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強制不妊手術を推進した優生保護法は︑
人工妊娠中絶を可能にする法律でもあった︒
一九七〇〜八〇年代︑政府の実質的中絶禁止と
障害を理由とした胎児中絶可能という﹁改正﹂の動きに対して︑
女性たち︑障害者たち︑生命尊重派たちが繰り広げた運動のありようを
活写する資料︑約９００点を編集復刻！
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本資料集成は、一九四八年～一九九六年の約五〇年にわたる「優生保護法」の「一
生」を辿る資料集の第２期＝市民運動編である。
、障害者の人
優生思想、性と生殖の自己決定権 （リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）
権、生命倫理と医療など多くの争点を含む同法を俯瞰する。
「優生保護法」には「不良な子孫の出生を防止」するほかにもうひとつ重要な意味
があった。戦前まで刑法堕胎罪によって子どもを産むかどうかの選択を許されてこ
なかった女性たちに制限付きながら人工妊娠中絶の道を拓いたのである。

年

事項

関連年表

１８６９ 明治政府、堕胎禁止令発布
癩予防ニ関スル件（法律第 号）
。 年に癩予防法、 年にらい予防法に改定

１９０７ 堕胎罪制定。２０１９年現在も存続
１９２２ マーガレット・サンガー来日。各地で産児調節運動盛んになる
１９３２ 堕胎法改正期成連盟発足

１９３０ 有害避妊器具取締規則

１９３７ 母子保護法制定。産児調節運動への弾圧厳しくなる

１９３３ ドイツ断種法
１９３８ 厚生省設置
１９４０ 国民優生法成立。
「健全なる素質」ある者の人工妊娠中絶・避妊・不妊手術を禁じ「悪質なる
遺伝性疾患の素質」ある者への不妊手術を認める。ハンセン病は遺伝ではないので同法は根拠
とならなかったが、事実上、療養所内での不妊手術は結婚するための条件であった
１９４１ 人口政策確立要綱

飢餓を伴う貧困、人口爆発、望まない妊娠をしていた引揚女性たちへの処遇、等々
１９４５ 敗戦

１９６

優生保護法改廃期成同盟（カトリック教会と生長の家）発足

日本家族計画連盟創立

１９５２ 優生保護法改定。遺伝性でない精神病・知的障害も強制不妊手術の対象となる。また審査会
の審査なく指定医師の判断で中絶が可能になる

１９５１ 閣議で避妊の普及を決定

１９４９ 優生保護法改定。中絶要件に経済的理由が入る

１９４８ 優生保護法成立。
「不良な子孫の出生の防止」と母性の生命健康の保護が目的。刑法堕胎罪の
例外規定として条件付きで人工妊娠中絶を合法化。遺伝性疾患を理由とした中絶と不妊手術
を許可、かつ強制不妊手術を認める。ハンセン病は遺伝性疾患ではないにもかかわらずこの時
はじめて中絶や不妊手術が法的に許された

敗戦直後の日本には、戦前の国民優生法を利用しながら、出生調整をしなくてはな

関連年表

らない逼迫した状況があった。そこで「優生上の見地から出産を抑制する」と「母性
の生命健康を保護する」をむりやり合体させた「優生保護法」が誕生する。
しかし一九六〇年代末、経済大国と自らを誇示した政府は、むしろ労働人口の増
加を妊娠中絶を抑制することで促そうとした。同時に障害者への不妊手術のみなら
ず、医療技術の進歩の成果として障害者を胎児の段階で排除することを求め、一九
七二年、優生保護法の「改正案」を上程する。すなわち人工妊娠中絶の「経済的事由」

31

優生保護法議員懇談会結成

優生保護法改悪阻止連絡会（阻止連）設立

優生保護法の中絶要件から経済的事由を削除する件につき国会で議論される

前年に続きマザー・テレサ来日、中絶容認に遺憾の意

１９８２ 生長の家政治連盟国会議員連盟総会で、優生保護法改正の提起、決議

１９７４ 胎児条項を削除した修正案が衆院通過。参院で審議未了、廃案

１９７３ 優生保護法改定案、再度提出。継続審議へ

１９７２ 優生保護法の中絶要件から経済的事由を削除し、胎児条項（胎児に障害がある場合に中絶を
許可）を加える改定案が国会に提出される

１９６
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の削除と「胎児条項」の導入である。
このとき経済的事由の削除を「中絶禁止法」であると女性たちが反対し、同時に出
生前診断で胎児に障害が発見された場合の中絶を許すことは障害者の生存権を否定
するものだと障害者たちも反対し、全国的な運動となり、「改正」は実現を見なかった。
ところが、一〇年後の一九八二年、ふたたび中絶の条項を狭める動きが国会内に
起こり、反対運動そして生命尊重をうたう宗教団体の運動も再燃する。
本資料集成「第２期＝市民運動編」は、七〇年代から八〇年代にかけての優生保
護法改定をめぐって、女性、障害者、医療団体、宗教団体などが、どのように「優
生保護法」に向き合い、その意味を追求していったかを探る、さまざまな運動体の
資料を全国から収集、編集した。
一九九六年に「優生保護法」は、
「優生条項」を削除して「母体保護法」に名を変え
たが、優生手術＝強制不妊手術の実態もまだ明らかになっていない。また刑法堕胎
罪も空文化されたといわれながらも厳然として存在している。
優生保護法の時代と呼ぶべきこの約五〇年間を生きた女性たち障害者たちの足跡
（編集部）

を辿り、女性の産む産まないを決める自由、幾たび問題にしても何度でも浮上する
優生思想の問題を考えるための資料群として、活用されることを願う。

53

１９８６ ＤＰＩ女性障害者ネットワーク発足
１９９４ カイロ国際人口開発会議のＮＧＯフォーラムで女性障害者が優生保護法と女性障害者への子
宮摘出の問題をアピール
１９９６ らい予防法廃止
優生保護法改定、
「不良な子孫の出生防止」に関わる条文および遺伝性疾患・精神病を理由と
した不妊手術、中絶を認める条項を削除。名称も母体保護法へ
２０１６ 相模原障害者施設殺傷事件

１９９７ 強制不妊手術に対する謝罪を求める会、結成
２０１８ 仙台の被害者、地裁に国家賠償訴訟を提訴

月

２０１９ 仙台地裁、優生保護法を根拠とした不妊手術を強制されたふたりの被害者に対し、優生保護
法は違憲という判決

『陳情書』日本母性保護医協会・1968 年
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『優生保護法改悪を許さない！ News』
（帯広）
No.4・1984 年 3 月

刊行の辞
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第１巻

収録資料 〈抄・予定〉
１９６８年～１９７３年２月
一九六八・二
●井上紫電 ●

●自民党政策審議会

●日本母性保護医協会

優生保護法改正をめぐる問題と意見
優生保護法の改悪反対 陳情書
●一九六八・一二

政審・社会部会優生保護法について
●一九六九・三
●田中忠雄／井上紫電／森山豊 ●参議自由民
主党政策審議会 ●一九六九・三

優生保護法について

廃期成同盟専門委員会 ●一九六九・八

優生保護法改正をめぐる問題と意見（続篇）●優生保護法改
要望書〔優生保護法改悪反対〕●日本母性保護医協会 ●一九七〇・三
会 ●一九七〇・四
●厚生省／日本

優生保護法の諸問題（一）●三浦岱栄 ●参議自由民主党政策審議
意識調査を中心とした優生保護実態調査
医師会 ●一九七〇・四

優生保護法を改正するなら 一部でなく、全面的検討の
必要があると主張する理由 ●日本家族計画連盟 ●一九七〇・三

●一九七〇・一〇

ーぷ・闘うおんな ●一九七一

中禁体制とはなにか？

●一九七〇・一〇

●
〈おんな解放〉戦線〔明治大学〕

中絶禁止

●ウルフの会・
「避妊とピル研究班」●一九七二

●宇都宮優生保護法改悪阻止実行委員会 ●一九七二

●一九七二・五

●一九七二・六

優生保護法改悪反対！

解放共闘会議〔上智大学〕●一九七二・六
●６・２集会を

優生保護法改悪性差別をめぐる討論集会 討議資料 ●女性

●武大おんなの解放を共に考え闘う会

中絶禁止法案上程を許すな！

法上程をゆるさないぞ ●あるおんな（Ｊ・Ｓ）●一九七二・五

どこに“中絶”を芯からしたい女がいるだろう

ピルを解禁せよ

しよう！

「悪」案の成立を阻止
今国会に上程されている優生保護法改

中絶禁止法上程阻止へ向けて… ●ぐる

優生保護法を衝く 消えゆく３００万胎児のいのち 「生学連」特
集号（第八号）●生学連中央理論局・生学連女医学生対策局共編

日本医師会『優生保護対策』を批判する

●ぐるーぷ・闘うおんな

甦える怨念にむけて中絶禁止法資料集
（旧女性解放連絡会議）●一九七〇・一〇

●一九七〇・三

要望書 優生保護法の再検討を行なうため公正な審議
会の設置を望む ●全国地域婦人団体連絡協議会ほか６団体

念に収録した膨大な資料、その一つひとつが
「歴史の証人」
。今も闇に包まれたままの優生
優生保護法改悪について百家争鳴討論の会
作ろうとしている女たち ●一九七二・六

