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障害者権利条約・基本合意・骨格提言の実現めざす 

4・21 全国大集会に 3000 名が参加！ 
 

4 月 21 日、日比谷野外音楽堂で障害者自立支援法違憲訴

訟団と全国大集会実行委員会の主催で「ふつうに生きたい 

くらしたい！障害者権利条約、基本合意、骨格提言の実現

めざす 4・21全国大集会」が開かれました。全国から 3000

名が、神奈川からも多数の障害者の方が参加し、県社保協

からも 2名が参加しました。 

 

■主催者が集会の意義や情勢を力強く報告 
障害者自立支援法違憲訴訟の竹下義樹弁護団長が開会あいさつに立ち、極めての悪法である障害

者自立支援法が 2006 年 4 月に施行されて 10 年間の闘いを行ってきたことや、2006 年 12 月に国連

で障害者権利条約が採択されたことに触れ、「国の幕引きを許さないための集会が今日の 4・21 集

会だ。障害者総合支援法の見直しを幕引きにさせないという声を日本中に広げよう」と訴えました。 

情勢報告に立った障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会の藤井克徳世話人は、

障害者総合支援法改正案は「基本合意に基づくか？･･･ＮＯ！」、「骨格提言に沿っているか？･･･Ｎ

Ｏ！」、「介護保険優先原則撤廃か？･･･ＮＯ！」、「（法律の）附則の 3 年目途の見直しは？･･･ＮＯ！

見直しどころか 65 歳問題推進だ」と訴え、「改正案のねらいが利用抑制、給付抑制にあることは、

今の社会保障の動向（削減）から明らかだ」と結び、闘いを呼びかけました。 

 

■各界から障害者総合支援法や国の姿勢を次々と批判 
「基本合意の実現を求める訴え」では 5 名が発言し、障害者自立支援法違憲訴訟の藤岡毅弁護団

事務局長は基本合意、骨格提言、障害者権利条約の 3 つの重要文書を指摘し「障害に応じた個別福

祉が障害者福祉の原則だ」と訴え、和歌山の元原告・大谷真之さんは「自立支援法になって 37,200

円の自己負担が生じ、生活できないので和歌山地裁に提訴した」、広島の元原告・秋保和徳さんは

「非課税世帯は利用料無料だったのに 65歳になり（介護保険優先で）1割負担となった、夫婦で利

用料は月 24,600 円、予算が無いなら税金の集め方・使い方を見直せ」と厳しい生活実態を告発。 

元障がい者制度改革推進会議総合福祉部会長の佐藤久夫さんは「2010 年 4 月 27 日の第 1回総合

福祉部会で政務官は『世界に誇れる障害者福祉を

みんなで作ってくれ』と言ったが、ゼロ回答が総

合支援法だ」と厳しく政府の姿勢を批判し、中国

残留孤児国家賠償訴訟関東弁護団副団長の米倉

洋子さんは「日本政府は中国残留孤児を自立支援

もしないで放り出した、残留孤児と障害者自立支

援訴訟は政策形成訴訟として共通だ、裁判で勝ち

取った基本は守るべきもの」と訴えました。 

精神科医・立教大学教授の香山リカさんや民進党・共産党・社民党・生活の党などから連帯のあ

いさつがあり、障害関連分野からも 6 名が訴え、集会アピールを採択して終了しました。 

集会後、基本合意を守り骨格提言を実現し障害者権利条約の水準保障を強く求めて国会請願デモ

を行い、「国は約束守れ！」と切実な要求を訴えました。 

 

神奈川県社保協ニュース 
神奈川県社会保障推進協議会 【ＮＯ．１５－１２】 2016 年 5 月 19 日発行 
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改正案を廃案に＝基本合意・骨格提言を反故にする安倍自公政権！ 
安倍政権は 3 月 1 日に『障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律及び児童福

祉法の一部を改正する法律案（内閣提出第三九号）』

（障害者総合支援法等一部改正案）を閣議決定し、

4 月 19日に衆院本会議で審議入りしました。 

障害者総合支援法の附則第 3 条にある「施行 3 年

後の見直し」規定によるものですが、障害者自立支

援法違憲訴訟団・弁護団と国が合意した「基本合意」

や、自立支援法に代わる新法の制定をめざして障害

者制度改革推進会議が出した「障害者総合福祉法の

骨格に関する総合福祉部会の提言（骨格提言）」を

踏まえていません。 

応益負担の廃止はなく、65 歳で障害福祉サービス

から介護保険に移行する介護保険優先原則を、廃止

どころか「一定の合理性がある」と正当化し、家族

の収入に依拠する利用者負担制度は維持され、約束

した自立支援医療の低所得者無償化は反故にされ

ており、新設される自立生活援助では施設からの軽度者の追い出しが懸念されるものです。厚労省

は約 5千人の削減目標を掲げています。とても「見直し」の名に値するものではありません。 

5 月 12 日の衆議院本会議では自民、民進、公明、おおさか維新の賛成多数で可決され、共産、社

民、生活の各党は反対しました。闘いの場は参議院に移ります。廃案を勝ち取りましょう。 

 

