
石川県社会保障推進協議会 ２０２１年 石川県健康福祉部交渉記録 
 
開催日時：２０２１年１２月２３日（木）１０時～１２時 
開催場所：石川県庁１１階１１０１会議室 
参加者：松浦代表委員、工藤、嵯峨、長曽、水上、、藤牧（事務局） 
    山中（労組）、石川民医連２名、友の会３名、新婦人５名、年金者組合５名 
県：高橋（医療対策課長）、山口（地域医療推進室次長）、瀬戸（厚生政策課長）、加藤（長

寿社会課課長補佐）、田村（障害保健福祉課長）、？（子育て支援課）、上前（企画調

整室主任）ほか 
 
冒頭、松浦代表委員、高橋医療対策課長より挨拶いただき、重点要望項目について県からの 
回答を受けたあとで各項目ごとに質疑を行った。 
 
（松浦代表委員） 

今日はどうもありがとうございます。お忙しい中を毎年こうやって寄せていただいていま 
す。ただあの今回は言うまでもないですが、コロナが二年間続いている中での、こういう

お話がいっぱいありました。ご存知の通り去年、自殺者も増えてですね、国の自殺対策白

書でもそうですし、内閣府の色んな調査でもそうですけど、女性の非正規の方が増えたり

して。日本っていうのは、あのリーマンショックの時は雇止めで派遣の方がたくさん自殺

されて、今回はコロナで非正規の女性の方はってことで、世界的には自殺者があまり増え

ない中で、日本だけ結構突出して増えた訳ですね。まあそういう中で改めて社会保障の重

要性っていうのは、色んな方が言っておられると思います。社会保障充実させるっていう

ことは、なかなか色んな状況の中で難しいっていうのはあるかなと思いますけど、しかし、

本当に今こそというか、やはり市民目線でですね、実態見ていただいて、そういうことを

我々も伝えてまた話し合いながら前進させていくことは非常に大事かなという風に思って

います。今日はまあ時間が限られておりますけども、何とかあのお話ししたいただいて考

えていただければなというふうに思ってますよろしくお願いします。 
 
（医療対策課 高橋課長） 

皆さんおはようございます。本日は新型コロナ感染の拡大から住民の命を暮らしを守る施 
策、子育て支援、高齢者の医療福祉介護の充実、国民健康保険さらに心身障害者医療費助成

制度、生活保護の６分野に渡りましてご要望をいただいております。それぞれ担当の課長、

ご説明申し上げますので本日はよろしくお願いいたします。 
 
１．新型コロナ感染拡大から住民のいのちと暮らしを守る施策について         
☆(1)患者・利用者減等による医療機関・介護事業所・保育所・障害者事業所等の経営困難に対する赤字

補填を国に求めてください。 

☆(2) 新型コロナ感染拡大で明らかになったように医療体制確保が急務です。地域医療構想を抜本的に



見直すよう国に働きかけてください。 

 
（地域医療推進課 山口） 

新型コロナ患者の受け入れご協力いただいている病院におきましては専用病床の確保に 
伴いまして、看護師さん等、医療従事者を確保するために病床を一定程度休止せざるを得な

いということでありますとか、あるいは緊急性の低い手術の延期などによりましてですね、

結果的に経営に影響が生じております。県の方でこうした病院に対する経営面への支援とい

たしまして、昨年度からですね専用病床の空床確保料とそれから、休止せざるを得ない病床

への保障料こういったものからなります支援金を工夫しているところでございます。それか

らですね、令和３年２月には新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いまして全ての患者さん

及び利用者の診療等につきまして、特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場

合に感染症対策実施加算といたしまして、本年９月末まで診療報酬を算定できるという風に

されたところでございます。１０月からは医療、介護、障害福祉における感染症対策につき

ましてそのかかりまし経費をですね、補助金により支援を継続すると診療報酬から補助金の

方に変わったということですけど、国の補助制度が創設されましたので１１月１日から準備

受付を開始しているところでございます。また、地域の医療として提供体制を維持するため

新型コロナウイルス感染症患者の受け入れの有無にかかわらず受診・利用控えにより減収が

生じている医療機関などへの支援を国の方に対して国の責任において支援を行うように全

国自治会を通じまして要望しているところでもございます。 
（２）ですけども、本県ではですね、平成２８年１１月に地域医療構想を策定いたしまし 

た。県内の医療機関に自主的な取り組みを促してきたところでございます。既に急性期向け

の病床から強化が必要とされる回復期向けへの病床へと転換する動きが進んでいるところ

でございます。なお地域医療構想については、国において新型コロナウイルス感染症への対

応を踏まえた今後の方針が検討されているという風に聞いておりまして、県としては、国の

動向を重視してまいりたいという風に考えております。 
 
（県労連 長曽） 

私は石川県労働組合連合会の役員をやっている長曽といいます。１の（１）の関係なんで

すけども、コロナを受け入れる受け入れないは別として、コロナの影響がすべての医療機関

に影響を及ぼしている。それによって大きな減収になって我々の賃金等にも大きく影響を与

えましたけども、それと同時に、やっぱり地域医療を守っていくという上では自力のぎりぎ

りの経営の中でやっぱり借金、赤字まみれですね、運営しているっていうことをちょっと放

っておけない問題だと思います。今補助金の要請をして、その経営状況について県としてや

っぱり調査とかそういう状況を調べたりということはされましたか？ 
（地域医療推進課 山口） 

特にあのそういったことはしておりません。今コロナの感染症の患者さんを受け入れてい 
ただいている病院に２８あるんですけどそういったところについてはお聞きをしていると

ころです。 



（県労連 長曽） 
やっぱり病床が自然に減少していくっていう状況は決して良くないと思うので、地域の医

療を守っていくというのはやっぱりその辺も含めてフォローしていただいて、守るという立

場で是非考えていただきたいと思います。 
 
（友の会 山口） 

山口と言いますけど大きな１の項目で星印は付いていないんですけど、今オミクロン株が 
どんどん国内で流行ってきてという関係で、早深刻になっているっていうテレビ報道があっ

たんですけど、（７）の保健所の増設、保健師の増員をはかってください。これは前からも

要望しているんですが、それはそんなようなことについては私も気になるんですけど、今の

状況を教えていただけませんか。 
（医療対策課 高橋） 

保健所の増設というのはちょっと大きなお話になりますけれども、現時点ではあの感染拡

大に伴いまして色んな応援体制が構築されております。全庁的に人の人員のやり取りをした

りして、一時的に保健所の対応ができるように速やかなそういう増員体制を構築して備えて

いるところでございます。 
 
（新婦人 戸田） 

内灘町の新日本婦人の会の戸田といいます。１２月議会で内灘町で出たことをちょっとご 
紹介して、県の方でも何とかしてほしいなと思いまして発言させていただきます。コロナの

