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平成 29年条例予算特別委員会（2017.03.24） 

 

◯尾花委員 今、本市は、第９次基本計画いわゆるマスタープランの第１次実施計画が４年

が終了して、いよいよ第２次実施計画、いわゆる政策推進プラン、行政運営プラン、そして

財政運営プランの原案が示され、そのスタートとなる 29 年度である。こうした大事な時機

を捉え、公明党福岡市議団を代表して健康寿命を伸ばす社会参加支援等の基盤づくり、２つ

目は難病患者等の支援対策について、質問する。まず、健康寿命を延ばす社会参加支援等の

基盤づくりについて尋ねる。単独世帯 50％、流入人口、共同住宅約８割という多さなど、地

域コミュニティへの帰属意識が希薄になりやすい都市特性などがあり、地域活動への参加者

が少なく役員等の担い手が不足している。また、医療費の４割を生活習慣病が占め、要介護

原因の７割を生活習慣病とロコモティブシンドローム、認知症が占めており、政策推進プラ

ンにも記述されている本市の現状と課題である。そこで、本市の平均寿命と健康寿命の差、

全国平均との比較、他の政令市との健康寿命の比較を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 平成 22 年の厚生労働省調査によると、男性では平均寿命 79.84 歳、健康

寿命 70.38 歳で、その差は 9.46 年、女性では平均寿命 86.71 歳、健康寿命 71.93 歳で、そ

の差は 14.78 年である。全国平均との比較では、男性では全国平均 9.13 年より 0.33 年長

く、女性も全国平均 12.68 年より 2.10 年長く、平均寿命と健康寿命の差が大きくなってい

る。政令市の中では、健康寿命で男性は９位、女性は 19位である。 

 

◯尾花委員 本市の健康寿命が他の政令市と比べて短いことがとても気になる。健康寿命と

平均寿命の差は男性で 9.46 年、女性では 14.78 年と、全国と比べても健康寿命と平均寿命

の差を縮めることはとても重要なことである。健康寿命が短い主な要因、男性と女性との要

因の違い、要介護になる要因、その対策の成果と、29 年度の取り組み及び予算総額を尋ね

る。 

 

△保健福祉局長 要介護状態となった要因は、生活習慣病、ロコモティブシンドローム及び

認知症が約７割を占めている。男女別では、男性は生活習慣病が 40％と最も多く、ロコモテ

ィブシンドロームが 14％、認知症が 11％となり、女性はロコモティブシンドロームが 32％

と最も多く、生活習慣病が 21％、認知症が 19％である。生活習慣病は、健診による疾病の

早期発見、認知症の発症リスクとされる糖尿病などの重症化予防事業を実施しており、28年

度からは九州大学が久山町での研究データをもとに開発した生活習慣病発症予測システム

「健康みらい予報」を活用した保健指導等を行っている。また、認知症、ロコモティブシン

ドローム予防に重点を置いた取り組みも進めている。29年度からは「健康みらい予報」をバ

ージョンアップさせた「みらいの健康リスク診断事業」で 1,391万 4,000円、住民主体の介

護予防拠点として新たな「よかトレ実践ステーション」の創出と継続支援に 2,277 万円で、

予算総額は 3,668万 4,000円である。 
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◯尾花委員 「健康みらい予報」は、福岡県久山町における疫学研究の成果を活用した 10

年後の生活習慣病の発症を予測する画期的なプログラムである。「健康みらい予報」の活用

の 28 年度の実績を尋ねる。また、その実績を踏まえた「みらいの健康リスク診断事業」の

概要及び予算額、その活用啓発をどうするのか尋ねる。 

 

△保健福祉局長 「健康みらい予報」の実績は、エビデンスに基づく発症リスクをわかりや

すく図やデータを示しながら説明することで、発症リスクが数字で示されることにより、疾

病への理解や健康づくりへの意識が高まるなどの効果があったと考えている。「みらいの健

康リスク診断事業」は「健康みらい予報」をさらにわかりやすく進化させ、ウエブアプリで

も自分の健康診断データなどを入力すると現在の健康状態と 10 年後の生活習慣病の発症リ

スクや健康アドバイスを受けられるもので、予算額としては 1,391万 4,000円である。29年

度は、これまでの保健指導や健康相談での活用に加え、市政だよりやホームページ、マスメ

ディア等での広報を行うとともに、自治協議会や衛生連合会など地域団体や医師会などの関

係機関と連携し、広く啓発したい。 

 

