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会  議  録 

会議の名称 第５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２５年１１月１３日（水）午後２時～４時 

開 催 場 所 市民センター１階 ７・８・９会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）永嶋昌樹、佐々木貴、高橋千恵子、手賀清春、村上正人、

阿刀田俊子、武者明彦、佐藤准子、吉田謙 

（市事務局）田中健康福祉部次長 

      障害支援課 花田課長、宮本事業係長、吉田給付係長、 

高橋支援第１係長、西尾支援第２係長 

●欠席者： 高橋節夫、河邑晶子 

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 ４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あり方について 

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 吉田 

電話番号    ０４２－３９３－５１１１（内線３１６３） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○事務局Ａ 

皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、第５回障害福祉に関する市単独事業再構築

検討会にご出席いただきまして誠に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 

こんにちは。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。 

是非、活発な意見交換をしていただければと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○事務局Ａ 

欠席されたかたがいらっしゃいますが、過半数を超えておりますので、会議が成立

している状況でございます。 

では、ここからは委員長に進行をお譲りいたします。よろしくお願いいたします。 

○委員長 

皆さんこんにちは。 

はじめに、会議開催にあたりまして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、これにご異議はございませんか。 
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○委員全員 

 異議なし 

○委員長 

異議なしと認めます。傍聴申請があればこれを許可いたします。 

（傍聴人入室） 

それでは議事に入ります。 

前回までの会議におきまして、各委員さんから市単独事業のあり方についての意見

交換をしていただきました。前回の会議の最後に、最終的な集約の案を事務局に作成

していただくこととしておりまして、今回、お手元の資料『「市単独事業のあり方」

（案）』を事務局に用意していただきました。本日は、それを基に、市単独事業のあり

方を固めていきたいと考えております。まず私が『「市単独事業のあり方」（案）』を読

み上げます。「東村山市が実施する障害福祉に関する市単独事業は、障害の特性に適し

た個別の配慮をし、相互に理解、助け合いをしながら、真に必要な支援を行うために、

限りある財源を有効に配分することで、日常生活における困難性を軽減し、障害者の

社会生活の充実と、社会参加の機会を広げるための一助となる、時代の変化に応じた

事業とすべきである。」、以上が市単独事業のあり方の案です。 

ご意見があれば自由にお願いします。 

○委員Ａ 

障害の種別ではなく、“障害の特性に適した個別の配慮”ということは、どの障害者

でも、求めれば同じサービスを受けられるという意味ですか。 

○委員長 

“障害の特性に適した個別の配慮”ですから、どの障害でも共通するところがある

ので、その共通するところに目を向け、なおかつ、個々の障害の特性に配慮するとい

う意味で掲げているものだと思います。 

○委員Ａ 

障害の種別ではなく、そのサービスを必要とする障害者が受給できるべきであると

思います。 

○委員Ｂ 

障害の種別で受給できるか否かを制限するのではなく、サービスを必要とするか否

かで給付した方が良いと、私も思います。 

○委員長 

障害の種別ではなく、そのサービスを必要としていれば、どの障害者でもサービス

を利用できるという意味ですか。 

○委員Ｂ 

その人が一番必要としているサービスを給付するということです。 

○委員長 

その障害の程度に応じて、サービスを給付するということですか。 

○委員Ｂ 

そうです。 

○委員Ｃ 

その案にはとても賛成です。精神障害は個々の特性の幅が広く、その特性に応じる

ということが大変難しい障害であると思います。精神障害者の場合、通院の際に困る

ことがとても多いのですが、現状では精神障害者は通院の際に支援してもらう手段が

ないため、支援が進んでいないケースもあります。そういう意味でも、個々の特性に

応じた給付という考え方が反映されると良いと思います。 
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○委員Ｄ 

