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年頭のご挨拶 

代表 関口明彦   

年頭にあたり、今年が皆様にとって幸多い年になりますよう心からお祈

り申し上げます。 

医療観察法は 2003 年制定ですから、もう 15 年になろうとしています。

この間、毎年全国集会をはじめ様々な企画を行ってきた心身喪失者等医療

観察法（予防拘禁法）を許すな！ネットワークも大分年を取ってきました。

障害者権利条約が批准されましたが、精神障害者を取り巻く状況が劇的に

改善されたわけではありません。むしろ、後見制度の利用促進とか、再犯防

止法の制定とか、精神保健福祉法の改悪案が出たりして、ますます自由権

の制約が強化されようとしています。このような状況に対峙していくため

には、新しい若い力が必要です。皆様も意識して若い人々にも運動を伝え

ていってくださるようにお願いします。共に頑張りましょう。 
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 ２０１７年１１月２６日、午前中ネットワーク総会に引き続き、秋の全国集会を行っ

た。講演は池原毅和弁護士の「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」。資料集にパワポを収録。その他に主催者挨拶、特別報告

として国賠訴訟の内田明弁護士と当事者のお母さまより、カンパアピールを兼ねて佐々

木信夫弁護士より医療観察法横暴の訴え、リレートークは大フォーラムの報告、国連関

係の報告、大阪精神医療人権センターの活動報告。場所が馴染んでいない場所でもあり

参加は８９名。会場の都合で食事抜きの交流会を行い、有志はその後飲みに行った模様。 

〇池原弁護士の講演の内容を簡単に。 

 保護者制度が前回の改正で無くなったように、またハンセンの例のように、日本でも

法制度が変わることはあり得る。権利条約は目指すべき目的地としてあるがどういうこ

とを言っているかは浸透していない。条約１４条はいかなる場合でも自由の剥奪を障害

によって正当できないとしている。強制入院の問題（医療観察法、措置入院、医療保護

入院）。現状で良しとしたい政府・医療は障害以外の理由があればよいと言うが、ガイド

ラインで禁止された。１２条は法的能力が平等であることとその支援。強制医療の問題。

強制的なやり方（法的能力がないとする）は苦痛やトラウマがあり、効果が薄い。医者

との円満な関係が効果的。措置入院や医療保護入院をなくしたら、病状が悪くて病気と

考えてない人の医療保障ができなくなるという。しかし、そのせいで必要がない人が犠

牲になってのが変わらないまま。なくせば犠牲がなくなる。また、適正手続きはみんな

で決めるので責任があいまい。障害があるのは人間の一つのあり方でいない時代も社会

もない。多様性を守らないと。病気かどうか、何をもって精神病とするかも人間の価値

観。少数派である障害者が悪い状態にあるとされる。新自由主義の条約への影響の件。

条約の社会モデルに機能障害とかの人権モデルを加えないと、呼吸器を渡さなくても差

別でない。合理的配慮は国がやっていたことの８割くらいを民間がやることになる。 

 

 

１１／２６全国集会報告 

「なくそう！ 
差別と拘禁の医療観察法！」 

山中雅子（全都実）    

 



ネットワークニュース NO.47                       2018．1 

 

2 

 

 