関係もあるのでね。（９）の２０人学級を実現してくださいっていう項目なんですが、まあ

内灘町でも、新婦人も前から要請はしてるんですけど、国でも三十五人がっていうことを言

ってます。けどすぐに実現する訳じゃないですし、実際に内灘町の小学校で、ひとクラス４

０人っていうクラスがあってちょっと今問題になってます。まあ町の答弁は、算数の時だけ

２クラスに分けるとかなんかそういう風にしてましたけど、前々から県の方にあの講師の先

生を派遣お願いしてもなかなか派遣してもらえないと、結局町で独自で講師を採用しなきゃ

いけないもんで大変だっていうことを言ってまして、コロナのことで４０人っていうのは 
ちょっととんでもない数字ですよね。なんとか県の方で講師の先生の派遣とか、財政措置を 
お願いできないかなと思いまして、重点項目ではないですけれども町でそんなことがあって 
今問題になってるもんですからあのよろしくお願いします。 
（医療対策課 高橋） 

はいあの教員のことに関しては大変重要なことだとは思うんですけど、申し訳ございませ 
ん縦割りで申し訳ないです。本日はこちらに揃っているのは全て健康福祉部関係の当課の 
うちの職員ということでご要請いただいておりまして、健康福祉部の方から教育委員会の方 
にこういったご意見があったことはお伝えさせていただきます。 
 
（友の会 杉本） 

石川県健康友の会連合会の杉本と申します。１番の（３）の PCR 検査の件についての要 



望ですが、やっぱり無症状感染者の早期発見が極めて重要だということは、皆さん意識して

いるんだと思うんですけど、昨日から石川県の方もワクチンをいろんなご事情で打ってない

方に対する無料の検査、薬局等で始まったと報道もあったと思うんですが、先程の話があり

ましたオミクロン株の市中感染の風潮も出始めている中で、いわゆる対象者を限定せずにで

すね県民全体に不安のある方は無料で検査を受けられる状況、是非必要だと思うんですがな

ぜその対象限定するのか。これも報道によると滋賀県とか山梨県はそういう対象限定せずに

検査をやるということはもうすでに始まる、準備がされていると聞いています。この辺で是

非県民全体に広げていただくっていうのは要望したいなと思いますし、対象を限定する理由

があれば答えていただきたいと思います。 
（医療対策課 高橋） 

担当課長ではないんですけども、どこまでお答えできるかですね。県では陽性者が確認さ 
れた際には、迅速かつ幅広く積極的に広義で検査を行っているか、感染拡大の状況等に応じ

まして医療機関や高齢者施設、また片町、金沢市中央卸市場などは、一斉の検査を実施する

など早期に感染を把握し、感染拡大防止に繋げてきているところです。さらに先般、新型コ

ロナウイルスの感染症対策の専門家会議からも中間提案がございまして、こういったことを

踏まえまして感染拡大の兆候的確に捉え、繁華街や病院、高齢者施設等の一斉検査をより早

い段階で実施することで早期抑え見込みができることと共に、県民の皆様方への注意喚起に

繋がることとしているところでございます。加えて国からは、感染対策と日常生活の回復の

両立を受けて、飲食やイベント等における行動制限の緩和を行うにあたり、前例や健康上の

理由によりワクチンが摂取できない方を対象に検査を無料化するなどの感染拡大の傾向が

見られる場合には、ワクチン接種済みの方を含め感染に不安のある方の検査についても無料

化することとしております。本県でも順次受付を開始しているところでございます。 
 
（医労連 嵯峨） 

空床確保の関係で、コロナ受け入れのための空床確保、受け入れ病院になって空床確保が 
分かるんですけど、松原病院だとか国立の七尾病院だとか、そこはコロナを受け入れること

にはなってないのですけど、結局松原は精神で、七尾の人たちは重度心身障害者の人たちで

その人たちをコロナになったからといって、他に転移することが不可能で、だからそのため

に空床確保。コロナが発生した時の為に、それぞれ自主的に空床確保してるんですけど、そ

ういう場合の補助金、何か助成金が来るのかということと、地域医療構想に関わって、検討

中というふうなお話をしましたけど、先般の国会で病床削減、私たち病床削減法案と呼んで

ますが、成立をして、助成金も８４億から１９５億で、財源も前は分かりませんけど今は消

費税を財源にしてということで、変わったという風に思っているんですが、要はより強化さ

れたという風に私たち受け止めているんですけど、ベッド削減の方向で大きくより強化した

のか。石川県は名指しの問題とかはやらないとか、９月議会でも慎重な対応を求める決議を

あげていますが、国の動向としてはさらに強化する方向になっているのではないかと思うん

ですけど、その点についてちょっとお聞かせいただけたらと思うんですけど。 
（地域医療推進課 山口） 



松原病院なり国立の七尾病院なりの空床確保ということなんですけど、先ほど申し上げま 
した空床確保なり、病床の確保料については、基本的にあの国の財源百パーセントの国の制

度になっておりまして、いわゆるコロナの患者さんが出た時に、その方を受け入れるという

ことを県なり県とその病院の間でお約束していただけるようなところが対象なので、松原病

院さんなり七尾病院さんなりがえ広く一般的に、例えば七尾病院であれば重身の方専用に仮

に病院外の方が感染してですねそういった方受け入れますよとか。あるいは松原病院さんが

精神の患者さんについて受け入れますよとか言っていただければ、そういった制度上に乗っ

かってくるんですけども、自院で自衛のためにやられるということになりますとちょっとそ

こはすいませんが制度上合わないいうのが実態です。 
それから、病床削減の制度が確立されたというようなお話でございますけれども、確かに 

強化されたんだと思いますよ。基本的に地域医療構想なりというものを推進していこうとい

うのが、国もそうですし先日もお話しした通り、県も同様に地域医療構想についてはコロナ

のことを踏まえながらですね、またやっていかなきゃいけないよねっていうのが同じような

立場なんだと思います。先程申し上げましたように、国の方も今どうしようかなっていうと

ころは考えつつですね、今言われました強化というのは病院さん仮にですね他の病床削減し

て他の分野を強化したいとか、例えばリハビリをですね強化するんでリハビリの部屋を充実

させるような財源としてですね、この補助金を使ってやってくれて選択肢が増えたって言

う、そういった捉え方もできますので、一概にですねまるきり駄目なんじゃないっていうこ

とにはならないんじゃないかなという風に考えます。 
 
（松浦代表委員） 

先ほどあった医療機関に対する支援の問題で、地域の開業医さん含めての援助の話で、知 
事会をと言って、国の責任で要請ってことで回答だったと思うんですけど、そうすると県の

