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明石市旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例 

（素案）に対する意見募集結果 

 

明石市政策局市民相談室  

 

  2021 年（令和３年）８月 15 日（日）から８月 29 日（日）までの間に行った意見

募集について、いただいたご意見とそれに対する市の考え方は、以下のとおりです。 

 

意見応募者２６０名 

 

条例全体 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

◇条例の成立時期について 

1  早期の条例成立を望む。（11 件） ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

被害者の方々が高齢化していると

いう点は特に重視しているところで

あり、可能な限り速やかに被害者の支

援にあたりたいと考えております。 

2  明石市の条例の成立が国の一時金支

給法の見直しの後押しとなり１人でも

多くの被害者が声をあげられるようぜ

ひとも条例を早期に成立してほしい。

（８件） 

3  損害を受けた方々は高齢の方も多く、

亡くなられた方も多くいると聞いてい

る。この条例を一日でも早く通していた

だいて早く被害者が救済されることを

祈っている。（３件） 

4  不妊手術を受けた障害者または配偶

者の高齢化が進んでいる。永眠された方

もいる。早急に支援条例制定を通してほ

しい。（２件） 

5  お願いとしては、「速やかに可決して

いただくこと」があげられる。 

◇条例の制定について 

6  独自に被害者に対する支援を行うだ

けでなく、その尊厳回復のための諸施策

を市や市民に義務付けようとする今回

の条例案は、まさに画期的なものであ

り、一人一人の市民を大切にした街づく

りを推進される明石市の基本姿勢を見

事に体現するものである。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

真に「だれ一人取り残さない」まち

づくりを実現できるよう、取り組みを

推進してまいります。 

7  本条例の制定により、過去の非道な人
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権侵害を許さず、個人の尊厳を守るとい

う明確なメッセージを発信することは

極めて重要な意味がある。 

8  この取組によって勇気づけられる方

は、たとえ被害者の要件に当てはまらな

い障害者や、その家族、近親者など、と

ても多い。その方々を応援するために

も、是非、条例を実現していただきたい。 

9  優生保護法について、国が正面から向

き合おうとしない中、自治体として率先

して支援条例づくりを進められている

ことに敬意を表する。 

10  行政からの謝罪や条例を作る事とい

った行動は優生保護法で傷ついた人達

の尊厳の回復につながる。その事は被害

者のみならず、優生思想はもってはいけ

ない思想だという価値観を改めて多く

の人に伝えることとなる。 

11  本来国が補償すべき被害だが、国を待

たずに地方自治体が実施することはた

いへん意義のあること。 

12  明石市でのこの条例案は、強制不妊手

術を国、行政が行った被害だと認め、そ

の被害にあった方々を救済し、障害のあ

る人たちとその配偶者の人権の回復と

復権に真摯に向き合うもの。 

13  子どもを産む権利を奪った事の重さ

を社会全体が教訓とし、二度とこのよう

な事を起こさない為にも、今回の条例に

より、その市民に対する意識を変えるこ

とが、本当の意味での障害がある人もな

い人もその地域で生きる共生社会につ

ながると感じている。 

14  市民はもちろん、市民以外も優生保護

法によってつらい現実にいまなお向き

合っている方々の光となり、市民にとっ

ても誇れる条例となる。 

15  被害を受けた障害のある人に寄り添

い、明石市として何を大事にするのかを

明石市民に示すことに留まらず、全国、

そして国や国会、司法の場にも大きなメ

ッセージとなるものと信じる。 
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16  過去の過ちに真摯に向き合い、被害者

とその配偶者にも支援金を支給するも

ので「悲しみに寄り添い続けること、を

大切にしていく」と掲げていることに胸

を打たれる。一人ひとりを大切にしてい

くことを体現したこの条例をぜひ、施行

してほしい。この条例は日本の旧優生保

護法の過ちを真摯に認めるものであり、

今も苦しんでいる人たちの大きな救い

になるものである。 

17  兵庫県は、かつて「不幸な子どもの生

まれない運動」を取り組んでいた歴史が

あることからも、意義のある条例であ

る。 

18  ろうあ女性は「耳が聞こえないこと」

「女性であること」の二重の差別に苦し

んできた。二重の意味で傷ついた被害者

に寄り添う条例になってほしい。 

19  一自治体として誠意をもって被害者

の方やそのご家族の方に向き合おうと

する明石市の姿勢に敬意を表する。 

20  請求期限を定めず配偶者も含まれる

という、同旨の法律より間口の広い本条

例は、障害ゆえに、誰もが持つ生む権利

や身体を侵害されない権利といった、人

権の根幹ともいえる権利を侵された

人々に少しでも寄り添うものであると

感じており、また社会保障行政が最重視

すべき弱者に寄り添う観点によって起

案されたものであると感じている。 

21  国や裁判所が旧優生保護法の違法性

を認めながらも、なかなか積極的な支援

に踏み出そうとしない中、被害者の生活

環境により近い自治体がその問題をみ

つめ、根本的なところから一緒に取り組

んでいこうとする姿勢はとても励まさ

れるものである。 

22  旧優生保護法により苦しみ続けてい

る方にとって、とても勇気づけられる素

晴らしい条例である。 

23  この条例が成立することは、被害者を

救うだけでなく、優生保護法があったこ



4 

とで現在もなお根深く残る差別や偏見

や虐待の基になる優生思想を見直すこ

とにもつながる。このことは、障害のあ

る人達だけでなく、現在の社会で生きに

くいと感じている人も含めて誰にとっ

ても優しい明石市にしていく大きなメ

ッセージになっていくと思う。 

24  本条例が制定されることは、旧優生保

護法の問題だけでなく、その他の障がい

者を取り巻く多くの課題に対して、一石

を投じる動きになると考える。 

25  国民・市民に寄り添うために、国が行

う施策の足りない部分をより身近な行

政がさらに発展させた形ではじめよう

という本条例づくりは、全国の同様の困

難さを抱える人たちを励まし、全国の自

治体の模範ともなると思う。 

26  直接、市民と接している自治体から、

障害者の人権を守る運動をすすめてい

くことが、今ほど求められている時期は

ないと思っている。 

27  市民みんなに優しい、お互い協力し合

える条例を考えていただけるのを願う。 

28  本条例によって優生保護法をはじめ

として優生思想と政策において抑圧さ

れて我慢を強いられてきた障害者等が

自信と勇気をもって立ち上がれるため

の役割を果たすよう願う。 

29  全国に先がけて優生保護法という障

害者差別観に基づいた悪法のために大

事な人生を踏みにじられた方々への支

援を条例化する動きは素晴らしい。人権

を守っていこうとする姿勢が、期間制限

を設けない、手術を受けた者とその配偶

者を対象とするという内容に表れてい

る。 

◇条例に対する要望（全体）について 

30  下記の明石市優生保護法被害者支援

条例アドバイザー提案をぜひ盛り込ん

でほしい。 

１ 旧優生保護法により、障害者の尊厳

が損なわれ、障害者に対する差別偏見

2021 年（令和 3 年）7 月 4 日付で、

明石市優生保護法被害者支援条例ア

ドバイザー提案をお受けしました。こ

の提案を受け、下記の通り、その趣旨

を条例案に反映しております。 
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が助長されてきたことを確認し、障害

者の名誉と尊厳を回復し、今後このよ

うな事態を二度と繰り返すことのな

いよう、共生社会に向けた取組みを進

めること。 

２ 旧優生保護法による人工妊娠中絶

手術を受けた者も、支援金の対象に含

めるべきこと。 

３ 旧優生保護法による不妊手術・人工

妊娠中絶手術を受けた者の配偶者も、

支援金の対象に含めるべきこと。 

４ 除斥期間（改正前民法第 724 条後

段）及び一時金支給法第５条第３項の

規定に関わらず、支援金の支給に期間

制限を設けないこと。 

１ 前文、第３条（基本理念）に反映

しました。 

２ 第２条（２）イにおいて、人工妊

娠中絶手術を受けた者も、「旧優生

保護法被害者等」に含めました。 

３ 第２条（２）ウにおいて、不妊手

術・人工妊娠中絶手術を受けた者の

配偶者も、「旧優生保護法被害者等」

に含めました。 

４ 第９条本文中に、除斥期間にかか

わらず、支援金を支給することを明

記しました。 

 

前文 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

31  かつて、不幸な子どもの生まれない

運動を全国に先駆けて行ってしまった

兵庫だからこそあるべき方向へ戻す発

信もここから行うべきだし、その意義

は大きい。その趣旨が前文に明記され

ているところが、素晴らしいと感じた。 

本条例に対し、支持・賛成のご意見

をいただき、ありがとうございます。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

32  前文において「今もなお・・・多大

な苦痛を与えて続けている」と解決し

ていないことを述べ、「兵庫県も・・・

障害者の不妊手術を推進した」と責任

を明確にしている。 

33  前文中「わたしたちが、社会が生み

出した優生思想によって深く傷つけら

れた旧優生保護法被害者等に対し、そ

の悲しみが続く限り寄り添い続けるこ

と」に、とても感動した。 

34  条例素案の前文は、優生保護法が過

去の施策として存在したが、「今もなお

…心身に多大な苦痛を与え続けてい

る」と被害者に対し真摯な姿勢をみせ、

兵庫県の「不幸な子どもの生まれない

運動」の唱導を反省した上で、「二度と

繰り返すことのないよう、優生思想と

向き合う決意を新たに」する強い意志
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が書かれている。 

35  自治体として、国の「優生保護法」

など、優生思想に基づく政策と、その

もとに、兵庫県下でも推進された「不

幸な子どもの生まれない運動」などが、

基本的人権を侵害するものであると断

罪したうえで、それを二度と繰り返さ

ないという決意が述べられ、その考え

のもとに、すでに被害を被った人たち

への救済策が具体的に条例に盛り込ま

れていて、本当に素晴らしいと思う。 

36  前文の内容に感銘を受けた。 

37  条例前文の「わたしたちが、社会が

生み出した優生思想によって深く傷つ

けられた旧優生保護法被害者等に対

し、その悲しみが続く限り寄り添い続

けることこそが、真の共生のまちづく

りにおいて重要なことである。わたし

たちは、障害者の尊厳を傷つける事態

を二度と繰り返すことのないよう、優

生思想と向き合う決意を新たにし、こ

の条例を制定する。」の文には、「障害

のある人もない人も、だれ一人取り残

さない共生のまちづくり」を推進して

きた明石市のさらなる決意を感じる。 

38  「旧優生の尊厳回復と支援」は、「共

生のまちづくり」とは無縁である。子

を産み育てるかは、すべての人の権利

であり、その権利を侵害した「旧優生

保護法」により侵害された「障害者」

の尊厳回復は、憲法の考え方からすれ

ば、当然である。「共生」をいう考え方

は、個人間の問題にあり、障害者の権

利を奪ったのは個人ではなく、公権力

である国と自治体の責任である。 

 したがって、条例案の文言から「共

生のまちづくり」「共生社会」は削除し、

「民主的な社会づくり」「民主社会」に

変更すべきである。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

旧優生保護法によってもたらされた

優生思想により、現在に至るまで障害

のある方に対する差別・偏見が助長さ

れていることが、今回のパブリックコ

メントでも指摘されております。こう

した差別・偏見が、明石市が目指す「だ

れ一人取り残さない共生社会」実現の

妨げになることは疑いようがありませ

ん。 

本条例によって被害者の方の尊厳を

回復し、基本的人権を尊重し、障害の

ある方への差別・偏見が解消されるこ

とで、共生のまちづくりの実現に近づ

くものと考えております。 

39  兵庫県が「不幸な子どもの生まれな  兵庫県による「不幸な子どもの生ま
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い運動」を唄導したのはいつだった

