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会  議  録 

会議の名称 第１３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２７年１１月２５日（水）午後２時～４時 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

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、

手賀清春、村上正人、阿刀田俊子、吉田謙 

（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、西尾支援第２係長、小髙給付係長、

保木本主事 

●欠席者： 佐々木 貴 

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 １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  担当者名 小倉 

電話番号    ０４２－３９３－５１１１（内線３１６６） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○事務局Ａ 

第13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ありがとうござ

います。初めに健康福祉部次長よりご挨拶申し上げます。 

２．挨拶 

○健康福祉部次長 

 本日は、大変お忙しい中、第 13回目を迎えます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。本日も引き続き活発なご議論とご意見を賜りたいと存じ

ます。本日もよろしくお願いいたします。 

○事務局Ａ 

ここからは永嶋委員長に進行をお譲りします。よろしくお願いいたします。 
○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。初めに、議事に

入る前に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、

これにご異議はございませんか。 

○委員全員 

 異議なし 
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○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。 

（傍聴人入室） 

３．議事 

○委員長 

議論に入る前に、これまで各種手当・補助制度の現状の課題の抽出、そして解決策・
方向性について、委員の皆さんに議論いただいてきた協議経過について、私より事務
局へ整理をお願いしました。本日、お手元に資料 1 としてお配りしておりますので、
初めに事務局より説明をお願いします。 
〇事務局Ｂ 
（配布資料 1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、何かご質問はありますか。 

（発言者なし） 
○委員長 
それでは、本日は前回の第 12回検討会において、議論いただきました、難病患者福

祉手当について、引き続き課題の抽出を進めたいと思います。 
始めに、前回皆さんから要望がありました資料について、事務局より順次説明をお

願いします。 
〇事務局Ｂ 
（配布資料 2-1・2、3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、何かご質問はありますか。 

〇委員Ａ 
 資料 2-1にある手当では成人と児童の境目は 20歳で、資料 3にある成人と児童の境

目が 18歳ですが、この違いは何か意味があるのでしょうか。 
〇事務局Ｃ 
 年齢の違いは、各制度における対象年齢上の違いです。手帳では満 18歳から成人と
し、手当では満 20歳から成人としています。ちなみに、手当では、20歳未満の方は扶
養義務者の所得に基づき手当支給の可否を判断しており、20 歳以上の方は本人、配偶
者とお子さんの所得に基づき手当支給の可否を判断しています。 
〇委員長 
 よろしいでしょうか。他にご質問はございますか。 
〇委員Ｂ 
 市単独事業の障害者手当と難病患者福祉手当の金額が違うことの根拠があるなら教

えてください。 
〇事務局Ｂ 

 前回の第 12回目の会議でもお答えしたとおり、障害者手当と難病患者福祉手当の額
の違いについては、明確な算定基準はありません。 
〇委員Ｃ 
 それは国や東京都も、市と同じ考え方なのですか。 
〇事務局Ａ 
 国制度の手当額をご覧ください。いずれも手当額が 10円単位になっています。これ
は、毎年の物価や社会情勢等を考慮して反映させています。東京都の手当は、ここし
ばらく手当額の変動がありません。経済状況に左右されない根拠で設計されているの
ではないかと思います。 
〇委員長 
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 他にご質問はありますか。 
 （発言者なし） 

〇委員長 
それでは、前回に引き続き、難病患者福祉手当の課題の抽出を、引き続き議論をお

願いしたいと思います。 

 これまでの協議の中で、先ほど委員Ｂからも障害者手当と難病患者手当の金額の違
いについて、何度かご意見がでています。障害者手当と難病患者福祉手当をまとめて
同じにしたらどうかというご意見、市の手当は重度の障害のある方にではなく、むし
ろ手当が対象になっていない方を対象とすべきではないかという意見、精神障害のあ
る方は現行の制度では手当が支給されませんので、対象にすべきではないかという意
見もありました。それについてもまたご議論いただければと思います。 
それから難病患者福祉手当ですが、医療費が助成される難病の対象疾病数が拡大し