性 生を我れらが手に
●集団くのいち ●一九七二・一一

●優生保護法に反対する会 ●一九七二・一一

避妊手段を奪い中絶を禁止する子宮の管理は人間総管理だ
●
〔リブ新宿センター〕●一九七二・六

私の性 生は私のもの
・３中絶禁止法を中心に子殺しから四次防まで話し
合う会 ・８パールハーバーを忘れない女たちの反
戦集会とデモ ●リブ新宿センター ●一九七二・一二

優生保護法改悪反対ピル解禁要求のための一、〇〇〇
万人署名 ●中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性解放連合

●京都優生保護法研究会

●東Ｃ優生保護法改悪阻止争委 ●一九七二・一二

●一九七二・一二

討論資料
●一九七二

「優生保護法改正案」撤回要求署名

「優生保護法の一部改正案」の再上程に反対する請願
●侵略＝差別と闘うアジア婦人会議 ●一九七三

●中絶法に反対する

●
〔子殺しの女を支援する会／リブ・インター

ナショナルジャパン／中ピ連〕●一九七三・一

１・ 集会基調報告

１９７３年 月～ 月

討論集会実行委員会〔愛知〕●一九七三・二

２・ 中絶禁止法に反対する討論集会

第 巻

●３・８実行委 ●一九七三・三

優生保護法改悪・堕胎罪粉砕！女は子を産む道具なのか！
●婦人民主クラブ南浦和支部準備会 ●一九七三・三

３／８婦人労働者総決起集会へ

●優生保護法改悪を阻止する全国会議 ●一九七三・三

今、国会に上程中の優生保護法改悪案って何だろう…
新声明〔優生保護法改正反対〕●日本家族計画連盟 ●一九七三・三

●一九七三・三

また、恐しいヤミ堕胎の時代が来るのか 優生保護法改
悪案再上程を阻止する東京集会 ●優生保護法改悪阻止実行委員会
優生保護法改悪をさせないぞ！
志グループ ●一九七三・三
●緋

●府中療育センター在所生有

俺たちに明日はない！ 女の子宮を間引くのは誰か
文字 ●一九七三・三

●婦人解放戦線

●三法案粉砕東京実

権力による性の管理支配の更なる強化 「
─ 障害者」
抹殺
攻撃粉砕！ ●阪大女性解放研究会 ●一九七三・三
優生保護法改悪を実力で阻止しよう！
行委 ●一九七三・三

革命戦争に向けて婦人の革命的飛翔を！
●一九七三・四

ガ
リバン刷りは、書いたその人をも伝えます。
文字の几帳面さや、力が過ぎて滲んだインク。

たくさんは刷れなくて、それでも残った資料です。
読んでください。

宿センター〕●一九七二・六

●一九七二・六

中絶禁止法反対！

ス』№

●中大パシオナリア ●一九七二・六

６・ 中絶禁止法案に反対する集会
大〕●一九七二・六

優生保護法改悪を許すな！

抗議文

●
〔日本家族計

●日本家族計画連盟

●優生保護法改悪阻止実行委員会 ●一九七三・五

生保護法改悪阻止実行委員会 ●一九七三・五

「優生保護法一部改正案」上程に関する公開質問状

●明学大女性史研究会 ●一九七三・五

●一九七三・五

●一九七三・五

●闘う女性同盟

●子殺しの女を支援する会

女は色変りするアメなぞしゃぶらない
５・ 子殺しの女支援集会

●一九七三・五

子殺しの女を釈放せよ！（１）●子殺しの女を支援する会

女性解放研究会（準）〔佐賀大学〕●一九七三・五

『子殺しの女』が教えてくれた〈女から女たちへ〉の道
●府中療育センター在所生有志グループ／支援グループ
●一九七三・五

抗議文

●優生保護法改悪阻止実行委員会 ●一九七三・五

究会（準）〔佐賀大学〕●一九七三・五

う会 ●一九七三・五

優生保ゴ法が改悪されそうだ！

●
一九七三・六

●女性解放研

中沢伊登子 ●一九七三・五

〔厚生大臣宛要求書〕●優生保護法改悪阻止実行委員会

〔民社党の返答〕●民社党参議院議員

●一九七三・五

あらゆる闘う婦人は、団結して 悪法 優生保護法の
いっそうの改悪を阻止しよう！ ●赤色婦人解放戦線

●おんなの解放を共に考え闘

優生保護法改悪を怒りをもって粉砕せよ！

労基法改悪・優生保護法改悪阻止！ 教職員の育児休
暇法粉砕！ ●女性解放研究会（準）〔佐賀大学〕●一九七三・五

同製作 ●一九七三・五

リブ論第１集ノアの箱船 優生保護法改悪反対！ 資料集 ●ぐるー
ぷ闘うおんな／緋文字／闘う女性同盟／集団エス・イー・エックス 共

謝罪要求文

●
〔府中療育センタ
ー在所生有志グループ／支援グループ〕●一九七三・五

美濃部東京都知事に対する要請書内容

●

優生保護法改悪案再上程が決定！ 全力で粉砕せよ！

●優

女性への分断・差別政策を許さず女性解放に向けた闘
いを ●働く女性の会 ●一九七三・五

●
「女性解放」編集部 ●一九七三・五

４・ 優生保護法改悪反対集会 基調報告 ●一九七三・四

兵庫県母子保健課をぶっつぶすゾ！ ●一九七三・四

生かしてたまるか不幸な子どもの生れない「対策室」
！

●
〈おんな解放〉戦線〔明

中 絶 禁止策動 粉 砕に向けて、闘いへ決 起せよ！『プル

中絶禁止法に反対しよう ●中絶禁
止法に反対するリブの会 ●一九七二・六

産みたい…でも産めない！

●東京女子大学性差別問題研究会 ●一九七二・六

出産 堕胎の自由と無償化を！ 中絶禁止法＝優生保護法改
悪粉砕！ ●国際主義女性解放委員会／婦人通信編集委員会

画連盟〕●一九七二・六

優生保護法改正案の各条項についての検討

事務局 ●一九七二・六

優生保護法一部改正案に対する意見書

●集団くのいち
〔リブ新

「リブ新宿センター」メンバー）
米津
◉ 知子 （かつて、

刑法 条は堕胎児にしか歌えない！
212
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保護法の被害問題である。その本質に迫る上での掛
け替えのない羅針盤となろう。

現行・優生

藤◉井克徳 （ＮＰＯ法人日本障害者協議会代表）

〔リブ新宿センター〕●一九七二・六
保護法解体！ ●

ピルを解禁せよ！中絶の自由を闘いとるぞ！
生む、生まないの国家管理を許すな！ 優生保護法改悪に
反対する ●侵略＝差別と闘うアジア婦人会議 ●一九七二・六

●
〔日本家族計画連盟〕

明学の福祉の授業が優生保護法改悪をおし進めてい
る！ ●〔明治学院大学女性史研究会〕●一九七二・六
優生保護法改正論議の経過
●一九七二・六
●中絶禁止法に反対しピル解禁を要求
する女性解放連合（中ピ連）●一九七二・七

中ピ連講座への呼びかけ

Lib International Japan

〈産める社会〉に向けて優生保ゴ法改悪ソ止を闘おう
●

●リブ新宿センター ●一九七二・九

・ 集会に参加しよう！

−

11

25

20

●一九七二・一〇

優生保護法改悪阻止実行委員会 月 日パネルディ
スカッション、 日全国一斉おんなデモ ●優生保護法改悪

・ 行動準備委員会

・ 行動準備委員会〔京都〕●一九七二・一〇

●一九七二・一一

12

阻止実行委員会／箱崎女性史研究会 ●一九七二・一〇

・ 中絶禁止法反対・女だけの全国同時集会・デモ

札幌 弘前 東京 大阪 福岡 ● ・ 実行委 ●一九七二・一〇

●

●中年リブ
「赤い六月」●一九七二・一〇

●

・ 優生保護法改悪阻止のための集会・デモ総括

●一九七二・一〇

中絶禁止策動を許すな！

「

・ 京都集会デモは行く〳〵心は残る」
に答えて
・ 行動準備委員会→優生保護法研究会〔京都〕●一九七二・一〇

●

女の意識

妊娠と出産はつねに国

日本帝国主義の女性支配と女性解放闘争シンポジウム男の意識・

の子宮は誰のもの？

民国家の政治の争点でありつづけた。

どすための闘いの記録だ。

上野千鶴子 （東京大学名誉教授・認定ＮＰＯ法人ウィ
◉
メンズアクションネットワーク（ＷＡＮ）
）

3

14

−

18

18

10

優生保護法改悪に反対する東京集会子宝は、
お国のもの？

15

15

この資料集は、子宮を国から女自身の手にとりも

女

−

4
5

−

?!

