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2020年3月号 参加と平等 県推協新聞付録 昭和57年4月14日第3種郵便物認可

2020年 3月 20日

長野市障害者福祉センター

長野県障害者運動推進協議会

２０２０年度協議員総会

◇ 日 程 （全体進行：倉田）

Ⅰ 県から新年度事業・予算の説明及び意見交換会 １３：００～１３：５０

Ⅱ 研修会（記念講演） １４：００～１５：２０

「障害者・家族をめぐる情勢と活動の課題について」

講師 白沢 仁（障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会事務局長）

Ⅲ 2020年度 協議員総会 １５：３０～１６：３０

◇ 総会次第

一 開会のことば（進行：倉田）

（提案：議長選出） （議長―前田）

二 代表挨拶（松丸代表）

三 情勢報告（原）

四 議事

第１号議案

2019年度活動報告と決算について

（提案：原、竹田）（監査報告：米倉監事代理）

各団体、各地の活動交流

第２号議案

2020年度活動方針及び予算について（提案：原、竹田）

五 諸連絡

役員の紹介、当面の活動日程ほか（原）

六 閉会のことば（進行：倉田）

※2020年度協議員総会並びに県の新年度予算説明会・意見交換会、記念講演は、新型コロナウイルス感染拡大

予防のため中止となりました。
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三 障害者・家族をめぐる情勢

国の2020年度予算案が2月28日、衆院を通過しました。同予算案は、一般会計の総額が102兆6580億円

に達する過去最大の規模です。消費税10％増税によって消費税収は過去最大の21兆7000億円に達し、法人税

収や所得税収を大幅に上回り、大企業や富裕層に対する税制上の優遇を消費税で穴埋めする構造がいっそう鮮

明になりました。所得の低い者ほど税負担が重い税制度は、いっそう障害者・家族を苦しめることになります。

家平悟さん(障害者センター)は、障害者と消費税の関係を国会で次のように訴えています。「障害者が利用す

る福祉サービスは消費税『軽減』の対象ではありません。私が使っている電動車いすは修理やメンテナンスに

年20万円以上かかります。補装具などにも全て10％がかかります。低額の年金生活者に支給される給付金も

無年金の障害者は対象になりません。ほとんどが低所得である障害者は『軽減対策』で救われないことを政府

に問いたいと思います。元々私たちは社会保障の財源を消費税に求めること自体に反対です。大企業や大金持

ちに軽い負担となる一方、障害者や低所得者からも一律に取り立てる消費税は決して『公平』ではありません」

さらに問題なのは、予算案は、社会保障の改悪と軍事費の大幅拡大を強力に進めるものとなっています。社

会保障関連では、高齢化などに伴う自然増分5300億円（見込み）を1200億円圧縮しています。安倍政権下の

「自然増削減」は8年間で1兆8300億円に達し、年金、医療、介護などが改悪され続けてきました。今後も

安倍政権は、「マクロ経済スライド」の発動による年金の実質削減、75歳以上の医療への2割負担導入、介護

利用料負担増などを狙っています。

一方、軍事費は、過去最大の5兆3133億円に達し、第2次安倍政権発足以来8年連続の増額になります。

米国トランプ政権に従い兵器を爆買い、ステルス戦闘機Ｆ35Ｂ6機（793億円）、Ｆ35Ａ3機（281億円）など

を計上しています。有償軍事援助（ＦＭＳ）の調達額は4713億円に上ります。沖縄県名護市辺野古の米軍新

基地建設に840億円（契約ベース）を計上しています。さらに、当初予算ではなく補正予算でも米国から兵器

を購入したり、国会審議を経ずに「流用」により、馬毛島(鹿児島県西之表市)の用地買収を進め米軍空母艦船

機離着陸訓練(ＦＣＬＰ)施設の建設を企図したりするなど、暴挙を繰り返しています。

「障害者権利条約」（2006年国連総会）同様、国連において採択された様々な人権に関する条約の基盤とな

るのは「平和」な世界です。日本国憲法の理念とも合致し、「平和であってこそ、障害者の人権が守られる」は、

私たちの運動の原点です。

2017年7月に122カ国の賛成を得て国連で採択された「核兵器禁止条約」、今年3月22日にナミビアが批准

し、批准国は36カ国に広がっています。米国など核保有国が、国際社会の願いを無視し核拡大の方針を示し

ていますが、唯一の被爆国の日本政府が、本条約に背を向け続けているのは残念でなりません。

3月19日、岩手県大船渡市議会において、日本政府に核兵器禁止条約の署名・批准を求める意見書が賛成多

数で可決されました。これで岩手県と同県内全ての33市町村で可決されたことになります。このような国民

の運動に確信と希望があります。

生活の実態と「全世代型社会保障改革」が描く未来

悲しいニュースが続いています。▼2019年度末、福岡市内の公園で「おばあさんが倒れている」と通行人か

ら110番通報がありました。警察が駆け付けると、女性（母親88）がけがをして倒れており、近くで包丁と遺

書が見つかりました。公園近くの自宅で女性（娘70）が倒れているのが発見されました。母親が娘を刃物で刺

した無理心中事件でした。二人は福岡市のサービス付き高齢者住宅に住み、母親はパーキンソン病で「要介護

5」の娘を、サービスを使いながら介護していました。介護に加え経済的な不安も抱えていました。▼大阪府八

尾市のアパートでは、生活保護と介護保険サービスを利用して1人で暮らしていた母親(57)とその息子(24)が

死亡しました。担当ケアマネジャーが2月末に発見。食べ物がほとんどなく、所持金もわずか。ガスや水道が

止まっていました。最後に保護費を受け取ったのは昨年12月です。

このほかにも、行政が積極的に動いていたら、防げたかもしれない事案がたくさんあります。そんな中、安

倍政権は生活保護のケースワーク業務をコストカットのために外部委託化しようと動いています。同業務は、

憲法25条が保障する生存権を公的責任において実施するものです。
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高齢者や障害者の生活保護受給世帯が増えています。2019年11月の生活保護利用世帯は163万6952世帯で、