◯尾花委員 29 年度に、国民健康保険の生活習慣改善推進事業も予定されており、実際に

健康づくりへのアクションを起こすという意味で、有益な事業だと思う。その予算額を尋ね

る。 

 

△保健福祉局長 肥満の解消と運動習慣の定着による生活習慣病の早期予防を目的に、特定

健診受診者のうちＢＭＩ、肥満度数 25 以上の人を対象にスポーツクラブで約３カ月間、運

動と食事の個別指導を実施するもので、100人を予定している。また、市の体育施設１カ所

50人でモデル的に実施を予定しており、予算は全体で 500万円である。 

 

◯尾花委員 本市の体育施設での事業展開も予定しているが、民間スポーツ施設を利用した

場合とのメリット、デメリット、事業展開の方針について尋ねる。 

 

△保健福祉局長 施設が偏在しているスポーツクラブと比べ、市の施設は各区に１カ所ない

し２カ所あるため利用しやすく、さらに料金も安いことから、事業終了後も運動を継続しや

すいと考える。一方、スポーツクラブでは、運動や食事の個別指導プログラムをすぐに提供

できるが、全市的な事業を展開するための仕組みづくりが新たに必要となる。なお、スポー

ツクラブ、市施設ともに受託事業者を通して一般の利用者に対して特定健診の受診勧奨を行

うことで、国保だけではなく市民全体の特定健診の受診率向上につなげたい。今後は、スポ

ーツクラブでの事業を通して実施のためのノウハウを蓄積するとともに、課題を整理し、こ

れらを踏まえ市施設で展開できる仕組みを検討していく。 

 

◯尾花委員 あるスポーツクラブが行っているような大変インパクトがあるテレビのＣＭ
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のように、ぜひ市ホームページ等で本人の了解のもとにビフォー・アフターのデータや画像

の公開も検討してはどうか。 

 

△保健福祉局長 参加者の事業実施前後のデータによる効果測定、あるいはアンケートによ

る事業評価を行うこととしており、その内容を市ホームページやパンフレットなどにより、

広く広報したい。 

 

◯尾花委員 本市では、要介護認定を受けている高齢者のうち約５割の方が認知症を有する。

単身化、核家族化が進む中、今後、ひとり暮らし高齢者世帯や高齢者のみの世帯で認知症に

なる人がふえていくと予測される。そこで注目するのが、福岡市保健福祉総合計画に掲載さ

れている２つの図表である。まず、１つ目の図表は、ボランティアグループ等の地域組織へ

の参加割合が高い地域ほど、認知症リスクを有する後期高齢者の割合が少ない相関関係が示

されている。ボランティア活動を含めて地域社会への参加活動を進めていくことが大事だと

いうことが、その図表からわかる。市民意識調査では、地域での支え合い、助け合い活動へ

の参加や近所づき合いについて、半数以上の人たちが参加したい、近所づき合いをしたいと

考えている一方で、実際に参加したことがある人は３割程度となっており、気軽に地域活動

への参加ができるようなきっかけづくりが必要である。２つ目の図表は東京都健康長寿医療

センターの知見によるもので、介護予防、認知症予防における外出の効果を示しており、１

週間に１回以上外出する人と１回ぐらいしか外出しない人では歩行障がいの発生率は、4.02

倍である。それと、認知機能障がい発生のリスクで、１日１回以上外出する人と１週間に１

回以下しか外出しない人では、認知機能障がいの発症率が 3.49 倍になるとのことである。

東京都健康長寿医療センターによると、高齢者が積極的に外に出かけることは、介護予防や

認知症予防に非常に効果があるとされている。高齢者実態調査では、外出しない理由で最も

多いのは「特に外出する用事がない」となっており、仕事や趣味、学習、文化活動、社会参

加など、あらゆる場面で積極的に活躍できるよう支援していく必要がある。新潟市の健幸マ

イレージのリニューアル、さいたま市の健康マイレージの対象拡大、広島市の社会活動参加

でのポイント付与など、全国的に健康・社会参加インセンティブ制度が実施され、拡充され

ているが、本市のこれまでの取り組みと成果、29年度の新たな取り組みについて尋ねる。 

 

