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だれもが「生きていてよかった」と思う社会をつくる 

人権と平和と憲法と―そして主権者である私たち 
 

池上洋通 

（いけがみひろみち） 

（日野市障害者関係団体連絡協議会・多摩住民自治研究所） 

 

はじめに  明治維新１５０年と二つの憲法 

 ◇1868 年（明治１年） 明治維新［明治改元］ 

 ◇1889 年（明治 22 年）大日本帝国憲法［明治憲法］公布 

 ◇1946 年（昭和 21 年）日本国憲法公布 
 

資料１ 二つの憲法の基本的なちがい 

項 目 日本国憲法 明治憲法 

主権者（国の支配者） 国 民 天 皇 

国家の目標 
①戦力を持たない恒久平和 

②すべての個人への人権保障 

［人権保障］制限のある保障 

［富国強兵］豊かで軍事に強い国 

政府の形 
①国会・内閣・司法の三権 

②地方自治 

①天皇大権 

②議会・内閣・司法 

１ 平和への努力がもたらしたもの―東日本大震災の経験から 

資料２―１ 東日本大震災支援国・地域一覧       合計 174 ヶ国・地域 

東アジア 
 インドネシア、韓国、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、タイ、台湾、中国、東ティモール、フィリ

ピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス 
南アジア 
 インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ 
中央アジア 
 コーカサス、アゼルバイジャン、アルメニア、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、

タジキスタン 
サブサハラ・アフリカ 
 アンゴラ、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コ ン
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ゴ⺠主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、セネガル、タ
ンザニア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ベナン、ボツ ワナ、マダ
ガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モーリシャス、モーリタニア、モザン ビーク、ルワン
ダ 

中東・北アフリカ 
 アフガニスタン、アラブ⾸⻑国連邦、アルジェリア、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オ マー

ン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、チュニジア、トルコ、バーレーン、パレ スチナ
自治区、モロッコ、ヨルダン、レバノン 

中南米 
 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、 ガイアナ、キ

ューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、セントクリス トファー・ネー
ヴィス、セントルシア、チリ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、 パナマ、バハマ、
パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビ ア、ホンジュラス、メキ
シコ 

大洋州 
 オーストラリア、キリバス、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ニュージーランド、バヌア ツ、

パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル諸島、ミクロネシア 
ヨーロッパ 
 アイスランド、アイルランド、アルバニア、アンドラ、イギリス、イタリア、ウクライナ、エストニ ア、

オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、ス ウェー
デン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノル ウェー、バ
チカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、 ポーランド、ボ
スニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マ ルタ、モナコ、モルド
バ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニ ア、ルクセンブルク、ロシ
ア 

北アメリカ 
 アメリカ、カナダ 
一般財団法人 国際開発センター ※このほかに未確認の国・地域もある。 
「東日本大震災への海外からの支援実績のレビュー調査」・2014 年 2 月 
 

資料２−２ 東日本大震災被災地支援（2011 年）  

    諸外国・地域からの救助チーム・専門家チーム等の活動場所の例 

韓国 （3/12〜3/23）救助隊員 107 名、救助犬 2 匹 宮城県仙台市、多賀城市 
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 ◆震災翌日に支援に入る。以下、震災直後に注目 