障害者総合支援法の根本的な問題点 
2005 年 10 月成立の障害者自立支援法は、障害

者が受けるサービスを「受益」とみなして自己負

担（応益負担）を課すという、社会保障や福祉と

は相容れない重大な問題を抱えるものでした。障

害者の方々は憲法違反だとして 2008 年に違憲訴

訟を提訴し、2009年の政権交代後、2010 年 1 月

に国との間で「基本合意文書」が結ばれます。 

政府は2010年 6月29日に自立支援法に代わる

「障害者総合福祉法（仮称）」の柱を、①応益負

担を原則とする障害者自立支援法の廃止、②制度

の谷間のない支援の提供、③地域生活支援体系等

の整備とすることを閣議決定。改革に向けて障害

者制度改革推進本部（本部長は総理大臣）を設置

し、推進会議の元に置かれた総合福祉部会は障害

者権利条約と基本合意を指針として 2011 年 8月

に「骨格提言」を打ち出します。 

しかし、制定されたのは求められた「総合福祉

法」ではなく障害者総合支援法でした。応益負担

を継続し、障害者が 65 歳になると介護保険優先

原則（第 7 条）によって 1 割負担が課されるなど、

「自立支援法の是正」とは程遠いもので、合意を

踏みにじるものです。障害者は「政権が変わって

も国は合意を守れ！」と求めています。 

2005年10月31日･･･障害者自立支援法成立 
2006年  4月  1日･･･（同）一部施行 
2006年10月  1日･･･（同）全面施行 
2008年10月31日･･･障害者自立支援法違憲訴訟提訴 
2010年  1月  7日･･･国と訴訟団・弁護団との「基本合意」 
2011年  8月31日･･･障害者制度改革推進会議が「骨格提言」 
2012年  6月20日･･･障害者総合支援法成立 
2013年  4月  1日･･･障害者総合支援法施行 
2013年  6月19日･･･障害者差別解消法成立 
2013年12月  4日･･･参議院で障害者権利条約締結承認 
2014年  1月20日･･･障害者権利条約批准・締結（2/19発効） 
（国連採択は2006年12月） 
現在･･･障害者総合支援法一部改正案を審議中 

基本合意文書（概要）･･･2010 年 1 月 7 日 

①応益負担（定率負担）廃止、2013 年 8 月までに
障害者自立支援法を廃止し総合的福祉法制を実
施する 

②国は自立支援法で障害者の人間としての尊厳を
深く傷つけたことへの反省の意を表明する 

③新たな福祉制度構築において、介護保険制度と
の統合を前提としない 

④障害者福祉施策を、障害者が社会の対等な一員
として暮らせるものとするために最善を尽くす 

骨格提言（概要）･･･2011 年 8 月 31 日 

＝障害者総合福祉法がめざすべき 6つのポイント＝ 

①障害のない市民との平等と公平 
②谷間や空白の解消 
③格差の是正 
④放置できない社会問題の解決 
⑤本人のニーズにあった支援サービス 
⑥安定した予算の確保 



 

－3/4－ 

 

