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 １１月２３日に南部労政会館で医療観察法廃止全国集会を行いました。以下、その内容をご

報告します。 

 最初に医療観察法許すなネットワーク代表の関口明彦さんより挨拶があり、医療観察法が池

田小学校事件により突然現れた法律ではなく、精神衛生法、保安処分として以前より導入は画

策されており反対してきたこと。法施行後、医療機関が退院を許可しても裁判所が却下した事

例があり、治安的な観点での収容になっていること。また、カンパ禁止法、共謀罪と「恐れ」

を理由に罰則、立憲出来るようになってきており、少しの事件で一気に予防拘禁が加速するこ

とが懸念される。精神障害の問題だけではなくなっており、様々な戦線と共闘し闘っていかな

ければならないとの提起が行われました。 

 基調講演は足立修一弁護士に行って頂きました。足立弁護士からは、１９８０年より刑法改

悪反対、保安処分反対運動を闘っており、医療観察法は事件を起こした精神障害への特別な治
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療は存在しない、再犯の予測は出来ないという点で反対し、保安処分の再来として日弁連とし

て反対してきたこと。池田小学校事件が契機になっているが、実際は池田小学校事件のような

人は対象とならず、新しい差別が生み出されたこと。保安処分のような運用はさせないように

付添人活動、月一回観察病棟への出張相談を行っていること。退院出来ない理由として医師は

退院を許可しても、地域での受け入れがなく入院が継続している。全員が強制入院を前提とさ

れている。犯罪を理由とした拘禁が人権侵害をもたらしている。対象外のはずの知的障害者が

入院させられている。医療が治安の道具になっているとの問題点が報告され、本当は医療観察

法の医療は一般の病院で行うべき。今後の取り組みとして、どう法の矛盾を批判していくか、

入院を前提としている運用を突き崩すかが重要との提起がされました。 

 また、付添人として入院処遇ではなく通院処遇を求めている。家族の受け入れあると不処遇

の決定出やすいことがあるが、家族がいなくてよい制度にすることが必要。通院医療機関が少

なく遠方に通院させられ通院頻度も多い。通院は強制で、行かないと入院しないとならず、間

接強制のような脅しとなっている。本来は手続きをしてはいけない認知症、知的障害の人も入

れている 

医療の必要性が良くするだけでなく、悪くしないことが必要との解釈拡大がされており入院

が長期化しているとの報告がありました。 

 更に鑑定入院の期間、治療をしない病院がある。対象行為が無罪であることがあっても差し

戻す法がない。自殺が多く内省プログラムが精神的に負担をかけており、本来の社会復帰の目

的とは逆転しているとのことでした。 

 具体的な事例としては、①元妻への１週間程度の警備な事件で普通だったら罰金と１０日拘

留で出て来れる事件が２年収容された。②放火で父、近隣の住人がなくなった事案。刑事では

無期になる可能性あるがアルコール依存で不処遇になった。半年間の任意入院ですみ、被害弁

償をしてなんとか社会で暮らせるようになった③家族とうまく行かないケースで、弟に包丁で

怪我をさせた。１０日の怪我で殺人未遂となった。家族が被害者になり両親は弟の見方になっ

たため、グループホームを探さないと行けないが中々見つからない。グループホームの必要性

を感じる④知的障害者の放火ケース。対象外で不処遇になったが、２ヶ月後に再犯し、医療観

察法での入院となった。県の担当者の理解がなく、いつまでたっても施設から出られない状態

となっている。 

 最後に、イタリアのように問題を地域で解決する仕組みを作らない限り、危険なものを排除

しようという論理に勝てないという提起がありました。 

 基調講演の後は、各地からの報告を受けました。山本眞理さんより精神科病院での虐待の実

態報告として、保護室での看護師の暴行事件があり蹴られて脊髄損傷となり寝たきりとなった

事例が報告され、障害者虐待防止法では病院が対象外となっており精神科病院で虐待が起きて

も通報義務がないことへの問題点の指摘と来年の見直しに際して全国「精神病」者集団として

呼び掛けをするので協力をお願いしたいと発言がありました。 

 こらーるたいとうの加藤真規子さんからは、精神科病棟転換型居住系施設反対運動について

１１月１３日に参議院会館で行われた院内集会の報告と反対運動への共闘が呼びかけられまし

た。 

 大阪精神医療人権センターからは、有我譲慶さんからイタリア、トリエステ精神保健局長の

ロベルト・メッツィーナさんからのメッセージの紹介がされました。「こういう解決方法は色々
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なことで見られる。マレーシアで敷地内施設が作られていた。イタリアでも行われた。しかし、