私も、基本的に個別に考えるということには賛成ですが、“障害の特性に適した個別

の配慮”という言葉については、先に出された意見の内容をある程度、網羅できてい

ると思います。相互に理解、助け合いをしながら真に必要な支援を行っていくという

ことについて、個別に障害種別・等級・あり方等の全てに配慮して考えていくという

面では、特に疑問は感じませんでした。 

○委員Ｅ 

障害の特性ということになると、どうしても障害別の特性と捉えられてしまうので

はないかと、私は危惧してしまいます。 

○委員Ａ 

内部障害の人であっても、その時の状態によって、ある時は肢体不自由、ある時は

内部障害というように、一日の中でも体の状態に変化が起きる病気もあります。そう

した、障害名だけでは測れない、狭間の困難さを抱える人への支援を市単独事業とし

て補う必要があるのではないかと思います。 

○委員長 

ここまでの意見をまとめます。障害の特性に適した個別の配慮というのは、各種の

障害という意味に感じたということでした。また、障害の種別ではなく、障害の状態

を表すようなものにしたほうが良いという意見でした。 

○委員Ｆ 

障害の特性という言葉が障害を区分する言葉のように捉えられるという意見はその

通りだと思います。個人に着目すべきであるということが伝わる表現にしたほうが良

いということだと思います。 

○委員長 

考え方として、障害種別・障害の区分という枠ではなくて、その状態に応じた、枠

を越えた支援という表現が良いという考え方ですね。 

○委員Ｂ 

障害種別ではなく、個々の状態に合わせるという考え方が良いと思います。 

○委員長 

それでは、考え方としては皆さん一致したということで、よろしいですね。 

ここからは、具体的にどのような文言が良いか検討していただきたいと思います。

さきほど、“個々の状態に合わせた”という文言にしてはどうか、という意見があり 

ましたが、他の方はいかがでしょうか。 

○委員Ｄ 

“日常生活における個々の障害の状態に適した個別の配慮をし”とすると、個々の

状態の変化にも対応できるのではないかと思います。 

○委員長 

 “東村山市が実施する障害福祉に関する市単独事業は日常生活における個々の障害

の状態に適した個別の配慮をし”ということでよろしいですか。 

○委員Ｄ 

そうです。“状態”という言葉は、“あり方”と直したほうが良いと思います。 

○委員長 

“個々の障害のあり方に適した個別の配慮をし”でしょうか。 

○委員Ｄ 

はい。 

○委員長 
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他の意見はありますか。 

○委員Ｂ 

“個々の状態に合わせた個別の配慮をし”が良いと思います。 

○委員長 

“東村山市が実施する障害福祉に関する市単独事業は個々の状態に合わせた個別の

配慮をし”ということでしょうか。 

○委員Ｂ 

はい。 

○委員Ｄ 

“あり方”は“状態”でも良いと思います。その後の文言は“適した”にした方が

文章としては良いと思います。 

○委員Ｂ 

“適した”にすると、誰かが適するかどうか決めているように感じるので、“合わせ

た”の方が良いと思います。 

○委員Ｃ 

“合わせた”でも良いと思いますが、“限られた財源”という部分を考えると、範囲

がとても広がってしまうように感じてしまう点が気になります。 

○委員Ａ 

“限られた財源”という文言を省いてはどうですか。 

○委員Ｂ 

財源は大概の場合、限られているので、省かない方が良いと思います。 

○委員Ａ 

確かに、限られた財源というのは、その通りだと思います。 

○委員Ｄ 

私は“東村山市が実施する障害福祉に関する市単独事業は”が主語だと思うのです

が、主語・述語で考えていくと、自然に文章に合致した表現になるものだと思います。 

○委員長 

このあり方の案の全部が長い文章でつながっておりまして、主語は“東村山市が実

施する障害福祉に関する市単独事業は”になります。それを受けて、述語が “時代の

変化に応じた事業とすべきである”になります。 

○委員Ｂ 

市の事業が主体であるとしても、市が個々の障害を認め、合わせようとする気持ち

を持って実施して欲しいと思います。 

○委員長 

市が施すのではなくて、障害者を主体として個々の状態に合わせる姿勢を持つとい

うことですね。 

○委員Ｂ 

そうです。 

○委員Ｅ 

相談支援においても、その人の個別の問題をよく聞いたうえで、いろいろな制度を

活用しながら、個々の障害者に合わせた支援を行うという、障害者の側に立った考え

方が主流となっているようです。 

○委員Ｃ 

“時代の変化に応じた事業とすべきである”ということを考えると“合わせた”の

方が、より良いように感じます。 
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○委員Ｄ 

時代の変化に合わせる、その障害の個々の状態に合わせる、市が実施する事業は、

その優しさを感じられる配慮がある事業だという意味では良い考えだと思います。 

○委員長 

“個々の状態に合わせた”という表現にすることで一致したということでよろしい

ですね。それでは、その部分を変更しますと、“東村山市が実施する障害福祉に関する

市単独事業は個々の状態に合わせた個別の配慮をし、相互に理解、助け合いをしなが

ら真に必要な支援を行うために限りある財源を有効に配分することで日常生活におけ

る困難性を軽減し、障害者の社会生活の充実と社会参加の機会を広げるための一助と

なる、時代の変化に応じた事業とすべきである。”という内容になります。 

○委員Ｄ 

 “助け合いをしながら”は“助け合いながら”、それから“障害者”と言いきらない

で“障害をお持ちの方”という文言が良いのではないかと思います。 

○委員Ｂ 

“障害をお持ちの方”には難病患者も含まれるのでしょうか。 

