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はじめに―津久井やまゆり園殺傷事件から４年目を迎える現在 

・生命の選別、「優生思想」が進む現実に大きな危機感 

 

 → 現役医師による犯罪であるＡＬＳ嘱託殺人事件 

 ・京都市で 2019年 11月、難病の筋萎縮性側索硬化症（ALS）の女性患者が

死亡し、女性に頼まれて薬物を投与したとする嘱託殺人容疑で医師 2 人が

逮捕された事件。京都地検は、2020年 8月 13日に起訴した。 

 

 →コロナ禍での高齢者、障害のある人らへの対応 

  ・高齢施設内において、カナダでは汚物の放置など衛生状態が生じたり、不

適切な介護が行われていたり、スペインでは高齢利用者が放置され、一部は

死亡していたことが明らかになった。 

     ・アメリカのアラバマ州の公衆衛生局の方針に、重度の知的障害、進行性

認知症をもつ人たちは、人工呼吸器の対象から外される可能性があるとも

書かれていたことが明らかになる。権利擁護団体による抗議により撤回。 

 

・問われていることは何か 

  →この事件を人権、そのもっとも基礎となる生命権、健康権が侵害され、剥

奪されたと深刻に受け止める必要がある。 

→人権としての社会保障の考え方、それに即した制度、運用とは何か。また、

そのための課題を示すこと 

 

１．津久井やまゆり園殺傷事件とは 

 2016年 7月 26日午前 2時頃、神奈川県立の指定管理施設である障害者支援施

設「津久井やまゆり園」に、刃物を持った加害男性（当時 26歳）が侵入し、入

所者 43人、職員 3人が刺され、19人（男性 9人、女性 10人）が死亡、27人（男

性 22人、女性 5人）が負傷した事件である。 

加害男性が福祉施設の元職員であったこと、重度障害のある人を「心失者」と

呼び、生命の価値を否定する言動を一貫して行ったことから、日本社会に大きな

衝撃を与えた。加害男性は、2020 年 3 月 16 日、横浜地裁で死刑を言い渡され、

3月 31日に確定している。 

※生命の選別、社会福祉施設の意義と役割、意思決定支援と地域移行、社会福



祉施設のケアの質、障害のある人の人権保障の実質化の意味などの議論が開始

される 

 

２．人権と社会保障の歴史的展開 

（１）第二次世界大戦の反省と国連等の世界的動向 

１）生命権はじめ人権蹂躙の戦時 

・ナチス政権によるアウシュビッツ虐殺、T4作戦（障害のある人の虐殺） 

・広島、長崎原爆投下はじめ全国各地への空襲、長引く戦時下の極貧状態 

 

2）第二次世界大戦を繰り返さないための国際連合の設立 

⇒生命の選別を否定したことこそ人権保障の原点 

・1948年世界人権宣言 

・1966年国際人権規約 

・権利が侵害されやすい状況に対応した個別の人権条約 

⇒人権保障には普遍的人権と固有の人権の双方が不可欠であり、障害のある人

等についてはとりわけ固有の人権保障を制度化する必要がある。 

⇒保障水準も「最低生活」から「十分な生活」（他の人と同等な生活）そして「最

高水準」へ上昇 

 

（２）日本国憲法の制定 

・1946年日本国憲法制定、公布 

・この憲法が日本国民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 

・前文（恐怖と欠乏からの自由）、9条（戦争放棄）、13条（人間の尊厳）、14条

（法の下の平等）、25条（生存権）等を根拠とする社会保障制度 

・権利と義務の切断（人権保障は国家の責任） 

・朝日訴訟を契機に「権利としての社会保障」（小川政亮）の確立が目指され、

現在は「人権としての社会保障」の確立がめざされている。 

・2020年代現在は、思想から制度的保障へ発展している。 

 

