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今年５月以来、ニュースが発行できず、申し訳ありませんでした。
この間、「これからの障害者と患者の福祉･医療を考える連絡会（障害者連絡会）」は、定期的に事務局会議を開催
し、県および市町村における重度障害者医療費助成制度や障害者手当の見直しの動きを情報交換して、それに対応
する私たちの取り組みについて議論してきました。
ところで、政府は障害者自立支援法の廃止を私たちに約束し、障害者総合福祉法など障害者権利条約に則った新
たな法制度を作るために「障がい者制度改革推進本部」を設置し、その下に障害当事者が過半数以上を占める「障
がい者制度改革推進会議」を発足させ、今年１月から活発な議論が交わされています。
障害者連絡会は、この推進会議の議論と総合福祉法の行方について深く学び、障害者自立支援法の廃止と新法
づくりを確かなことにさせるため、私たちの現状や要望を推進会議に反映させようと、他団体とも共同し講演会を準備
してきました。
今回のニュースは、重度障害者医療費助成制度と、障害者自立支援法の廃止･新法づくりをめぐる動向を報告し、
今後、私たちに求められている取り組みについて具体的に提起したいと思いますので、推進に向けご協力をお願いし
ます。

● 医療費助成制度をめぐる情勢と、これまでの私たちの取り組み
神奈川県は２００８年１０月から、小児医療費助成制度の対象年齢を引き上げる一方で、重度障害者・小児･ひとり
親の医療費助成制度に一部負担金を導入しました。また重度障害者医療費助成度については、６５歳以上で新たに
重度障害となった方を対象外にし、さらに０９年１０月からは所得制限を加えました。
こうした事態に対して、私たちは医療費無料化制度の継続と助成対象の拡大を求めて闘ってきた結果、①湯河原町
を除く市町村で医療費無料化のまま小児･重度障害者･ひとり親の医療費助成制度の継続、②小児医療費助成の対
象を県内過半数の市町村で小学校卒業まで、とりわけ山北･中井･箱根の３町で中学校卒業まで拡充、③１２の市町
村で重度障害者医療費助成の対象を精神障害者まで拡大など、貴重な成果を勝ち取りました。
しかし、０９年１０月から厚木市が重度障害者医療費助成制度に所得制限と年齢制限を、葉山町で年齢制限を導入
しました。これは、県の見直しによる補助金の減額が最大の原因であり、全県に広がる危険性があります。
小児医療費助成制度についても、対象年齢や所得制限の有無で年々、市町村間格差が広がっています。
来年度の対応について、９月に全市町村アンケートを実施したところ、藤沢市･小田原市･葉山街･湯河原町･清川村
がまだ回答が届いていないものの、小児医療費助成制度では新たに川崎市･鎌倉市･三浦市･南足柄市で所得制限
の撤廃や対象年齢の拡充が図られる一方で、重度障害者医療費助成制度に至っては厚木市･葉山町に次いで、秦
野市と大磯町が年齢制限、または所得制限を導入すると答えてきており、大井町は無料化制度を継続するか、助成
制度を見直すか未定であると答えています。
川崎市の重度障害者医療費助成制度は来年度、「変更はない」と答えていますが、今後の３ヵ年総合計画の中で精
神障害者への対象拡大を検討すると記されている一方、【後期高齢者医療制度の見直しにあわせて医療費助成制
度を見直す」と掛かれており、２,３年後には年齢制限が導入されるのではないか懸念します。
まさに、全県で小児･重度障害者･ひとり親の医療費無料化制度の継続と拡充を求める闘いは、この秋からが正念
場となっています。さらに、後期高齢者医療制度を廃止し、医療費と保険料が連動した保険制度でもない、高齢者の
医療費を無料にする闘いも年末にかけて大きく進めなければなりません。
したがって、「こどもも、高齢者も、障害者も医療費を無料に」というスローガンで県民共同の運動構築がいよいよ差
し迫った課題となっています。
○ 今後の具体的な取り組みについて
１、市町村との懇談を積極的に行ないましょう！
（１）来年度、重度障害者医療費助成制度を見直すとアンケートで答えている秦野市、大磯町、そしてまだ決めかねて
いる大井町について、地元の会員や、または付近に住んでいる会員を通じて、無料化制度の維持と精神障害者
等への対象拡大を働きかけましょう。地元の障害者団体との連携･共同も大いに進めましょう。
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（２）横浜市は、来年度も現行維持する方針を固めていますが、精神障害者が依然として除外されています。小児医
療費助成制度に至っても県基準の小学校入学前までです。
そこで、浜家連だけでなく、他の障害者団体からも、また、こどもの医療費無料化を求める連絡会、横浜市社会
保障推進協議会などの市民団体からも、せめて精神障害１級の方を助成対象にせよという声を市にあげてもら
うために、市議会宛の陳情書を団体署名という形で提出したいと思っています。
者で陳情を市議会に提出する。
団体署名の陳情書が出来次第、皆さんにお送りしますので、障害者連絡会の参加団体は是非ご協力をお願い
します。
（３）来年度は見直しせず現行維持する方針である市町村であっても、予断を許しません。それぞれの団体で、地域の
会員･支部･地域社会保障推進協議会などを通じて、全市町村に無料化制度の維持と誠心障害者などへの対象
拡大を働きかけましょう。当面、次の行動が予定されていますので、その地域の方（団体）は参加してください。
○ 横須賀市との懇談･要請行動
１１月５日（金）１６：００～１７：００ 横須賀市はぐくみ館１階
（４）市町村への働きかけを各地域から強化するために、それぞれの団体と地域で、医療費助成制度に関する学習懇
談会を開催しましょう。
２、「こどもも、障害者も、高齢者も医療費を無料に かながわの医療制度をよくする県民集会」に、それぞれの団体か
ら参加しましょう！
日時： １１月１１日 （木） １０時開場 １０：３０～１１：４５まで
会場： 横浜市健康福祉総合センター ４階ホール
主催： 障害者連絡会・こども連絡会・県社保協
内容： 医療費助成制度を中心とした医療制度をめぐる情勢報告
リレートーク
フロアーからの発言
集会後、県庁までパレード、県庁包囲
参加目標：
神視障守る会 10、肢障協 5、浜家連 30、横浜市精連 5、神障教組 2、障神奈連 5、腎友会 3、難病連 5
県社保協（年金者組合も含む）50、その他の障害者連絡会参加団体：複数
チラシ 別紙１

