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「不幸な子どもの生まれない運動」への称賛を公言してはばからない兵庫県立こども
病院と、それを容認する兵庫県に抗議し、記載の削除・訂正を求めます。
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脳性まひ者の生活と健康を 考える会、グルー プ生殖医療と差別 、
日本脳性マヒ者協会（全国 青い芝の会、兵庫 青い芝の会、広島 青い芝の会）
障害者の生活保障を求め行 動する会、新空港 反対東灘区住民の 会
古井正代、斉藤日出治、古 井透、後藤由美子 、利光惠子、古賀 稔章、南守

この度、兵庫県立こども 病院が、ポートア イランドへの移転 を機に出版した『 兵庫県立
こども病院移転記念誌 』
（2016 年 3 月発行）の中で、兵庫県 が過去に実施した「 不幸な子
どもの生まれない運動」を 「本邦では初めて のユニークな県民 運動」と称賛し、 開院に際
して「このこども病院は、 未来を築いていく 子供達への贈り物 として建設したも ので、不
幸な子供の生まれない県民 運動の一翼を担う もの」であり「兵 庫県の大きな誇り 」と金井
知事（当時）が語ったこと を無批判に取り上 げている（小川恭 一名誉院長による 「兵庫県
立こども病院誕生当時のこ と」
『記念誌』p.17）ことを知り、驚 くとともに強い怒 りを禁じ
得ません。当時、「不幸な子どもの 生まれない運動」 に対して、「青い芝の会」は じめ障害
者運動から強い批判が投げ かけられ 、
「運動」自体を見直さざる を得なかった歴史 的経緯を
一切忘れてしまわれたので しょうか？
思い返せば、兵庫県衛生 部が中心になって 「不幸な子どもの 生まれない運動」 をスター
トさせたのは 1966 年のことです。1970 年には「不幸な子どもの生ま れない対策室 」
（以
下、
「対策室」）を 設置し、障害児は「不幸な 状態を背負った児 」
（兵庫県『不幸な 子どもの
生まれない施策―5 か年のあゆみ』より）で あるとして、その 「出生予防」のた めに様々
な施策が実施されました。1967 年からは、優生保護法 12 条による精神障害者や 知的障害
者への強制不妊手術の費用 を県で負担して普 及をはかりました 。1972 年には、「 先天性異
常児出産防止事業」として 、胎児の障害チェ ックのための羊水 検査を県費で実施 すること
を決めました。
「対策室 」設置とほ ぼ同時期に開院し た「兵庫県 立こども病院 」は 、院内に
「不幸な子どもの生まれな いための指導教室 」を開設し、前述 の羊水検査を実際 に行うな
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ど、まさに、「不 幸な子どもの生ま れない運動」の中 枢を担ったのです 。
これに対して、
「青い芝の会」の 障害者達は激しい 抗議行動を展開し ました。そして 、
（1）
「不幸な子どもの生まれな い運動」は、障害 者の生を胎児の段 階から不幸である と決めつ
けたものであり、今、生き ている障害者達を も「あってはなら ない存在」とみな すもので
ある、（2）「障害者がかわ いそう、気の毒 」「五体満足で生 まれてほしい」などと いった考
えは健常者の発想であり、障害 者差別の具体的な 表れである 、
（3）行政による羊水チェッ
クの推進は、障害者の生 存権を否定するも のであると主張し て、
「 対策室」廃止、羊水チェ
ックの中止、障害者差別に 充ちた県行政の姿 勢を改めるよう求 めたのです。この 反対運動
によって、1974 年 4 月に「対策室 」は廃止 され、
「不幸な子ど もの生まれない運 動」も「良
い子を産み 健やか に育てる 運動」 に名称変 更しまし た。県 費による 羊水検 査も、同年 10
月に中止されました。
以上のような歴史的事実 を隠蔽したばかり か、
『記 念誌』の記述を見 る限り、
「 不幸な子
どもの生まれない運動」が 著しい障害者差別 であったとの反省 もなされていない と感じざ
るを得ません。
私たち障害者は、1974 年に障害者を不幸と決めつ けたことに対して 抗議をしましたが 、
40 年近くたった今も、どんな人も生きていけ るような社会に変 わっていないとい うことが
はっきりしています。それ は、いまだに障害 者の収容施設があ り、インクルーシ ブ教育で
なく支援学校があるなど、 障害者を地域から 隔離するシステム がしっかりとある というこ
とです。
例えば、日本では、今も車 いすでは生活でき ないようなスタイ ルの建物があふれ ていま
す。米国等では、アパート を建てる時は、戸 数の何割かは車い す用の部屋を作ら なければ
なりません。アトランタで は家を建てる時は 、玄関は段差なし 、幅は車いすが楽 に通れる
82cm 以上、１階の バスルームは車い すの入れるスペー スを確保、こ の 3 つの条件を満た
していなかったら建築許可 が出ません。この法律は 2007 年の段階で、世界中で 58 の国や
自治体で施行させています 。アトランタでは 既存の家でも、希 望すれば改修工事 に補助金
