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平成 21 年建設厚生分科会会議録 
 

 

平成２１年５月２２日（金曜日） 

   開  会  午前 10 時 00 分 

   閉  会  午後  3 時 02 分 

 

場  所  いきいき４・６ 交流センター・研修室３・４ 

                                          

○議事日程 

            ①特定非営利活動法人 四ツ葉との懇談 

②(財)北海道難病連白老支部との懇談 

                                          

○会議に付した事件 

            ①特定非営利活動法人 四ツ葉との懇談 

②(財)北海道難病連白老支部との懇談 

                                          

○出席委員（８名） 

 主  査 氏 家 裕 治 君      副 主 査 玉 井 昭 一 君 

 委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

 委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

 委  員 熊 谷 雅 史 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（なし） 

                                          

○懇談に参加した法人等の役員氏名 

 ①特定非営利活動法人 四ツ葉（１３名） 

 所  長 高 辻 順 子 君  指導員２名、他利用者 

②(財)北海道難病連白老支部（１０名） 

支 部 長 荒 木 旭 一 君  他役員 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

 事 務 局 主 幹   森   隆 治 君 
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◎開会・開議の宣告 

○司会（事務局 森隆治君）   

<開会・開議の宣告> 

（午前 10 時 00 分） 

                                           

◎開会のあいさつ 

○主査（氏家裕治君）  建設厚生分科会を代表してあいさつ（略） 

                                           

◎議員の自己紹介 

○出席全委員 自己紹介（略） 

                                           

◎特定非営利活動法人 四ツ葉の概要説明 

○四ツ葉役員 お手元に配付しております地域活動支援センターを読ませていただきます。地

域活動支援センターとは障がい者の方々の創作的活動、生産活動、社会との交流の促進を図る

ことを事業としているところで、専門職を配置し地域住民ボランティアの育成、生きがい事業

などを行っております。“こんなことをしています”では、祭典用軒花の製作、お正月用しめ縄

つくり及び飾りつけ、割りばしの袋詰め、Ｔシャツへの印刷、各種事業、交流親睦事業などで

す。作業時間は月曜日から金曜日、午前９時から午後４時までをサービス時間としており、開

所は午前８時から午後５時までとしております。協力のお願いといたしまして、ボランティア

での参加、アルミ缶リサイクル支援をしておりますのでご協力いただけたらなと思っておりま

す。この運営規定ですが、この地域活動支援センターは平成 18 年に自立支援法が定められ、平

成 19 年の４月から地域活動支援センターを運営していくことに対して作られたものです。職員

は常勤２名、地域のボランティアの方は、平成 20 年度３月末で 470 名の方の協力をいただいて

おります。 

 この地域活動支援センターの理事長は、堂前文男、以下理事・監事となっております。四ツ

葉は３障がいの方が対象で、主な障がいは身体ですけれども３障がいの方を受けております。

こちらに来られるのに身体的に大変な方は、送迎車両を利用して通所しております。自立支援

法が施行されてから利用料として１日、100 円いただいております。利用料をいただいた分は、

全体的な運営に対する費用として賄っております。所長は高辻順子、指導員は三国裕子・飯嶋

恵、送迎の運転で藤本、この４名体制で行っております。利用者は 15 名の登録ですが、現在は

男子が６名、女子が８名ということで 14 名になっております。 

     ◎意見交換 

○四ツ葉利用者  使用料での１日一律 100 円は、我々にとって負担が重すぎます。 

○四ツ葉利用者 私は目が見えません。１日朝９時から４時まで働いて 500 円になるかどうか

です。週２回来ていますが、４週で 800 円しかならない。それが現実です。弁当は自分でつく
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って持ってきますが、それから 100 円払うとコーヒー１本が飲めなくなります。平成 18 年の自