−

◉

─

−
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10
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−
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15
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◉

10
10
10
◉

優
生保護法により不妊手術を強制された人は２
万５０００人にも上ります。現在、被害者

人が２高裁、７地裁で国賠訴訟を行っています。
優生思想を克服していきたい、その活動の原点に
迫る資料集の復刻。事実の力が私達に力を与えてく
れます。

●三法案粉

●福岡大学

新里
◉ 宏二 （全国優生保護法被害弁護団 共同代表）
６・２優生保護法改悪粉砕集会に決起せよ！
差別＝分断と闘う婦人問題研究会 ●一九七三・六

６・２優生保護法改悪案を断固粉砕しよう！
砕連絡会議〔福岡〕●一九七三・六

〔優生保護法改悪阻止実行委員会への返答〕 ●生長の家政
治連合本部 ●一九七三・六

●府中療育センタ

優生保護法改悪阻止実行委員会参加グループ名簿
●一九七三・六

６・９優生保護法改悪阻止緊急抗議集会
●
〔リブ新宿センター〕

ー在所生有志グループ・支援グループ ●一九七三・六

優生保護法改悪阻止最新情報
●一九七三・六

６／ 優生保護法改悪粉砕総決起集会に全国から結
集せよ！ ●六・一〇集会実行委員会 ●一九七三・六

●女性問題

●婦人通信編集委

●婦人民主クラブ

●中ピ連 ●一九七三・六

●中絶禁止法に反対しピル解禁を

６・ 『勤労婦人福祉法』『優生保護法改悪』粉砕婦人
集会 ●６・ 実行委 ●一九七三・六
６・ 中ピ連一周年記念集会
要求する女性解放連合 ●一九七三・六

ピル解禁に関する今後のゆくえ
優生保護法改悪に反対しましょう
●一九七三・六

員会 ●一九七三・六

出産・堕胎の選択権をわれわれの手に！
６・ 講演会「優生保護法改悪」粉砕に向けて
研究会〔立教大学〕●一九七三・六

●

●リブ新宿

３・ 全国大会連絡会議へのごあんない

明日にむけて ６／ 優生保護法改悪を許さない千葉大集会
●優生保護法改悪に反対する会〔明治学院大学〕●一九七三・六

●中ピ連 ●一九七四・三

今こそ全国結集を！
優生保護法の改悪を阻止する１０００人集会
センター ●一九七四・三

抗議文 優生保護法改悪を策動する生長の家糾弾！
●一九七四・三

〔明治学院大学〕●一九七三・六

優生保護法改悪反対！資料

連 ●一九七三・六

●中ピ

●優生保護法の改悪に反対する会

中絶は女の権利！中絶・ピルを全面自由化せよ！

うか─分科会 ●
〔三法案粉砕実行委／神奈川大女解研〕●一九七三・六

優生保護法と労基法改悪・育児休暇法案 ─職場でいかに闘

放

６・ 分科会報告優生保護法改悪と
「障害者」の自立と解
「女性解放」編集部 ●一九七三・六
●

産める社会を！ 産みたい社会を！ 優生保護法改悪を
阻止する全国集会に参加を ●優生保護法改悪阻止実行委員
会 ●一九七三

●第

回都職

●
〔横浜市従〕優生保

産める社会を！ 産みたい社会を！ 優生保護法改悪阻止東
京実行委 行動の記録 資料つき ●優生保護法改悪阻止実行委員会
●一九七三・六

「優生保護法改悪」断固、阻止しよう！
護法改悪を阻止する共闘会議 ●一九七三・六

「優生保護法の一部改正案」に反対する決議
労定期大会 ●一九七三・六

奪い返せ あたし達の性 生を！ 優生保護法改悪阻止
７・ 討論集会にむけて ●優生保護法改悪阻止実行委員会／
三法案粉砕連絡会議 ●一九七三・七

あゆみ 優生保護法改定案反対への闘い！ 「青い芝」神奈川県連合
会の行動の記録 「青い芝」神奈川県連合会会報 № 附録 ●
「青い
芝」神奈川県連合会 ●一九七三・八

●一九七三・八

第３回中ピ連夏季セミナー御案内（女性のみ）●中ピ連
●一九七三・八

鹿児島リブ合宿へのおさそい

●
〈おん

廃案へのさらなる闘いへ ●東大優生保護

１９７４年～１９７ 年

法改悪阻止闘争委員会 ●一九七三・九

優生保護法改悪阻止！

第 巻
姉妹たち！ 己の性（＝生）を権力から奪い返せ！
●Ｍａｊｏ編集委員会
（紅館）〔福

な解放〉戦線〔明治大学〕●一九七三・一〇

№１・２・５・６・７・ ・

●福岡優生保護法改悪阻止実行委員会 ●一九七三・一〇

岡〕●一九七三・一〇

Ｍａｊｏ
羊水チェック
刑法改悪阻止 堕胎
罪撤廃だぞ集会”あつまれ ●優生保護法改悪阻止実行委

・ “誰が裁ける？ 堕胎は「罰」か

●一九七三・一一

●優生保ゴ法改悪阻止闘

●リブ新宿センター

優生保護法改悪反対 ５・ 青い芝全国統一行動アピ
ール ●日本脳性麻痺者協会 青い芝全国常任委員会 ●一九七四・五
●一九七四・五

リブニュース 号外号 この道ひとすじ
優生保護法改悪を断固粉砕せよ！

争を通じ女性解放を考える会 ●一九七四・五

●反戦反差別

優生保護法改悪阻止！ 社労委での審議・成立を許す
な！ ●三法案粉砕東京実行委 ●一九七四・五
週刊・今ドースル№ 優生保護法刑法改悪特集
市民のあつまり ●一九七四・五