●障害者自立支援法の廃止と、新法づくりの動きについて
前の自民･公明政権が規制緩和と公共サービスの民営化、受益者負担を国民に押し付ける「社会福祉基礎構造改
革」を推進し、介護保険制度に次いで、障害者福祉に契約制度と現金給付を導入したのが「支援費制度」であり、これ
が自立支援法に変わり、さらに応益負担と障害程度区分が付け加えられ、介護保険制度と同じような仕組みになりま
した。
しかし、自立支援法は障害を持って生きるために必要な支援を受けることが「利益」とされ、１割の応益負担が導入
されたばかりでなく、私たちの暮らしに様々な制限・制約が持ち込まれたため、自立支援法廃止の闘いと違憲訴訟が
全国的に広まり、この力が政治を動かしました。
昨年の総選挙で、民主党を中心にした新政権に変わり、今年の１月、ついに「２０１３年８月までに自立支援法を廃
止し、新たな障害者総合福祉法を制定する」とした基本合意文書が政府との間で交わされました。
しかし新政権は「社会福祉基礎構造改革」を投げ捨てておらず、いま当事者が６割入って行なわれている「障がい
者制度改革推進会議」の議論を自立支援法の枠内に押しとどめ、介護保険との統合の方向に向かわせようとする動
きがあり、これは通常国会で廃案になった自立支援法「改正案」の策略にみることができます。
この自立支援法「改正案」は、いま開かれている臨時国会で再提出される可能性があります。
今年６月には「推進会議」が『障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）』をまとめました。この
第一次意見は、様々な議論を集約したことは評価できるが、「施設か、地域生活か」「養護学校か、普通学校か」の二
者択一の議論に矮小化されています。
したがって、『第一次意見』を私たちの実態や要求から見て、抜け落ちている点を出し合い、今後の議論に反映させ
ていく取り組みや、自立支援法廃止と新法づくりを確かなもととする闘いが、いま重要となっています。
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○ 今後の具体的な取り組みについて
１、「今こそ進めよう！ 障害者制度改革 自立支援法廃止と新法づくりを確かなものに １０．２９全国大フォーラム」
にそれぞれの団体から参加しよう！
日時： １０月２９日（金）11 時 30 分集合 （開始 12 時～ デモ 15 時出発～ 16 時 30 分終了予定）
会場： 日比谷野外音楽堂
チラシ： 別紙２
２、障がい者制度改革推進会議の議長代理である、藤井克徳氏（ＪＤ常務理事・推進会議議長代理）を講師に迎えた
学習会を下記の通り開催しますので、参加して今後の新法づくについて大いに学び、私たちの生の声を発言してい
きましょう。
日時： １１月２０日（土） １３：００開場 １３：３０開会 １６：３０終了
会場： 横浜市健康福祉総合センター ４階ホール
テーマ： 「障がい者制度改革推進会議の基本的な方向と、総合福祉法のゆくえ」
講師： 藤井克徳さん（推進会議議長代理、ＪＤ常務理事）
主催： きょうされん神奈川支部
障害児者と生活と権利を守る神奈川県連絡協議会
これからの障害者と患者の福祉・医療を考える連絡会
内容： 講演と質疑応答
資料代： １，０００円〈当事者５００円〉 介助者は無料
参加目標： 神視障守る会 20、肢障協 10、浜家連 30、横浜市精連 10、神障教組 5、県職労 5、障神奈連 15
腎友会 3、難病連 3、県社保協 2、その他の障害者連絡会参加団体：複数
チラシ； 別紙３
３、障がい者制度改革推進会議がまとめた「障害者制度改革の推進のための基本的な方向（第一次意見）」に対して、
様々な意見や要望を出し合いましょう！
「制度改革に向けての基本的な方向（第一次意見）」は、一部に積極的な内容が記述されているものの、私たちの
実態と要求からかけ離れた記述や、欠落している内容も少なからずあります。
そこで、（第一次意見）を私たちの実態と要求からみたときの、様々な意見等を各団体で議論し、事務局まで寄せて
もらいたいと思います。
寄せてもらった意見をまとめ、障害者連絡会としての「『第一次意見』に対するコメント」を推進会議に提出し、私た
ちの声を今後の推進会議、とりわけ総合福祉部会の議論、さらには第二次意見に反映させていきたいと考えていま
すので、よろしくお願いします。