立支援法のためだと言われ、100 円・200 円の選択の中で 100 円をお願いしました。それからも

変わらず金額も上がっていません。この 100 円は議会で承認されたものなのですか。国が自律

支援のためだと言いますが、各自治体で 100 円にすることになっているのですか。 

○主査（氏家裕治君） 利用料が１日 100 円は、議会で承認したという記憶はないです。 

○四ツ葉役員 自立支援法のときにサービスに対する利用負担、１割負担というのが国から大

前提でおりてきています。以前は四ツ葉も無料でした。制度が決まったときに、１割負担がで

てきたものです。このような事業は四ツ葉独自ではなく、障がいの持った方の就労事業はいろ

いろありますが、地域活動支援センターは、それに該当しない、頑張って就職して働けない無

理な人達が、地域活動・創作活動するという場なのです。そこでサービスを受けることになる

ということです。 

○四ツ葉利用者 いろいろな方と交わって仕事をしたいと願い呼びかけていますが、100 円か

かるということで誰も来てくれません。 

○四ツ葉役員 そのようなことはないです。地域活動支援センターの定員は 15 名と決められ

ています。来たい方はたくさんいて待っている状態と福祉課から説明を受けております。職員

も２名と基準で運営しているので、利用者をふやすとなると安全面も考え職員をふやさなけれ

ばならなくなります。 

○主査（氏家裕治君）  このような話は利用者から出てくるのは当たり前のことです。利用料

は、一人一人が払わなければいけないし、皆さんにも生活がかかっています。私たちがどうの

こうのと言える立場ではありませんが、法律の基準に基づきそれぞれに料金がかかるというこ

とですね。 

○四ツ葉役員 平成 18 年の自立支援法が制定され利用料がでてきました。利用料の負担額は、

口座の預金残高を見てということですが、生活保護の方、低所得者の方からはいただいていま

せんので全員ではありません。地域活動支援センターは、町で行っている事業なので利用され

る方の調査は町側で審査されます。審査に必要な書類は全部提出することになります。住民票、

所得関係の明細を提出し、審査を受け許可になって初めて四ツ葉に入所されることになります。 

○委員（玉井昭一君） 審査があるというのは、所得があると入所できないということですか。 

○四ツ葉役員 そのようなことはありません。役場の考え方はわかりませんが、申請時にその

ような書類を持ってくるようにと言われています。 

○委員（玉井昭一君）  審査に口座番号が必要なのですか。 

○四ツ葉役員 必要で調べていると思います。利用料 100 円を皆さんからいただいていますが、

出席した日数に応じて 100 円とか 200 円というのは、結果的には全部お返しする形を取らして

いただいております。創作運営費として町からいただいている補助金以外の事業で、作業所の

軒花、割りばし、しめ縄で頑張っている部分に上乗せして支払っております。 

○委員（大渕紀夫君）  正確に我々は聞きたいと思っています。現状を議会の中で議員が話を

したりすることが必要だと思うからです。町の補助金は出ている、職員の給料も含めてそこか
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ら出ているということですよね。国の制度でこのようになってしまったとのことですけれど、