か？年月日がわかれば調査できるので

はないか？と思っている。 

れない運動」は、1966 年（昭和 41 年）

4 月より、兵庫県衛生部によって開始

されました。その後、1970 年（昭和 45

年）8 月に「不幸な子どもの生まれな

い対策室」を設置しましたが、1974 年

（昭和 49 年）4 月には同室は廃止され

ました。 

40  優生思想と向き合うとのことだが、

具体的に書いてほしい。 

第３条に定めた基本理念に基づき、

優生思想が間違っていること、このよ

うな被害を２度と繰り返さないこと

を、市のさまざまな取組の中で市民と

共有し続けてまいります。 

41  「被害者の悲しみに寄り添う」とい

う内容があったが、差別された側、被

害を受けた側がどれだけ悲しみを抱え

ているか、どのくらい抱えているかと

いうことは、尊厳回復及び支援をする

ことに関係がないと思う。被害者に受

けた被害や感情を語らせることに頼り

すぎない運動にしていきたいとも思っ

ており、どんな状態であっても、被害

に気付いていなくても、対応すること

が分かるように、被害者の悲しみがあ

るから支援すると読めるような内容に

するべきではないと思った。 

客観的に確認できる悲しみのみに依

拠することなく、尊厳の回復に努めて

まいります。 

42  前文の 6 行目に加筆を検討してほし

い。 

…障害者の不妊手術「の推進や胎児チ

ェックによって障害をもつ可能性の高

い胎児の中絶を誘導した。現在も、着

床前診断、出生前診断と密接な関係に

ある。また、兵庫県の運動は他の自治

体にも広がった。」優生思想が… 

＜理由＞ 

「不幸な子どもの生まれない運動」の

時代は、不妊手術の件数は減少、より

広い層の胎児チェック（障害児を産む

ことは社会悪とされた）の強化が主眼

であった。 

必要最小限度の範囲で前文を作成す

る中でも、明石市が兵庫県内にある自

治体であることから、「不幸な子どもの

生まれない運動」に触れる必要がある

と考え、案記載の前文となりました。 

 

43  「人工妊娠中絶を…」の箇所に強制

的に…と加えてはどうか。戦後最大級

の人権侵害といわれている強制不妊手

前文第一文において、旧優生保護法

が、優生上の見地から障害者の出生を

防止する目的の法律であった点を記載
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術によって「人生」を奪われたからで

ある。また優生保護法は優生思想をも

った法律であったと明記してほしい。 

しました。 

 

◆１ 趣旨・目的 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

44  目的において「優生思想を決して認

めることなく、誰もが疾病や障害の有

無によって分け隔てられることのない

まちづくりを推進することを目的とす

る」と明石市における共生社会を目指

していることは、旧優生保護法の過ち

を教訓にし、優生思想を乗り越えてい

くことの決意を感じる。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

45  「必要とする施策を推進し、」という

文言に期待する。 

 

◆２ 定義（対象者） について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

◇人工妊娠中絶を受けた者及び配偶者を対象としていることについて 

46  本人だけでなく、配偶者も対象とな

るのが良い点（12 件） 

・ 人工妊娠中絶手術を受けた者を対

象にしている点 

・ 手術を受けた者に加え、その配偶者

を対象にしている点 

につき、支持・賛同のご意見をいただ

き、ありがとうございます。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

 

47  本人以外の夫婦支援は良い。（６件） 

48  国の一時金支給法とは異なり配偶者

を対象にしていることが１番の注目点

（３件） 

49  「手術を受けた配偶者も対象」とい

うところが、素晴らしいと思うし、共

感できる。（３件） 

50  配偶者も対象としていることで、ど

れだけ被害者の苦しみが軽減されるこ

とだろう。（２件） 

51  本人だけでなく配偶者にも支給する

事は良いと。子供を産み育てることが

できない苦しみは、夫婦共通のものだ

と思うからである。（２件） 

52  国の一時金支給の対象が本人に限定

されていることは大きな課題。この条

例で配偶者を対象にする支援をされる

ことは当たり前のこと。（２件） 

53  配偶者や当時婚姻関係にあった人も

対象にして実施されることは、政府の
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一時金支給法の不備をも指摘するに等

しく、被害にあったご本人や配偶者の

皆さんが多く声を上げていただけるよ

うに思う。 

54  手術によって配偶者も権利侵害され

たことを認めていることが大事 

55  配偶者の方も対象に加えたことは、

「強制不妊」の被害がご家族に及ぼす

精神的苦痛を顧みれば、妥当な判断 

56  対象者に「①又は②に掲げる者の配

偶者。ただし、①又は②の事由が発生

したときに婚姻関係にあった者」が含

まれていることが評価できる。 

57  国は期限付きで細かい条件が付くの

で配偶者にも期限なしで支給されるの

はとても良い。 

58  旧優生保護法に基づき不妊手術等を

受けた者のみならず、その配偶者に対

してもその状況に対して適切に行われ

なければならないということは、夫婦

に対して支援にもなるので良いと思

う。 

59  苦しみは配偶者も同じである。 

60  手術をされたものだけでなく手術を

されたものと共に人生を送ってきたパ

ートナーも被害者と認めるべき。同じ

く子どもを産む選択を奪われた被害者

といえる。 

61  被害者だけでなく配偶者も対象にし

てほしい。 

62  中絶手術を受けた人や、手術を受け

た配偶者も対象になるのが、条例でい

い所だと思う。（３件） 

63  支給法の対象外であった中絶手術を

受けた人や手術を受けた配偶者を含め

た事は、より多くの方が声をあげる機

会になる。 

64  中絶を受けた人や、手術を受けた人

の配偶者までを対象としているところ

に、支援条例の支援の意味が明確にさ

れたと思う。 

65  妊娠中絶や配偶者も対象者としたこ
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とを評価し、難航している被害者調

査・検証が進むことを期待する。 

66  ①人工妊娠中絶も対象にしているこ

と、②手術を受けた人の配偶者を対象

にしていることが１番の注目点 

67  「人工妊娠中絶を対象としている」

「手術を受けた人だけでなく、配偶者

も対象にしている」など、一時金法の

不備を補うような障害のある人の被害

に寄り添った画期的な条例になる。 

68  条例には、人工妊娠中絶手術も対象

としていること、手術を受けた人の配

偶者も対象にしていることなど、国の

一時金支給法よりも優れた内容が盛り

込まれている。 

69  人工妊娠中絶まで対象にしているこ

とや、手術を受けた人の配偶者もカバ

ーしている点が非常に優れている。 

70  裁判では、強制不妊手術ばかりが注

目され、人工中絶手術について扱われ

ていないと聞いているが、強制不妊の

被害者の倍以上の 58,000 人の方が被

害を受けている。子を産む権利や希望

が断たれた無念さは、強制不妊と同等

以上だと思う。同じ苦しみを共に受け

てきた配偶者と併せて、支給対象者と

認定してほしい。 

71  一時金支給法の対象となっていない

人工妊娠中絶や手術を受けた方の配偶

者も対象としており、国の法律の足り

ない部分を補完し、被害者の方の救済

となる画期的な内容である。 

72  優生手術や人工妊娠中絶を受けた本

人のみならず、その配偶者にも適用を

認めているという点で、被害者の想い

を汲み取った素晴らしい条例である。 

73  病や障害を理由とした人工妊娠中

絶、障害を理由とした不妊手術や中絶

を受けた人の配偶者も被害者支援の対

象とした点がとても良い。 

◇その他対象者の要件について 

74  「旧優生保護法に基づく優生手術等 一時金支給法のご指摘の条文の対象
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を受けた者に対する一時金の支給等に

関する法律」を参考に、以下を加筆す

ることを提案する。 

 「前各号に掲げる者のほか、昭和二

十三年九月十一日から平成八年九月二

十五日までの間に日本国内において行

われた生殖を不能にする手術又は放射

線の照射を受けた者（次に掲げる事由

のみを理由として行われた生殖を不能

にする手術又は放射線の照射を受けた

者であることが明らかである者を除

く。） 

 イ 母体の保護 

 ロ 子宮がんその他の疾病又は負傷

の治療 

 ハ 本人が子を有することを希望し

ないこと。 

 ニ ハに掲げるもののほか、本人が

当該生殖を不能にする手術又は放射線

の照射を受けることを希望すること。」 

＊（理由）旧優生保護法に基づく手術

以外にも、子宮摘出等により同様の被

害を受けた者を広く対象とするため。 

者も含む趣旨で、条例案第２条（２）

（３）の表現となりました。 

 

75  期間を設けず手術を受けた人すべて

を対象にしてほしい。 

もっぱら優生上の理由により旧優生

保護法の不妊手術の被害にあわれた方

については、期間制限を設けず、支援

金支給の対象となります。 

76  障害当事者（女性）の月経介助軽減

のため等の理由で子宮摘出等の手術を

受けた法を逸脱したことに関しては、

法律の規定によらないため法律が改正

された（１９９６年時点）対象とさせ

るべき。 

旧優生保護法に基づく手術以外の理

由で、もっぱら優生上の理由による不

妊手術等の被害にあわれた方について

は、第９条（２）「前号に掲げる者に準

ずる者」として、旧優生保護法被害認

定審査会が個別に該当性判断を行いま

す。 

77  素案の「2 定義 （2） ③」に関

してだが、「～ただし、①又は②の事由

が発生したときに婚姻関係にあったも

のに限るとある。 

何も知らされずに、よくわからないま

ま手術を受けさせられ、その後も説明

もなく、不妊手術や中絶をさせられた

ことにずっと気が付かず生活をして、

「２ 定義（２）」の「旧優生保護法

被害者等」の定義は、被害者の多くが

含まれうる要素をならべたものです。

③のただし書きは、不妊手術を受けた

後、妊娠出産を期待できない高齢にな

ってから婚姻した配偶者を除外する趣

旨で記載しています。 

ご指摘の通り、何も知らされず、若
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その後結婚して、子供ができなくて、

あとから事実を知ったような人はいな

いのか？そういう人がいた場合は対象

外になってしまうのか？もしそうな

ら、①又は②の事由が発生したときで

は不十分に感じる。 

年の時期に不妊手術を受けさせられ、

その後婚姻してしばらくしてから不妊

手術のことを知らされるような事例も

あろうかと思います。そうした場合は、

９⑴②「①に掲げる者に準ずる者とし

て、10⑴に規定する審査会が支援金の

支給を必要と認める者」にあたるか否

かについて、旧優生保護法被害認定審

査会が個別に判断することになりま

す。 

78  「配偶者」に「事実婚の同居者」な

ども含むべきではと思う。障がい者に

対する厳しい差別があった中で、まだ

カミングアウトもしていない方々の中

に、ひょっとして婚姻手続をしないま

まの状態の方もおられたら？と思っ

た。 

ご指摘のケースについては、９⑴②

「①に掲げる者に準ずる者として、10

⑴に規定する審査会が支援金の支給を

必要と認める者」にあたるか否かにつ

いて、旧優生保護法被害認定審査会が

個別に判断することになります。 

79  旧優生保護法被害者等について①～

③を挙げているが、優生保護法が廃止

された後にも優生手術を受けさせられ

た人がいる。故に旧優生保護法被害者

でなく優生政策被害者とするか、④を

付け加え優生保護法廃止後に同等の被

害を受けたものを付け加える。 

80  定義の（2）①に、旧法施行規則が定

める術式以外による不妊化措置（子宮

摘出・卵巣への放射線照射、去勢）に

よる被害者も含めるよう、明確に記述

することを求める。 

81  手術時，まだ籍は入れていなかいが

婚約中であった者や，籍は入れていな

いが夫婦同然の生活をしていた事実婚

のパートナーについても，２の定義の

中の（２）の③の婚姻関係にあった者

に「準ずる者」として，もしくは９の

支援金の支給の（１）の②の「①に掲

げる者に準ずる者」として，申請権限

が認められるという理解でよいか。そ

の理解でよければ問題ないが，条文上

もある程度それが伝わるような書き方

をした方がよいのではないかと思っ

た。 
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82  婚姻に事実婚を含めることを検討し

てほしい。 

◇その他 

83  優生手術の人権侵害は、配偶者への

補償も大事だと思います。それと同時

に、優生保護法の優生手術の被害者の

7 割が女性であり、本人が知らない、

納得しない形での中絶も女性になされ

ました。ジェンダーの視点が大切であ

ることも、今後の貴市の取り組みにお

いて、ぜひご留意ください。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

 

