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小手先策動はやめろ！ 厚生労働省 

 
 厚生労働省は３月はじめ、医療観察法による指定入院医療機関の指定をうけた病院の開設者が、

非公務員型の独立行政法人に移行した場合においても、当該病院の開設者をひきつづき国などであ

るとみなす、と規定する省令改正につきパブリックコメントをもとめた。 
 これは同法第１６条の「指定医療機関の指定」の規定にかかわるもので、そこでは、国、都道府

県、特定独立行政法人または、都道府県もしくは都道府県および都道府県以外の地方公共団体が設

立した特定地方独立行政法人が開設する病院であって基準に適合するものを、入院医療機関として

厚生労働大臣が指定する、とある。ここでの医療は強制的であるから、その役員・職員は公務員で

なくてはならないのだ、と 高裁判所事務総局は解説している。そこを、非公務員型の独立行政法

人・地方独立行政法人でもよいように、省令を改正しようというのである。 
 じつは、指定入院医療機関についての省令改正は、これが 初ではない。昨年８月１日の省令133
号は、精神保健福祉法による指定病院なども、医療観察法による指定入院医療機関に指定されうる

ようにして、“特定医療施設”というあやしげなものを規定した。医療観察法では十二分な人員・設

備をそなえた病院が必要だとして、法律にそれを規定しておきながら、病院不足だからと、法律の

規定をすでにやぶっているのである。それにくらべると、今回予定されている省令改正はちいさな

ものといえるかもしれない。 
 もともと医療観察法は立法根拠をかくものだが、ここでなによりも問題なのは、充分な準備・見 
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直しもないままに医療観察法を施行したこと、そして、運用がうまくいかなくなると、法改正でも

なく政令でもなく法の規定をふみにじった省令をだすことである。こういう省令ですむなら、法律

案の厳密な国会審議などいらぬではないか。まさに羊頭をかかげて狗肉をうるものである。こうい

うことがまかりとおる国が法治国家といえるのだろうか?! また、国権をもって強制することの重

みがどう評価されているのだろうか。 
 法制審議会刑務所被収容人員適正化法策に関する部会での審議は、はじめいわれた刑執行終了後

の再犯防止義務付け、性犯罪者・薬物関連犯罪者対策などにはおよばず、刑の一部執行猶予制度、

社会奉仕命令などの提言におわるらしい。だが、上記のように、法の規定をこえて運用しようとす

るのがこの国である。いまでているものが大したことないと、油断してはならない。 
 いまあるのは木のあたらしい芽であるが、ほっておけばこの芽は木の主幹ともなるだろう。あし

きものの芽を徹底してつみとり、根をたつことが、いまの運動にもとめられている。 
 保安処分策動をゆるすな！ 
 医療観察法の無法拡大をゆるすな！ そしてその根にきりこもう！     （3月24日） 
 
（編集部） この指定医療機関等に関する省令は、3月31日付で改正が行われた（厚生労働省令 
 第98号）。  
 

 
 
「薬物犯罪者・性犯罪者など」の「再犯の恐れを防止する」ために新たな「保安処分」を創ると

公言した元杉浦法相の１行諮問（０６年７月）を受け、法制審議会刑務所被収容人員適正化方策に

関する部会が、反対の声を無視して審議を強行している。本年１月２９日第１8 回会議に「刑の一

部の執行猶予制度」「社会貢献命令」を新設する「参考試案」を提示した法務省は、夏までに答申を

強行、今秋臨時国会（あるいは来春通常国会）への法案上程をめざすと報じられている。前号でふ

れたように、法制審は多くの反対の声におされて「刑執行終了後の義務づけ」といった本格的保安

処分導入策動を当面放棄せざるを得なくなり、破綻を取り繕いはじめたのだ。もちろん、これで法

務省・与党が保安処分新設策動を断念したわけではない。「参考試案」提示で、本格的保安処分への

迂回路として刑の重罰化と保護観察の飛躍的強化を狙っており、他方で、法制審論議に飽き足らな

い元杉浦法相は自民党内に独自のプロジェクトチームを設置して新たな策動を始めている。 
 
■「刑務所過剰収容解消問題」の捏造が露見！ 
 刑務所被収容人員適正化方策に関する部会は、その名の通り被収容人員適正化を審議するもので

あるはずだ。しかし第 18 回資料・議事録によれば、刑務所収容率（既決）は、限界とされた０６

年の１１６．６％から０８年の８７．６％へと「かなり顕著に低下してきていて、被収容人員の適 

刑の重罰化と保護観察強化を狙う法務省「参考試案」

を糾弾する！―法制審議会の動き  
        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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正化、過剰拘禁の是正という問題として考えますと、事実上かなり解決が進行」している。また資

料によれば、杉浦法相諮問があった約半年後には収容率は１００％に低下し、以降も改善が続いて

いる。しかもその理由は「新しい施設の建設による収容定員の増加が大きく寄与している」とされ 
2009.4                                                       ネットワークニュースNO.17 
る。だとすれば、諮問当時から、既に過剰収容解消の見通しは立っていたことになる。増設中の刑

務所収容人数を法務省が把握していないわけもなく、意図的に無視して（あるいは別の再犯防止目

的で）諮問したことが露見したのだ。政府統計によっても、日本の犯罪件数は２００２年をピーク

に減少し続けている（犯罪発生率はイギリスの６分の１、アメリカの半数以下である）。１１０番通

報も暴力団員数も、４年連続減少している。にもかかわらず刑務所収容人員が増加しているのは、

ジュリアーニ猿真似の厳罰化政策と司法の重罰化によっている。こうした犯罪・治安動向を踏まえ

れば、もはや「刑務所被収容人員適正化方策に関する部会」で審議を続ける理由はない。国連人権

委からすら指弾された、腐敗する日本の治安・刑事政策そのものを抜本的に見直す必要があるのだ。 
 
■ 重罰化と保護観察強化を狙う「刑の一部の執行猶予制度」 
 諮問当初、法務省は、全ての人間を対象に、刑執行終了後の再犯防止義務付けなどの本格的な保 
安処分新設を狙っていた。しかしこの露骨な保安処分攻撃が法制審内外の反対の声、あるいは法務