白老町議会は 12 月会議において、国に対してこれではまずいと全員賛成による意見書を提出し

ています。法律として国がやっていることに対して、やめなさいと議会が言っていることをご

理解願いたいと思います。 

○主査（氏家裕治君）  四ツ葉の目的はどこに置かれているのか、教えていただきたい。３障

がいの方が、一緒に混合して作業をされるのは大変なことだと思います。健常者の方が一人で

やられるのを３人の方がやらなければならない。それは現実だと思いますが、そのような形の

中で四ツ葉のあるべき目的をどのようにとらえるべきかと思っています。 

○四ツ葉役員 従来なら大きな作業として軒花がありました。不況の波の中、年々減り作業量

が少なくなってきています。しめ縄も同じ状況です。全盲の方が来られたときに、何ができる

かということになると、訓練でつちかった割りばしの袋詰めの作業ということになってしまい

ます。全体の利益を追求するときは、町民の方々に協力をいただいています。年１回お祭りに

飾る軒花であれば、金額はわずかですけれども各家庭から協力いただくと、皆さんに支払うく

らいのお金になるのかなと思っています。札幌祭りに 1,000 本、羽幌の方や追分の方にも協力

をいただいております。このようにふえていきますと、少しでも皆さんの製作費につながりま

す。家にこもり長時間、ただ家にいてテレビを見て過ごすというのではなく、このような施設

に来られ、皆さんの輪の中に入り和気あいあいと語らうこともできます。又情報も得られ地域

の方との交流もできます。いろんなことが体験できる貴重な場所なのかなと思っています。こ

のような場所が２箇所、３箇所でもあってもいいのではないかと思っています。そのような方

が困らないように、悩みが聞けるような施設ではないかと思っています。 

○主査（氏家裕治君）  家から出られない方がたくさんいるとは聞いております。そのような

方が一歩でも、二歩でも出て行けるような環境を町がつくっていかなければならないと思って

おりますが、そのような環境づくりに四ツ葉さんが地道に切り開いてこられたと思っておりま

す。 

○委員（西田祐子君）  先ほど軒花の利用がふえると工賃が高くなると言われましたが、単純

に聞きますが、割りばしの袋詰めの値段と軒花製作とどのくらい賃金が違うのでしょうか。 

○四ツ葉役員 倍くらいまではいきませんが、個人差はあるもののかなりの違いがあります。 

○議長(堀部登志雄君)  軒花はみこしがたくさんあるときはよかったが、最近は軒花を玄関に

挿すところがない環境にあり、その代わりとして玄関に紙を貼るようになってきたのも一つの

要因だと思いますが。 

○四ツ葉役員 北海道神宮のお祭りに使ってあげるといわれテレビに映ったことがあります。

それを見て四ツ葉を応援している方から応援してあげると声を掛けてくれまして、少しずつ周

知されてきております。 

○委員（西田祐子君）  総会の資料の中に、いきいきフェスティバルの行事の中で焼き鳥をや

られていると書かれていますが、利益が上がり皆さん方にとって楽しめる状態ですか。 

○四ツ葉役員 10 月にいきいきフェスティバルは、健康フェスタとしてこのホールを全部使い
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まして、しめ縄の見本を展示いたします。その時がしめ縄の販売の始まりです。職員にもお手