尾上浩二さんを講師に迎えて、我がこと丸ごと地域共生社会という看板を問うという

形で学習会を持ちました。 

 尾上さんご自身の子供時代の施設体験があまり障害問題に知識のない参加者には印

象的だったのではないでしょうか。無理やりベッドに縛り付けられる「矯正」、見かけを

治す「矯正手術」の恐怖とその後遺症被害。精神障害者にとっても未だ強いられている

矯正、隔離収容施策は共通したものです。 

 尾上さんは政府の「我がこと丸ごと」は、実は政府にとって「ひと事（自治体地域住

民への）丸投げ」であると喝破し、以下にまとめてくれました。 

政府が「我が事丸ごと」が掲げる「共生社会」とは社会保障の抑制、非正規雇用の拡大

等を背景として出てきた「多重・複合問題」をまとめて地域に丸投げしていくもの。そ

れに対して障害者権利条約が目指すインクルーシブ社会とは「他の者」（＝障害の無い

者）との平等、障害の有無によって分け隔てられない共生社会であり、ここで労働・教

育・住宅政策などとの「丸ごと」があえて無視されているところこそが問題である。 

 政府の地域共生社会という計画は 2020 年代初頭に全面化していく予定となっていま

すが、その中にはなんと後見人制度利用促進、再犯防止などまでが加えられています。

住民主体と言いながら、実は障害者や困窮者その他困っている人が権利の主体として意

志決定過程に参加していくというのではなく、やはり施策の客体として位置づけられ、

とりわけ一方的に法的能力がないとされがちな精神障害者、知的障害者、認知症のある

人などは今後も隔離収容の対象とされていくという方向です。そして再犯防止に向けた

地域住民、あらゆる医療福祉の総動員が目指されていくのではないでしょうか。今度の

国会に再度提起されるという精神保健福祉法改悪案における精神障害者地域支援会議

はその最前線に位置づけられていくことでしょう。 

 日弁連意見書が指摘しているように、法案からは警察組織、地域の支援団体、そして

医療機関までが組織として個人情報を共有して精神障害者を監視・管理し、本人の拒否

に対しては隔離収容という体制がご近所監視体制とともに強化されるという恐るべき

１０／２８ネット学習会報告 

「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 ― 
全国「精神病」者集団会員 山本眞理    
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未来が見えます。国連の掲げる持続可能な発展目標も、この方向への動員として仕組ま

れていくことでしょう。 

 障害種別を超え、そしてあらゆるマイノリティとともに反撃の闘いが求められていま

す。 

  

 

 

2018年の通常国会は、1月 22日から招集されることになっています。次の国会では、

精神保健福祉法改正案が去年の秋の臨時国会で廃案になった内容のまま上程される見

込みです。 

 精神保健福祉法改正案の反対運動の戦力として、厚生労働省による国会上程それ自体

を阻止することは難しいと思われます。なぜなら、現行法附則第 8条に法律を見直すと

明文されており、改正が条文を根拠としたものだからです。政府に対して「法律を敗っ

て改正自体するな」と言うことはできますが、おそらく「じゃあ何がしたいのだ？」と

問い返されることになります。とすると、厚生労働省に対して実際に言えることは、「精

神保健福祉法改正案の内容を変えてから国会上程せよ」ということだけになってしまい

ます。今回のネットワーク＆なくす会＆考える会＆人権センター四者呼びかけによる再

提出阻止署名も、基本的には措置入院改正の部分に焦点が絞られており、「措置入院の改

正の部分をそのままにして国会に法案を提出することには反対する」というかたちにな

っています。いいかえれば、措置入院改正の部分を削除した法案が提出される限りにお

いては反対しているわけではなく態度保留となっているわけです。 

 すると、現時点では厚生労働省に対して何かを主張するよりも、与野党による政策討

論を戦略的に使った方がより確実なのではないかと思います。今国会への法案提出阻止

を唯一、実現可能にするための方法は、全体を通して国会審議の日程闘争に勝利するこ

とです。しかし、この間に野党は更なる分裂をうけて与野党による政策討論がより難し

い状況になってしまいました。こうした状況に対して政策討論が可能となるように、ま

次国会精神保健福祉法闘争に向けて 
桐原尚之（全国「精神病」者集団・運営委員）         
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ずは市民の手で野党を精神保健福祉法改正法案反対の一点で団結させていく必要があ