前年同月より2450世帯少なくなっています。しかし、高齢世帯は増え続け、利用世帯の55.1％の89万7003

世帯、前年同月比1万4745世帯増です。高齢者世帯の9割は1人暮らし（82万1304世帯）です。社会的に孤

立しがちな1人暮らし世帯で貧困が広がっています。障害者世帯は20万3684世帯で増加しています。傷病世

帯20万4634世帯、母子世帯8万1083世帯、その他の世帯24万2407世帯などとなっています。また、単身

世帯の割合は、障害者世帯84.5％、傷病者世帯80.2％など高い傾向にあります。社会的に孤立しがちな単身世

帯ほど、低賃金や低年金による生活の下で、心身の病気や障害、加齢によって生活困窮に陥るリスクが高いこ

とを物語っています。

なお、生活保護の捕捉率は2割程度と言われ、貧困に苦しむ世帯は数倍の規模と思われます。とりわけ、障

害者世帯の多くは制度を知らないまま苦しい生活を強いられていることが予測されます。

昨年10月には、生活保護基準の引き下げを強行しました。保護費引き下げは利用者の生活を直撃するだけで

なく、保護基準を目安としている最低賃金、年金支給額（障害者年金含め）、住民税非課税基準や就学援助など

多くの制度に影響を与え、国民の生活基準引き下げにもつながります。

安倍政権の「全世代型社会保障改革」関連法案の第1弾「高年齢者雇用安定法（高年法）」が今国会での成立

を狙っています。同改革が、とりわけ1人暮らし高齢者世帯の生活困窮化を進め、やがて全世代の社会保障改

悪につながることは明らかです。

まず、消費税率10％引き上げにより全世代に重い負担を強い、暮らしのゆとりを奪います。続いて、年金を

マクロ経済スライドで減らします。さらに、国保料(税)や介護保険料の引き上げ、逆に、後期高齢者医療費と

介護保険利用料の自己負担引き上げを強行し、「自らの責任で、お金がないなら働いて、年金をもらうのを遅ら

せて稼ぎなさい。足腰の立つ間は生涯働きなさい」「でも、自己責任で、労働者保護の制度からは外します」と

いうのが高年法の中身に見えます。障害者福祉については、隙あれば改悪が続く介護保険との統合を狙ってい

ます。

家族介護はもう限界、「介護の社会化を」！

現在、日本の障害者施策は、障害児者を抱える家族による介護・支援があることを前提としてなりたってい

ます。しかし、家族形態が核家族化しており、障害当事者の高齢化に伴い、介護する家族はもっと高齢になり

「老障介護」という世帯が増えています。

介護のために働くことができず、生活に足りる所得もなく、体力も衰え、未来を見通すこともできず、前述

した「介護殺人」や「介護自殺」も続いています。家族介護は限界です。

また近年、介護家族は災害に対しても大きな不安を抱えています。東日本大震災の現地報告を聞くと、日常

的な支援体制が不十分なままでは、災害時の支援は全く機能しないことが明らかになっています。台風19号

被害においても、「避難に大変な思いをして限界を感じた」と語る方もいます。

当事者・介護家族への緊急の施策として、①政府施策「地域生活支援拠点整備事業」を当事者・介護家族の

意見を聞いてすすめる。②介護している家族を支援する「介護家族支援法」（仮称）を制度化する。法の中に、

国・県・市町村の責務を明示する。③家族介護の根拠とされる民法の扶養義務を改訂して、近代国家の家族制

度に改めることなどが求められています。

とりわけ、民法における扶養義務規定は、帝国憲法下の明治29年に制定されたものです。近代国家の家族

制度では、扶養義務の範囲は配偶者と成人するまでの子どもです。子どもは成人すると親から自立し、親権は

消滅します。当然、扶養義務もなくなります。また、子どもに親を扶養する義務を課すことはありません。憲

法25条の本来の目的は「介護の社会化」です。

違憲訴訟の基本合意からの10年の運動

「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）の完全実現を求めるフォーラムが2019

年10月30日、東京の日比谷野外音楽堂で開催され、「社会保障の総改悪を阻止するためにも障害者の立場か

ら骨格提言を実現しよう」と全国に呼び掛け、「障害福祉施策を介護保険制度に統合しようとする政府の動きに
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反対する決議」をあげました。

さらに今年1月7日、参議院議員会館講堂において「障害者権利条約・基本合意・骨格提言の実現をめざす、

基本合意10年全国集会」が開かれました。

障害者自立支援法違憲訴訟の国との和解、取り交わした基本合意、そして、基本合意のもとに継続されてい

る国との定期協議の重要性を再確認しました。

国の約束は、▽国（厚生労働省）は、速やかに応益負担（定率負担）制度を廃止し、遅くとも平成25年8

月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。▽障害者福祉施策の充実は、憲法

等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。▽国（厚生労働省）は、障害

者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速

に制度を施行するとともに、応益負担（定率負担）の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対

する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをは

じめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・

実施に当たるなど、現在にも生かせる画期的なものです。障害者福祉と介護保険との統合については認められ

ない内容になっていました。

「65歳問題」負担減施策の運用を

障害のある人は65歳の誕生日を迎えたとたん、長年使っていた障害福祉サービス（無料）から介護保険サ

ービス（1割負担）に移行させられるという問題が全国で起きました。千葉市の天海正克さんが起こした訴訟

が勝訴し、また、全国の運動もあり、2018年4月から一定の障害者に対しては、負担軽減策が始まりました。

ところが、多くの対象者がいまだにこの制度を利用できていないことがわかりました。

昨年11月、障全協の厚労省交渉で「負担軽減策の実施状況や利用者数を教えてください」と要求したところ、

同省担当者は「数字は把握していない」と答えました。天海さんが独自に調査したところ、「千葉市では123

人が対象ですが、利用者はたった3人」とわかりました。天海さんは「対象者に対し個別に周知しないことが

原因ではないか」と指摘します。

大阪社保協の自治体キャラバンでは、府内43自治体のうち負担軽減策を18年度に実施しているのは20自

治体に満たないことが明らかになりました。負担軽減策が始まりまもなく2年たつというのに、実施自治体が

広がらないのは、この軽減策には、障害福祉制度と介護保険制度の二つの制度が関わり、「両制度のサービスシ

ステムが異なる中で、対象者に該当するか要件を突き合せる作業に時間がかかっている自治体があるようだ」

と分析。

厚労省担当者は「手続きが複雑で負担軽減策の運用が進んでいないことや、いまだに運用に至っていないと

いう自治体からの報告はある」と認めました。「複雑な仕組みにしたことにより、利用者を限定し、その後に介

護保険との統合を狙っているのでは」との懸念の声も聞かれます。国の制度改善と同時に、各地域での運動が

さらに重要になっています。

また？「障害年金」受給問題が

障害年金についてはこれまでにも、不支給と判定される割合に大きな地域差があるとの理由により、審査体

制を日本年金機構に一元化し、結果的には、地域間格差の是正よりも受給者の限定を行うなど再三、問題が起

きていました。今回、大きな問題になったのは、受給の開始日を巡る問題です。

障害年金は「初診日」を起点として支給されてきました。文字通り初めて医療機関を受診した日を基準とし、

遡って支給されてきました。ところが、ここ2，3年、診断確定前の支給を認めない傾向が目に見えて強まっ

たといいます。昨年11月14日、これまで通り「確定診断前でも初めて医療機関にかかった日を『初診日』と

認定し、障害年金を支給するよう」求める患者団体が、国会内でシンポジウムを開催しました。

慢性疲労症候群（ＣＦＳ）や脳脊髄液減少症といった病気は、専門医が少なく、確定診断までに数年を要す

ることが多いと言います。初診日の基準が後ろにずれると、年金が数百万円減る場合もあります。病気で働く

こともできず、生活苦を余儀なくされる当事者にとって切実な問題です。

障害年金は初診日に加入していた保険制度によって基礎年金と厚生年金に別れ、支給額に差があります。最
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初に受診した時は勤めていても、症状が悪化して診断確定時に退職していると、基礎年金しか受け取れなくな

ります。

審査に当たる日本年金機構は初診日の認定に関して「個々の事例に応じて総合的に判断している」と説明す

るにとどまっています。当事者に多大な不利益を及ぼす処分について、明確な理由を示さず基準を変えるのは

不当です。本来、障害年金は、憲法で保障された生存権を保障するもの、障害を負った人の生活を支える制度

のはずです。

昨年10月下旬、障害者年金に対する批判に対し、病気やケガで障害年金の支給を新規に申請して認められ

なかったり、更新の際に打ち切られたりした人に対し、厚労省は来年4月からすべての通知文書に詳しい理由

を記載すると公表しましたが、根本的な改革が必要です。

新型コロナウイルス感染拡大

今年1月初旬、中国湖北省武漢市で発症した原因不明のウイルス性肺炎を巡り、検査した結果、新型のコロ

ナウイルスが確認されたとの報道にはじまりました。ＷＨＯ(世界保健機構)のテドロフ事務局長は、3月23日

「パンデミック(世界的大流行)が加速している」と表明しました。米ジョーンズ・ホプキンス大学の集計(3月

24日)で、感染者は世界全体（160カ国以上）で、38万人を上回り、わずか数日で倍増ペースになっています。

死者は約1万6500人です。

国内では、3月25日現在、感染者累計2016人、死者55人となっています。長野県内では、5人目の感染者

が確認されています。

新型コロナウイルス感染拡大に関わり、日本社会の多くの課題が浮き彫りになっています。障害者・家族に

かかわる課題を中心に主なことを紹介します。

新型コロナウイルスは、免疫能力が低く、基礎疾患(持病)のある高齢者が重症化します。当然、障害者・患

者は大きなリスクを負っています。また、重度障害者は、支援・介助がなければ日常生活や健康・いのちをつ

なぐことができません。福祉・介護関係の事業所の備えなども万全を期しておく必要があります。

感染予防、感染の確認などにおいて対応が遅れ、未だに十分に機能していません。その背景に、1990年代か

ら始まった、「合理化」「行政改革」の名のもとに強行された、保健所の統廃合、国立感染症研究所の人員削減

などがあります。92年に852か所あった保健所は2019年に472カ所に半減、職員数は約2割減、中でも医師

は4割以上の減になっています。保健所長は原則医師とされていますが、医師が確保できず兼務している所も

たくさんあります。

政府は、新型コロナの相談窓口を各保健所に設置された「帰国者・接触者相談センター」に一本化し、感染

を判定するＰＣＲ検査の実施の判断も保健所に委ねましたが、このセンターも特別な部署があるわけではなく、

保健所全体で相談に当たっているのが現状です。

安倍首相が2月27日に行った全国一律休校要請は、障害児や保護者、放課後等デイサービス事業者などに

大きな混乱と不安、生活困難をもたらしました。

根源的な問題は、子どもたちが憲法で保障された教育を受ける権利を、法的な根拠、医学的な根拠もなく、

政治的な思惑で奪ったことにあります。

新型コロナウイルス感染に係る諸課題については、各障害者関係団体からも多くの声明や要請が出されてい

ますので、省略しますが、これからも、関係団体が連携しあい、必要な要請を行政に行うとともに、一定の落

ち着きを見せた時点で、災害問題同様、教訓をまとめ次に備えるための提言を作成する必要があります。

最後に、この種の問題に必ず起きてくる、人権侵害、障害者差別問題を指摘しておきたいと思います。

▼米トランプ大統領は「中国ウイルス」、日本の麻生太郎副首相兼財務相や自民党議員の一部は「武漢ウイルス」

と侮蔑を込めて呼びました。ＷＨＯは、特定の地域や民族に対する差別や風評被害等を防止する観点から、感

染症の病名に地名、人名、動物や食品の名称、特定の文化や産業、職業の名称を使わない方針を定めています。

ＷＨＯは2月11日に新型コロナウイルスによる肺炎を「ＣＯＶＩＤ（コビット）－19」と定めました。

▼れいわ新撰組の舩後靖彦参院議員が新型コロナウイルスの影響で国会を欠席していることに、音喜多駿参院

議員（日本維新の会）が「致し方のない事情だと存じますが、その分の採否は返納されないと、国民の納得を

得るのは厳しい」とツイッターに投稿しました。舩後氏は、筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者で、「呼吸系に
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影響が出る感染症にかかれば命にかかわる」として、3月10日の審議を欠席しました。当然理由を含め、連絡