●アミーバ

人工妊娠中絶及び避妊に関する法律（案）●〔日本社会党政
策審議会〕●一九七四・五

優生保護法改悪を参院で廃案に！ するぞ
●一九七四・五

●リブ新宿

●優生保護法改悪阻止

実行委にゅうす
実行委員会 ●一九七三・一一

局婦人対策部 ●一九七三・一一

粉砕しよう優生保護法改正案を

連絡会 ●一九七三・一二

●優生保護法改悪阻止福岡

●日本労働組合総評議会組織

我々にとって羊水チェックとは？
しかも刑法堕胎罪も手直
しされて再登場 ●リブ新宿センター ●一九七三・一二

四たび優生保ゴ法改悪国会上程へ

考える会 ●一九七三・一二

事務局ニュース №２ ●優生保護法改悪粉砕闘争を通じて女性解放を
優生保護法改正案に反
対する ●日本脳性マヒ者協会「青い芝」神奈川県連合会 ●一九七三

「障害者」は殺されるのが当然か！
●中絶禁止法に反対しピル解禁を
要求する女性解放連合（中ピ連）●一九七四

物価も 倍、子殺しも 倍！
堕胎罪撤廃にあつまれ！
共闘会議 ●一九七四・一
●東大優生保

●保安処分粉砕赤レンガ患者

●闘う女性同盟 ●一九七四・一

反動の嵐に怒りと解放の焔を！

護法改悪阻止闘争委員会 ●一九七四・一

優生保護法改悪阻止闘争の中間総括として

思想は今もなお我々を呪縛している。それに

間を〈国家〉の交換部品に貶める優生保護法の

●一九七四・三

“これ以上のしめつけはもう許せないんだワ”集会に集
まろう！ ●優生保護法を粉砕する目黒地区実行委員会

人

抗った人々の格闘の軌跡を辿りなおし、出口を探し
求めることは、我々自身の課題である。

号 号外 ●修羅舎〔宮城〕●一九七四・九

加藤
◉ 秀一 （明治学院大学）

Ｎｏｒａ通信

●赤レンガ患
者共闘会議闘う女性同盟／赤色婦人解放戦線 ●一九七四・一二

・ 刑法改悪〈保安処分〉を叩きつぶせ！

●近泰男
（日本家族計画連盟）●一九七五・六

優生保護法の諸問題（三）●植松正ほか ●一九七五・五
近泰男メモ

〔中ピ連ニュース〕ネオリブ 創刊号〜第 号〔 ・ 〜 ・
〜 ・ ・ 号＝欠〕●中絶禁止法に反対しピル解禁を要求する女性

●大阪青い芝の会 ●一九八〇・一二

１９８０年～１９８２年

解放連合 ●一九七二・七〜一九七五・七

第 巻

「反優生」闘いの経過

母子保健医療センターに対する大阪青い芝の会の見
解と阻止へ向けた方針 ●大阪青い芝の会 ●一九八〇・一二
●一九八一・一〇

マザーテレサ講演「生命の尊厳」●ファミリーライフ協会

●一九八二・八

優生保護法「改正」に反対しましょう！ 子どもは産め
ない時もある。●優生保護法の改悪に反対する女たちの会・佐賀

●

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八二

〔
「私たちは反対します」厚生大臣、内閣総理大臣宛〕署名用紙

●女たちのフォーラム

●あんふぁんて産む産まないを考える会

優生保護法の検討は、次のような諸理由により、特に
慎重を期せられたい ●日本母性保護医協会 ●一九八二・三
●一九八二・三

私たちは発言します

親子問答優生保護法ってなぁに？
●一九八二・三

性の自己決定権」の確立を求める女性運動と、
「障がい者の生きる権利」や「自立生活」を

江原
◉ 由美子 （横浜国立大学）

と思う。

合的になっている今日においてこそ、読まれてほしい

ことができる本資料集成は、差別問題がますます複

に立って主張をぶつけあい共闘した歴史を跡付ける

求めた障がい者運動が、それぞれぎりぎりのところ

「女

６・ 優生保護法改悪阻止！堕胎罪撤廃！全関西集
会にむけて ●あまぞん社 ●一九七四・五
優生保護法改悪案が強行採決（衆院）された！
センター ●一九七四・五

受胎調節、人工妊娠中絶及び避妊手術に関する法律

●日本社会党中央本部婦人局長渡辺

（第一次試案）●日本社会党政策審議会／社会保障政策委員会
●一九七四・六

道子 ●一九七四・六

〔母性問題懇談会〕ご案内

43

保安処分粉砕赤レンガ病棟（東大病院精神科）患者共闘会議

はるはあけぼの号 ●一九七四・四

優生保護法改悪阻止・刑法堕胎罪撤廃の闘いを大衆的
に職場、学園にもちこもう！ ●婦人通信編集委員会
●一九七四・三

関西りぶつうしん
●日本家族計画

●日本家族計画連盟

●優生保護

●日本婦人有権者同盟ほか

言葉は過去の悪政、ヒットラーを思わせる。

ラリンピックがある時代、
「優生保護」という

女解放 号外 ●全大阪女性解放活動者会議書記局 ●一九七四・五

９団体 ●一九七四・五

優生保護法の一部改正に反対する

廃案に追込むぞ！ニュース 第１号〜第５号 ●横浜市従優生保
護法改悪を阻止する共闘会議 ●一九七四・五

法改悪阻止実行委員会 ●一九七四・五

優生保護法改悪案 連休明けに強行採決か

●一九七四・四

優生保護法研究討論会の開催について

今、国会に上程中の優生保護法改悪案の成立を阻止し
よう！ ●リブ新宿センター ●一九七四・四

連盟 ●一九七四・四

〔優生保護法の一部改正案について〕要望書

パ

この社会体制をなしている父系制、父権制の男性中
心社会は、自分たちの体を野放しにしたまま、女性
とその子どもの体を思い通りに支配しようとする。
「その手を放せ！」もう女たちはそんな縛りに苦しめ
られ続けるわけにはいかない。女の体は女のものだ。

27

42

lib shinjuku
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7

!!

●
「女性解放」編集部

25

11

22

10

−

●
ABOLISH THE Eugenic protection Law !!
●一九七四・六
center

●一九七四・六

52

10

優生保護法改悪に反対しよう！

49

─

─

25

そうした強い思いがこの一連の仕事には込められている。

田嶋
◉ 陽子 ◉
（元法政大学教授・元参議院議員・女性学研究者）
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優
生保護法改悪反対運動のなかで中絶をめぐっ
て対立したかのように見えた障害者たちと女

日本

●温海町優生

性たち、そのやりとりの中から見えてきた人間の尊
厳の真の姿がいま明らかになる。

森岡
◉ 正博 （早稲田大学）

保護法を考える会 ●一九八二・四

私たちは優生保護法『改正』に反対します

民族を死滅への道から救うために ●参議院議員 村上正邦

優生保護法の改正をなぜ急がなければならないか
●一九八二・六

優生保護法改正に関する当面の見解 村上正邦参議院議員
の論説を読んで ●日本母性保護医協会 ●一九八二・六
優 生保 護 法 改 悪 反 対 優 生保 護

戦争への女の動員攻撃 皇国の母をねらう 優生保護法
改悪に反対する ●福岡女性解放研究会 ●一九八二・一〇
趣意書／熊本でも優生保護法改悪とたたかう運動
を！ ●優生保護法改悪阻止熊本連絡会 ●一九八二・一〇

●日本産科婦人科

優生保護法改正に関する意見書案〔内閣総理大臣／厚生大
臣宛〕●福岡県議会 ●一九八二・一〇

学会 ●一九八二・一〇

優生保護法の一部改正に対する反対声明

〔 優生保護法改悪阻止連絡会〕●一九八二・一一
Act

Assembly Opposiing Retrogressive Revision of the
● 82 Eugenic Protection Act Revision
Eugenic Protection Act

都 ●一九八二・一一

優生保護法改悪阻止連絡会〕●一九八二・一一

道内「優保法改正」に関する意見書提出の状況

●一九八二・一一

反ゆうほ通信 №１〜 ●北海道優生保護法改悪阻止連絡会

●

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八二・一一

同 ●一九八二・一一

●全国
「精神病」者

集会決議（抗議文）●徳島・優生保護法改悪に反対する集会

に反対する会（東海）●一九八二・一二

衆・参全国会議員宛に出したもの ● 優生保

生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・一

優生保護法「改正」を考える札幌シンポジウム

●

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・一

●一九八三・一

国会上程阻止集会・デモ

優生保護法の改正に反対する要望書
１・

年２月～ 年３月 ● 優生保護法改悪阻止

〔学習から活動へ─山形朝日村連合青年団・署名活動・
学習活動の記録〕●山形県朝日村連合青年団 ●一九八三・二

連絡会 ●一九八三・二

きんきゅうニュース

地域から運動を進めるために ●優生保護法
改悪に反対する三多摩女たちの会・くにたち ●一九八三・二

優生保護法改悪阻止

連絡会 ●一九八三・二

許さない おんな差別と「障害者」まっ殺 優生保護法
改悪反対山口県集会〔集会資料〕●優生保護法改悪反対山口県

対山口県連絡会 ●一九八三・二

許さない！ おんな差別と「障害者」まっ殺 優生保護
法改悪反対山口県集会〔集会ポスター〕●優生保護法改悪反

●優生保護法改正に反対する小金井連絡会 ●一九八三・一

生むか、生まないか決めるのは個人（わたしたち）
。国が決
めることではありません！ 優生保護法改悪反対

●婦人民主クラブ ●一九八三・一

優生保護法改悪をつぶせ！

●衆・参婦人議員懇談会

つぶせ改悪！国会上程を許すな！ 優生保護法改悪阻止 連
続討論集会Ｉ 「産める状況とは何か 人から女、女から私へ」

●一九八三・一

優生保護法改正問題に関し五政党の方策を聞く会 報
告 ●国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会

護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・一

公開質問状の要請

●北海道優

優生保護法改悪反対集会 産める社会的条件と 産まない選択
を女の手に！ 生と性への国家管理に反対する！ ●優生保護法改悪

●国際婦人年日本大会の決議を
実現するための連絡会 ●一九八二・一二

優生保護法の改正に反対する

参加者一

厚生省公衆衛生局精神衛生課に抗議訪問

●一九八二・一一

女には産めない時もある 優生保護法「改正」ぜったい反対 〔ブ
ックレット〕●戦争への道を許さない女たちの埼玉集会編

意見書〔厚生大臣森下元晴宛〕●日本医師会長 ●一九八二・一一

集団 ●一九八二・一一

声明文 優生保護法・刑法堕胎罪撤廃！

社会党の人工妊娠中
絶等の試案について ●日本社会党中央本部 ●一九八二・一一

優生保護法改悪阻止のための懇談会

〔北海道
●

優生保護法改悪に反対する集会 ● 優生保護法改悪阻止連絡会・京

産む産まないは女が決めること ヤミ中絶はごめんだ！

める・大阪集会 ●一九八二・一一

抗議文「私たちは優生保護法改悪に反対します」
〔森下
元晴厚生大臣／鈴木善幸内閣総理大臣宛〕●産む産まないは女が決
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緊急報告

!!

中絶禁止法をなくすために
法・刑法堕胎罪粉砕 ●ＷＡＬ（ワル）（ WOMENS’ UNION ANTI ABOR）●一九八二・七
TION LAWS

全ての女性のみなさんへ よびかけ「ヤミ中絶はごめん
だ！ 優生保護法改悪に反対する集会」 ● 優生保護
法改悪阻止連絡会・京都 ●一九八二・一〇

●福岡女

私たちは

優生保護法改悪に反対

優生保護法の一部改正に関する賛同御署名御願いの
件 ●生長の家政治連合国会議員連盟 ●一九八二・一〇
月の国会へ上程か

性解放研究会 ●一九八二・一〇

女は“産むもの”という決めつけは許せない！
産まないことを選択する ●Ｌ・Ｆセンター（レズビアン・フェミニスト
センター）●一九八二・一一

尊重の日」実行委員会 ●一九八二・一一

要望書／優生保護法改正の理由〔各級議会議員宛〕●「生命
コント・アメとムチ編〔脚本〕●一九八二・一一
優生

優生保護法

●

産むのは女（わたし）たち 産まないと決めるのも女（わた

●

し）
たち マザーテレサの仮面をつけたヒットラーは誰？
保護法改悪阻止連絡会集会実行委員会 ●一九八二・一一
・ ・３優生保護法改悪反対集会基調報告
改悪阻止連絡会 ●一九八二・一一

●関西働く女の会 ●一九八二・一二

悪阻止連絡会集会実行委員会 ●一九八二・一一

ないは女の権利」って何
・ 緊急集会〕● 優生保護

法改悪阻止連絡会・大阪 ●一九八二・一二

大阪連絡会よりのメッセージ〔
優生保護法改悪阻止連絡

!!