84  障害者といっても聴覚障害、視覚障

害、知的障害、精神障害などいるので

細かく書いてほしい。 

本条例の障害者は、障害者基本法第

２条第１号の「障害者」の定義に準拠

し、心身の機能障害と、障害及び社会

的障壁により継続的に日常生活又は社

会生活に相当な制限を受ける者を指し

ております。 

85  定義の（２）の①②で記載されてい

る「もっぱら」という表現だが、少し

違和感を感じる。もう少し良い表現は

ないか。 

「もっぱら」とは、「主として」を意

味する用語です。 

不妊手術のうち、現在も母体保護法

で認められている母体保護目的のもの

を本条例の対象から除く趣旨で用いて

います。 

86  手術に連れて行った家族も心に傷を

かかえていると思うので、その補償も

含めていけば良い。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

 

◆３ 基本理念 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

87  基本理念に「社会全体に与えた深刻

な影響を踏まえ、直接的な支援として

だけでなく、共生社会の実現に向けた

必要な措置として講じられなければな

らない。」と書かれているように、お金

を支払って終わりということにはなら

ない。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

88  基本理念（１）の根本的認識と，同

（４）の配偶者への配慮が明記されて

いる点については，是非，この文言の

ままで実現していただきたい。 
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◆４ 市の責務 ５ 市民の役割 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

89  被害者に対する支援策が具体的に示

されているのに対して、市や市民の責

務として、優生思想の克服という視点

があいまいになっているように感じら

れる。この点を責務の中核として規定

し、その実現に向けての委員会の設置

を検討していただければと思う。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

90  「旧優生保護法被害者が受けた被害

やたどってきた歴史に対する理解を深

める」ために啓発、情報発信をお願い

する。 

91  市の責務に(３)として、「被害者を徹

底した調査でみつけだし、当事者家族

に支援の説明をする」という表現を入

れるべき。 

被害者に支援についての情報を届け

ることも重要な施策と認識しており、

第６条に周知及び広報を行うと記載し

ております。 

 

◆具体的施策全般 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

92  被害者の方への直接的な支援も素

案には盛り込まれており、画期的な案

だと肯定的に評価している。  

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

93  特に、手術による被害の全容がつか

めない中で、市が被害調査をするとい

うこと、相談及び情報の提供を行って

いくことが特に評価できる。  

94  支援金の支給に止まらず、被害調査

や市民等への理解促進のための施策

を推進するとしている点も、自治体と

しての決意と熱意を感じる。  

95  被害者の方には支援をしてほしい

と思う。 

96  市や市民に対して、旧優生保護法の

問題性を広く認識してもらう施策を

講じようとする内容に感銘を受けた。 

97  被害者の支援内容（条例）を明確に

してほしい。 

被害者への支援は、主に国の一時金

支給法や本条例に基づく支援金の申請

に向けた相談、助言になります（「６ 

相談及び情報の提供」「９ 支援金の支

給」）。 

その前提として、市の権限を行使し
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て、被害調査への協力も行います（「７ 

被害調査への協力」）。 

 

◆６ 相談及び情報の提供 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

98  障害ゆえに情報がうまく伝わらない

ことも多い中で、そこまでの配慮、様々

な合理的配慮をお願いしたい。  

旧優生保護法による被害者の中に

は、その障害の内容や家族関係などの

さまざまな事情により、情報を受け取

ることに困難が生じる方が少なくない

と考えております。 

こうしたことから、「３ 基本理念」

の⑶において、判断能力や、複合的な

差別の影響など、意思表明の支障とな

るような社会的障壁があることやその

程度に最大限配慮した合理的配慮の提

供とともに支援することとしていま

す。 

ご意見を踏まえ、実効性のある広

報・啓発活動をしてまいります。 

99  聴こえない人は今も情報を得るのが

大変。一時金支給法の規定を知らない

人もいる可能性があると思われる。  

100  婚姻以前に家族や周囲の反対にあ

い、いろいろな口実を受けて知らぬ間

に不妊手術をさせられたり結婚に至ら

なかったり離婚させられたり、それら

のことにショックや精神的苦痛を受

け、独身のまま・・・というケースも

聞く。そのような人たちにも相談に来

られた際は、救いの手を差しのべてい

ただけたら・・・と思う。  

101  自ら声を挙げることができない、ま

たこのような動きを情報がないゆえに

知らない被害者の方々はまだまだたく

さんいる。具体策は思いつかないが、

そういった方々への情報提供・支援方

法の検討もお願いしたい。  

102  誰もが情報を素早く手に入れられる

様なしくみを作ってほしい。 

103  支援金の支給だけでなく、必要に応

じて精神的なケア（心の支援）も受け

られるよう、なんらかの項目があれば

なお助けになるのではと思う。（相談や

助言というところに含まれていたら構

わない。） 

被害者の皆さまは、子どもを産めな

くなったことに深く傷つき、精神的苦

痛を受け続けていると思われます。そ

うした方の相談・支援も、「６ 相談及

び情報の提供」の中に含みます。 

 

◆７ 被害調査への協力 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

104  難航している被害者調査・検証が進

むことを期待する。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

105  優生保護法に関する資料も、すでに

廃棄されている中、今後は資料の発掘

や、被害を受けている方、他府県の被
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害ケースに類似する場合がないか調

査検証においても、人権先進自治体と

して、創意工夫を期待する。 

 

◆８ 市民等の理解促進 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

106  市民等の理解促進はとても大切だと

思う。（２件） 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

107  とりわけ市民への理解促進、啓発と

いう過去だけでなく、未来に向けても

この事実を社会で共有する観点がすば

らしいと感じた。 

108  このような法律がまたできないよう

に、市民への理解を広めることは良い

ことだと思う。 

109  二度と同じ過ちを繰り返さないため

に、市民等及び医療、福祉又は教育に

係る関係者の理解を深めるための啓

発・教育を進めるとしている点がとて

も良い。 

110  市民の方々に啓発をする予算をつけ

る枠組みにすると、さらに素案の理念

が活かされる。 

111  「知る、学ぶ」ことも大切。わかり

やすいブックレットなどを作ってみて

はどうか。 

112  条文が誰にでも理解しやすいように

小学生高学年向けに解説されたものが

あるか？差別や偏見をつくるのもなく

すのも「教育」である。教育現場で用

いられると良いと思う。 

113  「制定する」と言うだけではなく子

どもにもお年寄りにもわかりやすく条

例の仕組みを伝えられると素敵な政策

になると思う。 

114  決してひと事ではないということを

啓発してほしい。「自分の子供は五体満

足で産まれる」から関係ないというこ

とではないことを知ってもらいたい。 

115  後世に伝えるためにも、勉強会など

を開催してほしい。 

116  優生政策をはじめ障害者に対する差
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別の歴史を教え､1 年ごとにその総括

を行うべき。 

 

◆９ 支援金の支給 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

◇対象者について 

117  自治体として、被害者に対して支援

金を支給することに賛成。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

118  賠償金の対象者を「当事者」に限定

せず、「旧優生保護法被害者等・・・該

当するもの及びこれらに準ずる者」と

し救済の範囲を広げていることに共感

する。 

119  すでに夫婦の人が不妊手術を受けた

人が亡くなっていても残された人にも

一時金は出してほしい。 

ご指摘のケースについては、９⑴②

「①に掲げる者に準ずる者として、10

⑴に規定する審査会が支援金の支給を

必要と認める者」にあたるか否かにつ

いて、旧優生保護法被害認定審査会が

個別に判断することになります。 

 

◇除斥期間、請求期限について 

120  除斥期間等の期間制限を設けずに対

象者を広げた明石市の条例にとても感

銘を受けた。（２件） 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

121  除斥期間を除いており、大変画期的

と考える。 

122  人権の問題に「排斥期間」を設ける

のは不当。 

123  除斥期間関係なく支給することも大

事 

124  除斥期間を越えて保障すべき行政が

積極的に動いてこなかったことで被害

者が知らされることなく今まできてい

るので、除斥期間を越えて認めるべき。 

125  同意なしに行われた中絶、不妊手術

の人たちの苦しみに対して、除斥期間

は必要ない。 

126  除斥期間や一時金支給法の規定（５

年）に関係なく支給する事は良い。（４

件） 

条例の方向性を支持、賛同いただき、

ありがとうございます。 

127  除斥期間が無いこと、期限付きで無

いことが良い点  
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128  請求期限を決めないのは良い。（８

件） 

条例の方向性に支持、賛同いただき、

ありがとうございます。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

129  支援金の支給に期間制限を設けず、

被害者救済をすべき。（５件）  

130  支援金の請求期限がないという点

が、国の法律の足りない部分を補完し、

被害者の方の救済となる画期的な内容

だと感じている。（４件）  

131  請求期限がないなど、国よりもすす

んだ内容になっていて、明石市が障害

がある人も安心して暮らしていける

町、まさに「誰一人取り残さないやさ

しいまち」なのだと思った。  

132  一時金支給法の請求期間を５年とし

ているのに対して請求期限なしとして

いることも大事なポイント。支援金の

支給期限を設けないというのは合理的

配慮をしていると考える。  

133  支援金の請求期限がないことが一番

の注目点。 

134  条例には、支援金の請求期限を設け

ないことなど、国の一時金支給法より

も優れた内容が盛り込まれている。 

135  限られた期間だけにしないでほし

い。 

136  請求期限を設けずに出来るだけ長く

支給していただける様お願いする。 

137  被害者救済に期限を設けるのはおか

しい。 

◇金額について 

138  300 万円の支援金は被害者にとって

大きな支えになる 

条例の方向性を支持、賛同いただき、

ありがとうございます。 

139  支援金の 300 万円は妥当 

140  犯罪被害者への支援金を除き、１人

300 万円支給してほしい。 

141  １人 300 万円の支援金を出してほし

い。 

142  １人 300 万円は安いぐらいと思った

が、まずここから始めても良いのかも。 

143  支援金の金額を 1 人 320 万円に引き

上げてほしい。 

支援金の金額は、旧優生保護法被害

者等が受けた損害は、犯罪によって親

族を亡くした遺族の苦痛に匹敵する苦
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しみであるとの理由から、犯罪被害者

等支援条例によって支給される上限額

である３００万円としております。 

144  犯罪被害者支援条例に準じて 20 万

円ずつ支給された者に対しては、もし

この条例が成立したらプラス 300 万円

ということか。（好意的な意見として） 

条例の方向性を支持、賛同いただき、

ありがとうございます。 

過去に犯罪被害者等支援条例に基づ

く支援金を支給した者については、同

じ事実関係に対し、類似の趣旨により

重複して金銭を支給することになって

しまいます。このため、附則２項の経

過措置として、先に支給した２０万円

は、この条例案によって支給する３０

０万円の一部とみなすこととしており

ます。 

◇その他支給方法等について 

145  悪徳の方にだまされないためにも、

支給についてもし金額が大きい場合、

一括支給でなく、分割支給の方が、い

いと思う。（２件） 

いただいたご意見を参考にしなが

ら、施策運営にあたってまいります。 

特に、支給対象となる方の多くが高

齢者であることが予想されることに配

慮し、支援金が被害者ご本人の手に確

実に渡るよう、相談・助言も含めて丁

寧に対応してまいります。 

146  条例案は良いがもう少し考えて欲し

い。現金で支給となると大抵の人は高

齢者であり弱者である。お金を持って

いることで目をつけられる。しかも、

顔や身分を明かしている方なので、安

全面を考えて欲しい。例えば、現金で

支給するのではなくサポート券を増す

とか…。 

147  支援金を裁判や施設の運営寄付など

使用せず、本人のために使ってほしい。 

 