責任としてはどこまで、つまり地域医療がなかなか開業医さんも患者さんが減ったりとか言

う方もいらっしゃるわけですけど、そうすると必要性に関しては県も認識されてるって言

う。つまりそうした支援を国の責任で支援をするだけの必要性があるということは、県も認

識されてるっていうことでよいか。 
（地域医療推進課 山口） 

あの財源は国１００％ですけど、県で予算化してますんで、当然あの空床確保料なり、空 
床病床への保障料になるという。今国の方でやってる分には予算化していますので必要だと

思ってます。加えて、他の診療区外とかでコロナに関係のない開業医の方々についても県と

して全国知事会を通じて、要望してますので、当然必要と認識してます。 
（松浦代表委員） 

必要と認識されて、その財源の支援の問題は国の色んな制度的なものもありますけど、先

程も出た、じゃあ実際実態はどうなのかっていう、例えば調査とかそれから石川県における

そうしたその地域のその医療機関の実情について把握するっていうのは、県の責任ではない

んですかね。 
（地域医療推進課 山口） 



あの今のところですね。支援について具体化するするような話があればまたそれも必要な 
のかもしれません。ただ個人の開業医さんなりにですね、そこの財布に手を突っ込んで何か

報告書を出せとかですね、あなたのところの一日の売り上げいくらとかですね、そんな話を

何か今まであの聞いたこともないですし、聞ける立場でもないような気もします。公的な行

政としての立場でですね。逆にですね医療法人ということで、県の認可を受けているような

法人については県の方に毎年経営状況について報告いただいてます。民間の中でもちょっと

色分けがされてまして、個人の開業医さんがご自分でえ診療所を経営しているっていうこと

についてはですね、今のところを把握ということについてはまだ考えてないはいそうです。 
例えば国の方で制度ができてですね、例えば支援するとその要件としてですね前年度に比 

べて赤字になったとかですね、売上半分になったとかですね、そんな要件が出てきた上で向

上制度を作りますというような話でもなればそれは聞く必要もあるんですけど、白地の状態

でですね、あなたのとこの経営状況を教えてくださいってなかなか難しいかなと思います。 
 
（医労連 嵯峨）  

診療報酬の改定が 0.43 パーセントで確定しました。前の交渉でも申し上げましたが、や 
っぱり２０２０年度のコロナ前の報道にもあるように前の２０２０年の改定より下がると

いう、でその中に看護師の養成だとか含まれるというこれはやっぱりどう考えてもコロナの

前の時より今の方が感染対策だとかさまざまなことの重要性は増している訳で、それが報酬

が下がるということ自体はやっぱり大きな問題だという風に思います。しかもその中に看護

師の養成が入るとすれば、絶対にどこかの報酬上厳しくして、４千円削らなければいけない

ということになって、医療機関そのものについては決してプラスにはならないということだ

と思うので、県の皆さんからそういう実態をですね、国の方に伝えていただければと思いま

す。 
 
６．生活保護について  ※時間の都合で先に回答を得た                
☆(1)扶養義務者への扶養照会をしないでください。当面、2021 年 2 月 26 日厚労省援護局通知をには

「『扶養義務履行が期待できない者』と判断される場合は扶養照会を行わないものである」と規定さ

れていますが、その趣旨を市・町に徹底ください。 

 
（厚生政策課 瀬戸） 

生活保護の方で扶養義務の履行ができない、期待できないものと判断される方は、扶養紹

介を行なわないということについてでございますが、今生活保護の方は、福祉事務所の方が

実際には中心になって実施しておりまして、生活保護の申請を受けた場合は申請者本人の資

産とか収入等の調査を行うと共に、扶養義務者に対しては扶養の可否に関する照会を行って

おります。基本的にご要望にも書かれておりますように扶養義務の履行が期待できないと判

断される扶養義務者に対しては、直接の照会を行わないという取扱にしておりまして国にお

いても、今の時代や実態に沿った形で運用できるように扶養義務の履行が期待できないとい

う判断ができる親族等の例が事例として挙げられております。こうしたこともありまして、



県の方では、生活保護のその申請相談にあたって丁寧にご本人の生活歴を聞き取りながら 
個々の保護者の方に寄り添った対応ができるよう、適切な扶養義務の確保に努めているとこ

ろでございます。 
また市町に対しても、こうした通知あるいは県の方で実地指導と言いますか監査に入りま

すので、そういったおりにおいても市町の方に徹底するように求めているところでございま

した。 
 
（民医連 川合） 

城北病院でソーシャルワーカーをしている川合と言います。私の方から医療機関の現場で

起こっている実態を知っていただきたいということと合わせて、要望になるんですけれど私

自身もソーシャルワーカーとして、医療機関・病院の方に来られて医療費が払えないってい

う患者さんとか、あるいは保険証がないとか生活がままならないんだっていう相談を目の当

たりに相談を受けながらきてるんですけれども、コロナ禍っていうこともあって去年特にや

っぱりそういった相談が増えたっていうこともあって、やっぱりそういう深刻な相談ってい

うのが増えてるなっていう風に自身も感じていて、特に去年、当院で無料定額診療っていう

料金を無料にする制度を使ってるんですけれども、去年は相談件数、利用件数が増えたとい

うこともあって、やっぱり深刻な事態っていうのは全体的に広がっているんだろうなってい

う風には感じています。それであの中にはやっぱり保険証が受診された時には、もう持って

いなくてっていう保険証がないっていう相談も時々やはりありまして、つい先日も私担当し

た患者様で受診時に保険証がないということで来られた方がいて、結局そのまますぐ緊急入

院になり二か月ほどで亡くなられてしまったというケースがありました。その方に入院した

当時お話を聞くと、やっぱり保険証がなくてすぐに病院に行けなかったんだっていう話があ

って、やっぱりそういうケースを私たち目の当たりにするとこういう患者さんが本当に早く

一日も早く病院とか相談機関に繋がるっていうことがとても大事だなっていう風に感じる

んですけど、なかなかやっぱり当事者の方っていうのは我慢して我慢してこられる方が多く

てなかなかそういうところに繋がりにくいっていう実態がやっぱり相談しながらやってて、

どうするかっていうところで言うと私たちもこの地域の方々だったり、繋がったりとか 
あと自治体だったり、社会福祉協議会の方々とネットワークを作りながら、そういった困っ