いのち この美しきもの 今、若き女性たちへ 優生保護法改正へむけ
て ●生長の家 青年会 ●一九八二・七
●生長の家政治連合 ●一九八二・七

守りましょう 私達の手で 小さな生命を…〔ポスター〕
生命の尊厳を訴え、胎児の生命を救う国民の集い〔プロ
〔
「生命尊重の日」実行委員会〕●一九八二・七
グラム〕●

抗議および要求書〔優生保護法改悪阻止〕●優生保護法改悪＝憲
法改悪と闘う女の会／国際婦人年をきっかけとして行動を起こす女
たちの会 ●一九八二・七

●日本家族計画連盟

女をどこまで犠牲にするのか 優生保護法改悪は許
せない ●優生保護法改悪反対をよびかける女性有志 ●一九八二・七
●一九八二・八
●日本看護学会 ●一九八二・八

優生保護法の一部「改正」に反対する
優生保護法改正に関する要望
意見書フォーマット〕●大分県議会議長 ●一九八二・九

優生保護法の改正に関する意見書〔大分県議会・市議会用

●新教育者連盟下関支部 ●一九八二・九

子どもについてのお願い〔
・３集会で配布〕● 優生保護法改

●あごら九州

優生保護法改悪阻止！の闘いにむけての提起「産む産ま

●横須賀市医師会 ●一九八二・一二

優生保護

優生保護法の改正に関する請願〔下関市議会議長宛て〕

有志ほか ●一九八二・一〇

わたしたちは優生保護法改悪をゆるさない

法の改正に反対する陳情
●奈良県女性

決議文〔厚生大臣林義郎、厚生省宛て〕●
●一九八二・一二

会／一九八二年十二月二十一日優生保護法改悪反対集会参加者一同

連絡会ニュース №１〜 ●優生保護法改悪反対山口県連絡会
●一九八二・一二

要望書〔優生保護法改正は慎重に検討を希望する〕●自由民主党参
議院議員（石本茂／安西愛子／山口淑子／山東昭子／扇千景／森山

親崎泰雄

参議院議員 石本茂ほか５

●優生保護法改悪に反対する会
（東海）●一九八二・一二

真弓）●一九八二・一二

ペケ優通信
名 ●一九八二・一二

●広島青い芝の会会長

要望書〔厚生大臣林義郎宛〕●自由民主党

●
一九八二

１９８３年１月～２月

広島青い芝の会の見解書

第 巻

優生保護法改悪阻止闘争の中で「障害」者とのつなが
りを求めて ●エルフの会 ●一九八三

広島青い芝の会 ●一九八三

条

私たちは優生保護法「改正」に反対します！ 産む産ま
ないは、私たちの権利です ●優生保護法「改正」阻止連絡協議
会 ●一九八三

●日本脳性マヒ者協会

「広島・優生保護法改悪阻止連絡会」に対する見解

●刑法改悪に反対する婦人会議 ●一九八三

優生保護法の許可条件以外の中絶は懲役１年（刑法
堕胎罪）
！

●日本弁護士連合

●優生保護法改悪を阻止する
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昭和 年陳情第 号優生保護法の改正について

共闘準備会 ●一九八二・一二

優生保護法「改正」問題って何なのでしょう

／婦人民主クラブ滋賀支部 ●一九八二・一二

優生保護法「改悪」を考える集い 女が自分の生き方を自分で
選び取るためにみんなで話し合いませんか？ ●女の現在を考える会
●優生保護法

月

●全国保険医団体連合

優生保護法改悪に反対する福井県婦人集会
改悪に反対する福井県連絡会 ●一九八二・一二

優生保護法の「改正」に反対する決議
会第三回幹事会 ●一九八二・一二

号外
「優生保護法改悪反対」陳情採択される

日、国立市議会総務委で ●優生保護法改悪に反対する三多摩
女たちの会・くにたち ●一九八二・一二
愛唱歌
「豊かな智恵と優しさで」●〔「生命尊重の日」実行委員会〕
●一九八二・一二
優生保護法改正をめざして〔集会
〔
「生命尊重の日」実行委員会〕●一九八二・一二
資料〕●

胎児のいのちを守るために

尊重の日」実行委員会〕●一九八二・一二

緊急報告 来たる通常

優生保護法改悪阻止連絡会

●宮城県保険医協会／第

生命尊重を考える講演と音楽の集い〔プログラム〕●〔「生命
優生保護法の改悪に反対する決議
●

一二九回理事会 ●一九八二・一二

実録・厚生省との交渉
●一九八二・一二

中絶したら監獄（ろうや）行き

国会に上程決定！〔 ・ 厚生省抗議＆該当署名活動／ ・
緊急報告集会〕● 優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八二・一二
優生保護法ニュース №１ ●優生保護法「改正」阻止連絡協議会
●一九八二・一二

