
- 1 -

2014年 12月 25日

一定の障がいのある 65歳～ 74歳の方の後期高齢者医療制度移行に関する

情報提供の不徹底、個別周知・案内の欠落とそれにともなう市民の不利益

等に対する救済措置を求めることについて（情報提供）

日本共産党相模原市議団

このことについて、市民から相談が寄せられ、12 月 18 日に日本共産党相模原市議

団として藤井克彦議員が一般質問で取り上げました。質疑応答の最後に加山俊夫相

模原市長は、質問の趣旨を受けとめ、「内容をよく精査させていただき、どういう対

応ができるか、検討させていただきたい。」と答弁しました。

ここに事実経過や問題点等について要点をまとめ、広く情報を提供し、市民世論

を喚起して、相模原市の「検討」の結果として、今後の制度運営の改善と不利益等

を被った方の救済が実現することを願うものです。

記

■相模原市政に求めること

一定の障がいのある 65 歳～ 74 歳の方の後期高齢者医療制度移行に関する相模原

市政の対応について、下記の事項について求めるものです。

■経過

このほど、市民の方から、下記のようなご相談が寄せられました。

１．該当するすべての方に個別通知・案内、また適切な勧奨等を急いでおこなう

こと。

２．市が該当者への個別通知・案内を怠ったために、後期高齢者医療制度への移

行を選択できることを認識できず、65 歳以後の時点から後期高齢者医療制度に

移行しなかったことにより、保険料（税）や医療費の負担をはじめ様々な不利

益を被った該当者については、市として状況を調査・把握し、被った不利益等

に対して、何らかの仕組みをつくり補償すること。

３．この制度の周知・案内のあり方を見直し、徹底すること。特に、障がい認定

時・障がい者手帳交付時に 65 歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された該当者

に対して、また国民健康保険をはじめ各種の納税相談や公共料金の納付相談等

の窓口対応において、周知徹底をはかること。
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■「申請により後期高齢者医療制度に移行することができる、一定の障がいのある 65
歳～ 74 歳の方」の制度上の位置づけと相模原市における該当者

○制度の概要（別紙・資料①）

○所得等にもよるが、医療費負担が３割から１割に軽減され、国民健康保険税額よ

りも後期高齢者医療保険料額の方が低い場合がある。

相談者の場合、下記のような状況になる。

ア：国民健康保険税と後期高齢者医療制度保険料の比較

相談者の要請により相模原市が試算し回答した、
国民健康保険税と後期高齢者医療制度保険料の比較

［国民健康保険税］［後期高齢者医療 ［差額］
保険料（試算）］

６５歳：2010年度 77,100 60,720 16,380
６６歳：2011年度 57,000 38,140 18,860
６７歳：2012年度 56,800 39,970 16,830
６８歳：2013年度 57,600 39,760 17,840
６９歳：2014年度 40,200 28,240 11,960

