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会  議  録 

会議の名称 第２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２月２１日（木）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、間野由紀夫、河邑晶子、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、比留間事業係長、吉田給付係長、 

高橋支援第１係長、西尾支援第２係長、大野主任 

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 ２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 

時間になりましたので、開会します。第２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 

皆様こんにちは。お寒い中、お集まりいただきましてありがとうございます。まず、

お詫びとご報告をさせていただきます。 

現在、障害のある方がご利用されております、地域生活支援事業に関わる自己負担

上限額につきまして、一部誤った運用がございましたので、お詫びいたします。なお、

該当者の方には、先日ご案内の文書を送付させていただいたところです。 

本日の会議ですが、第１回目で皆様から頂戴しました、色々なご意見等を反映させ

た資料等を事務局よりお示しできるものと考えております。よろしくお願いします。 

○事務局Ａ 

会議に先立ちまして、当検討会の会議録及び市のホームページへの公開につきまし

てご了解をいただきたいと思います。 

まず、会議録につきましては各委員の皆様に、一つずつ確認していただきますと、
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相当な時間がかかりますので、委員長一任で内容を確認していただき、会議録とさせ

ていただきたいと考えております。 

また、当検討会は委員の皆様に傍聴のご了解をいただき、市民の皆さまに公開して

おりますので、先程の会議録と委員名簿を当市ホームページ上で公開させていただき

たいと思います。なお、会議録につきましては個人名ではなく、委員Ａ・Ｂ・Ｃ、と

いうかたちで記載させていただきます。 

以上についてご了解をいただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

○委員全員 

 異議なし 

○事務局Ａ 

ありがとうございます。では、ここからは委員長に進行をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。 

３．議事 

  障害福祉に関する市単独事業のあり方について 

○委員長 

それでは皆さん改めましてこんにちは。 

それではここから私が、会議の進行の担当をさせていただきたいと思いますのでよ

ろしくお願いします。 

はじめに、前回の検討会を欠席されました高橋委員より自己紹介をお願いします。 

（高橋委員より自己紹介） 

○委員長 

ありがとうございました。それでは次に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、ご異議はございませんか。 

○委員全員 

異議なし 

○委員長 

ご異議なしと認めます。傍聴申請があればこれを許可します。 

では、議事に入ります。本日の課題は障害福祉に関する市単独事業のあり方につい

てです。前回の会議では、今後の市単独事業のあり方について議論を進める前に、各

制度の具体的な内容が分かる詳細な資料を事務局に準備していただき、その資料に基

づいて議論していただくことになっておりましたので、配布された資料について、事

務局より説明いただき、その後に市単独事業のあり方、あるべき姿について議論、意

見交換をしていただきたいと思います。 

また、会議の進め方ですが、今回と次回あたりで市単独事業のあり方、あるべき姿

について意見交換をしていただき、早ければ次回またはその次あたりで集約できれば

と考えております。 

あり方が集約された後、具体的に市単独事業について議論して、当検討会としての

最終的な結論を出していければと考えております。 

それでは、事務局より資料について内容の説明をお願いします。 

（事務局Ｂより資料に沿って説明） 

○委員長 

事務局より、資料について説明していただきましたが、資料についてご質問ござい

ますか。 

○委員Ａ 

障害者手当は全生園入所者に月額５,０００円として支給していますが、他の施設と
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は異なり、市民として支給していただいていると捉えており、これは、重要なことだ