会 ●一九八三・一
●生命尊重国会議員連盟

優生保護法の一部改正に対する反対意見

●一九八三・一

生命尊重国会議員連盟結成趣意書

●一九八三・一

優生保護法の改悪を阻止しよう あなたは彼とちゃ
んと避妊してる ●優生保護法改悪を阻止する学生の会

学生の会 ●一九八三・一

中絶が禁止されるってホント

●優生保護

82

’82

’82

82

’82

’82

学生シンポジウム
法改悪を阻止する学生の会 ●一九八三・一

優生保護法改悪阻止１／
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◉

優
生保護法をめぐる市民運動の資料が一堂に収
載される意義は大きい。

●北海道優

特筆すべき果実は、現代まで変わらず積み残され
ている問題を見事に照らし出すことである。

齋◉藤有紀子 （北里大学）

生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・二
WOMENS’ UNION

中絶はイヤ！だけど法の規制はもっとイヤ

）●一九八三・二
ANTI ABORTION LAWS

会 ●一九八三・二

私たちは反対します〔署名用紙〕●優生保護法改悪阻止熊本連絡
婦人部南部ブロック学習会資料

●基本的人権の侵害である

目黒・大田・品川・港支部 ●一九八三・二

優生保護法改悪を考える
●都教組婦人部南部ブロック

優生保護法改悪に反対しましょう

優生保護法改悪案本国会上程か ３・ 閣議にて決
定さる ●優生保護法改悪を阻止する学生の会 ●一九八三・三
放運動連絡会議 ●一九八三・三

や）
行き
●こまば自主講座 ●一九八三・三

こまば自主講座優生保護法って？

際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会 ●一九八三・三

おん

的参加を！ ●集会実行委員会 ●一九八三・三

〔大阪〕●一九八三・三

つぶせ！ 優生保護法改悪
●優生保護法改悪に反

闘い抜いたぞハンスト（３／８、３／ ）
政府案上程を阻止
したぞ！ さらなる改悪策動を許さないぞ！ ●優生保

対する立川の会 ●一九八三・三

優生保護法改悪から母体を守ろう！

侵略戦争への道 ●関西働く女の会

親鸞塾 № 〈三・一三優生保護法改悪阻止 統一行動の
親鸞塾からのメッセージ〉●親鸞塾 ●一九八三・三

●優生保護法改悪に反対する豊中市民の会 ●一九八三・三

優生保護法改悪に反対しよう！／優生保護法「改正」
について市議会立候補者の皆様におたずねします

積極

優生保護法改正案の国会提案に反対する申し入れ

●優生保護法改悪を許さない会
〔帯広〕●一九八三・四
●手造りとコーヒーの店フリーク

３月国会上程阻止 神戸優生保護法改悪阻止集会

〔優生保護法改悪反対ちらしよびかけ〕●秦野優生保護法改悪に反
対する女たちの会〔神奈川〕●一九八三・二

●

討論資料優生保護法を改悪させないために ●戦争への道を
許さない女たちの集い実行委員会〔山形〕●一九八三・二

都高教 葛西南高校（全）分会 ●一九八三・二
●青森県高等学校教職員組合

中弘

優生保護法改悪に反対する決議（案）
／職場討議資料
優生保護法改正反対の決議
支部弘前実業高 ●一九八三・二

“優生保護法改正案”反対署名・中間集約会報告
優生保護法改悪阻止

●
〔「生命尊重の日」実行

●

●優生保護法改悪を許さない会
〔帯広〕●一九八三・二

１９８３年３月～６月

連絡会 ●一九八三・二

優生保護法改「正」反対声明の要請

第 巻
委員会〕●一九八三・三

胎児は生まれることを望んでいます

設粉砕 福岡活動者会議 ●一九八三・三

４月国会上程阻止 優生保護法改悪反対！「障害者」へ
の差別・抹殺攻撃を許すな！ ●刑法改悪阻止・保安処分新
そよかぜ 号外「優生保護法特集１〜４」

●建設支部婦人部教宣部 ●一九八三・三〜

優生保護法改悪反対

る川崎の女たちの会／イヴの会 ●一九八三・三
●部落解放第十

どうして優生保護法ってさわぐの？ 優生保護法「改
悪」反対のための公開学習会 ●優生保護法「改悪」に反対す

三回大阪婦人集会参加者一同 ●一九八三・三

優生保護法改悪に反対する特別アピール
連帯アピール〔３・６広島集会〕●広島青い芝の会 ●一九八三・三

●一九八三・三
●優生保護法改悪を阻止する学生の会

「産め」という前に「産める」社会を！ 優生保護法改悪
に反対する広島県集会 ●広島・優生保護法改悪阻止連絡会

●一九八三・三

ただ今ハン・スト決行中

女のからだを守る会 ●一九八三・三

大阪連絡会 ●一九八三・三

●優生保護法改悪阻止

優生保護法改悪反対

つぶせ改悪！ 国会上程を許すな！ 京都
集会 ●優生保護法改悪阻止連絡会・京都 ●一九八三・三

優生保護法改悪阻止

●

あなたのおなか（子宮）
はだれのもの
３・ 優生保護法改悪阻止大阪集会

連絡会議 ●一九八三・三

３・ 大集会 報告 ● 優生

女性と「障害者」の連帯で優生保護法改悪粉砕を！ 優
生保護法粉砕！ 改悪阻止！ 堕胎罪撤廃！ ●労基法改悪阻止首都

保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・三

つぶせ改悪！許すな国会上程！

呉ＹＷＣＡ

な達から ●広島・優生保護法改悪阻止連絡会─呉 ●一九八三・三

優生保護法改悪に対する私たちの意見
「わたしの娘たちへ」
〔替え歌〕●一九八三・三

「女のからだは誰のもの」
〔替え歌〕●一九八三・三
保護法改悪阻止連絡会〔広島・呉・尾道連絡会〕●一九八三・三

優生保ゴ法改悪阻止を闘う〔抗議集会へのメッセージ〕●優生
ＲＥＣＯＮＱＵＩＳＴＡ 第 号 稀代の悪法 優生保護
法を改正せよ！ ●一水会事務局 ●一九八三・四
年度帯広市議会議員立候補者に対する公開質問状
改悪反対のためのバザー
●一九八三・四

●優生保護法改悪阻止熊本連絡会

●優生保護法改悪を阻止する学生の会 ●一九八三・四

〔厚生省前 時間連続リレーハンストの報告ハガキ〕

●一九八三・四

４月例会のお知らせ

●国

中絶したら監獄（ろう

抗議ならびに申し入れ書〔林義郎厚生大臣宛〕●全国障害者解

11

署名をありがとう 一人でも多くの人にこのチラシを

優生保護法改悪に反対する埼玉連絡会 ●一九八三・二

!!

?!
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要求書〔優生保護法改悪案上程反対〕●ＷＡＬ（
●婦人

優生保護法改

●日本弁護士連合

みなさん！ 優生保護法改悪に反対しましょう！
民主クラブ福岡支部 ●一九八三・二

優生保護法の一部改正に対する反対意見
会 ●一九八三・二

●
〔新潟〕●一九八三・二

優生保護法改悪阻止連絡会（各地）●一九八三・三

●優生

?!

●一九八三・四

会 ●一九八三・五

やったぞ！ハンスト報告集

だまっているなんてとんでもない・優生保護法改「正」
に反対します ● 優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・六

活動の経過
「生命尊重の日」実行委員会一年の歩み ●「生命
尊重の日」実行委員会事務局 ●一九八三・五

党政務調査会社会部会 優生保護法等検討小委員会 ●一九八三・五

優生保護法の取扱いについて〔公開質問状の回答〕●自由民主

●自由民主党政務調査会
社会部会 優生保護法等検討小委員会 ●一九八三・五

“優生保護法等検討小委”中間報告

女性解放のために（その３）●東京都高等
学校教職員組合第６支部婦人部 ●一九八三・五

優生保護法改悪反対

●優生保護法改悪を阻止する学生の

障害者の存在を否定する優生保護法撤廃に向けた交
流・学習会への参加呼びかけ ●福岡青い芝の会

●男の子育てを考える会 ●一九八三・四

男のための
「優生保護法」連続セミナーを始めますヨ！

護法改悪を阻止する学生の会 ●一九八三・三

13

悪阻止連絡会 ●一九八三・二

●一九八三・二

●部落解放第二

親鸞塾 № 和田先生をむかえて「水子供養と優生保護
法」を考える緊急集会 ●親鸞塾 ●一九八三・二

十八回全国婦人集会参加者一同 ●一九八三・三

優生保護法改悪に反対する特別アピール

●

宿泊をかねた「３・ 交流会」の呼びかけ〔ちらしピンク〕

●三菱重工長崎造船労

阻止する全道婦人連絡会ほか 団体 ●一九八三・三

３月 日 許さない！ 女をしばる法改正 労基法改悪
阻止・優生保護法改悪阻止 北海道集会 ●労基法改悪を

働組合 ●一九八三・三

優生保護法改悪に対するメッセージ
だまっているなんてとんでもない 優生保護法改悪阻止
１９８３年３月 日大集会 つぶせ改悪・許すな国会
上程！ ●３月 日大集会実行委員会 ●一九八三・三
決議文〔３・ 優生保護法改悪阻止全国総決起集会〕●３・ 優生保
護法改悪阻止全国総決起集会参加者一同 ●一九八三・三
保護法改悪阻止熊本連絡会 ●一九八三・三

中絶したらロウヤ行き？ 優生保護法改悪反対！
３月国会上程阻止 優生保護法改悪に反対する福岡集
会 ●優生保護法改悪阻止福岡連絡会 ●一九八三・三
悪を許さない会〔帯広〕●一九八三・三
●赤堀中央闘争委員会

優生保護法改悪を許さない！ ＮＥＷＳ第１号 ●優生保護法改
声明文 優生保護法粉砕・改悪阻止！
●一九八三・三

〔あごら連続学習会のお知らせ〕●あごら ●一九八三・三

ファシズムと結びつく優生保護法・堕胎罪の撤廃を！

●一九八三・三

日東

年国際婦人デー 平和と軍縮のために婦人の力を 婦
人差別撤廃条約の批准を！ 労基法改悪反対！ 優
生保護法改悪阻止！ ●八三年国際婦人デーの集い実行委員会

２０００名の女たち．雨の中に集い．デモ ３月

京 山形からも参加 ●戦争への道を許さない女たちの集い実行
委員会〔山形〕●一九八三・三

生保護法改定に対する闘争には、立場の異な
る多数の声が交差している。共闘はいかに模

─

共同行動へのよびかけ〔日本家族計画連盟宛〕●
優生保護法ニュース
優生保護法「改正」案の国会提出中止要望書〔厚生大臣
宛〕●優生保護法改悪に反対する会（東海）●一九八三・二
●優生保護法改悪に反対

する東京連絡会／はたらく婦人の東京実行委員会／国際婦人年東京

優生保護法改正に反対する要請書
実行委員会 ●一九八三・二

●一九八三・二

優生保護法改正推進女子学生連絡会議加盟大学一覧
表／決議文他 ●優生保護法改正推進女子学生連絡会議
「優生保護法改正はなぜ急がなければならないか」
補遺
提起された反対意見、疑問に対する私の見解 ●参議院議員 村上正
邦 ●一九八三・二

生命尊重国会議員連盟 結成大会〔配布資料〕●生命尊重国
会議員連盟 ●一九八三・二

「３・ 優生保護法改悪阻止全国総決起集会」実行委員
会への参加呼びかけ ● 優生保護法改悪阻止連絡会

優
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索されたか。その思想の可能性を知るための貴重な
資料群。

飯田
◉ 祐子 （名古屋大学教授）
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第二回「生命尊重の日」“生命尊重を考える懇談会”開
催の御案内 ●「生命尊重の日」実行委員会 ●一九八三・六
口県連絡会 ●一九八三・六

要請書〔全国障害者解放運動連絡会議宛〕●優生保護法改悪反対山

10
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83

58

◉

◉

今、私達の知らないところで… 優生保護法改正をめぐる諸
問題 ●北海道大学医学部附属助産婦学校 第 回生 ●一九八三・六
法改悪阻止 福岡連絡会 ●一九八三・六

優生保護法改悪阻止 福岡連絡会ニュース №２ ●優生保護
優生保護法「改正」に反対する男たちの声明 ●優生保護法
「改正」に反対する男たちの声明 呼びかけ人 ●一九八三・六
〔熊本県下市町村議会の優生保護法改悪案の審議状
況〕●優生保護法改悪阻止熊本連絡会 ●一九八三・六
連絡会ニュース（熊本）№２ ●優生保護法改悪阻止熊本連絡会
●一九八三・六

優生保護法改悪阻

中曾根政権にＮＯを！ ふんばれ女たち！ ６・ 優生
保護法改悪阻止集会 ● 優生保護法改悪阻止連絡会
●一九八三・六

６・ 優生保護法改悪阻止集会〔資料〕●
止連絡会 ●一九八三・六
●優生保護法改正推進女子学生連

１９８３年７月～１９８５年９月

絡会議 ●一九八三・六

何故、優生保護法改正なのか

第 巻
またも障害児者を殺すのか！ 優生保護法の差別性を
考える集会 ●日本脳性マヒ者協会全国青い芝の会総連合会 関東
中部ブロック会議 ●一九八三・七
優生保護法撤廃にむけて ● 優生保護法