シンガポール （3/13〜3/15）救助隊員 5 名、救助犬 5 匹 福島県相馬市 

ドイツ （3/14〜3/15）救助隊 41 名、救助犬 3 匹 宮城県南三陸町 

スイス （3/14〜3/16）救助隊員 27 名、救助犬 9 匹 宮城県南三陸町 

アメリカ （3/15〜3/19）救助隊員 144 名（救助犬計 12 匹含む）岩手県大船渡市 

中国 （3/14〜3/20）救助隊員 15 名 岩手県大船渡市 

イギリス （3/15〜3/17）救助隊員 77 名（プレス８名含む）、救助犬２匹、岩手県大船渡

市、釜石市 

メキシコ （3/15〜3/17）救助隊員 12 名、救助犬 6 匹 宮城県名取市 

オーストラリア （3/16〜3/19）救助隊員 72 名、救助犬 2 匹 宮城県南三陸町 

ニュージーランド （3/16〜3/18）救助隊員 52 名 宮城県南三陸町 

フランス （3/16〜3/23）レスキュー関係者 134 名（モナコ人 11 名含む）  

宮城県名取市，⻘森県⼋⼾市 

台湾 （3/16〜3/18）救助隊員 28 名、宮城県名取市、岩沼市 

ロシア （3/16〜3/18）第 1 陣 75 名、第 2 陣約 80 名 宮城県石巻市 

モンゴル （3/17〜3/19）救助隊員 12 名、宮城県名取市、岩沼市 

トルコ （3/20〜4/8）救助隊員 32 名、宮城県多賀城市、石巻市、七が浜町 

インドネシア （3/19〜3/23）救助隊員 11 名、事務員、メディカル 4 名 宮城県気仙沼市、塩
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竈市、石巻市等 

南アフリカ （3/19〜3/25）救助隊員 45 名、宮城県岩沼市、名取市、多賀城市、石巻市 

イスラエル （3/29〜4/10）医療支援チーム 53 名 宮城県南三陸町 

インド （3/29〜4/6）支援隊 46 名、宮城県女川町 

ヨルダン （4/25〜5/12）医療チーム 4 名 福島県内 

タイ （5/8〜6/3）医療チーム 2 名×2 チーム 福島県内 

スリランカ （5/12〜6/1）復旧支援チーム（災害管理省職員）15 名、宮城県石巻市 

フィリピン （6/28〜7/11） 医療支援チーム 3 名 岩手県，宮城県 

外務省資料［2014.1］。このほか国際機関からの支援などがある。 （ ）は活動期間 

 

資料２-３ 日本の各種品目別依存率と輸入先 

品目別 
依存
率％ 

輸入先とシェア（％）の例 

資源・エネルギー等   
① 鉄鉱石 100.0 オーストラリア 61.0、ブラジル 27.8、南アフリカ 4.3 
② 石炭（原料炭） 100.0 オーストラリア 50.1、インドネシア 28.3、カナダ 8.8 
③ 原油 99.7 サウジアラビア 33.4、アラブ⾸⻑国 25.3、ロシア 8.8 
④ LNG（液化天然ガス） 97.9 オーストラリア 21.9、マレーシア 18.3、ロシア 8.9 
⑤ LPG（液化石油ガス） 73.0 カタール 22.7、アメリカ 21.7、アラブ⾸⻑国 21.7 
衣料品   
⑥ 羊毛 100.0 中国 30.5、ニュージーランド 17.0、マレーシア 14.4 
⑦ 綿花 100.0 アメリカ 35.0、ブラジル 16.4、インド 11.9 
⑧ 衣類 97.2 中国 72.6、ベトナム 9.7、バングラデシュ 3.7 
食 料   
⑨ とうもろこし（飼料） 100.0 アメリカ 37.0、ブラジル 28.0、アルゼンチン 17.0 
⑩ エビ 92.0 ベトナム 17.0、インドネシア 16.0、タイ 15.0 
⑪ 大豆 93.0 アメリカ 71.9、ブラジル 15.7、カナダ 11.3、中国 1.0 
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⑫ ⼩⻨ 87.0 アメリカ 50.5、カナダ 29.2、オーストラリア 16.3 
⑬ 砂糖類 69.0 タイ 57.8、オーストラリア 27.3、南アフリカ 11.7 
⑭ 果実 57.0 フィリピン 57.8、アメリカ 15.6、エクアドル 9.2 
⑮ 魚介類 46.0 中国 18.2、チリ 9.0、タイ 8.3、アメリカ 7.9、ロシア 7.8 
⑯ 肉類 45.0 アメリカ 26.5、オーストラリア 16.4、タイ 13.2 
⑰ 米 3.0 ― 
⑱ 塩（食用） 85.0 
⑲ 塩（工業用） 15.0 

メキシコ 46.6、オーストラリア 42.7。その他にインド、中国、オ
ランダ、アメリカ、ドイツ、イタリアなど 

住居など   
⑳ 天然ゴム 100.0 インドネシア 63.0、タイ 34.0、ベトナム 2.0 
㉑ 木材 70.4 カナダ 13.5、アメリカ 11.9、欧州 10.8、チリ 8.8 
＜資料出典＞ 

①一般社団法人日本鉄鋼連盟「鉄鋼統計要覧」2014、②③④⑤資源・エネルギー庁「エネルギー白書」

2015、⑥⑦⑧国立国会図書館「日本のアパレル市場と輸入概況」2015、 
⑨⑩⑪⑫財務省「貿易統計」2015、⑬通産省「通関統計」2009、⑭財務省「貿易統計」2016 ⑮水産庁