た方を拾い上げるようにネットワーク体制を作ってるつもりではいるんですけど、それでも

抜け落ちて相談できない方っていうのが沢山いるということも実感しています。 
 特に最近相談の傾向として増えてきているのが、やはりホームページを見ているとか、イ

ンターネットを見て相談しましたっていう風なケースが特に若い人を含めてやっぱり増え

てきてるようなホームページだったりっていう媒体をいかに充実させて相談につなげるか

っていうのが大事なんだなっていう風には思ってます。 
それで私たちはソーシャルワーカーがつくる民医連のそういうところの集団があるんで

すけれども、その中でちょっと石川県内の生活保護のしおりの要望項目の（２）にも書かれ

ている保護のしおりっていうのは、じゃあどんな内容で書かれているのかっていう。保護の

しおりっていうのはその生活保護の相談に来られた方だったり、生活保護を利用される方に 



こういう制度ですよっていう説明するものなので、どういう風にそれぞれの自治体が説明し

ているのかなという風に取り寄せをして内容をチェックさせてもらったんですけど、結構中

には誤った記載があったりだとか、ちょっと違ったふうに捉えられるんじゃないかっていう

内容が記載されてるものだったりとかもあったりして、どっちかと言うと生活保護は権利で

すっていうことを前面にこう書いたしおりよりかは、なんていうか義務というこれはしてく

ださいねっていうのを中心に書いた仕様になっていて、なかなかじゃそれを見て相談をしよ

うとか生活保護を受けようっていうものになってないなっていうのを感じました。で特にあ

の酷いってちょっと思ったのは、輪島市さんのしおりを取り寄せて、その中身を今原文で持

ってるんでちょっとお読みすると、保護のしおりの中に「わがままや自分勝手なことをして

保護を受けることはできません。」「また保護を受けていない市民から非難されることがな

いよう生活を心掛けてください。」「パチンコ店への出入りなどは慎んでいただきたいと思

います。」っていう風に、公的機関が出す保護のしおりにこういったことが書かれているん

ですね。多分そもそもやっぱり生活保護っていうもの自体を自治体側が何て言うか保護を与

えるものというか、それをやるんだからちゃんと我慢しなさいみたいな。そういうスタンス

で生活保護っていうのを捉えているんだなっていうのは、保護のしおりを見ると一目瞭然で

分かるのかなと思って、この保護のしおりっていうのを各自治体それぞれで発行しているも

のがあるので、中身をしっかり充実させるように県の方から指導していきたいいただきたい

っていうこと、実際のホームページを全部見たんですけど、ほとんど生活保護のことを書か

れている自治体がなくて、その自治体のホームページからあのそこにアクセスして生活保護

の相談に行こうって思えるような中身になってるものはほとんどやはりないので、まずこの

保護のしおりを充実させた中身にした上で、それをホームページにアップしてとかっていう

形にするだとか、その辺の工夫をすることで普通でもやっぱり困っている方を相談につなげ

るっていうところ工夫をそれぞれの自治体に伝えていただきたいなっていう風には思って

います。 
 
（厚生政策課 瀬戸） 

輪島市さんの件につきましては、今あのお伺いした内容を輪島市さんの方にお伝えすると

ともに、また来年になりましても我々の方でそうした生活保護担当者の方の研修等を実施し

ておりますのでそういったところでも注意の方を促していきたいと思っています。ホームペ

ージについても、先月だったと思いますけれども、やはりまあ保護を受けるのをためらうな

威圧的なちょっと本人が自粛してしまうような、そういう風な書きぶりについては改めるよ

うにという通知も国の方がありましたので、そういったところでも先月県の方を通しまして

市町の方に連絡しておりますので、引き続きそういったことを丁寧にやっていきたいと思い

ます。 
 
（保険医協会 工藤） 

お世話になっております。今、国に対して争われている生活保護引下げ違憲訴訟の支援等

をさせていただいてるんですが、その中で生活保護受給されている方の声をお聞きすると、



やっぱり扶養義務者への扶養紹介っていうのが物凄い精神的にネックになって、とにかくも

う家族、親類にばれてしまったらもう生きていけないぐらいにしんどいっていう皆さんおっ

しゃる訳ですよね。心情的な気持ちの問題だけじゃなくって生活保護法上もここら辺ははっ

きり明示されていると思うんですよ。それで資産とか能力の活用については、要件っていう

表現を使ってますけれども、扶養義務者による扶養っていうのはあくまでも保護に優先して

行われるっていう規定になっている。つまり保護に優先してっていうのは何かって言うと現

実に扶養義務書による扶養があった場合にはその分は生活扶助費から差し引くよと、あくま

でも優先順位の話であって、何が何でも扶養義務者への扶養照会をしないと保護は駄目です

って規定には法律上はなっていないわけですよね。ですからそこを逆に扶養義務者への扶養

照会がハードルになってる方がたくさんいらっしゃるので、いや基本的には扶養義務者や扶

養照会要らなくって、実際に保護受給が始まる以降は当然照会ってお聞きすることはあるか

もしれないけれども、要件ではないんだっていうことを、むしろパンフレットの形で明記す

るとか、あるいはそういうような通知を国に要望するとかってことを是非お願いしたいなと

いう風に思ってます。細かい事を言えば民法上の扶養義務者による扶養っていうのは、義務

があるのは扶養義務者ですけれども、あくまでもそれは扶養を必要とした人が扶養請求して

初めて義務が発生する話なので、少なくとも生活保護を受けようという人の承諾なしに、扶

養義務者の扶養をやっぱりするべきではないと思うんですよね。もちろん石川県単独でこう

いうことをするのは大変だということは重々承知しておりますので、是非国に対する働きか

けと今後強化していただければなという風に思っております。是非宜しくお願いします。 
（厚生政策課 瀬戸） 

ちょっと一点だけそこを補足させていただきたいんですけれども、今実際にそういう方も

いらっしゃるということはそれは当然だと思う。ただ一方でやはり親族と普段もう毎日のよ

うに会っていたりとか、当たり前のように扶養能力もある方から受けていないというような

方も一方ではいらっしゃいますので、そこの見極めを事前にしっかりした上で、市町の方で

対応するというような形で国の方でもそういう扶養照会は必須ではないというようなこと

は言っておりますので、一方でそういう方もいらっしゃるということで表現がそういう感じ

になって、両者を見据えた上での表現になっているということだけご理解いただければと思

います。 
（保険医協会 工藤） 

あの重々分かるんです。ただ何人に一人か分からないですけれども、そういう人がいらっ

しゃるかもしれないですけど、そういう人がいらっしゃることと、現に生活保護が必要な人

の生活保護請求権、権利とは何の関係もない訳ですよね。そういう人がいらっしゃることに

よって本当に保護を必要な人のご請求権を侵害するのであれば、これはやっぱりどう考えて

もおかしいと思うんですよね。それ理由に多分ならないと思うんですよ。悪い人がいるよっ

ていうのは。そうですよね。 
（厚生政策課 瀬戸） 

ですからそこを見極めたうえで、実際他の扶養者対して接点を持つか、持たないかという

ことは後から判断していますので、よろしくお願いします。 



（待機者家族会 林） 
国民年金だけで生活されている方はたくさんいるんですよ。そういう人からちょっと話を

聞いたんですが、要するに病気になったり、要介護状態になったら生活が成り立たないとい

う方は結構いらっしゃるんですよ。そんな人たちの国民年金っていうのは結局７万円弱でし

ょ。それから介護保険料とか医療保険取られるっていうのは五万円台の生活になってしまう

んですよ。そんな状態の中で医療にかかって要介護の状態になったら、生活が成り立たない

という方がいらっしゃるんですよ。そんな人たちのためにこの生活保護があるんじゃないか

と思うんですよ。この生活保護の規定っていうのはねなんか私日本の生活保護は厳しいって

いう感じしかしないんですよ。やっぱりそういう人たちも補足的にね、そういう生活保護費

を支給できるような、そういうものをやっぱり国の方に訴えていただきたいんですよ。この

コロナの中でねそういう人たちがまだ増えてるでしょう。今まででも大変だったので、これ

コロナ追い打ちをかけてるんでね。是非そういうところを国に訴えて、年金の少ない方はそ

れを上積みするようなかたちで生活保護をしっかりしてもらって生活成り立たという立ち

していただいて、それから医療にも介護にもしっかりかかれるようにそんな配慮してほしい

ことは是非あの国の方に訴えていただきたい。 
 
２．子育て支援について                              
☆(1)全国の 20 の都道府県が「子どもの生活実態調査」を実施しています。石川県として「子どもの