病院を閉鎖してからやった。病院の論理があるかないかで全く違う。トリエステで最後の患者

が病院を出たのは去年だ」「イタリアの精神病院は２０世紀はじめに作られた。元々は囚人に向

けて作られたもの。精神科医が全面的に支配権をもつ法律が出来た。精神医療改革後も残った。

今、普通の精神病院と同じことをやろうとしている。刑事的にちゃんとやろうとすればなくせ

る。闘いを継続してほしい。地域でも出来るとデモンストレーションして見せることが大切。

日本と連帯してやって行きたい。警察との協力も必要。警察の介入も施設に収容しない形をと

っては行けない。閉じ込めないで、人間によって出来るはずである。刑罰に服する権利を取り

戻すべき。刑期をあえたら外に出るべき」とのことでした。 

 怒りネットの高見元博さんからは、JRの性的暴力の闘いの報告がされました。京都の坂根輝

吉さんからは生活保護費引き下げに関する国賠訴訟についての方向がされました。6 月に「ル

ポ刑期なき収容」を出版された浅野詠子さんからも報告をして頂きました。 

 医療観察法が施行されて１０年が経ちます。法の問題点が対象者の人生被害としてあらわに

なっています。医療の皮を被った差別と拘禁のこの法は廃止しかないと改めて感じる集会とな

りました。 
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１月２９日(木)に、「地域で暮らすための勉強会～精神科病棟転換型居住系施設を考える東京

集会～」が開催されました。東京集会といっても、八王子というちょっと都心から離れた場所

での開催でしたが、当日は会場がいっぱいになり、２４０人（主催者発表）が集まりました。 

集会では、当事者、施設関係者、研究者などから、病床転換型居住系施設についてそれぞれ

の立場からの発言や問題提起があり、当事者のリレートークや会場からの当事者発言もありま

した。 

 基調講演や発言では、日本は60年代から精神科病床を増やしていったこと、欧米諸国の流れ

と逆行していること、東京・八王子は病床が多いこと、退院者の６割から７割が死亡退院とい

うような病院があること、「病床転換型居住系施設」は障害者権利条約に真っ向から挑戦してい

ること、人権の問題であること、等が改めて提起されました。 

 リレートークでは、当事者から「10代のころ、強制入院をさせられ怖かった」、「小学生のと

き施設に入らされ、年に１～２回しか外出できなかった。その後退院したが、人に会うのが恐

ろしくて、話しができなくなっていた。」、「もう入所はしたくない。」などの経験が語られまし

た。 

さらに、「どこで死ぬかを考えるより、どこで生きるかが大切」、「これまでの運動の方向性と

逆行するものである。」、「あり得ない施策。」、「反対するだけではなく、生活支援を創らないと

地域で生活できない」、といった発言が続き、「たとえ法律が通ってしまっても具体的な運用で

止めてきた例もある。あきらめることなく、反対運動をしていくことが必要。」と訴えがありま

した。 

最後に集会の「決議文（案）」採択がありました。この決議文は、集会実行委員会関係者がみ

んな登壇して、1 行ごとに読み上げ全体で確認するという形で採択されました。後日、宛先で

ある舛添要一東京都知事に届けられます。  

また、「病棟転換型居住系施設」に反対する院内集会が、３月３日（火）１２時（予）から、

衆議院第一議員会館の多目的ホールで開催されるそうです。参加していきたいと思います。 

（安藤） 

 

 

 

 

 

 

 

集会報告 Ⅰ 

病院内に居住系施設をつくらせないため

の 1/29東京集会 
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本集会は昨年１２月２１日、「予防拘禁法を許すな！ネットワーク」のほか、「破防法・ 組対

法に反対する共同行動」「都教委包囲・首都圏ネットワーク」の３団体共同主催によって、行わ

れた。参加者は６５名。 

 安倍政権は、「戦争のできる国つくり」に向けて、「集団的自衛権行使容認」の閣議決定を行

い、行使を可能にする関連法案の改悪や、日米ガイドラインの改悪も射程に入れている。これ

ばかりではない。一方で安倍政権は、治安立法の攻勢を着々と行っている。 

 一昨年の「秘密保護法」の強行制定をはじめとして、昨年１１月には「テロ３法」（「テロ資

産凍結法、テロ資金提供処罰法、犯罪収益移転防止法」）を解散間際に一気に成立させ、今通常

国会では、「共謀罪」「盗聴法」などが上程されようとしている。 

 集会では、大内裕和さん（中京大学教員）の講演「２１世紀の資本主義と今後の対抗運動に

ついて」とパネルディスカッションが行われた。 

 大内さんは、新自由主義・グローバリズムの進行の中で、２０００年代に入り、格差と貧困

が深刻化しているという情勢を説明して、最近大学生の中で問題となっている「ブラックバイ

ト」と「奨学金問題」を取り上げた。「ブラックバイト」という言葉は大内さんが提唱したもの

で、低賃金のうえ、正規雇用並みの義務・ノルマを課され、学生であることを尊重せず重労働

を強いるアルバイトのことである。現在、非正規雇用の増加の中で、大きな問題となっており、

大内さんは「ブラックバイト対策マニュアル」を作成し、「ブラックバイトユニオン」が結成さ

れ、運動が作られている。 

 他方、利息付きの「第２種奨学金」問題も、学生の生活を圧迫するものとなっている。１９

８４年に創設された利息付き奨学金は、これまでの無利子枠が拡大されないまま、２０１２年

には１０倍となっている。 

 パネルデイスカッションの中で、関口さんは「医療観察法」や「精神保健福祉法」において

行われている事実調べや精神医療審査会での不利益処分、権利が擁護されていないことを取り

上げ、憲法違反として問題提起している。（大賀） 

  

