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地域から変えていく運動課題「介護保険優先と移動支援」問題 
「介護保険優先で生じている全国的な問題・課題。千葉・天海訴訟」 

「横浜市の移動支援の使途制限は移動権保障の侵害」 
 

   

 

 

はじめに（なぜ介護保険優先問題が重要な課題なのか！） 
○障害当事者（主に６５才になった障害者）が困っている ―→ 生活できない！負担と給付 

○保険優先規定はあるが、区市町村の判断に委ねられている → 決定は自治体、地域間格差 

○国の社会保障改革の基本を変えさせるキーポイント ―――→ 自助・共助・公助＋互助 

 

１．介護保険優先問題が起こる仕組み 

（１）制度の違いを理解する 
①介護保険優先；障害者自立支援法（現在の障害者総合支援法）第７条 

→ 相当するサービスは介護保険優先＝居宅介護等 

→ 同じサービスがない場合、障害福祉サービスを利用 

＊就労系、移動サービスなど ※重度訪問介護は相当 

②介護保険との制度の違い「税」と「保険」（脆弱性） 

→ 理念・目的、給付限度額あり、認定区分、自己負担など 

③法 7 条があっても一律優先しない厚労省通知あり 

④自治体の「移行当たり前対応」⇒継続判断の違い、理解不足 

⑤財源問題（障害 1/4、介護 1/8）、障害福祉の国庫負担基準問題等 

⑥介護保険サービスが不足する場合の上乗せ、横出しの対応 

 

■障害者総合支援法と介護保険法の違い 
サービス内容 障害福祉 介護保険 

法の理念・目的 
基本的人権を享有する 

個人として尊厳される 

能力に応じ自立した 

日常生活を送る 

利用者負担 
非課税世帯無料 

（課税世帯はほぼ介護保険と同様） 

非課税でも原則１割負担 

（いまや負担は１割から３割負担まで） 

上
乗 

サービス支給量 
基本的に上限はなし 

（支給決定は区市町村） 

要介護度によって上限額あり 

（限度額以上はすべて自己負担） 

サービス利用（居宅） できない規定なし できない規定あり 

病院内の 

ヘルパー 

利用 

入院中 
一部の重度障害者が 

利用可能に（2018.4～） 

制度はない 

（全額自己負担※1） 

通院中 

※2 

制度利用として認められる 

ケースが多い 

ほとんどが制度対象外 

（全額自己負担※1） 

補装具・日常生活用具 オーダ－メイド・障害特有と相当 レンタル（障害と類似する機器あり） 

横
出 

余暇活動などの 

外出支援 

国や自治体の制度として 

ガイドヘルパーがある 

社会参加のための外出支援は 

ない（全額自己負担※1） 
 
※１：サービス提供事業所が保険外サービスとして利用者の全額自己負担で提供をしているケースがある。 

※２：通院時の病院内介助は、障害も介護も病院内スタッフ（看護師等）が行うことになっているが、障害者の場合、
コミュニケーション等に支援が必要なため、生活を支えるヘルパーの院内介助が利用可能なケースが多い。 

介護保険の支給限度額 

要支援１ 50,320 円  

要支援２ 105,310 円  

要介護１ 167,650 円  

要介護２ 197,050 円  

要介護３ 27,0480 円  

要介護４ 309,380 円  

要介護５ 362,170 円  

2019 年度介護報酬改定時 

2021.2.7（日）舟橋・上田訴訟を支援する会第８回総会・特別報告 

 

障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（障全恊） 家平 悟 

全国肢体障害者団体連絡協議会（全国肢障協） 
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（２）法制度に違いがあり、低水準の制度に半強制的移行させられるために起こる問題 
○利用者負担増、使えるサービス量や質などの問題 ⇒ 介護保険に移行したくない 

