト・派遣・パート関西労働組合 怒っているぞ！障害者切

りすて！全国ネットワーク 怒っているぞ！障害者切りすて！ネットワーク関西 板橋就学時

健診を考える会 医療・福祉の戦争協力に反対する連絡会議 岩倉病院労働組合 ＮＰＯ法人 

青森ヒューマンライトリカバリー ＮＰＯ法人自立支援センターさぽーと ＮＰＯほっと・と

うがらし 愛媛精神医療労働組合協議会黒田病院支部 愛媛精神医療労働組合協議会堀江病院 

医療労働協議会 大阪精神障害者連絡会（ぼちぼちクラブ） 加部建材・八尋さんの解雇撤回

闘争を共に闘う会 関西「障害者」解放委員会 関東「障害者」解放委員会 機械工業新聞闘

争支援共闘会議 北九州自立連帯労働組合 北九州反弾圧労組争議団交流会 岐阜病院労働組

合 救援連絡センター キューバ連帯の会 教育社闘争支援連絡会議 教育社労働組合 刑法

改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会 ケミカルプリント闘争を共に闘う会 光愛

病院統一労働組合 心のネットワークみやぎ 三多摩合同労働組合ケミカルプリント分会 三

多摩合同労働組合三信自動車 三多摩合同労組・スペースあい 三多摩合同労組・駿台予備校

許さない会 三多摩合同労働組合中大生協 三多摩合同労働組合東海技研 三多摩合同労働組

合藤商会 三多摩労組争議団連絡会議 三多摩労働者法律センター 品川区臨時職員・佐久間

さん解雇撤回闘争支援共闘会議 市民ジャーナル ジャパマーハイツ労組 出版労連山田書院

労働組合 障害者の生活保障を要求する連絡会議 人権市民会議 晴風会 西部地区労働者共

闘会議 全国金属機械労働組合港合同南労会支部 全国精神医療労働組合協議会 全国「精神

病」者集団 専門紙労協機械工業新聞社労働組合 争議団連絡会議 たがわ生協労働組合 立

川自衛隊監視テント村 多摩あおば病院労働組合 地域共闘交流会 中部地区労働者交流会 

東京中部地域労働者組合旭ダイヤ 東京中部地域労働組合論創社 東京南部労働者組合 東京

南部労働者組合・鈴木さん移動介護削減撤回闘争 東京南部労働者組合・トラストパーク 東

京南部労働者組合・日広通信 東京南部労働者組合・明治記念館 東京ふじせ企画労働組合 特 

定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議 土曜クラブ 都立文京高校定時制の退学処分を絶対許さな

い会 南部地区労働者交流会 虹ヶ丘学園労働組合 日米安保条約無効訴訟の会 日本障害者

協議会 破防法・組対法に反対する共同行動 反弾圧研究会 兵庫県精神障害者連絡会 フォ

ーラム平和・人権・環境 福岡グリーンコープ自立労働組合 福岡県南部生協労働組合 福岡

地区合同労働組合 ふじせ闘争支援共闘会議 保安処分病棟に反対する有志連絡会 北部労働 
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者共同闘争会議 北部労働者法律センター 三重一般労働組合鈴鹿さくら病院分会 宮城精神

しょうがい者団体連絡会議 目黒精神保健を考える会 山田書院闘争支援共闘会議 幼児教室

指導員の削減に反対する会 陽和病院労働組合 連帯労働者組合 連帯労働者組合・板橋区パ

ート 連帯労働者組合・幸和電気設計 連帯労働者組合・志村ハイライフ 連帯労働者組合・

ジャレコ 連帯労働者組合・末広印刷 連帯労働者組合・杉並 連帯労働者組合・大道測量 連

帯労働者組合・ナトレーザ 連帯労働者組合・成増厚生病院 連帯労働者組合・日経スタッフ 

連帯労働者組合・日経野方 連帯労働者組合・不二出版 連帯労働者組合・富士テレコム 連

帯労働者組合・三河島そうじ団 連帯労働者組合・武蔵学園 連帯労働者組合・ライフエイド 

 

