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自立支援法の廃止求め提訴

障害者にヘルパーの費用などを一部負担させる障害者自立支援
法で生活が苦しくなり、人間らしく生きる権利を侵害されたと
して、全国の障害者およそ３０人が法律の廃止を求める訴えを
一斉に起こしました。
障害者自立支援法は、３年前に成立し、障害者がヘルパーを
頼んだり福祉施設を利用したりする際は、原則として費用の
１０％を負担することになりました。これについて、東京や
大阪、広島などの障害者およそ３０人が、年金などに頼る生
活が苦しくなり、人間らしく生きる権利を侵害されたとし
て、法律の廃止を求める訴えを一斉に起こしました。このう
ち、目が不自由な兵庫県の夫婦は、外出でヘルパーを頼むの
に月におよそ９０００円の負担を強いられるようになり、野
球場で好きなチームを応援するのを控えるようになったとい
うことです。障害者自立支援法の廃止を求めて障害者が裁判
を起こすのは全国で初めてです。訴えた埼玉県の３４歳の男
性は、会見で「自立支援法ができてから手もとにはほとんど
お金が残らず、家族に支援してもらっているのが現状です。

●     軽飛行機が墜落 男性１人死亡 
11月2日　17時47分更新 

●     強盗殺人 被害者宅から指紋 
11月2日　17時26分更新 

●     突風で１２棟被害 ２人けが 
11月2日　12時43分更新 

●     逮捕の男 職が無く借金も 
11月2日　12時12分更新 

●     引き揚げられた練習船を公開 
11月2日　8時6分更新 

●     ７８歳女性殺害事件 男を逮捕 
11月2日　5時17分更新 

●     フィルム製造工場に改善指示 
11月2日　0時19分更新 

●     公園で犬にかまれる ３人けが 
11月1日　23時13分更新 

●     逮捕の男ら 大麻５０キロ隠す 
11月1日　19時12分更新 

●     東京で“木枯らし１号” 
11月1日　19時12分更新 

●     中国人女性殺害 知人の女逮捕 
11月1日　15時7分更新 

●     東名で８台が事故 １１人けが 
11月1日　12時40分更新 

●     北海道 バスがヒグマと衝突 

●     三洋電機 子会社化で大筋
合意

●     “消費税 段階的に１０％
へ”

●     フランク永井さん 死を悼
む声

●     日中韓 新型インフルで協
力へ

●     ウイルス検査 時間を大幅
短縮

●     小麦価格 前倒し引き下げ
へ

●     金融危機 賃金や雇用に影
響

●     日中韓 新型インフルで協力へ 
18時52分

●     ウイルス検査 時間を大幅短縮 
18時52分

●     日韓市民５００人 キムチ交流 
18時52分

●     軽飛行機が墜落 男性１人死亡 
17時47分 

●     フランク永井さん 死を悼む声 
17時26分 

●     金融危機 賃金や雇用に影響 
17時26分 

●      

●      

●      

●      

●      

●      

●      

●      

10月31日 
19時45分 

●     各地のニュース

●     外国語ニュース

●     NHKオンライントップ

●     気象情報
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NHKニュース　自立支援法の廃止求め提訴

このままでは自立して生きていくことはできません」と訴え
ていました。また、埼玉県の３３歳の男性の世話をしている
母親は「負担が増え、貯金もなくなりました。息子の将来が
心配なので、今のうちに制度を変えたいと思い訴えました」
と話していました。さらに、弁護士は「障害者の自立を支援
する法律のはずなのに、逆に負担が増えて人間らしく生きる
のを難しくしている。ひとりひとりの苦しい現状を社会に訴
えて法律の是非を問いたい」と話していました。厚生労働省
は「訴状を見ていないのでコメントできない」と話していま
す。

11月1日　12時40分更新 

●     監禁問題で道教委が緊急調査 
11月1日　12時40分更新 

●     ショベルカーでＡＴＭ盗む 
11月1日　12時40分更新 

●     生徒に“愚か者”と書かせる 
11月1日　8時43分更新 

●     パチンコ店 ２５００万円強奪 
11月1日　7時9分更新 

●     地震の震度解説表を見直しへ 
11月1日　7時9分更新 

●     同志社大生を大麻所持で起訴 
11月1日　6時42分更新 

●     妊婦死亡問題で検討会設置へ 
11月1日　4時47分更新 

●     沖縄集団自決訴訟 ２審も棄却 
10月31日　23時34分更新 

●     自立支援法の廃止求め提訴 
10月31日　19時45分更新 

●     商工ローンＳＦＣＧを提訴 
10月31日　19時16分更新 

●     携帯を不正に貸す 社長ら逮捕 
10月31日　19時16分更新 

●     強盗殺人 被害者宅から指紋 
17時26分 

●     有名詩人歌人の作品朗読会 
17時26分 

●     秋の天皇賞 ウオッカが優勝 
17時26分 

●     小麦価格 前倒し引き下げへ 
16時2分 

●     北大 イチョウ並木色づき開放 
16時2分 

●     全日本大学駅伝 駒沢大３連覇 
16時2分 

●     地震被災の山古志地区で植樹 
15時5分 

●     “対話の停滞は中国に責任” 
15時5分 

●     石川遼選手 ツアープロ初優勝 
14時48分 

●     ご意見・お問い合わせ 
●     NHK における個人情報保護について 
●     NHK 著作権保護 
●     NHK オンライン利用上の注意 

Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation) All rights reserved. 許可なく転載することを禁じます。 
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