生活実態調査」を実施してください。 

☆(2) 子どもの医療費助成制度において、①助成対象を中学生まで拡大、②一部負担の撤廃、③所得制限

の撤廃を実施してください。 

 
（子育て支援課 ？） 

１点目は子どもの生活実態調査についてですが、本県では子どもの貧困に限定した実態調

査は実施しておりませんが、低所得世帯が多いひとり親家庭の実態調査を５年毎に実施して

おり、家計や就労等の状況把握に努めているところでございます。これらの調査結果を踏ま

えまして県では母子父子寡婦福祉資金の貸し付けだとか、安定的な就労に繋がるような資格

取得への支援だとか、就職だとか養育費などの各種相談体制の充実につなげてきたところで

ございます。また国に対してもですね、県や市町においてより効果的な子どもの貧困施策が

実施できるよう、国主体の子どもの貧困実態調査の実施や都道府県別のデータの提供などに

ついて、全国知事会を通じて要望しているところでございます。また国では、貧困や虐待を

はじめとした困難を抱えた子どもやその家族を発見し、早期支援に繋げていくため、市町や

支援機関が保有する子どもに関する情報データの連携のあり方などについても検討を行う

と聞いておりまして、県としてはそうした国の動向についても注視していきたい。 
子どもの医療費の助成についてでございます。子供の医療費助成については、各市町が地

域の実情や子育て中の皆さんの要望に応じて、自らの施策の判断により対象年齢の拡大や所

得制限の撤廃などを独自の対応をされてきたと承知しております。県としてましては、幼児

教育保育の無償化など、エンゼルプラン２０２０に基づき子育て家庭に対するサービスの拡



充に直接つながるような施策の充実に努めてまいりたいと考えております。尚、子どもの医

療議助成については、各自治体の取り組みだけでは自ずと限界があることから、国全体の問

題として捉え、子供の医療費に関わる全国一律の医療費助成制度を創設するとともに、子ど

もの医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担減額調整措置を全廃するよう全国知事会を

通して、これまでも国に対し要望してきたところでございまして、引き続き要望してまいり

たいと考えます。 
 
（新婦人 北川） 

資料を見ていただくと、２０１５年１０月に非常に各自治体の医療費助成制度が拡充いた

しました。これは県が各自治体にかけていた窓口無料にするととられるペナルティを取り払

ったことによって、各自治体からも制度の拡充が進んだものです。集中しているのはそうい

うことだと判断しています。キャラバンの中で各自治体に行ったアンケートの中でも、各自

治体から県に対して県の制度の対象年齢の拡充をという要望がほとんどすべてで挙げられ

ています。それはお声が届いていると思います。私どもも国に対しても要望するようにと重

ねて要望していますけども、県の制度が動くということがどれだけ各自治体にとって住民の

声をすぐ施策に反映できるかって言うことのあらわれがこの表だと思います。２００２年か

らこの約２０年間動いていないというふうに認識しています。この２０年間国に要望は挙げ

ていただいて、知事会に対して要望は挙げていただいているのかもしれませんが、県独自と

して、県の制度を例えば１歳でも上乗せするとかというふうに、ご検討されてこの結果なの

かなということを伺いたいのと、なぜそこまで動かないのかという理由が分からない。これ

だけ市町の要望が強いという声を、どのように受け止めていらっしゃるのかなというのを伺

いたいと思います。 
続けてですけど、貧困実態調査、金沢市もやっているようですけど、県として国でどうす

るかは別として、県として実際一人親だけではなくって、このコロナ禍のもと、両親揃って

いても非常に困窮している家庭が増えています。この実態を把握する必要があるのではない

か、していただきたいと思います。そこから見えてくる実際に必要な手当というのをその上

でやはりもっとたてられていくものと思います。今やっていらっしゃるエンゼルプランなど

否定するわけではございませんが、それが本当に今の生活を助けることになるのかという点

に主眼を置いた調査というのをやっていただきたいなと思います。 
 
（子育て支援課 ？） 

県の制度としては、平成 27 年には現物給付に改めていただきました。そういうようなこ

ともやってきましたし、また私ども県としては、幼児教育・保育の無償化とかですね、本県

独自にですね、第２子以降の放課後児童クラブの利用料だとか、病児・病後児保育の利用料

無料化とかですね、そういうのもやっております。色々本県独自でもやっております。引き

続きそういう子育て家庭に対するサービス拡充に県としても考えていきたい。どこに住んで

いても同じように医療を受けられるように全国知事会を通じて国に要望しているところで

ございまして、色々ありますけども、やはり国においてすべての子どもを対象とした医療費



制度が創設されるよう引き続き国に要望していきたいと考えております。 
 また貧困の関係ですが、県としては統一的な基準、指標を用いてですね、都道府県、市町

別のですね、比較分析が可能となるような全国実態調査を、これは国の責任において実施す

るようにと考えております。これまでも全国知事会を通じ要望しておりますし、国がまた子

ども家庭庁の動きもあり、市町や支援機関が保有するデータの連携の在り方を検討するとい

う情報もあります。そういう動向についても注視していきたいと考えております。 
（新婦人 北川） 

日本のどこに住んでも同じようにというふうに言うのであれば、石川県のどこに住んでも

同じようにという姿勢で県は臨んでいただきたい。他の市町が独自にやっている施策はある

が、それはそれとして子どものいのち、健康にかかわる問題では金沢市の調査の報告では、

やはり１６歳過ぎた子たちの必要な医療を抑制しているという答えも出ていますし、他のこ

とが大事ないということではなくて、根本的に健やかに暮らすために、病気の早期発見、健

康であるための条件というのは、他を上回る大切な意味があるのではないかと思います。な

ぜ国対して要請するだけで、県独自の施策として挙がらないのかそこが納得できない。どん

なお答えいただいても分からない。それは県独自で予算が取れないのですか。 
（子育て支援課 ？） 

繰り返しになりますけども、私どもとしては、個々の自治体の取り組みだけでは自ずと限

界もありますことから、国としてすべての子どもを対象とした医療費助成制度を創設するよ

う要望しているということでございます。 
（新婦人 北川） 

何とか担当課の皆さんから、知事にたいして重ねて要望を挙げていただきたいなと思いま

す。 
 
３．高齢者の医療・福祉・介護の充実について                            

(6)国に対して、下記の意見をあげてください。 

☆① 国の調整交付金を介護保険とは別枠にして国の負担を介護給付費の 25%に引き上げること。 
☆④ 補足給付（非課税世帯の人の食事・部屋代軽減）に関する政令を２０１５年以前に改めること。 

☆⑤ 介護従事者処遇改善加算を全額国庫負担方式に戻すこと。 

 

