一般社団法人精神障害者地域生活支援とうきょう会議
運営委員会 議事録
期日：2013 年 8 月 27 日（火）
時間：19:00～22:20
場所：すぎなみ１５１
司会：鈴木卓郎
記録：丹菊敏貴
参加者：理事 4 名中 3 名、監事 2 名中 1 名、運営委員 13 名中 5 名、
センター部会 0 名、会員 0 名
計 9 名
理事（出席者は氏名の前に○）
○ 鈴木 卓郎
金川 洋輔
○ 近藤 淳
○ 半田 佳子
監事
小見山 政男

○ 佐藤 あゆみ

運営委員
○ 東 貴宏

○ 今村 まゆら

亀山 元

小宮山 郁夫

斎藤 隆彦

佐藤 有紗

佐野 澄子

○ 瀬川 聖美

田中 直樹

○ 丹菊 敏貴

西根 博貴

○ 蓮沼 和音

樋口 勝
センター部会からの参加
会員の参加

1. 項目：東京厚生信用組合からの事業案内
担当：近藤淳
【要旨】
東京厚生信用組合より、とうきょう会議会員事業所の運営資金調達の参考として事業案内をして
いただきます。
本日は、東京厚生信用組合 福祉・医療・環境衛生業種開拓プロジェクトチーム業務部グループ
リーダーの西村信明さんから事業のご案内をしていただきます。
【概要】
設立から 60 年を迎えます。
東京厚生信用組合については、共同作業所補助金時代に年度替りの運営費のつなぎ資金の融資で
ご利用になられたことでご記憶の事業所さまもいらっしゃるとは思います。
一般的な都市銀行や信用金庫等との大きな違いは、社会福祉、医療、環境衛生に関する事業をお
こなう事業者や個人事業主の活動を支えることに特化した金融機関であるということです。
これまでも、社会福祉、医療、環境衛生の業域に特化して活動をしてきましたが、まだまだ知名
度も低く、お付き合いいただけている事業所さんも多いとはいえません。
そうしたことから、今年度からプロジェクトチームが立ち上がり、私、西村がグループリーダー
として皆様のとこに出向きご説明をさせていただいている次第です。
障害者自立支援法以降、
多くの精神障害者共同作業所が就労継続支援 B 型等の障害福祉サービス
事業を導入していますが、新しい事業展開や、移転、改修のための資金が必要になることがあるで
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しょう。地域活動支援センターとして事業運営をされているところでは、公的融資の対象外であっ
たり、相変わらず年度替りのつなぎ資金が必要となることもあるでしょう。グループホームの増設
は必要だと考えておられる事業所もあろうかと思いますが、グループホーム創設の初期費用の負担
から検討が進まないということもあろうかと思います。
福祉医療機構さんの福祉貸付制度などもありますが、対象が限られていたり、手続が煩雑である
など、利用しやすいとはいえないところもあろうかと思われます。
そうした時に、是非ご相談いただければ、事業の特性や状況に合わせて、柔軟に皆様の活動に合
わせたご提案ができると考えています。
結果として融資につながらないこともあるかもしれませんが、移転や事業の創設等の案件では、
事業に適合する物件探しのご相談など、融資の話に留まらず、総合的なご相談にのりながら、皆様
のお役に立てると考えています。
東京厚生信用組合の店舗は、新宿本店、浅草支店、小平支店、青梅支店がありますが、窓口は私、
西村となりますので、私のほうにご連絡をお願いいたします。
【結論】
会員メーリングリストで情報提供をすることで了承されました。

