
      精神障がい者の通院医療費の無料や低額 

      “自立支援医療制度”の申請はしていますか 

小倉南区 服部拓己（投稿） 
 

3 月 18 日の午後 4 時過ぎ、いつもの様に JR

城野駅を利用してびっくり。窓口は、全面シャ

ッターが下ろされ、駅員は誰もいないのです。

電動車いすの私は、スロープを渡してもらわな

ければ列車に乗れません。前の週に利用した時

もそうしていたのです。 
 

備え付けのインターホンを押すとコールセン

ターにつながり、「下曽根駅から係員が向かい

ますので、しばらくお待ちください。」とのこ

と。「何時の列車に乗れるか」とたずねても「状

況によるのでわからない。」という返事です。 
 

結局、駅で 1時間以上待って 5 時 20 分台の列

車に乗りました。下曽根から来た介助員は、な

んと、南小倉駅から吉富駅までの区間（46km 

・普通列車で 56分）を一人で担当しているよう

です。 
 

その日もすぐに、朽網駅と小波瀬駅それぞれ

に介助に行くと言っていました。今後、事前に 

予約ができるかと尋ねましたが、「その日その

日で状況が変わるのでお約束できない。当日早 

私たち車いす利用者にとっては、ますます利用

しづらくなるばかりです。さらに安全面でも不

安が広がります。JR九州は駅の「無人化」を見

直し、公共交通機関としての責任を果たすべき

です。 
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今も続く 北九州市の「水際作戦」 

 「年金が多いからダメ」と、追い返す 
生健会も加入している北九州市社会保障

推進協議会（社保協）と自由法曹団が、2 ヶ

月に 1度開催している「生活保護 110番」に

相談を寄せていただいた方に同行して、生活

保護の申請に行きました。 
 

その方は、昨年 6 月に区役所の「いのちを

つなぐネットワーク」の職員に連れられて生

活保護の申請に行きましたが、面接係長から

「年金が多いからダメ」と言われ追い返され

ていました。 
 

確かに世帯の年金は十数万円ありますが、

夫は障害 1 級、要介護 4で介護費用の負担 

ひどいよ JR 九州 

城野駅が、午後３時以降無人に 

生健会に相談する方の中には、電話代が

ないために、連絡が取れなくなり困る場合

があります。 

みなさんの中で、眠っているテレホンカ

ードをお持ちの方は、使いかけでも結構で

すから、生健会にいただけないでしょうか。 

よろしくお願い致します。 
 

連絡・送り先は、 

803-0816小倉北区金田 1-3-32-308 

電話：090-1361-0876 八記博春 宛 

障がい者の医療費の公費負担について

は、2006 年に育成医療、更生医療、精神通

院医療が統合され「自立支援医療」になりま

した。 
 

自立支援医療が認められると「受給者証」

が交付され、医療費は右表のように生活保

護世帯は無料に。住民税非課税世帯は低額

に、中間所得世帯は 1 割負担などになりま

す（この制度の「世帯」とは、住民票上の世

帯ではなく、同じ医療保険に加入している

家族を同一世帯とします）。 
 

対象は、精神障害と診断され継続的な通

院が必要な場合です。通院にはデイケア、ナ

イトケア、訪問看護も含まれます。入院は対

象外です。障害者手帳の有無は問いません。 

お願い 家で眠っている 

「テレホンカードを下さい」 

「年金が多いからダメ」と言うのは、申請権を

侵害する「事前審査」そのものであり、議会な

どで市が「申請意思を必ず確認している」と繰

り返し答えていることと大きく異なります。 
 

今回は、生健会が同行したために、申請がで

きましたが、このようなことを二度と許さない

ための運動を更に大きくしなければと思いま

した。 

などが多く、妻も医療費の

負担があり、生活保護を利

用できる世帯です。 
 

それなのに、相談窓口で 

全生連第 43 回大会 
機関紙コンクール 

単位組織の部第 4位 
 

本会報「小倉生健会生活と健

康を守る会」が第 4位を受賞し、

表彰状と副賞が届きました。 

めにご連絡ください」との事

でした。 
 

JR九州は、経営の「合理化」

で、各路線で人減らし・駅の無

人化を進めています。しかし、 

小倉生健会も JR 九州に電話 
 

服部さんの投稿を受けて、ＪR 九州に電話を

しました。 

電話からは「この電話はサービス向上のた

め録音させていただきます」とテープが流れ

コールセンターの方が電話に出ました。 
 

「サポートスタッフが一人では対応できな

いでしょう」と言うと、「はい」と答えました

ので、「この電話は録音されているから、『は

い』とか言わない方がいいよ」と言うと、「い

え、きちんと伝えます」と答えてくれました。 

 