を取った上での欠席です。以前、同党の長谷川豊氏(元フジテレビアナウンサー・参院全国比例候補)のブログ

に「自業自得の人工透析患者なんて、全員実費負担させよ！無理だと泣くならそのまま殺せ！」と記し、強い

批判を受けたことを思い起こさせます。

▼新型コロナウイルスの感染を防ぐために幼稚園や保育園、学童保育に備蓄マスクを配布しているさいたま市

が、埼玉朝鮮初中級学校の幼稚部（同市大宮区、園児41人）を配布対象から外すという差別的対応をとって

いたことが、3月12日までに分かりました。同学校の朴成文・教務主任は「10日に園長が市に電話で問い合

わせたところ、配布対象外だと説明されたので驚きました。応答した課長補佐に理由を聞くと『不適切に転売

される恐れがある』と言われ、ショックを受けました。不平等で差別的合対応だとして抗議しました」と言い

ます。報道を知った多くの方々からの批判に、市は配布の方針に転換しました。

公立・公的病院の再編統合問題

厚生労働省は昨年9月下旬に、医療費の抑制を狙い、再編・統合の議論を促すよう全国424(内県内15)もの

公立・公的病院の実名を公表しました。さらに今年1月には、公表時のデータを精査して約440病院を対象に

した修正版リストを都道府県に示し、議論を進めるよう正式に要請していました。全国の医療関係団体を中心

に、患者団体等が国に対し、方針の撤回や見直しを求める運動が巻き起こりました。

共同通信が昨年11月から今年1月にかけて実施した、全国47都道府県と全1,741市区町村を対象にしたア

ンケート調査では、63％の自治体が「不満」「やや不満」と回答し、「病院がなくなるとの住民不安をあおった」

との批判が集中しました。

長野県では、県と39市町村が「不満」、17市町村が「やや不満」と答え、「不満」と「やや不満」を合わせ

72％に達し、全国より15㌽高くなっています。

「地域医療と公立・公的病院を守る長野県連絡会」は、国の病院名公表を受け、今年1月から、名指しされた

県内の医療機関との懇談を重ねてきました。11病院との懇談で寄せられた要望や県民、医療関係者、患者・障

害者団体等の声を集め、阿部守一長野県知事あての要請書にまとめ、3月19日、県への要請行動を行いました。

要請書は、厚生労働省の「要請」に基づいて再編・統合が進められれば地域の住民が安全で質の高い医療を

受けられなくなると指摘し、▽知事として、厚労省に、県内15病院を含む440病院のリストと「再検証」の

白紙撤回を求める▽県内15病院を含むすべての県内医療機関の存続及び一層の充実と、医師・看護師などの

確保を進める▽「いつでも・どこでも・だれでも」、必要な医療が受けられる提供体制を整備、そのための財政

措置などの3項目を求めています。

国会では、3月3日の衆議院予算委員会において、小池晃議員（日本共産党）の新型コロナウイルス感染問

題に関する質問、「政府も公的病院の重要性を改めて認識したのではないか」に対し、加藤勝信厚労大臣は「感

染症病床全体の9割以上を公立、公的医療機関が担っており、果たす役割は大きい」と回答しました。

厚労省は、3月16日までに、全国約440の公立・公的病院に要請していた再編・統合の検証期限を事実上延

長する通知を、都道府県知事あてに出しました。統廃合を行わない場合は3月末までに結論を出すよう求めて

いましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のために対応したと説明しています。

3月19日、新型コロナウイルス感染症の拡大後、初めて開かれた厚労省の病院の再編・統合を議論する有識

者会議で、全国自治体病院協議会の小熊豊会長は「公立・公的病院に（新型コロナウイルスの）感染者が多く

入っており、病院機能がマヒしかかっている。今の医療体制では地方で重症者はなかなか診られない」と窮状

を説明した上で、「有事対応のため常に医療体制は余裕を持っていないといけない」と述べ、「効率化」の名で

病床削減を加速させようとしている国を諫めました。また、日本医師会の中川敏夫副会長は、感染者が急増し

ているイタリアの背景に医療費削減による医療従事者不足があると指摘しました。そして、緊急時対応のため

病床数に余裕を持たせておくことや、医療機器の備えに国が財政確保することを求めました。

厚労省は、再編・統合等をすべて撤回したわけではありません。基本的には強行する姿勢は堅持したままで

す。今後の地域や都道府県レベル、国レベルでの運動がさらに重要になっています。
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水増し問題後の障害者雇用

人事院は11月26日、障害者を対象にした2019年度の国家公務員採用試験で、244人が合格したと発表しま

した。水増し問題を受けたもので、昨年度に続き2回目。合格者は常勤職員として、各省庁や地方の出先機関

で勤務を始めることができます。申込者数は4574人で、競争率18・7％。省庁別の合格者は国税庁の48人が

最多で、法務省28人、出入国残留管理局26人と続きます。障害種別では精神が63.1％、身体が36.5％、知

的が0.4％となっています。

厚労省は2月下旬、昨年12月31時点で国のすべての行政機関が法定雇用率(2.5％)を達成したと発表しま

した。水増ししていた28行政機関が採用を進めた結果です。ただ、障害者雇用に対する「合理的配慮」の進

捗状況については今後の検証が求められています。

一方、厚労省が12月25日に発表した、2019年の障害者雇用状況（6月1日現在）では、法定雇用率を達成

した市町村の割合は前年度比2.7％上昇の72.3％に留まっています。厚労省の担当者は「定員や予算の関係で

新規採用が限られる中、障害者を大きく増やせなかった」とみています。

6月時点の達成率は、教育委員会が1.0％㌽減の38.0％となり、特に都道府県教委が1割強にとどまってい

ます。「地方では教員免許を取得した障害者が少ない」（厚労省）といい、改善が難しい状況が続いています。

全国自治体(1788)を対象とした共同通信アンケート(19年11月～20年1月)で、教育委員会などを除く首長

部局に知的、精神障害者を一人も雇用していないと回答したのは、少なくとも41％の731自治体に上ることが

3月22日、分かりました。全体の13％に当たる230自治体は、一般職員(短時間を含む)の募集条件から知的

又は精神障害者を除外していました。厚労省は水増し後の法改正で行政機関への監督を強化し、同年12月に

は特定の障害種によって応募を制限しないよう自治体に通知しました。しかし知的、精神障害者については、

体調管理や仕事の創出が難しいことを理由に、障壁が解消されていない実態が浮かびあがりました。

県内では6市町村が、募集から除外し、「本人に見合った仕事がない」「周囲のサポートの仕方が分からない」

「自力で通勤が困難」「長時間の勤務が難しい」「小さな村では1人でいくつもの事務事業を担当するため、適

正な配置が難しい」などの理由をあげています。障害者差別解消法は「合理的配慮」を公的機関は義務として

います。財政力の弱い自治体への配慮が求められます。

※法定雇用率は、国の機関と地方自治体が2.5％、教育委員会が2.4％、民間が2.2％

「津久井やまゆり園」殺傷事件、結審

相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆり園」で2016年7月、入所者19人が殺害され、職員を含む26