伝いをしていただき、出店したときに注文を取っています。ことしは、いきいきフェスティバ

ルがないと言われています。 

○四ツ葉役員 しめ縄の製作は、白老の身体障がい者さんがメインとなっている事業で、全体

の売り上げたマージンの全部を引き受けて実施しています。しめ縄の注文があると本当に助か

るのですが。 

○委員（西田祐子君） 市場価格から３割くらい安いのですよね。 

○四ツ葉役員 つくっている製品がよその製品とは比較にならないと、取引先から好評をいた

だいています。 

○主査（氏家裕治君）  いきいきフェスティバルはやめるべきではないし、もっともっと地域

の理解が必要ではないかと思います。ボランティアの方々とかが、町民の前に出て行き活動を

紹介し、長い時間をかけやっとここまできたもので、ボランティアの方が急にふえたわけでは

ないので、いきいきフェスティバルは中止すべきではないと思います。団体がしっかり頑張っ

てものを言うべきだと思いますが。 

○委員（山本浩平君） 健康福祉課からそのような情報とか、何か言われているのですか。 

○四ツ葉役員 私も実行委員会のメンバーとなっており、予定を立てるときにそのような話が

聞こえてきます。 

○委員（熊谷雅史君） アルミ缶を取り扱っているのですか。 

○四ツ葉役員 町の資源ごみとして取り扱っているので、公にできないかなという思いがあり

ました。ダンボールは、苫小牧の業者に依頼しています。ダンボールはお金にならなく障がい

者の方の寄付のつもりとして協力するから、無料ではないですよと言われております。アルミ

缶を回収しながら、ダンボール・新聞・コピー用紙など、古紙を取り扱っております。 

○四ツ葉利用者  町立病院に眼科があれば助かります。町立病院まで社会福祉協議会に頼むこ

とになりますが、１回依頼しますと行きと帰りで 8,000 円かかってしまいます。今までは、福

祉課が行っており 2、3,000 円くらいで済んでいたのが、輸送をやめ社会福祉協議会に依頼した

とたんに料金が上がってしまいました。白老から１キロ 100 円かかります。私の家から市立病

院まで 54 キロあるので、黙っていても 5,000 円はかかってしまいます。これが毎月行く事にな

るのです。福祉課では、タクシー券 12 枚を出していただいておりますが、白老でしか使用でき

なく何もなりません。また、銀行でお金をおろすのに社会福祉協議会に頼みますと 500 円かか

ります。少しでも自分でやれるよう努力しております。ヘルパーさんは毎日来ていただいてお

りますが家事援助だけで、あと何もありません。要介護１ですが月１万もかかります。 

○主査（氏家裕治君） ここで休憩をとります。 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時２４分 

○主査（氏家裕治君）  それでは休憩前に引き続き会議を開きます。決められた時間も残り少
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ないのですが、年何回か、町民・各団体との懇談は必要だと思っておりますので、分科会とい

う形でこのように出向いております。 

○四ツ葉利用者  このような機会をこれからもつくっていただき、私たちの話を聞いていただ

きたいと思います。 

○四ツ葉利用者  四ツ葉に来て手指が動くようになり感謝しております。 

○四ツ葉利用者  ヘルパーを利用しているが、水・土曜日は利用しておりません。介護保険料

が高くなるためディサービスを週３回に抑えています。緑ケ丘公園は点字ブロックがありませ

ん。白老は障がい者が住む町ではないと言われましたが、私も福祉の町としては遅れていると

思っております。物事をボランティアの方に自由にお願いできたらと思います。函館は地域の

ボランティアがすぐ駆けつけてくれます。冬は特に厳しく、切実に思います。 

◎お礼のあいさつ 

○議長（堀部登志雄君） 懇談会のお礼（略） 

（午前１１時４９分） 

                                           

◎再開の宣告 

○司会（事務局 森隆治君） 

<再開の宣告> 

（午後１時 30 分） 

                                           

◎開会あいさつ 

○主査（氏家裕治君）  建設厚生分科会を代表してあいさつ（略） 

                                           

◎あいさつ 

○難病連白老支部会長（荒木旭一君） （財）北海道難病連白老支部を代表してあいさつ（略） 

                                           

◎(財)北海道難病連白老支部の概要説明 

○難病連白老支部役員  １年間の活動計画を４月から順番にお話したいと思います。４月に役

員会、会計監査、支部定期総会、２回目の役員会を開催しています。年に１回は１泊旅行での

事業を行っていましたが、会員の中の高齢化や日帰りの方が行きやすいとの声もあり、ことし

から春と秋になるべく多くの会員が参加できるよう日帰りに決めました。５月に親睦ミニ旅行

として洞爺方面へ日帰りで行っております。６月には会報を年４回発行します。前は６回発行

していましたが、記事や原稿が集まらないということがあり、６月・９月・１月・３月に発行

しております。今回は６月に北海道道央地区役員研修会、３支部合同交流会があります。３支

部というのは、白老町、安平町、室蘭市で難病連の支部があります。１年交替で担当し交流会

を開催します。７月には役員会、８月に北海道難病連の全道集会が毎年開催場所をかえて行っ

ています。９月には役員会、10 月には３支部合同交流会。６月にやるのは、昨年安平ができな
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かったことから、ことしやることになりました。10 月は医療講演、支部の中ではとても大きな