●障害者連絡会の２０１０年度総会と意見交流会を、１２月１８日（土）に横浜市健康福祉総合センター
８階Ａ会議室（54 名定員）で行いますので、万障お繰り合わせの上、ご出席下さい。

●２０１０年度会費を納入してください！
年会費 １口 1.000 円 （団体は２口以上）
郵便振替 00270-8- 64519 これからの障害者と患者の福祉・医療を考える会

ご質問やご意見がある方は、お気軽に事務局までお寄せ下さい。
ご質問やご意見がある方は、お気軽に事務局までお寄せ下さい。
★ 次回の事務局会議は、１０月２１日（木）１８:００ かながわ県民センター１５階で行います。 事務局団体の方は必
ずご出席下さい。やむを得ず欠席される方は上野（携帯 090-5568-1786）まで連絡下さい。
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別紙１
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別紙２

[多くのみなさん ぜひご参加ください！]
日時＝

2010年10月29日(金)11時30分集合

（開始12時～デモ15時出発～16時30分終了予定）

東京・日比谷野外音楽堂

場所＝

地下鉄丸ノ内線・千代田線「霞ヶ関」
・日比谷線「日比谷」下車徒歩２分

JR「有楽町」下車徒歩８分

内容＝来賓・連帯挨拶／実態報告・意見交流／デモ行進など

▼昨年、１万人の大フォーラムの壇上で、長妻厚労大臣は、「障害のある人たち

の尊厳を傷つけた障害者自立支援法を廃止し、制度の谷間をつくらない新法を
つくる」と明言しました。71 名の原告らが訴えた「障害者自立支援法訴訟」は今
年１月７日基本合意を交わし、４月勝利的和解を実現しました。１月 12 日にスタ
ートした「障がい者制度改革推進会議」は６月「第一次意見」をまとめています。
しかし、いまだに「自立支援法」の枠組みに固執する動きもあります。
▼障害者制度改革をすすめるため、自立支援法廃止と新法づくりを確かなも
のとするため、日比谷につどい大きな声を上げましょう！

10.29全国大フォーラム実行委員会
日本障害者協議会（ＪＤ） TEL：03-5287-2346 FAX：03-5287-2347
障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会
TEL：042-660-7747 FAX：042-660-7746
全日本ろうあ連盟
TEL：03-3268-8847 FAX：03-3267-3445
＠くわしくはホームページをご覧ください

http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/101029.html
5

別紙３

障害福祉の明日を考える学習会

「障がい者制度改革推進会議」の
基本的な方向と総合福祉法のゆくえ
■ 藤井 克徳 氏

障がい者制度改革推進会議 議長代理
ＪＤＦ（日本障害者フォーラム）幹事会議長、常務理事
ＪＤ（日本障害者協議会）常務理事 きょうされん常務理事

■ １１月２０日（土）
受付 13：00

■ 会 場

講演開始 13：30

13：30～16：00
講演終了 15：30

横浜市健康福祉総合センター

質疑応答 30 分

４階ホール

ＪＲ・市営地下鉄桜木町駅前

■ 資料代 1000 円（当事者 500 円）
「障がい者制度改革推進会議」と「総合福祉 部会」は精力的に討議を重ね 6/29 に第一次意見が
管首相に手渡されました。また秋には第二次案が纏められる予定など、日本の近未来の障害福祉
制度の大枠を定める総合福祉法づくりが進んでおります。
今般、
「障がい者制度改革推進会議」の議長代理を務める藤井克典氏を講師に迎え「推進会議」
の論議の様子と「総合福祉法」の行方そして 1/7 廃止に合意したにも関わらず応益負担と自立支
援法の延命と介護保険との統合を策した自立支援法の一部改正案提出の背景などの最新情勢な
ど解り易く解説して頂きます。忙しい時期ではありますが当事者・家族・作業所・施設職員の方
の参加をお待ちしております。

※手話通訳を申し込まれる方は 10 月 20 日までに事務局までお申し込みください。
主催

きょうされん神奈川支部 （旧名称 共同作業所全国連絡会）
障害児者の生活と権利を守る神奈川県連絡協議会（略称 障神奈連）
これからの障害者と患者の福祉・医療を考える連絡会

共催

横浜市障害者地域作業所連絡会
横浜知的障害者関連施設協議会
横浜市精神障害者家族連合会 横浜市精神障害者地域生活支援連合会
現在、いくつかの他団体と交渉中

連絡先

きょうされん神奈川支部 ワークショップ夢 21 上星川内 佐藤文明
電話０４５-３３４-０４９１ ＦＡＸ０４５-３３1-4653
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