ました。今後拡大した場合にどうなるかということになると思いますので、予算や対
象人数等を含めて、ご意見をいただければと思います。 

〇委員Ｂ 
 難病患者と障害者の区別をやめて、一律の手当として、ガソリン費・タクシー料金
の補助もその手当に組み込んだら良いと思います。 
〇委員Ｄ 
 難病患者に対する福祉手当で考えるのであれば、難病患者でも介護保険制度を 65歳
未満でも利用できる方がいます。同じように介護保険料を払っていても、疾病により
制度を利用できる方と利用できない方がいて格差があります。そこのところを市でな
んとか調整していただいたほうが良いという思いがあります。 
〇委員長 
 その格差というのは、要介護認定を受けた方と受けない方という意味ですか。 
〇委員Ｄ 
 そうです。介護保険制度が適用になると、例えば住民税が非課税の方の場合、障害

者総合支援法に基づく日常生活用具の給付では自己負担はありませんが、介護保険で
日常生活用具と同等の機器をレンタルする場合、費用がかかります。今 65歳問題で障
害者が一番苦しんでいるのはこの部分です。そこを難病患者福祉手当で、調整してほ
しいのです。 
〇委員長 
 調整というのは、手当の対象にするという意味でしょうか。 
〇委員Ｄ 
 そうです。 
〇委員長 

 介護保険制度が適用になっていない方を対象とするというか、優先するというか、
そういうところから考えていくということですか。 

〇委員Ｄ 
 介護保険制度が適用になって困っている人が、65 歳未満でも介護保険料を払ってい
かなければいけない状態になっています。介護のための機器を必要としていても、年
齢等により障害者施策では支給してもらえないので、難病患者福祉手当で調整してほ
しいという思いです。 
〇委員長 
 ちょっと整理が必要かもしれません。40 歳以上の方全員が保険料を支払う必要があ
りますので、ここで議論する必要はないですよね。 
〇 委員Ｄ 
 介護保険制度は障害者施策と比べると、ヘルパーのできる範囲の違うこと、要介護
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度の違いでサービス支給量の上限が違うため、65 歳の問題があるところなので、そこ
を難病患者福祉手当で上手く調整出来ないかなという思いです。 

〇委員長 
 そうすると、難病の人についてということですか。 
〇委員Ｄ 
 そうです。 
〇委員Ｃ 
 介護保険制度への移行は、障害のあるほとんどの方が不安に思っています。 
〇委員Ｅ 
 ホームヘルプでも障害福祉サービスと介護保険サービスでは、提供内容に違いがあ
ります。障害者総合支援法は施行されて 3 年後に何らかの見直しがされることになっ
ています。国において見直し内容が議論されていると聞いていますので、その内容を
待たないで皆が困っている 65歳問題を議論すると混乱してしまいます。 
〇委員長 

 事務局で何か情報がありましたら、説明いただけますか。 
〇事務局Ｄ 
 複数の委員さんから意見のあった、介護保険制度への移行ですが、平成 19年と平成
26 年と記憶していますが、厚生労働省から介護保険制度が適用できる年齢等になった
方は、介護保険サービスを優先適用させるようにという通知が出ています。障害者総
合支援法が平成 25年 4月に施行され、現在、3年後の見直しについて、国で議論され
ている最中で、いくつかの議論の中に、介護保険制度への移行も含まれているところ
です。当初の予定では、12 月中旬には何らかの方針が出るとスケジュールには出てい
ますが、今のところは確認できませんので、引き続き動向を注視したいと思っていま
す。 
〇委員長 
 これまでの議論の中で、障害者手当と難病患者福祉手当を一本化するという意見や、

難病患者に限らず対象を考えるという意見がありましたが、対象をどうするかも含め
て、お考え又はご意見をいただければと思います。それ以外にもご意見等ありました
らお願いします。 
〇委員Ｃ 
 委員Ｂが言われた 7,000 円と 5,000 円の差は、低い側からすると確かに格差がある
と思います。私も国や都の手当は、何故 60,000 円と 15,500 円というような差をつけ
るのか、何故手当を支給するのかと思います。 
〇委員Ｂ 
 基本的に福祉は国で統一するのが理想です。市区町村で違ったりするから、なるべ

く平準化するべきです。障害等級の違いや病気の違いとか、それはあまり本来すべき
でないと思います。一本化するのが理想になると思います。 

〇委員長 
 なかなか国や都が絡むと複雑な問題になってくると思いますが、意見いただいてい
る途中で申し訳ありませんが、ここで 10分間の休憩とします。 
（10分間休憩） 
○委員長 