事業で町民の方にも広く広告を出して来てもらっています。１月に役員会、新年会もあります。

３月に会報を発行し、道央地区役員研修会もあります。このような事業を行っております。 

   ◎意見交換 

○主査（氏家裕治君）  白老支部全体として何人いるのですか。 

○難病連白老支部役員 白老支部は今 26 名おります。家族が 14 名、難病連白老支部として登

録しているのは全体で 40 名となります。 

○委員（大渕紀夫君） 橋本病が難病から外れるというのは、どのようなことなのですか。 

○難病連白老支部役員 橋本病は、甲状腺の病気なのですが、全員が外れたわけではありませ

ん。症状が軽い人がいれば、すごく重たい人もいます。軽い方は数値で認定から外れ、重たい

方はそのまま難病の認定となります。その方たちは、ドクターの診断書を出し指定されます。 

○難病連白老支部役員 橋本病で難病として取り扱われるのは、ほとんどいないとお聞きして

います。橋本病で寝たきりにならないと医療認可が受けられません。認可されるとほとんど薬

代が無料になることだけです。橋本病は北海道だけで、全国の難病として指定されているもの

ではありません。 

○難病連白老支部役員 私も３年前から特定疾患を患っています。肝機能が申請時の前３ケ月

で判断され、数値の動きがないと切られてしまいます。医者の判断と保健所の判断によること

になります。いつ再発するか毎月検査だけでもしなければなりません。 

○委員（熊谷雅史君）  料金もばかにならないですよね。橋本病は甲状腺の病気として、非常

に多いのです。20 から 30 年前の内科医は、甲状腺の問題があるとすべて橋本病にしてしまい

ました。 

○難病連白老支部役員 橋本病と認定したのが数多くあったみたいです。 

○委員（熊谷雅史君）  数年前からこの議論はありまして、今回、きちんとしましょうという

ことです。 

○難病連白老支部役員 橋本病の重度な方は、ほとんど寝たきりで自分では何もできなく、全

介助しなければならないそのような方も道内にはおります。そのような方は指定を受けており

ます。 

○委員（大渕紀夫君） 認定を受けると薬代は無料となり、認定解除となれば、すべて薬は買

わなければならなくなります。今、橋本病で認定されている方が、日常的に薬はいらないのか

どうかを知りたかったのですが、橋本病で認定が解除となり薬を飲まなくてもいいのであれば、

我々健常者が考えるとしたら、直ったと同じように考えてもいいのではないかと思いますよね。

それが認定を解除されることによって、医療機関に一切いかなくても薬を飲まなくていいよと

いうのであればいいのだけれど、そうでなければ薬を飲んでいる方は大変なのだと思います。

そのような関係がどのようになっているのかを聞きたかったのです。 

○難病連白老支部役員 薬を飲んでいる方はたくさんいます。薬の問題ではなくホルモン剤な

のです。私も月１回ホルモン剤をもらいに行くのです。橋本病の治療としては、私の場合は、
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体の全身が痛むのですが、それはホルモン剤を飲むことにより痛みはなくなるのです。肩こり、