◆１０ （仮称）優生保護法被害認定審査会 について 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

◇審査会の委員について 

148  必ず当事者、特に被害者の多かった

障害女性を、ヒアリングなどではなく、

委員として選定するよう規定してほし

い。また、優生保護法問題に取り組ん

でこられた脳性麻痺の女性を入れるよ

うにしてほしい。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

旧優生保護法被害の問題は、当事者

のご意見をうかがうことが非常に重要

となるテーマです。条例検討に際して

委嘱したアドバイザーにつきまして

も、過半数を障害当事者の方にお願い

しました。 

今後の委員の選任に当たってもこの

149  審査委員会のメンバーには、聴覚障

害者も入れてほしい。 

150  委員５人以内では、２～３人になる
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可能性もあり、認定の公平性が危惧さ

れます。５人と規定される方が良い。 

点は留意してまいります。 

151  優れた識見を有する者のうちから市

長が任命すると記載があるが、当事者

の意見が含まれない可能性もあり、当

事者又はその関係者を含むように配慮

してほしい。 

◇その他審査会の運営等について 

152  審査会の独立性の確保を配慮してほ

しい。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

153  審査会のみでは、活動時間や人数的

に少ないと思うので、事務局等の配置

の検討をお願いする。 

154  審議会の細則を定義する規則におい

て、できる限り当事者等の気持ちに寄

り添った運営をしていただけるような

配慮をお願いする。 

155  同意なしに行われたかどうかはどの

ように判断するのか？条例が悪用され

ず、支援されるべき人達のところへ支

援して頂きたいと思う。 

個別の事情については、（仮称）旧優

生保護法被害認定審査会が判断します

が、同意の有無は本条例による支援に

影響しません。 

 

その他 

NO. 意見の概要 意見に対する市の考え方 

156  他の市へも波及するよう呼び掛けて

ほしい。 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 

 157  除斥期間や一時金支給法の規定廃止

を国に訴える活動を行ってはいかが

か。 

158  市の財政事情もあると思うので、国

の負担をお願いした方がよいと思う。  

159  明石市には聴覚障害者向け（専用）

の施設がない。聴覚障害者にも安心し

て利用できる施設（デイサービス事業、

グループホーム、高齢者センター、作

業所など）を設けてほしい。（聴覚障害

者だけでなく、聴覚障害プラス肢体障

害や、視覚障害や、知的障害など複数

（２重）障害者も含める。） （３件） 

ご意見を参考にしながら、施策運営

を行ってまいります。 
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上記以外にも、旧優生保護法に対するご意見や明石市に対する期待等いただきました。 

◆優生思想、優生保護法に対する意見 

 ・この問題は、被害を受けた方たちがさまざまな困難を乗り越えてやっとたどり着

いた違憲国賠訴訟において、裁判所によって、時間の経過を理由にしての除斥期

間適用による原告らの敗訴判決が続いています。実は、この優生保護法による優

生手術を承認した各都道府県における優生保護審査会の委員には裁判官が参加し

ていたのであり、こうした自分たち司法の加害責任を全く顧みない不当判決とい

うほかはありません。 

 ・我が国を取り巻く近時の動きは、日本国憲法で謳われている個人の尊厳が必ずし

も浸透しているとはいえない憂慮すべきものも多い。 

 ・旧優生保護法の国家賠償裁判では、みなさんご存じのとおり、違憲判断こそなさ

れているものの、除斥期間を理由として訴えを棄却されている状況にあります。

これは、旧優生保護法の問題の本質を捉えているとは言えません。被害者のみな

さんは「不良な子孫の出生を予防し」という文言におびえ、もし自分の被害が明

るみに出れば、辛い目にあうのではないかと、訴え出ることが長年できなかった

方々です。そういった社会的スティグマを国が積極的に作り出したにもかかわら

ず、除斥期間を理由にするのは、明らかな誤りだと考えます。 

 ・わが国の民主憲法下にあって人権を損なう優生保護法が成立し、その思想のもと

で戦後の障害者施策が実施され今も社会に根深く存在することへの国家としての

罪ははかりしれません。少なくとも 2 万人を超える多くの障害のある人に強制不

妊手術が実行され人権が損なわれてきたことへの明確な総括と補償なくしては、

より良い社会の築きはありえません。 

 ・オリンピックをめぐる差別事例などをはじめ現在でも障害のある人に対する差別

や偏見が根強く残っていますが、その根っこは戦後すぐに制定された優生保護法

にあると考えています。 

 ・現在の日本国憲法の下で 1996 年まで優生保護法がわが国で存在し、国が率先して

強制不妊手術など重大な権利侵害を行っていたことに大変な驚きと怒りを禁じえ

ません。その救済のためにつくられた一時金支給法は、その重大な権利侵害への

救済としてはあまりにもお粗末な内容です。 

 ・条例の早期成立を求めます。国の施策によって、無理矢理子どもが出来無くなっ

たことは、決して手術を受けさせられた本人だけの問題でなく、家族が背負った

問題です。国の一時金支給の対象が本人に限定されていることは大きな課題です。 

 ・優生保護法に基づく、憲法違反の人権侵害はきちんと正されなければなりません。 
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 ・障害があることが不幸で不良だと決めつけ、説明も同意もなく、体にメスを入れ

子供を持つ権利を国が奪ってきたこと、そして兵庫県では「不幸な子供の生まれ

ない運動」としてその法律を先導していた事実は、決して許されることではない

と思います。 

 ・障害者問題だけに限らず、人権を護れない社会は、だれも望んでいないはずです。

昨今、繰り返されている差別発言や優生思想は、国や行政が差別や優生思想を許

さない姿勢を明確に示さないことから生まれていると思います。 

 ・私は、旧優生保護法は、優生手術をうけた被害者の方々の心身に多大な苦痛を与

え続けていると考えています。また、この法律が、障害者を社会から排除し、差

別や偏見の対象とし、その尊厳や人権を否定することが正当化される等、社会全

体に及ぼした影響は根深いとも思っています。 

 ・長年にわたって心身ともに苦しめられてきた被害者とその配偶者の気持ちを思う

と、これまでこの問題が放置されてきたことに社会全体で向き合い、反省する必

要があると思います。とりわけ、国及び地方公共団体の責任は重大だと思います。

過去において、国及び地方公共団体が優生手術を推進してきた事実は、市民の間

に優生思想を流布、定着させる重大な過誤でした。 

 ・旧優生保護法は人権を無視した法律であることは明確です。特に障害者に対して

の偏見や差別はこの国の中で根深く残っている問題です。2019 年に施行された一

時金支給法は、旧法の下で不妊手術を受けた人に対して支給するものですが、多

くの方が申請をしていません。それは家族間の問題であったり、本人が知らされ

ていない問題であったり、複雑な問題があります。 

 ・子どもを産む権利を奪った事の重さを社会全体が教訓とし、二度とこのような事

を起こさない為にも今回の条例により、その市民に対する意識を変えることが、

本当の意味での障害がある人もない人もその地域で生きる共生社会につながると

感じています。 

 ・国の一時金支給法か施行されてから 2 年半経とうとしていますが、約 2 万 5000 人

いると言われている被害者数に対して認定件数が 1000 人に満たない状況は、この

法が機能していないのだと思います。障害がある人が情報を得ることの難しさと、

優生保護法による偏見や差別が今も残っている現れではないのかと考えます。 

 ・今まだ続く、障がいのある人への差別や偏見は、国が推し進めた優生保護法が国

民の理解に影響していると考えざるを得ない状況です。障害のある人をターゲッ

トにした事件が起きる社会の現実からも、それは、疑えない事実であると考えま

す。 

 ・1996 年まで「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」と法律で約 2.5 万



23 

人の強制不妊手術を行い、多くの障害のある人の人生を傷つけ、亡くなるまで背

負って生きています。 

 ・１９４８年（昭和２３年）から１９９６年（平成８年）までの長い間施行されて

いた優生保護法によって、障害のある人が強制的に子を設ける権利をはく奪され

てきたということは、大変大きな人権侵害であると考えています。また、現代を

生きる多くの人が、この法律が施行されていた間も生活をしてきたはずであるの

に、２万人を超える人から生まれる可能性のあった命が合法的に奪われてきたと

いう事実を知らない人が多いことも問題であると考えます。その背景には、旧優

生保護法が犯してきた罪について、国の認識が軽いと捉えざるを得ないような、

一時金支給法などの対応のあり方にあると思っています。 

 ・我が子も知的障害を持って生まれてきました。優生思想については歴史の中でど

うしようもなかったのかもしれませんが、気づいた時点でもっと早く何とか対応

できたのではないかと、悲しい気持ちになります。 

 ・優生保護法が、遺伝性があるとされた障害者だけに留まらず、障害女性の月経介

助負担軽減を目的として、法を逸脱して行われたことや、生活保護受給者にも対

象が広がっていったこと。こうした、優れたものと劣ったものとを区別し、劣る

とされるものを排除していった経過は、医療のトリアージにも直結することだと

危機感を覚えます。あの法律が憲法違反で遭ったことが明白でありながら、司法

の壁が立ちはだかっている。 

 ・各地での裁判は、優生保護法に基づく不妊手術を不合理なものと認めても、その

賠償は除斥期間を理由に訴えを斥けるという納得のいかないものであり、被害者

の人権を踏みにじっています。 

 ・旧優生保護法の下、断種手術を受けた方は、明石市や兵庫県以外にも多くおられ

ます。しかし、自分が受けた手術について、「なぜ」「どうして」を知ることもな

く、説明も受けず「親に言われたら否定できない」という生い立ちの中で、手術

を受けておられます。 

 ・昭和４０年代は、この二重の差別に対して立ち上がった時代です。でもこの時は

「旧優生保護法」が差別を増長していると思いいたってなかったともいえます。

「子供を産んだらだめと言われた。」「生まれた子は親類に養子に出された。」中

絶・不妊という方法だけではなく、あらゆる方法で子供を産み育てるという喜び

を奪われるということに対して女性たちが「聞こえなくても育てられる」と頑張

って運動を進めてくれたおかげで今では子供がいる家庭が多くなりました。差別

を許し、手術を合法とした背景に「旧優生保護法」があったことが分かったのは

ついこのあいだ。 
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 ・８月３日の神戸地方裁判所が下した「不当判決」に私も怒りを覚えました。当時