社会保障・社会福祉は国の責任で！憲法 25 条を守る 

5・12 共同集会に 3500 名が参加！ 
 

5 月 12 日、日比谷野外音楽堂で中央社保協、きょうされん、全国福祉保育労、障全協、生存権裁

判を支援する全国連、生活保護懇談会など 21 団体が結集した実行委員会の主催で、「憲法 25 条を

守る 5・12 共同集会」が開かれました。全国から 3500 名が参加し、神奈川からはきょうされんが

300 名以上、民医連、保険医協会、神生連、神奈川労連、医労連、福祉保育労、建設労連、県社保

協など、全体で約 400 名が参加しました。 

基調報告に立った尾藤廣喜弁護士は、自己責任論と市場論理を押し付ける政府や財界に対し、社

会保障・社会福祉の公的責任を問い憲法を守る運動を地域に広げると共に、１票の力で政治を変え

ようと訴えました。日本共産党の田村智子参議院議員や堀内照文衆議院議員、生活の党の山本太郎

参議院議員が駆けつけ、連帯のあいさつを行いました。 
 

■各分野から現状や実態を告発する訴え 

介護現場からは介護士不足で有給も取れず、賃金

は 10 万円の格差があり「私は賃金 15 万円です」と

厳しい実態が報告され、医療現場からは病院追い出

しや生活保護基準削減による住宅からの追い出しも

起きているとの報告がありました。 

社会福祉施設からは報酬単価は低く賃金が安いに

も関わらず、3月 31 日に成立した社会福祉改正法に

より無料・低額の事業が社会福祉法人に押しつけら

れ、儲かるサービスは営利企業に回されると告発。障害者からは障害者総合支援法第 7 条の解釈の

誤りにより 65 歳になると介護保険が優先され、憲法 14 条違反、25条違反であること、千葉県の自

治体による障害者解雇事件は障害者の自立と社会参加を阻害し障害者権利条約違反だと、裁判への

支援が訴えられました。 

新婦人の方は介護認定率が全国的にも異常に低

く「介護からの卒業」を進める和光市の実態が告発

され、65 歳で脳梗塞を患っている要支援 2 の人が本

人の同意もなく介護サービスを打ち切られ、週 1 回

の地域支援事業に回された事例を告発。 

そのほか、保育士の方は保育制度の改悪で厳しく

なった現場と低賃金の実態を告発し、生存権裁判を

闘った原告の方や、年金裁判を闘っている年金者組

合の方などが発言。最後に呼びかけ人でもある花の谷クリニックの伊藤真美院長が集会アピールを

提案し、大きな拍手で採択。集会終了後は国会請願デモを行いました。 

 

5・18 神奈川国会行動に 7団体 69 名が参加！ 
第 190 回通常国会（6 月 1 日会期末）では最後となる県大運動実行委員会主催の神奈川国会行動

が 5 月 18日に取り組まれ、7 団体 69名が参加しました。 

畑野君枝衆議院議員は 2つの委員会と重なり国会情勢報告はありませんでしたが、実行委員会か

ら福田事務局長（神奈川労連議長）が基調報告を行い参加者の決意表明のあと、地元衆参議員と衆

参厚生労働委員 113 名に要請を行いました。河野太郎議員（自民）の秘書は「戦争法廃止はダメだ

が社会保障や年金要求には賛成、最低賃金引き上げは大賛成」と表明。しかし与党議員秘書の多く

は反応がなく型通りの対応が目立ってきました。国会請願署名は7種類 16,033筆を提出しました。 
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安倍政権打倒！戦争法廃止！社会保障・税一体改革撤回！ 

4・1 全県一斉宣伝行動･･･59 カ所で実施！ 
 

県実行委員会提起の「4・1 全県一斉宣伝行動」は 5 月 6日現在（確定）、県内 59 カ所で実施され

ました。逗子市、葉山町、寒川町、綾瀬市の 4 自治体が未実施で、県実行委員会ではキャラバン宣

伝を計画しましたが雨天で中止。横浜、川崎、相模原の政令市では 28 区全区で行われました。 

一方、県実行委員会がキャラバン宣伝を

行っている西湘地域 2市 8町では、西湘地

域社保協の 4 月幹事会で相談したことが

功を奏し、小田原市（独自に実施）を除い

て各宣伝カ所で地域から複数の参加があ

り、久しぶりに盛り上がりました。 

参加者は全県で 190 団体 510 名、署名は

3種類に取り組み1,901筆（戦争法778筆、

消費税 993筆、社会保障 130筆）を集め、

宣伝物（チラシと消費税ティッシュ）は 15,043枚を配布しました。 

若い人が「戦争法廃止の署名をしたかった」と寄って来たり（鶴見区）、熊本から出張で来られ

た方から「災害が収束していないのに増税なんかやめてほしい」と切実な訴えが寄せられ（都筑区）、

福島からの避難者も署名をしてくれました（麻生区）。「安倍は悪魔だ」と夫婦で署名し（金沢区）、

「増税されたら本当に困る」との声が寄せられ（川崎区）、「頑張って！もっと多くの人を集めて」

と激励され（相模原市緑区）、「この署名をぜひ集めたいと申し出があり感動した」（厚木市）、「軽

減税率なんて子供だまし、公明党は国民をバカにしている」（座間市）などの反応もありました。

新婦人のシール投票ではどこでも消費税増税反対の大きな反応が寄せられ、熊本への義援金も

11,943 円寄せられました（幸区）。 

6・15 全県一斉宣伝を実施します！各地域でご準備ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイナンバー違憲訴訟第 1回期日が確定 
◎原告でない方もみんなでご支援を！集合は 13：30（傍聴抽選は 13：40 から） 

◎裁判終了後に裁判所周辺の会場（未定）で報告集会を開きます。 

【日程】6 月 23 日（木）14：00 横浜地方裁判所 101 号法廷 

 
開成町・駅前のマックスバリュ前にて 

神奈川生存権裁判第 2回期日 

6 月 27 日（月）11：30 横浜地裁 
◎宣伝行動 10：30～地裁前 

◎報告集会 12：20～横浜合同法律（予定） 

「支援する会」の会員を募集しています。 

（年会費 1000 円）ぜひ加入を！ 

総会告示 

県社保協 2016 年度総会を下記のように

開催いたします。（詳細は後日） 

【日程】2016 年 7 月 23 日（土）13：00 

【会場】建設プラザかながわ 4Ｆ 

【議題】2015 年度活動報告・決算報告・ 

会計監査報告・2016 年度活動方針

案・予算案・役員案、その他 