改悪阻止連絡会 ●一九八三・七

優生学（優生思想）を引き
こんでの障害者抹殺を許すな〔集会資料〕●日本脳性マヒ者協会全

人間選別の遺伝子工学を暴く！
国青い芝の会総連合会 ●一九八三・七

●一九八三・七

鳴竹通信 №０ ●Ｕセイホゴ法をなるたけ考える学生の会・福岡

●

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・七

とり急ぎ知らせたい。優生保護法改悪の現在の状況

くはならないしまとまらないところがことの

●全障連全国事務局／第８回東京

優生保護法撤廃をめざして〔 ・７月 ・ ・ 全障連大会へ
のレジメ〕●優生保護法改悪反対山口県連絡会 ●一九八三・七
大会実行委員会 ●一九八三・七

全障連第８回東京交流大会

●優生保護法

抗議文〔自由民主党政務調査会 社会部会 優生保護法等検討小委
員会宛〕●優生保護法改悪阻止大阪連絡会 ●一九八三・七
優生保護法改悪反対！ なくせ優生保護法
改悪阻止大阪連絡会 ●一九八三・八

●一九八三・八
●つぶせ優生保護法クローバーの会
〔大阪〕

８・ （日）
優生保護法改案を阻止するために第５回学
習会「性をめぐって語る」● 優生保護法改悪阻止連絡会
くろーば通信
●一九八三・八

れんらくかいつうしん №１ ●優生保護法改悪阻止大阪連絡会
●一九八三・九

精神衛生実態調査は、精神障害者の隔離・収容を強化
し、差別を助長する！ ●刑法改悪・保安処分新設を阻止する会
（福岡）●一九八三・一〇

連続シンポジウム
「女の人権と性─優生保護法と堕胎罪を
考える」実施要領 ●日本家族計画連盟 ●一九八三・一〇

女は連帯♀生み出すなスケープゴート！ 第１号 ●優生保護
法改悪を阻止するぞ！の会・京都 ●一九八三・一〇

優生保護法をゆるさない 港区の会ニュース №２ ●優生保
護法改悪に反対する港区の会 ●一九八三・一〇

基本資料 ●
〔優生保護法改正推
進女子学生連絡会議〕●一九八三・一〇

小さないのちを守るために…
女の生＝性の国家管理を許さない！ 優生保護法改悪
阻止 ● 優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八三・一一
中絶は女の身勝手か？「経済的理由」で中絶ができな
くなる ●戦争に反対する広島・女たちの会 ●一九八三・一二

良県女性解放共闘 ●一九八三・一二
●

ちらし ● 優生保護

優生保護法改悪阻止連絡

女たちへ きんきゅうニュース／ふんばれ女たち！ 女にの
びる管理の手にＮＯ！ 不安からの脱出へＧＯ！ ●奈
女をつなぐＴシャツを着よう！
会 ●一九八四

法改悪阻止連絡会 ●一九八四

優生保護法改悪阻止連絡

Gutsy Women!女たちは元気です！

会 ●一九八四

「女のからだは女のもの」
〔替え歌〕●

定
年を意識する齢になり、研究室を少し片付け
た。手伝ってくれる人に「それはお宝の山だか

ら、捨てないで」と叫びつつ。お宝を整理して保管す
るのは難しい。そこにお宝があることさえ忘れてしま
う。だからこれはもう垂涎の資料集だ。

柘植
◉ あづみ （明治学院大学）

護法改悪阻止連絡会 ●一九八四・一

１９８４年も優生保護法撤廃 堕胎罪撤廃をめざして
まだまだガンバルゾ！〔拡大ミーティングちらし〕● 優生保
婦人画報社 25ans
差別記事糾弾闘争実
（ヴァンサンカン）
行委員会へ結集しよう！ ●全障連全国事務局 ●一九八四・一

●一九八四・一

精神衛生実態調査の即時停止を！ 優生保護法改悪、
母子保健体制の強化阻止！ ● 優生保護法改悪阻止連絡会

務局〕●一九八四・一

ヴ

改訂版 ●優生保護法

ヴァンサンカン差別記事糾弾要綱（レジメ）●〔全障連全国事

改悪を阻止する学生の会 ●一九八四・二

女（わたし）
のからだ──避妊を考える

ァンサンカン宛〕● 優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八四・二

抗議文ならびに公開質問状および要望書〔婦人画報社

●一九八四・二

きんきゅうニュース 号外 ヴァンサンカン（婦人画報社）
新年
号特集に抗議する！ ● 優生保護法改悪阻止連絡会
２・ 婦人画報社ヴァンサンカン差別記事糺弾全国総
決起集会 基調（案）●婦人画報社ヴァンサンカン差別記事糺弾

’82

「母子保健」とは何か

短
本性上ある。体裁や字体も伝えるものがある。

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八四・三

優生保護法改悪阻止連絡会

こういうものがあってほしいと思ってきたものが現れ
た。

立岩
◉ 真也 （立命館大学）

●

日本の女たちから声を届けます
からのアッピール

優生保護法改悪阻止連絡

優生保護法阻止連合会 ●一九八四・四

●女のからだから

／全障連 障害連 視労協

四・一五 第二回『ヴァンサンカン』差別記事確認及び
糺弾会資料 ●婦人画報社ヴァンサンカン差別記事糺弾実行委員会
女のからだから№１
会 ●一九八四・四

カン編集部 ●一九八四・四

’82

実行委員会 ●一九八四・二

報社ヴァンサンカン編集部 ●一九八四・三

〔婦人画報社ヴァンサンカン編集部からの返信〕 ●婦人画

●Ｕセイホゴ法をなるたけ考える学生の

優生思想を考える ●三多摩優生
保護法改悪に反対する女たちの会有志 ●一九八四・三

みんないっしょに生きたいね

会・福岡 ●一九八四・三

要望書ならびに質問状

Committee against
〔優生保護法改悪阻止連絡会〕
Revision of Eugenic Protection Law

●
We are working for the free abortion
●一九八四・三

●一九八五・一一

優生保護

女の管理・母性手帳 いらん！ 母子保健法改悪を許
さない ●母子保健法改悪に反対する女たち・大阪連絡会

法改悪阻止連絡会〕●一九八五・一一

女の人生、女が決める〈母子保健法改悪反対歌〉●〔

母子保健法改悪を許すな！ ・ ～ 全国総決起集
会に結集を ●母子保健法改悪に反対し、母子保健のあり方を考

●一九八五・一二

声明〔母子保健法改訂に反対する〕●東京都保健所心理相談員協議会

都〕●一九八五・一一

母子保健法改悪は女だけのモンダイではない！ 母子
保健法改悪阻止全国同時大行動 京都編 ●とおからじ舎〔京

ぜったい これは まずい 母子保健法改「正」に反対す
る集会 ●母子保健法改悪阻止グループ〔北海道〕●一九八五・一一

’82

’87

える全国連絡会 ●一九八六・二

●一九八六・四

法改悪阻止福岡連絡会ほか９団体 ●一九八六・七

母子保健のあり方を考える福岡集会の御案内

〔大阪〕●一九九〇・三

女性障害者の子宮摘出事件を撃つ！ 女、障害者から
のメッセージ 臨時号 ●女・障害者からのメッセージ さしさわり

緊急報告ちょっと待って！
「中絶できる時期の短縮」女か
らの発言 ●
「女の人権と性」実行委員会 ●一九八九・一一

守る会 ●一九八九・四

「キリスト者として優生保護法を考える」 ●小さないのちを

母子保健のあり方を考える全国連絡会 ●一九八八・二

母子保健全国連絡会ニュース №１ ●母子保健法改悪に反対し、

よ！ ●母子保健法改悪に反対する女たち・大阪連絡会 ●一九八八・二

先
天異常モニタリングシステム導入反対 その実地調査 即時中止せ

わたしと子どものデーター かえしてぬすまないで

会）●一九八六・一〇

母性手帳なんていらないわ〔母子保健法改悪反対リーフレッ
ト〕●札幌・優生保護法改悪を阻止し法の撤廃をめざす会（めざしの

●優生保護

緊急アッピールあらゆるいのちを守り育てられる社会に
─もう許せない「障害者はうむな・うまれてくるな・
生きるな」政策 ●女性障害者の問題を考える会／むかい風有志

者協会・福岡青い芝の会・その他）●一九八六・三

３・２母子保健法改悪阻止へ向けた集会へ 障害者を抹殺
していく優生思想との闘いに ●３・２集会実行委員会（日本脳性マヒ

15

お詫び〔『ヴァンサンカン』 年１月号掲載の特集「結婚する前のコ
モンセンス・よい血を残したい」について〕●婦人画報社 ヴァンサン

止連絡会 ●一九八四・九

母子保健法は障害者の発生予防の合法的処理機関で
ある ●日本脳性マヒ者協会 全国青い芝の会総連合会 ●一九八五

●一九八五・七

１９８５年 月～１９９７年

父母の会シンポジウム・ともに生きる いのちの芽がつ
まれる 私たちと優生の問題 ●先天性四肢障害児父母の会

第 巻

●

14

●一九八四・五

法改悪阻止大阪連絡会 ●一九八四・五

優生保護法改悪阻止大阪連絡会ニュース 第２号 ●優生保護

護法改悪に反対する港区の会 ●一九八四・六
●

優生保護法改悪阻止連

優生保護法をゆるさない 港区の会ニュース №５ ●優生保

絡会 ●一九八四・六

優生保護法改悪はどこへ行った？

絡会 ●一九八四・九

ベルギーからの連帯の要請／アイルランドからの声明
／中絶に関するスペインの声明 ● 優生保護法改悪阻止連
こんにちは 阻止連です 阻止連とは？／ 優生保護法改
悪阻止連絡会の呼びかけ団体のみなさん そして、
阻止連を支えて下さるみなさんへ ● 優生保護法改悪阻