○委員長 

現在、障害者総合支援法におきまして、難病も障害として規定されていますので、

当然、難病患者も含まれます。 

○委員Ｆ 

“相互に理解、助け合いをしながら”というのは、市の単独事業として考えた場合に

は違和感があるように思います。 

○委員長 

主体が違ってくるということですか。 

○委員Ｆ 

はい。 

○委員Ｂ 

“助け合い”“相互に理解”というのは、障害者に限らず、社会全体が関わることな

ので、“単独事業は”が主語であると違和感があるのだと思います。 

○委員長 

市の事業はこうあるべきだ、と言っているのは、私たち市民であるということです

ね。 

○委員Ｂ 

そうです。 

○委員Ｄ 

“個別の配慮をし”の前に “相互理解・補助の精神に則り、個別の配慮をし”とい

うような文言を入れる方法もあると思います。 

○委員長 

市というのではなく、私たち委員の総意・姿勢として捉えるという意味ですか。 

○委員Ｂ 

これは社会全体の行為として、市の総意・姿勢でもあると思います。それがあって、

はじめて障害者福祉というものが成り立つのだと思います。 

○委員長 

“相互に理解、助け合いをしながら”を “相互理解・補助の精神に則り”に表現を

変更してはどうかという意見がありましたが、こちらについてはいかがですか。 

○委員Ｃ 
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“相互に理解・助け合いをしながら”は、誰が相互に理解、助け合いをするのです

か。 

○委員長 

相互に理解、助け合いをするのは、その障害当事者だということだと思います。 

○委員Ｃ 

障害当事者に限定してしまうのか、市民全体という立場にするのか、によって意味

は変わってくると思います。 

○委員Ｂ 

現在の案では、障害者同士という意味に感じますので、もっと言葉の範囲を広げる

と良いと思います。 

○委員Ｃ 

それを大前提にして、市単独事業は“市民全体の”というような文言を入れて“相

互に理解・助け合いを個々の状態に”というような表現にできると良いと思います。

また、それが実現されると素敵だと思います。 

○委員長 

市民すべてが相互に理解、助け合いをするという意味ですね。 

○委員Ｃ 

そうです。そのようになれば、市民全体にとっても良いことだと思います。 

○委員Ｆ 

障害者同士の話ではなく、市民全体という意味ですよね。 

○委員Ｃ 

そうです。助け合い、補助の精神という意味です。 

○委員長 

“すべての市民は”という文言を入れてはどうでしょうか。 

○委員Ｆ 

障害者同士だけで譲り合いや我慢をするという意味に受け取られると良くないと思

います。 

○委員長 

確かに、障害当事者だけと考えてしまうと、当事者の中だけの助け合いという狭い

意味、考え方になってしまいますね。 

“障害当事者が”や“すべての市民が”という文言を入れるか否か、についてはい

かがですか。 

○委員Ｂ 

“障害者同士”であるとか、“市民”という限定はしないで考えた方が良いと思いま

す。“相互理解・助け合いの精神に基づき”というような文言はどうでしょうか。 

○委員長 

その部分を反映して、一度読みます。「東村山市が実施する障害福祉に関する市単独

事業は、相互理解・助け合いの精神に基づき個々の状態に合わせた個別の配慮をし、

真に必要な支援を行うために限りある財源を有効に配分する事で、日常生活における

困難性を軽減し、障害者の社会生活の充実と社会参加の機会を広げるための一助とな

る、時代の変化に応じた事業とすべきである。」。いかがでしょうか。 

○委員Ｂ 

“時代の変化に応じた”という文言の意味がよくわからないです。 

○委員長 

“時代の変化に応じた”という文言は、前回の検討会で出された意見だと思います。 
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○委員Ｄ 

法律の変更など、時代が変化しても昔のまま変わらない制度も多くあると思います。

そうした変化に対応して、その都度見直しを行うべきであるという意味です。 

○委員長 

“障害者”という文言を“障害をお持ちの方”等の他の文言に変えたほうが良いの

ではないかという意見についてはいかがですか。 

○委員Ｂ 

“援助が必要な人”という文言にしてはどうでしょうか。 

○委員Ａ 

私は障害者のままで良いと思います。漢字も現状のままで構わないと思います。 

○委員Ｅ 

言葉を変えたからと言って実態が変わるものでもないので、そのままで良いと思い

ます。 

○委員長 

障害者のままで良いですか。 

○委員Ｄ 

当事者の方に抵抗がないということが分かりましたので、障害者と言い切る形で私

はいいと思います。また、当事者の皆さんのお気持ちを聞いて良い勉強になりました。 

○委員長 

では、障害者という文言のままということにしたいと思いますが、異議はございま

せんでしょうか。 

○委員全員 

異議なし。 

○委員長 

全員一致で障害者という文言のままにさせていただきます。他にご意見ございます

か。 

○委員全員 

 なし。 

○委員長 

それでは、確認のために、ここまでの市単独事業のあり方の案を一度読み上げます。 

「東村山市が実施する障害福祉に関する市単独事業は、相互理解・助け合いの精神に

基づき、個々の状態にあわせた個別の配慮をし、真に必要な支援を行うために、限り

ある財源を有効に配分することで、日常生活における困難性を軽減し、障害者の社会

生活の充実と、社会参加の機会を広げるための一助となる、時代の変化に応じた事業

とすべきである。」 

異議がなければ、この内容で決定にしたいと思いますが、いかがですか。 

○委員全員 

異議なし。 

○委員長 

それでは全会一致で決定とさせて頂きます。 

ここで１０分間の休憩にしたいと思います。 

（１０分間休憩） 

 