省内軋轢によって頓挫し「小さく産んで大きく育てる」方針に転換せざるをえなくなった、その結

果が「刑の一部の執行猶予制度」「社会貢献命令」新設の「参考試案」である。 
 「刑の一部の執行猶予制度」は、日本には実刑か“自由放免”の執行猶予しかないから、判決で一

部実刑を経て執行猶予にする制度を新設することで、刑務所過剰収容解決と保護観察期間の充分な

確保を図るとされる。しかしこの制度新設によって過剰収容は解決しない。厳罰化・再犯防止政策

が続いているからである。むしろ、従来であれば執行猶予であったものが「ショック療法」と称し

て一部実刑にされる可能性のほうが強い。それと共に、保護観察付の執行猶予が増え、保護観察期

間も長期化する。 
 さらに新聞報道にあるように、一部執行猶予制度導入によって、懲役３年の刑は懲役２年＋保護

観察付き執行猶予３年＝計５年の制裁に変わりうるとされる。仮釈放・執行猶予の期間を残刑期間

とせず、再犯の危険性に応じて定める「残刑期間主義の克服」がなおも執拗に狙われているのだ。

保護観察とは人身拘束のない一種の保安処分であり、同じようなドイツの行状監督制度が改悪によ

って無期限に延長可能とされたことを看過するわけにはいかない。焦点は、執行猶予の本質を変え

るかたちでの再犯防止強化にすえられており、私たちは、本格的保安処分への通路を確保するとい

う政府・法務省の黒い野望を打ち砕く必要がある。 
 
■ 「社会貢献命令」新設策動を批判する     
 第１8回会議には、「更正保護法第５１条第２項各号に定める特別遵守事項の類型に、次のものを

加えるものとすること。『善良な社会の一員としての意識のかん養及び規範意識の向上に資する地

域社会の利益の増進に寄与する社会的活動を一定の時間行なうこと』」とする「社会貢献活動を特

別遵守事項とする参考試案」も法務省から提示された。特別遵守事項とは、抽象的な法定遵守事項

を対象者の再犯防止と社会復帰の必要性から具体化したものとされており、従来、勤労することを

遵守事項として定めることはあっても社会貢献活動を定めることはなかった。特別遵守事項の内容

は「本人の自由を不当に制限しないものでなければならない」と定められているからである。社会 
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貢献命令を特別遵守事項の中にこっそりと導入することはできないはずだ。 
 この矛盾・飛躍を、あえて法務省が更正保護法改悪で強行しようとしているのは、社会貢献命令

はその本来的性格からして刑罰の一種だからである。 初に導入したイギリスでもそうであり、「社

会奉仕命令は、罰金刑よりも制裁的要素が強い措置である。これを特別遵守事項の実施として対象 
者に課すことは解釈論として困難」なのだ(佐伯仁志)。「義務とされたボランティア」はボランティ

アではない。また社会貢献命令に違反したらどうなるのかすら定かでない。新たな刑罰の新設を、

刑法「改正」によってではなく、強行しようとするところに法務省のどす黒い意図がかいまみえる。 
 こうした特別遵守事項の変質を許せば、夜間外出禁止や居住制限など「社会貢献」の範囲は無限

に拡大しうる。イギリスでは、無償労働だけでなく「精神面の治療」まで義務づけられ(医療観察法

の通院処遇！)、同意を要件とせず４０時間以上３００時間以下の無償労働が強制される社会内命令

制度へと改悪されている。「奉仕」ではなく、「命令」（強制）となり、併せて電子的監視など「監

視」の要素が取り入れられ、「社会内処遇」から「社会内制裁」へと変質しているのだ。 
 そもそも社会貢献命令は何の役に立つのか！イギリスでは、社会奉仕命令によって刑務所過剰拘

禁は解消されなかった。その他の国においてもほとんど同様である。しかも、執行猶予者と社会奉

仕命令を受けた者との再犯率はほぼ同じとの報告もある。であれば、何のための新設なのか？明ら

かに、社会貢献命令導入の目的は、「善良な社会の一員としての意識のかん養及び規範意識の向上」

に据えられている。しかし「善良な社会の一員としての意識」とは何か！誰が決めるのか！誰に対

してであれ、支配者の道徳を押しつけることは許されない。社会貢献命令こそ、人間の尊厳・プラ

イバシーを侵害するものだ。 
 社会貢献命令は、単に刑罰の選択肢を増やすだけであり、本来刑務所に入るべき者が社会貢献命

令を受けて社会内で処遇されるようになるという例はほとんどないとされる。であれば、社会貢献

命令を導入したとしても、実刑となって刑務所に収容される者には何の影響も与えず、逆に、これ

までであれば執行猶予判決を受けるような者について、更に社会貢献が義務づけられ、電子的監視

を受けるようになることを意味する。ここでもまた重罰化が狙われているのだ。 
 法務省は、イギリスのような犯罪者に対する社会内制裁と監視の制度を作ろうとしている。法務

省が振りまいている社会貢献命令の柔らかいイメージにまどわされると大変なことになる。 
 
■ 電子監視の導入は許されない      
 「参考試案」にはGPS付きの電子監視について、一言もない。電子監視とは、刑務所に収容す

る代わりに、対象者が指定された時間に指定された場所にいるかどうかをモニタリングする制度で

ある。法制審では対象者の所在確認の方法について議論されてきており、法務省が断念したとの報

道もない。であれば、社会貢献活動の具体的内容や実施方法が明らかにされていないことも含め、

以降、規則などで一方的に決めるということであろう。しかし、脱獄を防ぐために腕に刺青した江

戸時代ではあるまいに、腕や足首に ICタグやGPS装置を付けさせて常時監視するというのは、ど

ういう神経なのか。法制審委員や法務省の役人は自らが、警察に常時監視されていても、心安らか

に生活できるのだろうか。 
 私たちは、予防拘禁思想がまかりとおることを許さない。ましてや医療観察法を突破口にした保

安処分体制の全社会的な構築など絶対に許さない。密室での審議を許さず、広く社会に警鐘を乱打

し、必ずや保安処分策動の息の根を止める！ 
医療観察法の廃止を勝ち取ろう！ 制審答申を阻止しよう！              （ｓ）                                          
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３月２７日夕方、政府側７名、ネットワーク側参加者８名、保坂議員秘書・阿部議員秘書同席で