○サービスの質（ヘルパーの「できないこと規定）） 

→ 介護保険のサービス対象にならないもの 

・利用者本人以外のための行為 ←【基本的に障害福祉も同じだが子育て支援等の利用】 

・ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為 

・日常的に行われる家事の範囲を超える行為は対象になりません。 

【できない規定の具体例】 

 

○運動の違い → 障害者＝権利保障、介護＝社会連帯⇒ゆえに保険外サービス併用「混合介護」 

★移行拒否・「こんなはずじゃなかった」介護保険に移行したのは間違いだと後悔する当事者 

 

（３）自治体の対応の違いが引き起こす問題 
①厚労省「自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」通知 2007H19.3.28より６度改正 

 

 障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス利用を必要

とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援

を受けることができるか否かを一概に判断することは困難であることから、障害福祉サ

ービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービスを特定

し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。 

 したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な

内容（利用意向）を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を

介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。 

※制度移行の勧奨を継続する（勧奨とは、制度移行に理解を求めるよう働きかけること） 

 

事務連絡 2015H27.2.18 「介護保険利用前サービス量が減少することは一般的に考えにくい」

「障害福祉サービス利用者等に介護保険制度との併給が可能な旨の案内（介護保険

給付が優先されることが、あたかも介護保険のみの利用に制限される誤解を障害福祉

サービス利用者に与えないよう、適用関係通知の適切に案内を行うこと）【要約】 
 

★【厚労省】経済的理由（利用者負担増）は、介護保険を申請しない理由にならない。 



3 
 

②負担増、サービス減、質の低下がある実態がていねいに説明されない実態 

→ 通知があるけれども、自治体は「移行当たり前対応」、障害福祉の卒業？ 
・作業所（就労支援）→ ６５歳で打ち切りか移行を強要（きょうされん調査）資料 P1 

・補装具 → 基本優先だがレンタルになるので「～医師や身体障害者更生相談所等によ

り障害者の身体状況に個別に対応（オーダーメイド）することが必要と判

断される障害者については、これらの品目については、法に基づく補装具

費として支給して差し支えない。」厚労省回答（担当者に連絡もらえれば） 

→ 介護保険移行しても使えるはずのものが使えない実態 

・上乗せ（サービス量の不足分を障害福祉から給付） 

＊介護保険をすべて利用しないと上乗せされない 

＊自治体によって基準がある場合あり（ローカルルール支援区分６、要介護５など） 

・横出し（介護保険にないサービスは障害福祉を使える）はずが 

＊地域生活支援事業は７条の適用外（移動支援や日常生活用具も？類似品の扱い） 

 

 