人が重軽傷を負った事件の裁判員裁判が3月16日に結審し、横浜地裁（青沼潔裁判長）は、「19人もの人命が

奪われ、結果は他の事件と比較できないほど甚だしく重大。計画的かつ強烈な殺意に貫かれた犯行だ」として、

殺人罪などに問われた元職員植松聖被告（30）に求刑通り死刑判決を言い渡しました。

新聞報道によると、判決後の18日、植松聖被告は、共同通信の接見取材に応じ「控訴しない」「弁護士が控

訴したとしても、取り下げる」と述べています。公判で重度障害者を差別する発言を繰り返したことに関して

「自分はおかしいことを言っているとは思わない」「(重度障害者は)殺されても文句は言えない」などと改めて

事件を正当化したと言います。また、法廷での遺族による意見陳述に対し、被告は「ヒステリックだと思った。

心に響かなかった」と語ったと記されています。「判決は出されましたが、問題は何も解決されていません」障

害者、関係者多くの思いです。

事件発生後、障害のある仲間たちが強く感じたのは、「言い知れぬ恐怖」や「まとわりつくような不安」でし

た。日本では、戦後の「人権・平和・民主主義」を標榜する憲法下においても旧優生保護法（1996年まで）な

どの社会制度として障害者の人権がないがしろにされ、偏見や差別が是認されてきました。子どもの頃から過

度に競争主義の教育制度の中で「できる・できない」で比較・選別され、社会に出ると経済活動の貢献度「生

産性のある・なしやそのレベル」で人の価値をはかる仕組みの中に置かれてきました。

障害者関係団体の様々な集まりでは、この事件の話題でもちきりでした。重い障害のある仲間からは、「外に

出るのが怖くなった」という声も聞かれました。

さらに追い打ちをかけたのがネット上で、「生産性のない者、役に立たない者を排除する」考え方を擁護する

意見がたくさん出されたことです。問題の根深さに誰もが気付かされました。
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多くの関係者が、裁判に期待したことは、「植松被告が、なぜあのような『思想』を持ち、なぜあのような悲

惨な事件を起こしたのか」ということです。とりわけ、植松被告の人間形成の過程と社会的な背景、憲法並び

に国の法律や障害者権利条約の記された「人権・権利」と重度障害者の関係について明らかにしてほしいと願

っていました。

残念ながら、裁判は、被告の責任能力が中心に問われ、根源的な問題には触れずに結審しました。被害者保

護、プライバシー保護を理由に、重傷を負った尾野一矢さん（46）以外の被害者は「甲Ｂ」「乙Ａ」などの記号

で読み上げられました。記号に違和感を持った美帆さん(死亡当時19)の母親が名前を出すことを望みました。

裁判に求めるのは結論だけでなく「娘の存在を、皆に覚えていてほしい」との思いからでした。傍聴席も遺族

らの席は、周囲から見えないように高さ２㍍の衝立で仕切られ、廊下にも遮蔽板が張られました。尾野さんの

父剛志さん（76）は「どうして僕らは被告の顔を見られないのか」と衝立の外の席に移動したいと申し出たが、

認められなかったと言います。裁判そのものに、社会の差別と偏見が色濃く反映していました。

いろいろな方の意見をお聞きしました。障害者関係に携わる方たちには「死刑判決」に違和感を覚える方が

多いことがわかりました。「死刑制度は、植松被告の主張する、『必要ないのち』『不要ないのち』の選択に通ず

る」と。

話をお聞きした、障害者・家族、関係者の思いは同じでした。「風化させてはいけない」、私たちみんなで語

り継ぎ、社会にある「優生思想」、内なる「優生思想」と向き合い、克服していくことが求められています。

旧優生保護法は違憲でも国の賠償は認めず 仙台地裁で矛盾した判決

「不良な子孫の出生を防止する」とした旧優生保護法(1948～96年)下で不妊手術を強制された宮城県の60

代と70代の女性２人が国に謝罪と損害賠償計7,150万円を求めた訴訟の判決が5月28日、仙台地裁で出され

ました。

中島基至裁判長は、子どもを産むかどうかを自ら決める権利(リプロダクティブ権)について、「幸福追求権を

保障する憲法13条に照らして尊重される」と認めました。その上で、旧優生保護法が「その幸福の可能性を

一方的に奪い個人の尊厳を踏みにじった」「権利侵害の程度は極めて大きい」と、憲法に違反し無効だと判断し

ました。

その上で、手術を裏付ける証拠の入手が容易でなく、被害者が早期に賠償請求することは困難だったとし、

救済のための立法の必要性を認めました。一方で、救済法の要件や賠償額などは、国会の裁量であり、国内で

はリプロダクティブ権についての法的議論の蓄積が少なく、旧法をめぐる司法判断もなかったとして、国会の

立法不作為が違法とまでは言えないと結論付けました。さらに国の賠償責任については、20年で請求権が消滅

する「除斥期間」には合理性があるとして、認めませんでした。

原告側の新里宏二弁護団長は、旧優生保護法は違憲とし、救済の必要性を認めながら、国への損害賠償請求

を棄却した地裁判決を不当として31日、仙台高裁に控訴しました。

原告側はじめ、支援者や多くの障害者団体、民主団体などは、先に国会で成立した、「一時金支給法」（救済

法）の不十分さを補う判決が出るものと期待していましたが、仙台地裁の不当判決に、落胆や怒りが広がり、

多くの団体が、声明を出したり意見表明を行ったりしています。

被害者に真の人権回復を！ ＪＤ緊急声明を発信

日本障害者協議会（ＪＤ）は「被害者に真の人権回復を 優生保護法訴訟 仙台地裁不当判決を受けての緊

急声明」を6月4日付で発表しました。

声明は、「4月24日に制定された『旧優生保護法に基づく優生手術を受けたものに対する一時金の支給等に

関する法律』が多くの問題点を残したまま、不十分な内容で成立し、その不十分さが司法の場で補われること

を切望したが、期待は大きく裏切られた」と書き出しています。

判決については、「旧優生保護法に基づく強制不妊手術は違憲」「手術から20年の間に原告らが国に賠償請求

することは現実的に困難だった」「立法措置は必要不可欠」「根強く残っていた優生思想が正しく克服され、何

人も差別なく幸福を追求することができ、一人ひとりの生きがいが真に尊重される社会」の実現を求めている

としながら、結論は、リプロダクティブ権の議論の蓄積の少なさ、除斥期間の合理性を認め、国会の立法不作

為を認めず、原告の請求を棄却したことに対し、「なぜこのような結論に至るのか素朴な市民感覚からは理解に
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苦しむ」と強く批判しています。

