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決して忘れることのできない、津久井やまゆり園で

の事件から、今月で１年が経ちました。なぜ、19 名

もの命が奪われ、職員を含めて 27 名もの人が傷つけ

られなければならなかったのか。月並みな表現しかで

きないことをもどかしく思いながら、お亡くなりに

なった方へのご冥福と、心身にダメージを負われた方

の 1 日も早い回復をお祈りするばかりです。

事件直後から、私たち日本発達障害連盟はもちろん

のこと、構成団体の全国手をつなぐ育成会連合会、日

本知的障害者福祉協会、日本発達障害学会などが事件

直後から声明文を発表し、特に当事者団体である全国

手をつなぐ育成会連合会の声明文（※）はマスコミ報

道でも数多く取り上げられ、多くの反響がありました。

他方で、事件の容疑者が身勝手極まりない形で示した

「障害者はいなくなれば良い」という考え方に対しては、

明確に誤りであることを示す必要があります。その手法と

して、誤りをただす声を上げるのは当然ですが、あわせ

て障害のある人が生き生きと日々を暮らしている様子を

発信することが、逆説的に容疑者のような思想へ立ち向

かうための前向きな推進力になるのではないでしょうか。

日本発達障害連盟では、毎年 9 月を「発達障害福祉

月間」と定めており、今年はやまゆり園事件をテーマ

にしたシンポジウムを開催する予定です。その中でも、

事件そのものの検証はもとより、知的・発達障害のあ

る人が地域で暮らすことがいかに豊かで、喜怒哀楽に

溢れ、そして当たり前であるかを考える内容を考えて

います。詳しくは本誌 8 ページをご覧ください。

今回のＪＬニュースには、事件を決して忘れること

なく、一方で障害のある人が当たり前に暮らす社会を

実現するため前に進む、という気持ちを込めました。

　今回の事件は、容疑者の歪んだ優生思想だけでなく、

精神科の措置入院をどう考えるかという問題や事件報

道における匿名性の問題、さらには、いわゆる大規模

入所施設での暮らしと地域生活支援（地域移行支援）

のあり方や、障害福祉サービス事業における人材不足

と職員採用、育成の難しさなど、さまざまな社会の課

題を私たちに提示しました。そして何より、事件で失

われた命は戻りませんし、傷つけられた心身が回復す

るのも容易ではありません。そのことを胸に刻みつつ、

今号が障害のあるなしに関わらずその人らしい暮らし

を当たり前に営むことができる社会のあり方を考える

きっかけとなれば幸いです。

そして、障害のある人とそのご家族には、改めて胸

を張り、正々堂々と、いつもどおりの暮らしを当たり前

に過ごしていただければ、と思います。障害の有無に関

わらず、それが何より大切なことであるように思います。

津久井やまゆり園事件から 1年

又村　あおい

特集

全国手をつなぐ育成会連合会政策センター委員 /JL NEWS 編集委員長

～決して忘れず、前に進む～

公益社団法人日本発達障害連盟声明文の HP                    http://www.jldd.jp/info/statemen/
全国手をつなぐ育成会連合会声明文の HP（一般向け ) http://zen-iku.jp/info/release/3220.html
                                                            （障害のある人向け ) http://zen-iku.jp/info/member/3223.html
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昨夏、施設利用者 19 人が犠牲となり、職員を含

