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会  議  録 

会議の名称 第１６回 障害福祉に関する市単独事業再構築検討会 

開 催 日 時 平成２８年８月２日（火）午後２時～４時 

開 催 場 所 東村山市市民センター2階第 2・3会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）永嶋昌樹、武者明彦、高橋節夫、根本信子、高橋千恵子、

吉田謙、手賀清春、村上正人、阿刀田俊子、佐々木貴 

（市事務局）河村健康福祉部次長 

      障害支援課 花田課長、小倉課長補佐、宮本事業係長、

加藤支援第１係長、福田給付係長、     

●欠席者： なし 

傍 聴 の 可 否 傍聴可能 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 0名 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．挨拶   

３．議事 

  障害福祉に関する市単独事業の再構築案について 

４．その他 

５．閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部 障害支援課 給付係 担当者名 福田 

電話番号    ０４２－３９３－５１１１（内線３１５７） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○事務局Ａ 

本日はお忙しい中、『第１６回障害福祉に関する市単独事業再構築検討会』にご出席
をいただきまして、ありがとうございます。 

はじめに、健康福祉部次長よりご挨拶いたします。 
 

２．挨拶 

○健康福祉部次長 

本日はご多用の中、そして大変暑い中、本検討会にお集まりいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

本日は、ガソリン費補助・タクシー料金助成事業につきまして、ご協議いただくこ

とになっています。より良い方向性に向けて忌憚のないご意見、ご協議を本日もよろ

しくお願いいたします。 

○事務局Ａ 

 それでは、ここからは永嶋委員長に進行をお譲りします。 
○委員長 
それでは、ここからは私が会議の進行を務めさせていただきます。 

会議開催にあたり傍聴の申し入れがあればこれを許可したいと思いますが、これに
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ご異議はございませんか。 

○委員全員 

異議なし 

○委員長 

異議なしと認めます。傍聴申請があれば適宜これを許可いたします。 

（傍聴人なし） 

 

３．障害福祉に関する市単独事業の再構築案について 

○委員長 

それでは議事に入ります。これまでの会議において、障害者手当と難病患者福祉手
当について議論し、この２つの手当を統一し、新しい手当とすることを確認しました。 

この新しい手当では、現行を基本として身体障害者手帳４級以上、愛の手帳４度以
上そして、難病については医療証がある方を対象とすることを確認しました。また、
精神障害者保健福祉手帳３級の方は、対象とすることが望ましいというご意見でした。 
所得の制限についてですが、新しい手当は生活保護を受給している方は対象外とす

る方向で検討するべきというご意見に集約されました。手当の額については、今の手
当額から著しく下げない額で、というご意見でした。 
本日は、ガソリン費補助・タクシー料金助成事業について、議論を進めていきたい

と思います。 
前回までの協議のなかでガソリン費補助・タクシー料金助成事業は手当化へ再構築

するべきとの方向性になっています。 
まずは議論に入る前に先日皆さんにお送りした障害年金ガイドについての補足説明

と、続けて本日お配りした資料１と２について、事務局から説明をお願いします。 
〇事務局Ｂ 
（配布資料について事務局より説明） 
○委員長 
事務局の説明につきまして、何かご質問、ご意見はありますか。 