 

 

 

 

 

 

 

集会報告 Ⅱ 

戦争国家化を撃つ！１２．２１集会 
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________________________________________＿ 

精神科サバイバル！ 人薬に支えられてはた  

よしみ 著  

解放出版社  定価1400円＋税               

 

閉鎖病棟入院などをくぐりぬけ第2の人生を歩むさまを、医師、看護師、家族、ヘルパー、

自助グループの仲間、友人などとの関わりを中心に書いた闘病記。 

無気力状態から言葉を獲得し、人とのつながりの中で暮らしをつくりあげる。 

 

 

________________________________________________________________ 

障がい者差別よ、さようなら！ 

障害と人権全国弁護士ネット【編】 ケーススタディ障がいと人権２   

生活書院 定価 3000円＋税                                   

 

権利条約が批准され、国内の制度改革が進んだからといって座していたのでは何も変わらな

い。個々の障がいのある人の生き様が社会を動かし、個々の障がいのある人の尊厳が 1つ1つ

実現され、それが点から線に、線から面になった時、社会は変わる！ 

 全国各地で闘われた障がい者の権利のための裁判事例を、担当した弁護士自らが簡明簡潔に

分析報告し、今後の権利確立の取組みの指標を指し示す必読必携のケーススタディブック第２

弾！ 第２部各論では、差別４事例、労働７事例、教育３事例、成年後見・選挙２事例、虐待

６事例、情報保障３事例、移動３事例、地域生活保障７事例、生活保護２事例、年金５事例、

刑事事件・罪に問われた障害者への支援７事例、計４９事例を取り上げ、第１部総論では、各

論各ジャンルに加えて、精神障害者の人権状況、難病支援についても詳述。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本の紹介 
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３．１９院内集会 
心神喪失者等医療観察法が施行され今年7月に10年目を迎えようとしています。 

 法案審議において国会では政府は、医療と社会復帰が目的の法律、そして精神医療改革と心

神喪失者等医療観察法は車の両輪と主張されました。 

 しかし心神喪失者等医療観察法の入院施設では入院の長期化が問題となっており、いわば新

たな社会的入院が創りだされようとしています。入院施設から退院となっても一般の精神病院

に入院という例も少なからず出てきています。 

 一般の精神医療においても長期入院患者の退院は進まず、また新たな社会的入院として認知

症の高齢者の精神病院入院が問題となっています。 

 法律や医療の専門家ではない市民の目から心神喪失者等医療観察法を見つめ情報公開や取材

を通して本にまとめた浅野詠子さんを迎えて運用実態については報告をしていただくとともに

刑法学者の内田博文さんからは、再犯防止を中心とした刑事政策全般の動向についてお話して

いただきます 

 

日時 2015年3月19日 11時半より13時15分 

   衆議院会館ロビーで１１時から入館票を配ります 入館票がないと入れません 遅れた

方は受付から会議室に電話を 

場所 衆議院第二議員会館 第三会議室 

講師  

１ 浅野詠子さん（フリーライター） 

市民の立場から心神喪失者等医療観察法の実態に迫る（仮題） 

著書『ルポ 刑期なき収容ルポ 刑期なき収容――医療観察法という社会防衛体制』 現

代書館  

  

２ 内田博文さん（刑法学者） 

再犯防止を掲げる刑事政策総体の中での医療観察法（仮題） 

 

主催 

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 

 

 

 

 

お知らせ 
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３．２１学習会 

 

日時 2015年3月21日（土・祝日） 18時から21時(時間厳守） 

場所 スマイルなかの 4階多目的室  JR中野駅北口 徒歩7分  

資料代 500円 

講師 池原毅和さん（弁護士） 

テーマ 法的能力と強制入院制度 

問題提起 桐原尚之（全国「精神病」者集団運営委員） 

テーマ 条約12条法的能力について 

 

主催 権利主張センター中野   

共催 全国「精神病」者集団 

連絡先 

権利主張センター中野 〒164-0011 東京都中野区中央2-39-3絆社気付 

電話 080-1036-3685 

mail nrk38816@nifty.com 

 

障害者権利条約は精神障害者に対する一切の強制入院制度‥強制医療を禁止しています。 

精神障害者差別である強制入院制度廃止にむけて、国際的に精神障害者団体は 12条について推

進してきました。しかしこれについては難しいという意見、あるいは議論もあり、今回国内法

における法的能力、12条と強制入院制度についての学習討論会を開きます。 

遠方の方はスカイプで講演・問題提起を聞くことができます 

スカイプ参加ご希望の方は以下の連絡先までスカイプ名とメールアドレスを3月18日までにお

知らせください 配布資料を予めお送りいたします 

nrk38816@nifty.com 

 

条約と以下１２条一般意見は読んでおいてください 

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/crpd_gc1_2014_article12_0519.ht

ml 

  

 

 

 

★ ネットワーク例会 

３月21日（土） 例会（13:00～ スマイル中野５F和室  ） 

４月18日（土） 例会（   同上                ） 
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