法務省及び厚生省と交渉を行った。 
 

Ｑ：心神喪失者等医療観察法を適用された人の自殺が報道されていますが、自殺者がどのぐらい起

こっているのか、またどんな状況の中で起こっているのかについて、お聞かせいただきたい。手厚

い医療、はどうなのか、対策としてのGPSはどうなのか。 
Ａ：施行から本日までは自殺者は入院三件。一人は肥前。あとの二人は遺族の意向もあり、病院名

も含めて個別にはこたえられない。外部評価会議や地域連絡会には知らせてある。肥前のケースを

公表したのは、遺族の意向と、新聞報道に出ているから。 
GPSについては、外出訓練、外泊訓練の際、本人に確認（落とす、忘れると困る）し、同意が得

られればつけている。病院と本人の話し合いの中で持つ。 
通院中の自殺と推定されるのは９人。警察情報だけではなく、いろいろな情報を得て、判断は保

護局で。つまり、保護観察所で自殺と推定したもの。保護観察所はデータは有していない。死亡時

の状況から推定している。遺族のことがあるので、個別については答えられない。 
自殺について、率が高いかどうかではない。対象者個々に対応したプログラムの話。報告は法務

省でも受けるし、内容も確認している。自殺防止は重要であると考える。が、医療内容に問題があ

っての自殺事例はない。医療面では、外部評価会議等でも、医療には問題はない、となっている。

自殺ケースに関して、いろいろな点を確認し、どういったことに配慮すべきか、社会復帰調整官の

研修でもやった。GPSについては話し合っていない。自殺防止ということで、自殺の兆候の注意点、

本人の行動、言動の一般的兆候について。 
外部評価会議の報告書は、肥前についてはあった。他の二件については報告書はない。外部評価

会議に通常の案件の中で出ているが、これは議事録はない。通常の会議の中の話なので、文書では

いただいていない。報告書に当たる文書は、肥前以外のケースでは、ない。病院から報告を受けて

いるだけ。個々の病院の対応については確認していない。 
 
Ｑ：昨年８月１日に、入院施設が足りないため、既存の精神科病院に留め置かれる「省令改正」が

なされましたが、そのような措置でよろしいと考えているのかについて、お聞かせいただきたい。

施設建設の遅れ、それは病者の危険性の宣伝がされたこと、省令が二回出されたのは法律に問題が

あったからではないか。そのほか人権侵害はないのか。 
Ａ：省令改正は望ましくはない。ただ、入院決定を受けられた方が入院治療を受けられることを

優先にした。また入院決定を受けられた方に関して、厚生労働大臣が医療提供義務を負っているの

で、医療の提供が望ましいので、８月１日の改正になった。 
施設建設については、地域の理解が必要。住民、議会等関係者に説明を行い、おおむね理解が得

られている。 
人権侵害は特に行っていない。                                           

３月２７日 法務・厚生労働省交渉 
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Ｑ：手厚い医療を担保に、自由の剥奪をするはずが、担保が、省令改正でなくなった。 
Ａ：法の趣旨を踏まえた医療の水準確保は出来ている。指定入院機関が病状を管理した上で、特定

病院で医療を受ける。指定入院機関が治療計画を策定し、治療改革に沿っているかどうか確認する

など、責任を担っている。また、特定病院については、急性期の病棟に限っている。 
 
Ｑ：法律の改正案は今国会？厚労省は準備している？  
Ａ：今のところ、検討はしているが、提出はしていない。大幅な改正ではない。必要な部分を。 
Ｑ：未確認事例だが、裁判で入院決定が出たが行き先がないからずっと鑑定入院先にいて、指定さ

れている病院から、うちでなくてもいいという診断を受ける前に、鑑定期間が切れて、指定されて

いない病院に行った例があるようだが。 
Ａ：武蔵の例だと思うが、医者の判断が先なのだが、鑑定書を書いた医師が指定入院機関の医師で、

その人が判断した。空白があるやむを得ない場合は、通知（根拠は省令）で、指定入院機関の医師

で本人の病状はよく分かっている鑑定医であれば構わない。 
Ｑ：指定機関から民間でも大丈夫、と出したケースは何例？新しい人が入ったので入れ替わりがあ

った例。軽くなったので重い人を入れるために出した、とかロードマップはどうなる？ 
Ａ：数字は把握していない。毎日入れ替わっている。一項のは、１０月末で、入れない人が１２名

程度。省令二項において、退院請求中や外泊訓練も終わっている人を、特定病院のほうに移すこと

もある。 
Ｑ：特定入院機関を使った件数はこれからの対応に重要では？それも集めない？ 
Ａ：適切に専門的医療を行い、社会復帰に向けて… 
Ｑ：実行するには、数字や計画はいるのでは？ 
Ｑ：法律が少年審判と同じようだが。少年は法的能力がない。精神障害者も法的能力がないのか？ 
Ａ：法的能力が何を指しているのかわからないが、判断は、審判で本当に心神喪失状態にあったか

も判断する。 
Ｑ：法的主体であれば一般人と同様のはず。 
Ａ：少年法で少年を差別しているわけではないので。 
Ｑ：３９条鑑定があればいいのか？ 
Ａ：ところで、少年に法的能力がない、わけではないのがそもそも法務省の見解。この法律は対象

者の能力があるかどうかではない。刑事裁判を経た場合は、裁判で３９条の判断がある。が、経て

いない場合もある。対象行為をやっているいない、の判断もする、特別な合議体。 
Ｑ：法律が考えていなかった例だろうけど、補償がない点。 
Ａ：指摘は承知している。考えていく。制定当時の趣旨としては、刑事施設における身柄拘束につ