ります。 

 ここからは、あくまで私の見立てに過ぎませんが、おそらく国会は 2月末から 3月中

旬まで予算の集中審議がおこなわれると思います。政局を左右するような追及材料が多

ければ多いほど長期化し、法案上程阻止の実現性が高くなります。そして、厚生労働委

員会が開始される前後に自民党、公明党が法案の賛否を決める「法案審査」をおこない

ます。与党両党が合意して法案賛成の立場が固まった段階で上程されることになります。

通常は、関係団体ヒアリングがもたれますが、既に廃案前の法案の際に法案審査で賛成

を決めているので、この手続きは省略される可能性があります。その後、野党の法案審

査となり、それぞれの政党が賛否を決めることになります。このスケジュールどおりに

与党の法案審査がおこなわれなかった場合は、今国会への法案提出は断念となります。

そのため、1 月末から 2 月頭にかけて与党に対する集中した議員周りが非常に重要とな

ります。 

他方でこのたびの通常国会では、働き方関連法案の上程がほぼ決まっています。働き方

関連法案には、いわゆる残業代ゼロ・過労死法案が盛り込まれています。残業代ゼロ・

過労死法案は、専門職等一部の職種の残業代をゼロにすることで、出来高制を徹底させ

るものですが、文字通り労働者を死ぬほど働かせてしまうような危うさをもっています。 

今国会で厚生労働省は、働き方関連法案の成立に全力を注ぐものと思われます。逆に争

点が多い割には政府にとってメリットがあまりない精神保健福祉法は、後回しにされる

ことが予測されます。政府・与党は、働き方関連法案を成立させるにために日程闘争に

勝ち抜けるような審議の順番を要求すると思われるので旅館法改正、水道法改正、精福

法改正より早く審議入りを果たすことになると思われます。 

そのため、働き方関連法案の反対闘争を成功させ、審議が長引けば長引くほど、精神保

健福祉法の審議は目処が立たなくなり、成立断念の可能性が高まることになります。

我々は、精神保健福祉法改正案の成立阻止のためにも、労働者と連帯し、働き方関連法

案の断固粉砕に向けて闘っていく必要があります。 
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【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１

３日、国を被告として、損害賠償（慰謝料））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。  

【これまでの手続の流れ】 

２０１７年  ２月１３日 東京地方裁判所へ提訴 

       ５月２４日 第１回口頭弁論期日 

       ７月１９日 第２回口頭弁論期日 

       ９月１３日 第３回口頭弁論期日 

      １１月１５日 第４回口頭弁論期日 

２０１８年  １月１７日 第５回口頭弁論期日 

【争点について】 

 医療観察法国賠訴訟では、主に次のような問題点が争われています。 

争点① 検察官は治療可能性がないのに審判申立をしたのではないか。 

（原告の主張） 

精神遅滞及び広汎性発達障害は、医療観察法が予定する強制入院や強制通院によって治

療可能な精神障害ではない。検察官は、治療可能性がないことを知りながら審判申立を

しており、医療の必要性のない審判申立として違法である。 

（国の反論） 

「精神衛生診断書（甲第６号証）において、・・・『今後の処置に対する意見』として、

医療観察法３３条１項の申立て又は精神保健及び障害者福祉に関する法律２５条通報

［注：現行２４条］の必要性の有無に関し、必要である旨の意見が述べられていたので

あるから・・・、申立時点において、・・・『この法律による医療を受けさせる必要が明

医療観察法国賠訴訟のご報告 
（第４回口頭弁論期日までの経過） 

医療扶助・人権ネットワーク 事務局長弁護士 内田 明 
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らかにないと認める場合』には該当しないことは明らかである。」（平成２９年１１月１