「水産白書」2011、⑯財務省「貿易統計」2016、⑱⑲たばこと塩の博物館 2013、 

⑳㉑財務省「貿易統計」2014 

２ 人権保障はどのように展開されてきたか 

資料３－１ 日本国憲法の人権保障一覧 

章 条 保障内容（丸数字は、条文の項を示す） 対 象 

前 ９ 平和的生存権 人類 

11 基本的人権の享有・不可侵 国⺠ 

12 自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任 国⺠ 

13 個人の尊重、生命・自由・幸福追求権［環境権、プライバシー権］ 国⺠ 

14 法の下の平等 国⺠ 

15 公務員の選定罷免権 国⺠ 

3 

16 請願権 何人 
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17 賠償請求権 何人 

18 奴隷的拘束及び苦役からの自由 何人 

19 思想及び良心の自由 何人 

20 信教の自由 何人 

21 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 何人 

22 居住・移転・職業選択の自由、 

外国移住・国籍離脱の自由 

何人 

23 学問の自由 何人 

婚姻の自由 何人 24 

両性の平等、家族権 何人 

①生存権、健康権、文化権［環境権］ 25 

②社会福祉、社会保障、公衆衛生 

国⺠ 

26 教育基本権（権利を理解する学習）［学習権］ 国⺠ 

①労働の権利 

②労働条件の基準 

国⺠ 27 

③児童の酷使の禁止 児童 

28 労働基本権（団結権・団体交渉権・団体行動権） 勤労者 

29 私有財産権 何人 
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31 刑罰についての法定手続きの保障 何人 

32 裁判を受ける権利 何人 

33 逮捕に対する保障 何人 

34 抑留・拘禁に対する保障 何人 

35 住居侵入・捜索・押収に対する保障 何人 

36 拷問及び残虐な刑罰の禁止 何人 

37 刑事被告人の諸権利 被告人 

38 不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力 何人 

39 刑罰法規の不遡及、二重刑罰の禁止 何人 

40 刑事補償 何人 

4 44 国会議員の被選挙権、選挙権 国⺠ 

4 57 両院議事の公開［知る権利］ 国⺠ 

6 79 最⾼裁判所裁判官の国⺠審査 国⺠ 

6 82 ①裁判の公開［知る権利］ 国⺠ 

７ 91 内閣による財政状況の報告［知る権利］  

93 ②自治体の⻑、議員、法定吏員の選挙権・被選挙権 住⺠※ 8 

95 特別法の住⺠投票 住⺠ 

9 96 憲法改正についての国⺠投票 国⺠ 
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10 97 基本的人権の不可侵 国⺠ 

「対象欄」の太字は年齢制限を示し、太字以外は子どもの権利でもある。同じく「何人」は

国籍を問わないことを示す。 ※自治体の⻑の被選挙権は住所を問わない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３―２ 国連で採択された人権関係諸条約等や行動計画など 

年 条約・行動計画など 
1945  「国連憲章」と「国際司法裁判所規程」調印  ［５１カ国，現１９３カ国］ 
1946  国連人権委員会の設置  
1948  ◆「世界人権宣言」採択   

「集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約」採択  
1949  「人身売買及び他人の売春からの搾取の禁止に関する条約」採択  
1951  「難民の地位に関する条約」採択  
1952  「婦人の参政権に関する条約」採択  
1953  「1926 年の奴隷条約を改正する議定書」及び「1926 年の奴隷条約の改正条約」採択  
1954  ｢無国籍者の地位に関する条約」採択  
1956  「奴隷制度、奴隷取引並びに奴隷制度に類似する制度及び慣行の廃止に関する補足条約」採択  
1957  ｢既婚婦人の国籍に関する条約」採択  
1959  ｢児童の権利に関する宣言」採択  
1961  「無国籍の削減に関する条約」採択  
1965  「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」（人種差別撤廃条約）採択  
1966  ◆国際人権規約採択  

「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際条約（社会権規約/Ａ規約）」 
「市民的及び政治的権利に関する国際規約（自由権規約/Ｂ規約)｣及びその「選択議定書」 