2. 項目：平成 26 年度に向けての対都要望書
担当：近藤淳
【要旨】
対都要望書のたたき台をつくってみたので、ご検討ください。
資料別紙の通り
【検討の概要】
「現状の課題整理と提案」をこの先やっていけるといい。
国は規制緩和の方向性があるが、東京都は内規と称して規制強化の方向にある。しかし、東京都
の規制強化の内容は、東京都では利用者にとってよかれと思ってやっているのかもしれないが、現
場の感覚では必要の無い規制強化もある。
書面の体裁として「要望書」でよいのでしょうか。以前から確認されていることとして、これま
での要望活動では紋切り型の議会答弁のような回答に終わっていて、建設的な議論ができないまま
になっていることが課題となっていたので、
「現状の課題整理と提案」をするという方向で話をし
ているとおもいますので、今回から変えてみてもよいのではないでしょうか。
とうきょう会議は、現場を担っている支援者の集まりとして、現状の課題整理をする力は充分あ
ると考えられます。こうした力を是非東京都との協力関係の中で生かしてゆくことが必要だと思い
ます。
支援センター部会でもっている課題などはどのようになっているでしょう。わからないことも多
いのでご意見をいただけると助かります。
【結論】
鈴木卓郎さんが、運営委員会での意見を踏まえ要望書のたたき台を元に要望書案を作るので、
2013 年 9 月 5 日（木）までに、追加項目や意見があれば鈴木卓郎さん宛に送ることになりました。
近藤さんが東京都との意見交換会の日程調整をおこなうことになりました。
要望書の提出窓口は、障害者施策推進部計画課
精神保健・医療課とのかかわりも重要なので、要望書に関する障害者施策推進部計画課との意見
交換会のほか、精神保健・医療課との懇談会の企画も検討する。
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3. 項目：第 3 次障害者基本計画に関する意見募集（パブリックコメント募集）
担当：事務局 丹菊敏貴
【要旨】
案内
内閣府政策統括官（共生政策担当）付障害者施策担当が所管の第 3 次障害者基本計画に関する意
見募集が行われています。
意見・情報受付開始 2013 年 8 月 24 日
意見・情報受付締切日 2013 年 9 月 5 日
意見募集 URL：
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095130830&Mo
de=0

案件番号

095130830

定めようとする命令等の題名

障害者基本計画（第３次）

根拠法令項

障害者基本法第１１条

行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集

内閣府政策統括官（共生政策担当）付障害者施策担当

所管府省・部局名等（問合せ先）

案の公示日

意見提出が 30 日未満の場
合その理由

03-3581-0277

2013 年 08 月

意見・情報受付

2013 年 08 月

意見・情報受付

2013 年 09 月

24 日

開始日

24 日

締切日

05 日

任意の行政手続きであるため（行政手続法の対象外）

【検討の概要】
【結論】
会員メーリングリストでも周知することになりました。

4. 項目：支援センター部会より検討依頼
担当：支援センター部会 今村まゆら
【要旨】
以下の点についてご検討ください。
(1) センター部会予算用の通帳・口座を作っていただきたいこと
(2) 繰越金の扱い、今年度予算の運用についての確認
(3) 「東京の相談支援を考える会」の予算管理先をどうするか
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【検討の概要】
【結論】
（1）部会は数も多いので全ての部会活動用の口座を法人では開設することは難しいです。
これまで各部会単位で使っていた口座を使うか、これまで使ってきた口座では問題があるようで
あれば、各部会の責任者の名義で専用口座を開設していただくことになります。
（2）各部会の繰越金の扱いは従前どおり、各部会で当年度活動費の一部として使って下さい。
（3）
「東京の相談支援を考える会」は部会ではなく「相談支援従事者研修企画部会」の一活動なの
で、予算管理は「相談支援従事者研修企画部会」が行ってください。部会の中での運営費管理の目
的で枝の口座を作るか作らないかは各部会の責任にお任せしますが、会計報告では預金口座の写し
を提出していただき、その残高と、収支決算報告の残高があうことを確認することになります。
事務局から、運営委員会メーリングリストで、各部会の銀行口座の管理と経理処理について別途
ご案内することになりました。

5. その他 （各部会報告・連絡等）
◆相談支援従事者研修事業
◆小規模作業所法内化総合推進事業
◆東京都自立支援協議会
◆東部ブロック
◆スポーツ企画部会
(1)

第 1 回精神障害者スポーツ国際シンポジウム共催の件

日

時： 2013 年 10 月５日(土) 12：00 受付 12：30～17：45 終了

場

所： 明治学院大学白金キャンパス 2 号館 2 階 2301 教室

参 加 国： イタリア、デンマーク、イギリス、ドイツ、アルゼンチン、ペルー、韓国、日本の
精神障害者スポーツ関係者
主

催： 精神障害者スポーツ国際化実行委員会、公益社団法人日本精神保健福祉連盟、

公益財団法人日本障害者スポーツ協会
共

催： 日本スポーツ精神医学会、特定非営利法人日本ソーシャルフットボール協会、
一般社団法人精神障害者地域生活支援とうきょう会議

大会の趣旨： 2013 年 6 月現在、精神障害者・精神疾患者が参加できる国際大会は開催されてい
ない。また、精神障害者・精神疾患者スポーツの国際統括競技団体は存在しない。身
体障害や知的障害に比べ、遅れている精神障害者スポーツ国際動向を鑑み、精神障害
者、精神疾患者スポーツの国際的に発展させるための情報交換、国際大会の開催、国
際ネットワークの構築を図ることを目的とし、国際シンポジウム、会議を開催する。
(2)