○委員Ａ 

 資料２のタクシー料金助成の前回の申請率が４５％ですが、申請率が低い理由とし

て考えられることはありますか。 

○事務局Ｂ 

 窓口などでお話を聞く限りでは、タクシー料金助成に関しては、通院頻度が２ヶ月

に１度程度のため請求も少なくなるですとか、ガソリン費補助に関しては、休日の多

い季節、ゴールデンウィークや夏休みに外出する頻度が多くなるものの、それ以外の

時期は、あまり外出をしないため給油しないとお伺いしています。また、領収書やレ

シートを保管しておいて、決められた期間に市役所に申請に行くなどの手続きが煩雑

だというお話しもありましたので、本年度からは返信用の封筒を請求書類送付の際に

同封させていただいています。 

○委員Ｂ 

 実際に対象者の方の話を聞くと、今言ったように、その時によって利用した額が違

うので、利用額が少ないときは手続きが大変で面倒くさいから申請しないということ

でした。やはり、手当としてもらえらば、手続きの面でも助かるというのが多くの方

から聞いた意見ですね。 

○委員Ｃ 

 郵送でも申請できるけれども、障害の程度によってはそれも負担が大きいのではな

いでしょうか。 
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○事務局Ｂ 

 直接そういったお話を聞いたことはないのですが、申請期間に入院されるので、そ

の時期に郵送するのも直接持ってくるのも難しいというお話をいただいたことは担当

者より聞いています。障害の程度によって窓口に来ること自体難しい方もいらっしゃ

ることは認識しています。 

○事務局Ａ 

 以前の検討会の協議の中で、市としても、領収書やレシートの日付や項目の確認を

する中で、利用月が対象期間ではないので申請者へ送り返すなどの手間があったり、

また、レシートが感熱紙であることが多いために、日に焼けてしまい、日付や内容の

確認がしづらいなどの課題があることをお話しさせていただきました。申請される方

にとっても、市にとっても現行の請求手続きが煩雑なので、そのあたりを少しでも解

消できるような形でご協議をいただければと思います。 

○委員長 

 確かにこれまでの議論の中で、そういうお話も出まして、手当化するという方向性

になりました。手当化ということになりますと、これまでのような請求の手続きと変

わってくるわけですから、手続きが簡素化されることと思います。 

ガソリン費補助とタクシー料金助成の手当化にあたっては、いくつか課題がありま

す。まず１つ目は、移動手段に関する対象の拡大の有無についてです。これまではガ

ソリンあるいはディーゼル車の軽油は対象でしたけれども、電気自動車の電気ですと

か、水素ですとか、諸々他の燃料については対象外でした。今後、車の燃料がいろい

ろ変わってくる可能性がありますので、そういうものについてどうするか。それから

２番目として、所得制限額についてです。これは資料２にありますが、ガソリン費補

助とタクシー料金助成は受給資格が同じではありません。手当化して一体化するとい

うことであれば、所得制限額等の受給資格についても統一することになるだろうと思

いますので、それについて考える必要があると思います。 

それでは、移動手段の対象の拡大についてですが、現在はガソリンと軽油になって

います。方向性としては、移動手段といってもいろんなものがあるというご意見がこ

れまでも出ていたかと思います。何かご意見はございますか。 

○委員Ｂ 

 ガソリン費補助、タクシー料金助成といったふうに移動手段だけを目的とした手当

ではなく、社会参加の手立てになるようにということで、別の名前の手当として、例

えば社会参加手当とか、そういうような手当にしてもいいのではないかと思います。 

○委員長 

 これまでの制度では、ガソリン、タクシーという名称を使っていましたが、移動手

当というような名称にして、その移動の手段は問わないとするのはどうかというお話

がこれまでもありました。それとはまた違う手当というご意見ですか。 

○委員Ｂ 

 幅広く社会参加ということだったら、移動だけに限定されずに使えるのではないか

と思います。 

○委員長 

 名称もまた内実もそうですけれど、単に移動ということではなくて、社会参加に対

する手当にしてはどうかというご意見です。 

○委員Ｄ 

 社会参加というのは良いと思います。障害者を支援するという観点で障害者支援手

当という形にして、他の手当とは分けずに一緒にして支給してはどうでしょうか。 
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○委員長 