む 27 人が重軽傷を負った神奈川県立障害者施設「津

久井やまゆり園」（相模原市緑区）の殺傷事件。戦後

最悪とされる凶行は、現代社会が抱える多くの問題

を浮き彫りにしました。障害者に対する差別と偏見、

事件と福祉施策を絡めた政府や自治体の迷走、被害

者の匿名発表を巡る報道のあり方、足元に潜む排他

的思想…。「ともに生きる社会を目指して」。事件を

受けて多くの関係者が掲げたスローガンの実現に向

け、私たちは何をすべきでしょうか。突き付けられ

た問いに向き合い、絶望から希望を見いだす道を探

りたいと思います。

〈園内で刃物を持った男が暴れている〉〈3人以上刺

されている模様〉

2016 年 7 月 26 日午前 3 時半ごろ、相模原市消防

局が「多数負傷者発生の傷害事件」として報道機関

各社に送信した 1 枚のファックスが、想像を絶する

事件取材の始まりでした。

現場は、山梨県境に近い県北部の障害者入所施設。

周辺には警察車両や救急車、テレビ中継車が並び、上

空ではヘリコプターが旋回するなど、山あいの集落が

かつて経験したことのない喧騒と不安に包まれました。

神奈川新聞社は記者やカメラマン十数人を投入し、

施設周辺で取材を重ねましたが、被害者や家族とは

接触できず、職員は口を閉ざしたままでした。動揺

する地元住民から聞こえてきたのは、「まさか」の

声。その先にあったのは、最も身近で信頼できる関

係にあったはずの元職員による犯行という二重の衝

撃だったのです。

時間の経過とともに死傷者数は 46 人に膨れあがり、未

曽有の事件を伝えるニュースが国内外を駆け巡りました。

凄惨な現場の様子や理不尽な動機が広がる一方、犠牲

者の名前や人柄が報じられることはありませんでした。

〈県花ヤマユリの咲く季節に、その名を冠した知的

障害者施設で、平成に入って最多の死者数となる殺

傷事件が起きた〉

事件翌日の神奈川新聞・社説はこの一文から始ま

ります。表題は「社会的弱者守る社会を」。川崎市の

老人ホームで入居者 3 人が転落死した事件やベビー

シッターによる乳幼児への暴行殺人事件が県内で相

次いだことを憂え、こう結びました。

〈弱者に向けられる温かい視線が失われることこそ

怖い。人権が保障されて差別が解消し、尊い命が守

られる社会の一日も早い実現を望む〉

しかし、捜査が進み事件の全容が明らかになるに

つれ、別の事件との比較では語り尽くせぬ惨劇であ

ることに気付かされたのです。浮かび上がってきた

のは、障害者の命や尊厳を否定し、一方的に憎悪と

偏見を募らせてきた植松聖被告の心の闇。そして、

独善的な差別感情に同調する少なからぬ声が、私た

ちの身近にあるという事実でした。

「目標は重複障害者が保護者の同意を得て安楽死で

きる世界」「障害者は不幸を作ることしかできません」

―。事件の 5 カ月ほど前、被告が衆院議長公邸に持

参した殺害予告の手紙には、耳を疑うような言葉が

並んでいます。逮捕後の供述でも「自分は救世主」「社

会のためになる」などと殺害を正当化する主張を繰

り返し、被害者への謝罪は口にしていません。

ゆがんだ信念の下で実行された計画的な犯行。単独

犯ではありますが、その背後には無数の「共犯者」が

潜んでいることがうかがえます。実際、インターネッ

レポートレポート

香川　直幹

絶望から希望を見いだすために

　神奈川新聞社　報道部次長兼論説委員

特集

　～相模原殺傷事件が投げ掛けた問題を考える～
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ト上では「生かしていて何の徳になるのか」「税金の無