（長寿社会課 加藤） 

まず１つ目の調整交付金のことでございます。介護保険制度につきましては、介護サービ

スを国民皆さんで支える保険制度として制度設計がなされておりまして、その費用について

は５０％を４０歳以上の方々から徴収する保険料で、また残りの５０％を税で負担するとい

うこととされております。税金の部分については国県市町村がそれぞれ負担するということ

になっておりまして、国の部分、介護給付費における国庫負担のうち２５％のうちの調整交

付金というのは、５％相当部分のことを指すのでございますが、その調整交付金は、後期高

齢者の割合が高い市町村ですとか、低所得者の割合が高い市町村に対して傾斜配分をされる

仕組みとなっておりまして、つまりは市町村間の格差を是正するというものになっておりま



す。この調整交付金を介護保険を別枠にしてというご要望いただいております。これはあの

保険制度の基本設計に関わるお話でございます。県といたしましてこれまでも介護保険制度

の負担の在り方につきましてはこの保険制度が将来に渡って安定したものとなりますよう

適切な介護報酬の設定ですとか、保険料に地方の負担の在り方を含めて必要な制度の改善を

図ることなど、持続可能な介護保険制度に向けて国に要望してきたところでございます。今

後とも改善を必要とするものにつきましては、引き続き国に提案してまいりたいという風に

は思っております。 
次に、４でございます。補足給付のことでございましたが、特別養護老人ホームなどの食

費や居住費、これは在宅で介護を受けられる方との公平性の観点から、利用者本人の負担を

軽減するが低所得者の方につきましては、所得や預貯金などの資産の状況に応じて自己負担

額に上限を設けてその負担の軽減を図る補足給付の助成制度が設けられているところでご

ざいます。特別養護老人ホームなどの食費、居住費の負担軽減を図る。この補足給付が高齢

化が進む中で必要な介護サービスをそもそも必要な方に提供できるようにしつつ、その負担

公平性と介護保険制度の持続可能性を高めるという観点からご提案の方にもありますよう

に、２０１５年に一定以上の収入や預貯金などの資産がある方に対して、負担能力に応じた

負担を求めるという見直しが行われました。また今年の８月からもその資産要件の見直しが

行われたところでございますが、今年の改善につきましても所得が低い方などは、引き続き

従来と同等の軽減を受けられるということになっています。県といたしましては、この改正

による影響を今後とも注視するとともに、必要に応じて国に要望するなど適切に対応してま

いりたいと思っております。 
続いて５でございます。処遇改善の話でございますが、介護保険制度は先程申し上げまし

たように、介護サービスを社会全体で支えていくために、保険料と公費によって賄っていく

という制度設計がなされています。介護職員の処遇改善につきましては、その一番最初はも

う平成２１年の１０月から時限的に開始されたものでございまして、その時は国の交付金を

活用しておりましたけれども、平成２４年度からは介護保険制度における加算として、介護

報酬に組み込まれました。つまり恒久的な位置づけになったということでございます。ご提

案ではこれを国庫負担方式にというご意見いただいておりますが、これも介護保険制度の基

本設計にかかわるお話でございまして、先程申し上げましたように、持続可能な介護保険制

度に向けまして今後とも改善を要するものにつきましては、国へ提案をしてまいりたいとい

う風に考えています。以上でございます。 
 
（待機者家族会 林） 
 低年金者の高齢者にとってはね、もう保険料は取られる、そして医療費も取られる。まし

てコロナの中でもう生活さえ今大変な状況に陥っている訳ですよ。やっぱり高齢になって当

然非課税の方なんかですと、私に言わせれば無料にすべきですよ。介護保険料。そうじゃな

いと益々困窮して結局重度化になって、重度化になればなるほど介護保険に負担がかかるわ

けです。重度化にならない方法を行政が考える責任があると思います。県として何か独自に

対策を考えていただきたいと思いますね。それと特養ホームは入居基準が変わって、申し込



みはできますけど、要介護４以上じゃないともう入れない状況なんです。今の特養はもう重

度の方ばかりの集まりになっていて、介護者の方、職員の負担がとんでもない時代になって

いる訳ですよ。先月新聞にも出てましたけどアンケート調査で、もう５０パーセントを超え

る方は今すぐに辞めたいって言ってるんですよ。介護ということに対する考え方が行政は、

国は間違ってますよ。 
 
（年金者組合 小倉） 

私は自宅で母を介護しているんですけれども、今言われましたように、一つは補足給付の

ことですけどあの一気に下がりましたよね。１０００万から５００万、２分の１に。で、そ

のことで本当にあのみんな負担がものすごく増えた方がたくさんいらっしゃると。その状況

を県の方はちゃんと把握してらっしゃるのかどうかを聞きたいと思うんです。大体その国が

老後に２０００万貯金しとけとかって言ってたのに、２０００万貯金してたらもうこれでし

ょう。この件については納得がいかない。どれだけが負担が増えたかっていうのを調査して

知っていただきたいと思います。 
それともう一つ、私は自宅で介護して、土日などやっぱり寝たきりにさせてしまう。そう

ということが多いので、できるだけデイへ行かせたいと思って今使わせていただいてるんで

すけど、結局デイを使うのも回数超えると、今回は限度を越えましたのでそれは全部自己負

担にしてくださいみたいな介護保険になってて。やっぱり収入の低い人にはそうやって毎日

本来はやっぱりデイへ行くとか、帰るってことで体を動かすということがね、いいと思って

も、毎日じゃなくて一日おきにしようかとか、そういうことになるし、自宅で介護してて、

やっぱりどうしても家族にしたら寝させておくしかないような状況になるので、本当に使い

にくいっていうかね、お金のある人しか介護を受けられないような実態だと思うんですよ本

当にね。やっぱり、自宅でみろって言うんであれば、やっぱり自宅で見ながらきちんと過ご

せるような風にしていただきたいなってすごく思います。で、すごく矛盾を感じるのは、ま