 新たな考え方だと思いますが、今までの皆さんのご意見をまとめると障害者手当と

難病患者福祉手当とを一緒にして手当化するというお話でしたが、それを全て一緒に

して、つまりガソリン、タクシーという移動手段に関する手当と分けないで、一体的

にひとつの手当としたらどうかというご意見になります。いかがでしょうか。 

○委員Ｅ 

 障害に対する手当は、障害等級によって市から支給される手当と都から支給される

手当とに分かれています。それでガソリン費補助とタクシー料金助成は、市単独の手

当なので、これらを一緒にすると、都からの手当を受給している方はもらえなくなっ

てしまうという問題が出てくるのではないかと思います。やはり移動費とするか社会

参加費とするかはともかくとして、別手当にしていただかないと、主旨が違ってくる

のではないかなと思います。 

○委員Ｂ 

 現行の障害者手当は市単独の制度なので、市だけで考えることができると思います

が、東京都の制度だとそうはいかないと思います。都の手当をもらうと市の手当がも

らえないという今の制度自体を変えるのは難しいと思いますので、この移動に関わる

手当と障害に対する手当は切り離して考えて、実質が公平になるようにすることを目

的にした方がいいと考えます。 

○委員Ｄ 

 都の方針はいろいろあるけれど、東村山市は都とか国を超えて新しい考え方で手当

を考えるということもいいかなと思います。 

○委員長 

 今のご意見は、国や都の制度にこだわらず先進的な取り組みとして手当を再構築す

るというご意見ですね。他の委員からもこのあたりの考えについてご意見をいただけ

ればと思います。 

○委員Ｆ 

 ガソリン費補助タクシー料金助成を新たな形にするという方向性には賛成です。使

途を限らず、より幅広く障害の程度等にあまり影響なく軽度の人も対象としていくの

が望ましいと思います。いま出ているような各種障害者手当と一体化というのは、今

の段階ではそこまで調整するのは難しいのではないかというのが正直なところです。 

○委員Ｃ 

 都の支給する手当は都の制度であり、市の支給する手当は市の制度であると思うん

です。都の制度と市の制度を一つにするということはかなり困難が高いんじゃないで

しょうか。市は市の制度として考えていった方がいいんじゃないでしょうか。 

○委員Ｂ 

 障害者の手当と一体化すると、対象とする方をどうするのかというときに、等級の

限度みたいなものが出てきてしまって、障害が軽度の方にも、もうすこし手厚くした

いというところが難しくなってしまうのではないかと思うんです。障害者の手当とは

切り離したほうが、制度を見直して障害が軽度の方に手厚くということも、手続きの

点からも再構築しやすいと思います。 

○事務局Ａ 

 第 1 回の会議において本検討会の進め方についてご説明いたしましたが、本検討会

は市単独事業再構築検討会ではありますが、国や都の事業等と密接な議論になること

は想定されています。しかし、国や都も含めた全体的な話になってくると、市単独で

行っている事業についての再構築検討会の話し合いの中では限界があるだろうという
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ことはすでにお話しさせていただきました。市単独の事業ということで、障害者手当、

