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会  議  録 

会議の名称 第３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５月１５日（水）午後２時～４時 

開 催 場 所 北庁舎１階 第２会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）永嶋昌樹、佐々木貴、手賀清春、村上正人、阿刀田俊子、

佐藤准子 

（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、大野主任 

●欠席者：高橋節夫、河邑晶子、高橋千恵子、武者明彦、吉田謙 

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 ６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３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。委員の皆様には、日頃より、お世話になっております。 

はじめに、ご報告いたします。4 月の人事異動で、健康福祉部長が替わっておりま

す。本日は所用のため欠席させていただいておりますが、別の機会にご挨拶させてい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

さて、本日は第３回目でございますが、非常に大きいテーマで皆様方には非常にご

苦労、ご負担をおかけし、申し訳なく思っておりますが、より良い制度にさせていた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局Ａ 

今回は平成２５年度の最初の検討会になりますが、障害支援課におきましても、こ

の４月に人事異動がございまして、本日出席している事務局のメンバーに一部変更が

ございますので、簡単にご挨拶をさせていただきたいと思います。 
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（職員挨拶） 

本日の会議は急遽欠席されたかたが多く、出席者が少人数になってしまいましたが、

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。 

本日は１１名の委員中、６名が出席、５名が欠席ということです。社会福祉協議会

から選出の委員のかたが替わっておりますが、本日ご欠席ということですのでまた次

回以降に自己紹介をお願いしたいと思います。 

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。 

○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。 

本日の議事は障害福祉に関する市単独事業のあり方についてです。前回の会議で委

員の皆様に、障害福祉に関する市単独事業のあり方に関する意見交換を行っていただ

きましたが、今回も引き続き意見交換をしていただき、次回あたりに障害福祉に関す

る市単独事業のあり方を集約していただければ良いと考えております。 

集約につきましては、その単独事業の方針や方向性といったものの意見を出してい

ただいて、それをまとめられれば良いと考えています。また、議論の進め方につきま

しては、前回いろいろなご意見をいただき、キーワードがそれぞれ出ておりましたが、

そのキーワードをもとに、公平・平等とは何か、障害の特性をどのように反映させる

か、ということを考えていただきたいと思います。 

今回、全委員が参加ではありませんが、出された意見の中からポイントとなる内容

を抽出して、それを次回あたりで集約できれば良いと思いますが、よろしいでしょう

か。 

○委員全員 

異議なし 

○委員長 

まずは、自由にご意見を述べていただきたいと思います。 

○委員Ａ 

障害によって、特性が関連する場合がありますので、そうしたことも考慮する必要

があると思います。 

○委員長 

障害の特性に適した個別の配慮ということですね。 

○委員Ａ 

はい。特性に配慮しないことで、社会参加における、平等性・公平性が損なわれて

いる場合があると思います。 

○委員長 

異なる障害であっても、共通する困難性があり、その共通する部分が大事なのでは

ないか、ということですね。 
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○委員Ａ 

障害の種類ではなく、何ができないか、ということが重要だと思います。 

○委員Ｂ 

現在の制度では、介護保険が優先となっていますが、介護保険のサービス、障害者

のサービスのいずれかを選択できて良いと思います。国の制度を補完するという位置

付けでも良いと思います。 

○委員長 

国の制度を補完するような新制度であるべきだという考え方ですね。 

○委員Ａ 

それが市の単独事業と言えるのではないでしょうか。 

○委員長 

国の制度ではできない、細かい分野を市の制度で補うということですね。 

先ほど出されました、社会参加という意見が、市単独事業の考え方として、とても

大切だと思います。 

○委員Ａ 

 数年前に、タクシー・ガソリン補助の利用者を対象にアンケート調査を行ったと思

いますが、その資料を提示していただけないでしょうか。 

○事務局Ａ 

数年前にアンケート調査を行ったことは承知しておりますが、現在は市単独事業の

あり方について話し合っていただきたいので、他の委員のかたも参考資料として必要

ということであれば、市単独事業のあり方が集約された後、具体的な制度の検討に入

る段階あたりでご用意できればと思います。 

○委員長 

 他の委員の皆様はアンケート調査に関する資料は必要ですか。 

○委員Ｂ 

利用目的等を知りたいので、希望します。 

○委員長 

それでは、過去のものではありますが、参考にするということで、次回以降にご用

意いただければと思いますので、事務局に準備をお願いいたします。 

他にご意見ございますか。 

○委員Ｄ 

以前の会議で、事務局から全体の予算に占める民生費の割合が半分を超えているこ

とと、市の財政全体は苦しい状況であることについて説明がありました。この検討会

の趣旨は、要望の場ではなく、互いに我慢できることは我慢し、平準化できる部分は

平準化するような考え方を、皆様で話し合う場であると理解しています。 

○委員長 

当検討会としての市単独事業再構築案を市に提案し、市がそれを参考にするという

位置付けですので、何を提言していくか、ということが大切であると考えます。 

団体から代表として当検討会に参加されている委員のかたもいらっしゃると思いま

すが、個人としての考えも示していただいて良いと思います。 

○委員Ａ 

同じ障害種別でも、その度合いや障害の内容によって困難性が異なるので、個人の

状態によって配慮する必要があると思います。 

○委員Ｂ 

その人が何を一番必要としているのか、ということが重要だと思います。 
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○委員長 