のろう者や障害者の事を全く無視した判決だ、と思います。この先一人でも多く

の国民が、この事を理解して、支援していく事を望みます。 

 ・私は聴覚障害者です。２年位前「旧優生保護法」という言葉を初めて知りました。

今まで同じ障害を持つ年配の方から親に言われたので子供を作らなかったと話を

聞いていました。優生保護法があったからということなんて知りませんでしたの

で大変ショックを受けました。こういう法律がなければ誰でも権利を守れたと思

います。 

 ・国や市は、「すべての市民（国民）」「市民（国民）の一人一人」といろいろなとこ

ろで聞きますが、本当にそう言いながら少数マイノリティーの方が救われている

のかと疑問を持ちたくなるような事例ばかりです。今回の旧優生保護法の裁判で

も、時効の存在、「なぜ今になって言い出すのか。」といったろう者の実態や思い

を顧みない判決に大きな疑問を持っておりました。ろう者にかぎらず、しょうが

い者の中には、手術などの経験はないが、親から子どもを持つことを反対された

経験やあきらかに旧優生保護法が原因で差別された経験のある方が非常に多いこ

とが現状です。同市のろう者が「お金がほしいわけじゃない。みんなにこの事実

を知って考えてほしいだけ。」とおっしゃっていました。 

 ・優生保護法による被害を過去の話だから仕方なかったとして見過ごすことは、「共

生」とは相容れないものだと思います。現に、優生思想は市民の生活の中に根深

く存在し、共生社会や共生のまちづくりの実現を妨げているのではないでしょう

か。 

 ・司法は明確に憲法違反と神戸地裁では不作為責任を述べているのだから、国は被

害者に謝罪しなければならないし、「何年たった」からではではなく被害者に賠償

金を払わなければならない。司法は国に対して明確にそのことをいうべきである。 

 ・2016 年 7 月に起きた「津久井やまゆり園事件」など、障害のある人に対する差別

や偏見が今日でも各地域で起きています。私は、その根っこが戦後すぐに制定さ

れた優生保護法にあると考えています。 

 ・旧優生保護法被害者に対して人権を侵害した責務は市、国はしっかり保証すべき

です。今後このような差別は無くなりみんなが幸せな社会の実現へ。 

 ・私は被害者の方には支援をしてほしいと思います。裁判で「優生保護法は違憲」

と認められていました。違憲ならば救済は必然だと思います。失った物は二度と

戻ってきません。 

 ・現在でも障害のある人に対する差別や偏見が根強く残っている。 

 ・障害があるが故に子どもを産むことを許されなかった法律が平成の時代にまであ
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ったことこの国の本当の姿を感じ寂しく思いました。優れているとはいったい何

を指していうのでしょうか？優れている人たちだけの社会となってもまたその中

から優劣を決めるのが人間だと思います。しょうもないお金を使うのであれば過

去に「障害」の名のもとに不妊治療を強制された方々に対して国として保障を願

います。 

 ・旧優生保護法の被害裁判を支援しているものとして、一時金支給法には、多くの

不備があると思っています。そしてその一時金も現在のところ 2 万 5000 人いる被

害者に対して認定されているのは 1,000 人にも満たない状況です。 

 ・優生保護法の裁判に何度か参加し、原告の意見陳述を聞くたびに涙が止まりませ

ん。「子供がほしかった…」「なぜできないのだろう」という結婚後の人生。何も

知らなかった子供の頃に不妊手術をされた事実を最近知る事となった二重の苦し

み。この世に生まれて与えられた命は、皆平等であって、尊いもの。障害があろ

うがなかろうが、その人の人生を他人が勝手に権利をもうばうことができるのだ

ろうか…。障害があってもいきいきと生活ができるようにしていくのが、国や県、

市の仕事であると思います。 

 ・旧優生保護法の優生条項は日本国憲法に違反することが明白であるにもかかわら

ず、半世紀もの間存続されました。 

 ・中絶・不妊・堕胎・断種は人道に背く犯罪行為です。被害者に国は賠償しなけれ

ばなりません。通常とは異なる特殊事情に鑑み、除斥期間は適用できないと思い

ます。 

 ・8 月 3 日の神戸地裁の判決も国の旧優生保護法被害者一時金支給法も国策である同

法よって受けた被害の重大さを考えると、到底納得できるものではないです。 

 ・先の 8 月 3 日、神戸地裁が出した判決は、原告に対する国の賠償責任を認めない

内容でした。子どもを産む権利を奪われたご夫妻に対して時効を宣告したも同然

で、不条理でとても厳しい判決だと受け止めています。 

 ・日本国憲法の中の基本的人権の尊重には、人が生まれながらにして持つ権利を尊

重することとあり、憲法第１１条では、基本的人権を「侵すことのできない永久

の権利」として国民に与えられていると宣言をしています。このことからも、旧

優生保護法で子どもが産めなく悔しい思いをされた方は、憲法に侵されていたと

考えています。 

 ・不良な子どもとはだれが決めるのか根本的にその考え方が非常に腹立たしく思い

ます。 

 ・まずは国に対して支援金ではなく裁判所の姿勢をよくするように求めたいです。 
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 ・中絶手術を受けさせられた人が対象（今まで）になっていなかったのは知らなか

ったです。 

 ・国はたった３２０万円、しかも手術を受けた者のみへの一時金でお茶を濁そうと

しています。手術を受けさせられただけでなく、親兄弟、親族からの心無い言葉

の暴力で子どもを持つことを諦めた方も大勢いると思います。また、「自分が決め

た」と思い込まされている方、聞きかじりでは「障害者は子供を産んではいけな

いんだ」と思い込んだ一般市民など。旧優生保護法は本当に罪深い法律だったと

思います。 

 ・平成８年に障害者差別に該当する条文を削除して改正（母体保護法）されたとあ

りましたが、本人の意思に反して、不妊手術されたとすれば、人権上の問題があ

ります。 

 ・私は聴覚障害者ですが、生まれたのが S63 です。その時もまだ法が続いていたと

思うと怖いです。しっかりと（条例を）制定し、二度となくすべきです。 

 ・障害児（親の同意）や成人した精神障害者や知的障害者には、本人の同意がなく

ても優生手術を認めるとした法律の下実施された強制不妊手術に対する国の責任

は重いと思われる。除斥期間を理由に原告の請求は棄却されたが、その期間１９

７０～１９８０年代は優生思想が広がっていた状況であり、訴えることすらでき

なかったはず。このような状況を変えていくためにも、支援の輪を広げていくこ

とが大切だと思う。 

 ・障害者を「不良の子孫」と位置づけ、優生保護の法律の下、不妊手術や人工妊娠

中絶を可能とした政策は明らかに問題があり、国や政策を推進した者の責任は重

いと思う。また、その政策による不妊手術で子供を産み、育てる権利と機会を奪

い、今もなお被害者の心身に多大な苦痛を与え続けているのは、もはや人権侵害

に収まらず、傷害（事件）と感じる。一刻も早く苦痛より解放され、当然の権利

の回復と、スムーズな支援が受けられる体制作りの推進を第一に取り組んでいた

だきたい。 

 ・障害者は不幸なのか、障害者が生む子どもは、必ず障害をもって生まれてくるの

か。意思決定は国策に左右されず一人一人の権利で本人の自由である。本人の承

諾なしに不妊手術を市、子どもを産み育てる機会を奪ってしまった国の責任は重

い。苦しみ続けてきた方々に対し、少しでも支援をしてほしい。 

 ・日本に優生保護法という法律が存在したことが信じがたいことです。障害者を社

会から排除し差別や偏見の対象となり、その尊厳や人権を否定することが正当化

されていた。今も被害者の方が苦しまれている。このような悲しい事態が二度と

繰り返すことのないように優生保護法被害者支援条例の趣旨、目的を深く理解し
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ていきたいです。 

 ・私は現在、障害者の作業所に勤務する職員ですが、過去の障害者に対して実施さ

れた強制中絶や不妊手術の現実を目にするにあたり、完全に人の尊厳を無視した、

むごい行為だと痛感いたします。 

 ・「命の継続を絶つ」事を強要する行為は、我が国の障がい者施策の中においても、

最大級の問題だと感じます。 

 ・裁判では人権侵害を認めながらも除斥期間が大きな壁になり原告の訴えが認めら

れない判決が続いている。しかし、子どもを産む権利を奪われた人の気持ちは何

年経過しても消えることはない。 

 ・裁判では除斥期間を理由にして被害にあわれた方の訴えにこたえようとしていま

せん。障害があることで情報にアクセスできないことや理解に困難さがあること

を考慮していません。 

 ・旧優生保護法の裁判の判決の話を聞いて、とても辛い気持ちになり悲しくなりま

した。最近、メンタリスト DaiGo さんの差別発言が炎上し、「優生思想」というこ

とばが注目されました。2016 年に起きたやまゆり園での凄惨な事件も同時に思い

出され、やはり旧優生保護法の危険な思想が関係していると思います。 

 ・障害のある人の尊厳や人権を無視した旧優生保護法には断固として反対です。 

 ・優生保護法によって国が国民に人の命に差をつける優生思想をうえつけ、法律が

なくなった現在でも、根深く影響を与えていることを国、行政がしっかり認める

べきです。 

 ・20 年前の事ですが実際に苦しかった。いろいろとあった事、本当に苦しみが一ぱ

いと思いますのでどうか分かってほしいと思います。 

 ・８月３日、裁判所で請求棄却の判決は、本当にひどいと思います。被害者の苦し

みが、今でもずっと心残り取り戻すことの出来ない被害を受けた方々の悲しみは、

お金で解決はできません。差別のない、安心して暮らせる私達の町を見守って上

げたいと思っています。 

 ・子育ての苦労や喜びを取り上げてしまった優生保護法は断じて許せません。特に

本人の承諾や理解のないままの手術は、人間の尊厳を踏みにじる悪法です。当事

者ご夫婦の心の苦しみは救済されるべきものと思います。 

 ・子どもを産み育てるかの意思決定を奪われた人々の悲しみ、苦しみは計り知れな

い。 

 ・８月３日の請求棄却の判決は非常に残念です。除斥期間（２０年）を過ぎている
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ことが、その理由の一つであるのですが、被害を受けた方がそのことを知らない

（情報を得ていない）にもかかわらず、棄却されたことには納得しがたい思いで

す。 

 ・除斥期間（２０年）を過ぎていることですが、ろう者は昔教育が乏しかった。な

ぜかと言うと手話はダメ、口話一本で練習してきました。口話だけしか勉強して

いませんでした。そのせいで情報が全く入っていませんでした。被害を受けた方

がそのことを知らずに棄却されたことは納得しません。被害を受けた方々の苦し

みや悲しみをわかってほしい。差別のない街づくりをしてほしい。そう願ってい

ます。 

 ・何も知らないまま奪われた方たちの苦しみや悲しみはなかなか消えない。 

 ・旧優生保護法という言葉も知らなかったのではと思う先輩で夫婦がいました。子

どもがいる仲間を見ていつもうらやましいと言われていました。自分たちに子ど

もがあれば力になってくれたのに・・・。子どもを産むことを許されなかったこ

とを悲しそうに話してくれました。同じ障害者が生まれると不幸と決めつけてい

た社会が昔ありました。社会の被害者となった先輩たちが安心して老後を暮らせ

る保障をお願いしたいです。 

 ・ろう者はなぜ優生保護法の情報を知らなかったのか。それは当時のろう教育の背

景にある。手話が認められなかった時代に十分なろう教育がなかった時期。これ

も国の責任にあるのでこれも含めて障害者の人権を尊重した判断をしてほしい。 

 ・障がいのある子どもが生まれても親の責任でしっかり育てていくのだから国が支

援してくださり大丈夫だと保障してほしいです。 

 ・優生保護の問題は過去のことではなく、繰り返さないためにも一人ひとり自分の

ことのように考える必要があると思います。障がいがあってもなくても、自由に

暮らせる社会が実現しますように。 

 ・どのような状況（戦時中）であれ人間の権利を無視した不条理や法律については

国として継続的に反省し対応すべきだと考えます。優生保護法被害者への支援は

必要と思う。当然国家が進んですべきことである。 

 ・その被害に遭われた方たちは、障害があることの劣等感、出産や性に関するデリ

ケートなプライバシーを侵害されたことによる恥辱感、幾重にも苦しめられてい

ると思います。 

 ・戦後、1948 年に施行された優生保護法が 1996 年に母体保護法に変わりましたが、

改正されるまでの 48 年間、全国で多くの不妊手術を強いられました。国もやっと

重い腰を上げ一時金給付法を制定しましたが、補償の対象範囲が不十分、補償申

請の方法に公平性や確実性がない、被害認定に客観性が欠ける、国から独立した
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検証の条件が確保されていないこと等々、欠陥や問題点が多くあります。 