平成 25 年度のバレーボール大会の日程
キャプテン会議 10 月 3 日(木) 東京体育館第一研修室
大会当日

(3)

12 月 4 日(水) 東京体育館にて

平成 25 年度独立行政法人福祉医療機構助成報告

第 13 回全国障害者スポーツ大会で今回精神障害者フットサル大会がオープン競技となりました
が、東京都からの財政的支援が一切得られない中での実施となることもあり、大会運営費の財源と
して、平成 25 年度独立行政法人福祉医療機構助成を申請いたしました。
平成 25 年 7 月 19 日付で、
当該助成の決定通知を受取り、
225 万円の助成を受けることが決定し、
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平成 25 年 8 月 5 日に助成金専用口座に入金いたしましたのでご報告いたします。
◆広報部会
◆研修部会
◆調査部会
◆支援センター部会
(1) 「平成 25 年度精神障害者地域移行体制整備支援事業人材育成事業」の「精神障害者の地域移
行及び定着支援のための障害者支援事業所等における実習研修」の受け入れ先法人の選定について
調整作業をおこなってきました。
これは、東京都の精神科病院職員を対象者として、地域の障害者支援事業所等で実習研修を行う
もので、その実習研修の受け入れ先法人の調整をしてきたというものです。
本来であれば当会から 13 法人を選定するところ、最終的に 14 法人に協力をいただくことで東京
都社会福祉協議会東京都福祉人材センター研修室と調整がつきましたのでご報告いたします。
(2) 支援センター部会研修係企画研修を、参加対象者を支援センター部会員のみならず、とうきょ
う会議の会員に広げてご案内しています。締め切りを 8 月 30 日までに延長しましたので、是非ご
参加下さい。とうきょう会議会員のみなさまには会員メーリングリストでもご案内しています。ご
確認下さい。
「ソーシャルワーク面接技術基礎研修～支援することの意味～」
日時：９月４日(水） １５：００～１７：００
場所：内海 １０１会議室 （水道橋駅近く）
講師：山梨県立大学人間福祉コミュニティ学科准教授 山中達也氏
◆都精民協担当
(1) 2013 年 8 月 21 日（水）の報告
東京都精神保健福祉連絡会運営委員会では、前半に学習会を行っており、今回は「生活保護制度
について」
、特定非営利活動法人ジャパンマック副代表の武澤次郎さんからお話を聞きました。
その中で、生活保護の「審査請求」の制度について紹介されたので特にこの点についてご報告い
たします。
今年 8 月から生活保護基準額の改定に伴い、保護費が下がり、生活保護受給者の間で不安が広が
っていると思います。
今回紹介されたものは、
「生活保護基準引き下げに NO！全国争訟ネット」が呼びかけている
「審査請求」についてです。
「生活保護基準引き下げに NO！全国争訟ネット」は、出来るだけ多くの生活保護受給世帯が、
今回の生活保護基準引き下げについて、
「審査請求」を出すことで、生活保護基準額引き下げに歯
止めをかけようというものです。
詳しくは、添付にパンフレットと「審査請求書」のフォームをお送りしますので、ご覧の上必要
に応じて活用下さい。
会員メーリングリストで別途ご案内いたします。
(2) 今後の予定
2013 年 10 月 23 日（水）18:15 から （学習会として就労関係）
2013 年 12 月 11 日（水）18:15 から （学習会として権利擁護関係）