５日付被告準備書面（２）６頁乃至７頁） 

（補足説明） 

 一般に、精神遅滞や広汎性発達障害の治療は「教育や生活指導」や「生活の援助」に

よるとされており、治療可能性が否定されています。 

検察官が審判申立前に嘱託した医師は、「即時の指導や教育の有効性を否定するもので

はないが、同種の犯行を繰り返す可能性は残る。」とし、「（医療観察法）第３３条１項の

申立の必要又は（精神保健福祉法）第２５条通報［現行２４条］の必要」について「要」

と診断していました（甲６「精神衛生診断書」）。嘱託医は、「即時の」指導の有効性を認

めただけで、事件発生から２年も経過してから指導や教育をすることの有効性は認めて

いないのですが、検察官は、医師が医療観察法に基づく審判申立を必要としていると判

断したようです（嘱託医は医療観察法ではなく措置入院を想定していたのではないかと

推測されます。）。 

争点② 検察官が事件発生から２年も経過してから審判申立をすることは申立の遅延

として違法ではないか。 

（原告の主張） 

対象事件の発生から１年を経過した時点で審判申立がなされなければ、その後の審判申

立は、著しく不相当に申立てが遅延したものとして、違法である。 

（国の反論） 

 「原告の主張によると、重大な他害行為に及んだ精神障害者について、例えば、①対

象事件の発生から１年経過後に検挙され、所要の捜査の結果、心神喪失により不起訴裁

定がなされた場合のみならず、②対象事件の発生から１年経過後に心神喪失を理由とす

る無罪判決が確定した場合においても、不起訴裁定がなされる前又は無罪判決が確定す

る前に申立てを行うことは期待し得ないことから、検察官は、およそ医療観察法３３条

１項の申立てをすることができなくなるが、このような結論は、全く法の想定しない事

態であって、著しく不合理かつ非現実的なものといわざるを得ない。」（被告準備書面（２）

９頁乃至１０頁） 

（補足説明） 

国の反論は、単に１年が経過しただけで医療観察法の適用を免れることがあってよいの

か、という指摘です。この考え方の背景にあるのは、医療観察法は刑罰の代わりに科さ

れる制裁である、だからこそどんなに時間が経過しても全て医療観察法を適用しなけれ

ばならない、という発想です。しかし、医療観察法の建前は、あくまで本人に治療を提

供するという本人の利益のための手続です。国の発想は、本人の利益という発想が欠落
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し、社会防衛の観点から述べられており、医療観察法の審議過程の議論を完全に無視し

ています。 

【今後の手続の流れ】 

 原告は、国の主張に対し、引き続き反論をします。 

【本件に関するお問合せ】 

〒１６０－０００４ 東京都新宿区四谷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 

 

 

2017 年（平成 29 年）12 月 18 日、最高裁は、医療観察法の憲法違反を主張する再抗

告に対し、それを棄却する決定をした。 

この事件を担当した私は最高裁に対し、こう問うた。精神障害者でない人は刑事事件

で責任能力なしとされたり不起訴とされたりしたときには、ただ釈放されてお咎めなし

なのに、いったん精神障害者とカテゴライズされると、なぜか平均 900日にも及ぶとさ

れる病院での拘禁が待っている。これは憲法 14 条の保障する法の下の平等に反する差

別ではないかと。 

これに対し最高裁は、公務員が高齢を理由に職務から外されたことが平等権を侵害し

ないと言ったところの、昭和 39年 5月 27日の大法廷判決を引き合いに出して、医療観

察法は合理的な差別なのだ、などと理由づけた。最高裁は、公務員が老齢を理由に公務

の一線から外されることと、無罪などとされた精神障害者につき障害を理由として拘禁

すること、これらを同列に論じるという、決定的なミスをしている。 

 つまり最高裁は、例えて言えば、職業には年齢制限があるように、障害者というカテ

ゴリーが特別に拘禁されるのは差別ではないのだ、と言っているのである。これはあま

りにお粗末な論理である。  

次に、私は、再犯予測なんてできるのかと最高裁に問うた。これに対して裁判所はだ

んまりを決め込んだ。反論できるわけもないだろうが。また、長期拘禁はかえって反治

療的ではないのかという問いに対しても、最高裁はなにも答えようともしない。 

論理なき医療観察法合憲最高裁決定 
最高裁判所第三小法廷平成 29 年 12 月 18 日決定 

弁護士 佐々木信夫     
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 精神障害者の憲法 22 条の居住移転自由を侵害しないのかという問いに対しても、最