駄遣い」「よくやった」…と同調する書き込みが後を絶

ちませんでした。社会の奥底に横たわり、これまでタ

ブー視されてきた差別感情が噴き出したと言えます。

事件を機に表面化したのは、差別や憎悪といった内

面の問題だけではありません。政府や自治体、捜査当局

による検証のあり方をはじめ、障害者福祉の現状を取り

巻く制度的課題も、さまざまな視点から提起されました。

目下の懸念は、措置入院患者の退院後の支援強化を

柱とする精神保健福祉法を改正しようとする動きで

しょう。国会で継続審議となったものの、精神障害に

起因する特異な事件として片付けようとする政府の姿

勢は問題の矮小化に過ぎず、精神障害者に対する誤解

も招きかねません。

そもそも、横浜地検による精神鑑定で、被告は人格

障害の一つ「自己愛性パーソナリティー障害」と診断

され、刑事責任能力は完全に問えると判断されました。

にもかかわらず、政府は措置入院患者を危険人物とみ

なし、退院後の監視対象にしようとしているのです。

当事者や支援団体などから「精神医療を治安維持の

道具に使うのは筋違い」との指摘が上がったのも当然

で、現状のまま改正されれば、人権擁護意識の浸透を

背景に改善を重ねてきた精神保健福祉の歴史に禍根を

残す恐れもあります。

一方、足元では障害者施設のあり方を巡る問題も波紋

を広げました。福祉施策の推進と事件被害者への対応と

いう 2 本の糸が絡まり、議論の方向性が揺れています。

神奈川県の黒岩祐治知事は事件直後、利用者の家族

や施設職員の要望を受け、同じ場所に同規模の大型施

設を再建すると表明しました。ところが、一部の専門

家や障害者団体から「障害者の地域移行という社会の

潮流に逆行し時代錯誤」「入所者本人の意見を聴くべ

き」などと異論が噴出したのです。

自然に囲まれた山あいに立地し、半世紀ほど前に建

てられた定員 150 人規模の施設であるが故、日常の

中で重度障害者の存在が見えにくいという課題も浮か

び上がらせました。地域移行の促進を求める意見に対

し、利用者の家族は「周辺住民と交流を深めて暮らし

てきた園も『地域』。一度戻り、本人や家族が納得す

る形で地域移行を考えさせてほしい」と訴えています。

解のない議論を重ねる中で繰り返される、誰も望ま

ない対立。仕切り直しの検討過程では、受け皿となる

グループホームの充実や入所施設の存在意義を共通認

識としつつ、「共生とは何か」「地域とは何か」といっ

た根本的な問いも投げ掛けています。

悲惨な事件を教訓とするために、私たちに問われて

いるものは何でしょうか―。

乗り越えなければならない壁の一つに、匿名問題が

挙げられます。実名発表は事件を我が事として受け止

め、二度と繰り返さない社会の意識醸成に向けた原点

です。しかし、事件から約１年が過ぎた今も犠牲者の

名前や人柄は明かされていません。

神奈川県警は事件当日、命を奪われた１９人につい

て性別と年齢の公表にとどめました。匿名の理由は「知

的障害者の支援施設であり、遺族のプライバシー保護

の必要性が極めて高い」とのことです。原則実名とい

う前提を覆したこの説明こそが、障害者やその家族が

偏見の目にさらされてきたこの国の歴史を端的に表し

ているのではないでしょうか。

なぜ、知的障害者の施設を特別扱いするのか、なぜ

犠牲者本人ではなく遺族のプライバシーなのか。家族

の複雑な思いが根底にあるとはいえ、障害者だからと

例外的に対応することこそが、差別を増幅させる入り

口にほかなりません。19 人が生きた証しと家族の悲痛

46 人が殺傷された相模原市緑区の津久井やまゆり園
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な訴えを共有し、その無念さに心を痛めることさえ許され