1967  「難民の地位に関する議定書」採択  
1968  「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約」採択  
1973  ｢アパルトヘイト犯罪の禁止及び処罰に関する国際条約」採択  
1975  ◇「障害者の権利に関する宣言」採択  
1979  「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」（女子差別撤廃条約）採択  
1981 ◇国際障害者年 
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1984  ｢拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は刑罰に関する条約｣（拷問等禁止

条約）採択  
1985  「スポーツ分野における反アパルトヘイト国際条約」採択  
1986  「発展の権利に関する宣言」採択  
1989  「児童に関する権利条約」採択  

「市民的及び政治的権利に関する国際規約の第２選択議定書（死刑廃止）」採択 
1990  「すべての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する条約」採択  
1993  国連人権高等弁務官の設置を決定（設置は 1994 年）  
1995  「人権教育のための国連１０年」スタート（〜2004 年）  

「第４回世界女性会議」で「北京宣言及び行動綱領」採択 
1998  「国際刑事裁判所に関するローマ規程」採択  
1999  「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約（1999 年の最悪の形態の

児童労働条約 182 号）採択    
「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書」採択 

2000  「武力の紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「児童の売買、

児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」採択  
2002  「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の選択議定書」

採択  
2005  「人権教育のための世界計画」の「第１フェーズ行動計画」スタート（～平成 21（2009）年）  
2006  「人権理事会」設立決議を採択   

◇「障害者の権利に関する条約」（障害者権利条約）及びその「選択議定書」採択  
「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約（強制失踪条約）」採択  

2007  「先住民族の権利に関する国連宣言」採択  
2008  「世界人権宣言」採択 60 周年  
2010  「人権教育のための世界計画・第２フェーズ行動計画」（〜2014 年）   

「ハンセン病差別撤廃決議」採択  
2011  「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関（略称：ＵＮ Ｗｏｍｅｎ）」活動開始  

「児童に関する権利条約（子どもの権利条約）の通報手続きに関する選択議定書」採択  
「人権教育および研修に関する宣言」採択  

３  「相模原事件」が提起していること 

資料４－１ 容疑者の名による衆議院議長あての手紙(2016.2)から 

 
私は障害者総勢 470 名を抹殺することができます。 

常軌を逸する発言であることは重々理解しております。しかし、保護者の疲れきった表

情、施設で働いている職員の生気の欠けた瞳、日本国と世界の為と思い、居ても立っても

居られずに本日行動に移した次第であります。理由は世界経済の活性化、本格的な第三次
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世界大戦を未然に防ぐことができるかもしれないと考えたからです。 

私の目標は重複障害者の方が家庭内での生活、及び社会的活動が極めて困難な場合、保

護者の同意を得て安楽死できる世界です。 

 重複障害者に対する命のあり方は未だに答えが見つかっていない所だと考えました。障

害者は不幸を作ることしかできません。 

 今こそ革命を行い、全人類の為に必要不可欠である辛い決断をする時だと考えます。日

本国が大きな第一歩を踏み出すのです。 

私が人類の為にできることを真剣に考えた答えでございます。 

 衆議院議長大島理森様、どうか愛する日本国、全人類の為にお力添え頂けないでしょう

か。何卒よろしくお願い致します。      文責 植松 聖 ［共同通信］ 
 

 

資料４－２ 優生思想と３つの法律 

◇国民優生法（抄）（昭和一五年法律第一〇七号）［現代口語文訳・池上洋通］ 

第一条 この法律は、悪質な遺伝性疾患の素質を持つ者の増加を防ぐと共に、健全な素 

質を持つ者の増加を図ることによって、国⺠の素質の向上を期すことを目的とする。 

第二条 本法で優生手術というのは、生殖を不能にする手術または処置であって、命令によ

って定めるものをいう。 

第三条 次の各号の疾患の一つにかかった者で、その子または孫が、医学的な経験の上で同

一の疾患にかかるおそれが特に著しいときは、この法律に依って優生手術を受けることがで

きる。但し、その者が特に優秀な素質を合わせ持つと認められるときは、この限りではない。 

   一 遺伝性精神病 

   二 遺伝性精神薄弱 

   三 強度で悪質な遺伝性病的性格 
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   四 強度で悪質な遺伝性身体疾患 