では再開します。先ほどの続きで、何か新たなご意見等ございますか。 

〇委員Ｃ 

 手当は、どのように使いなさいと定められていませんが、その使い道は、個々の人

が生活のために使っていると思います。そうなると、この差がおかしいと思います。

逆に言えば、手当を 60,000円も支給されている方のサービスは、市で提供しなくても
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良いのではないですか。ある程度減らして、手当が少ない方にサービス等を分配した

ら良いと思います。 

〇委員長 

 例えば身体障害者手帳１級の方は、障害者手当あるいは難病患者福祉手当を受給で

きることになっていますが、対象としなくても良いということですか。 

〇委員Ｃ 

 １級は１級で良いと思います。国や都の支給方法が間違っていると思います。何か

しらの法律が変わっても、旧制度が残ります。だから重複障害のある方がだんだん豊

かになっていく。制度に該当しない方は、だんだん貧しくなる。まして中途半端で自

己負担額を支払わなければならない方は、サービスが使いこなせなくなっていくと思

う。重複障害で動けない方とある程度動ける方の１か月の生活費を比べると、動ける

方のほうが交通費等お金がかかると思います。動けない方はオムツ代等の費用がかか

ると思いますが、その費用は福祉制度で支給されていますし、1日に 20時間分のヘル

パーさんの派遣費用が支給されている方もいます。障害が重複している方は、手当や

サービスを潤沢に給付されるのだから、手当等が少ない方に配分すべきだと思います。 

〇委員Ｅ 

 この前の第 12回の会議で、より軽度の人に手当を厚くしようという方向性で統一し

たと思います。やはり重複障害のある方に偏っている状況が起きているので、市の手

当では金額に差があるのもおかしいし、ガソリン費・タクシー代補助の手当化を考え

ると一度整理して、捻出した予算を格差の是正や軽度の障害であまり支援を受けられ

ない方に支援をシフトするような手当方式にしたほうが良いと思います。そのほうが、

ある意味では国や都の制度以外の部分の調整を、市が少し調整すると考えたほうが良

いと思います。 

〇委員長 

 具体的にどのように決めていくかという検討課題はあるかと思いますが、考え方と

して手当やサービス等の支援が厚くなっているところはとりあえず置いておいて、支

援が薄いところに手を入れていったらどうかというご意見です。 

〇委員Ｆ 

 それであれば、障害者手当と難病患者福祉手当をまとめて 1 つにして 7,000 円にし

たらいかがでしょうか。 

〇委員長 

 金額を同一にするというご意見をいただきました。制度についてはいかがですか。 

〇委員Ｆ 

 制度も同じにして、難病患者と障害者の区別をしないということです。 

〇委員長 

 それは委員Ｂさんのご意見と同じということでよろしいでしょうか。 

〇委員Ｆ 

 はい。 

〇委員Ｂ 

 他のことで質問があります。資料 4-1 の所得制限欄のところですが、東村山市は所

得制限ありとなっているけど、備考欄に都の心身障害者福祉手当と同様の制限などと

書いていますが、この表現では東村山市の所得制限が、都の心身障害者福祉手当の所

得制限と同じだという印象を受けますが、違いますよね。 

〇事務局Ａ 

 当市だけ住民税が非課税等と条件を細かく記載すると見づらくなることもあり、ま
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た 14市を調査した際に、都の心身障害者福祉手当との同じ制限をしている自治体が多