5/6

(3) 都精民協の対都要望活動関係（要望書は別紙資料の通り）
2013 年 8 月 21 日（水）の東京都精神保健福祉連絡会運営委員会で、対都要望書の最終稿が提示
されました。平成 26 年度予算に向けての要望です。
（要望書は別紙資料の通り）
この要望書について、政党ヒヤリングと東京都との要望懇談会が以下の通り開催されます。
a) 政党ヒヤリング
2013 年 9 月 6 日（金）
集 合 10:00 都民ホールロビー
自民党 10:20～10:40
民主党 11:20～11:40
b) 東京都との要望懇談会
2013 年 9 月 18 日（水）
集合 10:10 都庁第一本庁舎 1 階案内コーナー前
懇談会 10:30～11:30 都庁第一本庁舎 25 階 105 会議室
【意見】
鈴木卓郎さんより、9 月 18 日の要望懇談会に参加したい旨申出があり、事務局が東社協の川嶋
さんに連絡を入れておくことになりました。
→（8 月 29 日に東社協の川嶋さんにお伝えしました。
）
要望項目 1 ですが、
「平成 25 年度から東京都保健医療計画に精神疾患が加わりました」とありま
すが、精神疾患については前から載っていたと思うので、この書き方だとどうかと思います。
要望項目 5 の③ですが、
「計画相談は、支給決定をする区市町村の事業所に限らず、本人の住所
地に近い事業所でも行えるようにして下さい。
」とありますが、居住地でない相談支援事業所を利
用してはいけないということはありませんし、実際に支給決定を行う居住地の自治体以外に所在す
る相談支援事業所で計画相談を行っていますので、この書き方だと誤解をまねくのではないでしょ
うか。
→（8 月 29 日に東京都精神保健福祉連絡会運営委員長の伊藤善尚さんに事務局からお伝えしまし
た。
）
◆その他

次回の運営委員会 9 月 30 日（月）19：00～ 場所：すぎなみ１５１

以上
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とうきょう会議 運営委員会資料／２０１５年 8 月２７日

以下が H26 年度対都予算要望案（たたき台）です。
残念ながら、事業所に関わることしか頭に浮かばないだめな自分です。さびしい限りです。とりあえず、た
たき台としてご検討ください。
また、この文面だと単に「金をくれ！」と東京都に文句を言っているようです。当初考えていた「よりよい
東京都にするために、とうきょう会議が都といっしょになにかを作り出す。」という恊働の意味合いとは程遠
いとも思います。取り急ぎ今日の資料として提出しますので、今夜、みんなで考えましょう！
このはの家 近藤

１

『東京都地域自立支援協議会に専門部会を早急に設置し、地域の実情を把握した政策を策定してくださ

い』
東京都地域自立支援協議会での部会設置を早急に行い、地域での課題を顕在化することで、個別の問題を
社会化してください。更には本協議会で検討することにより、可能な限り地域間の格差が生じず、各自治体
での支援活動が更に発展するようご検討下さい。

２

『相談支援事業が円滑に進み、サービスを希望する当事者への計画相談が速やかに実施されるよう、東

京都単独の予算計上をお願いします』
都内の相談支援事業における計画相談の実施状況は芳しいとはいえません。このままでいくと、H27 年３
月中に計画相談に繋がらない障害福祉サービス利用者は、10 割の利用料を負担せざるを得ないことになり、
自己負担増により、サービス利用をあきらめる方が生じる可能性があります。
その大きな要因の一つとして、本人の希望に添ったアセスメントを通した丁寧な計画作成には、一定程度
の時間と労力が必要とされながらも、国の報酬単価が低いため、事業実施を希望する事業所がなかなか手を
挙げない現状や、専任の従事者を雇用できない実態があります。そのため、計画作成を希望する当事者の需
要に対し供給が応えられていない状況が生じているのが現実といえます。
都内で暮らす当事者に必要なサービスが届くよう、東京都として相談支援事業に対する独自加算補助を行
い、事業実施が円滑に進むようお願いすると共に、各自治体への適切な方向性を示してください。

３

『サービス推進費の加算対象条件をサービス利用する当事者の実態に即したものにしてください』
現在のサービス推進費の加算要件は、三障害の障害特性を十分に勘案したものとは言い難い内容です。特

に地域で暮らす精神障害者のサービス利用状況を反映したものではなく、障害特性をより当事者の生活実態
にあわせる必要があります。三障害の当事者の生活実態に即した要件を再度検討し、精神障害者を多数受け
入れている事業所が、遜色なく一定水準の支援が行えるようにしてください。
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４

『地域活動支援センターの事業運営に対する補助金アップをお願いします』
地域には、長期入院後の退院者や高齢者、アウトリーチ支援等、様々な理由により障害福祉サービスの利

用が適さない、もしくは繋がりづらい当事者がいます。そのため、各自治体において地域特性に対応した地
域活動支援センターのニーズは高まっています。
しかしながら自治体事業という理由により、財源の乏しい市区町村は、地域活動支援センターの実施が困
難であり、Ⅱ型とⅢ型の実施を認めることができない地域は少なくありません。また、実施している市区町
村に於いても、限られた補助金での実施にとどまっているため、運営は非常に脆弱であり、十分なサービス
（支援）提供が困難となっています。
東京都包括補助金事業における地域活動支援センターへの補助額を拡大することで、各自治体での地域格
差が生じず、地域で暮らす当事者に必要な支援が届くようお願いします。