   五 強度な遺伝性奇形 

◇優生保護法（抄）（昭和二三年法律第一五六号） 

第一章 総則 

第一条 この法律は、優生上の⾒地から不良な子孫の出生を防止するとともに、⺟性の生命

健康を保護することを目的とする。 

第二条 この法律で優生手術とは生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手 術で

命令をもつて定めるものをいう。 

２ この法律で人工妊娠中絶とは胎児が⺟体外において、生命を保続することのできない時

期に人工的に、胎児及びその付属物を⺟体外に排出することをいう。 

第二章 優生手術 

第三条 医師は、左の各号の一に該当する者に対して本人の同意並びに配偶者（届出を 

しないが事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む、以下同じ）があるときはその 

同意を得て、優生手術を行うことができる。但し未成年者、精神病者又は精神薄弱者 

については、この限りでない。 

 一 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形型を有 

   し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの。 

 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄 
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   弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの。 

 三 本人又は配偶者が、癩(らい)疾患にかかり、且つ子孫にこれが伝染するおそれのあ 

   るもの。 

 四 妊娠又は分娩が、⺟体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの。 

 五 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、⺟体の健康度を著しく低下するおそれの 

   あるもの。 

２ 前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による 

 優生手術を行うことができる。 

３ 第一項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができない 

 ときは本人の同意だけで足りる。 

第四条 医師は、診断の結果、別表に掲げる疾患にかかつていることを確認した場合にお 

 いて、その者に対し、その疾患の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要 

 であると認めるときは、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する 

 審査を申請しなければならない。 

第十二条 医師は、別表第一号又は第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病又は精神  

 薄弱に罹つている者について、精神保健法第二十条（後⾒人、配偶者、親権を行う者又 

 は扶養義務者が保護義務者となる場合）又は同法第二十一条に規定する保護義務者の同 

 意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生手術を行うことの適否に関する審 

 査を申請することができる。 
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・別表(第四条、第十二条関係)※この別表は、法律の最後尾に付けられていたものである。 

 一 遺伝性精神病 精神分裂病、そううつ病、てんかん 

 二 遺伝性精神薄弱 

 三 顕著な遺伝性精神病質 顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾 

 四 顕著な遺伝性身体疾患 ハンチントン氏舞踏病、遺伝性脊髄性運動失調症、遺伝性 

   ⼩脳性運動失調症、神経性進行性筋萎縮症、進行性筋性筋栄養障害症、筋緊張症、 

   先天性筋緊張消失症、先天性軟骨発育障害、白児、魚鱗せん、多発性軟性神経繊維 

   腫、結節性硬化症、先天性表皮水泡症、先天性ポルフイリン尿症、先天性手掌足し 

   よ角化症、遺伝性視神経萎縮、網膜⾊素変性、全⾊盲、先天性眼球震とう、⻘⾊き 

   よう膜、遺伝性の難聴又はつんぼ、血友病 

 五 強度な遺伝性奇型 裂手、裂足、先天性骨欠損症 

［第五条〜第一三条、手続きなどの規定、略］ 

   第三章 ⺟性保護 

第十四条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師（以

下指定医師という）は、左の各号に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得 

 て、人工妊娠中絶を行うことができる。 

 一 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を 

   有しているもの。 

 二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、 
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   遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの。 

 三 本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの。 

 四 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により⺟体の健康を著しく害するおそ 

   れのあるもの。 

 五 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫され 

   て妊娠したもの。 

２ 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないと 

 き又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。 

３ 人工妊娠中絶の手術を受ける本人が精神病者又は精神薄弱者であるときは、精神衛生 

 法第二十条（後⾒人、配偶者、親権を行う者又は扶養義務者が保護義務者となる場合） 

 又は同法第二十一条（市町村⻑が保護義務者となる場合）に規定する保護義務者の同意 

 をもつて本人の同意とみなすことができる。 

［第十五条、避妊指導など規定、略］ 

［第四章 優生保護審査会、略］［第五章 優生保護相談所、略］［第六章 届出、禁止そ 

 の他、略］［第七章 罰則、略］［付則、略］  

◇母体保護法  

第一章 総則 

（この法律の目的） 

第一条  この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、⺟ 
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 性の生命健康を保護することを目的とする。 

（定義） 

第二条  この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術 

 で厚生労働省令をもつて定めるものをいう。 

２  この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、⺟体外において、生命を保続することのでき 

 ない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を⺟体外に排出することをいう。 

 

資料４－３ 優生保護法による強制手術の件数＜1949～1996＞ (性別比率％) 