高裁はまともに答えていない。 

 私は最高裁に対し、そもそも、どうして精神障害者の拘禁ではなく、もっと制限のな

い方法で治療しようとしないのか問うたが、なにも答えようとしない。 

 医療観察法のような隠密の非公開手続きで実質刑罰にも匹敵するような拘禁を決め

ていいのか、憲法 31 条で保障されている適正手続きの保障に反するのではないかと問

うたが、最高裁は過去の判例を挙げて手続きにはいろいろあるのだとうそぶいて、なに

も考えようとしない。 

 私は最高裁に対し、障害者権利条約における差別禁止、インテグリティー、地域生活

の権利なども主張し、本件は憲法 98条の国際法規の尊重に明らかに反するはずなのに、

「これは法令違反を言っているに過ぎない」などと切り捨てて、恥じることもない。つ

まり、最高裁の論理では、別に日本国が締結した国際条約に反したところで、憲法違反

にはならないし、日本の最高裁は判断もしないと言ってのけたのである。このような態

度は、国際法無視も甚だしいし、なによりもこれからの日本を国際的に孤立させる誘因

にもなりかねない。東京オリンピック・パラリンピックなどと言って浮かれている間に、

日本は国際法規を無視してはばからない。美しい障害者だけを取り上げて、パラリンピ

ックなどともてはやし、日本は人権擁護をしています、美しい国日本などと言っている

のは見るに堪えない。 

 翻って考えてみると、日本の最高度の知性を備えた最高裁判所が、このような子供じ

みた論理構成しかできないということは、実は日本の権力機構も医療観察法の不合理に

気が付いているということではないだろうか。説明ができないからこそ、あえて本件最

高裁決定のような愚にもつかない説明をせざるをなかったのではないか。最高裁をはじ

め、権力機構は、実は窮地に追い込まれているのではないか。そうでなければ、日本の

権力機構の論理的水準の低さにあきれるしかないだろう。 

 権力は、偏見に基づいた社会防衛の意図を、巧みに保護とか医療とか言い換える。医

療観察法も、その意図は社会防衛であったが、巧みに障害者本人の為にと言い換えられ

ている。本当に本人のためを思うなら、別に長期間拘禁する必要などない。私が医療観

察法の事例を知る限りでは、その実情は、だいたい行く先のアパートが決まらないとか、

お金の使い方が下手だとか、そんな理由で入院期間が伸びている。私に言わせれば、そ

んな調整を、人を監禁してまで行う必要なんてない。外で行えば十分なことなのだ。監

禁しておいて、その上不十分な人員と連絡体制でそういったことを行おうとするものだ

から、調整が迅速かつ、上手にいくわけがない。 

 人は不安になると、まったくナンセンスなものに縋りたくなるものだ。世の中ではこ

んな怖い事件がたくさん起こっているのだというように喧伝され、それじゃあそんな恐

ろしい人たちは我々から排除して永久に閉じ込めよう。「国の偉い人たちが悪くて恐ろ

しい人たちをやっつけて閉じ込めておいてくれるのですよ。あなたたちは安心して勉強

しなさい。」。こんな風に我々国民の家族の団らんで話し合っているのだろうか。こんな

風景は私の考え過ぎや、ブラックユーモアであろうか。 
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 人を排除してそれでよしとする風潮は、社会を良くしようという機運を削いでしまう。 

 排除するのではなく、その人たちがいることを前提に、我々が何をすべきか模索しな

がら苦悩すればいい。先のことが確実にわかる社会なんてかつて存在したことはないだ

ろうから、我々は苦悩すべく運命づけられているのだ。苦悩を避けようとするところか

ら排除が始まるのだ。 

 

 

 

 