（３）人権とは何か 

・人権とは何か―人間らしく生きるための権利 

 →国家が国民に対して保障 

→「人間の尊厳」を中核とし、自己決定権と他の者との平等が求められる 

 →時代の進展により、人権自体が豊かに捉えられてきていることにも留意が必

要 



 →日本国憲法：憲法 97 条「この憲法が日本国民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

多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、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。」 

 ※朝日訴訟原告の朝日茂さんが大事にした言葉：「権利は闘うものの手にある」 

 

３． コロナ禍における国連の動き―権利保障アプローチの徹底 

(１)国連の動きの最大の特徴 

権利保障アプローチの徹底  

→世界各国における健康権はじめ人権侵害の状況を調査し、その是正のために

加盟国のコロナ関連政策に人権保障の観点を入れることを求めている。 

 

 →コロナ危機以前から、国連は高齢化と高齢者の人権保障のための議論を、積

み重ねてきた。子どもや女性、障害のある人の国際人権条約制定とそれに伴う

国際的議論の蓄積もあり、国連では、高齢者の人権も、これまでになく内容や

水準が豊かに捉えられている。 

 

(２)コロナ禍における事務総長名の政策概要の公表 

１）政策概要とは 

 ある特定の問題についての分析枠組みを提示し、加盟各国が望ましい政策行

動がとれるように導くことを目的とした政策分析の概要である。 

事務総長名での政策概要の発表は、今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延

によって、脆弱な立場に置かれる人たちの人権侵害の事実を深刻なものととら

えていることが理解できる。 

 

２）政策概要の公表（たとえば高齢者） 

・公表は、2020年 5 月 1日【高齢者】「政策概要：高齢者への新型コロナウイル

ス感染症の影響」 

・グテーレス事務総長は、自身も「高齢者であり、さらに高齢の母親をもつ者と

しても」とあえて表明しながら、新型コロナウイルスとコロナ危機への対応によ

る、高齢者自身の人権侵害とコミュニティや社会への影響を懸念している。 

 

 （政策概要）4つの重要な行動優先事項 

② 医療上の決定が、高齢者への尊厳と健康権保障によって導かれること、 

②他人との身体的距離をとる最中でも、社会的包摂と連帯を強化しなければ

ならないこと、 



③社会経済的および人道的対応全体においては、高齢者に焦点を当てて全面

的に統すること（その一環として、高齢者の特化した国際人権条約制定の議

論を加速させる） 

④高齢者の参加を拡大し、良い実践を共有し、知見とデータを活用すること

である。 

 

おわりに 

・津久井やまゆり園殺傷事件からの教訓 

－人権と社会保障の歴史的展開をふまえ、人権としての社会保障の原理原則

をふまえた社会保障制度の確立 

―国連を中心にした国際動向をふまえた議論と行動が求められている 

 

 ・日本高齢期運動連絡会で「日本高齢者人権宣言（第一次草案）」を策定し、

2 年がかりで議論を始めている。現代こそ人権保障の議論を本格化し、「絵

に描いた餅ではない」人権保障としての社会保障制度の確立をめざす 
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津久井やまゆり園殺傷事件から考える人権
としての社会保障