と考えますので、必ず入れていただきたいと思います。 

○委員長 

他にはいかがですか。 

○委員Ｂ 

先ほどの説明の中にあった「重い障害」というのは、何を指しているのですか。ま

た、資料６「市単独事業に関する市民からの要望」の中に、「公平にして欲しい」とい

う要望が入っていませんが、どのような理由ですか。 

○委員長 

はじめの質問は重い障害の定義はどういうことか、ということですね。では事務局

より説明をお願いします。 

○事務局Ｂ 

先ほどの説明の中で、手当における障害の程度について、特別障害者手当・重度心

身障害者手当等について、より重い方に対する手当ということで説明させていただい

たところです。詳しくは手当の担当が来ておりますので、担当者から説明させていた

だきたいと思います。 

○事務局Ｃ 

特別障害者手当については、概ね１級程度の障害の重複のある方とされております

が、こちらは日常生活において常時介護が必要な方を重度と読み換えております。 

○事務局Ｂ 

それよりもさらに重い、重度心身障害者手当を受給されるような方については、心

身障害者福祉センターに行っていただき、専門の医師の診断を受け、手当に該当する

かの判定をしていただいています。重度心身障害者手当については、ほとんど寝たき

りの方、自分では座っていられない方を重度として位置付けさせていただいていると

ころでございます。 

○委員長 

次に、公平ということについての要望が資料に記載されていないことについて、事

務局より説明をお願いします。 

○委員Ｃ 

その関連で、資料６に記載のある、「他の制度」とは具体的にどのような制度を指し

ているのかもお答えいただければと思います。また、「公平にして欲しい」とは、どの

ような基準で、何と公平にして欲しいと要望されたのか、それも併せてお聞きできれ

ばと思います。 

○委員長 

それでは、公平についての要望の内容について、説明をお願いします。 

○委員Ｂ 

ガソリン費補助とタクシー料金補助の所得制限がかなり違うので公平にしてくださ

い、ということを訴え続けてきました。 

○委員長 

所得制限などがあるために公平・平等になっていないということで、それを容認し

てほしいという要望をされたということでした。併せて、「他の制度」について、事務

局より説明をお願いします。 

○事務局Ｂ 

「公平にして欲しい」という要望については資料には記載しておりませんが、所得

制限に関するご意見を承っているところでございます。このような要望の内容につい
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て、委員の皆様で考えていただければと思います 

○委員Ｂ 

当検討会を設置している意味を説明していただきたい。 

○事務局Ａ 

持続可能な制度としてのあり方等について、ご理解いただきながら、市に対して、

一番あるべき姿だということで受け入られる時期と考えまして、今回、委員の皆様に

お集まりいただいているところです。 

○委員長 

少し補足いたしますと、前回の会議におきまして、障害者総合支援法が２５年４月

から施行されるというお話があったかと思いますが、これまでとの大きな違いは、障

害の範疇のなかに難病が含まれるということですので、これまでの障害の考え方と、

少し違うところが出てくると思われます。 

○委員Ｄ 

難病は、薬でコントロールできているときは重度に見えませんが、状態が変動しま

すので、重度であることの判定が非常に難しいと思います。 

○委員Ｂ 

難病の人の中では、その時々によって重度になる人が多くいますので、寝たきりの

人だけを固定観念で重度というべきではないと思います。 

○委員長 

例えば、パーキンソン病は進行性の病気であり、薬の効きによってもかなり状態に

変動がありますので、判断が難しいというところが確かにあると思いますので、今後、

障害の中に難病が含まれるにあたり、その点について、十分に考慮する必要があると

思います。ただし、どの病気を難病と位置付けるかとういうことについては、国から

提示されておりませんので、明確な意見交換は難しいと思います。 

○委員Ｄ 

国が決めるのではなく、難病患者が存在しているということですので、難病患者に

合わせた制度を作っていくということが大切だと思います。 

○委員長 

まだご意見がいろいろあるかと思いますが、事務局からの説明にもありましたよう

に、この検討会では市の単独事業について、どのようなあり方が良いか、どのような

ものが、あるべき姿なのかということを検討していただくということが主旨ですので、

市単独事業の観点から、ご意見、ご質問をしていただければと思います。 

○委員Ｅ 

実際に、公平の定義というのは、非常に難しいと思います。 

それぞれの障害の中でも、その重さはそれぞれ違うと思いますので、予算の中にお

ける優先順位を考えながら議論すると良いと思います。国の政策も次々に変わってい

きますので、時代の変化に応じて見直す時期が今だと思います。 

○委員長 

大変恐縮ですがちょうど１時間が経過しましたので、１０分間の休憩を入れたいと

思います。 

（休憩） 

○委員長 

再開します。 

○委員Ｆ 

精神障害者は障害者手当の対象外ですが、その理由を伺います。 
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○事務局Ｂ 