あ私の母の吸痰なんかもするんですけど、本来資格のある人がすることを家族にしてくださ

い、機械は全部買ってください。全部家族の負担なんですよね。それもなんか機械は買え、

吸痰は自分でしろっていう、そういう今のあり方も、それで在宅推進っていうことについて

はとっても矛盾を感じています。だから結局負担になって、介護殺人とかが起こるんだと思

うんですね。だからやっぱりもう少しあの介護の実態も、家族がみている実態を掴んでいた

だいて、それに応じたやり方をしてほしいし、本当にみんなで支えるっていう国がきちんと

支えていただきたい。 
 
（友の会 山口） 

去年の１１月だと思うんですけど、山代か山中で介護殺人がありまして、私はあの報告を

北國新聞の記事で見たんですけど、課長さんはご存知ですか？ 
（課長補佐） 

あの把握しておりません 
（友の会 山口） 



年間４、５０件、その４割全国で今２０件ぐらいは執行猶予判決なんですよ。人を殺した

のに執行猶予判決というのは、刑務所入らないでいいですよって、基本的には、殺人事件の

判決ではほとんどないような判決がほとんど。私はそうすると介護保険制度の持続可能性は

必要だけど、そのことが一方では介護殺人を執行猶予判決を下すような設計なんですよ。私

はそういう基本的な設計そのものを大幅に変えないと、こんなようなことが起こるとずっと

私は思ってますけど、課長さんはどう思いますか？今の基本設計はそれでいいと思ってます

か？ 
（長寿社会課 加藤） 

色々お話をお聞かせいただいた中で、やはりあの在宅での介護というのは本当に皆様大変

な思いをされていて、その中で介護保険制度の仕組みによってなおさらしんどい目に遭われ

ているというところにつきまして、それが山口さんがおっしゃるように殺人に繋がっていく

のであればこれは、あってはならないことだと思います。 
（友の会 山口） 

担当者として、「であれば」なんていうのはちょっと認識があまりにも不足してるんじゃ

ないですか？ 
（長寿社会課 加藤） 

それは申し訳ございません。 
（友の会 山口） 

あなた担当でしょう？一生懸命に頑張っておられるとは思いますけど、今これだけ深刻な

ことなのに、よく知らないし、また勉強します、検討してるみたいな。私はちょっと申し訳

ないけど残念ですね。 
（長寿社会課 加藤） 

勉強不足なところは大変申し訳ございません。 
 
（やすらぎホーム 谷口） 

本当に入所されてる方が重度化されていて、要介護三以上っていう風になってるのですけ

ど、実質的には介護報酬の加算の要件の関係で要介護四以上の人を受けざるを得ないという

状況もあって、実際に入所されてる方は本当に重介護の方ばかりです。その中でやっぱり介

護職員の負担が大きくて、ハローワークに募集を出しても全くというほど応募はないです。

結局人材紹介会社を頼らざるを得ない。一人当たり１００万弱ぐらい費用がかかる。私は紹

介業者の手数料の上限っていうのを決めてほしいと思う。 
介護職員処遇改善加算は結局介護報酬の中に組み込んでしまうと利用者さんの負担にな

ってしまうので、利用者負担にはね上がらないような形で改善していただきたい。介護業界

全体が人手不足ですが、特に深刻なのは訪問介護です。訪問介護員っていうのは平均年齢６

５歳以上の高齢者です。もう本当７０歳以上の方とか頑張っていただいています。多分どこ

の訪問介護事業所も似たような状況だと思います。 
 
（保険医協会 工藤） 



先ほどの介護殺人判決の話でどんな判決文だったのか、判例を読んでいただきたい。制度

が不十分であることが殺人事件の情状酌量になるっていうのは、これおよそ考えられない異

常事態だという風に思っておりますので、京都での介護殺人で裁判官が判決文読み上げた後

に被告に対してこんな風におっしゃってるんですよ。「裁かれているのは被告だけではない。

介護制度や生活保護の在り方が問われている。お母さんのためにも幸せに生きていくように

努力しください。」最後声をかけられて、裁判官がこれはやっぱり司法から重大な問いかけ

なってると思いますので、是非あのよろしくお願いします。 
 それから調整交付金の要望が若干分かりにくいかなと思ったんですけれども、先ほど説明

でありました通り国の２５％のうち５％は傾斜配分すると、その制度の趣旨自体はよく分か

るんです。問題なのは、後期高齢者の比率とか低所得者の比率とかで調整金が結果として少

なくなった場合にその足りない部分がどこに跳ね返っているかって言うと第一号被保険者

の保険料になっているわけですよね。そこ今やっぱり問題だと思うんですね。少なくとも第

一号と第二号の比率、今確か２３：２７だと思うんですけれども、大抵２３：２７を維持で

きるぐらいの手当が都道府県なり、市町村なりからの財源で何とか少なくともできるように

しないと、そこに住んでらっしゃる方にとっては自分の知らないところで一種のペナルティ

がかかっている状況になってくると。ま今１２．５％：１２．５％で出し合ってるんですけ

れども、少しでもそれが上乗せし、そこをフォローできないかってっていう話と、それと同

時にやっぱりその２３：２７を維持するっていうことであれば、この２５％は最低どこの自

治体でも国から出るっていう風にすれば少なくとも解決するので、国の全体の底上げを国に

お願いするっていう形、両面の問題があると思いますので是非ご検討いただきたいっていう

風に思っております。 
 
（厚生政策課 瀬戸） 

県の方でも数年前から人材確保のところは皆さまと協力しながらやってるところですが、

今コロナの話もあって、色々不足するということは承知をしております。そこについては有

料人材紹介業者の話もございましたが、あの人材確保に向けては色んな政策をやっていると

ころですので、特効薬っていうのはおっしゃる通り処遇改善になるのかもしれませんが、そ

こについては少しずつにはなりますけども改善できるように引き続きしたいと思いはあり

ます。 
 
４．国民健康保険について                             
☆(1)子どもに係わる均等割保険料（税）について、2022 年 4 月から始まる国の軽減措置に上乗せして、