△保健福祉局長 まず、ふくおか健康マイレージ事業は、健診やウオーキングの実践、健康

づくりイベントへの参加等の活動に対してポイントを付与する仕組みで、若い世代も含め健

康づくり活動を始めるきっかけづくりやその活動継続を促進してきた。次に、介護支援ボラ

ンティア事業、特別養護老人ホーム等でのボランティア活動に対しポイントを付与すること

で、元気な高齢者の社会参加、健康増進、介護予防に寄与していると考えている。これらの

事業は 29 年度も引き続き実施し、より多くの参加を促進するため広報に努め、周知を図っ

ていく。また、健康・社会参加インセンティブ制度については、28年度に他都市の事例等に

ついて調査検討を行った。29年度は、対象年齢、ポイント獲得メニュー、ポイントの管理方

法など、制度の基本的事項について既存事業との連携、統合を念頭に置きながら検討を進め
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ていく。 

 

◯尾花委員 本市も他の政令市に負けることなく、スピード感を持ってその拡充に取り組ん

でもらいたい。本年３月の改正道路交通法の施行により、認知症と診断され免許取り消し等

となる 75歳以上の高齢者が急増すると聞くが、施行後に強化された認知機能検査の概要と、

本市における改正道路交通法周知の取り組みについて尋ねる。 

 

△市民局長 75 歳以上を対象とした認知機能検査は、改正道路交通法が施行されるまでは

運転免許の更新時に実施されていたが、施行後は、これに加えて認知症が疑われる信号無視

や一時停止違反などの交通違反をした場合にも検査を受けることが義務づけられた。検査の

結果、認知症のおそれがあると判定されると医師による診断を受けることになり、認知症と

診断された場合は運転免許の取り消しの対象となるなど、認知機能検査が強化されている。

次に、改正道路交通法の周知については、ホームページや市政だよりを活用し広報するとと

もに、出前講座などにおいても改正法の施行前からその内容について説明を行うなど、市民

に広く周知を図っている。また、認知症予防講座と運転実技講習を組み合わせた高齢運転者

講習や、28 年度から新たに開始した高齢者スキルアップ駐車教室の受講者にも改正内容に

ついての周知を図っている。今後とも福岡県警や関係機関、団体、地域、区役所などと連携

を深め、四季の交通安全運動を初めとした街頭キャンペーンなど、さまざまな機会を捉えて

改正道路交通法の周知を図っていく。 

 

◯尾花委員 今般の改正道路交通法の施行により、福岡県における認知症による免許取り消

し等は昨年 48人であったものが、16倍の約 700人、自主返納者の急増も予測され、ことし

４月より県下 20 市町が自主返納支援事業を実施する予定である。返納で運転をやめると生

活範囲が狭まることなどから、公共交通の利用促進を図り、運転をやめた人の社会参加の促

進にどの自治体も真剣に取り組んでいる。高齢運転者が自主的に運転免許証を返納できる環

境づくり、インセンティブについて、22 年度より幾度となく提案を行ってきたが、29 年度

の新たな取り組みについて概要と予算額を尋ねる。 

 

△交通事業管理者 交通局において、運転免許証を返納した 65 歳以上の人が、地下鉄全線

定期券ちかパス 65 を購入した場合に、返納後１年以内に限り最大 6,000 円分のポイントを

付与することとし、その費用として 372万円を計上している。高齢者の運転免許証返納のき

っかけとし、公共交通への利用転換を促進するとともに、安全安心なまちづくりに寄与して

いきたい。 

 

◯尾花委員 交通局のフレキシブルな対応を大変評価しているが、一方で地下鉄利用者以外

の高齢者への運転免許証自主返納に向けたインセンティブも必要だと思うが、どうか。 

 

△市民局長 バスやタクシーの一部事業者により定期券や運賃の割引の取り組みが行われ
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ており、今後も同様の取り組みがさらに広がるよう、交通事業者に対して働きかけていく。 

 

◯尾花委員 東区の香住丘校区において、ことし２月からスタートした高齢者の買い物支援

の概要及び予算額、今後の取り組みの予定を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 公共交通機関の利用が難しく、日常の買い物等が困難な高齢者等への支援