２．運動の到達点（浅田訴訟の全面勝利と天海訴訟を踏まえて） 

（１）６５歳になっても障害福祉サービスの継続を！ 
①訴訟せずに要求実現！愛知の舟橋さん・上田さん → 厚労省通知根拠に継続勝ち取る 

・２カ月に一度の短期間の支給決定の繰り返し 

・舟橋・上田の障害福祉継続利用は、他の継続希望者の先進的事例となった 

②「岡山・浅田」「千葉・天海」両訴訟の意義 

浅田訴訟（2018.3.14 地裁勝訴、2018.12.13 高裁判決）・・・・・・資料 P2-6 

→ 判決：①障害福祉と介護保険は違う、②７条は覊束処分ではなく裁量処分で併給調整規定、

③勧奨すべきで介護保険申請拒否理由に不支給するのは違法、④賠償責任 107.5万円 

“介護保険に申請していない以上、二重給付は生じず７条規定に抵触はしない”と判断 
 

■地裁判決と高裁判決の概要 

比較項目 岡山地裁判決 広島高裁判決 

支援法と介護保険法の 

関係 

法の目的・対象者・給付内容・

財源等も異なる 

すべて相当するとは言えない 

自己負担額に違いあり 

障害と介護で地位が同じでない 

平成１９年通知の解釈 介護保険を一律優先するとの判

断は困難。「一律に介護保険サ

ービスを優先利用するものとは

していない」こととするとして

いる 

一律に不支給せず介護状態や自

己負担額を考慮し支援給付を選

択することが相当の場合ある 

通知も介護保険申請を周知徹底

求めるにとどめていた 

基本合意・非課税世帯の

自己負担 

法７条の解釈の根拠の１つ 国は基本合意をもって法７条の

廃止を検討する約束をした 

法７条の解釈 ①生活状況②介護保険を申請せ

ず支援給付を申請する経緯③他

の利用者との公平性を加味して

も支援給付を行わないことが不

相当である場合あり？ 

覊束処分とはいえず、裁量処分 

介護保険優先規定 併給調整規定で二重給付の回避

を目的 

二重給付を回避するための規定 

市町村の合理的裁量に委ねれら

れている⇒裁量権の逸脱濫用

（らんよう）の有無を判断 

浅田さんへのあてはめ 不支給が生活維持困難状態に陥

るのは明らかだった。 

介護保険の自己負担が経済上困

ボランティア支援事実を基礎に

岡山市が不支給したのは加護し

がたい誤り。 
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難だったことからすれば介護保

険を申請しない理由がある。 

岡山市は、支援給付を行い勧奨

及び説明すべきだった。 

にもかかわらず支援給付を一切

行わないのは「違法」。 

介護保険の自己負担は負担が大

きかった。 

介護保険給付を受けていること

をもって支援給付に相当するも

のを受けているとの判断は、社

会通念に照らしても明らかに合

理性を欠く。 

介護保険給付の取り消しを求め

なくとも左右されない。 

 