いては補償がある。それに対して、この場合、利益処分である。医療機関に入院し、医療も行われ

る。入院医療は社会復帰促進目的である。 
Ｑ：地域処遇の自殺の話があったが、入院から地域に移すとき、やたらに関係者を集めて、忙しい

人達で会議を開いている。グループホーム、民生委員、主治医…会議の日程入れるだけで大変で何

も進まない。それがかえって地域生活を妨害している。 
Ａ：もっとフットワークをよくと？支援は必要ないと？そちらの趣旨は？ 
Ｑ：実態として、本人の支援どころじゃないという現場の声もある。 
Ａ：会議は重要で、関係機関が相互に連携しないと、効果を上げられない。 
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 池原 毅和 
１ ３人の医療観察法対象者の人権救済申立 
 ３名の医療観察法対象者が、平成２０年７月１０日、日本弁護士連合会に人権救済申立をした。 

Aさんは統合失調症の疑いがあり、治療反応性がありうるとして、入院決定を受け約1年間入院

させられたが、統合失調症ではなく治療反応性はないとして医療終了とされた。Bさんは、同様の

行為を行う具体的現実的危険性があるとされて、入院決定を受け約2ヶ月入院させられたが、高等

裁判所で入院決定が取り消され、それ同時に指定入院医療機関からは放り出されて、東京から北海

道まで旅費も渡されず、帰路も案内されずに帰らされた。Cさんは、30年来、信頼関係のあるクリ

ニックで治療を受け、作業所や障害者就労視線センターなどに通うなど地域生活の充実した基盤を

持っていたが、対象行為から半年以上たって、なぜか簡易鑑定に呼び出され、年度末に不起訴処分

となって、9ヶ月近くたってから医療観察法の申立を受けて鑑定入院となり、保護室に入れられた。 
 Aさんの事例は誤診、誤判に基づく自由の剥奪という問題であり、Bさんの事例も誤診、誤判、

再犯予測の問題があるとともに、人を一方的に居住地から遠くはなれた地域に連行しておきながら、

決定の取消しの場合は、帰路の援助を経済的にも人的にも行わない無責任性の問題がある。Cさん

の事例は地域生活を行っているものの治療関係や福祉関係その他の生活関係を医療観察法が断絶さ

せることを明確化した事例で、医療観察法の「社会復帰」の欺瞞性を露呈させた事例であった。 
 
２ 医療観察法が誤診・誤判を生むこと 
 医療観察法が誤診、誤判を生むことは、法案審議の段階で偽陽性者問題として明らかにされてき

たことだった。無辜を罰しないという刑事訴訟の理念からすると、誤判は許されないが、医療にお

いては一定の不確実性を前提として医療を行うことは必ずしも否定されるものではない。しかし、

それゆえに通常の医療では患者に対するインフォームドコンセントと自発的治療の原則が重要な前

提とされなければならないし、症状等に対して適宜診断や治療のあり方を修正し、患者の了解を得

ながら治療を進めることが必要である。 
 しかし、医療観察法では裁判所が入退院をコントロールするために、その判断に時間がかかり、

手続の柔軟性が失われる。Aさんは入院後数ヶ月もたたないうちに、統合失調症は否定されていた。

しかし、一旦、裁判所が入院としたものを、そうやすやすと否定することもできないので、指定入

院医療機関では様子を見て退院許可の申立で対処する方向を考えていた。厚生労働省医療観察法医

療体制整備推進室の平成20年10月付資料「医療観察法の施行状況と課題」によると、入院決定の

疑義症例の状況として、全入院処遇事例の16.3％に指定入院医療機関から見て疑義があり、この疑

義事例のなかでも疑義が多いのは入院処遇判定、診断、治療反応性、疾病性などの項目である。A
さんのケースでは、入院から4ヵ月後に指定入院医療機関が退院許可申立（実質は処遇終了申立）

をしたが、入院決定を行った裁判官と精神保健審判員がその審理にあたり、4 ヶ月も時間をかけた

挙句にその申立を棄却した。理由は、指定入院医療機関は統合失調症ではなく人格障害であるとし、

鑑定も同趣旨だが、統合失調症であることを否定しきることはできないと思うので、もう少し入院 
 

３人の医療観察法対象者の人権救済申立 
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させて様子を見ろというものであった。これは刑事に置き換えれば、証拠関係は無罪を示唆してい 
るが、有罪であることを否定しきれないから、自白が取れるかわかるまで受刑させておけというこ 
とになる。また、もともと誤診、誤判をしているかもしれない 初の裁判官と精神保健審判員が退