2020年9月5日

鈴木 靜（愛媛大学）



はじめに
―津久井やまゆり園殺傷事件から４年目を
迎える現在 生命の選別、「優生思想」が進む現実に大きな危機感

→ 現役医師による犯罪であるＡＬＳ嘱託殺人事件

・京都市で2019年11月、難病の筋萎縮性側索硬化症（ALS）の女

性患者が死亡し、女性に頼まれて薬物を投与したとする嘱託殺

人容疑で医師2人が逮捕された事件。

京都地検は、2020年8月13日に起訴した。



→コロナ禍での高齢者、障害のある人らへの対応

・高齢施設内において、カナダでは汚物の放置など衛生状態

が生じたり、不適切な介護が行われていたり、スペインで

は高齢利用者が放置され、一部は死亡していたことが明ら

かになった。

・アメリカのアラバマ州の公衆衛生局の方針に、重度の知的

障害、進行性認知症をもつ人たちは、人工呼吸器の対象か

ら外される可能性があるとも書かれていたことが明らかに

なる。権利擁護団体による抗議により撤回。



 問われていることは何か

→この事件を人権、そのもっとも基礎となる生

命権、健康権が侵害され、剥奪されたと深刻

に受け止める必要がある。

→人権としての社会保障の考え方、それに即し

た制度、運用とは何か。また、そのための課

題を示すこと



１ 津久井やまゆり園殺傷事件とは

2016年7月26日午前2時頃、神奈川県立の指定管理施設で
ある障害者支援施設「津久井やまゆり園」に、刃物を持った
加害男性（当時26歳）が侵入し、入所者43人、職員3人が刺さ
れ、19人（男性9人、女性10人）が死亡、27人（男性22人、女
性5人）が負傷した事件である。

加害男性が福祉施設の元職員であったこと、重度障害のあ
る人を「心失者」と呼び、生命の価値を否定する言動を一貫
して行ったことから、日本社会に大きな衝撃を与えた。

加害男性は、2020年3月16日、横浜地裁で死刑を言い渡され、
3月31日に確定している。



神奈川県によるやまゆり園検証委報告
（中間報告とその後）

2020年1月10日 「津久井やまゆり園利用者支援検証委員会」発足

コロナ禍で、調査等の中断・・・

2020年5月18日 「津久井やまゆり園利用者支援検証委員会」の中間報告

公表

しかし、検証委員会継続ではなく、発展的解消？

↑

障害のある人の団体等から真相究明を求める声



※生命の選別、

社会福祉施設の意義と役割、

意思決定支援と地域移行、

社会福祉施設のケアの質、

等の議論が遅々としながらも進む













障害のある人の人権保障の実質化の意味が
問われる

大きな反省―日本における人権保障とは
（特に政策上における人権保障の意味）



２．人権と社会保障の歴史的展開

（１）第二次世界大戦の反省と国連等の世界的動向

１）生命権はじめ人権蹂躙の戦時

・ナチス政権によるアウシュビッツ虐殺、T4作戦（障害のある人の虐殺）

・広島、長崎原爆投下はじめ全国各地への空襲、長引く戦時下の極貧状態



2）第二次世界大戦を繰り返さないための国際連合の設立

⇒生命の選別を否定した戦争の教訓こそ、人権保障の原点

・1948年世界人権宣言

・1966年国際人権規約

・権利が侵害されやすい状況に対応した個別の人権条約

⇒人権保障には普遍的人権と固有の人権の双方が不可欠であり、障害のある

人等についてはとりわけ固有の人権保障を制度化する必要がある。

⇒保障水準も「最低生活」から「十分な生活」（他の人と同等な生活）そし

て「最高水準」へ上昇



（２）日本国憲法の制定

・この憲法が日本国民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

・前文（恐怖と欠乏からの自由）、9条（戦争放棄）、13条（人間の尊

厳）、14条（法の下の平等）、25条（生存権）等を根拠とする社会保

障制度

・権利と義務の切断（人権保障は国家の責任）

・朝日訴訟を契機に「権利としての社会保障」（小川政亮）の確立が目

指され、現在は「人権としての社会保障」の確立がめざされている。

・2020年代現在は、思想から制度的保障へ発展している。



（３）人権とは何か

・人権とは何か―人間らしく生きるための権利

→国家が国民に対して保障

→「人間の尊厳」を中核とし、自己決定権と他の者

との平等が求められる

→時代の進展により、人権自体が豊かに捉えられて

きていることにも留意が必要



→日本国憲法：憲法97条

「この憲法が日本国民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、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の
国民に対し、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。」

