
兵庫県知事 り|=戸 敏 二 様

2011年 4月 20日

障害年金の「■籍条項を撤廃させる会

代表 性藤 制:壽

長措t 神戸IF=″区古,1■∫l Ttt l=1-103
TEL078-734-1819 ■相贅方

兵 庫 在 ■ 外 国 人 人 権 l・4会
へ姜 孫 敏 男

連絡先 =崎市■■■ 24-11
TEL● 6-6■ 92-U372黄 光男方

阪絆淡路大たヽの経験を

も ユ意と

`の
決lrTを 大い

在日外国人無年金障害者への救済措置に対する抗議・要望書

貴 兵庫県丼戸菫二fl=に おかオti t´ では ■々県ヽの生活支援 福祉Ⅲl上に取1紅 itlて いう

=と
に 敬意を表Lま す

そして 3月 ll日 に東北間東地方を笙うたヽ今有の大贅災に対 して

路まえたいち早く′,被災地支,救 豪中L入●を行わ■たことに対して

に評価 tて いるところです

きて 'F戸 兵庫県知事のそうした1/‐摯を評価し́ 。つ このl.lの在日外国人無年全緯
=昔^の救済

措置に対して t'年 ■がなされたかったことを極●,て残なに思つているとrろです.

"■
2010年●か

',F在
日外国人高齢者については日本人虐齢者と同額の救済市置がと

',れ
平等実■の念願がやつと

'■
したに ,ヽかか1,ら ず 障害者綸仕全については ,'等の制■イとが実■

さllなか●た
「

とは極〆,,I・●ル言うしがありすヽ ス

無年全障害音についてli tt年も障害 1級綺付全l,2400円 の3き 上 デ 今年責t,2000ロ
の
=き

||デがなみれた二とlt  ttt●・ 評価していると
「

ろですが 完全贅流がなされたとはいえ

ません^更 に 障害 2級給付全についてはま ,́た く

'1●

そのt,のが実
=す

るには,っ ていiせん.

き
',め

て衣念なことと言わざろを得ませんでした

私たちは 2010■ 11月 10日 のサ|キ 交渉において 西

'靖
■障害福祉日熙,か ら |工炭県財

政は ,き続き厳しいホ掟にあるが □体かいの要望を受け 1級 :,2級 も障害基礎年生じ″ 分の

1額を財Ⅲl[予算要求していくJ liれ は控l■福祉部として′)考 え方ですJ と′,両答を受け 心か

ら誓ス′だム第です やつと これて兵黛 F.下の在口外国人制度的無■全者が 完全菫書されると

'ス′だのです



tか し 結果に障言 1'績 lT全 の 2000円 ,き 上げだけに率わ りました.こ の前だつ ,t,びメ
=

ヽ して 見″ してはいないことは理解できましたか やは リロドに対 tての結果として|す きわめて

lt念 と言うしかありません

障言■全の□籍条項を撤房させる会は 1990■ 4月 ,4日 ■足 t=し た。その大きな理由は

竹中漢邦 (日雄 郭澳■)さ スという在 日台湾人 21■の
=庄

障害

`か
 丼■全状態σ,■ ま疲護施設

で暮らtF‐ 十ていだからです.彼は 日本口籍 r掃化をしていましたが 1982年 ′澳 民条約以

降の帰〔ヒであつたために 帰化をしても障害基礎午全は三檜 できなかったのです

そんな

'中
漢邦さんは 外出するときは.必ず||■ 市など■所に行つて 何故自分Ⅲ無年全なのか

を訴えてきました.そ スな

``十

漠邦さんと 菫水養護学技の事業上で 2人の■年全障■者が同じく

無年0で苦労されている

'実
が分かつ 共に開つていこうと障害年今υ)日常条項を撤寧 させる会

'結成されたのです.

イ して 1991年 に神戸市が重度障■者給付‐.制度を立ら上rま した その後 県下の市は障

害

`t合
わせて在 日外国人高齢きの救済措置を直 iし ていきま tた

こうした背景の
「  やつと兵庫県t,1998年 に「,ヽ 市共同事業 |と して '日 本国人制度 1/

無年金舌掟済制度を立ち上げたのです それは 市 町 ■2分の 1拠出という共同事贅の 1口 発で t

た.

その後 
“

庫県下のlit 高齢裸 ,障常者 1級  2級 1,合わせて 2分の l給付を実■ してきまし

た.

そして やつと

'扇
県 t,井戸知事の実断の ド 2010年 には高齢者給,生制度は完全解決を見

るに至 りました. しか し は

'者
給付●●i全絆えないまだに見てお りません

竹中メ邦さんに 阪神淡

“

大烹災のあと体調を崩 t 1996年 に■5歳の若さで肺炎できくな

りました ■11 竹中漠
‐
17さ んは この無■●障害者差つに,し て いつ も「命を力ヽ すて闘 う」と

言い 高熱を押 して

`テ

政交渉や厚生省 (当時)交渉に参力|していました.障害午全の国籍条項を撤

廃させる会は そんな竹中漢邦さんの梅 しさと無念さを,き継いで■在があります.

そうした思いを,咸県行政に真事に

'111め
イ
"Lし

て 1,早期に完全解決 されることを求あるも

のです。今回の 障害t工課 健康勧 上部の姿勢を良としなからも 完全絆スが

`;わ

れなかった二

とを,1常 11残念に思つていまつ

早急なる解決をここに求めるものです.                     以上

, 障害基礎年金 1級に相当する制度的無年金障害者について、共同事業 2分の 1額

助成を完全実施されたい。

2 障害基礎年金 2級に相当する制度的無年金障害者対して、特

'I給

付金要llHの改善

を図り、共同事業 2分の 1額助成を実施されたい.

3 国に対 して、在日外国人制度的無年金者救済を早急に要望され、完全解決を求め

記

られるよう強く求めます。