を希望する地域団体等へ本市から車両を無償で貸し出し、高齢者等の移動を支援するもので

ある。地域団体は、運行協議会等の組織を立ち上げ、利用者の募集、運行ルートの設定、運

転や付き添いを行う無償ボランティアの確保などを行うほか、ガソリン代等を負担している。

本市は、車両の点検、任意保険加入、運転ボランティアの運転講習受講などに係る費用を負

担している。モデル事業の実施団体として選定された香住丘校区では、平成 29 年２月から

月水金曜日の週３日、午前午後それぞれ１回運行を行っている。29年度予算額には 1,883万

9,000円、このモデル事業を引き続き実施し課題の検討を行い、買い物支援マップを作成の

上、今後の買い物支援の具体的な方策について検討していく。 

 

◯尾花委員 29年度は買い物支援マップの作成を行うとのことだが、その概要を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 地域ごとの高齢者の人口分布や生鮮食料品取扱店舗等の情報を地図上に

集約し、まずは行政による買い物支援施策検討の基礎資料とするとともに、民間事業者によ

るサービス展開の資料としての活用も考えている。 

 

◯尾花委員 この買い物支援マップを活用し、科学的根拠、統計的手法と住民ニーズ、生活

実態調査に基づいた、かゆいところに手の届く買い物支援策をぜひ実施してもらいたいと考

えるが、どうか。 

 

△保健福祉局長 民間事業者による移動販売や訪問販売サービス、企業や社会福祉法人によ

る社会貢献活動、それにＮＰＯ活動や地域住民の支え合い活動など、さまざまな社会資源を

活用しつつ地域の特色に応じた取り組みが必要である。買い物支援マップを作成する中でこ

れらの動きを把握し、関係部局とも連携を図りながら具体的な方策を検討していく。 

 

◯尾花委員 ボランティアなどの社会活動への参加者をふやす実効性のある施策の展開が、

今後ますます重要になってくる。その１つがポイント付与などのインセンティブ施策である。

この施策を効率的に行う鍵となるのは、いわゆる個人番号制度、マイナンバーである。その

登録推進状況はどうか。 

 

△市民局長 申請数は、平成 29年１月末現在、15万 9,168件、住民登録人口に対する申請

率は 10.5％、交付数は 11万 7,079件、住民登録人口に対する交付率は 7.7％となっている。 
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◯尾花委員 申請率 10.5％、交付率 7.7％と、マイナンバーカードの登録は大変伸び悩んで

いる。登録を格段に前に進める具体的な施策が必要である。兵庫県姫路市は、マイナンバー

カードの多目的利用の推進として、平成 28年 11月からマイナンバーカードの電子証明書を

活用した図書貸し出しサービスを開始し、現在は、播磨圏域８市８町の住民はマイナンバー

カード１枚で姫路市、福崎町、神河町の図書館で図書の貸し出しサービスが利用できるよう

になっている。本市も都市圏連携事業とタイアップして取り組んではどうか。 

 

△教育長 現在、国においてマイナンバーカードを活用した地域経済好循環の拡大に向けた

取り組みが検討されており、その中で市区町村における図書館カードとしての活用も例示さ

れている。平成 29 年夏以降に全国各地の自治体で実証事業を予定していると聞いており、

その成果と課題や他都市の動向も踏まえながら検討していきたい。 

 

◯尾花委員 群馬県伊勢崎市は、マイナンバーカードで全国のコンビニで６種類の証明書、

住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍謄本抄本、戸籍の付票、所得証明、所得課税証明書を

交付し、手数料は窓口交付よりも 100円安いと聞いている。本市も証明書の種類を現行の４

種類からふやして、交付手数料も 50円から 100円安くしてはどうか。 

 

△市民局長 発行できる証明書の拡大や手数料のさらなる減免も含め、費用対効果や市民サ

ービスの向上の観点を踏まえながら効果的な手法を検討していく。 

 

◯尾花委員 本市の有料証明発行数に占めるコンビニ発行証明の割合は、28 年度が 2.5％、

中間目標である 30 年度が 3.4％、そして、最終目標の 32 年度が 4.4％、これは成果指標と

して余りにも低過ぎるのではないか。目標設定の根拠は何か。 

 

△市民局長 これまでの利用実績を踏まえ、今後の証明書の発行通数が、毎年対前年度比で

２割増となることを目標として設定している。 

 