法的根拠 総件数 男性 女性 

14,568 4,856 9,712 第４条 

(100.0) (33.3) (66.7) 

1,909 308 1,601 第 12 条 

(100.0) (16.1) (83.9) 

16,477 5,164 11,313 合 計 

(100.0) (31.3) (68.7) 

『医制⼋十年史』（厚生省 1955 年）各年次『優生保護統計報告』（厚生省、厚生労働省） 

 

資料４－４ 優生保護法による原因別の人工妊娠中絶手術件数＜1996＞  

総 数 ら い 

① 

当事者 

遺伝② 

近親遺伝

② 

母体の健康 暴行脅迫 不 詳 

338,867 5 203 37 338,448 122 52 

厚生省優生保護統計  ①1996 年 3 月 31 日まで ②1996 年 9 月 25 日まで゜ 
 
 
 

資料４－５ 優生思想の報告書・教育資料などの例＜1970 年代＞ 

                 芦田嘉之（広島大学・生命倫理学）の報告の抜粋 

◆1971 年度「厚生白書」 －遺伝による先天異常を防ごう 

 先天異常の子や親の不幸は測ることができぬほど大きいものであり、先天異常については
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その発生を未然に防止することに全力をあげる必要がある。（遺伝性疾患を出現させないため

の優生結婚および出産を、教育的指導によって誘導すべきだと主張） 

◆1971 年「人口問題審議会最終答申」（厚生省） 

 ―優生対策と保健教育 遺伝病等の予防― 

 わが国は欧米諸国にくらべて、いとこ婚をはじめとする近親婚の率が⾼く、そのために流

死産や劣性遺伝子による疾患の危険が大きく、また、その他の遺伝性の疾患や好ましからざ

る形質も、環境における電離放射線や突然変異誘起物質の増加、治療技術の進歩によっては、

むしろ増加する恐れが少なくない。人類集団の中のこれら好ましからざる遺伝的荷重を減少

させるような方策を講ずることは極めて重要である。したがって、人類の発展に災いするか

ごとき悪質遺伝病を事前に防止するために優生保護法の活用による遺伝相談の普及、これに

あたるカウンセラーおよびその教育担当者の養成、人類遺伝学の教育研究施設の拡充、保因

者発⾒法と出生前診断法の開発は緊急を要する方策である。 

  ◆1974 年「人類遺伝学将来計画」（日本学術会議） 

  （遺伝性疾患の集団調査、新生児のスクリーニング、保因者診断、出生前診断、遺伝相談

の拡充）  

 さらに深刻な問題は、個々の症例に対する医療水準が向上した結果、かつては自然淘汰に

よって集団から除かれていた有害遺伝子が子孫に伝えられ、遺伝子プールにおけるその頻度

が上昇する機会が多くなったことである。 

◆1971 年「保健体育 改訂版」（一橋出版） 高校教科書 
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 国⺠の遺伝的素質を改善し向上させること、すなわち、次の世代の国⺠に、肉体的にも精

神的にもよりすぐれた⺠族的素質を伝えてゆくことが国⺠優生である。わが国では１９４８

年に優生保護法が制定され、とくに悪質な遺伝性疾患が伝えられることを防止するため、精

神分裂病・そううつ病・全⾊盲・血友病・遺伝性奇形などの遺伝病を有する場合や、出産に

より⺟胎に危険がある場合には優生手術や人工妊娠中絶が実施できることになった。（中略）

国⺠の素質を向上させるという優生結婚の立場から、結婚をするにあたって、みずからの家

系の遺伝病患者の有無を確かめるとともに、相手の家系についてもよく確認することが重要

である。家系の調査範囲は、両親・兄弟姉妹はもとより、祖⽗⺟やいとこまでおよぶことが

望ましい。 

 ◆1975 年「標準高等保健体育」（講談社） 教科書 

 優生上問題になる疾患や異常の遺伝を防ぐために、優生保護や優生結婚が必要となってく

る。  

 相互の家系に遺伝的欠陥や疾病がある場合には、なるべく結婚を避け、不健全な子孫が生

まれたり、その家系だけでなく社会的にも不幸を招くような疾病のある人は、子孫を残さな

いようにしなければならない。 

 国でも、優生の問題を重視し、その対策として 1948 年に優生保護法を制定し、優生上問題

となる疾病のある場合には妊娠中絶や優生手術を認めている。このようにして、⺟体の生命・

健康を保護するとともに、国⺠全体の遺伝素質を改善し、向上させるために、国⺠優生に力

をそそいでいる。 
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４ 差別・選別、格差の現実に向き合う 