いため、“など”と記載しています。資料 4-1だけで見れば、そういう意見があるかも

しれませんが、次頁にある資料 4-2 で所得制限を明記していますので、ご理解いただ

ければと思います。 

各市の難病患者への手当は、先般の難病医療法の制定によって医療費助成対象疾病

数が 56から 306に増えたことで、医療費助成対象者の人数が２倍に増えると国からの

情報提供がありました。現在、他市で所得制限や施設入所者への支給について、制度

改正に向けた検討をしていると聞いています。 

〇委員Ｂ 

 この調査は、東村山市が行ったわけではないのですか。 

〇事務局Ａ 

 当市で調査を行う直前に、たまたま他市が調査を行ったことから、重複調査を避け

るため、他市の調査結果を引用しています。 

〇委員長 

 同じ調査を各市がそれぞれ行うと、回答する側も大変ですから、調査結果を引用す

ることは、やむを得ないと思います。全般的に、手当の金額の低下や、所得制限が強

化されている傾向だということですね。 

〇事務局Ａ 

そのようです。 

〇委員Ｃ 

 金額がどうであれ、当市の障害者手当と難病患者福祉手当については、差をつける

べきではないと思います。 

〇委員長 

 そういうご意見が多数出ているかと思います。それでは 1 つの方向性として、金額

に差を付けないことは皆さん同じお考えということでよろしいですね。 

 （発言者なし） 

○委員長 

 全員の合意だということで、よろしくお願いいたします。金額に差をつけないとい

うことですが、これは制度を 1 つにするということとは、また違うということですよ

ね。とりあえず手当の金額については、差をつけないということでよろしいですね。  

〇委員Ａ 

 質問があります。手当額が 2 つの制度でたまたま同じですということと、額を同じ

にするのだから制度も 1つにしますということでは、だいぶ違う気がします。例えば、

市の条例等との兼ね合いになるのか分かりませんが、早めに再構築した内容を運用し

ようとした時に、どちらを選択したほうが早く出来るということはあるのでしょうか。 

〇委員長 

 どちらをというのは。 

〇委員Ａ 

 制度的に 1 つにすることと、別々の制度だけれども金額を同じにすることでは、手

順やかかる時間がかなり違うような気がします。難病と福祉を 1 つにしてしまうとい

うことで、結構乱暴な話になってしまうのかなと想像しますが、そのあたりはどうな

のでしょうか。 

〇事務局Ａ 

 それは皆さんに検討していただいているところでもあるので、事務局からどう答え

て良いか分からないのですが、この部会が始まった頃に、手当が出来た時の目的を説



 7 

明した会があったと思います。それぞれの手当は支給に関して条例が定められていま

す。障害者手当に関しては第 1条で、「この条例は、障害者に障害者手当を支給するこ

とにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定されていますし、

難病患者福祉手当に関しても第 1条で、「この条例は、難病患者に難病患者福祉手当を

支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする」と規定され

ており、目的が違いますので 1 つにするということであれば、目的から変えなければ

いけないかなと思います。もし金額だけの話であれば、それぞれ第 4 条にある手当金

額を改正するだけとなりますので、考え方としては、全然違うのかなと思います。 

〇委員Ｂ 

 乱暴な話とおっしゃいましたけれども、乱暴なほうが筋が通っているということが

あって、障害者と難病患者を区別するということが、本当に正しいかどうかというこ

とがあります。 

〇委員Ｅ 

 障害者手当は障害者手帳を所持しているかどうかですが、難病患者福祉手当ですと、

指定疾病かどうかや、医療券の交付を受けられる病状であるかの観点です。難病につ

いては今後も制度変更が予想されます。制度を一緒にするのは難しい点が出てくるこ

とも予想されるので、やはり金額は同一にして、制度は別々にしておかないと後々困

ることがあると思います。これまでの議論から、一緒の金額にすることで良いと思い

ます。 

〇委員Ｂ 

 制度を同じにすることは大変難しいことだと私も思います。でも難しいからといっ

て、避けるのもあまり正しくない。具体的には、金額を揃えるということが一番簡単

な方法ですが、考え方としては、難病患者と障害者の区別の考え方を変えて欲しいと

思います。 

〇委員Ｄ 

 障害者が障害福祉サービスを利用する際、障害支援区分が必要になるサービスがあ

ります。障害支援区分によって、ヘルパーの派遣時間数や受けられるサービスが変わ