◯尾花委員 東京都豊島区のＩＤ利用業務では、印鑑登録証、健康保険証など、いろいろ発

行している。豊島区は人口が約 30 万人、本市で言えば東区ぐらいで、そこで発行している

ＩＤを必要とするカードの類いが 21事業であり、たとえば住基カードの年間発行経費が 450

万円、健康保険証は 392万 7,000円など、これだけのカードがあることが豊島区の例からわ

かると思う。そこで、豊島区では「行政サービスを１枚のカードで」をコンセプトに、マイ

ナンバーカードを健康保険証、図書館カード、施設利用カードとしても使えるようにし、カ

ードの発行の費用や手間を省くための一本化の道を探っている。現在、カードを利用する業

務だけでなく、チェックインカードとして健診受診やイベント参加、保育園や学校などへの

出席状況確認のツールとしての活用を進めている。日ごろ持ち歩いているカードにポイント

をためることで参加者全員にポイントを付与でき、健診や講座だけではなく、より多くのイ

ベントを対象とし、若者の参加増を企画している。さらには、商店街がポイント制度を導入
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する際に、マイキープラットフォームを利用することで低負担でのカード発行やポイント交

換の仕組みや、90 ある商店街の複数商店街で共通ポイント制度とすることなども可能と聞

いている。エリア内の観光施設や区有施設のイベントなどとのタイアップ、健康関連事業で

ためたマイレージを商店街の買い物で利用するなど、健康づくりとまちの活性化を同時に展

開している。本市でもどのぐらいＩＤ番号を発行したカードがあるのか、ぜひ調べてほしい。

マイナンバーカードの利用で行政効率化だけでなく、市民の利便性が飛躍的に向上すること

をもっと市民にＰＲし、登録推進を図ってはどうか。 

 

△総務企画局長 これまでも市政だよりや本市ホームページ、出前講座など、多様な方法に

より広報に努めてきた。マイナンバーカード活用による利便性の向上についても、国が示し

た将来像に沿ってＰＲしてきた。マイナンバーカードの利用を見据えて検討を進めている本

市独自のシステムについても、国の動向を注視し、実現の目途が立った段階であわせて積極

的な広報に取り組んでいく。 

 

◯尾花委員 マイナンバーカード申請出張サポート事業の概要と成果、それを踏まえた 29

年度の取り組みを尋ねる。 

 

△総務企画局長 平成 28 年９月から 12 月にかけて 146 の全公民館で交付申請書の記入案

内や、顔写真の無料撮影を行うとともに、土日祝日に計５日、市内のショッピングモールで

公民館と同様の実施内容に加え、マイナンバーカードを郵送で受け取ることができる方式で

の受け付けも行ってきた。この事業で合計 9,260 名の参加があった。29 年度は、申請を考

えていない人に申請を検討するよう働きかけていく段階と考え、コンビニエンスストアでの

証明書自動交付などの案内、広報の強化を行い、マイナンバーカードのメリットを伝えるこ

とで普及促進につながるよう取り組んでいく。 

 

◯尾花委員 マイナンバーカードの普及が進み、各種証明書の交付手数料が減ると、本市の

歳入が減少することになり、そのことがマイナンバー普及のモチベーションに影響してしま

っては元も子もない。各種証明書の交付手数料の総額は、どのぐらいを見込んでいるのか。 

 

△市民局長 各種証明書のうち市民課で発行する証明書の手数料収入は、29 年度で５億

6,115万 1,000円を見込んでいる。 

 

◯尾花委員 従来の区役所、出張所の窓口交付、天神、博多駅等の証明書サービスコーナー

での交付、郵便局での委託交付、コンビニ交付など人件費も含め各種証明書の交付業務に要

する費用は総額で幾らか。 

 

△市民局長 証明書交付業務以外に転入転出の受け付け、出生や婚姻届などの戸籍に関する

業務もあり、証明書交付業務に係る費用のみを算出することは困難だが、29 年度予算案に
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おける戸籍住民基本台帳費の総額では 27億 2,045万 1,000円となっている。 

 

◯尾花委員 単純比較は難しいと思うが、５億 6,000万円の手数料収入が減る一方で、約 27

億円という費用が別のさまざまな福祉とか子育てなどの費用に回せる。この金額の差からも

わかるように、簡易な手続業務などは電子申請化し、職員はより専門性の高い業務に、また、

マンパワーが不足している少子高齢化に伴い必要となる業務に従事する必要がある。マイナ

ンバーカードの普及は、本市の行政運営プランで掲げる時代に即応した行政サービスの提供、

システムづくりに大いに貢献できる。新たな情報化推進プランの策定に向けた電子自治体の

実現への決意を尋ねる。 

 