○委員長 

では再開します。皆さんのご協力によりまして、無事「障害福祉に関する市単独事
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業のあり方」が決定いたしました。皆さんの総意で決まったということが非常に意義

のあることだと考えております。今後は、この「障害福祉に関する市単独事業のあり

方」に沿って議論を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、ここからは具体的な再構築案の検討に入っていただくことになりますが、

今後の進め方について確認しておきたいと思います。当検討会は、昨年、平成２４年

１１月から始まりまして、今回で丸一年が経過します。第１回目の会議におきまして、

事務局から市単独事業の説明をしていただきましたが、一年が経過しておりますので、

もう一度、事務局から説明をしていただきたいと考えております。事務局の説明を聞

いた後、残りの時間で意見交換、質疑をしていただき、次回以降に具体的な議論に入

るという流れを考えておりますが、よろしいでしょうか。 

○委員全員 

 異議なし。 

○委員長 

それでは事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局Ｂ 

（市単独事業の説明） 

○委員長 

ありがとうございます。意見や質問等がありましたら、発言してください。 

○委員Ａ 

以前に資料請求した、タクシー・ガソリン補助の利用者を対象に市が数年前に実施

したアンケート調査の結果は、いつ提示してくれるのですか。 

○事務局Ａ 

 次回あたりで提示したいと考えています。 

○委員Ｅ 

今後、議論を進めるにあたって、現在実施している市単独事業だけを検討しても、

市単独事業の制度内容の是非に関する議論に終始してしまうと思います。そうではな

くて、市単独事業を含めた、現在の全ての制度の中で、必要な支援が抜け落ちている

部分をどのようにするか、ということを考えたほうが良いと思います。 

○委員長 

そのようなことが分かる資料があると良いという意味ですか。 

○委員Ｅ 

そうです。 

○委員長 

事務局いかがですか。 

○事務局Ａ 

具体的どのようなものを資料として用意すれば良いか難しいところですが、できる

限り考えてみたいと思います。また、具体的に、どのような資料が必要かということ

を明確にしていただけるとこちらも用意しやすいので、具体的にお示しいただけると

助かります。 

○委員長 

次回以降の検討にあたって、こういう資料が欲しいという具体的なものがありまし

たら、意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員Ｂ 

難病患者の数や、難病患者で障害者手帳を持っている人の数が分かる資料があると

良いと思います。 



 9 

○事務局Ｂ 

難病医療費助成の医療券をお持ちの方の数は分かりますが、その方が身体障害者手

帳をお持ちかどうかということについては、手作業で照合する必要があり、正確な数

字をお出しすることは難しいと思います。 

○委員Ｂ 

難病医療費助成の医療券をお持ちの方の数は分かりますか。 

○事務局Ａ 

はい。 

○委員Ａ 

障害種別ごとの数字も提示できるのですか。 

○事務局Ａ 

統計表を作成していますので、可能だと思います。 

○委員Ａ 

発達障害者の数も提示できますか。 

○事務局Ａ 

発達障害者は障害者手帳を所持していない場合も多々ありますので、正確な数字を

提示することは難しいと思います。 

○委員Ａ 

障害児がどれくらいいるのか知りたいです。 

○委員長 

障害児も含めた障害者数の全体像を知りたいという事ですよね。 

○委員Ａ 

はい。 

○委員長 

今後、必要な資料があれば、その都度言っていただき、事務局に相談させていただ

くという事にしたいと思いますので、その際は申し出てください。今後の議論につき

ましては、先ほど決定しました、「障害福祉に関する市単独事業のあり方」に沿って議

論していただくことになりますが、議論の中で、現状の制度の様々な問題点などにつ

いても話し合われると思います。具体的な制度の再構築案の検討にあたりましては、

そうした問題点を指摘するというだけではなくて、その問題点の解消に向けた前向き

な議論を展開していただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

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 

次回の日程についてご説明いたします。次回は２中旬頃に開催できればと良いと考

えているところでございます。また、今回請求のございました資料につきましても、

可能な範囲で次回までに用意させていただければと思います。以上でございます。 

○委員長 

 では、時間になりましたので、以上で第５回障害福祉に関する市単独事業再構築検

討会を閉会したいと思います。皆さんお疲れ様でした。 

 

 