 ・旧優生保護法は、人には「不良」とそうでないものがいるという価値判断に関わ

る点を法律に明記した他に類を見ない法律であり、この点が大きな誤りであった

と考えます。こうした価値判断を国策として広く国民に浸透させてきたことが、

現在もなお続く偏見や差別の根源ともなっていると言えるとも言えるのではない

でしょうか。そして、この法律下で押し進められた強制不妊手術は、人権侵害に

外ならず、本人の了解なく行なわれることが認められていたほか、子宮摘出など

法律で認められた手術以上の対応がなされる例もある等、あまりにも残虐なもの

であり、その被害実態はまだまだ明らかになっていないと言えます。このように

明らかに人権を無視した蛮行であったにもかかわらず、母体保護法へと改正され

る時点では、その被害実態や問題性にしっかりと目を向けることなく、被害者救

済等も行なわれることはありませんでした。そして、この点では、未だその責任

は曖昧なまま、生涯に渡る苦しみに対し、一時金支給という範囲でしか救済は行

なわれておらず、その認定についても 1 割にも満たない件数となっており、事実

上被害者救済が行なわれたと言えるものではないと言わざるをえません。現在各

地で訴訟が行なわれていますが、その内容は、「除斥期間」という形で、人権侵害

に時効を適用し、損害賠償請求権が消失したという判決が続いています。命の継

承を断ち、幸福追求権などを著しく侵害し、心と体に大きな傷を負わせ、一生涯

に渡る苦しみを背負わせたこうした人権侵害は二度とあってはならない残虐な行

為です。その事実と真摯に向き合い、被害者にできるだけの救済を行ない、そし

て、この過ちを後世にしっかりと受け継ぐ必要があります。 

 ・また、日本は人権について遅れていると海外からの批判があります。先進国とし

て人権問題である「旧優生保護法」についても、責任をもって対応していただけ

ることを切に願います。 

 ・優生保護法の被害は、深刻な人権侵害であるにもかかわらず、全国の訴訟では除

斥期間を理由として、十分な補償がなされていません。また、一時金支給法はで

きたもののきわめて少ない認定件数となっており、わかっているだけでも 25,000

人いる被害者の方々への補償がされていない状況です。 

 ・優生保護法により、子どもを産む権利が奪われ、心と身体に傷を受けた方々のお

気持ちを考えると、私たちもいたたまれない気持ちになります。障害者故の生き

づらさ、困難に加え、国から「不良な子孫」とされ、子どもをもつ機会と権利を

奪われ、より困難な状況に追い込まれてしまいました。この事実を明かせずに、

やりきれない思いでいる方も多いのです。不妊手術を受けさせたことがご家族の

本意で無い場合もあると聞いています。こうした公の差別に声を上げることは時

に困難を伴うものです。当事者や家族にとり声を上げることは簡単なことでは無

いからです。国が優生手術を被害者に謝罪し、障害者の人権尊重へと進むことを
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切望します。国は優生保護法が違憲であると認めながらも、除斥期間を理由に、

原告の権利を退けています。これは障害者を巡る深刻な人権問題であり、公の優

生思想の実現であります。 

 ・現在でも障害のある人に対する差別や偏見が根強く残っていますが、その根っこ

は戦後すぐに制定された優生保護法にあると考えています。聴覚障害者の方の話

を伺うと、子宮摘出をするということは、一切聞かされず手術をされた。国の法

律により、当事者だけではなく家族の方も犠牲者となってしまいました。訴える

期限が過ぎているということだけで国が責任を取らないのは到底許されるもので

はありません。 

 ・全国の裁判においての判決は、賠償請求は棄却され被害者の 50 年以上に渡り苦悩

を強いたことへの反省もなく詫びることもなかった。8 月 3 日の神戸での判決の言

い渡しについては、数秒で終了したと聞いて残念に思っています。旧優生保護法

に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律については、

議員立法により平成 31 年４月 24 日に国会で成立し、公布・施行された。これは

手術を受けた人にしか支援はありません。同じように苦しんだ配偶者には何もあ

りません。高齢になっている被害者が自分の為だけでなく、今なおある、優生思

想、差別偏見のない社会に変えたいと裁判を戦っています。 

 ・国や行政は、旧優生保護法の強制不妊手術で障害者の人権を無視し、被害にあわ

れた方の「こどもが欲しい」と望む人生を奪いました。もう取り戻すことはでき

ないからこそ、国や行政にも責任があるとし出来る限り誠意ある形を作ってほし

いと思うので、この条例案には賛成です。 

 ・旧優生保護法に関する神戸地方裁判所の今年８月３日の判決は、国策としての優

生政策によって助長された障害者に対する偏見・差別の根絶に必要な立法政策を

講じることは、平成８年の法改正後も国会議員の職責であると認めながら、それ

は立法裁量だとし、２０年以上放置しても国会議員に責任はないと判断しました。

しかし、被害者が優生手術で受けた被害は、遅くとも平成８年から２０年以上経

過しているので除斥期間によって請求できないと判断しました。２０年以上経過

していることについての評価が、加害者の国には甘く、被害者には厳しいと言う

ダブルスタンダードです。このような矛盾した判決によって被害を放置したまま

にする事は許されません。判決を覆すために努力を続けることは当然ですが、高

齢となっている被害者のために条例で早急な救済を実現できれば、良いことだと

思います。 

 ・旧優生保護法のもとでの不妊手術を受けた人が、滋賀県でも、本人同意含めて３

８７人もおられますが、令和３年７月現在で、審査会への相談人数は１２０件、

請求は１６人、認定は１２人にすぎません。これは国の一時金支給法に大きな問
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題があると考えます。 

 ・人間の出生を人間が判断するべきではないと思います。旧優生保護法によって多

くの障害者が今もなお苦しんでいます。そして、その声はあげられにくい側面を

持ち続けている。その側面に供している国・自治体・社会が真の謝罪と共生を示

し、障害者の尊厳を傷つける事態を二度と繰り返すことなく、優生思想に向き合

い続けるためにも条例のもつ意味は大きい。 

 ・旧優生保護法のような優生思想が未だ社会に残り津久井やまゆり園のような不幸

な事件を起こす背景になっていると思われます。障がいがあってもなくても同じ

ように安心して暮らせる社会の実現に向けて行政が市民と一緒に歩んでくださる

ことを他市からではありますが、願っております。 

 ・障害を持っている方の望まぬ差別、望まない不妊手術を生んだ優生保護法は人権

侵害を合法化した悪法であると考えます。現在も除斥期間のため苦しんでいる方

がおり、国は謝罪をしていません。 

 ・旧優生保護法は、病や障害を理由に、障害者のリプロダクティブ・ヘルス／ライ

ツ（性と生殖の権利）を暴力的に奪うものでした。「前文」にあるように、旧法の

もと、優生政策が進められることで、障害者の尊厳や人権の否定が正当化され、

障害者に対する差別・偏見が強まったと思います。それには、国とともに地方自

治体も大きな役割を果たしてきました。 

 ・優生保護法の被害を初めて知りました。心が締め付けられる思いです。賛成しな

い人もいると聞きます。人それぞれだとは思いますが、もし、自分が、もし、自

分の子どもが、もし、自分の孫が、と思う気持ちや想像力があり、人の気持ちに

寄り添える人なら、賛成以外の答えはないと思います。お金では解決出来ない気

持ちもあると思いますが、私は賛成したいと思います。 

 ・本来ならば、法律を決めた国の段階で、障害者の人権保障の観点から議論し、生

殖機能切除等を受けた当事者だけでなく、配偶者の人権をも奪っていたとの深い

反省から、支援金の支給を決めるべきことであります。しかしながら、先般の神

戸地裁の判決にもありましたが、判決では、違憲であることを認め、配偶者の被

害も認めていながら、支援金の支給は、除斥期間を持ち出して認めませんでした。

勇気を出して国を訴えた人達の声は取り上げられませんでした。兵庫県は、「不幸

な子どもの生まれない運動」として、旧優生保護法を具体化して実施し、名乗り

こそあげられませんが、多くの人達を子どもを産めない体にしてしまいました。

兵庫県議会でも、子どもを産み育てる権利を肉体的に奪ったことに対しての深い

反省の上で、支援金等、制度化することが求められます。 

 ・裁判で 20 年の除斥期間がすぎているからダメというのは納得いかない。情報を知
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った時はすでに 20 年すぎています。一時金の 300 万円を不妊手術をした人（夫か

妻）に支給というのもおかしい。子供は、夫婦 2 人でつくり家族をつくっていく

もの。 

 ・国が「旧優生保護法」を 48 年間も続けたこともあり、当人の家族は恥ずかしい子

を持っていると感じ、一般国民は障害者を見下げてもよいという気持ちを持って

いる人が沢山います。 

 ・旧優生保護法で被害にあわれた人達、今も苦しみ続け、悔やんでも悔やんでも悔

み切れない悲しみに本当に心察します。 

 ・「福祉」とは幸せという意味であり、国民の福祉とは国民の幸せ。その充実を国は

目指すべきであり、その為に誤りは誤りと認めるところからだと思います。 

 ・旧優生保護法を知った当時の私は、まだ幼い頃だったので、国が作った法律なの

だから間違いはないのだろう、この考えは正しいのだろうとしか思っていなかっ

たが、今となってはとんでもない！怒りにあふれます。 

 ・裁判では、違憲だが除斥期間を理由に請求棄却になりましたが、強制的に中絶す

るという事は殺人です。殺人罪の時効は廃止になっているのに何故なのでしょう

か？ 

 ・女性で産まれて子供を産みたくても産めない女性もいます。女性に暴力をしては

いけない。みんな一人一人平等であるべきだ。強制的に中絶・不妊手術をしては

いけない。 

 ・本人の希望を無視、説明もなく、障害者を利用して、強制的に進めたことを痛み

を超えて、やるせない思いです。 

 ・本人の理解がないまま、強制的にされた手術は、人を人として思いやることなく、

ひどいことであると思います。同じ人間として悲しみやつらさを感じることが大

切です。実際されたことは、お金にはかえられないと思いますが、どんな形であ

れ寄り添うことが大切です。 
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◆全国への影響 

 ・良い例として、ぜひ全国に先駆けてこの条例を通していただきたいと思います。

他の自治体も明石市にならい人権、命を大切にする市政になるよう切に願います。 

 ・この条例で配偶者を対象にする支援をされることは当たり前のことだし、この条

例が出来ることによって、今後、国の法律も改正させるべきだと思います。 

 ・明石の条例作りは、国や他市町村にも、大きな影響を与えるものだと確信してい

ます。 

 ・この条例が成立され、全国から注目をあつめることで、一人でも多くの障害があ

る人が声をあげられるように条例を成立してください。 

 ・被害を受けた障害のある人に寄り添い、明石市として何を大事にするのかを明石

市民に示すことに留まらず、全国、そして国や国会、司法の場にも大きなメッセ

ージとなるものと信じます。 

 ・この条例は日本の旧優生保護法の過ちを真摯に認め、今も苦しんでいる人たちの

大きな救いになるものです。 

 ・今回、明石市で採択されるであろう条例は、是非に全国にも広めていただきたい

と思います。全国各地域でも差別の禁止に関わる条例が作られています。各地域

の被害者の方々、支援者へも、この情報を届けていただけるよう、マスメディア

へ配信していただくと良いかと思います。 

 ・他の市町（他の府県）にも広がることを期待します。 

 ・明石市だけでなく、他の市町村にも全国に広がってほしいと切に願います。 

 ・明石市の取り組みが、全国に広がり、各地域から「だれ一人取り残さない共生の

まちづくり」（条例前文）が進むことを願っています。 

 ・この条例が明石市だけではなく全国に広がっていったら・・・と願っています。 

 ・明石市でこのような被害者救済の条例ができると聞き、大変嬉しく、一縷の光が

差したような気がしました。ぜひ、明石市でこの条例を全国に先駆けて制定され、

それがここ神戸でも制定の運びになり、はては全国に広がれば、国が謝罪し、罪

を認めることに繋がると思います。 

 ・明石市のこの条例がきっかけとなって、国や全国の自治体に広まっていくことを

願います。 

 ・おそらく被害者の救済を目的とするものは，明石市がはじめてではないかと思い

ますし、このような動きがおこることで，他の自治体にも大きな影響を与えるも
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のと思われます。 

