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鳩山内閣が成立して半月、国民の支持率は高く、環境問題などの外交や官僚依存からの
脱却やダム建設、子ども手当の財源確保、今年度補正予算の執行停止など、内政のいくつ
かの分野で、改革へのスピード感を実感させています。日本の多くの国民は、政権交代の
味（甘口も辛口もそして苦味もですが）をまさに体験しています。
「今、政治がおもしろい。」
これは、人々が感じているのではないでしょうか。
さて、社会保障分野では、年金、医療、介護、少子化に続いて 5 番目と下位打線に位置
してしまう「障害政策」においても、今このときに声を上げなければ必要なことが実現し
ないという危機感から、フットワークの良い組織や団体から要望や提案が矢継ぎ早に出さ
れています。
育成会も、全日本手をつなぐ育成会を政府に対する窓口にし、その動きを活発にしてき
ました。大阪育成会は、このつなぐちゃんベクトル臨時増刊号１〜９号をすでに全日本育
成会に届けています。
今号では、障害者自立支援法廃止を表明した長妻厚生労働大臣の報道記事と、比較的ま
とまって要望がなされた日本障害者評議会の要望書を紹介します。
■

障害者自立支援法廃止へ

長妻厚労相、新制度の設計着手

母子加算早期復活は難航
産経新聞（2009.9.20）
記者の質問に答える長妻厚労相＝１９日夕、厚労省
長妻昭厚生労働相は１９日、障害者のサービス利用に原則１
割の自己負担を課す障害者自立支援法の廃止を表明、新制度の
設計に着手する考えを示した。一方、民主党が衆院選マニフェ
スト（政権公約）で「復活」を掲げる生活保護の母子加算は、
自治体の準備態勢などの課題をクリアできず、結論を連休明け
に持ち越した。
長妻氏は１９日午後、細川律夫副大臣ら政治任用の厚労省幹
部と今後の対応を協議。その後、記者団の質問に答えた。
長妻氏は、障害者自立支援法廃止について「連立与党の中で
詳細な合意をしてもらう。その前に（省内で）どういう制度に
するかを詰める」と述べ、新制度の設計に関し、早急に論点整
理を行う考えを示した。
障害者自立支援法では、利用料の原則１割負担が盛り込まれ
たため、収入の少ない障害者が施設利用を控えざるを得なくなるなど問題点が指摘されて
きた。
民主党はマニフェストで同法を廃止し、利用料を所得に応じた負担方法に変える「障が
い者総合福祉法（仮称）
」を制定することを明記。新制度導入に伴う必要額は４００億円を
見込んでいる。
一方、一人親世帯の生活保護に月額２万円程度を上乗せする生活保護の母子加算の早期

復活は微妙な情勢だ。今年度内に必要となる７５〜９０億円の財源は２１年度予算の予備
費を充当する方針で調整が進んでいるが、自治体に新たな支給システムの整備が必要とな
るため、事務方が「一定の時間がかかる」と慎重姿勢を崩していないからだ。
長妻氏は１９日、記者団に「『何月に復活した場合にはこうなる』と複数案を提示して検
討している。最終的には（財務相や総務相ら）閣僚で話を決める」と述べ、連休明けに再
協議する考えを示した。
だが、母子加算の復活は、鳩山由紀夫首相が衆院選でも街頭演説で復活を訴えてきた重
点公約の一つ。法改正は必要なく大臣告示で見直すことができるため、長妻氏も就任会見
で「年内といわず、１０、１１月に復活するため、ハードルをクリアする方法を早急に検
討する」と述べていた、
■障害者自立支援法 平成１８年施行され、身体、知的、精神の障害別に分かれていた旧
来の福祉サービスを一体化し、障害の程度を６段階に分けサービスを提供する仕組みに変
更した。「応益負担」の考え方を導入し、障害者の生活に不可欠な介助や介護などのサービ
ス費用に原則１割の自己負担を課した。
■