ってきます。難病患者の場合は、身体障害者と同じように調査を受けますが、病状に

より状態が固定化されておらず医者の意見書がないと判断が難しいので、身体障害者

と一緒と捉えることは難しいと思うので、別々にしたほうが良いと思います。 

〇委員長 

 お話をそれぞれ伺っていると、制度が別々のほうが良いというご意見は、制度自体

のお話でしたし、委員Ｂのお話は、制度より概念のお話のような気がしました。そも

そも今まで福祉の対象として、なかなか難病というものがカテゴリーとして無かった

わけですが、障害者総合支援法で難病も障害の中に入れられることになったからには、

考え方として、難病も障害にということでした。そこで考え方の問題と実際のそれぞ

れの制度の問題もありますので、どうやってすり合わせていくかになろうかと思いま

す。 

〇委員Ｃ 

 障害者の制度だけれど、そこで区別しているのは矛盾していると思います。私とし

ては、一緒にして良いと単純に思います。それによって、何が障害になるものがある

のでしょうか。別々にしてどういう利点があるのかを聞きたいですね。 

〇委員Ｂ 

 理念として法律が先にあるわけではなくて、考え方があって法律が出来ているわけ

です。法律がこうだからというよりも、考え方のほうを優先して考えて欲しいと思っ
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ています。だから障害者と難病患者を分けることの是非を考えるのが先だと思います。 

〇委員Ｃ 

 出来ているものに対してこだわり過ぎていると思います。枠があって、枠からちょ

っとはみ出してもいいじゃないですか。そこをはみ出しちゃいけないですよと窮屈に

しているからいけないと思います。障害の区別に応じてではなく、個々の人に応じて、

はみ出す人とはみ出さない人が出来ていても良いと思う。線を引くからその谷間の人

が救われないのです。前例が無かったら前例を作れば良いし、やればできると思いま

す。 

〇委員長 

委員Ｃから、一緒にして問題があるとすればどういうところがあるのか、との意見

がありましたが、それについていかがでしょう。 

〇委員Ｅ 

 これから具体的にどのくらいの手当にするのか、何を条件とするのか、なかなか判

断が出来ません。具体的にしていけばしていくほど非常に難しくなると思います。理

念的なものは解りますけれども、理念としては、全体としては同じ障害なので、公平

的に金額とかは決めていきたいと思いますが、それをそれぞれのところにあてはめて

いくと、それぞれの障害分野で手帳等が違うわけです。違うから別々の手帳になって

いるわけです。それを今の話だと、身体障害も知的障害も同じじゃないかということ

と同じになります。分けると、具体的になった時にかなり制度を作るのが難しくなり、

それでずっと決まらないという状態が起こるのではないかと危惧します。今の制度が

違うのはおかしいというようなことではなく、今の制度の中で進めたほうが、より早

く再構築が進むと思います。 

〇委員長 

 障害の手当の中にも、身体障害や知的障害がありますので、法律上違う障害であっ

ても、違う基準が同じ手当の対象になっているわけですから、難病を同じように考え

ることは難しいでしょうか。 

〇委員Ｃ 

 難病患者だって障害者ではないのですか。難病患者は障害者外の障害ですか。 

〇委員Ｅ 

 必ずしもそう言えない場合もあります。 

〇委員Ｄ 

 すごく難しいと思います。難病であって障害者手帳を持っている方は、障害者手帳

を重視して手当をいただいて難病患者福祉手当はいただいていないのです。難病の方

を他の障害の方と一緒にするというか、程度の問題があると思います。その方によっ

て不自由さはそれぞれ違うわけです。車椅子は段差が無いほうが良いのと、視覚障害

は段差があったほうが良いという考え方の差のように、その人その人の難病で程度が

違うと思うので、それを全部一律にするというのはちょっと難しいと思います。 

〇委員Ｃ 

 最初の頃に基本理念である市単独事業のあり方を考えた際に、個々の人に合わせま

しょうとしたのではないですか。 

〇委員Ｇ 

 これまで各委員がおっしゃったように、いろいろと差がありますが、平等にしてい

きましょうと議論してきたところです。難病あるいは障害で何らかの不自由を受けて

生活しているということは一緒なので、手当の部分だけで考えれば、色々難しいこと

は考えずに、一緒にしても大丈夫なのではないかと思っています。以前に提供のあっ
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た資料の障害者手当と難病患者福祉手当の支給要件を見ても、障害者福祉手当は身体