血圧が上がるのはずっとついてきます。難病は薬を飲んだからといって治るものではないので

す。死ぬまでつき合っていく病気なので、ホルモン剤を飲まないといろいろな症状が緩和され

ないのです。これはあなたを健康にする薬だからきちんと飲んでくださいと医者にいわれてい

ます。たまにもらいに行かないと全身がだるい症状が現れます。薬を飲むと楽になるのですが、

心臓・腎臓・循環器がみんなやられます。それからその病気が出てくるのです。そうすると今

までの薬を飲まないで、そちらの薬を飲むことになり、すごくつらい選択をしなければならな

くなります。 

○難病連白老支部役員 症状によりレベル１から５まであります。１と２は特定疾患として認

められません。３から認められることになります。１と２の方は高価な薬を飲んでいるが３に

なりましたら医療費からでることになります。 

○難病連白老支部役員 橋本病は難病だと口を出さなければ国は認めてくれません。 

○委員（熊谷雅史君）  パーキンソンの病気も最初は何だろうということから始まって、欧米

ではそれに対する治療だとか薬剤をすごく開発していました。日本の厚生省は輸入をさせてく

れないし、使わせてももらえない。疾患にかかっていると認定されるまで働きかけ、難病とし

て確立したのも事実です。それ以上病状が進ませたくないという人が高価な薬を飲んでいる現

状を伝えなければならなく、悪くなってから進行をとめるという考え方はおかしいと思うので

すけれども。 

○難病連白老支部役員 どの難病をとっても個人差があり、いろいろな表情があります。私は

３ですが３年前から特定疾患に認められました。どうして認められるかといいますと、つまず

いて転ぶ、それがまず第１条件ですとドクターに言われました。 

○難病連白老支部役員 私の場合は、いろんな薬が１週間くらいは効くのですね。その後は、

効果がなくなるのです。次から次へと変わってきまして、12 年くらい前から肝臓がんの薬を試

験的に使い人体実験をしたのです。保険はきかないが、それも自分が許可したことです。使っ

て１ヶ月間数値が安定しまして、陰性になってくれたらいいのだけれど使い始めて２年間は使

わなければだめだといわれ、２年経ったが陰性になりませんでした。血液の数値は一定圧とな

り、難病から外されるかもしれないよと言われました。現在は治療中ですので指定になってい

ます。肝臓がらみの検査はやめましたが、全部負担となりました。難病に指定されると保険に

も入れなくなるのです。 

○主査（氏家裕治君） 町内にどのくらいの難病の方がいらっしゃいますか。  

○難病連白老支部役員 町内に届けを出して登録している方が、165 人います。現実的にはも

っと、いらっしゃいます。知られたくないとか、不利になるとかの理由で届出を出していない

方がたくさんいらっしゃると思います。白老支部では、白老に住んでおられる難病の方の名前

は一切知りません。入会し始めて名前を知ることになります。 

○主査（氏家裕治君） 今年度、白老町で進めようとしている障がい者の福祉計画が変わりま

す。難病の中に障がい者の方もいらっしゃいますから、精神衛生面に関することもあると思い
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ます。周知とか広報活動の中で講師や講演会等をとおして、心の病の対策の取り組みを計画に

盛り込むことができると思いますので、自分たちで持っている病気をしっかりと受けとめ、そ

の対策について町側としっかり話し合っていただき、一歩進んだ活動としていただきたいと思

います。 

○難病連白老支部役員 年間事業の中に、春と秋のミニ旅行を計画しています。町内の花見と

か洞爺湖を検討しており、バスを利用したいと考えています。バスであれば 15 から 16 名くら

い参加されると思います。事業費においてバス代の占める割り合いが高くなり無料化、あるい

は助成していただくことができないでしょうか。 

○委員（山本浩平君） 会の実情もわかりますし、きょう、懇談していただいた家族の皆さん

の気持ちもわかります。特段配慮すべきことではないかとの気持ちは、それぞれ委員の皆さん

は持っておられると思います。町の財政状況の中、いろいろな団体の補助金が削られています。

ここにおります議員さんは個々に行政に対してアプローチできると思いますが、答えをすぐ求

めることは難しいのではないかと思います。主催が難病連さんであっても、共催を福祉団体な

どにするとか、いろいろな形の中でクリアできる方法があるのではないかと思います。 

○主査（氏家裕治君）  歳入をふやす方法として賛助会員を設けるなどの方法は考えられませ

んか。 

○難病連白老支部役員 控え目にしているので動いていません。ぜひ検討したいと思います。 

○委員（大渕紀夫君）  本会に力がないとだめだと思うのです。会員をふやすことを基本に考

えるべきだと思います。例えば、フロンティアは後援会を置いています。その代わりに、見合

い分としてニュースを発行し情報を提供しております。周りの方に呼びかけるとか、町広報に

難病連の名前を入れるとかにより、講演料、親睦料を補えるものになるのではないでしょうか。 

○委員（熊谷雅史君） 北海道の各支部に対し白老支部から働きかけ、運営基準の見直しなど、

声を出して発信してほしい。そのような土壌づくりに精を出していただきたいと思います。 

○委員（西田祐子君）  チャリティーの時にボランティアの方々が物品等を販売し、その収益

を懇親会に補助できる方法もあると思うのですが。 

○難病連白老支部役員 今、組織の運営方法を思案中です。根本的な問題点を洗い出し、動き

やすい体制づくりにしていきたいと考えています。 

◎閉会のあいさつ 

○副主査（玉井昭一君） 懇談会のお礼（略） 

（午後３時 02 分） 