日本障害者協議会の要望書
2009 年９月 30 日

内閣総理大臣

鳩山

由紀夫

様
日本障害者協議会代表

勝又

和夫

障害者自立支援法の廃止とこれに伴う新法制定に関する要望書
新政権の中心を担われる民主党におかれましては、かねてより私どもの運動に対して深
いご理解とご支援をいただいてまいりました。新政権の樹立を機に、これまでにも増して
障害関連政策の発展にご尽力いただきますよう心より期待致します。
さて、当協議会は９月３日付で“民主党代表 鳩山由紀夫”様宛に、三項目から成る「障
害者自立支援法等に関する緊急要望書」を提出したところです。早速ながら迅速な対応を
いただき、去る９月 19 日の長妻昭厚生労働大臣による「障害者自立支援法の廃止と新法づ
くり」の明言に続いて、24 日の広島地方裁判所での「障害者自立支援法訴訟への姿勢転換」、
28 日には新たな利用料の減額策を講じる旨が報じられました。
ここに至って注目すべきは、10 月下旬に開会が予定されている臨時国会での新政権の対
応です。臨時国会において期待したいのは、改めて立法府において障害者自立支援法（以
下、障害者自立支援法）の廃止を宣言することであり、同時に「障害者総合福祉法」
（仮称）
の創設に向けての基本視点とスケジュールを明示いただくことです。
そこで、具体的な要望に先立って、基本的な観点を四点にわたって申し上げたいと思い
ます。
第一点目は、既にわが国政府も署名し国連において発効をみている障害者権利条約の水
準を踏襲することです。
第二点目は、より体系的な法制設計としていくために貴党がマニフェストに掲げている
「障害者制度改革推進法」と一体的に進めていくことが肝要です。そのためにも臨時国会
において「障害者制度改革推進法（障害者制度改革推進本部の設置を含む）」を成立させ、
一定の期間を要するとみられる「障害者総合福祉法」の創設をこの中に位置づけながら審
議いただきたいと思います。
第三点目は、
「政策決定過程への当事者参加」を実質化してほしいと言うことです。形だ
けの参加であってはならず、また審議会委員の人選にあたってはこれまでのような官僚に
よる恣意的な手法を廃してほしいと思います。
第四点目は正確な実態把握の上に法制の設計を図っていくことです。自立支援法は「机
上のプラン」と揶揄されていましたが、同じ轍を踏んではなりません。

何卒、私どものこうした願いをご理解いただき、下記事項に関し実現を図っていただき
ますよう切に要望いたします。
記
１．次期臨時国会において、自立支援法の廃止を前提とした「障害者自立支援法の一部改
正」を行なうとともに、障害者施策に対する新政府の基本方針を明確にしていただき
たい。あわせて、自立支援法に代わる「障害者総合福祉法」制定についての基本的な
考え方とロードマップを明示していただきたい。
２．「障害者自立支援法の一部改正」に関する事項
1. 当協議会としては自立支援法を平成 23 年度末で廃止し、新法を平成 24 年度より施
行していただきたいと考えているが、この間に所要の調査やヒヤリング等、充分な
検討期間を設けて新法づくりに反映させ、真の自立と共生を実現する内容としてい
ただきたい。
2. 障害者自立支援法がもつ根本的問題である定率（応益）負担と報酬単価の日額制に
ついて平成 22 年４月実施を目途に自立支援法の一部改正を行ない、応能負担化（*
１）と報酬の月額化（*２）を実施していただきたい。なお、新体系事業及び旧体系
の授産施設における利用料負担はＩＬＯ第 159 号条約(*３)や第 99 号、第 168 号勧
告からして、すべて無料とすべきである。
*１：応能負担の水準は、自立支援法施行前の負担と同程度とし、所得の認定は
障害児及び配偶者を含めて障害当事者本人の収入のみとしていただきたい。
精神障害者の利用負担についても他の障害と一体化させていただきたい。ま
た、制度切り換えによって負担が現行より増えることがないようにしていた
だきたい。
*２：報酬の月額化にあたっては、現行報酬体系の各種加算を本体報酬に組み込
むとともに、真に必要な事業運営ができる報酬単価とすべきである。また、
本人が希望するサービスを組み合わせて利用できるよう、複数事業所による
月額報酬の案分または日割り減算等のしくみを構築することにより、複数の
サービスが利用できるようにしていただきたい。
*３：2007 年８月 15 日ジュネーブＩＬＯ本部提出「日本の障害者雇用政策にお
けるＩＬＯ第 159 号条約違反に関する国際労働機関規約第 24 条に基づく申し
立て書」（全国福祉保育労働組合）による。
3. 第 171 回通常国会で廃案となった障害者自立支援法改正案について、相談支援の充
実や障害者自立支援協議会の法定化、移動支援事業の個別給付化など、その内容が
現状の改善につながるものに加え、コミュニケーション支援事業の個別給付化など、
障害者総合福祉法（仮称）の制定を待たず、平成 22 年４月を目途に実施していた
だきたい。
３．新たな法制度の構築に向けた基本的な視点
1. 障害者権利条約との整合性を図りつつ、障害者とその家族の生活状況を把握し、実
態を踏まえた制度としていただきたい。
2. 介護保険制度とは統合せず、年齢にかかわらず引き続き障害福祉施策を利用できる
制度とすべきである。
3. 障害児のサービスは、原則「児童福祉法」に位置づけていただきたい。
4. サービス利用に係る契約について、障害児のサービスは契約制度によらず、必要な
サービスを利用できるしくみとしていただきたい。
5. 自立支援法の対象と明確化されていない発達障害者・高次脳機能障害者・難病患者