城野駅に電話でない。7：30-11；20  12：

20-15：00 16 時に電話不通 

負担上限
月額

生活保護
本人年収または障害
児の保護者の年収

0円

低所得1
市民税非課税
（80万円以下）

2,500円

低所得2 市民税非課税 5,000円

中間所得1
市民税33,000円未満
（低所得者1除く）

中間所得2
市民税33,000円以上
235,000円未満

一定所得
以上

市民税235,000円以上 対象外

所得区分（世帯単位）

1割又は高
額療養費
の自己負
担限度額

精神障害には、統合失調症や気分障害のほ

か、認知症、アルコール・薬物を含めた依存

症、PTSDなどのストレス関連障害、不安障害、 

生健会陳情 
 

10 万円の臨時給

付金 徹底を 
 

①確認書の返信

を促す。 

②「家計急変世

帯」への“お知ら

せ”徹底 

を陳情しました。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

私たち国民全体の 生活・福祉水準を支える 「生活保護基準」 
 

あまりにも、面白くタイムリー

な“やく・みつる”さんの 4コ

マ漫画を、「しんぶん赤旗」日

曜版に無断で、掲載させていた

だきました。申し訳ありませ

ん。 

●民事法律扶助の立替金の償還の免除・猶予 

●民事再生法第二百四十一条第三項の額を定める

政令 

●公害等調整委員会に調停等を申請等する際の手

数料の免除 

●就学援助 

●幼稚園就園奨励費補助 

●私立高等学校等授業料減免 

●高校生等奨学給付金 

●専門学校生への効果的な経済的支援の在り方に

関する実証研究事業 

●特許料金（特許料・審査請求料）等の減免措置 

●独立行政法人自動車事故対策機構による生活資

金の貸付け 

●公共用飛行場周辺における航空機騒音による障

害の防止等に関する法律に基づく住宅防音工事補

助 

●公共用飛行場周辺における航空機騒音による障

害の防止等に関する法律に基づく生活保護等世帯

空気調和機器稼働費補助金交付 

●住宅防音事業（空気調和機器機能復旧工事） 

●空気調和機器稼働事業 

●難病法に基づく医療費助成 

●児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助

成 

●小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業 

●国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護委

託費 

●ハンセン病療養所非入所者給与金（援護加算分） 

●養育医療給付事業 

●結核児童療育給付事業 

●病児・病後児保育の利用料の免除 

●特定教育・保育施設等における実費徴収に係る補

足給付事業 

●保育の措置の徴収金 

●児童入所施設への措置等の徴収金 

●生活福祉資金のうち要保護世帯向け不動産担保

型生活資金 

●介護福祉士修学資金等貸付事業 

●戦傷病者特別援護法に基づく療養手当 

●中国残留邦人等に対する支援給付 

●障害者総合支援法に基づく自立支援医療の自己

負担額 

●障害福祉サービスの利用者負担 

■自民党の選挙公約実現 

生活保護への攻撃はすさまじいものがありま

す。2012年 4月、野党だった自民党は「生活保護

バッシング」を背景に、選挙公約で「生活保護費の

10％引き下げ」を掲げ、大勝し政権に復帰しまし

た。 
 

選挙直前に、「人気お笑い芸人の母親が生活保護

を受けている」と週刊誌が報じ、自民党の片山さつ

き、世耕弘成の両参院議員が「不正受給の疑い」な

どと批判し騒動が拡大していました。 
 

自民党は政権に復帰すると、2013年から 3年連

続、2018年から 3年連続、合計 6年間にもわたり

生活保護費を引き下げました。生活保護費引き下

げを元に戻せと全国で約 1 万人が裁判や審査請求

などで闘っています。 

■生活保護費は、日本の社会保障の「基準」 

 以下に、厚生労働省が公表している生活保護を

基準にしている福祉施策を 47項目並べました。知

らない制度も多く含まれています。 
 

 ここに掲載したものだけでなく、最低賃金や年

金なども、生活保護基準が大きな目安になってい

ます。 

 また、地方自治体が独自に行う多くの福祉・教育

施策の基準も多くの場合、生活保護費です。 

影響の大きさに驚かれる方も多いのではないで

しょうか。 
 

 生活保護は他人事ではなく、私たちの生活、福祉

の最も大切な基準です。国民の総力を挙げて、生活

保護制度を改善していくことが、私たちの生活を

改善することにつながるのではないでしょうか。 

■不正受給の実態 

SNSのニュースサイトには、「不正受給」の記事

があふれています。 

これらに接する多くの人が知らないうちに、意

識の中に生活保護は不正受給が多い、などの記憶

が広がっているのではないでしょうか。しかし、実

態はそうではありません。 

 

以前調べた時、北九州市では生活保護の不正受

給金額は、保護費の 0.5％でした。言い換えれば保

護費の 99.5％は、生活に困窮した北九州市民の生

活費や医療費、教育費に使われていました。 

市が、不正受給としている中には、事前に届けれ

ば認められる“高校生のアルバイト”を無届けで行

ったなど、制度の周知不足も多く含まれています。 

●障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度 

●障害児通所・入所支援の利用者負担 

●⑳障害福祉サービスの措置の徴収金 

●障害児入所支援の措置の徴収金 

●障害児通所支援の措置の徴収金 

●介護保険料や高額介護サービス費等の負担額の

減免 

●養護老人ホームへの入所措置の徴収金 

●社会福祉法人による介護保険サービスの利用者

負担額の減額 

●国民健康保険や後期高齢者医療制度等の適用 

●国民健康保険に係る災害等の場合の自己負担額

の減免 

●後期高齢者医療制度に係る災害等の場合の自己

負担額の減免 

●国民年金保険料の免除 

●特定教育・保育施設等の利用 

●北方地域旧漁業権者等に対する低利融資制度に

ついての遅延損害金の免除 

●特別支援教育就学奨励費 

●一般職の国家公務員が刑事事件に関し起訴され

休職にされたときの給与の支給 