院許可にかかわるのもフェアーな手続とはいえない（しかし、医療観察法は手厚い医療利益を付与

してあげる手続で不利益処分ではないからフェアーでなくてもいいと国は言うのであろう）。指定入

院医療機関もAさん自身も抗告し、高等裁判所はさらに2ヶ月審理して、地裁の判決を取り消して

差し戻しとし、今度は別の裁判官と精神保健審判員が審理して、Aさんは入院から1年を過ぎてよ

うやく解放された（鑑定入院も含めれば1年3ヶ月近い拘禁を受けた）。 
 Bさんは、駐車場の枠をはみだして駐車したやくざ風の男に母親が注意したところ、男が逆切れ

して、傍らにいた B さんにお前精神障害者だろう、殴れるもんなら殴ってみろなどと挑発されて、

相手を殴ってしまったもので、高裁は状況から見ても普段の生活（ピアノ演奏をしたり飼い猫をか

わいがって平穏に暮らしている）を見ても、Bさんに同様な行為を行う具体的現実的危険性はない

として入院決定を取り消して地裁に差し戻した。これも誤診、誤判問題を含んでいるが、地裁はな

ぜか通院決定に切り替えただけだった。 
 
３ 医療観察法が医療・福祉目的に反すること 
 Bさんは、統合失調症ではなく発達障害圏の障害ではないかといわれていおり、東京などには修

学旅行で来た程度で、小平の地理的位置も交通網も知らなかった。また、生活保護で暮らしていた

ので、東京から北海道に自費で帰るお金もなかった。それでも、医療観察法は住んでいるところか

ら指定入院医療機関に連行するには、人もお金も付けるが、誤判の結果、入院が取消しとなると、

勝手に帰れというわけで、人の援助もお金も補償されない。Bさんに対する地裁の通院決定がもし

正しいとするなら、それだけの医療的ケアの必要な人を小平の病院の玄関で放り出して、勝手に帰

れというのは如何なる配慮なのだろうか。なお、Bさんは、高裁の入院取り消し決定から差し戻し

による地裁での通院決定の判断が出るまでの5ヶ月間、母親の家の近くで従来どおりの単身生活を

し、通院も欠かさなかったので、遅まきながら何故地裁が不処遇とせずに通院決定をしたのか疑問

が残る。本当に医療が必要ならもっと迅速に進めるべきで、気の抜けた名目と面子のための医療措

置のように感じられる。 
 Cさんは、刑事事件については逮捕だけで釈放され、その後はそれまでと同じように、通院を欠

かさず、作業所や就労支援センターにも通っていた（Cさんの母親は地域で家族会を立ち上げ、作

業所を作ったりグループホームを作る活動をしてきた人で弟さんも作業所の指導員として兄と同じ

障害を持つ人の支援に献身していた）。審判になって社会復帰調整官も C さんについて生活環境と

して調整することは何もなく、これだけ充実して社会資源を使えている人は少ないといったほどだ

った。しかし、検察官は年度末の事務処理のためか（後任者に事件を残していくわけにも行かない）、

年度末に不起訴処分をした。医療観察法では、明らかに医療の必要がない場合を除いて申立をしな

ければならないので、検察官はそれに従って申立をした。申立を受けた裁判所は、明らかに医療の

必要がない場合を除いて鑑定入院命令を発令しなければならないので、鑑定入院命令を出した。鑑

定入院を引き受けた精神科病院は、Cさんの従前の治療歴等の情報がないので、医療観察法の対象

者だから保護室に隔離した。Cさんは約30年ぶりに入院させられ、保護室に隔離されたのである。

昨日まで作業所に行き、就労支援センターに通って、どこの事業所でも仲間のリーダー的な役割で、

人柄もよく仲間からも、スタッフからも慕われていたのだが。 
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 Cさんに対する措置は、いかにも杓子定規で官僚主義的なお役所仕事である。医療観察法の運用 
という面で見ても、決して正しい運用だとはいえないだろう。しかし、問題は単に運用にとどまる

ものではなく、この法律の本質にあると考えるべきではないだろうか。医療観察法は、対象者が危 
険な人物かどうかを判定することなしに、やすやすとその人を解放することを認めることはできな

いのである。病気に苦しんでいること、社会復帰ができずに困っていることに支援をあたえること 
などは、医療観察法の本質ではないのである。同じ命が危険に曝される場合でも、自殺の場合は毎

年3万人を超える人が命を落としても、自分で死ぬだけなので社会はそれほど関心を示さないのに

対して、他人の命が奪われることになると、極少数であっても社会は何百倍も熱心にそれを阻止し

ようとすることに示されている。 
 
 ４ 人権救済事件にあらわれた問題は特殊な事例ではない 
 人権救済事件にあらわれた上記のような問題は、医療観察法の問題の一部が顕在化したものだが、

特殊な事例ではなく日々発生している問題である。 
 医療観察法が、対象とされる人の従来の治療環境や生活環境を尊重せず、本人の意思とは関係な

しに、国家的必要性からその自由を剥奪して治療を強行する法律である本質がこうした事件に現れ

ている。２０％近い誤診・誤判があるとすると、声を上げていないが不当に自由を奪われ、地域で

他の市民と平等に生活する権利さえも剥奪される精神障害の人たちが毎日増え続けていることにな

る。 
 

                                    

 国はいま、国立精神・神経センター病院（昨年４月「武蔵病院」の名前はなくなった）内に「合

併症対応の病棟」として二つ目の医療観察法による予防拘禁施設建設を強行しようとしている。私

たちは１月２２日、病院に赴き、厚生労働省と病院にこの建設中止を求める書面「申し入れ」を提

出した。対応した運営局庶務課長倉本氏によれば、新たな予防拘禁施設を第９病棟と呼び、「２月中

に業者の入札・決定、来年度中に完成させたい。国は住民説明会は考えていないようだ」とのこと

であった。国は、昨年３月に突然、小平市議会と近隣の地域住民に説明を行ったが、そこで配布さ

れた資料は医療観察法の施行状況（０７年１２月版）と「身体合併症治療のための転院のイメージ」

の二つだけで、新病棟に関わる資料は何も示さなかった。私たちは何ら住民に説明もせずに建設を

強行することに抗議し、住民説明会を開催するよう要求したが、その後、この二つ目の病棟建設の

現状について、市が全く知らされていないことが３月の小平市議会において判明した。 
 国はこのように、市にも地域住民にも何ら具体的な説明をすることなく第２の予防拘禁施設建設 
 

国立精神・神経センター病院での二つ目の医療観

察法病棟建設を許さない！  

    国立武蔵病院（精神）強制・隔離入院施設問題を考え

る会 
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を強行しようとしている。医療観察法の施行から３年有余が経過したが、３月２７日現在で、この 
法による強制医療の対象となった１２名の方（入院中３名、通院中９名）が自ら命を絶ったことを

法務・厚生労働省が認めた。昨年７月、この法で人権を侵害されたとして３名が日本弁護士連合会

に人権救済申立を行った。医療観察法は既に誰の目にも明らかな破綻状況にある。そうであるが故

に、国はこそこそと建設を強行しようというのであろう。絶対に認めない。 
 私たちは、３月、このような現状を伝える「通信」を地域に配布した。また来る４月２６日、連

続学習会第７回「人権を侵す医療観察法－なぜ人権救済を申し立てたのか－」を開催する。人権救

済申立を行った仲間を迎え、お話を聞きながら、改めて医療観察法の問題点について、また地域で

共に生きていくためにいま何が求められているのか、などを考えていきたいと思っている。すべて

の皆さん、是非ご参加を！（Ｈ） 
 記 
    ○  連続学習会第７回「人権を侵す医療観察法－なぜ人権救済を申し立てたのか－」 
  ○  日時 ０９年４月２６日（日）１３：３０開場 １３：３０開始 
   ○ 場所  本多公民館 
       （国分寺市本多１－７－１ TEL０４２－３２１－００８５） 
  ○ お話  池原毅和さん（弁護士）、人権救済を申し立てた仲間 
  ○ 資料代 ５００円 
 