 資 料  

厚生労働省「医療観察法の医療体制に関する懇談会」について 

□厚生労働省設置の「医療観察法の医療体制に関する懇談会」第１回が 11月 28日に開

催された。開催「趣旨」は、指定医療機関について整備目標数が概ね確保されつつある

が地域では不足、一部の対象者の入院期間の長期化など、関係機関から医療体制に関す

る課題が指摘されている。そのため法の「医療体制について評価等を行い、所要の措置

を講じることが必要」「関係者に幅広く意見を聞く場」としてのものという。「テーマ」

は①これまでの医療・処遇に関する評価、②指定医療機関の医療体制、③その他、とあ

る。構成員は指定医療機関関係者 3名、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協

会、全国訪問看護事業協会など、計 11名。座長は伊豫雅臣（千葉大学大学院医学研究院

精神医学教授）。 

□第 1回の議題は法の医療の現状と診療報酬の改定。主な議論は以下の通り。入院の長

期化（17年 4月現在で 6～12年が 37名、厚労省「実体は把握していない」）の要因、通

院処遇になってからの精神保健福祉法入院の多さ（1年入院率 32.1％）の要因（「次回」

説明に）、外泊に関する体制不備と診療報酬の関連、自殺の問題（資料にはナシ）、処遇

終了後の地域で支える体制の不備、医療機関同士の交流の必要性、等々。田中医療観察

室長は、イギリスのような「ハイ、ミディアム、ローという形の医療機関の役割分担も

大事な戦略」で制度改正に必要な根拠等をそろえていくとし、最後に「法改正」につい

ては必要性等を客観的に示し意見を聞いてから、と言う。［インターネット「医療観察法

の医療体制に関する懇談会」参照］ 

□これまで医療観察法に関する公的発表は、施行 5年後の見直しの年 2010年 11月に閣

議決定された「国会報告」と、厚生労働省・法務省による 2012年 7月「施行の状況につ

いての検討結果」である。前者は表面的な統計で施行後の問題状況には触れていない。

後者は「有効に機能している」、法を「改正すべきものとまでは認められない」とするも

のだった。施行から 12年、今回の「懇談会」設置は浮上している法の破綻状況を無視で

きなくなり、それを弥縫策で取り繕いながら法改悪での体制強化を図る方向でのものと

思われる。廃止を求める闘いの強化が問われている。 
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共謀罪制定によって基本法レベルの戦後刑事司法改悪は完成の域―戦時司法に達し

ている。残された領域は、①GPS 捜査・室内盗聴など共謀罪実働化関連法、②保護観察

強化など刑法・監獄法改悪、③テロ対策関連法、そして④令状なき拘束など警察権限強

化法に過ぎない。なかでも大きな領域は起訴・公判・行刑の領域である。 

犯罪対策閣僚会議に「再犯防止に向けた総合政策」が初めて登場したのは 2012 年の夏

であり、安倍政権発足後の 13年には『「世界一安全な日本」創造戦略』として体系化さ

れ、社会貢献活動（15年）や刑の一部執行猶予制度（16年）として法改悪・施行されて

いる。 

「再犯防止推進計画」の危険性 

16年臨時国会で「再犯の防止等の推進に関する法律」が制定された。再犯防止等に関

する施策に関し、基本理念を定め、国・自治体の責務を明らかにする再犯防止推進法は、

第 2条[定義]で犯罪をした者等＝犯罪をした者又は非行少年もしくは非行少年であった

者とし、第 3条で犯罪をした者等が、犯罪の責任を自覚すること及び被害者の心情を理

解すること並びに自ら社会復帰に努力することが再犯の防止等に重要である、としてい

る。その上で第 5条は、国・自治体・民間その他の関係者の緊密な連携協力、相互の連

携、国・地方公共団体からの情報提供、民間に犯罪をした者等の個人情報を適切に取り

扱う義務を負わせている。同法の「犯罪をした者」とは有罪判決を受けたものか、検挙

された者か？医療観察法対象者は含まれるのか？も不明なままで進む「犯罪者」情報の

警察への一元化と国・自治体・民間の提供・連携が進んでいる。 

単なる理念法ではない。政府は、同法を受けて 17年 12月に「再犯防止推進計画」を

閣議決定した。同計画は、①就労・住居確保等の取組み（公営住宅入居での特別配慮）

②保健医療・福祉サービス利用促進の取組み（高齢者または障害者への効果的な入口支

援。薬物犯罪者の再犯防止対策）③民間協力者の活動促進のための取り組み（更生保護

事業）④自治体と連携強化等（地域ネットワーク運営支援、地方再犯防止推進計画策定

等）である。対象者は、高齢者・障害者・女性・薬物等依存・暴力常習者などに類型化

されている。 

保安処分全面強化との対決へ 
 

石橋新一（刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会） 
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法制審の動きに警戒を 