また、判決は原告はじめ多くの被害者の苦悩にまともに向き合うものではない「不当判決」だと強調し、Ｊ

Ｄは、原告・弁護団の控訴を全面的に支持、支援していくと表明しています。

さらに、控訴審においては、「被害者に共通するのは、①物事を主張できないか主張できにくい立場にある、

②もともと社会の偏見や差別にさらされ、ニーズや実態が封殺されやすい立場にある、③被害者に女性が多い

ことは、女性障害者が被りやすい、いわゆる複合差別が重なっている、などである」とし、「この問題への対処

にあたっては、既存の法制度の枠組みや慣行のみでは限界がある。これらを越えた観点が必要である」ことを

踏まえるよう要望しています。

最後に、全国7地裁で闘っている原告や関係者を引き続き支援し、「人権と尊厳の回復に資する判決を求めて

いく」と決意を記しています。

国連・障害者権利委員会の審査・勧告に期待

日本政府の締約国の義務としての報告が、障害者の権利に関する委員会(以下、委員会)に提出されました。

私たちのパラレルレポートもＪＤＦ（ＪＤ経由）から提出され、この夏に委員会における日本の審査が予定さ

れています。（新型コロナウイルスの影響が懸念されますー傍聴団の派遣含め）そこでのロビー活動、審査・勧

告内容に期待しています。

国内からは、私たち障害者団体のほかに、日本弁護士連合会からも委員会に対し、パラレルレポートが提出

されています。日弁連は、12月4日、「障害者権利条約の締約国法制に与える影響に関する院内集会」を衆議

院第2議員会館で開催し、パラレポ作成プロジェクトチーム副座長の辻川圭乃弁護士が、事前質問事項の内容

を報告しました。

障害者差別解消法があらゆる差別を禁止しているかどうかをはじめ、条約のほぼすべての条項にわたって34

項目の質問があり、障害者が法律の前に等しく認められる権利を制限するすべての法律の撤廃など、踏み込ん

だ質問があると述べました。また、国連障害者権利委員会のテレジア・デゲナー前委員長が講演。条約を定め

る権利が侵害された個人が国連機関に通報できる個人通報制度によって人権の回復と救済が図られているハン

ガリーでの事例を示しながら、同制度と合わせて国内に政府から独立した国内人権機関を創設することの意義

を語りました。

今後、障害者団体としても、政府や行政から独立した「国内人権機関」の創設、施策の立案過程での「当事

者参加」「第三者委員会」などを強く求めていくことが大切です。

台風19号災害と障害者・家族、高齢者等、要援護者の課題

昨年10月に日本列島を襲った台風19号は、長野、福島、宮城、茨城、群馬、栃木、埼玉の７県の322河

川、325か所で越水や決壊等が発生し、死者は70人超、6万棟を超える住宅が浸水し、産業面でも農業を中心

に深刻な被害をだしました。政府の集計では、台風19～21号でこれまで全国で98人が死亡、3人が行方不明

となっています。

台風19号による広域にわたっての大雨による災害は、約3万4500㌶となり、2018年7月の西日本豪雨（約

1万8500㌶）を大きく上回りました。

県内の人的被害は、13市町村で、死者5人、重軽傷者144人（うち重傷7人）です。屋外での死者や車内で

の被災もありました。犠牲になった5人は、いずれも当時68～81歳の高齢者です。県災害対策課のまとめ(11

月29日現在)では、住宅被害は、35市町村8551世帯に上ります。

現在、被災した各市町村の報告がまとめられています。多くの自治体が3月中を目標にしています。

信毎報道で、次のような記事が出ていました。

佐久穂 消防団作成「支え合いマップ」台風19号災害 初動で効果発揮

高齢者や独居世帯などを地図上に記し、災害時の避難に生かす佐久穂町消防団作成の「支え合いマップ」が、

昨年10月の台風19号災害で効果を発揮した。マップは約10年前に作成。町では大きな災害がなかったこと

から更新が途絶えていたが、2014年に白馬村など県北部を襲った地震を受けて、18年に更新した。今回の台



10

風時に団員が行う避難確認などに役立った。

県社協によると、マップは民生児童委員や区長らが作成することが多く、消防団が主導する取り組みは珍し

いという。

町消防団の井出典久団長(49)がマップの行進を発案。地震直後、白馬村の住民がマップを救助に生かし、住

民同士が互いに助け合ったことを人づてに知り、「災害の初動は住民同士で助け合うことが重要と考えた」とい

う。マップは全7分団が持ち、最低年1回、更新するルール。被害が大きかった同町大日向で第3分団副団長

を務める由井大輔さん(43)は、分団の中でも出身地域が違うと、どのような住民がいるか把握は難しい―と説

明。マップを作成したことで「支援が必要な住民の情報が共有できた」とし、災害時の避難確認も「迅速にで

きた」と振り返る。 井出団長は「今後も妊婦など記入する内容を増やし、使いやすい地図にしたい」と話し

ている。

当会では、台風19号災害と新型コロナウイルス感染問題を「災害」と位置付け、聞き取り調査を行っ

ています。会員の協力を得て、7月中のまとめを目指しています。

四 議事

第１号議案 2019年度活動報告と決算について

１．活動の概要（表） 2019年度の主な活動

月 県推進協 県内関係団体の取組 全国的な活動

３

16日（土）

◎2019年度協議員総会

記念講演会

県新年度事業・予算説明会

○新聞印刷25日、発送28日

○県民教学習会（30日） 諏訪湖ハイツ

４

20日（土）

○第１回常任委員会

（・主な協議）

・中央行動 ・年間計画ほか

○新聞印刷22日、発送26日

○社保協事務局会・福祉医療役員会

（5日、竹田外）

○社保協運営委員会（12日、竹田）

○全障研大会事務局会（13日）

〇全障研プレ企画（近藤直子講演会、27日）

○障全協第53回定期総

会＆国会行動

（7～8日、原）

５

18日（土）

○第２回常任委員会

○新聞印刷29日、発送30日

○メーデー（1日）

○全障研大会事務局会（6日）

○社保協事務局会、福祉医療役員会（10日）

○県難病連総会（22日）

○社保協運営委員会（17日、竹田）

○県障害児学校教組定期総会（19日）

〇全障研プレ企画（塚田直也講演会、25日）

○福祉医療給付制度の改善をすすめる会総会

講演会（26日、役員複数参加）

○ＪＤ総会、政策会議

（24日、原）

６

22日（土）

○第３回常任委員会

○新聞印刷24日、発送28日

○福祉医療の会役員会（7日、竹田外）

○「特別支援教育を考える」総合研究会

全障研大会事務局会（9日）

○社保協運営委員会（14日、竹田）

○ポプラの会総会・研修会（16日）

○県教組障教部定期大会、講演会（16日）

○障全協幹事会、中央行

動（26～27日、原）
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７

20日（土）
第4回常任委員会
26日（金）事務局会
○新聞印刷22日、発送26日

○社保協事務局会、福祉医療役員会

（5日、竹田外）

○社保協運営委員会（12日、竹田）

〇全障研実行委・プレ企画（原講演会、13日）

８

17日（土）

○第４回常任委員会

○新聞印刷26日、発送29日

○社保協事務局会、福祉医療役員会

（2日、竹田ほか）

○社保協運営委員会（9日,竹田）

○県民教（11日）安曇野

○社保協第8回地域・団体代表者会（24日、

原ほか）

○全障研総括会議（31日、原ほか）

○全障研全国大会（3～

4日）長野市

９

14日（土）

○第５回常任委員会

17日（火）

○県陳情・担当者打合せ

○新聞印刷24日、発送27日

○社保協事務局会、福祉医療役員会

（6日、竹田ほか）

○社保協運営委員会（13日,竹田）

〇人権学習会(14日、原、屋代)

○羽田議員・福祉医療要請行動(20日)

○障害児学校教育研究集会（28日）長野

○障全協幹事会、中央行

動（25～26日、原）

10

12日（土）

○第６回常任委員会

12日（月）

○新聞印刷23日、発送28日

○社保協事務局会、福祉医療役員会（4日）

○社保協運営委員会（11日,竹田）

○チャリティコンサート・ポプラの会(13日)

○障害児教育部学習会（26日）松本

○災対連内閣府交渉(25

日、原)

11

16日（土）

○第７回常任委員会

・陳情書、重点要望事項

○新聞印刷27日、発送⑵8日

○社保協事務局会、福祉医療役員会（1日）

○社保協運営委員会（8日、竹田）

○県教育研究集会（9日～10日）諏訪

○高齢者大会実行委員会（12日,原）

○介護なんでも電話相談（日,松丸）社保協

○障全協第53回全国集

会・中央行動（24～25

日）オリンピック記念青

少年総合センター

○義務制40周年集会

（25日）

12

15日（土）

○第８回常任委員会

○新聞印刷23日、発送26日

○「障害者と防災」学習会(1日、原)

○社保協事務局会、福祉医療役員会

（6日、竹田、原）

○社保協運営委員会（13日,竹田）

○共生社会づくり条例意見交換会(14日、原)

○高齢者大会実行委員会（17日,原）

○全障研組織者・支部長

会議（22日,原）

１

18日（土）

○第９回常任委員会

29日（水）

○県陳情懇談会

○新聞印刷27日、発送30日

○社保協事務局会、福祉医療役員会

（10日、竹田、原）

○社保協運営委員会（17日、竹田）

○高齢者大会実行委員会（21日,原）

○「基本合意10年」全

国集会(7日、原ほか)