◆弁護団「法７条は優先原則ではなく、二重給付を回避するための規定」なので 

「介護保険優先原則」というのをやめましょう！という提起 
 

天海訴訟・・・・・・・資料 P7-8 

→ 裁判争点は、基本的に浅田訴訟と同じ。介護保険申請しないので支給全面打ち切りも同じ。 

ただし、天海さんは相当するサービスを利用していることが大きな違い。 

→ 厚労省の攻勢： 

 ７条には「自立支援給付は、他の法令に基づく給付又は事業であって…利用することが

できるときは…自立支援給付…行わない」という規定（以下「できるとき規定」）が含ま

れているので「障害者の場合、介護保険給付等を受ける要件を一定程度、確実にみたして

いる（蓋然性がある）ので、介護保険制度に申請していなくても、自立支援給付は行わな

い」という解釈をしようとしている。介護保険に未申請の障害者に対する障害福祉サービ

スの打ち切りを認める規定になりかねない動きを強めている。 
 

サービスを打ち切ったことの論争 
 
→ 原告・弁護団の直近の主張： 

 介護保険を申請しなくとも、障害支援区分認定を参考に介護保険の支給分を仮算定でき

るのだから、少なくとも上乗せ分は支給し、サービスの途絶を行うべきではなかった。 
 
→ 千葉市の主張： 

 障害支援区分認定と要介護認定は評価基準も項目も異なるので、仮算定はできない。介

護保険の支給量が決まらないと障害福祉サービスの上乗せ分が算定できないので、一部支

給は不可能。なので、障害福祉サービスを打ち切った。 
 
→ 裁判長より 

「支給量が算定できないからサービスを打ち切る」のは論理の飛躍。 

・要介護申請をしなければ、介護保険給付の支給量と上乗せ支給分が算定できないとの主

張は理解できるが、そうであるならばこの時点で二重給付は生じないのだから、障害福

祉サービスの継続支給をしても問題はない。支給量の算定ができないから障害福祉サー

ビスを打ち切ったという主張の前提となる法的論拠やそれに基づく証拠があるか不明確 
 
→ 裁判の状況（１２月１５日に結審⇒３月３０日に判決） 

・千葉市は、裁判長の疑問に答えられず、支援打ち切りの法的根拠も示せず 

・勝訴の方向に向かっているのでは（裁判では敗訴する側に最後の主張を与える傾向） 

・しかし、上記の厚労省の動き等もあるので、まったく楽観視はできない 

★裁判所あての１，３４３の団体署名と２１３の点字署名は１月６日に提出 
 
→ 判決の意味 

・障害と介護保険の相当サービスを使う天海さんの勝利は障害福祉継続を確実化させる 

・勝ち方の問題にも注目する必要あり（気がかりは、介護保険未申請者のみなし支給） 

 ⇒ 広島で、介護保険を申請したら使える支給量を差し引いて障害福祉を継続した事例 
 

③障害者自立支援法違憲訴訟団 

→ 基本合意：「介護保険優先原則（障害者自立支援法第７条）を廃止し、障害の特性を配慮

した選択制等の導入をはかること」 
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→ 骨格提言：「介護保険対象年齢になった後でも、従来から受けていた支援を原則として継