等が必要なサービスを利用できるよう、障害者権利条約にいう「相互モデル」の考
え方に基づいての支援の必要性から、対象者を規定するしくみにしていただきたい。
福祉行政と労働行政との連携によって就労支援策を充実させていただきたい。
制度構築にあたっては、障害当事者のみならず、事業者や制度運営にあたる市区町
村の参画を保障すべきである。
総合福祉法（仮称）施行に向けて、サービス体系や障害程度区分のあり方などを検
討し障害者が当たり前に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会の実
現に努められる制度としていただきたい。
障害者虐待防止法および障害者差別禁止法などの関係法の制定を行なうとともに、
不足している社会資源の拡充のための特別立法を制定していただきたい。

6.
7.
8.

9.

障害者総合福祉法（仮称）制定までのロードマップ
平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

障害者自立支援法

障害者自立支援法

自立支援法廃止
（24 年３月末）

総合福祉法施行
（24 年４月施行）

利用者
一部改正
負担

応能負担

応能負担

(4.個別の課題の項参照)

事業者
一部改正
報酬

月額化

月額化

(4.個別の課題の項参照)

制度対
一部改正
象者

範囲拡大

範囲拡大

(4.個別の課題の項参照)

サービ
検討
ス体系

検討

検討

新体系移行

障害程
検討
度区分

開発

試行

新区分施行

実態調
検討
査

実施・公表

新法への反映

−

法体系

４．個別の課題とタイムスケジュール（一部重複）
個別課題

実施時期

どんなに遅
利 用 者 負 くても
平成 22 年
担
４月

内容と課題
障害者自立支援法施行前の負担水準（応能負担）に戻すとともに、所
得の認定を障害児も含めて本人の収入のみとすべきである。あわせて
入所施設入所者の負担軽減を図っていただきたい。また就労支援事業
に関しては無料とすべきである。

報酬の算定基準を月額に戻していただきたい。あわせて利用者の多様
なニーズに応えて複数サービス利用が可能となるよう、月額報酬の案
どんなに遅
分または日割り減算などのしくみを構築していただきたい。
事業者報
くても平成
現行報酬の各種加算は原則本体報酬に組み込み、真に必要な事業運営
酬
22 年４月
が可能となる水準とするとともに、各事業の職員配置規定などを見直
し、障害サービスの質の担保を図るべきである。

制 度 対 象 平成 22 年 発達障害者・高次脳機能障害者・難病患者などが必要なサービスを利
者
４月
用できるよう、支援の必要性から対象者を規定していただきたい。
既に自立支援法が規定する新体系への移行が一定進んでいるため、福
サ ー ビ ス 平成 24 年
祉行政と労働行政など各種制度との整合性を図る視点の見直しを検討
体系
４月
していただきたい。
現行の介護保険要介護認定をベースとした障害程度区分は廃止すべき
障 害 程 度 平成 24 年 である。ＩＣＦの考え方から支援の必要性を明らかにする区分（ガイ
ドライン）を構築すべきである。新しい区分は原則的にサービス利用
区分
４月
制限に使用すべきでない。
支給決定
支給決定プロセスの中に、明確にケアマネジメント（サービス利用計
プロセス
平成 24 年 画の策定とモニタリング）を位置付けるべきである。相談支援事業の
とケアマ
担い手の資質の担保を制度化するとともに、ピアサポートの活用やセ
４月
ネジメン
ルフマネジメント・エンパワメントの実践を重ねていくべきである。
ト
障害者自
平成 22 年 自立支援協議会が真に地域の相談機能拡充のツールになるよう、法的
立支援
４月
な位置づけや必要な財源措置を行なっていただきたい。
協議会
移動支援・コミュニケーション支援の２事業は個別給付として位置づ
け、他の地域活動支援事業についてもナショナルミニマムとして地域
地 域 生 活 平成 22 年
間格差を解消するとともに、それを超えてサービス提供を行なう市区
支援事業 ４月
町村に対して、地域生活支援事業で補助するという２階建ての制度と
していただきたい。
契約制度