障害者手帳 1～4 級、愛の手帳 1～4 度の手帳を交付されている者となっていて、難病

患者福祉手当はマル都の医療券が交付されている者となっていて、その後の要件はほ

とんど同じです。だから要件を並列にしてしまえば、出来るのではないかと思います。

手当以外のことを統一していくのは難しいことですが、ここで考えている市の単独事

業としての手当だけをとれば、出来ないことではないと考えています。精神障害のあ

る方を含め要件を一緒にすることが、今まで論議してきた平等性に繋がっていくと感

じるところです。 

〇委員Ｃ 

 精神障害のある方だって同じ考えで良いのです。委員Ｇの意見に私は賛成です。 

〇委員長 

 そうするとご意見が 2 つに分かれていますが、手当の額は同じにするとしても、従

来の経緯を踏まえて制度はそれぞれ別のままにしておくのか、それともすべて一緒の

制度にしていくのかということです。だからパーキンソン病で言えば、病状の進行具

合によって、同じ病気だけれども医療券が交付されなかったり、手当等が対象となら

ないことが、不平等でおかしいのではないかという委員Ｂの意見でしたよね。 

〇委員Ｂ 

 障害の違いによる程度の差は、誰が決められるのだろうかと思います。どっちが大

変というのは誰にも決められないと思うので、ある程度は枠が必要かも知れませんが、

人が決めることではなくて、そういう観点というか程度の差で判断する、制度の差を

つけてはいけないという考えも必要かと思います。 

〇委員長 

 わかりました。委員Ｈさんに伺いたいのですが、先ほどのご意見では、制度も同一

にすることに賛同されていましたが、制度の点で意見が 2 つに分かれていることにつ

いて、いかがお考えですか。 

〇委員Ｈ 

 基本的には手当を同額にしていくということは共通理解になると認識しています。

今議論している制度についてですが、支給根拠である条例や条例施行規則の改廃にあ

まり時間を多く要さずに出来るということであれば、皆さんがおっしゃった理念に基

づいて一緒にしていけば良いのでしょうけれども、制度を一緒にする際に、理念だけ

ではなく、何か具体的な支障が出てくるということであれば、そこが判断つきかねる

ところです。もし支障が無ければ、一括りに出来れば本当に理想だと思います。ただ

いろんな部分で調整に時間を要するようであれば、今期の市単独事業再構築検討会の

中では、各手当額を一緒にするという答えが出れば、制度の統一の是非は次期の市単

独事業再構築検討会での議論になるのかなと思っています。前期の平成 17年度の市単

事業の改正を経て、障害者手当や難病患者福祉手当の所得基準等が変更された経緯も

ありますし、今期の議論の中では、各手当額を同額にしていくことに留めて、その先

に一作業必要であれば、今後の社会情勢等の変化に注意しつつ、これ以降の議論を待

ってもいいのかなと思います。 

〇委員長 

 一つの段階として、手当額を同一にするところにしておいて、理念としては一緒に

するということはありなのですが、それ以降の話にしてはどうかということですね。 

 いろいろとご意見いただきました。まだ皆さんの共通認識としては、どうするかと

いうところには至っていないかなと思いますが、時間になりましたので、本日の議論

はここまでにしたいと思います。次回は、資料 1 で協議未実施となっている、難病患
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者福祉手当の解決策・方向性についての議論を前半で行い、その後、手当化すること

の議論を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。 

〇委員Ｃ 
 提案があります。制度を 1つにするのと、従来の別々の制度のままでは、どういう
ところに支障があるか、事務局に整理してもらってはどうでしょうか。 
〇委員長 
 支障というのは、実務上スムースに移行出来るほうという意味でよろしいですね。
先ほど委員Ｅも出来るだけ早く出来るような方法でということでしたけれども、そう
いうことですね。 
〇委員Ｅ 
 それと難病患者さんの意識の問題で、やはり病気によって私は患者だと捉えている
方がいて、障害という名称に抵抗感がある方も実はいらっしゃることから、手当の名
称を障害手当でなく福祉手当等にしないと、まだ難病の方には意識差があるので、ど

うするのかを考えた方が良いと思います。 
〇委員長 
 では事務局からお願いします。 
○事務局Ａ 
次回の日程についてです。次回は 2月中旬あたりを予定しておりますので、 よろし

くお願いいたします。先ほど、皆さんが言われた実務上の支障というところについて
は、どこまでを実務上というのか難しい部分はありますが、制度が変わった後の影響
も含めて、次回までに考え方として検討したいと思っています。 
○委員長 

それでは、以上で第 13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。 

 

 

 