精神障害者の方の経済状況等が厳しいものであるということは承知していますが、

障害者手当につきましては、その障害や症状が固定しているかどうかということを基

準に対象者を設定しています。精神障害の方については、障害として固定していると

いう判断が難しい点、医療的な支援が最も必要だという点を主題において支援をして

いくということから、障害者手当の対象としていないところです。 

○委員Ｆ 

確かに精神障害は症状が非常に変動しやすく、２年に１回の更新の時に手帳の等級

が上下しますが、精神障害の方でも手帳があるので、それを基に対象とすることはで

きないのでしょうか。 

○事務局Ｂ 

やはり、その他の障害との関連性を考えたときに、精神障害については継続性の定

義の面で、対象とすることは難しいところです。また、障害によって働くことができ

ない、外出に支障がある、といった物理的な支障について、経済的な負担を軽減する

ことが手当の最初の考え方になりますので、精神障害の方は物理的な支障がないとの

捉え方から、対象とはしていないということです。 

○委員長 

精神障害への支援を、これからどのように進めていくかということも検討していか

なければいけないことだと感じました。 

○委員Ｇ 

国の特別障害者手当は精神障害者も対象になっていると思うのですが、国さえそう

いう考え方を持っているわけですから、市も考え方について改めて熟慮して良いと思

います。 

○委員Ｂ 

どの障害も同じく、苦労しているので、差をつけることが区別していることになる

と思います。 

○委員Ｇ 

国や都の制度は本人に直接サービスしていないと言えますが、逆に、市の制度は直

接サービスしていると言えますので、広い考え方が必要であると思います。 

○委員長 

何を以て、公平・平等とするかということについては、障害というものを、もっと

広く捉えて考えていくということだと思います。 

○委員Ｃ 

一番大事なことは、それぞれの障害を補う支援がされているのか、人間らしく生き

ていくための支援がされているのかというところだと思います。要するに、人間の尊

厳が守られている制度であるかどうかだと思います。 

○委員Ｂ 

個々の障害で困ったことが多くあると思いますが、どの障害でも同じ条件で同じよ

うにサービスを受けられないとおかしいと思います。ただし、障害によっては、個別

性に配慮する必要はあると思いますが。 

○委員長 

所得制限などについては一律にしておいて、個別にその障害に応じて配慮するとい

う意味ですか。 

○委員Ｂ 

そうです。 
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○委員長 

 他にご意見ありませんか。 

○委員Ｈ 

聴覚障害者にとっては情報が一番大事です。乗り物には電光掲示板の設置が進んで

いますが、まだまだ足りないと思います。 

○委員Ｉ 

税金を公平に使わっていただきたいと思います。 

○委員長 

各障害のどういう面が大変なのかということは、大体は分かりますが、想像してみ

てわかる部分もあれば、実際に当事者でないとわからない部分というのも当然あるか

と思いますので、全てに通じるような制度にしていくためにはどうしたら良いかとい

うことを考えていきたいと思います。 

○委員Ｅ 

市単独事業というのは手当だけなのですか。障害者支援団体への援助等を実施して

いる市もあります。単なるばらまきで手当を支給するのではなく、他のサービス等に

対して使うという方法はないのですか。 

○事務局Ｄ 

障害者自立支援法に基づく事業のうち、国から実施するように定められた法定給付

と、市の裁量で行う地域生活支援事業というものがございますが、地域生活支援事業

は市の裁量で行っていますので、そちらは市が単独で行っている事業と言えるかと思

います。 

○委員Ｅ 

それは直接お金を支給するのではなく、利用したサービスに対して支払われるとい

うことですか。 

○事務局Ｄ 

そうです。障害等級や対象要件、基準額等はございますが、障害特性に応じて利便

性の高い商品を給付する日常生活用具給付事業等があります。 

○委員Ｂ 

その事業に係る費用は市が全額負担しているのですか。 

○事務局Ｄ 

法定給付が国から１/２、都から１/４の補助がございます。地域生活支援事業は、

国の予算の範囲内の包括補助事業ということで、補助の上限がございますので、法定

給付よりは補助率が低くなっております。 

○事務局Ａ 

実際のところ、地域生活支援事業の補助金は大体７割ぐらいしか交付されません。

残りは市が負担しています。自立支援法上の事業と言いながらも、市が持ち出してい

る部分が結構あります。 

○委員Ｅ 

市単独事業とは別の予算から支出されているのですか。 

○委員Ｊ 

社会福祉協議会は基本的には、市の委託事業と会費徴収事業の２本の事業から成り

立っています。手話通訳者派遣事業や、視覚障害者ガイドヘルパー事業も社会福祉協

議会が委託事業として実施しているものです。 

○委員Ｅ 

市単独事業の予算が他の事業の影響により縮小するということがないか、いうこと
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を聞いています。 