※朝日訴訟原告の朝日茂さんが大事にした言葉：

「権利は闘うものの手にある」





３ コロナ禍における国連の動き
―権利保障アプローチの徹底

(１)国連の動きの最大の特徴

権利保障アプローチの徹底

→世界各国における健康権はじめ人権侵害の状況を調査し、その是正のために
加盟国のコロナ関連政策に人権保障の観点を入れることを求めている。

→コロナ危機以前から、国連は高齢化と高齢者の人権保障のための議論を、積
み重ねてきた。子どもや女性、障害のある人の国際人権条約制定とそれに伴う国
際的議論の蓄積もあり、国連では、高齢者の人権も、これまでになく内容や水準
が豊かに捉えられている。





共同声明：国連障害のある人の権利委員会委員長および障害とアクセシビリティ
に関する国連事務総長特使による、障害のある人と新型コロナウィルス感染につ
いて

５．締約国は、障害のある人の安全性とインテグリティ（integrity）を確保し、
障害のある人のあらゆる施設からの脱施設化（deinstitutionalization）の措置を加
速すべきである。新型コロナウィルス感染のパンデミックは、介護施設、精神病
院、その他の収容所にすでに影響を及ぼしており、施設内にいる障害のある人に
とってはリスクが高まっています。



(２)コロナ禍における事務総長名の政策概要の公表

１）政策概要とは

ある特定の問題についての分析枠組みを提示し、
加盟各国が望ましい政策行動がとれるように導くこ
とを目的とした政策分析の概要である。

今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、
脆弱な立場に置かれる人たちの人権侵害の事実を深
刻なものととらえていることが理解できる。



２）政策概要の公表（たとえば高齢者）

・公表は、2020年5月1日【高齢者】「政策概要：高齢者への
新型コロナウイルス感染症の影響」

・グテーレス事務総長は、自身も「高齢者であり、さらに高
齢の母親をもつ者としても」とあえて表明しながら、新型コ
ロナウイルスとコロナ危機への対応による、高齢者自身の人
権侵害とコミュニティや社会への影響を懸念している。



（政策概要）4つの重要な行動優先事項

①医療上の決定が、高齢者への尊厳と健康権保障によって導か
れること、

②他人との身体的距離をとる最中でも、社会的包摂と連帯を強
化しなければならないこと、

③社会経済的および人道的対応全体においては、高齢者に焦点
を当てて全面的に統合すること（その一環として、高齢者の特
化した国際人権条約制定の議論を加速させる）

④高齢者の参加を拡大し、良い実践を共有し、知見とデータを
活用することである。



高齢者の政策概要

前進するために

このパンデミックは、人類に前例のない課題をもたらし、高齢者の健康、生活、
権利、福祉状態に不均衡な脅威を与えています。パンデミックと闘うための私た
ちの努力において、高齢者のニーズを把握し人権保障に取り組むことにより、こ
れらのリスクを最小限に抑えることが重要です。

同時に、これらのリスクの多くは新しいものではありません。高齢者は長い間、
人権の保護が不十分であり、国の政策やプログラムでは見過ごされてきました。
新型コロナウイルスからの回復は、人権に根ざし、「誰一人取り残さない」とい
う「持続可能な発展のための2030アジェンダ」の共通の約束に導かれた、より包
摂的で、公平で、年齢に優しい社会のための舞台を整える機会です。



おわりに

・津久井やまゆり園殺傷事件からの教訓

－人権と社会保障の歴史的展開をふまえ、人権としての社会保障
の原理原則をふまえた社会保障制度の確立

―国連を中心にした国際動向をふまえた議論と行動が求められてい
る

・日本高齢期運動連絡会で「日本高齢者人権宣言（第一次草
案）」を策定し、2年がかりで議論を始めている。

現代こそ人権保障の議論を本格化し、「絵に描いた餅ではな
い」人権保障としての社会保障制度の確立をめざす



日本高齢者人権宣言
(第一次草案)

日本高齢期運動連絡会

日本高齢期運動サポートセンター

０３－３３８４－６６５４
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