△総務企画局長 本市では、現在の情報化推進プランでも、いつでもどこで誰でも簡単に各

種手続を行えるように、行政手続のオンライン化を進めてきた。今後は、マイナンバーカー

ドを用いることで厳格な本人確認を行うオンライン手続が可能になることから、国の動向を

踏まえ、さらなる行政手続のオンライン化を進め、電子市役所の実現に向けてしっかりと取

り組んでいく。 

 

◯尾花委員 保健福祉局で 29 年度に運用開始予定の地域包括ケア情報プラットフォームの

概要、費用額、総務企画局で導入が検討されているＩＣカードを活用したポイント制度シス

テムの開発の概要、費用額を尋ねる。それらのシステムが刷新中の基幹系システムやマイキ

ープラットフォームとどう連携されるのか答弁を求める。 

 

△保健福祉局長 地域包括ケア情報プラットフォームは保健、医療、介護等に関するデータ

を一元的に集約、管理するための情報基盤で、ＩＣＴを活用した地域ニーズの見える化や、

医療、介護における多主体間の連携を実現することにより、地域包括ケアシステムの早期構

築を目指すものである。29 年度予算では、コンピューター機器の賃貸借やシステムの運用

保守に係る維持経費に加え、利用者ニーズに基づくシステム改修などの開発経費として

6,102 万 5,000 円を計上している。次に、マイキープラットフォームとの連携については、

地域包括ケア情報プラットフォームが主に行政職員及び事業者向けのシステムであること

から、システムの性格上、利用する市民を特定する必要がないため、現時点では連携の予定

はない。また、刷新後の基幹システムとの連携については、従来どおりデータの授受による

連携を予定している。 

 

△総務企画局長 ＩＣカードを活用したポイント制度システムの開発については、市民と行

政の共働をさらに進めることを目的に、本市が指定する活動への参加で特定のＩＣカードに

ポイントをためられるシステムを構築するもので 29 年度の予算計上はないが、システム稼

働後のポイント制度の運用方法について関係各局との調整を行う。今後の開発費並びにマイ

キープラットフォームや基幹系システムとの連携については、国の動向や今後のポイント制

度の運用方法を踏まえ検討していく。また、こうした新たなシステム開発については、現在、
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刷新に取り組んでいる基幹系システムも含め全庁的なチェック体制があり、調達の必要性、

市民の利便性向上、業務の効率化の視点からシステム最適化が図られるよう努めていく。 

 

◯尾花委員 平均寿命と健康寿命の差を限りなく近づける取り組みをオール福岡で進める

ことは、とても大切なことだと思う。それぞれのライフステージに応じた健康づくりや生活

習慣の改善の支援が行われ、社会全体で健康寿命を延ばし、高齢になっても健康で意欲を持

ちながら地域社会で活躍できる生涯現役社会が実現されること、その施策の基盤づくりにつ

いて市長の決意を尋ねる。 

 

△市長 これからの超高齢社会に対応するためには、健康寿命の延伸は非常に重要で、若い

ころからの健康づくり、そして、高齢期を迎える前からの介護予防を進める必要があると考

える。29 年度の主な取り組みとして、若い人を含めたより多くの方にスマホアプリなどで

簡単に利用できる「みらいの健康リスク診断事業」を始めるとともに、高齢者が地域におい

て主体的に介護予防に取り組む拠点となる「よかトレ実践ステーション」の支援などに取り

組む。また、社会活動や支え合い活動への積極的な参加が介護予防につながることから、高

齢者の健康づくりや地域活動を一層促進するためのインセンティブ制度の検討なども進め

ていく。今後とも幅広い年代の市民が自主的な活動に参加できるような仕組みづくりを進め

て、健康寿命の延伸に努めたい。 

 

◯尾花委員 マスタープランの第２次実施計画がいよいよ開始される 29 年度からの大事な

４年間、さまざまな社会参加のインセンティブ制度に関しＩＣＴを活用した事業構築が行わ

れる。まさに勝負の４年間であり、責任と自覚を持ってその事業を進めてもらいたい。次に、

障がい者の日常生活用具の拡充を行うようだが、その概要と予算額は幾らか。 

 