難病患者福祉手当、ガソリン費補助、タクシー料金助成の４つの手当を越えて議論の

範囲を広げてしまうと、本検討会の上位にある障害者福祉計画推進部会の範疇である

と考えています。本検討会では現行の４つの手当制度について提言をいただいて、障

害者福祉計画推進部会へご報告することとなっております。 

○委員長 

 手当を一体化させるというご意見もありましたが、そういう意見があるということ

を念頭におきつつ、これまでの流れ通り、障害者の手当とガソリン費補助・タクシー

料金助成にかわる手当は別に考えるということで協議を進めたいと思います。 

 先ほど委員Ｂから、社会参加に対する手当という意味にしてはどうかというご意見

がありましたが、名称とか考え方としてはいかがでしょうか。 

○委員Ｇ 

 社会参加のための手当となりますと、精神障害のある方たちを対象とするかどうか

が課題になってくると思います。精神障害のある方も社会参加したいと思うでしょう

し、この手当の意味合いがかなり広がってしまうと思うので、移動のための手当とい

うことで目的を絞ったほうが、この手当の必要性がわかりやすいと考えます。 

○委員Ｃ 

 私も委員Ｇの意見に賛成です。そうでないと、社会参加のための手当にすると全障

害が対象になってくると思います。この手当の目的は、移動が困難であるからそれを

補助するために支給してきたものなので、やはり社会参加ではなく、移動に対する手

当という意味を入れないと、主旨が違ってしまうのではないかと考えます。 

○委員長 

 本日配布のあった資料２に書いてありますが、これまでの受給資格はガソリン費及

びタクシー料金ともに、身体障害者１～３級で歩行困難な障害か、愛の手帳１～３度

となっています。なお、歩行困難な障害とは、上肢、聴覚、音声、言語、咀しゃく機

能障害以外の障害ということになっております。 

○委員Ｃ 

 移動というものに対して、確かにお金がかかる人とかからない人がいると思います。

だから所得制限を先に決めなくてはいけないと思います。障害年金は非課税所得だか

ら障害年金を受給していて非課税だから受給できるというのはおかしい。厚生年金や

国民年金を受給していて課税者だけど非課税になるような金額しかもらってない人も

いる。だから総額でいくらもらっているかで考えなくてはいけない。例えば障害年金

を年間９０万円もらっていても１３０万円もらっていても非課税なんです。ところが

老齢年金をもらっている人は１２５万円以上で課税される。そうではなくて、手当や

私的年金も含めて何百万円以下という所得制限をするべきだと思う。 

○委員Ｄ 

 つまり障害年金は税制上特別扱いされているということですね。 

○委員Ｃ 

 そうです。法律上は非課税扱いになるのは仕方がない。市単独でやることに対して

は、障害年金を所得に入れてもいいのではないかということです。厚生年金、国民年

金、老齢年金をもらっている人から比べると、障害年金をもらっていても非課税にな

っている人の方が収入が多くて、手当とかももらうことができる。市単独の事業につ

いては、ここから変えていかなくてはいけない。ここを見直せなかったら、苦しい人

は苦しいままで、救い上げられない人ばかりになってしまう。これが福祉の一番の欠

点だと思うんです。生活保護を受給している人は障害者加算もついている。非課税に
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なっている人たちは負担をしなくてもいいものがたくさんあります。そういう人たち

にこの市単独の手当を支給したら、差がさらに開いてしまうと思うんです。 

○委員長 

 １時間経ちましたので、ここで１０分間休憩を取りたいと思います。 

（休憩） 

○委員長 

 再開します。 

 先ほど所得制限などについてのご意見が出たところです。障害などの受給資格より

も、まずそこを決めるべきではないかというご意見でした。それを踏まえて、ご意見

をいただければと思います。 

○委員Ｈ 

 私は聴覚に障害がありますが、聴覚障害者はガソリン費補助とかタクシー料金助成

は対象になってなかったので、特に意見はありません。もし聴覚障害者に対しても、

この手当が認められるのでしたら、非常にありがたいなと思っています。 

○委員Ｄ 

 今の福祉制度は不平等を拡大しているように思います。先ほどの委員Ｃの意見と同

じように、障害年金を所得と認めて、所得制限の不平等をなくすようにしていければ

いいと思います。 

○委員Ｂ 

 現行の制度の対象者には知的障害の方も入っているんですが、知的障害を持ってい

る方の中には、普段行き慣れているところには、自分で電車とかで行くことができる

けれども、別のところに行くときは自分一人では行けないので、タクシーが必要だと

いうことなんです。目的地まで連れて行ってくれる人が必要で、そこにお金を使って

いるんです。だから、移動といってもガソリン費やタクシー料金だけじゃないという

ことも考えていかないといけない。難病や高次脳機能障害の方の中にも、1人では目的

地まで行けないという方もいます。そういったことも考えながら、この移動に関する

手当を再構築していかなくてはいけないと思います。それから所得制限については、

課税非課税ではなくて、総収入という考えもあると思います。年金も含めて実際に入

ってくる収入がどれくらいかということから、いくら以下の人が補助の対象になると

いう考え方もできるのではないでしょうか。そうすれば、現行よりも使いやすい手当

になるし、ガソリン費やタクシー料金に限定せずに移動に係る負担に充てることがで

きるわけです。さらに所得制限を見直せば、今の予算の中で対象者を増やすというこ

ともできるかもしれません。 

○委員Ｉ 

 ガソリン費補助タクシー料金助成の手当化は、従来の受給対象者を念頭に置いて、

現行の制度が使いづらいから使いやすいものに再構築するという観点が大切なのでは

ないかと思います。そして、所得格差の問題とか受給対象者の枠を広げるということ

を考えていくうえで、制限を考える際には所得というのが合理的なんだと思います。

ただ、市が把握できて、あまり手間をかけずに合理的にやる方法が今のところ具体的

には思いつきません。この手当は、移動について困っている人に対してサポートする

んだという明確なメッセージ性のある手当にして、対象者を限定した方がこの手当の

性格が分かりやすくなっていいと思います。あまり制限をなくしてしまうと、障害者

に対する他の手当との違いが明確でなくなってしまって、境目があいまいになってし

まっては手当間の整理がつかなくなってしまうと思います。 

○委員Ｆ 
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 現行のガソリン費補助、タクシー料金助成は、まさに移動に対しての補助であり、