○事務局Ｂ 

今のご質問は、例えば、市の全体の予算が仮に百億円だとして、そこに対して百十

億円の費用が発生するので、市単独事業に係る予算を縮小するということはないか、

という内容かと思いますが、それはございません。超過した部分につきましては、補

正予算にて対応しております。 

○委員長 

正式に予算を組んで実施しているものですので、予算の状況を理由として、年度途

中で縮小するようなことはないということですね。 

○事務局Ｂ 

はい。 

○事務局Ａ 

補足ですが、中には予算の範囲内で行う事業もあり、決められた予算の中で分け合

う補助制度もあります。 

○委員長 

市単独事業は予算の範囲で制限を設けていないということですね。 

○事務局Ａ 

はい。障害に関わる市単の事業については予算が不足しているからといって、支給

しないということはできません。 

○委員Ａ 

難病患者に関する、国や東京都の動向について補足説明をお願いします。 

○事務局Ａ 

昨日、医療費助成に関する難病等の追加に係る区市町村説明会がようやく開催され

ました。一部新聞報道にありましたが、難病対策の改革について提言がございまして、

基本理念等について一定の取りまとめがされたところでございます。具体的には対象

となる難病の種類について、１年程度検討した後、難病の範囲が大幅に広がるとされ

ています。法改正で難病の範囲が変わると見込まれていましたので、難病の団体から

も当検討会の委員を推薦していただいたところです。具体的なことはまだ示されてお

りませんので、難病に関する検討には、もう少し時間がかかるのではないかと思いま

す。 

○委員長 

事務局に私から質問ですが、例えば追加される難病が決まった場合に、市もそれに

準じて行うということでよろしいですか。 

○事務局Ａ 

市としても、皆様からいただいた提案をもとに、検討する必要があると考えており

ますが、現状では、東京都難病医療費等助成制度の医療券が交付されていることを要

件としていますので、具体的な内容が明らかにならない限りは明確な検討は難しいと

思います。 

○委員Ｄ 

難病の範囲が広がることによって、いままで対象になっていなかった希少な難病は

救われますが、反面、基準が厳しくなることによって、既存の難病患者のうち、医療

費助成や手当を受けられない人が出てくると思います。 

○事務局Ｅ 

平成２３年度に難病患者の方から議会に請願をいただき、議会におきまして、全員

採択となったことを、市としては非常に重く受け止めております。難病に関する検討
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が遅れていたことは否めませんので、今回の検討会におきまして、市単独事業の観点

から検討していただければと思います。 

○委員長 

他に質問等ありますか。 

○委員Ｂ 

 障害における困りごとの根本は変わらないですが、社会情勢や時代が変わっている

ので、考慮する必要があると思います。 

○委員長 

障害ごとの困りごとや社会情勢を踏まえた、それぞれの視点で市単独事業のあり方

を考えていただければな良いと思います。 

○委員Ｂ 

誰のために、何を作っているのかというところから、いろいろ見直すべきことがあ

ると思います。 

○委員Ｋ 

国から基準が示されるのがまだ先になるとのことですが、平成２５年度の予算編成

はどのような方針で行われたのか教えていただきたいと思います。 

○事務局Ａ 

一部報道で、予算案ということで発表しているところですが、この場で率直な話を

しますと、私の試算では、今ある制度を維持するだけで、民生費全体では１.５パーセ

ントの伸びとなっています。 

○委員長 

民生費が全体の予算の５０パーセント以上を占めているということは、他市と比較

しても、かなり高い割合だと思います。そうした状況の中で検討するということは、

困難なこともあるかと思いますが、どんどん話を続けていきたいと思います。 

残念ながら時間ですので、本日の議論はここまでにしたいと思います。 

そして、次回は今日の内容について、より煮詰めていただいて、市単独事業のあり

方・あるべき姿について集約できればと考えています。 

次第の４、その他についてですが、事務局からありますか。 

４．その他 

○事務局Ａ 

次回の日程ですが、年度末・年度始めがございますので、できれば５月の中旬以降

に開催させていただければと思っております。開催時間は後日調整させていただき、

連絡したいと思っております。 

○委員長 

次回は５月の中旬以降ということです。前回、特に夜でないと参加できないという

方はいらっしゃらなかったと思いますので、次回も今回と同じ時間帯での開催という

ことで、皆様よろしくお願いいたします。 

５．閉会 

時間ですので、第２回障害福祉に関する市単独事業再構築検討会をこれで閉会した

いと思います。皆様お疲れ様でした。 

 