 

                
                                2008年11月24日 
 

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 
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 

 
 医療観察法が施行されて３年を経過しましたが、予想されたようにさまざまな問題が起こってい

ます。この法律は、医療と社会復帰を目指すものだとの装いのもとに、精神障害者を危険なものと

見なして、隔離し、その地域生活を妨げています。そればかりでなく著しい人権侵害を引き起こし

ています。医療観察法は既に破綻しています。部分的「手直し」ではその基本的欠陥を正すことは

できません。 
 私たちは、６つの理由から、医療観察法を廃止し、精神障害者への誤った隔離的・差別的政策を

根本から改めることを求めます。  

共同声明 

私たちは医療観察法の廃止を求めます 
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① 医療観察法は、精神障害者への偏見や差別に基づいて制定されたものであり、その存続は偏見や

差別をさらに助長しています。 
② 医療観察法は、医療と社会復帰の名の下で、実際には、誰にも予測できない「再犯のおそれ」を

理由に対象者を収容し、管理し続けています。 
③ 法制定時には対象者に対して手厚い医療を提供するとされていましたが、実際には貧しい水準の

既存の精神科病院に対象者が収容される事態となっています。ここに至って医療観察法は実質的に

破綻していると言わざるを得ません。 
④ 保健医療福祉サービスを「鑑定入院」「入院処遇」「通院処遇」と時間的、空間的にぶつ切りにし

ても対象者を保安的管理の下に留め置こうとする医療観察法は、医療の継続性を破壊し、患者と医

療福祉スタッフとの信頼関係の成立を妨げています。 
⑤ 医療観察法制定後、「車の両輪」とされた精神保健医療福祉改革はおざなりにされ、医療観察法

は、「閉じ込め」中心の貧しい精神医療を改革するどころか、金食い虫として精神医療・地域福祉を

破壊しています。 
⑥ 医療観察法は、日本国憲法、近代刑法の原則、障害者権利条約などに抵触しています。法の解

釈・運用や条文修正によってこれを解消することは不可能です。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
―私の一言― 
 
☆ 実質は、刑法改正のたびに試みられてはつぶされてきた「保安処分」ですよね。廃止すべきで

す。                                  養父知美（弁護士） 
 
☆ もし何かのきっかけで冤罪でつかまってしまったら無実を訴えることが「治療の効果が出てい

ない」ということになってしまう。本当に一生閉じ込められてしまう。そんな恐ろしい法律はいり

ません。犯罪を犯してしまった「精神病者」に必要なのは適切な治療と休養であり、閉じ込めるこ

とではありません。                      如月 有羽 (精神「障害者」) 
 
☆ 厚労省は、本法成立以来、詭弁的な運用を続けています。本来不要であり、心病む者に対する

人権侵害である本法に、巨額の税金が投じられ、ゆえに貧困な精神医療・福祉予算が、大きく減じ

られている現状は、憂いても憂いきれません。ハンセン病に対したのと同じ愚を冒している本法は、

即刻廃止するしかありません。                          
渡辺 雅俊（ ＮＰＯ法人ぴあ・さぽ千葉 副理事長） 

 
☆ 「医療監察法」は稀代の悪法である。 も問題なのは、この法が存在すること自体が、「精神

病者」への差別・偏見を作出助長するという点である。現在の社会において、まだまだ「精神病者」

は過酷な差別・偏見に晒されているというのに、それを更に強化して如何にするというのか。 更

に、同法の対象者となる「精神病者」はもとより、対象者を決定する裁判官も、医師も、誰も得を

しない（利益を得ない）法律ではなかろうか。では、社会一般の市民にとっては、得をする法なの

か？否、である。なぜなら、たとえ我が国の34万人の「精神障害者」を一斉に隔離したとしても、 
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やはり、無差別大量殺人事件は発生する。池田小事件が社会に与えた衝撃は大きいが、犯人・宅間

守が死刑確定し、執行されたのは、彼に明らかな責任能力があると断じられたためであり、彼は精 
神病によって心神喪失して事件を起こしたのではないのである。更に、医療監察法成立後にも、秋

葉原無差別殺人事件が起きたことを鑑みれば、無差別殺人事件などは、健常者でも引き起こすこと

の、証拠となり得るだろう。つまり、社会一般の市民にとっても、「医療監察法」があっても、突然

知らない人から刺される危険は、なくならないということである。にも関わらず、精神病者にだけ、

特別な手厚い治療と称して、隔離や拘束、自由を制限することを担保するような同法は、明らかに

人権侵害である。精神病者にだけ、という点は、大いに問題であり、同法は、明らかに、憲法１３

条、１８条に反すると考えるものである。１００歩譲って、社会防衛という観点からにしても、果

たして、実効性はあるだろうか。どう考えても、存在の意義のない法である。多くの善良なる精神

病者も、犯罪を犯してしまった精神病者も、一般市民も、すべての国民が、何の利益も得ることの

ない、ただただ、精神病者への差別を助長するだけの、この法の廃止を、断固求めます！   
橋本容子                         

 
☆ ○法やぶり 人権をかす 観察法 廃止よりほか 途なしとしれ 

○小泉氏改革失敗 好例ぞ それに加担せし者も 有責   （青人） 岡田靖雄（精神科医） 
 
☆ Stop psychiatric torture – Justice and reparations for survivors.  Forced mental health 
treatment and mental health detention violates international law. 
（仮訳：精神医学による拷問をやめろ、そして、サバイバー（生還者）に正義と賠償を。強制的精