が出るそうです。ところが 、日本ではユニバ ーサルデザインど ころかバリアフリ ーさえ浸
透していないために、阪神 淡路大震災の時に 家が壊れて新しく 建て替えた人たち が、前と
同じようなバリアだらけの 家を建てたものの 、その後に脳梗塞 になられた方が、 せっかく
建てた自宅に戻れず、ケア マンションや施設 に入らざるをえな い現実をたくさん 見てきま
した。未だに「施設」が増 えるのは、一生暮 らし続けられる安 全な建物を「特別 視」して
（そのほうが儲かることも あり）
、 一般に普及させよ うとしないからで す。
身体の機能や見た目で「不 幸な人」と決めつ け仲間はずれにす るのではなく、そ の人が
そのままで生きていく方向 を示唆できるよう な施策を作り、み んなが一生安心し て住み続
けられるような地域社会を 構築しなければな らないのではない でしょうか。
私たち障 害者は 、生ま れた時 から不幸 だと決 めつけ られる ことも 多々あ ります 。でも 、
人はだれでも皆、年をとれ ば障害者になるの ではないでしょう か。老いるという ことは、
機能の低下や認知症の症状 が表れたりして 、今 、
「あっ てはならない 」と思われて いるその
ものになっていきます 。
「 あってはならない 」と思うそ の価値観は 、自分に戻って くると思
います。私たちが 、今 、しなければ ならないのは 、
「障 害」や病 気のある人々を切 り捨てる
のではなくて、どんな人で も一緒に生きてい ける価値観を共有 し、具体的な仕組 みを一刻
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も早く構築することではな いでしょうか。そ れなのに、兵庫県 の「不幸な子ども の生まれ
ない対策室」は、40 年たっても、ひとりひとりの心の中 に立派に存在して います。それが
「年をとりたくない 」
「あ んな姿になるぐら いなら死にたい 」という 、人生の最期 に情けな
い気持ちを作ることになる と考えます。
この『記 念誌』 の中で は、「不幸 な子ど もの生 まれな い運動」 を「ユ ニーク 」と表 現し
ていますが、
「 ユニーク」では 終わらない問題で す。今からでも 、私たち障害者が 抗議した
ことを、しっかりと心に刻 みつけ、歴史は歴 史としてきちんと 残していただきた いと思い
ます。
「 日本軍『 慰安婦』はいなかった 」
「戦 争での虐殺もなか った」
「福島の原発 事故の放
射能被害はない」など、都 合の悪いことはな かったことにする 傾向がありますが 、反省し
ないままでは、次の時代は 、又、間違いを起 こすのではないで しょうか。歴史の 中に、本
当のことを取り入れて、こ れから未来の子ど も達に、間違いは 間違いとして認め 、謝るべ
きことは謝るということを 見せなければなら ないと思います。
そのうえ、福島の原発事故 では、いまだに放 射能は漏れていて 、健康被害もこれ からま
すますでてくることでしょ う。それを母体血 検査（母体血胎児 染色体検査）のよ うな出生
前検査で、生まれる前から 選別し、世に出さ ないようにする価 値観がここに至っ ても表れ
るのではないかと危惧され ます。現 在、イン ターネット上では 、
「低価格で簡単に 受けられ
る」といった母体血検査の 売り込みも、既に 始まっています。 時代が変わっても 、兵庫県
が先頭をきって「不幸な子 どもの生まれない 対策室」を作った 発想と何ら変わっ ていませ
ん。
人を選別することは差別を つくることです。 私たちの時代には 、差別をなくさな ければ
なりません。この「不幸な 子どもの生まれな い運動」を「ユニ ークな県民運動」 と表現す
ることこそが、反省もなく 、未来もないこと につながります。
2012 年には「障害者虐 待防止法」が施 行され、2014 年には「障害者 権利条約」を 批准、
2016 年には「障害を理由とする差 別の解消の推進に 関する法律 」
（いわゆる「障 害者差別
解消法」）が施行 されました 。「障害者差別解 消法」では、障害 を理由に差別的な 取り扱い
をすることを禁止し、障害 に対する合理的配 慮の提供を求めて います。障害者差 別解消に
向けて先頭に立って施策を 進めるべき公的機 関において、今回 の記述にみられる ように、
差別を助長させることなど あってはならない はずです。
以下の項目について、12 月末日までに、文書にて回答く ださいますようお 願いします 。
（1）兵庫県が 過去に 行った「 不幸な 子どもの 生まれ ない運 動」につ いて、 現在、 どのよ
うに考えておられますか？
（2）「不幸な子 どもの生まれない 運動」を「ユニークな県 民運動」と表現した意 図は何で
すか？上述の抗議文の中 でのべたような「 不幸な子どもの生ま れない運動」への 批判
やそれをめぐる経緯を知 らなかったのです か。あるいは、知っ ていたのに無視し たの
ですか？
（3）『記念誌』の 中の、「不 幸な子ど もの生 まれない 運動」 を称賛す る記述 を削除 し、訂
正して下さい。
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