続して受けることができるものとする」 
 
→ 基本合意に基づく定期協議（優先問題の基本的な要求）： 

・浅田訴訟判決を国は真摯に重く受け止め基本合意に基づき介護保険優先原則を廃止すべき。 

・［介護保険優先原則］廃止までの運用のありかたについて（運用改善） 

①障害支援区分や要介護認定の度数による、障害給付一律制限を禁止すべきこと 

②介護保険の申請・利用の強要を禁止すべきこと 

◆回答 ① 支給決定を行うに当たっては、申請者一人一人の事情を聞き取ること等によ

り個別の状況に応じた取り扱いをすべきと考えており、引き続きそのあり方に

ついて周知してまいります。 

② 申請をしない理由や事情を十分に聞き取るとともに、障害者の生活に急激な

変化が生じないよう配慮しつつ、申請について理解を得られるよう継続して働

きかけることが重要であると考えております。こうした考え方について、これ

までも自治体に対し通知等により周知をしているところであり、今後も制度の

周知に努めてまいります。 

★再要請／このような抽象的な対応だけではなく「介護保険の要介護度が一定の度数に達

しないと障害福祉の給付を一律に認めないなどという運用は認められません。」

などともっと具体的に通知・事務連絡等で文書により自治体を指導してください。 

浅田訴訟高裁判決が、65 歳を超えた障害者であっても、その人の状況によって

は「自立支援給付を選択することが相当である場合がある」と具体的事情におい

て、介護保険を利用しないで障害者福祉だけを選択することが適切である場合が

あると指摘している事実を全国の自治体に情報提供するべきです。 
 
【見過ごせない介護保険優先問題に対する回答】第１０回定期協議 2019.2.25 

○企画課長 我が国の社会保障制度の構築に影響を与えた 1950 年（昭和 25 年）の社会保障

制度審議会の勧告で「社会保険中心主義が提唱されており、現在の社会保障制度改革

について議論しました平成 25 年の社会保障制度改革国民会議の報告書においても、

日本の社会保障制度は自助を基本としつつ、自助の共同化としての共助が自助を支

え、自助や共助で対応できない場合に公助が補完する仕組みにより形成すべき」とさ

れている。ゆえに保険優先  自助・共助・公助への質問に対して（会場より） 

○障害福祉課長 社会保障制度改革推進法の第２条でも、自助・共助及び公助が最も適切に組み

合わされるよう留意しつつ、国民が自立した生活を営むことができるよう、家族相互

及び国民相互の助け合いの仕組みを通じて、その実現を支援していくこと。（中略）

国の責務としての最低限度の生活保障を行う公的扶助等の公助は、自助・共助を補完

するという位置づけとなる。これは日本の社会保障の出発点となった 1950 年の社

会保障制度審議会の勧告にも示されているという形で、自助・共助・公助という形が

説明されている。 
 
【５０年勧告前文より】日本国憲法第 25 条を規定している。これは国民には生存権があり，国家

には生活保障の義務があるという意である。これはわが国も世界の最も新

しい民主主義の理念に立つことであって，これにより，旧憲法に比べて国

家の責任は著しく重くなったといわねばならぬ。 
 
【５０年勧告を（意図的に）ゆがめている国・厚労省】⇒運動側のとらえ方 

■戦後の社会保障制度の確立に当たって、「５０年の社会保障制度に関する勧告」では、「国家

扶助」が原則とされ、また「６２年勧告」でも、「恩恵でない権利としての福祉」を提起し、

「社会福祉費用は、原則として国と地方自治体で負担すべき」「原則として受益者に費用を負

担させるべきではない」として「低所得者対策」が盛り込まれてきた。※７３年の国制度７０

歳以上の老人医療費無料化制度実施 

→「社会福祉の平等性」の原則から言えば、こうした基本的理念を財政的事由で変更してきた、

その後の社会保障改悪にこそ問題があり、この理念を変更する合理的理由が存在するとは考

えられない。 
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→日本の社会保障法学会などでも、福祉サービス利用は「権利」であり、原則負担を行わない

とすることは、今でも「定説」として取り扱われてきている。 
 

深刻なのは、日本の社会保障を根本からゆがめようとする国・厚労省の姿勢が強くなっていること 

 

④障全協・日本障害者センター 

厚労省交渉・運動・・・・・・あらためての適応通知の内容、資料 P9-21 

→ 一律優先ではない追求（国会も）、介護保険自体の問題追求、社会保障の共同運動で訴え 

→ 介護保険移行後でも障害福祉に戻ることが出来る確認、自治体に徹底を要求 

センター優先調査‥‥まとめ中（2019.1-6） 

介護保険優先下での「障害福祉サービス継続」運動に使える調査結果 

→ 優先関係：前回 2014 年度調査結果／介護保険を優先し、障害独自サービスは支給９６％ 

・優先する：１７８自治体４７％、個々の状況を勘案：１９３自治体５１％ 

⇒ 実際に障害福祉サービスを支給したケース：１５１自治体７８％実績 

・介護保険の地域支援事業と障害福祉の優先関係 

⇒ 優先する： ８６自治体２３％（４７％から２４％優先率が下がる） 

⇒ 勘案する：２６３自治体７０％（５１％から１９％勘案率が上がる） 

⇒ 要支援者への継続支給：６２自治体１６％実績あり 

★これは介護保険の地域支援事業の「介護予防・日常生活支援総合事業」が、障害福

祉サービスとは明らかに異なっていると自治体が考えている現れ。資料 P22-26 

・再支給したケース：１１６自治体３１％（自立支援法施行 2006 年以降の実績） 

・介護保険への移行拒否：１３０自治体３５％ ※１人という回答が最多、不明も多い 

⇒ 要介護認定しなかった者への対応：３００自治体８０％が勧奨行うが継続と回答 

※打ち切り・一定期間で：１６自治体４％（前回２７％） 

⇒ 浅田訴訟の影響：ある＆検討中９自治体２％ 

・上乗せについて：３６８自治体９８％が認めている  ※認めない理由に注目 

⇒ 要支援者の上乗せ：３０２自治体８０％     ６５才問題の根本が見える 

※理由：利用回数上限なし、上乗せは重度 

・新高額障害福祉サービス等給付費（新高サ）・・・・・・・資料 P27-29 

⇒ 周知した７０自治体１９％、周知していない３０６自治体８１％ 

⇒ 移行後の障害者対象   ：ならない＆わからない１７５自治体４６％ 

⇒ 要支援が要介護になる場合：ならない＆わからない１６１自治体４３％ 

※制度がわかりにくい、障害当事者の多くはわからないことが予想される 

・国庫負担の介護保険対象者の切り下げが移行を求める要因となっているか資料 P30 

⇒ なっている：１４４自治体４１％（前回１２％） 

・介護保険優先の改正：選択制の導入＆障害福祉を優先６６自治体１８％ 

 