＜実行委参加・集会賛同個人＞ 

秋山雁太郎（教育社労組） 旭凡太郎（豊島文化社） 足立昌勝（関東学院大学教授） 阿 

部久平 有我譲慶（光愛病院統一労働組合執行委員長） 有馬秀雄（障害者） 安藤裕子（刑

法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会） 池田五律（戦争に協力しない！させな

い！練馬アクション） 池原毅和（弁護士） 石橋新一（破防法・組対法に反対する共同行動） 

伊藤鴨彦（精神保健福祉士） 伊藤哲寛（精神科医） 稲川啓子 稲葉剛（ＮＰＯ法人自立生 

活サポートセンター・もやい代表理事） 井上博之（看護師） 井上森（チェルシー） 岩井

信（弁護士） 岩城文枝 岩崎晶子（怒りネット関西） 岩槻利克 上野豪志（精神科医） 蝦

名良亮 遠藤勤（教育社労組） 大賀絹江（目黒精神保健を考える会） 大賀達雄（医療・福

祉の戦争協力に反対する連絡会議） 大下敦史（情況出版） 大杉光子（弁護士） 太田隆男

（ＮＰＯすみれ会） 大谷久（連帯労組・大道測量） 太田裕生（三多摩労働者法律センター） 

大西一平（チェルシー） 大平正巳（医療法人ことぶき共同診療所・精神保健福祉士・社会福

祉士） 大洞俊之（立川自衛隊監視テント村） 岡田靖雄（精神科医） 岡部耕典（早稲田大

学准教授） 小椋結子（多摩あおば病院労組） 織田和之 越智祥太（精神科医） 風間美代

子（ＮＰＯ法人多摩草むらの会） 金杉和夫（精神科医） 蒲牟田桂子 神谷利行（とめよう

戦争への道！百万人署名運動三多摩連絡会） 狩野直人 川原栄一（団体職員） 菊池淳司（連

帯労組・ナトレーザ） 北原恵美子（教育社労組） 北原種明（教育社労組） 金靖郎（団体

職員） 木村泰宏（ヘルパー） 木元茂夫（すべての基地に「Ｎｏ!」を・ファイト神奈川） 桐

沢正弘（障害者） 桐原尚之（全国「精神病」者集団運営委員） 黒川裕之（ほっとスペース

八王子） 小池和彦（プログラマー） 小池洋子 河野環（国立市在住） 高明伸 古賀典夫

（怒りネット） 小久保浩（ほっとスペース八王子） 小林昌人（組版業） 駒澤英政 五味

金次（全国精労協副代表） 斎藤昇 坂根輝吉（全国「精神病」者集団運営委員） 佐川美紀 

佐藤秋雄（農民連合） 佐藤公平 里見和夫（弁護士） 柴田千佳子 嶋田悦司（９条改憲阻

止の会） 島博保（三多摩合同労組） 清水房子 清水真理子（医療労働運動研究会） 芳永

正伸（障害者） 杉山律子 関口明彦（心神喪失者等医療観察法を許すな！ネットワーク） 攝

津正（芸音音楽アカデミー） 高木俊介 高野文生 高橋道郎（仙台資本論研究会事務局） 高

橋優子 鷹林茂男（ガチャバン共に生きる会） 高幣真公（レイバーネット日本） 高見元博

（兵庫県精神障害者連絡会） 田中伸彦 辻加奈江（大田病院・ソーシャルワーカー） 土屋 
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憲次（フリーター） 永井順子（旭川大学保健福祉学部） 長岩均（日米安保条約無効訴訟の

会） 中川寿子 中島千枝子（ほっとスペース八王子） 中村利也（戦争と治安管理に反対す

る中野共同行動） 中山文子 野本千春 橋本久雄（小平市議） 長谷川幸枝（刑法改悪阻止！

保安処分粉砕！全都労働者実行委員会） 早川久恵（陽和病院労働組合執行委員長） 平田義

夫（怒りネット関西） 深沢煕則 藤本豊（心理） 二上節子（教育社労組） 細井隆 堀部

正（ほっとスペース八王子） 本郷弘 松田一樹（きょうだい） 松原良子 松本幸子 萬崎

利枝 水野精之 宮野吉史 宮本なおみ 宮本弘典（関東学院大学教員） 三好清二（闘う「精

神障害者」） 武藤光政 茂木遊（戦争と治安管理に反対する中野共同行動） 森英夫（看護

職） 森彪（三多摩カサナグの会） 森悠 保田千世 谷田沢明子 八巻圭子 山口創一（連 

帯労働者組合） 山田輝生（ほっとスペース八王子） 山田正寛 山中雅子（刑法改悪阻止！

保安処分粉砕！全都労働者実行委員会） 山中幸男（救援連絡センター事務局長） 山本潔 山

本真理（全国「精神病」者集団） 山本万里子 横山輝智香 吉川健明（医師） 吉村心語 ロ

バート・リケット（研究者） 我妻睦夫 我妻むつ子 渡辺厚子（「日の丸・君が代」被処分

者） 渡辺豪（学生） 渡辺乾（連帯労組・成増厚生病院） 渡辺秀明（自治体労働者） 渡

辺浩之（北部労働者法律センター） 渡辺学 渡辺容子  

 

 

他匿名10名   

 