自ら契約することが困難な重度障害者の契約支援について、成年後見
平成 24 年
制度の拡充を図っていただきたい。障害児のサービス契約は原則廃止
４月
し、措置制度に変わる新しい利用のしくみを検討していただきたい。

所得保障

工賃倍増では解決しない障害者の所得保障について、障害基礎年金を
大幅引き上げる（生活保護費基準Ⅰ・Ⅱ類合算額の 1.5 倍を目途）な
どの根本的解決を図っていただきたい。

早急に

５．関連事項
1. 新たな制度設計に向けて
1. 障害者の生活実態について全国規模の実態調査により把握して、その結果に
基づき制度を構築していただきたい。
2. 必要とされる障害福祉関係予算をＯＥＣＤ諸国の 10 位以内となる額を確保
するとともに、安易な地方分権による「財源移譲なき権限委譲」は行なうべ
きでない。
2. 直面している自立支援法の問題点について
1. 自立支援医療・補装具費の自己負担も応能負担に切り換えることとし、その
内容は上記２項*１と同様にしていただきたい。
2. 相談支援、特にケアマネジメントに対する評価を報酬上で明確に位置づけ、
地域における相談支援機能の拡充を図るべきである。
3. 現在実施されている「障害支援区分のあり方等に関する勉強会」と、予定さ

れている「支援ニーズ推定調査（仮称）」は中止し、新たなしくみを構築す
べきである。
4. 障害福祉計画や自立支援協議会など、自立支援法の評価される部分について
さらに積極的に取り組んでいただきたい。
5. 就労継続支援事業Ａ型の二重契約に代表される矛盾の解消を図るとともに、
福祉と労働の連携を強化し、社会支援雇用（保護雇用）制度の創設（及びジ
ョブコーチの個別給付化）など新たな就労支援策を構築すべきである。
6. 精神障害者退院促進施設については一時凍結し、新たな地域移行（退院促進）
システムを構築していただきたい。
3. 障害者総合福祉法（仮称）における留意事項について
1. シンプルで、誰がみてもわかりやすい制度をめざしていただきたい。
2. ３障害の統合という理念を踏まえつつ、全障害者の障害特性と個々のニーズ
に応じた支援が実施できるようなサービス体系を構築すべきである。
3. 障害程度区分と報酬の関係について検討し、障害の重い軽いではなく、支援
の必要度に応じて報酬単価が設定されるようにすべきである。
4. 地域におけるサービス格差が生じないよう、国の財政負担を明確にしながら、
地方におけるサービス確保と基盤整備を図っていただきたい。
5. 援護の実施者であり、制度の運営者でもある市区町村職員の専門性を高め、
地域間格差解消の一助としていただきたい。

＜書籍の紹介＞

障害者総合福祉サービス法の展望
茨木尚子・大熊由紀子・尾上浩二・北野誠一・竹端寛 編著
ミネルヴァ書房：2009 年 7 月：3,150 円（税込）
内容 自立生活・インクルージョン推進への提言障害者権利条約の
理念の実現にむけて、自立生活支援と地域社会へのインクルージョ
ンを支える新たなシステムを提唱する。
目次
総論（ソーシャルインクルージョンとは何か／社会的排除に対する
人権保障枠組みの拡大／戦後の障害者運動から見た障害者福祉法の
あるべき方向）
1990 年代の障害者サービスの展開とその問題点（措置制度／八法改
正以降の地域生活の実践／精神障害者、知的障害者の地域自立への
取り組み／社会福祉基礎構造改革の展開と問題点／介護保険制度成立の背景）
2000 年以降の障害者サービスの展開とその問題点（支援費制度と障害者自立支援法／障害
者福祉サービスと介護保険／要介護・障害程度区分認定システム／ケアマネジメントシス
テム／補論：カリフォルニア州の障害者支援サービスの展開）
わが国の「障害者総合福祉サービス法」の展望（.障害のある人の権利に関する条約と障害
者自立支援法／法の全体像と「障害者基本法」
「障害者差別禁止法」との関係／法の基本的
理念・目的／障害の定義と法の対象／支給決定の仕組み／サービスの範囲と概要、地域移
行／不服申立てシステムと権利擁護システム／障害者総合福祉サービス法における財政シ
ステム）
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