（２）浅田訴訟の全面勝訴後の障害福祉サービスの継続事例「強制移行は違法」の効果 
①継続となった事例・・・・・・・資料 P31-32 

→ 愛知の仲間、千葉市、新潟市、大阪市、東大阪市、岡山市、広島市、宮崎市 

②悩んだが介護保険に移行した事例 

→ 東京、神奈川、京都、  ※支給量の維持を約束させる。それでよいの？高齢化見据えて 

③相談を受けた事例 

→ 東京・練馬区：70才、難病、65 才で移行、車いす再支給、利用者負担困る、新高サ獲得 

→ 群馬・太田市：64才、脊髄損傷、6 月で 65 才、上肢障害あり 3 級、区分 4、非課税、 

居宅（身体 21ｈ、家事 11.5ｈ）、通院 10ｈ、移動支援（身体介護あり）5ｈ 

利用：毎日早朝 0.5ｈの身体介護、移行すると負担や支給量の不安あり 

★市の対応への不信感、継続希望も判断難しい、軽度判定の影響 ※どちらがよいか迷う 
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３．横浜市の移動支援「当事者団体の活動中の支援」制限問題・・資料 P33-39 

①当事者団体の活動中の支援に移動支援が使えない！ 

→ 神奈川肢障協の仲間が障害の重度化で利用を確認すると利用できないとの回答 

→ 移動支援実施要項に「事業者や団体が企図する活動中の外出」があることが根拠 

②移動支援に関する横浜市の回答 

 

 ８月３日にお電話でお問い合わせいただいた件について、次のとおりお答えします。 

横浜市障害者移動支援事業では、当事者団体等が主催する活動中の支援を対象外として

います。団体活動中の参加者への支援は、主催者である団体側でご準備いただき、その

支援に要する人件費等も含め、運営にかかる費用は行事経費として団体で負担していた

だくものと考えているためです。 

 なお、ここで言う団体活動とは、経費を団体負担で実施するような活動であり、参加

者の費用のみで活動するグループや有志による活動等はこれにあたりません。また、集

合・解散場所までの送迎は可能です。 

 厚生労働省の「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に基づ

く指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関

する基準」のなかで、重度訪問介護、同行援護、行動援護において「通勤、営業等の経

済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」は外出

中の介護の対象外としています。本市の移動支援事業もこの考え方に準じ、対象となる

外出の範囲を「横浜市障害者移動支援事業実施要綱」において定めています。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

令和２年８月 20 日 

横浜市健康福祉局障害自立支援課移動支援係 

 
 
③共同で要望書提出・市との懇談（１０／２２）神奈川肢障協とともに 

→ 全国肢障協、障神奈連、きょうされん神奈川支部、浜家連、神視障守る会、県社保協 

→ ・懇談で、移動支援を障害者団体の活動では使えない理由を「個人の楽しみを目的とした

グループやサークルとは違い、特定の目標や目的を持った団体活動に対して公費を出す

ことが妥当であるかどうか判断できないため」と説明。 

・その上で「団体活動中の参加者への支援は総合支援法のサービスには適さない、必ずし

もガイドヘルパーが支援しなくてはいけないことではない」と答え、ボランティアや自

費でのヘルパー利用が妥当であるとの見解を示す。 

・「当事者団体の活動中の支援についても移動支援の対象に」の要望には 

「社会参加を促進すべきであるが、移動支援の対象外とするものがある」「趣味や娯楽

を目的としたグループと、団体活動とは違う」「障害者が集まることと、団体活動と

は分けて考えるべきである。ここでいう団体とは利益を目的とした団体である」（利

益とは何か？については「返答なし」。 

※国のサービスである重度訪問介護（移動中の支援も含む）の所管である厚生労働省は、

そのような制限は設けていませんと回答。 
 
④他の自治体の状況調査 

→ 神奈川社保協「団体活動中の支援」協力調査（３３市町村） 

・往復の交通／対象３１（横浜市含む） 

対象外２（川崎市、相模原市）⇒事業所又は団体が主催する場合は対象外 

・活動中／対象１０、対象にできる１０、基本的に対象外５、対象外８ 

→ 肢障協独自／移動支援の制限に関わる自治体聞き取り調査 

「団体活動の制限のみ」（12月中旬、東京２３区と政令指定都市の一部：３０区市） 

・基本的に制限はなかったが、判断基準があいまいなところも少なからずあった 

・他の問題点も浮き彫りになった 
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■団体活動中の支援調査で判明したこと 