神保健治療と精神保健上の拘禁は国際法違反である。） 
                                   Tina Minkowitz 
 
☆ 行政からノーマライゼーションの声さえも出なくなってきた今、医療観察法までもが制定され

早、３年がたった。鑑定入院などによる入院処遇に対して、自殺者まで出してしまった。私たちは、

地域でみんなの輪、社会の輪の中にとけ込むように、当たり前の権利を有し、行使し生きていきた

い。授産施設の職員まで、「医療観察法での入院は期限があるから、一生入れられる訳ではないから

…。」とまで言い出した。私たちは地域で当たり前に暮らしたい。医療観察法は絶対許さない!!  
                  津田誠大（大精連）（作家 魁スポーツ推進振興クラブ代表） 
 
☆ 継続した関係が大切な精神保健医療福祉の分野の隔離と分断は状況を悪化させる何ものでもな

い、と考えてきましたが、誰かの「安心」のために一部の人を拘禁することは拷問以外の何もので

もないと確認できました。                   
磯村大（地精会 金杉クリニック） 

 
☆ 差別や偏見に基づいた医療観察法は一刻も早く廃止すべき。基本的人権は守られるべきもの。

侵害された精神障害者の人権回復を図らなければならない。 
                          石嶺和宏（東京都在住） 

 
☆ 障害者権利条約批准に向けての動きが活発化しつつありますが、他方では、医療観察法に代表 
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されるように、この社会が閉鎖型・排除型の社会に向かっています。開かれた社会・人を隔離・排

除しない社会に向けてぼくも尽力したいと思います。                       
 

渡辺琢（かりん燈～万人の所得保障をめざす介助者の会） 
 
☆ 手厚い医療で、刑事事件を起こした病者の社会復帰が達成できるなら、この法を作るのでなく、

都立松沢病院のD－４４棟をモデル事業としてやってみてほしいと、言ってきました。しかし、こ

れまで長く収容されてきた人はそのままに、新しくつくった司法病棟はもう満ぱい。はみ出た人は

省令改正でこれまでの病院に入れるというのでは、もう破綻は明らかです。司法病棟は、外国の例

を見ても長い間には、その収容所性ゆえに必ず荒廃します。今のうちに医療観察法をなくし、予算

を社会復帰できる医療と地域生活の支援に配分することを要求します。 
木村朋子（東京都地域精神医療業務研究会） 

 
☆ 医療観察法などとんでもありません。精神障害者の苦しみをまだわかっていないこの国の制度

を、みんなの力で廃止させましょう。   
                               宮本なおみ（元目黒区議） 

 
☆ この法律は原理的におかしい!運用実態を知ればますますおかしい!絶対に廃止しましょう。 

林武文（全国一般東京労組 訪問看護ステーション元分会） 
 
☆ 陽和労組としても、もう一度医療観察法の廃止の斗いに、きちんと取り組んでいきたいと決意

しています。                     早川久恵（陽和病院労働組合委員長） 
 
☆ 精神障害者だから…犯罪者だから…と関係の無い人達が「思考停止」のまま法律として肯定さ

れながら、その内容も文章も触らないままに常識化されてゆく怖さを覚えます。あたり前とされた

差別を変えてゆく「つらさ」は活動出来ずとも生活してゆく「当事者の『人権侵害』!」無くすべく

努めたい。       
 山口博之（ユーザー サバイバー） 

 
☆ 精神障害者から、取りかかった未来予測による拘禁を正当化する論拠を与える法律で、刑法原

則を無視するものだ。この国から保安処分をなくすまで闘いをやめない。     
  関口明彦（日本病院・地域精神医学会 理事 当事者） 

 
☆ わたしは主に知的障害児の就学運動に関わっていますが、知的障害者の冤罪も数多くあります。

障害をもつ人たちに対する偏見、差別は少しも減らず障害者は犯罪者予備?であるような世間の目が

あります。その世間の目は国が作ったものであり、医療観察法はその目を強化するものとしてある

と思います。廃止を求めます。   
  山田真（小児科医）               

 
☆ 犯罪を犯す人間は障害者よりも健常者の方がはるかに多い。にもかかわらず、障害当事者が事 
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件を起こすと、興味本意に書かれるきらいがある。異常なのは一般市民の障害者に対する意識であ

る。    
 梶山太一（作業所メンバー）                            

☆ 医療観察法の即刻廃止を! 法で解決できると思うのが思い上がりである。身の丈に合った、や

さしさのある社会を作ることが優先されるべきである。   
                                    土屋翼 

 
☆ 「精神医療」を破壊し喰いつくす「医療観察法」は廃止以外ありません。みなさん、廃止に向

けて共に闘いましょう！  
                                        山口創一                                       

 
☆ 精神障害者のノーマライゼーションを阻害するこのような法律には、反対です。 

駿台予備校による非常勤講師の解雇を許さない会 
 
☆ 精神障害者差別以外何の根拠もない心神喪失者等医療観察法は廃止しかありません。「触法精神

障害者」「触法・虞犯障害者」というカテゴリー化自体が否定されなければなりません。  
                  山本真理 

 
☆ 早く廃案にして下さい。                                    

坪田忠之 
 
☆ 「精神障害者」を意思決定ができない責任能力がないと決めつけることは、「精神障害者」の人

間としての尊厳を否定するものであり、人権じゅうりんです。人間は皆社会的人間であり、意思決

定なしと否定することは、「人間」と認めないことです。社会的抹殺にも等しいものです。強制入院

反対、人格をなきものとして否定する医療観察法反対 「精神障害者」差別反対 
                                  鈴木昭子（介護労働者） 
 
☆ 同法に、申し立てられ、対象となる対象者には、病気もおちついており、裁判をうける状況に

ある方、地域での生活が、家族や支援者もいて、すぐに可能な方もいて、酷い法律だと思います。

地域でのつながりや、人とのつながりが、一番大切だと思いますが、そこに費用や支援が充てられ

ないのは残念です。         
   本間公朗（心理士） 

 
☆ 生きることを貶め、個人を分断し、他人を見くだすことを助長させるこの法律は断じて撤廃さ

れるべきです。わたしたちの主人は、わたしたちだけなのです。 
                      村上ラッパ（靖国解体企画） 

 
☆ 「医療観察法」のこの間の運用経過のなかで、入院や医療提供・社会復帰促進のありかたにお

いて、精神障害者当事者に対するきわめて不当・不合理な不利益処分である実態が明らかになって

いる。また、「手厚い医療」といううたい文句は、上記と同時に、施設不足と指定施設の医療設備・ 
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体制等における条件のなし崩し的引き下げにも見られるように、すでに破綻をきたしている。施設