２

15日（土）

○第10回常任委員会

・協議員総会

○新聞印刷25日、発送28日

○拡大事務局会（総会議案書案

作成）

○社保協事務局会（7日、竹田）

○県社保協総会・講演会（8日）

○福祉医療県議会請願（13日、竹田）

○社保協運営委員会（14日、竹田）

○災害シンポジウム（16日、原）

○高齢者大会実行委員会（18日、原）

○中信地区学習会（22日、原）
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３

13日（金）又は16日（月）

拡大事務局会

20日（金）

○2020年度協議員総会

長野市障害者福祉センター

○社保協事務局会、福祉医療役員会

（6日、竹田、原）

○社保協運営委員会（13日、竹田）

○全障研県総会（28日）

○障全協幹事会

（4日、原）

２、主な活動の報告と残された課題

⑴ 全国障害者問題研究会の長野開催とプレ企画の開催

第53回全国障害者問題研究会全国大会は8月 3～4日に、テーマ「守ろう平和・いのち・人権 学びあ

おう発達保障」のもと、二日間で延べ約3千人が参加し開催されました。当会の本年度前半期の活動は、

大会成功を目指し組織をあげて協力しました。

一日目の全体会は、参加者も巻き込み、会場いっぱいに感動の渦を巻き起こした、今を生きる仲間たち

の「生きる喜びを伝えたい」思いを身体全体で表現したオープニングの太鼓と文化行事。現在の障害児者

の抱える実態から日本社会の課題を明らかにした基調報告。戦争の反省の上に策定された日本国憲法や教

育基本法をもとに運動によって勝ち取られてきた障害児者の教育権獲得運動を中心とした特別報告。そし

て、戦没画学生が残した作品と、その作品を通して改めて問われた人権、平等、自由の大切さを心から訴

えた「無言館」館主の窪島誠一郎さんの記念講演。この大きな流れは、半世紀の歴史を振り返り、大会テ

ーマを具現化するものでした。

二日目には、信州大学教育学部、長野西高等学校、長野県農協ビル、長野市生涯学習センターを会場に、41

の分科会と学習講座（5講座）が開かれました。分科会には事前に101本のレポートが提出され、活発な討議

が行われました。

また、大会開催に合わせ、毎月1回、プレ企画として、県内各地において、子どもから青年・成人期ま

での障害児者の発達や社会参加等にかかわる学習会を、全障研県支部、教職員組合などと共催し開催、理

解と共同を広げました。

⑵ 福祉医療給付制度の改善をすすめる運動

福祉医療給付制度の改善をすすめる会を中心に活動を進めています。5月26日総会に併せて、和田浩

すすめる会会長（健和会病院院長、小児科医)を講師に「今、なぜ完全窓口無料が必要か」と題した記念

講演会を開催し、理解と活動を広げる取り組みをしました。

①到達点（県内）2020年 2月28日現在

○2018年 8 月から、償還払いであった子どもの医療費助成を、全市町村が中学卒業まで、所得制限なし

の現物給付とした。

○市町村レベルでは、64市町村（77市町村中、83.1％）が、通院について18歳年度末までとした。

○窓口での自己負担なし(無料化)が 11町村（同14.3％）に広がった。

②会の目標

○国に対して医療費無料化に対するペナルティーの廃止を求める運動をすすめる。

○県に対して、「通院も15歳まで予算化して助成を拡大する」「受給者負担金を廃止する」「障がい者分野

も現物給付化する」「精神障がい者を身体・知的障がいと同等にする」「県として、同事業についての県民

アンケートを実施し公表するとともに、当事者参加の下、制度の改善をすすめる」

③実施した活動

ⅰ国会議員要請

9月20日、この夏に実施された参院選において、野党統一候補として当選した、羽田雄一郎議員（国民）へ

の要請行動を行いました。「国による全国一律の子ども医療費助成制度創設を求める要望書」を手渡し、具体的

な要請事項として、次の二点を示しました。「中学卒業までをめざし、当面、就学前までの国による医療費無料

制度を早期に創設してください」「子ども医療費を現物給付で助成した市町村への国民健康保険（国保）国庫補
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助金の減額措置（ペナルティー）を完全に廃止してください」

また、医療費助成制度に関する障害者・家族のねがいについても次の二点について要請しました。「子ども医

療助成（未就学児）の現物給付に関するペナルティーが撤廃されました。子ども分野の拡充に合わせ、障害者

分野の福祉医療給付制度（重度心身障害者（児）医療助成制度）の現物給付に関しても、ペナルティーを撤廃

してください」「重度心身障害者（児）医療助成制度の国の制度化（現物給付化）及び、精神障害者や難病患者

等への対象拡大をすすめてください」。

羽田議員は、国のペナルティーについて「差があってはならない、どこに住んでいても同じ医療を受けられ

るようにすべきで、先進事例をつぶすようなやり方には反対。むしろ、先進県に合わせる、先進県を支援する

方向でなければならない」と述べました。

最後に、原健事務局長は、「野党各党にも働きかけ、実現を目指していただきたい」と要請しました。

20年2月17日、「子ども医療全国ネット」の全国集会に併せて地元選出の杉尾秀哉議員（立憲）、武田良介

議員（共）並びに藤野保史議員秘書に対し、同様の要望書を手渡し要請・懇談を行いました。

ⅱ県議会請願

2020年 2月定例県議会に対し、「子ども・障がい者等の福祉医療給付制度のさらなる拡充を求める請願

書」を提出しました。請願事項は、「県として通院についても中学卒業まで福祉医療給付制度の現物給付

化を予算化してください」「自己負担金を廃止し、完全無料の現物給付制度としてください」「障がい者を

含めた福祉医療給付制度全体を現物給付化し、精神障がい者への給付を他の障がい者と同等にしてくださ

い」の3点です。紹介議員は、すべての会派に依頼しましたが、毛利栄子議員（共）、小林君男議員（無）

の二名で、継続審査となりました。

ⅲ地区社保協の活動

市町村キャラバンにおいて、各市町村の同事業の拡大・充実を要請しました。

長野地区社保協は、20年 3 月市議会において、国に対し意見書提出を求める請願行動を実施。請願事

項は、「子ども医療費無料化は国の制度として全国一律に実施すること」「子どもや障害者等の医療費窓口

無料化(現物給付)を実施している市町村に対する、国保への国庫負担金の減額措置を全廃すること」

賛成少数で不採択となりました。

ⅳ厚生労働省への働きかけ

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（障全協）が6月27日に行った、厚生労働省との「障害者医

療・医療費助成制度等に関する懇談会」に参加しました。障全協は日本障害者センターが実施した「重度心身

障害者(児)医療費助成制度全国実施状況調査報告」を基に、「子ども医療助成の現物給付に関するペナルティー

撤廃と同様に、重度心身障害者(児)医療費助成制度の現物給付に関するペナルティー撤廃」を強く要求しまし

た。厚労省は、「障害者分野のペナルティーの総額は306億円に上る」ことを明らかにし、国の制度化につい

ては、「厳しい財政事情により困難」との回答でした。

「障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団との基本合意や総合福祉部会の骨格提言において『自立支援医