ない現状に、閉塞的な社会の一端が浮かび上がっています。

　「匿名発表は社会からの黙殺であり、二重の殺人と

言っていい」。事件後、障害者団体のトップが発した

言葉を重く受け止める必要があります。しかし、この

問題に対する賛否があるのも事実です。「家族に障害

者がいることを何十年も隠し続けてきたのに、なぜ亡

くなってから世間に知らせなければならないのか」。

この言葉こそ、障害者の存在を隠さざるを得ない風潮

が、今も私たちの足元に残っていることを物語ってい

ます。しかし、この悲観的考えを打ち消せるのもまた、

障害者本人や家族でしかないのです。

　「障害者は記号ではない」「障害者は不幸をつくる存

在ではない」。Ａさん、Ｂさんとの表現で命と尊厳を踏

みにじられたとする抗議の声は、障害がある当事者を

中心に広がり、支援団体からも実名発表を求める意見

が相次ぎました。とはいえ、ネット社会の今、実名発

表に伴う影響は計り知れないのも事実です。当事者や

家族は日常を奪われ、好奇の目にされされて再び傷つ

くかもしれません。人権擁護の観点からはマスメディ

アも「加害者」側に立つとされ、反省点は多々あります。

　しかし、思い起こしてほしいのです。昨年２月、「保

育園落ちた日本死ね」の匿名ブログに端を発した待機

児童問題は、信憑性を疑問視した首相に対し、「落ち

たのは私だ」と母親たちが国会議事堂前で抗議して政

府を動かしました。昨秋、青森県でいじめを苦に自殺

した女子中学生の父親も、「匿名では事実がぼやけて

しまう」と名前と写真を公表していじめ撲滅を訴え、

全国に波紋が広がりました。20 年ほど前の薬害エイ

ズ事件では、当時の大学生が実名と顔を明かしたこと

で同世代の共感を呼び、厚生労働省を「人間の鎖」で

囲むなどした支援の輪が損害賠償請求で国の和解を引

き出したのです。

　津久井やまゆり園の事件では、被告の偏見に満ちた

独善的な言葉ばかりが報じられ、息が詰まるような思

いをした人は少なくないはずです。何も抵抗できない

障害者に向けられた刃で理不尽に命を奪われた犠牲者

の遺族は、どれほどの悲しみと怒りと憎しみに支配さ

れているでしょう。この苦しみを社会が共有すること

こそが、事件の重大性を再認識し、真の再発防止につ

ながる道であると重ねて強調したいのです。

　悲劇に対する共感を広げ、社会を動かす原動力とな

る唯一の手だては、世界でただ一つしかないその人の

名前であり、顔であり、生きた証しです。遺族の誰一

人として名前を公表していない現状を重く受け止めつ

つ、想像を絶する犯罪を我が事として受け止めるため、

実名公表の意義を再認識する機会としたいものです。

　そして、目を背けてはならないのが、社会的弱者や

マイノリティー（少数者）を標的とした犯罪の顕在化と、

その底流にある憎悪の拡散です。命に優劣の序列をつ

ける優生思想やレイシズムが今、私たちの足元で増幅

しています。格差社会、成果主義がもたらした絶望と、

その先にある分断。これこそが相模原殺傷事件が突き

付けた最も重い問い掛けであり、直視すべき問題です。

　「重度障害者は安楽死させたほうがいい」。常軌を逸

した文言から想起されるのは、1940 年代のナチスドイ

ツ時代に展開された「Ｔ４作戦」です。約 20 万～ 30

万人の知的・精神障害者を「価値なき命」として殺害、

社会から排除しました。

障害者や高齢者を「不幸な存在」「社会のお荷物」

として見る思想は、70 年以上前のナチス政権に限らず

日本国内でも脈々と息づいています。1948 年に制定さ

れた優性保護法に基づく強制不妊手術や中絶の強要を

はじめ、現代でも出生前診断が「命の選別」として議

論を呼んでいます。終末期医療を「無駄」と見る主張

も同根でしょう。

　弱者や少数者に向けられた差別的なまなざしは、身

近な場所にも存在します。社会から隔離されたハンセ

ン病患者が強いられた差別と偏見との戦い。在日コリ

アンがいわれのないバッシングを受けるヘイトスピー

チ。ほかにも、目に余る行為が衝撃や動揺を広げたケー

スは少なくありません。

障害者や高齢者、生活保護受給者、原発事故の避難者、

外国籍市民らが不当な差別を受ける背後で共通するの

は、相模原事件の被告が抱いたのと同じ「歪んだ正義
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感」の横行ではないでしょうか。公的な社会保障費で

支えるべき存在がバッシングを受け、攻撃対象となる

不合理が浸透しているのです。

「障害者に人格はあるのか」「高度医療が高齢者を生

き残らせている」…。公人や著名人らにも相次ぐこ

れらの言動から見て取れるのは、強い思い込みによる

攻撃の正当化です。しかし、発言者が地位を追われ

ることはありません。人権侵害の圧力を問題視せず、

むしろ許容する社会こそ憂慮すべきです。

一方的な憎悪を打ち消し、弱者や少数者が痛みを強

いられる生きづらい世の中を変えていくには、私たち一

人一人の価値観を変えていく必要があります。個性を

大切にする「多様性社会」への転換です。その実現には、

すべての人に生きる権利があるという大前提を再認識

するとともに、「役に立たない」「公費を食う」といった、

弱者切り捨ての風潮と戦う覚悟が問われています。

怖い、劣っている、かわいそう、自分とは関係な

い…といった障害者に対する社会的偏見が残る背景

には、さまざまな要因が挙げられます。隔離収容と

見られがちな入所施設のあり方をはじめ、精神科特

例に代表される行政の福祉施策、学校現場における

インクルーシブ教育の遅れ、事件報道にみる不安感

情の植え付けなども一因と言えるでしょう。

こうした障害者を取り巻く環境と日本が歩んできた

福祉施策の問題点を洗い出すことが、改善への道を探

る第一歩になるはずです。では、障

害者は恥ずべき存在、隠さ

なければならない存在

という認識を一掃

するためには何が

必要でしょうか。

障害や症状を

消したり緩 和し

たりすることを目

的とするのではなく、

「あって良い」とする考え

方。福祉や医療のサービスは受

ける権利があり、

受給者らが後ろめたさを感じない風土。当事者に変化

を求めるのではなく、地域、社会の側が変わるという

認識の共有でしょう。

重度障害者らの存在が日常に見える地域、当事者が

発する声を受け止める仕組みづくりも欠かせません。

知的障害者の家族らでつくる「全国手をつなぐ育成会

連合会」は事件後、会員から寄せられた笑顔の写真を

機関誌に掲載しました。「私たちは困難があっても、か

けがえのない人生を送っている」。家族の愛に包まれて

喜びに満ちた表情で暮らす一コマに、命の大切さは障

害の有無で変わらないという思いが込められています。

津久井やまゆり園の地元では、多くの住民が再建

を望み、利用者が再び戻ってくる日を心待ちにして

います。横浜市内で利用者が仮入居した県立施設の

周囲からは、「一緒に楽しみながら安心して暮らせる

地域にしていきたい」と歓迎する声が聞こえてきま

す。障害者の存在が日常に溶け込んでいる地域には、

排除とは正反対の理念が根ざしているのです。

障害者と健常者が同じ時間と場所を共有し、互い

の理解を深める。途切れ途切れの交流ではなく、日

常を一緒に過ごす仲間として支え合う。ハンディー

をカバーする小さな配慮が広がり、誰もが安心して

暮らせる地域に変わっていく。

こうした気付きと実践の積み重ねで、一人一人が

社会を構成するかけがえのない存在との考えが浸透

し、互いの個性を認め合って生きる

「多様性社会」が形成されて

いくのです。理想を実

現させる一歩を踏み

出 す こ と こ そ が、

絶望の中から希望

を見いだす唯一の

道だと信じていま

す。 事 件 の 犠 牲 者

に手向けられた無数の

花にも、同じ願いが込めら

れているはずです。

津久井やまゆり園の献花台で多くの人が犠牲者の冥福を祈った