５年間合計 288,700 206,830 81,870

６９歳の障がい４級の方で、難病をかかえ年金生活のなか、経済的に困窮され、

不本意ながら国民健康保険税を滞納する事態に追い込まれ、分納計画を立てて延

滞税を課せられながらも必死に履行してきた。国民健康保険税の減免や分納相談

のさい、国民健康保険課の担当には繰り返し生活の窮状を訴えてきた。市県民税

も滞納に追い込まれた。そのことで市営住宅の申込みもできなかった。市の健康

診断を受けて医師から治療を進められたが医療費が払えないので断った。恒常的

な治療以外にもさまざまな体調不良が生じているが、やはり医療費が払えないの

で受診しないで我慢している。

そうしたなかで、テレビの報道番組『ミヤネ屋』で後期高齢者医療制度につい

て取り上げているのをたまたま見て、65 歳～ 74 歳の一定の障がいのある人は、後

期高齢者医療保険が適用されることを知った。そうなると保険料も安くなる場合

があり、医療費の負担は３割から１割にと少なくなるとのことである。早速、相

模原市に電話をし、自分が「一定の障がい」に該当するのかどうか問い合わせた

ところ、自分は該当するとの回答であった。市の担当者が自分に、「どこでそのこ

とを知ったのですか」と問い返してきたのにも驚き、あきれた。

いったい、これまでの国民健康保険課とのやりとりは何だったのか。「こういう

制度がある。後期高齢者医療制度に移れば、保険料も医療費も負担が軽くなり、

その分、生活が楽になる」となぜ説明・案内をしてくれなかったのか。自分は一

度も、65 歳～ 74 歳の一定の障がいのある人は、後期高齢者医療制度に、申請によ

り移行できるという説明・案内を受けたことはない。

そのことを知らされずに、大きな不利益・損害を被った。制度を知らせなかっ

た相模原市は、どう責任をとるのか。

国民健康保険課や地域医療課に訴えても、らちがあかないので、日本共産党の

市議会議員に訴える。
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イ：医療費負担の比較

相談者の、2014 年６月の一ヶ月分の医療費窓口負担は、３割負担で合計 16,760 円

であった。これを１割負担に換算すると、5,590 円になり、差額は 11,170 円になる。

１年分をその１２倍と仮に考えると 134,040 円で、５年間はその５倍で 670,200 円に

なる。正確な金額は行政の責任で調べるべき。

○もともと老人保健制度の時代から、いわゆる「年齢引き下げ」の仕組みとして存

在していたもので、後期高齢者医療制度導入後も引き継がれたもの。

○相模原市内に 12 月１日現在で 4225 人存在し、そのうち後期高齢者医療保険に加

入しているのは 332人とのこと。後期高齢者医療保険に加入していない、残りの 3890
人の方々の詳しい状況（選択により後期高齢者医療制度に移行できることを認識し

ているのか、認識していないのか、など）は市として把握できていない。

■「申請により後期高齢者医療制度に移行することができる、一定の障がいのある 65
歳～ 74 歳の方」にたいする相模原市における制度周知の対応

（１）障がい認定時・障がい者手帳交付時に 65歳～ 74歳である該当者対して

○障がい者手帳交付時に、『障害のある方のための 福祉のしおり』の該当箇所（別

紙・資料②）について説明をしているとのこと。

（２）障がい認定時・障がい者手帳交付時に 65 歳未満で、その後 65 歳に年齢到達

された該当者に対して

○該当者に対する個別の案内・周知はおこなわれていない。

相談者は、まさにこのケースに該当する。ご本人が後期高齢者医療制度に移行で

きることを認識されていなかったことについて、その責任はご本人でなく、行政に

あると考える。「申請主義」の前提そのものが欠落していると考える。

（３）重度障がい者医療費助成の対象者に対して

○重度障がい者医療費助成の対象者に対しては、2014 年度に初めて、医療証の更新

時に（８月）、「更新のお知らせ」通知に「後期高齢者医療制度に移ることができま

す」と記載した。しかし障がい４級の方は医療費助成の対象外なので、相談者には

この通知は届けられていない。

（４）一般的な広報、制度案内

○冊子『障害のある方のための 福祉のしおり』にこのことが記載されているが、

この冊子は障害認定・障害者手帳交付時に受け取るのみで、その後は何年経過して

も、制度改正やサービス内容の変更があっても、新しい冊子『しおり』が配られる

ことはない。

相談者の場合、身体障がい４級に認定されたのは 2004 年８月であり、当時配布さ

れた『しおり』には、後期高齢者医療制度のことは、制度発足前なので当然ながら、

記載されていない。

○冊子『ナイスガイドさがみはら（暮らしのガイド）』において、「障害のある人」

の部分に「後期高齢者医療の選択」を掲載しているが、この冊子は更新のたびに自

治会をつうじて全戸配布されるものの、自治会未加入者には配布されていない。

相談を寄せた方は自治会未加入であるため、自治会をつうじて新しい冊子が配布

されたことはない。
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■国民健康保険の制度運用における対応