建設をめぐっても結果的に地域における精神障害者差別を助長し、精神科医療に携わる病院・医療

従事者の意識を「医療観察法推進者＝予防拘禁」へと変容させ、「精神医療総体の底上げ」どころか 
「（医療観察法適用外の精神医療の）ますますの貧困と荒廃」をもたらす。「医療観察法」は、そも

そも「恐れ・危険性」を根拠とした「予防拘禁法」であり、「見直し」では改まらない。即刻「廃止」

して出直すべきだ。       
安藤裕子 

 
そのほかの賛同者 
武藤光政（精神障害者地域当事者会「なんなの会」） 佐野卓志（NPO法人ぴあ） 佐野波津子（NPO
法人ぴあ） 冨山一郎（大学教員） 連帯労働者組合・ジャレコ 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・板橋区パート 連帯労働者組合・三河島そうじ団 連

帯労働者組合・成増厚生病院 連帯労働者組合・富士テレコム 連帯労働者組合・ＴＫＮ日大板橋 

連帯労働者組合・声の教育社 連帯労働者組合・大口製本 連帯労働者組合・杉並 連帯労働者組

合・不二出版 連帯労働者組合・武蔵学園 連帯労働者組合・日経野方 連帯労働者組合・ライフ

エイド 連帯労働者組合 機械工業新聞斗争支援共斗会議 全国専門紙労協機械工業新聞社労働組

合 加部建材八尋さんの解雇撤回斗争をともに斗う会 北部労働者法律センター 北部労働者共同

闘争会議 全国専門新聞労働組合協議会 芝崎真吾 地域共斗交流会 刑法改悪阻止!保安処分粉

砕!全都労働者実行委員会 南部地区労働者交流会 東京南部労働者組合 品川区臨時職員佐久間

さん解雇撤回闘争支援共闘会議 ＮＰＯ法人自立生活センター“ＳＴＥＰ えどがわ” 反弾圧研

究会 神谷右近（福祉施設職員） 長澤洋平 前原喜久男 披田信一郎（龍ヶ崎市議） 鈴木敬治 
全国「精神病」者集団 森彪 長谷川幸枝 教育社労働組合 西部地区労働者共闘会議 スタンダ

ード・ヴァキューム石油自主労働組合京浜支部連合会 片岡博 秋山雁太郎（教育社労働組合） 遠 
藤勤（教育社労働組合） 二上節子 日雇全協・山谷争議団／反失業斗争実行委員会 山谷労働者

福祉会館・活動委員会 在日アジア労働者とともに斗う会 田巻則之（東京都在住） 赤崎まゆみ 

川原栄一 渡邉秀明（自治体労働者） 大賀達雄（日本病院・地域精神医学会理事） 大賀絹江 木

根輝雄 佐藤秋雄 八木健彦 嶋田悦司 
 
（注）公表不可の方のほかに、公表の可否が書かれていない方も一覧に含まれていません。公表可

で入っていない方はご連絡ください。 
まだまだ、共同声明賛同署名を集めております。 
以下を下記あて先までお送りください。 
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共同声明に賛同します。 
[名前](個人でも団体でも賛同できます。ペンネームも可です。出来れば肩書・所属などもお願いし

ます) 
 
[住所](都道府県名はご記入ください) 
 
[連絡方法](電話・ＦＡＸ・ＭＬ・郵送など) 
  
[公表の可否](○で囲んでください) 
            可           不可 
●私の一言（必須ではありませんができるだけ多くの方の一言を集めたいと思います） 
 
【共同声明運動の要領】 
■共同声明は、院内集会や各種集会毎に更新・配布し、社会的にアピールする力にします。また「私

の一言」をビラやＨＰなどに掲載することがあります。 
共同声明運動は２００９年７月まで続けます。周りの人にも働きかけてください。 
■個人でも団体でも賛同できます。ペンネームも可です。個人情報は医療観察法廃止運動以外には

使いません。 
■共同声明の 終集約先は「医療観察法をなくす会」です。郵送・ＦＡＸあるいはメールでお送り

下さい。 
・〒１１３－００３３ 
東京都文京区本郷３－１８－１１ TＹビル３０２ 
東京アドヴォカシー法律事務所気付 医療観察法をなくす会 
・ＦＡＸ ０３－３９６１－０２１２ 北部労働者法律センター気付 
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 
・Ｅｍａｉｌ：reboot2010-owner@yahoogroups.jp 
■共同声明を広げるためには多大な費用がかかります。出来ればカンパをお願いします。 
［振込先］郵便振替口座  00130-3-357697 
口座名義 医療観察法をなくす会 
＊共同声明賛同カンパとお書き添えください。  
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★集会のお知らせ★ 

保安処分施行 4 年！心神喪失者等医療観察法の廃止を求めて  
 

 日時 7 月26 日（日） １３：００～ 

 場所 未定 

■ ネットワークの会員になってください           （財政担当 長谷川） 

２０１０年の医療観察法の「見直し」を１年前に控えた今年、ネットワークは差別と予防拘禁の

医療観察法の廃止に向けて更に闘いを強化していきたいと思っています。 皆さんにとりましても厳

しい現状にあることとは思いますが、多くの皆さんがネットワークの会員になってくださり、会費

を納入してくださること、またはカンパをお寄せくださることを、切に要請致します。           

○会員： 個人会員 一口 ５００円、 団体会員 一口 １，０００円 
○郵便振込： 口座 ００１２０－６－５６１０４３、加入者名 予防拘禁法を廃案へ！ 
 
 
■ 編集後記  
 ＊ネットワークニュースNO.１７を発行します。昨年来不況の波は、様々な形で我々の周囲に押

し寄せてきています。＊障害者自立支援法もそうですが、医療観察法に関しても、政府は小手先の

やりくりで、何とか延命を図っているのが現状です。今こそ医療観察法の廃止に向けて、戦いを強

化していきましょう！＊皆様より原稿をお待ちしています。 