資料５－１ 学歴別・性別にみる年収の格差＜2012＞ 

性別・年収実額 性別・格差指数 
学歴別 

男性 女性 男性 女性 

中 学 卒 383 万 9600 円 242 万 6500 円 59.2 54.7 

高 校 卒 458 万 5100 円 294 万 2300 円 70.7 66.3 

高専・短大卒 484 万 1300 円 381 万 2100 円 74.7 86.0 

大学・院卒 648 万 1600 円 443 万 4600 円 100.0 100.0 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

 

資料５－２ 学歴別・性別にみる生涯収入の格差＜2012＞ 

性別・年収実額 性別・格差指数 
学歴別 

男性① 女性② 男性 女性 ②/①×100 

中 学 卒 １億 7130 万円 １億 1050 万円 68.0 55.5 64.5 

高 校 卒 １億 9040 万円 １億 2470 万円 75.6 62.7 65.5 

高専・短大卒 ２億 0040 万円 １億 5890 万円 79.6 79.8 79.3 

大学・院卒 ２億 5180 万円 １億 9930 万円 100.0 100.0 79.2 

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づく計算の例 

4 だれもが主権者として生きる社会とは 

（１）基本的人権の保障の意味 

  ―人権保障は「与える」「与えられる」ものでなく、「求める」「保障する」ものである 

（２）だれもが「社会的当事者」である 

（３）「共に生きる社会を」つくるということ 

＜参考資料＞ 障害のある人もない人も共に生きる日野市民条例(案) 

（基本理念） 

第３条 第１条にいう「共に生きる地域社会の実現」は、次の各号にかかげる理念に基づ

いて進めるものとする。 

（１）障害者は、障害のない者と等しく基本的人権を持つ主体であり、合理的配慮により、

社会のすべての分野に参加し、貢献できる者であること。 

（２）障害者は、地域社会において、どこで誰と生活するかについて自由に選択する機会

が確保され、原則として特定の生活様式で生活するように義務づけられないこと。   

（３）障害者が、言語（手話・点字などを含む。）その他の意思疎通のための手段につ
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いて選択できるように、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡

大が図られること。 

（４）女性障害者が、性的差別と障害による差別の複合的な差別を受けやすい立場にある

ことについて、共通の理解を深め、女性障害者の社会的障壁の解消に努めること。 

（５）障害を持つ児童が、児童の間を含む社会的な関係において差別を受けやすいことに

ついて考慮し、障害児童とその他の児童との共同学習を積極的に進めることなどにより、

保育・教育を含めて広く共通の理解を深め、また日野市子ども条例に定めるすべての権

利を実現することによって障害児童の社会的障壁の解消に努めること。 

（６）障害を持つ高齢者が、私生活または社会生活全般において特に困難な状況に陥りや

すいことを考慮し、障害者に関する法令のほか、高齢者に関する法令による各自の自由

な選択の権利の確保に努めること。 

（７）障害者の自由な選択による婚姻と出産、及び家庭を営むことについての権利を確保

すること。また、また家族に障害者がいることを理由に差別を受けることのないように

すること。 

（８）複数の障害を持つ障害者(以下｢重複障害者｣という)について、その求めに応じた特

別な配慮がなされるようにすること。 

（９）障害による差別については、誰もが障害を持つ可能性があることを理解し、また合

理的配慮は、障害者だけでなく、子ども、妊婦、高齢者、病弱者を含むすべての個人に

も求められるものであり、障害のない人にも有益であることから、地域社会共通の課題

としてとらえること。 

（10）共に生きる地域社会の実現とは、すべての事業者等や市民等が、障害や障害者に対

する理解を深めるとともに、差別をなくすうえで守るべきルールを共有することであっ

て、差別する側と差別される側とに分けて相手側を一方的に非難したり、制裁を加えた

りすることではないこと。 

（11）共に生きる地域社会は、障害者に関する法令とこの条例に基づき、障害者、事業者

等、市民等と市の協力・共同的な努力によって実現されるものであること。 
 

さいごに  日本国憲法の主権者として、歴史を記す主体者として生きよう 

第九十七条 この憲法が日本国⺠に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得 

 の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国⺠ 

 に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 

  