調査したこと 問題点について 

自
治
体 

移動中以外の付き添いの取り扱い 移動中が基本で建物内での介助は認めない所がある 

支給量との関係 自治体独自の支給量上限以内なら認める回答も 

良い事例 パンフに団体活動明記、参拝・礼拝も一般常識ＯＫ 

国
の
規
定 

①通勤、営業活動等の経済活動に

係る外出 

・国の規定通り支援できない（※どの自治体も） 

・国においても宗教活動や政治活動はＮＧ 

②通年かつ長期にわたる外出 ・学習塾等定期的に通う場合の判断（団体活動も） 

・通学支援は保護者の状況でＯＫのところ多い 

③社会通念上適当でない外出 ・飲酒の取り扱いなどの問題 

・どこまでを不適当かの判断は不透明 
 
⑤介護保険優先問題と移動支援の団体活動に利用できない問題の共通点 

→ 自治体の裁量によって、障害者の生活や社会参加が脅かされる 

→ 自治体で変えるべきことと国制度を変えさせるべきことがある 

→ 障害者の生きる権利を保障する社会をどのように実現していくのか 
 

 

４．今後の運動について 

（１）６５歳になっても障害福祉サービスの継続を！ 
①問題を当事者に知らせる。継続運動の仲間を増やす。積極的に相談にのる（移行後の人にも）。 

②家族や支援者などにも継続できること、継続運動の応援者になってもらう 
 

（２）自治体から変えていく課題 
①障害者の実情に寄り添う自治体に → 支援後退させない。優先問題を知らせ、継続・勧奨を 

②ローカルルールの撤廃などとともに国制度の見直し → 上乗せの独自基準撤廃、国へ要望 
 

（３）共同運動を広げる 
①障害者運動／基本合意・骨格提言・障害者権利条約の実現を！の運動の重要性 

→ ＪＤＦ等の大きな共同 ＝ 国連・障害者権利委員会への働きかけ 

「日本の総括所見用パラレルレポート」の内容（ＪＤＦ作成） 

第 28 条 相当な生活水準及び社会的な保障／３．地域生活を送るために必要な支援 

〇委員会は、障害福祉制度の利用に当たり利用料負担があることや、65 歳（特定疾病の場合 

40 歳）になると障害福祉制度から介護保険制度への移行を求められることで、必要な支援

を受けることができないことを懸念する。 

●委員会は締約国に対し、障害福祉制度の利用料について、現行の低所得者への無料措置を

継続するとともに、有料となっている低所得者の負担をなくすこと、そして 65 歳以降も

969C 害福祉制度を、本人の意向に沿って選択できるようにすることを勧告する。 

②権利としての社会保障・社会福祉実現の国民的運動 

→ 介護保険優先の問題を障害者のことだけではなく、介護保険を変える運動であるとの提起 

→ 介護保険の低所得無償化、支給量不足の高齢者に対する障害福祉上乗せ支給、 

介護保険の根本的見直し（※何が一致点かの議論・検討、社保協の介護保険提言に注目！） 

③すべての人が安心・安全に、豊かに生きられる社会に！ 

→ 「権利は譲り渡せないもの」と訴える力がある実態のある障害者だから言えること 

→ 障害者福祉の制度が困っている人を救うこともある。例えば、特別障害者手当の受給 

★障害者手帳がない介護が必要な高齢者も制度活用できる（要介護 4～5 などの人も申請可） 

⇒ 3カ月に 1度の支給／月２万７３５０円（在宅で２０歳以上。所得制限あり）資料 P40 