療の利用者負担』の見直しが明記されていますが。実施状況を教えてください」との要望に対し、厚労省の担

当者は「自立支援医療の非課税世帯の無償化（以下、「無償化」）は、障害者自立支援違憲訴訟の基本合意に基

づくものであるため、重く受け止めているが、無償化にあたっては142億円の予算が必要になる。実現にあた

っては他制度の予算削減が求められるため、今後も予算を確保できるようにしていきたい」と回答。障害者自

立支援違憲訴訟団との基本合意があるために、ここについてだけ丁寧な回答でしたが、後の回答で「予算はス

クラッチ＆ビルド、どこかに予算を付ければ、どこかを減らす仕組みの中で困難」という考え方が貫かれ、新

たな予算付けはできないとの回答ばかりでした。

「障害児者へのインフルエンザ予防接種の費用の公費制度創設」「入院時食事療養費助成を」「遠隔地の医療

機関にかからざるをえないケースの際、通院交通費について自立支援医療による公的支援を行っている自治体

がある。国として制度化を」ほかの要望が出されました。

⑶ 台風19号による災害への対応 新型コロナウイルス感染問題への対応

会員や加盟団体・協力団体等を通して被害情報等の収集に努めました。（継続中）県等からも情報提供



14

を受け、今後の活動についての方針を検討しました。

10月 25日「災害被災者支援と災害対策改善を求める全国連絡会（災対連）」の国に対する要請行動に

参加しました。「内閣府の事務連絡『避難所の生活環境の整備について(留意事項)』を徹底し実現するための

手立てを緊急に取ること」「避難所での生活環境を改善し、被災者の人権が守られる環境に改善を図ること」「内

閣府『避難所運営ガイドライン』の徹底、国際赤十字が推奨する国際基準『スフィア基準』を参考に緊急に改

善すること」「速やかに公営住宅や民間賃貸し住宅を『避難所』や『仮設住宅』として確保し、親戚や知人宅へ

の避難者も含めた被災者に無償提供すること」「二次被害を防止すること」などを求めました。内閣府の担当

者は1人しかいない、変わったばかりで十分に理解できていないことなどに驚きました。

11月 24日障全協第53回全国集会「障害者の災害・防災に関する特別分科会」に松丸代表が報告し、

翌25日（月）、内閣府と厚労省への要望・懇談を実施しました。

中国が発生源と思われる新型コロナウイルスの感染拡大が続き、2月下旬、突然、安倍首相が「全国公

立学校の一律休業」を打ち出し、全国に混乱が広がりました。とりわけ、特別支援学校の休校に伴う課題

や障害者福祉に及ぼす影響などを明らかにし、子どもたちや保護者、関係者を守る取り組みが求められま

す。実態把握を含め今後の課題です。

⑷ 県との陳情懇談会の開催

2019年度の県陳情懇談会は当初10月29日の開催を予定し、準備や県との打ち合わせが進んでいましたが、

10月12～13日にかけての台風19号による千曲川水系を中心とした大災害が発生しために延期され20年1月

29日（水）に開催されました。

陳情懇談会は、冒頭、陳情が延期されている間に起きた、国・厚生労働省が全国424病院を名指しして、再

編や統廃合につながる「具体的対応方針の再検証」を求めた問題について、次の陳情事項の追加を文書で提出

し、県の見解を求めました。

（追加陳情項目）

１．長野県知事として、厚生労働省に対し、県内15病院を含む424病院のリストと再検証の白紙撤回を求め

てください。

２．長野県として、障害者・患者をはじめとした県民のいのちと健康、生活を守るために、医師、看護師ほか

医療従事者の十分な確保をすすめ、県内医療機関の存続を前提に、地域医療のさらなる充実をめざしてくださ

い。

県の担当者は、「県民に不安や憤りが広がっていることは承知している。地域医療調整会議でも声を聞いてい

る。国は全国一律の基準で、地域においての公的病院の役割を十分に配慮していない不適切なものと感じてい

る。「撤回」までは求めていないが、根拠となるデータを求めている。限られたデータではなく、多角的、客観

的な分析をお願いしている。県リハや鹿教湯など専門的医療を担い、他の病院も地域医療のセーフティーネッ

トを担っていることを承知している」などと回答しました。

以降、福祉医療給付制度、精神障がい者に対する施策、難病対策、てんかんに対する諸施策、医療的ケアを

必要とする障害児者の課題、障害児の教育、高齢の親と障害のある子の生活の場、労働・所得保障、地域活動

センター・事業所の拡充、災害時の対応など重点事項について、3時間に渡ってやり取りが行われました。

県てんかん協会は独自に県議会請願などに取組み、新年度予算の知事査定で、てんかん拠点病院の予算が付

くなど、一定の前進がみられました。

放課後デイサービスほか福祉現場の改善に関わる要望では、障害のある子を持つ親の立場から、昨年、北信

地方で起きた行方不明事案を中心に次のような訴えがありました。（要旨のみ）

「養護学校を終わって、ある事業所の放課後デイサービスを利用していた生徒が散歩中に駆け出し（多動傾

向がある子）そのまま、行方不明となりました。現在も見つかっていません。その事業所は、他の事業所以上

に障害の重い子を受け入れてくれていました。優しく信頼されていた所長さんは、自責の念からか自裁してし

まいました。小さなご自身の子どもや家族がいる方です。他の事業所でも様々な事故が起きています。保育の

資格を持つ女性が手伝いを頼まれ、多動な子を含め三人の障害児者を見ているなど当たり前になっています。

どんなに厳しい状況の中に、子どもたちが置かれているのか、職員が働いているかを知っていただきたい。
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一番の問題は、余りにも貧しい施策で、人手が足りないこと、専門のスキルを持った職員の配置がなされて

いないこと、専門性を養う機会もないことです。（障害児者以外にも、高齢者の事業所の例も挙げて制度改善を

切々と訴えました）」

⑸ 県内の共同

①県社会保障推進協議会（県社保協）

県社保協の運営委員会に参加し、県内の社会保障全般の課題を共有し活動を進めることができました。

8月 24日の「地域・団体代表者会」では、関係団体や地域での活動を交流するとともに、滋賀県野洲市

長・山中喜彰さんの「滞納から見える生活困窮の実態―滞納から支援につなげるために」とのテーマによ

る講演により、市民のニーズを的確に把握し支援を行う市政のあり方を学びました。また、20年 2月 8

日、総会に併せて行われた青山学院大学教授・申惠丰（シン・ヘボン）さんによる記念講演は、「軍事より

社会保障と教育に予算を―国際人権法の観点から」をテーマに学びあいました。

地区社保協との連携・共同では、前述した福祉医療給付制度の充実を求める活動のほか、松本地区社保

協は、12月の松本市への要請で、下記のように医療的ケアを必要とする障害者への福祉の充実を求めま

した。「看護師の動向を含めた移動支援の充実」「デイサービスなど土日祝日に重症児・者を預かる施設の

増と看護師配置の充実、同看護師加算の増」など

松丸代表が同会の代表委員の1人、竹田事務局長が同事務協次長を担っています。

②「特別支援教育を考える総合研究会」

同研究会を6月に全障研長野支部、県高校教育文化会議との共催で塩尻総合文化センターにおいて開催

しました。高等学校、小中学校、特別支援学校での実践交流や「特別支援教育と保護者との共同―自閉ス

ペクトラム症の生徒の問題を中心に」をテーマに、北九州市立大学教授・楠凡之さんの講演に学びあいま

した。

③そのほか

「障がい者と災害を考える市民の会（代表・池田純さん）」の開催する学習会（12/1）に参加しました。

今後、同会以外の諸団体を含めさらに共同を広げ、海の日学習会の成功を目指します。

全障研学習会、人権教育研修会ほか要請のあった講師派遣依頼や「介護・認知症何でも電話相談」など

の相談員派遣依頼などに応えてきました。

⑹ 全国組織との連携・共同

①障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)

障全協の各省交渉、要請懇談会、2020年度概算要求説明会（4/8,9/26,11/25）などに積極的に参加し、

様々な全国的な課題に対して、地方組織の立場から要求を届けました。長年の運動の積み上げにより、特

別支援学校の教室不足や施設設備の遅れについて文部科学省は初めて、「学校設置基準の必要性を含めて

検討する」と回答しました。

②日本障害者協議会（ＪＤ）

ＪＤの政策会議、学習会等に参加し、全国の情勢、障害者権利委員会へのパラレルレポートほかに学び

広報に努めることができました。

③全国的な共同行動への参加

「養護学校義務制40年・今こそ障害児の教育権を問う全国集会」19年 11月 25日、「基本合意10年全

国集会」20年 1月 7日など、全国組織（実行委員会・共同行動）が主催する各種取り組みに積極的に参

加し、広報でも周知してきました。

⑺ 「県障がい者共生社会づくり条例（仮称）」

県は、障害者の差別解消などに向け、「県障がい者共生社会づくり条例（仮称）」の作成を進めています。

作成の一環として、広く当事者や関係団体、県民等の意見を聞くことを目的に、12月に松本と長野で「意

見交換会」を開きました。この交換会に参加し、▽条例は、国の法制度に沿うことは必要ですが、障害者権
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利条約を指針にする、▽障害者の権利を守るシステムづくりとして、（骨子案のように）行政に相談窓口等が

あっても良いが、別に行政からは独立した、障害者や支援者が直接訴えたり、相談、勧告等ができたりする、

人権を守る「第三者機関」を設ける、▽国連障害者人権委員会の動きや、国の動きもある中、三年後又は三年

ごとの見直しができるようにする、などを提案しました。

来年三月頃（時期未定）をめどに成案をまとめ、その後、正式なパブリックコメントを募集していくことを

予定しているとのことです。会員や関係団体にも周知し意見反映に努めます。

⑻ 広報活動、福祉統一署名・募金活動、相談活動ほか

①広報活動

月刊県推協新聞「参加と平等」を毎月発行し、時々の当会の取り組み、全国的な動き、障害者関係のニュース及び

加盟団体等の活動を伝えるほか、ホームページを更新し必要な情報を発信しています。また、視覚障害者向けテキ

スト版ニュースの発行を行っています。

②福祉統一署名・募金活動

福祉統一署名（障全協、きょうされん、難病連）及び募金活動に取り組みました。

会費納入が厳しさを増し、募金に頼っている財政状況の改善ができていません。今後の財政の在り方につい

て検討が必要です。

③相談・人権擁護活動

障害児者・家族、関係者や関係団体からの相談等に応じ、相談・支援活動を行いました。

各種人権擁護活動、同訴訟に関わる支援活動など、県内外から要請のあった活動に取り組みました。

④組織・事務局の強化

会員の高齢化が進み、拡大も進んでいません。また、後継者の育成も引き続く課題となっています。

＜各団体・地域からの報告＞（省略）

2019年度 決算報告、監査報告と承認 （決算報告・竹田事務局長、監査報告；米倉拓也監事）別紙
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第２号議案 2020年度 活動方針並びに予算（案・別紙）について