以上    １０８団体＋個人１５２名 

（締め切り：2010年1１月24日） 
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資料 

「心神喪失者等医療観察法」の5年後の「国会報告」を了承した閣議決定に抗議

する 

 

            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 

 

１ 菅民主党政権は2010年11月26日に、法務省、厚生労働省より提出された心神喪失者等医

療観察法の5年間の施行状況に関する「国会報告」を了承する閣議決定を行なった。その内容

は、単に、指定入院医療機関の数、審判の決定事項、指定医療機関における処遇状況等に限定

されたもので、破綻している医療観察法の実態を明らかにするものとは程遠い。法務省、厚生

労働省による問題点の隠ぺいを容認したものである。 

 

２ この医療観察法は2003年小泉政権の下で強行採決されたものであり、付則第4条に、5年

を経過した場合、施行の状況について国会に報告し、その状況について検討を加え、必要と認

めるときは、法整備その他所要の措置を講ずるものと定めている。報告書配布だけで済まされ

るべきものではない。 

 

３ 医療観察法は、この5年間の施行の中で様々な問題が明らかとなっている。指定入院医療

機関設置が計画通りに進まず「手厚い医療」は崩壊し、司法判断が優先する入院で「長期入院

化」が引き起こされている、特に17名の自殺者及び24例の自殺未遂者が、入院や通院の処遇

の中で引き起こされており、「手厚い医療」の実態こそ明らかにされなければならない。 

 

４ このような実態を全く検証していない「国会報告」を、私たちは断じて認めるわけにはい

かないし、医療観察法に反対してきた民主党政権としても容認すべきではない。精神障害者差

別と拘禁の悪法が破綻をきたしている実態をみるならば、直ちに医療観察法は廃止するしかな

いものである。 

 

2010年11月28日 
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第７回ネットワーク総会 

  １１／２８全国集会の当日の午前中に開催。１年間の闘いの経過と財政の確認、全国集会基

調を中心に主に今後の闘いの方向性の具体化について論議しました。今期の役割も代表の龍眼

さんをはじめ、通信・財政・会議運営等々、前期の方々が引き続き担うことも確認しあいまし

た。今期もよろしくお願いいたします。  
 
 
 

ネットワークの会員になってください 

 ネットワークの財政は会員の方々の会費で成り立っています。昨年の会費等の収入は１４６，

１００円、支出２７４，０５４円で、１２７，９５４円の赤字でした。支出の主なものは５回

の「ニュース」の発行費で、２１６．３３４円となります。「ニュース」発行は最も重要な運動

の基本あり、今年もまた同ペースでの「ニュース」発行を考えています。一人でも多くの皆さ

んが会員になってくださること、またカンパをお寄せ下さることを切に訴えます。（財政担当H）  
  ○会費は年間１口５００円、個人は１口５００円以上、団体は２口１０００円以上 
  ○郵便振替口座 ００１２０－６－５６１０４３ 予防拘禁法を廃案へ！  
    ○会員はだれでも例会（基本は毎月第３土曜日１３：００～ 中野区の公的施設） 
   に参加できます 
 

 

 
パンフレット紹介 

「保安病棟からの生還～人生を返せ～心神喪失等医療観察法病棟収容者は語る」 

   保安処分病棟に反対する有志連絡会 ２０１０．８．５発行 
   ６２Ｐ 400円  
注文するには、郵便振替 00960-1-140519 共生舎に、パンフ題名明記のうえ、400 円振

り込めば、送るとのことです。 
 
 7 月京都集会で販売されていたので、購入したのだが、医療観察法病棟入院経験者から

の、詳しい聞き取りをまとめたパンフレット。直接の具体的な体験が記されており、法文

上の問題ではなく、実際に何が行われているのか、を読むことができる。法成立により、

対象者が多数出ている、出続けている、ことを、病棟が運営され続けている、ことを、感

じつつ法を廃止させる運動を進めるために、お勧めします。 
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ネットワーク・定例会 

 

2011年２月１９日(土)13：00より    スマイル中野・会議室 

    ３月１９日(土)13：00より    スマイル中野・会議室 

 

ネットワークのケイタイ電話のお知らせ 

 

 ・ネットワークとしてケイタイ電話を事務局員が所持することなりました。 

 ・終日というわけにはいかず、以下の時間帯だけですが、何かありましたら、どうぞお電話

下さい。 

           ０８０－１９８４－６６０４（平日の１６：００～１９：００） 

  ・よろしくお願い致します。 

 

「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。 

 

 

 

 

 

[編集後記]   
 
  ［ネットワークニュース］をお送りします。 

新年明けまして。今年もよろしくお願いします。 
        今年は、いよいよ先の見えない年になりかけていますが、何とか実のある成果をあげる年

にしていきたいものです。 
        共に頑張りましょう！ 

会議のお知らせ 