いま法制審議会少年法・刑事法部会で刑務所処遇・社会内処遇に係る 1907 年刑法制

定以来の刑罰制度見直しが検討されている。17年 2月 9日法相諮問（①少年の年齢を 18

歳未満とする、②再犯防止の重要性に鑑み処遇を充実させるための刑事実体法・手続法

整備）に基づくものである。諮問を受けた法制審は 3月以降、ほぼ月 1回のペースで審

議、9 月以降は 3 つの分科会で討議を煮詰めている。分科会は、第１分科会で①刑の全

部執行猶予制度の在り方、②自由刑の在り方、③若年受刑者の処遇原則明確化と処遇内

容、少年院受刑の対象範囲及び若年受刑者に対する処遇調査、④社会内処遇に必要な期

間の確保、第 2分科会で①宣告猶予制度、②罰金の保護観察付き執行猶予活用、③若年

者の新たな処分、④少年鑑別所及び保護観察所の調査・調整機能活用、第 3分科会で①

起訴猶予等に伴う再犯防止措置、②保護観察・社会復帰支援施策、③社会内処遇の新た

な措置、④施設内処遇と社会内処遇との連携、⑤少年鑑別所・保護観察所の調査・調整

機能活用を検討している。今年秋頃にまとめ、答申・国会上程の予定である。 

法制審幹事の山下幸夫弁護士は、この法務省の動きを①少年法の目的が現在の「健全

育成」から「再犯防止」に変えられる、②家庭裁判所調査官を使わず保護観察所と少年

鑑別所という法務省所管施設で全てを賄うなど法務省の権限を拡大している、③検察官

に大きな権限を与え保護観察を活用して被疑者・被告への指導・監督・監視を強化して

いる、⑤「自由刑への一本化」と偽称して、禁固刑を廃止し懲役刑（労役に服させる）

に一本化したうえ矯正まで強制するのは世界的な自由刑強化の流れに反する、⑥受刑者

への処遇プログラム義務付けは保安処分になる恐れがある、と批判している。70年代の

刑法改正策動で検討された宣告猶予・条件付き起訴猶予や、保護観察（監督・遵守事項）

の拡大、ドラッグコート（刑務所内・外での薬物脱却教育）、性犯罪者への刑務所内・外

での認知行動療法も検討されている。 

日本の労働運動・民衆運動は、刑務所あるいは出所者の処遇にほとんど関心を持たな

い。刑の一部実刑反対やテロ指定・資産凍結法反対闘争の経験からして、おそらく「再

犯防止推進計画」反対は“善意”の前に孤立し、「保護観察」反対は“犯罪者の味方”と

指弾されるだろう。しかしこの領域は“犯罪とは何か？ 犯罪者とは何か？逸脱とは何

か？ 一般人とは何か？“を根本的・具体的に問う重要な闘いであり、簡単に屈するこ

とはできない。 

共に闘いましょう。 
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    集 会 案 内 

 

☆戦争・治安・改憲 NO！総行動連続討論会 第 1 回討論集会 
2018年 2月 2日(金)１８：30～ 豊島区生活産業プラザ・多目的ホール  

（池袋駅東口 徒歩５分） 

 ・講演：「９条改憲のねらいは何か」 

―自衛隊明記条項追加改憲を中心に― 

 ・講師：浦田一郎さん（憲法学／一橋大学名誉教授）      
＜著書＞ 

『自衛力論の論理と歴史 憲法解釈と憲法改正のあいだ』（日本評論社、

2012年）、共著に『集団的自衛権 容認を批判する』(別冊法学セミナー 

no. 231 日本評論社、2014年）など。 

  ・主催：戦争・治安・改憲NO！総行動 

   資料代：500円 
 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆病棟転換居住系施設を考える会拡大寄り合い 