つ、何人の子供を産むか、産まないかの選択、
さらに人工妊娠中絶を最終的に決めるのは産

集会 資料

●札幌・優生保護法改悪に反対し

「母子保健」は女の徴兵制だよ！ ●〔母子保健法・優生保護法
改悪阻止集会実行委員会〕●一九八五・一一
母性の手帳なんていらない！

母子保健法って何だ、なんだっっ

法の撤廃をめざす会 ●一九八五・一一

・

●スペース・まほらま
〔富山〕

◉

31

・ 母子保健集会実行グループなごや ●一九八五・一一

●一九八五・一一

26

83

母子保健法改
「正」
案ってなんだ？

’82

12

“堕胎の自由”を求めることに疑問を感じています。

い

む性である女性であるべきです。女性には、健康状態、
家族の事情、仕事の環境などさまざまな都合があり、
妊娠、出産、中絶についての自己決定権が認められ
るのは当然です。しかし、その自由を奪い、中絶を
規制してきたのが優生保護法でした。つまり、優生
保護法をめぐる問題は中絶を規制する制度とそれに

’82
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’82
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’82
’82

’82

’82

’82

’82

32

82

’82
’82

反対する女性たちの闘いの歴史だったと言えます。

10

母子保健法改悪阻止 全国同時多発大行動 北か
ら南から ● 優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九八五・一一
・
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’82

’82
84

’82
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堂本
◉ 暁子 （前千葉県知事）
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23
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日
本の中絶合法化は堕胎罪で処罰されない急場
しのぎの「抜け道」に過ぎない。
「抜け道」が

なくなれば堕胎罪が牙をむく。優生保護法「改正」問
題はそのからくりを焙り出し、女たちの怒りに火を
付け、堕胎罪廃止の声に広がった。その経緯を伝え

●ＤＰＩ女性

（公財）ジョイセフ理事・元（社）日本家
芦野
◉ 由利子 （
族計画連盟事務局）

障害者ネットワーク ●一九九〇・四

ＤＰＩ女性障害者ネットワークニュース №
１・ …出生率が下がったからといって中絶が禁止さ
れたらたまらない ●女のからだネットワーク まいまい
●一九九〇・一一

母と子が共存する社会をめざして／国際生命尊重会
議、東京大会に、あなたのお力添えを。 ●国際生命尊重会
議東京大会 ●一九九〇・一二

最後の人権ともいわれる胎児の人権世界宣言にあな
たもご参加ください／母と子の共存をめざす国際
生命尊重会議東京大会ガイドブック ●一九九一・一
女性障害者への子宮摘出強制手術に対する抗議声明

●一九九六・一

私たちは堕胎罪の完全撤廃を要求します ●優生保護法改
悪阻止大阪連絡会／母子保健法改悪に反対する女たち・大阪連絡会

●日本障害者協議会 ●一九九六・一

優生保護法の見直しについての要望書案〔厚生大臣宛〕
堕胎罪・優生保護法撤廃にむけた私たちの思い ●優生保
護法改悪阻止大阪連絡会／母子保健法改悪に反対する女たち大阪連
絡会 ●一九九六・一

女性・障害者・女性議員による優生保護法見直しにつ
いての話合いにご参加ください ●なくそう優生保護法・堕
胎罪 かえよう母子保健全国連絡会 ●一九九六・一

護法改悪阻止連絡会〕●一九九六・二

きんきゅうニュース おどろいた！ 優生保護法 ま
だあったの？ 堕胎罪！ ●〔女（わたし）のからだから 優生保
〔２・ シンポジウム
「もういらない！堕胎罪と優生保護
法」へのアピール〕●日本脳性マヒ者協会全国青い芝の会
●一九九六・二

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九九六・五

陳情書 私たちは優生保護法と刑法堕胎罪の撤廃を訴
えます ●ＤＰＩ女性障害者ネットワーク／女（わたし）のからだか
ら

●一九九六・五

社会部会 議題１．優生保護法の一部を改正する法律
案について ほか ●〔厚生省保健医療局／児童家庭局〕

●一九九六・五
●
〔自由民主党〕

優生保護法の改訂にどう取り組むか 至急 話合う会を持
ちませんか ●女（わたし）のからだから 優生保護法改悪阻止連絡会
優生保護法の一部を改正する法律案
一九九六・五
●

を問うネットワーク ●一九九六・六
●婦人民主クラブ

堕胎罪の完全撤廃を求める要望書〔法務大臣宛〕●優生思想
優生保護法の見直しに関する意見書
●一九九六・六

●ＤＰＩ日本会議／ＤＰＩ女

自民党の皆様へ「優生保護法」改定案についての意見
書 ●フィンレージの会有志 ●一九九六・六
優生保護法改正を求める要望書

トワーク ●一九九六・六

優生保護法の見直しに関する意見書

生思想を問うネットワーク ●一九九六・六

●優生思想を問うネッ

「優生保護法」完全撤廃を求める要望書〔厚生大臣宛〕●優

だから
優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九九六・六
●与党厚生

女性議員のみなさまへ 優生保護法改正案の名称を母
性保護法にすることに反対します！ ●女（わたし）のから

調整会議三座長試案 ●一九九六・六

優生保護法の一部を改正する法律案について
渡海紀三郎衆議院議員宛〕●

全国青い芝の会総連合会 ●一九九六・六

〔優生保護法改定に関する要望
私たちは、多くの問題を孕む優生保護法の改正案が、
６月 日の衆議院本会議において法案審議もなく、
さらに起立採択もなく、可決されたことに対し、強
く抗議します。 ●札幌・優生保護法改悪を阻止し、法の撤廃をめ
ざす会 ●一九九六・六

№３「母体保護法」成立

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九九六・六

●女
（わた

声明〔優生保護法改正に対する〕●新進党有志 ●一九九六・六
し）のからだから

きんきゅうニュース

●日本家族計画協会 ●一九九六・七

「母体保護法」
（優生保護法の一部改正法）
に対する要望書

経過等について ●社会民主党厚生部会 ●一九九六・七

厚生行政に関わる法律見直し検討小員会・両性平等
委員会と女性団体との懇談会 議題 優生保護法改正の
「母体保護法」 優生保護法改定ってなんだった
の？ 今後の展開を求めて ７・ 集会アピール ●「母体保護法」
優生保護法改定ってなんだったの？─今後の展開を求めて─参加者一
同 ●一九九六・七

女（わたし）のからだから ●一九九六・九

優生保護法一部改正、母体保護法に関する要望書〔厚生
大臣宛／厚生省児童家庭局母子保健課課長宛〕●ＳＯＳＨＩＲＥＮ

●ＳＯＳＨＩＲＥＮ

●ＳＯＳＨＩＲＥＮ

女（わたし）

女（わたし）のからだから ●一九九六・一〇

政策アンケート 女性のからだと性に関する決定権につい

て
のからだから ●一九九七・三

なぜ？胎児条項が必要なの？
胎児条項導入に反対する意見書

日本政府の
謝罪は？ ●強制不妊手術に対する謝罪を求める会 ●一九九七・一一

●ＤＰＩ女性障害者ネットワ

女性の視点からの「優生保護法改正案」の実現に向け
て ●「優生保護法」改正を考えるネットワーク ●一九九六・六

緊急集会 北欧だけじゃない 強制不妊手術

ーク ●一九九七・四

もういらない！ 堕胎罪と優生保護法 わたしのからだ
わたしがきめる ●女のからだと医療を考える会 ほか６団体
●一九九六・六

?!

’82

’82

14

’96

性障害者ネットワーク ●一九九六・六

19

●
“なくそう優生思想”キャンペーン委員会 ●一九九四・七

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九九五・二
●ＤＰＩ

カイロから北京へ！今世紀最後のチャンス！ 刑法堕
胎罪・優生保護法撤廃へ向けて話そう ●女（わたし）のか
らだから

優生保護法、刑法堕胎罪の撤廃を求める要望書
女性障害者ネットワーク ●一九九五・二

優生保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決
議（案）●参議院厚生委員会 ●一九九五・六

●一九九五・一二

優生保護法改悪阻止連絡会 ●一九九五・一二

●女
（わたし）のか

緊急のお知らせ 次期国会に「優生保護法改訂案」上程
か ●女（わたし）のからだから 優生保護法改悪阻止連絡会

らだから

精神保健課・母子保健課との会談の記録

’96

10

女の対案つくり 新党さきがけ議員との懇談

●堂本暁子 ●一九九五・一二

緊急

’82

?!

24

る資料がここにある。
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