５

『障害福祉サービス事業所における、東京都の施設基準を見直してください』
本来、障害者自立支援法が施行される際、
「施設基準の緩和」がありました。サービスを利用したい当事者

のニーズに応えることができるよう、施設基準を緩和し、多くの事業所を地域に作り、当事者の希望するサ
ービスへ繋げる目的がありました。
しかしながら、
“東京都の内規”と称される基準が存在することで事業所設置のハードルは高まりました。
もともと多くの施設は小規模作業所からの事業移行であるため、今まで実施していた施設と異なる設置基準
を提示されることで事業実施が困難になり、サービス（支援）の提供、事業運営が滞る場合もあります。小
規模作業所時代の施設基準でもスムーズに障害福祉サービス事業所が実施できるよう、施設の設置基準を見
直してください。

６

『福祉事業所を利用する当事者への通所交通費の予算を計上し、各自治体に配分してください』
障害福祉サービス事業所に対する通所者交通費は、
「サービス推進費に含まれている」という理由で、今ま

で交付していた交通費補助金を取りやめる自治体が増えています。本来、サービス推進費は、一定程度のサ
ービス提供を維持するために交付される補助金であり、交通費補助として交付されているものではないと考
えます。一定程度のサービス提供を十分に行え、なおかつ通所交通費をも補うことが出来得る補助額ではな
いにも関わらず、市区町村行政は、サービス推進費の Q&A の文書等を理由に通所交通費補助を打ち切るケ
ースは少なくありません。
また、地域活動支援センターにおける通所交通費は、「自治体事業なので財源が少ない」
「区民の税金なので、区外利用者へは使うことができない」等の理由で、利用者に対して満足のいく公平な
仕組みが保たれていません。
障害者自立支援法施行以降、自治体の裁量により都内での地域格差は広がりを見せています。自治体によ
っては行政が実施していた事業を民間事業所に負担させ、結果的には、その費用も事業所にゆだねるケース
も少なくありません。通所事業は通って来ることでサービス（支援）に繋がることがスタートといえます。
通所による支援を必要とする都民である以上、だれもが通いたい場所に、不自由なく通うことができるよう、
地域格差の出ないような自治体制度が保たれるよう、通所交通費の補助を検討してください。
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７

『福祉事業所の耐震補強に対する助成を行ってください』
福祉事業所における地震による耐震対策は、人命を預かる事業所にとって非常に必要なことといえます。

全ての事業所は、利用者に対し安全な場所でサービス（支援）を提供したいと切に感じていますが、改修工
事費が多額なため工事費を捻出できず、耐震診断で施設基準に達しないなか、事業を行わざるを得ない事業
所があります。
利用者が安全な場で安心してサービスを利用できるよう、事業所建造物への耐震補強の助成制度を設けて
ください。

その他、なんとなく要望にあげてみる項目かな？と。
。
。。
。。
『地域移行がらみ？』

『アウトリーチ事業はどうなったのか？』

『生活保護がらみ？』

『調達法がらみ？』

『市区町村まかせはだめ！』

『市区町村に力を注ぐような、都のバックアップが必要』
『今まで全国をリードしてきた東京都としての誇りを！東京というブランド価値を行政自身が下げてはいけ
ない！やっぱり東京で暮らせて幸せと言わせる政策を！』
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審査
生活保護の引き下げ、
ガマンするしかない？ 請求
こんなにひどい

2013年8月、生活保護費が引き下げられます。
ここが
ひどい！

●
●
●
●
●

し

ん

やってみよう

みんなで声をあげよう!!

最大1割(平均6.5%)の引き下げ幅 ！
子育て世代ほど、たくさん下がる
「物価が下がったから」って、ホントにそう？
利用中の96％の家庭が対象 ！
利用者の生活状況を聞かずに決めた ！

さ せいきゆう

審査請求って？
福祉事務所の処分に対する不服申立の手続です。保護費をいくらに
するかも「処分」にあたります。この審査請求をしておかないと、生活保護
基準引き下げについて、あとから裁判で争うことができません。