 ・国及び全国の自治体にも、この条例を参考に、同様の施策を実施していただきた

いと思います。 

 ・明石市だけでなく、他の市町村も条例ができるように広がってほしいです！ 

 ・条例をぜひ早期に成立させて、勇気ある明石市の行動が、兵庫県内や全国に広が

っていくことを心から願っています。 

 ・明石市がこの条例を制定することで、明石市だけではなく他の自治体にもこの条

例が制定されていくことを切に願います。 

 ・他の自治体も本支援条例に続くことを期待したいです。 

 ・明石市がこの条例を制定して施行されれば、他の自治体に波及し、より多くの被

害者の救済につながっていくのではないかという期待もしています。 

 ・この条例が制定され、それが全国に広がっていくきっかけになることを願ってい

ます。 

 ・明石のような動きが他の市にも広がり、それが国を動かすきっかけになれば良い

と思います。子どもを持つことが障害のあるなしに関係なく本人の希望通りにつ

ながれば、いい社会へとつながってほしいです。 

 ・明石市ではなく、他の県・市・町にも拡大していってほしいです。 

 ・このような条例が県下また、全国へ広がっていくことを願っています。 

 ・他の市も同じようにできたら良いと思います。 

 ・このような条例が他の市町、他府県にも広がることを期待します。 

 ・まず、一つの市町村で条例が制定され、そのことがきっかけとなり、全国に広が

り、国へ働きかける力となり、延いては優生保護法裁判の不当判決の見直しにつ

ながればと思います。 

 ・明石市の条例制定をきっかけに全国に広がっていけば良いと思います。 

 ・この条例が他県他市にもつながればと切に思います。 

 ・明石の芽が全国の花を咲かせるその日まで応援します！！ 

 ・明石市長の英断と実行力に感謝します。日本全国の県市町村の長の皆様に明石市

長の熱い思いが伝わる機会があればよいと思います。 

 ・障害者の尊厳を傷つける事態を二度と繰り返すことのないよう、全国の各自治体

も明石市に続いて施策を推進するよう願います。 
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 ・国の救済措置では不十分。支給の対象者が広がる本条例の制定により、このムー

ブメントが広がることに期待します。 

 ・進歩的な施策で注目を集めている明石市が全国に先駆けてこうした取り組みをし

ていくことは、多くの人が知るという意味でとても大きな意義があると思います。

明石市内だけでなく全国に発信してほしいと思います。 

 ・旧優生保護法の問題だけでなく、本条例が制定される事は、その他の障がい者を

取り巻く多くの課題に対して、一石を投じる動きになると考えます。明石市での

取り組みがスタートして、全国に広がっていく事を期待しています。 

 ・明石市の条例を機に全国でも条例制定が波及することも期待されます。 

 ・この条例が良い先例となり、他市や県、国も明石市に倣ってほしいと思います。 

 ・明石市で条例ができることは全国にいる被害者の方々にも大きな影響を与えるこ

とと思います。 

 ・この条例に多くの方が賛同し続く自治体が、増えるのを期待しております。 

 ・全国各地に先駆けて制定される明石市の条例に期待します。各地に広まり国を動

かす力となっていただきたい思いです。 

 ・明石市を引き金に他の地方も大きく変わるきっかけができると思うので頑張って

ほしいです。 

 ・明石市の条例が兵庫全区に、また、日本に広がっていくよう心から願っています。 

 ・優生保護法被害者支援条例を全国に先駆けて制定することで、それが全国に広が

っていくことを期待しています。 

 ・被害者救済・支援のあり方が神戸など、兵庫全域、国に広がることを願っていま

す。 

 ・自治体が動くことによって国をも動かしていくきっかけになればと思います。 

 ・条例ができることで、被害を受けた方が、少しでも心が救われることと、このよ

うなことが二度と起こらない社会になるように、と願います。 

 ・明石市の条例が採択されることで、被害者救済と一時金法の改正にも追い風とな

ります。そして全国にもこの動きを広げて頂くことを強く願います。 

 ・明石市で今回の条例が成立する事によって、その影響が他の自治体に広がり、被

害者救済の全国的な世論が生まれ、裁判所が公正な判決を出さざるを得ない状況

になることを期待しています。 
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 ・今回の明石市の条例が成立し、さらに、他の全国の自治体へ広がっていくことを

願っています。 

 ・明石市制定後は全国の市長会で報告していただき、日本中の市町村でとりくんで

いけるようにご指導いただきたいと思います。 

 ・この条例が国・自治体・社会を牽引しうるものと期待しています。 

 ・これを機に全国的に優生思想を認めない考え方が広まること、国の被害者に対す

る給付金の法律が改正され金額が引き上げられること、国が過ちを謝罪すること

が実現してほしいと思います。 

 ・この条例の制定を契機に、被害者の真の救済のために、国と国会がその責任を明

確に認め、被害者に謝罪し、このような悲惨なことを二度と起こさぬよう、真摯

な検証と総括をすすめる動きにつながっていくことを切望しています。条例制定

を活かした、あらゆる発信と取り組みに大いに期待するものです。 

 ・現在の旧優生保護法にかかわる裁判の判例では残念ながらみとめられていない範

囲までも補償を拡大する内容ですから、もしかしたら採択には困難があるのかも

しれないと想像します。ですがこの明石市の条例案から、旧優生保護法とそれに

基づく差別に対する理解、そして被害を受けた方への補償が広まっていくとよい

と思います。差別的な思想に基づく犯罪や言動がまだ残っている日本社会におい

て、「優生思想をゆるさない」と市として宣言することはまったく正しく、ほかの

自治体にとっても規範になることだと思います。 

 ・ぜひ、他の地方自治体、ひいては国に向けてもアピールしていただきたいです。 

 ・ぜひ、国にも他自治体にも広がってほしいです。 

 ・本来であれば，国の一時金支給法も同様の改正ないし新たな法律の制定が必要だ

と思いますが，国がなかなか動かないので，地方から声を挙げ，このような条例

を作って国の背中を押していく取組みは重要だと思います。 

 ・全国的にも注目されることが増えている「明石市」が条例を作り、制定して施行

されれば、他の地域にも広がっていくと感じます。 

 ・このような支援は、全国へ拡大してほしいです。 

 ・明石市でこの条例を議会でぜひとも議決していただき日本全国に広がってほしい

です。そして国は、差別や偏見をなくす政策をして欲しい。 

 ・明石市での条例の成立を皮切りに全国各地に広がり、国が一時金支給法の見直し

等も進めていくことを心から願っています。 

 ・明石市の動きが全国に広がるきっかけになってほしいと思います。 
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 ・明石に制度が整いそれを先がけに全国に広がり国を動かす波になる事を祈ってい

ます。 

 ・明石市での条例がきっかけに多くの自治体でも理解が広がり、国が真摯に向き合

って一時金の法律が改善されることを望みます。 

 ・条例の考え方が兵庫県や全国に広がれば良いなと思います。 

 ・議会で賛同を得、この条例が県をはじめ全国の自治体に制定されるあしがかりと

なりますように。そして国の法律（一時金など）が抜本的に改善される力となり

ますように強く願っています。 

 ・県や他の市町でも作ったらいいと思います。 
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◆条例（明石市）への期待 

 ・裁判で闘うかどうかに関わりなく、被害を受けていることに変わりがない以上、

同じように支援が受けられてしかるべきで、明石市のこの取り組みが先例となり、

他地域の被害者の方々が救済されることを望みます。 

 ・「優生保護法のなにが問題なのか」の本質をついた、非常に意義深い条文だからで

す。これを市が積極的に採用し、過ちを正すことで、「能力主義」や「優生思想」

の根絶に寄与し、誰一人取り残さない社会の実現に近づくものと考えます。 

 ・市民の中において例え対象が少数であったにしても、人権に深い傷をつけた国家

や自治体の過去の誤りに目を背けずに対応する貴市に賛辞を送ります。この対応

が波紋を生じさせて全国に広がっていくことを強く期待し、貴市の条例制定を支

持します。 

 ・優生保護法は国が犯した犯罪です。そのことに向き合い、救済することはとても

大切なことだと思います。こういった条例案を出す明石市の人権、命を大切にす

る市政をとてもうらやましく思います。 

 ・明石市民として、全国でもいち早くこの問題に真摯に取り組まれることは誇りで

もあります。 

 ・明石市の条例の成立はとても有意義で被害を受けた人たちを勇気づけるものであ

ると思います。 

 ・今回、明石市が全国に先駆けて支援条例を作る事は画期的な事と思っております。

是非、条例を通して頂き、市民が明石に住んでいてよかったと思える様にして頂

きたいと思います。 

 ・本来国が補償すべき被害ですが、国を待たずに地方自治体が実施することはたい

へん意義のあることと考えます。 

 ・優生思想、差別思想の撤廃の大事な一歩を明石市から始められることに大きな期

待しています。 

 ・明石市においてこうした条例を策定、実施することは、被害者への謝罪と補償を

真摯に行うとともに、社会に沈殿する優生思想に対峙する姿勢を示すものとして

重要だと思います。 

 ・この条例により、支給法の対象外であった中絶手術を受けた人や手術を受けた配

偶者を含めた事は、より多くの方が声をあげる機会になると思います。昨今では、

ネットによる悪質な投稿もあります。社会全体が包容したものにならなければ、

住みやすいまちづくりには繋がりません。このような活動が広がることが求めら

れます。 
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 ・この条例の成立をきっかけに、障害のある人々への理解が変わることに期待をし