行政の施策は障害ごとに分かれていますが、単純に障害ごとでは分類できない困難

性があるということですね。 

○委員Ａ 

障害種別だけで分類されてしまうことで、無理を強いられている障害者も多くいる

と思います。 

○委員Ｃ 

障害者が、それぞれ必要なサービスを、必要なだけ利用できるようになることが公

平と言えるのかも知れませんが、物事には限りがありますので、どこで折り合いをつ

けるかが難しいと思います。 

○委員Ａ 

例えば、一人当たりサービスを３つまで選択できるとして、本当に必要なサービス

を選択して利用し、それ以外は我慢するという、自分に合ったものを定められた範囲

内で選択する方法もあると思います。こうした手法も予算に限りがあるのであれば、

必要であると思います。 

○委員長 

本当に必要なサービスを、本人が選択できるという考え方ですね。 

○委員Ｄ 

日常生活のうえで、どの障害でも不便な点を、横断的に考えるというのは興味深い

と思います。費用の問題がありますので、全てとはいかないと思いますが、日常生活

の利便性において、障害者でも健常者と同じ水準にあることが理想だと思います。 

○委員Ａ 

どうしても必要な人にはサービスで補うしかないと思いますが、例えば、ヘルパー

を利用する場合に、近くの利用者を一人のヘルパーが巡回するような仕組みにすれば、

費用の軽減ができると思います。そうした手法も考えるべきだと思います。 

○委員Ｄ 

シェアするという考えは非常に良いと思います。 

○委員長 

手当はそれぞれの個別性には対応していませんが、これについてはいかがですか。 

○委員Ａ 

手当は、自分で自立していくために使うものであると思います。 

○委員Ｂ 

市の障害者福祉の目的は何ですか。 

○委員長 

参考までに、社会福祉法に記載されている、社会福祉事業の趣旨について述べさせ

ていただきたいと思います。 

社会福祉法は以前、社会福祉事業法という名称で、昭和２６年に施行され、社会福

祉事業の趣旨として、「その独立心を損なうことなく、正常な社会人として生活するこ

とができるように援助する」という記載があります。その後、平成６年に初の改正が

され、「心身共に健やかに育成され、または社会・経済・文化・その他あらゆる分野の

活動に参加する機会を与えられる」という表現に変わっています。そして、平成１２

年の改正で社会福祉法に法律名称が変わり、「その有する能力に応じて自立した日常

生活を営むことができるように支援する」という表現に変わっており、現在に至って

おります。以前は、行政が障害者に対して、“してあげる”という姿勢だったものが、

障害者が自立できるように支援するという考え方に、法律の方向自体が変わってきて
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います。 

ここで１０分間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。引き続き議論していただきたいと思いますが、ここからは、市

単独事業の役割について考えていただきたいと思います。 

○委員Ａ 

市単独事業の役割のひとつに、社会における生活の手助けがあると思います。 

○委員長 

どういう方向性で考えると良いか、いろいろご意見を伺いたいのですが、公平とい

うことについてはいかがでしょうか。 

○委員Ａ 

ガソリン費補助とタクシー料金助成について、障害者の社会参加を目的としている

のであれば、双方のサービス量をあわせる必要があると思います。 

○委員長 

そのような差異について、どのように考えることが適当かという視点で考えていた

だければと思います。 

○委員Ｂ 

一人当たりの使える金額を決めて、必要なときに使うという方法もあると思います。 

○委員長 

目的を決めないで、一律に手当として支給するということですか。 

○委員Ｂ 

そうです。 

○委員長 

一律の手当制度にして、必要な場合に使う、ということは、いくつの制度を統合し

て、単純化しても良いのではないか、というご意見でしょうか。 

○委員Ｂ 

はい。 

○委員Ｄ 

 同じ性質の制度において差異があることは好ましくないと思います。 

○委員Ｃ 

自分が選択して必要なことに使うということが実現できた場合、東村山市の独自の

事業になると感じました。 

○委員長 

難病医療費助成制度の見直しが平成２６年度に予定されておりますが、対象疾病が

増える見通しであるため、総額で考えた場合、手当額等をどのようにするかという問

題はありますが、一律にすべきとのご意見でした。国や都から、見直しの内容の詳細

が、まだ示されていませんが、対象者が増える場合には、予算も勘案する必要があり

ます。 

今日出されました、いくつかの意見を基に、その集約の原案を事務局に作っていた

だき、次回はそれを基に議論を進める、ということで本日はまとめたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員全員 

異議なし 
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○委員長 

事務局はいかがでしょうか。 

○事務局Ａ 

事務局として、今日いただいた意見のまとめとして、いくつか作らせていただきた

いと思います。 

○委員長 

では、今日の意見、それから全体の意見を踏まえて、意見をまとめたものを作って

いただき、それを基に次回、皆さんで検討していただくということで、よろしいです

か。  

○委員Ａ 

今日、出席していない委員のかたの意見も聞きたいです。 

○委員長 

意見のまとめを作成していただきますが、あくまで意見のまとめですので、それで

決まりではありません。今日欠席された委員のかたの意見も踏まえて、あり方の集約

に向けた検討を行いたいと思います。 

○委員Ｄ 

東村山市独自の考えを構築して、予算の面から削減できる部分は削減するという視

点から考えても良いということですよね。 

○事務局Ａ 

 予算につきましては、具体的な制度の検討の段階では加味していただきたいと思い

ますが、あり方の議論におきましては、予算のことばかりに囚われますと、自由な意

見交換の妨げになることも考えられますので、まずは、あり方について、皆様の考え

を基にご意見いただければと思います。 

○委員長 

最後に次第の４ですけれども、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８月末まで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。以上でございます。 

○委員Ａ 

 今回、欠席者が多数いますが、全員が出席できるように日程調整していただきたい。

できれば、各会議の最後に次回日程の候補日をいくつか挙げていただいて、その場で

出席可能者が多い日に決定できないでしょうか。 

○事務局Ａ 

 会場の都合もございますが、そのような方法も検討してみます。 

○委員長 

 では、時間になりましたので、以上で第３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。 

 

 