＜活動方針＞

私たちの願いは、障害のあるなしにかかわらず、すべての者が人として尊重され、幸せに生きることで

す。終戦後、1947年に日本国憲法が施行され、翌1948年には国連で「人権に関する世界宣言」が採択さ

れました。どちらも悲惨な戦争の反省に立ち、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳

と権利において平等」との理念を掲げています。

1981年国際障害者年とした諸決議の中では、「多くの障害者が戦争及び他の形態の暴力の犠牲である故

に…」と改めて世界平和を訴える機会とすることを示し訴えています。

さらに、2006年に国連総会において採択された「障害者権利条約」は、「すべて障害者は、他の者との

平等を基礎として、その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する」と定めました。そして、障害

を社会の側の「態度や環境との間の相互作用」と捉え、「合理的配慮」など、社会の側の取り組みを義務

とする思想にまで高めています。

憲法や国際的な人権にかかわる条約を遂行すること、「平和・人権・民主主義」を守り、活かし、創り

上げることが、私たち障害者・家族、関係者の願いを実現することにつながっていることは明らかです。

国政の中に改憲勢力が多数を占め、その動きが現実的なものとなっている今、私たち自身が、憲法や障

害者権利条約についての学びを深め、仲間や家族に広め、県民に広め、施策に生かしていく活動を強めて

いくことが求められています。

また、「ひとりで悩む仲間や家族をなくそう！」との活動の原点を大事にしながら、憲法12条に謳われているよう

に、私たち自身の主体的な活動を発展させ、子どもや高齢者、女性など共通した多様な願いを持つ人々と積極的に

手をつなぎ活動をすすめます。

１ 障害者・家族の生活と権利を守る制度改善等の取り組み

⑴ 障害者・家族、関係諸団体の願いと要求を集め、県との陳情懇談会を開催し、施策反映を進めます。

また、地区社保協との協働を進め市町村への働きかけに努めます。

⑵ 長野県における「福祉医療制度の改善」に向けて、障害者・家族、関係者並びに県民に知らせる活

動を拡げます。当面、2018年8月実施の県の方式について、前進面と課題を整理し周知します。

とりわけ、障害者分野の現物給付化、三障害の公平化について理解を広げ、さらなる改善の運動を福

祉医療給付制度の改善をすすめる会と共に進めます。国政においても障害者・子どもを中心とした医

療費窓口無料化の運動を協働して進めます。

⑶ 台風19号災害並びに新型コロナウイルス感染拡大に伴う諸課題について実態を把握するとともに、

東日本大震災、県北部地震等の教訓を生かし、障害者・患者、家族を含め、全ての県民が安心して日々

の生活が送れるよう、防災対策の充実を働きかけます。

⑷ 「国連・障害者権利条約」の理念と内容を知らせ、理解を拡げ、県並びに各市町村の施策に反映で

きるよう引き続き取り組みを進めます。また、今夏に予定される、国連人権委員会の日本審査の動向

にも注視し、会員をはじめ県民への広報等に努めます。

⑸ 障害者総合支援法、障害者差別解消法、生活保護法ほか、様々な法・制度の利点を周知し生かす運

動並びに、障害者・家族等の生活実態に添い、それぞれの問題点を改正する運動を進めます。また、

障害者施策に大きな影響力がある、介護保険・医療・生活保護・年金などの諸制度改善に向けた活動

を関係団体とともに進めます。

⑹ 精神障害者など必要とする障害者・患者等の運賃割引制度の拡充、難病患者等の医療制度の充実な

どの課題について、関係団体と協働して運動を進めます。

⑺ 公立・公的病院再編・統廃合等の動きを許さず、地域医療の充実や障害・病気に応じた専門医療の

充実を求める活動を関係団体等と共同して進めます。

⑻ 長野県における「障がい者共生社会づくり条例（仮称）」が憲法並びに障害者権利条約の理念に沿

った条例になるよう働きかけます。

２ 調査・研究、学習活動

⑴ 「日本国憲法」並びに2014年に批准された、国連「障害者の権利条約」を障害者の暮らしに活かし働

かせるために、学び広げる活動に引き続き取り組みます。また、憲法、障害者の権利条約の理念に沿った、

国内法の再改正や県の条例づくりなどの調査・研究を進めます。
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⑵ 全国高齢者大会の長野県開催（9月25日～26日）を機会に、高齢者運動との連携を深めるとともに政

府が進めようとしている「全世代型社会保障改革」の課題理解を進める機会とします。また、「高齢者・

障害者等要援護者の防災対策」「介護保険（65歳問題含め）改善」「医療制度改革」など共通した課

題解決に向けた学習を深めます。

⑶ 「特別支援教育を考える総合研究会」を引き続き、全障研長野支部、県高校教育文化会議と共に開

催し、小・中学校、高等学校と特別支援学校における障害のある児童生徒の教育実践を交流するとと

もに発達を保障するための課題の共有を目指します。

⑷ 「福祉の市場化」の問題点について検討するとともに、障害者・患者・高齢者等の「介護の社会化」

を進めるための「介護者支援法」（仮称）の研究を進めます。また、障害者福祉サービス報酬「改正」

の影響や実態、障害者・介護家族や生活保護受給者などを苦しめている民法（扶養義務）見直しなど

を含め、社会保障・福祉の諸課題について研究します。

⑸ 県並びに市町村の新しい「障がい者プラン」やプランに基づく施策について検討を進めます。

⑹ 県及び市町村における障害者雇用の実態について調査・研究します。

⑺ 全障研県支部、教職員組合等と共催し、調査・研究、学習活動を進めます。

⑻ 要請のある団体、グループ等に講師を派遣し、障害者問題の理解を拡げます。

３ 地域ごとの運動の推進

⑴ 地方分権の流れの中で、地域社保協等が進める市町村に向けた共同行動等に参加・協力します。ま

た、該当地域の会員（団体・個人）に地域社保協の活動への参加・協力を要請します。

⑵ 諸団体・地域住民と協力し、市町村に対し、より充実した障害福祉計画（プラン）の見直し及び基

盤整備、福祉医療制度の充実、災害・防災に関わる計画づくり、障害者雇用の充実などを求める運動

を進めます。

４ 諸団体との連携・協働の運動

⑴ 県社会保障推進協議会、福祉医療の給付制度の改善をすすめる会、介護を良くする信州の会ほかの

関係諸団体と連携し、医療制度の改悪に反対すると共に、福祉医療給付制度並びに介護保険制度の改

善、国保料の減免制度の拡充ほかの運動に取り組みます。

⑵ 障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)、日本障害者協議会（ＪＤ）などの全国組織と

協力し、国内法・制度の改正等の諸活動を進めます。

⑶ 憲法改悪（とりわけ９条、25条）を許さず、守り・活かす運動を、「障害者・患者９条の会」をは

じめ、願いで一致するあらゆる団体・個人と協働して進めます。

⑷ すべての障害児者にゆきとどいた教育を保障するために中信地区特別支援教育を考える会及び教職員、

保護者、関係者等とともに運動を進めます。

⑸ 加盟団体等から要請された諸活動に協働して取り組みます。

５ 組織の拡大・強化及び署名・募金の取り組み

⑴ 事務局体制並びに組織の強化のため関係諸団体との協議・協働を進めます。

⑵ 財政の確保のため、会費の徴収、寄付金募集、福祉統一署名・募金に取り組みます。また、加盟諸

団体の協力を得て個人会員（新聞購読者）の拡大に努めます。

⑶ 加盟団体とともに後継者の育成について検討を行います。また、地域ごとに活動していただける会

員及び事務局支援ボランティアの組織化を検討します。

６ 広報・相談活動ほか

⑴ 障害者・家族、関係者及び諸団体からの相談に応じ、人権や生活を守る活動を行います。必要に応じ社

会福祉関係団体や労働団体、人権擁護及び成年後見関係諸機関等との連携を図ります。

⑵ 月刊誌「参加と平等」を月１回発行し、県内外の障害者福祉に関する情報の提供、各団体の活動の交流、

県民への啓発活動などを行います。

⑶ 当会の発行する新聞・パンフのほか、各団体の発行物を紹介・斡旋します。

⑷ 役員、加盟団体、個人会員のメールアドレス等による連絡網、情報提供について研究を進めます。また、

ホームページの更新や活用を進めます。
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≪新年度の予定≫ 現時点で決定（予定）されている会議・集会

◇常任委員会 原則 毎月第３土曜日、会議開始時間１３：００

第1回常任委員会 ４月１８日（土） 長野市障害者福祉センター

○2020年度活動方針、予算等決定 ○年間計画作成ほか

◇「地域医療と公立・公的病院を守る県民シンポジウム」 ５月１０日（日）１３：００～

ＪＡアクティーホール（長野市南長野北石堂町）

基調講演 長友薫輝さん（津市立三重短期大学教授）

演題 「病院リスト公表の問題点と地域医療の課題」（仮題）

◇福祉医療給付制度の改善をすすめる会 総会、記念講演 ６月１４日（日）１３：００～

松本市中央公民館 （講演講師検討中）

◇海の日学習会 「障害者と防災」をテーマに実施 ７月２３日（木）祝日 長野市内

台風１９号災害を中心に、障害種を超えて、幅広い課題を検討

新型コロナウイルス問題も検討課題になる可能性もあります。

※聞き取り・アンケート調査を実施しています。ご協力をお願いします。

≪2020年度役員について≫

2020年度は役員改選の年度ではありません（2年任期）

常任委員選出団体で、役員の交代がある場合はお知らせください。変更のあった役員について、後日、

広報でお知らせします。