経済的な補助なんだと思います。ですから、補助を手当化するということになるとや

はり所得制限が必要になってきますし、所得制限については公平性を確保するために

収入のすべてを対象として、その額の中での線引きをするべきであると思います。移

動に関する手当として、収入の少ない方に手当として行き渡らせる方法があればいい

な、というのが感想です。 

○委員Ｅ 

 私は車いすで移動していますが、車いすで動けるから介助はいらないだろうと決め

られても、夕方は見えにくくなって段差で車いすがつまづきそうになって危なかった

り、道路を走らなくては帰って来られなかったりとか、そういう状態の方もたくさん

います。視覚障害のある方からすれば、段差はあった方が移動しやすいということは

分かりますが、車いすで移動して一般の社会に出るには、やはり段差はまだあるので

それを介助してくださる方がいると安全に移動できます。そう考えると、知的障害の

ある方だけでなく、車いすで移動している方にとっても、誰か介助してくれる方がい

るのはありがたいことで、この手当が介助者に支払う費用にも使えることになればと

ても助かります。今まで月３，０００円で区切られていたものが、手当化されれば、

利用に偏りがあっても調整がきくので、やはり手当化していただきたいと思います。 

○委員Ａ 

 所得制限についてですが、扶養義務者の所得制限額の３６０万円というのは、４百

何十万円の収入がある中から諸経費を控除として差し引いた身入りのお金が３６０万

円だという考えです。受給資格となっている非課税ですが、税法で決まっていること

なので、それを変えてまで審査の対象にするのはどうなのかなという考えでいました。

ただこの移動についての手当が経済的補助という性格の手当ということであれば、一

定の所得制限というのを設けるべきだと思います。さきほど、知的障害を持つ方の移

動支援のお話がありましたが、知的に障害があるために、踏切に駆け込んでしまって

死亡事故になってしまった事例もありましたし、やはり移動という面では付き添いが

必要な方もいるわけです。ですから、手当するべきだと思います。 

○委員Ｇ 

 ガソリン費補助やタクシー料金助成は、使用目的が特に定められていない障害者手

当や難病患者福祉手当とは区別して、移動を目的とするということで使用目的を限定

したほうがいいのではないかと思います。所得制限については、障害年金と共済年金

や国民年金との差が大きいので、やはり制限を設けたほうがいいのではないかと思い

ます。ただ、わざわざ所得証明書を発行してもらい、さらに障害支援課で所得額等を

確認して審査するというのは非常に手間がかかるという面も課題だと感じます。 

○委員Ｃ 

 どの障害の方でも、移動に関して不自由な人には付き添いが付かなくてはならない。

移動にお金がかからない障害の方はいないと思います。そして、現実にその家庭で使

うことのできるお金がどのくらいあるのか、それによって所得制限をしていくのは当

然のことです。国で定めた障害年金という制度がこういうものを非常に分かりづらく

させている。福祉というのは所得の低い人に対して生かされるものだと思います。 

○委員Ｂ 

 所得については、基本的には本人にしか把握するのは無理だと思うんです。児童の

場合は親の所得を見ることにはなりますが、成人になったらやはり本人の所得を見て、

本人所得を基準に決めるというふうにすれば、所得がどのくらい入ってくるかはわか

ると思います。実際に総所得にするのか、非課税にするのか、それはちゃんとした証
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明を持ってくれば記入されていますからそれを客観的に計算できます。所得制限の対