（１）国民健康保険税の減免、分納など納税相談

○相談者は、2009 年６月下旬に減免申請をおこなって以来、たびたび電話や窓口で

国民健康保険課と分納相談などのやりとりをしてきた。生活苦を切実に訴えてきた。

にもかかわらず、「一定の障がいのある 65 歳～ 74 歳の方は申請により後期高齢者医

療制度に移行することができる。医療費や保険料の負担が軽くなる場合がある」こ

との説明を一度も受けなかった。

（２）国民健康保険の制度運用全体のなかでの位置づけ

○毎年作成され、納税通知書とともに配布されている「国民健康保険のしおり」に

はこのことは記載されていなかった。そのことから、国民健康保険の実務のなかで、

このことがまったく意識されていなかったのではないか、とも考えられる。

○今回問題となった「一定の障がいのある 65 歳～ 74 歳の方は申請により後期高齢

者医療制度に移行できる」という仕組みは、公的医療保険制度における制度間連携

というべきものであり、国民健康保険を運用する担当部署はしっかりと認識し、該

当者に周知し活用していく責任があると考える。

■国・厚生労働省の指導

○ 2009 年 12 月 24 日付厚生労働省保険局高齢者医療課の事務連絡通知「身体障害者

福祉法施行令等の一部改正に伴う後期高齢者医療制度の障害認定の取扱いについて」

（別紙・資料③－１）と添付のチラシ案（別紙・資料③－２）が相模原市にも届い

ていた。相模原市における制度周知のあり方を見直す契機となりうるものであった

が、相模原市はこの国の事務連絡通知やチラシ案を実務の改善に生かさなかった。

■「平成２４年度 ２１大都市高齢者福祉・高齢者医療主管課長会議（高齢者医療

分科会）」｛平成２４年７月５日・岡山市で開催｝における堺市の問題提起とそれに

対する各都市の回答

●堺市から各都市への照会（問い合わせ）事項として回答を求めるかたちで、次の

ような問題提起が投げかけられた。

後期高齢者医療制度の障害認定について、…障がいの程度が障害認定の要件に

該当していても、65 歳未満の方（特に、後期高齢者医療担当課で所管している

福祉医療にも該当しない等級の方など）については、手帳交付時での後期高齢者

医療担当課への引き継ぎが難しく、それらの方にたいする制度周知について、対

応に苦慮しているところです。

つきましては、障害認定の周知方法について、本市の参考とさせていただきた

く、各都市の取り組みをご教示願います。

１．障害認定の周知方法

２．手帳交付時に 65歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知

方法
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●それに対する相模原市の回答｛以下は「２．手帳交付時に６５歳未満で、その後 65
歳に年齢到達された方に対する周知方法」についてのみ記載｝

●【横浜市】の回答

●【新潟市】の回答

●【静岡市】の回答

●【浜松市】の回答

●【京都市】の回答

（手帳交付時に 65歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方法

については、）65歳に到達した時点での周知は改めて行っていない。

○（障害認定の周知方法については、）平成２３年度から、毎年６月に発送する

重度障害者医療証に、後期高齢者医療制度の概要、他保険制度との保険料の比較

を内容としたちらしを同封。

○（手帳交付時に 65歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方

法については、）平成２１年度から、65歳年齢到達時の介護保険の被保険者証に、

後期高齢者医療制度の概要、他保険制度との保険料、一部負担金の比較を内容と

したちらしを同封。（資料④、⑤）

○（手帳交付時に 65歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方

法については、）障がい担当課から 65歳に到達する対象者データーの提供を受け、

給付状況等の調査を行い、後期高齢者医療へ移行した方が有利と思われる方を抽

出し、各区の障がい担当を通じて、手続き勧奨を行っている。

○（手帳交付時に 65歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方

法については、）身体及び療育については、担当部局より対象者リスト（等級は

不明）をもらい、本人に勧奨通知を発送している。

精神については、個人情報保護の観点から、担当部局と検討のうえ対象から外

している。

○（手帳交付時に 65歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方

法については、）身体障害者手帳所持者には、年齢到達の前月に案内通知を送付

し案内している。

○（手帳交付時に 65 歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方

法については、）障害者手帳交付担当課から手帳交付時に案内するとともに、65 歳

年齢到達の２ヶ月前に手帳交付担当課等の情報から障害者手帳４級以上の方のリ

ストを作成し、郵便による個別勧奨を行い、後期高齢者医療制度の周知に努めて

いる。
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●【北九州市】の回答

※なぜこれらの他都市の取り組みを参考に、相模原市でも該当者に対して個別勧奨、

個別通知による案内をおこなわなかったのか、不可解極まりない。

■相模原市政の「行政の不作為」は明らかで重大であり、その責任から、該当者が

被った不利益等を補償すべき

○二重の意味で、相模原市政に「行政の不作為」がある。

①対象者に個別勧奨、個別通知による案内をおこなわなかった。

②国民健康保険税の支払いが困難で減免・分割納入の相談を寄せた人にもそれを

知らせなかった。

○不利益等を被った該当者は、相談者一人にとどまらず、広がる可能性がある。実

態を調査し、救済の仕組みをつくり、何らかのかたちで補償すべきと考える。

○（手帳交付時に 65 歳未満で、その後 65 歳に年齢到達された方に対する周知方

法については、）65 歳年齢到達の３ヶ月前に該当者全員に郵送で一斉周知を行って

いる。

［問い合わせ先］

日本共産党相模原市議団 団長 藤井克彦

控室 電話 042-769-8314 FAX 042-754-7696
携帯 090-2470-8471