△保健福祉局長 29 年度から人工鼻と視覚障がい者用ＩＣタグレコーダーを品目に追加す

ることとしている。予算額は、日常生活用具全体で２億 6,444万 9,000円である。 

 

◯尾花委員 ２年間拡充がなかった障がい者の日常生活用具の拡充がようやく動き出し、大

変うれしく思っている。ぜひ引き続き人工内耳への拡充の検討もよろしくお願いする。次に、

本市の指定難病患者数を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 27年度末現在で１万 377人である。 

 

◯尾花委員 区保健福祉センターにおける医療費申請受け付け及び難病相談、医療費講演会

等の実施状況を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 指定難病の医療費助成申請関係の受付件数は、27 年度の実績で新規申請

が 1,889件、継続申請が 9,389件、変更などその他手続が 4,892件で、合計１万 6,170件で
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ある。難病相談件数は、27年度の実績で 2,795件である。また、医療講演会については、27

年度、パーキンソン病やクローン病など 14 疾病をテーマとして７区の保健福祉センターで

合計 15回開催し、参加者数は 609人である。 

 

◯尾花委員 難病相談に寄せられる声の主なものを尋ねる。 

 

△保健福祉局長 27 年度の難病相談 2,795 件のうち、最も多かったものは、医療費助成の

新規申請や継続申請などの手続に関する相談で 2,232 件、医療機関や治療に関する相談で

322件、福祉サービス制度等に関する相談が 129件、家庭看護や就労などその他の相談が 112

件である。 

 

◯尾花委員 国の難病対策においては、42年ぶりに対策を見直し平成 26年５月に難病の患

者に対する医療等に関する法律が公布され、平成 27年１月に施行された。本市においても、

これまで実施してきた訪問相談事業や福祉サービスなどに加え、同法に基づき地域で生活す

る難病患者が安心して生活できるよう、公平かつ安定的な医療費助成を行うとともに、関係

機関とのネットワークによる医療、生活、就労等の支援ニーズに対応した適切なサービスの

提供が必要になってくる。寄せられた声を受けて、医療や福祉制度改革に向けてどのような

施策に取り組んでいるのか、29年度の難病対策支援の概要及び予算額を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 まず、従来から実施している難病対策事業として、福岡県からの受託事務

である医療費助成関係受け付け業務が 458 万 6,000 円、医療講演会や難病相談など難病患

者、家族支援事業が 149 万 2,000 円、福岡県難病団体連絡会への事業費補助金が 75 万円、

難病患者へのホームヘルパーの養成研修事業が 19 万 3,000 円、職員の派遣研修で 14 万円、

合計 716 万 1,000 円を計上している。また、難病医療法の規定に基づき 30 年度に福岡県か

ら本市に難病医療費支給認定業務が権限移譲されることに伴い、支給認定等のためのシステ

ム構築経費など 5,556万 6,000円を計上している。 

 

◯尾花委員 難病はその他の心身の機能障がいとして、障がい者の雇用促進等に関する法律

の対象になっているが、身体、知的、精神の障がいと違って法定雇用率に算定されないこと

から、法定雇用のような強力な雇用施策は存在しておらず、なかなか就職が決まらないとい

う厳しい状況に置かれ、就職が決まっても病状ゆえ、また、難病への無理解がゆえに就労が

安定せず、医療費がかさみ、生活にだんだんと困窮していくという姿を目の当たりにしてき

た。本市の難病患者のうち、自己負担分の医療費助成が受けられる身体、知的、精神の障が

い者手帳の取得率を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 28 年度実施した障がい児・者等実態調査によると、回答のあった難病患

者 556 人のうち身体障害者手帳の１、２級の所持者が 79 人、療育手帳Ａ判定の所持者が４

人、精神障害者保健福祉手帳１級の所持者が１人で合計 84人、取得率は 15.1％である。 
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◯尾花委員 取得率は 15.１％、裏を返せば約 85％の難病患者は生涯にわたって払い続けな

ければならない自己負担分の医療費が、生活を送る上で重くのしかかることになる。社会参

加を支援し、地域で尊厳を持って生活できるよう、本人とその家族の声を十分に把握しなが

ら、支援の充実に努めることが大切である。名古屋市はそのニーズに的確に応えている。具

体的には、障害者手帳の所持にかかわらず重度、中度の難病患者への自己負担分の医療費助

成を既に実施している。本市と名古屋市では相当の違いがあるが、その違い並びに本市で実

施できない理由を尋ねる。 

 