ます。 

 ・もう高齢となり、亡くなる被害者も出てきているなか、国による謝罪もなく救済

策からも遠くなってしまっている人びとへの保障条例があってしかるべきと考え

ます。被害者発掘のためのへアウトリーチ、被害者に寄り添った相談、救済法へ

とつなげていく社会福祉的な連携、保証金、司法アクセスへのわかりやすい支援、

救済法の年限撤廃への働きかけ、国の「除斥期間」適用除外への働きかけ、「旧優

生保護法下での強制不妊手術」は重篤な人権侵害であるという声明で明石市の立

場表明をより明確に発信していただき全国に先駆ける模範となってくださいます

ようお願い申し上げます。 

 ・過去のことだとしても被害にあった方が現在も苦しんでいます。障害児者に寄り

添った社会を明石市から発信していってほしいです。誰かが変えていかないと変

わりません。泉市長ならと信じています。 

 ・人間は、失敗や過ちをするものですが、それに気づいた時、きちんと反省し、与

えてしまった悲しみや苦しみに寄り添うことができるのも人間ならではです。明

石市の挑戦、応援しています。 

 ・この問題は、過去の一部の障害者だけの問題ではなく、このコロナ禍によって命

の選別が行われつつある今だからこそ、意味のあることだと考えます。 

 ・この条例は、過去の過ちに真摯に向き合い、被害者とその配偶者にも支援金を支

給するもので、悲しみに寄り添い続けること、を大切にしていく、と掲げている

ことに胸を打たれます。一人ひとりを大切にしていくことを体現したこの条例を

ぜひ、施行してください。 

 ・明石市を含む兵庫県は、かつて「不幸な子どもの生まれない運動」を取り組んで

いた歴史があります。その点からも、明石市のこの度の「優生保護法支援条例」

は、意義ある条例であると思います。 

 ・妊娠出産という根源的な権利をご本人の了解なしに剥奪した過去はあまりに大き

いと思いますが、今こうして一自治体として誠意をもって被害者の方やそのご家

族の方に向き合おうとする明石市さんの姿勢に敬意を表します。 

 ・請求期限を定めず配偶者も含まれるという、同旨の法律より間口の広い本条例は、

障害ゆえに、誰もが持つ生む権利や身体を侵害されない権利といった、人権の根

幹ともいえる権利を侵された人々に少しでも寄り添うものであると感じており、

また社会保障行政が最重視すべき弱者に寄り添う観点によって起案されたもので

あると感じております。当条例の施行により、旧法による処置によって苦しみ続

けている人たちが、少しでも社会に見捨てられていないことを自覚でき、また自
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らを責め続ける気持ちが軽減されることを願います。 

 ・明石市が、マイノリティの苦しみに親身に寄り添おうとしていること、旧優生保

護法被害者等の尊厳回復及び支援にも全国に先駆けて取り組んでおられることに

注目しています。国や裁判所が旧優生保護法の違法性を認めながらも、なかなか

積極的な支援に踏み出そうとしない中、被害者の生活環境により近い自治体がそ

の問題をみつめ、根本的なところから一緒に取り組んでいこうとする姿勢はとて

も励まされるものです。 

 ・以前から明石市は少数マイノリティーに関する条例を積極的に作り、本当に市民

に寄り添う街だと思っておりました。ぜひ、これからも頑張っていただきよりよ

い街づくりにご尽力ください。 

 ・当条例が成立すれば自治体として全国初となる。このことが、他の市町村に波及

することで、優性思想の克服につながることを期待する。 

 ・だれ一人取り残さない社会を率先して目指されている明石市を羨ましく思います。 

 ・神戸地裁での市長のお話も ZOOM 経由でありますが，伺いました。このような場に

出てこられたことも驚きましたが，それ以上に誠実で内容を深く押さえた発言に

も感嘆いたしました。条例の制定を強く願う次第です。 

 ・今尚、旧優生保護法により苦しみ続けている方にとって、とても勇気づけられる

素晴らしい条例で、是非協力したい。 

 ・この条例が成立することは、被害者を救うだけでなく、優生保護法があったこと

で現在もなお根深く残る差別や偏見や虐待の下になる優生思想を見直すことにも

つながっていきます。このことは、障害のある人達だけでなく、現在の社会で生

きにくいと感じている人も含めて誰にとっても優しい明石市にしていくんだとい

う大きなメッセージになっていくと思います。 

 ・日頃より明石市の画期的な施策に感銘を受けております。心より敬意を表します。

また、この度の明石市優生保護法支援条例案が早期に成立しますよう応援してい

ます。 

 ・共生のまちづくり明石として障害の有無にかかわらず、すべての明石市民の基本

的人権が守られるような、都市空間を築いて行ってください。 

 ・明石市が旧優生保護法被害者等の尊厳回復及び支援に関する条例を制定すること

は、神戸地裁の裁判で小池裁判長が述べられた「特定の疾病や障害を有すること

を理由に心身に多大な苦痛を受けた多数の被害者に必要かつ適切な措置がとられ、

現在においても同法の影響を受けて根深く存在する障害者への偏見や差別を解消

するために積極的な施策が講じられることを期待したい。」という言葉にも後押し
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されるものと考えます。 

 ・裁判所の判断が，除斥期間を形式的に適用し，救済すべき権利を置き去りにして

いる中で，貴自治体が本素案に記載された基本理念のもと具体的救済策を策定さ

れることは素晴らしい取り組みであると感じました。 

 ・わが子も障害者であるため、一人の人間としての尊厳が理不尽に取り上げられた

歴史が繰り返されないよう、またその被害にあわれた方々に救いの手が届きこれ

からの人生が少しでも平穏な日々であるよう早期の条例制定を希望します。 

 ・子どもを産む権利を奪われ、辛く悔しい思いに耐えて生きて来られた被害者の立

場に立って、明石市が優生保護法被害者支援条例により、被害者支援の取り組み

をされることに心から賛同します。 

 ・この「優生保護法被害者等支援条例」は是非とも制定していただき、高齢のお二

人に早く支援の手を差し伸べてあげてください。また被害を受けた障害者のみな

さんは、裁判に訴えることができる人ばかりではありません。そのような方々に

対しても救済することができる条例です。何より優生保護法は間違っていると自

治体が表明する意義は大きいです。 

 ・「違憲にもかかわらず除斥期間を理由に棄却」ということで国が負うべき責任を負

わない中、この明石市の条例は素晴らしいと思います。 

 ・最近ネットなどで優生思想と思われる意見を目にすることがあり、危ないことだ

と日本は元々そんな国だったのかと残念に思います。この条例が制定され、人に

他者にやさしくなれる思想が広まるきっかけになれればと思います。 

 ・それぞれ生きていく上で皆が幸せになる方法を考えていく。過去を振り返って行

政が先導してきた誤った思想教育を改めてこれからの子どもたちに良い教育のも

とになるような条例になってほしいと願います。 

 ・優生保護法で心身ともに傷つけられまた親族の心痛を思うとお金に換えられない

と思うが、できるだけの支援をすすめてもらいたい。 

 ・自治体の中で明石市が先駆けて、旧優生保護法被害者等に寄り添い、必要とする

施策を推進し、条例を制定していただきたいです。 

 ・その苦しみを出せずに沈黙してきた方々が苦しみから解放されるよう、裁判で争

うのではなく、支援条例により当然の権利として支援が受けられるようにしてほ

しい。「誰一人取り残さないやさしいまち」インクルーシブなまちづくりに、誰も

が取り組んでいくことを願います。 

 ・今回の条例により、少しでも被害に合われた方々の心情や思いが報われることを

期待いたします。 
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 ・「誰一人取り残さない やさしいまち」を掲げてインクルーシブなまちづくりを推

進してきたところです。このフレーズに賛同いたします。 

 ・明石市で条例ができることは、全国にいる被害者の方々にも大きな影響を与える

ものだと思いますし、障害分野で働く私にとっても非常にうれしく、今後の障害

者施策にも影響を与えるものだと思います。 

 ・基本理念と合わせ、市民や社会に対するメッセージとして発信されることで、優

生保護法問題だけにとどまらず、未来への障害者施策の礎となる考えを表明され

ることになると考えます。条例成立後は、あらゆる施策や行政業務、障害のある

人・家族、支援者に影響を持ち続けるでしょう。 

 ・条例が出来、手術を受けた方への保障を平等に与え、精神面が軽くなることを願

う。 

 ・（優生保護法の）危険な思想から守れるような条例にしてほしいです。まだまだこ

の思想は根強く残っていて、差別が生まれているのだと思います。絶対に許さな

いという強い発信をお願いします。 

 ・情報を得るのが難しく、わからないまま不妊手術を強いられたことに対して、悲

しみに寄り添うやさしいまちづくりを目指している明石市に対して賛同します。 

 ・取り戻すことのできない被害を受けた方々の苦しみや悲しみは、お金で解決でき

るものではありませんが、その思いに少しでも寄り添い、差別のない街づくりを

推進していただきたいと思います。 

 ・この問題に目を向け、優生保護法のもと、被害を受けた人たちを支援する条例を

作り、支援をしていこうとされていることは障害者として心強くとても嬉しく思

います。 

 ・障がいの有無に関係なく将来のためにも平素に安心して過ごせる世の中にしてほ

しい。 

 ・昔の行政がやったこと、なので行政が積極的に動く事当たり前だと思うけど、あ

まりにも行政がほったらかしにしていたため、今回の明石市の動きを嬉しく感じ

ています。 

 ・国レベルでも自治体レベルでもこの優生手術の被害問題にしっかりと取り組むこ

とが必要だと考えます。ぜひ、条例を制定し、被害者救済の一助とするとともに

検討過程や運用において被害実態や問題性を明らかにし、優生保護法とは何だっ

たのか、その過ちとしっかりと向き合う機会になることを望みます。 

 ・被害に遭われた方々の救済がより速く広く進むように、条例の採択が実現されま

すことをお願い申し上げます。 
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 ・本当は国や県がやってくれないといけないことなのに、市が取り組んでくださる

ってほんとに素敵です。 

 ・今後、旧優生保護法により被害を受けられ今も苦しんでおられる方々への理解と

支援が、より広がることを期待します。 

 ・今回、市長が声をあげて、条例として取り組んでいくことは社会をより生きやす

くするための一歩です。 

 ・先日の神戸地裁の判決をうけ、ネット上では「当然だ」「障がい者の存在を否定す

る」等の声が氾濫し、イイねマークが多数ついていると聞きました。まだまだ数

多くある世の中の優生思想に対して、明石市のように、「ダメなものはダメ」と、

国にものをいうことで、私自身も励まされます。ぜひ、この条例を成立させてい

ただきたいです。 

 ・本来は国や兵庫県が謝罪と補償をすべき所だと思いますが、明石市が先だって条

例化することが、全国に広がる運動の大きな一助になると思います。明石市のイ

ンクルーシブなまちづくりは他市からも注目されていますので、ぜひ条例化して

いただきたいです。 

 ・被害者への救済や、旧優生保護法がどれだけ人権を侵害してきたものなのか、そ

れを市民に対する正しいメッセージとして伝えることのできる大きな意味のある

ものだと感じました。 

 ・国の裁判は時間がかかります。身近な行政である市が、このように被害者救済と

市民理解被害者の尊厳回復を行政主導で進めてくださることは素晴らしいと思い

ます。 

 ・明石市として誠実に向き合う姿勢を示され、国の一時金支給法よりも、より、被

害を受け苦しまれてきた方々に寄り添う内容の支援条例を検討されてきたことに、

心より敬意を表します。 

 ・この条例は明石市に住んでいない被害者も大変勇気づけられる内容です。 

 ・国が法をもって障害者差別を推進してきた事実に一市町村が真摯に向き合い、ま

た、優生思想のない社会の実現のために、一個人が疾病や障害の有無によって分

け隔てられることのないよう市民等の理解促進、教育に努めようと条例策定をさ

れることは非常に大義であると思います。自分が、誰もが、この国に生まれて良

かった、この街に生まれて良かった、人間に生まれて良かったと思える条例の成

立ができることがどんなに素晴らしいものかと心待ちにしています。 

 ・旧優生保護法で体も心も傷を受け、一生苦しみを負って人生を送られてきた方々

に国、県の間違いを認め、少しでも背負ってきた荷物が軽くなるためには良い条
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例だと思います。また未来に向けて、二度と同じ間違いを繰り返さないためにも

必要だと思います。 

 ・旧優生保護法被害者支援条例案について、忌まわしい法律によって意思確認され

ないまま手術を受けた者にとって、この支援条例は、子供を持てない、将来に不

安や苦しみはあっても、支えてくれるという気持ちがすごく伝わってくるもので

す。本当はお金じゃないんだけど、子供にかわる大きなものがないんだと思いま

した。 

 

 