どこに出すの？
都道府県知事、または地元の福祉事務所に提出します。

いつまでに出すの？
8月分の保護決定通知書を受け取った日の翌日から 60日以内 です。

具体的にどうしたらいいの？
お願い 8月分の生活保護費が書かれた決定通知書は、
絶対になくさないで下さい。
通知書がないときはご相談下さい。

① 7月の生活保護費より少なかったら、審査請求できます。
裏面の「審査請求書」の
のところに必要事項を記入しましょう。
② コピーを2通 とりましょう。
③ コピーしたものにハンコを押して、2通とも提出しましょう。
保護決定通知書もコピーをとり、一緒に提出してください。
もとの名前等を書いたものは、「控え」として大事に保管して下さい。
郵便なら配達証明郵便、持参なら自分の「控え」に受領印を押して
もらいましょう。難しければ出すだけでもかまいません。

1人でやるのは、むずかしい…
審査請求は、代理人を立てられます。弁護士でなくてもいいので、支援
の人に相談してください。相談できる人がいなければ、ご連絡下さい。

生活保護を打ち切られたりしない？
そんなことはありません。審査請求は生活保護法にもとづく、適法な
手続です。それにより、不利益な扱いをすることは許されません。

出した後は、どうしたらいいの？
お願い

審査請求を出したことを、教えてください。

審査請求をした人数を、とりまとめています。審査請求を出したことを
支援団体の人に伝えるか、HPの「連絡フォーム」からお願いします。
・提出後については、「審査請求やってみよう」HPのQ&Aを、ごらんください。

お問い合せや連絡はこちらへ！

｢審査請求やってみよう｣ ＨＰ
http://ameblo.jp/seiho-shinsaseikyu/
連絡フォーム、Q&Aなどは
こちらからどうぞ！

【呼びかけ】
生活保護基準引き下げにNO! 全国争訟ネット
（電話 072-970-2236）
※問合せ・連絡はなるべくネットからお願いします 。

審
提出日

2013年

所

氏

名

月

請

求

書

知事

宛

日

都・道・府・県

提出先
住

査

年齢

印鑑
(保護決定通知書を見て書いてください)

審査請求を
する処分

2013年
月
日に、
□ 保護変更(保護費減額)決定
□ 保護停止決定
□ 保護廃止決定

福祉事務所長がした

(保護決定通知書を受け取った日を書いてください。)

処分を
知った日
審査請求に
ついての
教示の有無
及び内容

2013年

月

日

(保護決定通知書に、審査請求手続についてのことが書いてありますか。)

□ある(内容は上記保護決定通知書のとおり)

□ない

処分に対して
私が言いたい
こと

第１

審査請求の趣旨
上記「審査請求をする処分」記載のとおりの決定を取り消すとの裁決を求める。

第２

審査請求の理由
このままでは、憲法２５条にいう健康で文化的な人間らしい生活ができません。
詳しくは「処分に対して私が言いたいこと」を読んでください。

歳

これから審査請求をする予定の皆様へ

注意！ 「福祉事務所では受け付けません」という
間違った対応が福祉事務所でされています。
地元の福祉事務所で「受け付けられない」といって、審査請求を拒否されたという
事例が報告されています。このような対応は間違いです。

１．福祉事務所には審査請求の受付義務があります。
行政不服審査法１７条１項
審査請求は、処分庁を経由してすることもできる。この場合には、処分庁に審
査請求書を提出し、又は処分庁に対し第十五条第一項から第三項までに規定す
る事項を陳述するものとする。

この「処分庁」というのは、８月の生活保護費を決定した地元の福祉事務所の
ことです。福祉事務所に提出するか、都道府県庁に提出するかの選択権はあなた
にあるのであり、福祉事務所は拒否することができません。

２．もし、福祉事務所に「受け付けません」といわれたら…。
＊厚生労働省に電話して指導を求めて下さい。
担当：社会援護局保護課審査係の荒木氏
電話番号 ０３－５２５３－１１１１（代表）
内線 ２８２４（保護課）

＊全国争訟ネットにご連絡下さい。
全国的にこのような不当行為が広がっていると思われます。全国争訟ネット
で全国的な被害を集約していますので、このような不当行為があったというこ
とについて、情報を寄せてください。
（全国争訟ネットの連絡先）
メール sohshoh.net@gmail.com
FAX
０７２－９７０－２２３３
電話
０７２－９７９－２２３６
※なるべくメールかＦＡＸでお願いします）
生活保護基準に引き下げにＮＯ！全国争訟ネット
（事務局）〒582-0006大阪府柏原市清州１－２－３豊永ビル４階 とくたけ司法書士事務所
司法書士徳武聡子 電話072-970-2236／FAX072-970-2233／ﾒｰﾙsohshoh.net@gmail.com