「この間の取り組みを振り返り，これからの運動をどう進めるのか」 

 2018年２月８日（木）16：00～19：00 参議院議員会館 B107会議室 

 

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆精神科病院に入院中の人々のための権利擁護の実現に向けて 

～日精協によるアドボケーターガイドラインはあかん！！！～（予定） 

２０１８年２月７日（水）１２：３０分～１５：３０ 

参議院議員会館Ｂ１０４会議室 
  ・講演：「日本の精神医療の現状、なぜ権利擁護システムが求められるのか」 

位田浩（大阪精神医療人権センター共同代表・弁護士） 

       「アドボケーターガイドライン」の問題点 

原 昌平（読売新聞大阪本社編集委員・精神保健福祉士） 

   ・リレートーク：入院経験者 
  ・主催：認定 NPO法人大阪精神医療人権センター 

・共催 ◆後援 ＤＰＩ日本会議 他、調整中 
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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 総会 
2月 19日（月）18：30～ 文京区民センター 

 ・講演：「再犯防止推進計画の狙いは」 

 ・講師：丸山 泰弘 さん（立正大学法学部准教授、刑事法担当）      
＜プロフィール＞ 

専門分野は刑事法、刑事政策、犯罪学、薬物政策、ドラッグ・コート、

治療的司法、司法福祉。 

＜著書＞ 

『刑事司法における薬物依存治療プログラムの意義－「回復」をめぐる

権利と義務－』、『犯罪心理学事典』・『刑事司法と福祉をつなぐ－犯した

人への福祉的支援を考える－』［共著］など多数。 

  ・主催：刑法改悪阻止！保安処分粉砕！全都労働者実行委員会 

資料代：500円 
 

 

              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

☆戦争・治安・改憲 NO！3.12 霞ヶ関デモ 

３月 12日（月）18：00～ 日比谷公園・霞門集合  

18：30デモ出発 

～法務省・警視庁・警察庁・裁判所・外務省・財務省・ 

総務省・経産省・文科省・厚生労働省抗議！ 

19 時 30分ごろ終了（予定） 

 

主催：戦争・治安・改憲 NO！総行動実行委員会 
（破防法・組対法に反対する共同行動／共謀罪反対！国際共同署名運動／救援連絡

センター／戦争法廃止・安倍たおせ！反戦実行委員会／戦争に協力しない！させ

ない！練馬アクション／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／立川自衛隊監視テント村／都教委包囲首都圏ネットワーク（ob）） 

 
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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【メール配信への切り替えのお願い】 

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。 

 

【年会費納入のお願い】 

会員の方は、年会費の納入をお願いします。 
（郵送の方は振替用紙は同封します。） 

※ 会費は個人：５００円 ／ 団体１０００円です。 
（その他、カンパもよろしくお願いします。） 



 
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。  

 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  

 

精神保健福祉法「改正」案 

再提出阻止  

緊急署名のお願い 



内閣総理大臣殿  
厚生労働大臣殿  
  

要請 

私たちは すでに廃案となった精神保健福祉法「改正」案の再提出をしな
いように要請します  

 
  
２０１８年 2 月〇日  
 
  

団体名 公表の可否 連絡先 
   

 
個人名 公表の可否 連絡先 

   

 
 
 
 
第二次集約 2018 年 1 月 25 日  
第三次集約 2018 年 2 月末日 
  
集約先  
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  
郵送は 〒 173-0004 東京都板橋区板橋 2－44－10－203 北部労法センター気付  
お問い合わせ電話 080－8115－2172（関口）  
 
※集約後署名一覧を連名で政府に提出するとともに、呼びかけ団体ニュース、ホームページほかに公表 
します。政府あてには団体・個人それぞれの連絡先は提出しません  
 
サイトからも署名できます。精神保健福祉法案 緊急署名 で検索してください  
https://antimhabill.jimdo.com/  