△保健福祉局長 まず、国の難病患者への医療費助成制度については、平成 27 年１月の難

病医療法の施行等に伴い、助成の対象疾病が従来の 56 疾病から 306 疾病に拡大され、その

難病に係る医療費について所得に応じた患者の一部自己負担のもと、都道府県が実施主体と

なり助成が実施されている。また、国において随時対象疾病の拡大、あるいは認定基準の見

直しが行われており、平成 29年４月からは対象疾病も 330疾病となる予定である。さらに、

25 年度からは、難病患者も障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスの対象となって

おり、指定難病の 306疾病を含む 332疾病について障害者手帳の所持にかかわらず、障がい

福祉サービスの提供が受けられる状態である。次に、福岡市重度障がい者医療費助成制度は、

重度の障がい者に対する経済的支援を目的として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者

保健福祉手帳の交付者を対象としており、難病患者の中でも重度の手帳を所持する人が助成

の対象となっている。また、助成対象者となる範囲については、福岡県内でおおむね同一の

基準で運用されている。名古屋市においては、名古屋市障害者医療費助成制度において身体

障害者手帳等の等級について、本市よりも幅広く助成の対象としていることに加え、名古屋

市独自の施策として、難病患者のうち一定の条件を満たす場合は難病治療以外の医療費を含

めて新たに助成の対象としている。本市としては、国の施策で一定程度の支援が既に行われ

ていることも踏まえ、難病患者も含めた障がい者施策全体の中で優先度を総合的に勘案して

判断する必要があり、直ちに医療費助成を拡大する状況にないと認識している。 

 

◯尾花委員 名古屋市は、福祉医療費助成の対象とならない人の医療費負担額を調査したと

ころ、高額な負担があるケースが少なくないことがわかり、手帳の有無にかかわらず、難病

が障がいと位置づけられたことなどを踏まえ、福祉医療費の助成対象を平成 28 年 10 月か

ら、医療依存度が高い方へ拡大した。名古屋市の要件は、特定医療受給者証交付者で、過去

６カ月で最も重度状態で日常生活が著しい制限を受けると、医師により状態証明書で証明さ

れた者となっている。医師により過去６カ月で最も重度の状態、６カ月間で一番ひどいとき

の状態をもって判定すると。ここに名古屋市の本当に難病患者に寄り添う姿勢が端緒にあら

われている。本市も難病患者の健康状況、例えばレセプトデータを分析し、名古屋市のよう

な重度、中度の難病患者に対する医療費自己負担分の全額助成を検討できないか。 

 

△保健福祉局長 難病医療法の大都市特例が適用開始となる 30 年度から、難病患者の難病
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治療に係る情報が蓄積する。その実績も踏まえながら障がい者施策全体の中での優先度を総

合的に勘案し、判断していきたい。 

 

◯尾花委員 30 年度に予定されている福岡県からの権限移譲をスムーズに実施することが

大切である。これまで以上に本人とその親など、家族が地域で安心して生活できるよう、安

定した療養生活の確保と生活の質の向上を図り、訪問事業、医療講演会、相談会を開催する

など、疾病の理解や療養の支援、患者間の交流を促進し不安の軽減を図るとともに、医療費

助成や障がい福祉サービスの提供を生活実態に応じて適切に行うことが求められている。着

実にその準備を進めてもらいたい。成長の果実を隅々まで、誰１人取り残さない世界の実現、

これは我が会派の代表質疑で紹介したＳＤＧｓ、持続可能な開発目標の目指すところであり、

難病患者等の支援対策にしっかり取り組むことは、これらの理念にも合致するところである。

最後に、市長の難病患者等の支援対策の本気度を尋ねる。 

 

△市長 難病対策については、難病医療法の基本理念にもあるとおり、患者が難病の克服を

目指して長期にわたって療養生活を送りながらも、地域において尊厳を持って生きることが

できるよう支援していくことが重要である。30 年度からは難病医療法の大都市特例の適用

により、本市が医療費助成の実施主体として制度を運営していくこととなっており、現在、

適切かつ円滑に制度の導入ができるように準備を進めている。国の難病対策については、現

在も新たな疾病や認定基準の見直しが行われており、この動向も注視しつつ、引き続き患者

団体ともしっかりと連携をしながら支援を行っていく。 