象に家族まで含めてしまうと、とても把握できないと思います。あくまでも本人の所

得を基準に所得制限をするしかないと思うんです。 

○委員長 

 所得制限の審査対象とするのは本人のみということですか。 

○委員Ｂ 

 そうです。それしか方法がないと思います。 

○委員Ｃ 

 個人の所得だけを見るのか、家族の所得も見るのかということに関しては、どちら

のほうが良いとも言えないんだけど、個人だけを見る場合と、家族のも見る場合とが

両方あるというのも確かに不思議ですよね。どちらが良いのかは難しい問題だと思う

のですが、どちらにしても所得制限の基準をきちんと決めて、公平で、経済的に苦し

い人を救えるようなものにしないといけない。所得制限の額としては、現行の非課税

を２５０万円に上げる、逆に言えば３６０万円から２５０万円に下げるというふうに

も言えるんですが、２５０万円というのがちょうどいいように思います。 

○委員Ａ 

 確認しておきたいのですが、現行のガソリン費補助というのは、所有している車が

対象になっていて、借りた車では利用できないということでしたよね。所得が低い方

は車の維持費などもありますから、車を所有していない場合も多いような気がします。 

○事務局Ｂ 

 ガソリン費補助に関しましては、自家用車をお持ちの方が対象となっていますので、

レンタカーや会社所有の社用車などは対象外になります。 

○委員Ｂ 

 車を所有しているかどうかということは、ガソリン費補助・タクシー料金助成を移

動に関する手当に再構築すれば、所有については問題にならないと思います。車を持

っている持っていないに関わらず、移動に対しての手当となるので、所得制限をすれ

ば問題ないと思います。 

○委員Ｄ 

 そうなれば、目的を問わないで、困っている人を支援するという方向に近づいてい

て良いと思います。 

○委員長 

 そろそろ終了時間となりますので、次回以降にガソリン費補助・タクシー料金助成

について検討するにあたって必要な資料などありますか。 

○委員Ｃ 

 所得制限額を２５０万円にしたら、対象者がどのくらいになるのかのシミュレーシ

ョンをしてほしいと思います。 

○委員長 

 わかりました。そうすると対象者としては、身体障害者手帳１～３級で歩行困難な

人、愛の手帳１～３度になりますが、とりあえずその条件でということでしょうか。 

○委員Ｂ 

 とりあえずその条件でやって、それから広げるのか広げないのかと。具体的な数字

が出れば検討もしやすくなると思います。 

○委員長 

 それでは、現行の障害要件でシミュレーションをお願いします。 

○委員Ｉ 
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 資料２について確認したいのですが、当初予算額でガソリン費１，３００万円とか、

タクシー料金助成６８０万円とかありますけど、予算を見込むときには、認定者数で

はなくて、申請者数をもとに計上しているのですか。 

○事務局Ｂ 

 過去数年間の申請者数と決算額を基にして予算計上しています。 

○委員Ｉ 

 手当化されて、現行制度より利用しやすくなると、申請する人も増えることが予想

されると思います。現在の予算額にとらわれてしまうと、１人当たりの手当額がかな

り減ってしまうことも課題になってくると思います。 

○事務局Ａ 

 次回のシミュレーション資料について確認しますが、現行制度の受給者を対象に所

得制限額を２５０万円とした場合のシミュレーションを行うということでしたが、ガ

ソリン費補助については、扶養義務者の方の所得制限額が現行では３６０万４，００

０円ですので、７００人の認定者のデータを使ってシミュレーションを行うことは出

来ると思います。ただ、タクシー料金助成については本人及び扶養義務者が非課税と

いうことが受給資格となっていますので、所得が２５０万円までの方をシミュレーシ

ョンするためのデータがありません。 

 ですので、次回はガソリン費補助のシミュレーションで出した比率を参考にして、

タクシー料金助成についてもご検討いただければと思います。 

○委員長 

 シミュレーション資料については事務局にお任せして、可能な範囲でという事でお

願いします。 

 それでは時間となりました。この議論を進めていった今後の話ですが、市へ提言す

る内容について、整理しなければならないと考えております。市長あてに提言書とい

うかたちで将来的には提出したいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。 

 

４．その他 

○委員長 
 最後に、次第の４「その他」について何か事務局からございますか。 

○事務局Ａ 
 本検討会も第１６回ということで、丸４年が経とうとしております。２年前の平成

２６年８月にも委員の皆様に任期を継続していただき、引き続き議論をお願いしたこ
とを踏まえまして、特にご意見等がなければ、今後もさらに任期を延長し、皆さんに
は委員を継続していただきたいと考えておりますのでよろしくお願いします。 
次に、次回の日程についてですが、資料準備等の関係もありますが、１０月中旬か

ら新たな任期に入ります１１月中旬までの間で開催できればと思っております。日程
が決まりましたら、ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 
５．閉会 

○委員長 
本来であれば、今期の任期が終わるところで提言をまとめようと考えておりました

が、議論が継続しており、提言までには至っていない状態です。そろそろまとめてい

かないといけないと考えておりますので、皆さんご協力よろしくお願いいたします。 
それでは、以上で第 16回障害福祉に関する市単独事業再構築検討会を閉会いたしま

す。皆さまお疲れ様でした。 

 