石川県単独事業として、１８歳までの子どもの均等割を全額免除してください。 

☆(2)国保には「年齢が高く、医療費水準が高く、しかも低所得者が多い」という国保の構造問題があり、

その結果、国保料は健康保険と比べても低所得者に重く、健康保険料の二倍近いという特徴がありま

す。多子世帯減免、障がい・寡婦世帯減免などの減免制度の拡充、国保料（税）負担を軽減するため

に、県の一般会計からの法定外繰入を実施するなどを実施してください。 

（医療対策課 高橋） 



（１）の子供の均等割に関わる対象範囲とか金額の減免制度についてご要望をいただいて

おります。県としましては、子供にかかる均等割保険料の軽減措置については、医療保険制

度との公平と更に子育て支援の観点から全国一律の制度として措置されるべきものと考え

ております。全国知事会を通じまして制度の拡充を国へ要望しているところでありまして、

県独自の財政支援対象年齢を拡充することについては考えてはございません。国保について

は高齢者や低所得者層が大変多いということから、医療給付費の半分以上、そもそも公費で

負担することに、他の医療保険、協会けんぽとか共済さんとか色んな他の医療保険制度にも

負担をいただいて保険料の抑制を図っているところでございます。また低所得者に対しまし

ては保険料の二割から七割を軽減しており、さらに非自発的な失業者に対しては、一定期間

保険料を軽減する措置も講じているところでございます。国保料の負担権限についてのご提

案ではございますけれども、県としては既に国保に対して多額の負担をしているところでご

ざいまして、加入者以外の保険料を引き上げを目的として税により国保の加入者以外の方に

新たな負担を求める県独自の支援は行うことは考えていないということでございます。 
 
（医労連 嵯峨） 

あのやっぱりこれゼロにするために推進するというのが基本だと思うんですけど、だから

この新たに半分は国がっていうことになれば、是非県としてそういうのでところによって

は、県内でやってらっしゃるとか加賀市とかありますよね。色々キャラバンでさらに推進す

るために市町で独自にっていう風に要請すると、いや今一本化の中でそんな独自のことをや

ったらどうなるかみたいなことを聞くんですよ。ですから県の姿勢として、やっぱりこれは

均等割無くすということを推進するんだというアピールを是非何らかの形で出していただ

いきたい。 
（医療対策課 高橋） 

国保については他の保険と違って世帯単位で考えられているところでそういったところ

で違いはそもそもあるんですけど、基本的にはこの均等割については、昨年まではこういっ

た導入の方針がそもそもなく全国知事会を通じて、制度間の公平と子育て支援の観点から検

討してくれということで我々の各県が要望してあった。その中で国の方から、令和四年度か

ら今示されてますけども、未就学児と５割負担ということで一部今認められた制度の導入と

いうことであります。ただ我々は、やはり元々求めていたのはおっしゃる通りのところがご

ざいますので、対象範囲であったり軽減の割合の拡充については更に検討いただけるように

全国知事会には引き続いて申しているところでございます。 
 
５．心身障害者医療費助成制度について                        
☆(1)精神保健手帳 2 級・3 級者を心身障害者医療費助成制度の対象にしてください。（三障害同等）当

面ただちに、県として 2 級手帳保持者を対象にしてください。 
☆(4) 県は「石川県心身障害者医療制度は重度障がい者を対象にするが、精神保健手帳 2 級所持者は重度

ではない」と県内の市・町に説明をされているが、「精神保健手帳 2 級所持者は重度ではない」とい

う根拠を示してください。 



（障害保健福祉課 田村） 

重点項目について私の方から回答させていただきたいと思います。心身障害者の医療費助

成制度の（１）と（２）について、まず回答させて頂きたいと思います。心身障害者の医療

費助成制度につきましては、重度障害者の中から低所得者の経済的な負担を軽減することを

目的としたものであります。身体、知的の場合と同様にですね、重度障害者である精神の手

帳１級所持者の方を対象としているところでございます。尚ですね、障害者への医療費助成

制度につきましては、全国一律の制度として導入するように全国知事会を通じまして要望し

てきたところです。今後も引き続き国に対して要望をしていきたいと考えています。 
続きまして（４）について回答させていただきたいと思います。精神障害者の保健福祉手

帳は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級および三級とされており、各級の障害

の状態は１級については、「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」そし

て２級につきましては、「日常生活が著しい制限を受ける程度のもの」３級は、「日常生活

若しくは社会生活が制限を受ける程度のもの」とされております。このうち最も重度である

１級を心身障害者医療費助成の対象とするところでございます。 
 
（松浦代表委員） 

市内の城北病院で精神科医をしています松浦と申します。丸障の関係なんですけど、一年

前にようやく石川県で１級の方が対象になりました。それは前進面で、助かった方も色々と

いらっしゃると思うんですけど、今お話しありましたけど、一つは三障害同等という点で言

うと、例えば身障の方が２級だったりということも含めて、精神の場合の２級が、重度、中

等度、軽度とみたいな分け方がありましたけど、つまり日常生活の見かけはなかなか分かり

にくいけども、かなり障害って言うか不自由を感じている方は非常に多いと思っているんで

すが、自分は診断書を書く側なんですが、障害者雇用として促進されているとは言え、精神

の方に対する理解がなかなか難しい。できそうに見えるのにできんないのかとかですね。も

うちょっと何か考えられそうなのに、なんでこんなことも考えられたり判断できないんだと

か。そういう見た目ではやっぱり分からない不自由さは結構あるわけなんですよね。今の病

院にかかっていることについても、もちろん病院行くか自分の身体の調子を自覚したり、そ

のことによってその自分が対処しようと思う時に、先ほどの基準でも、日常生活そのものに

結構援助が必要だったり、動けてはいてもどう動いていいか分かんなかったりというような

所があったりするので、そういう点ではやっぱり病院にかかろうとか、医療につながるとい

うアクセスとしては、行動を起こすには、かなりの不自由さがあったりするわけです。精神

科にかかっていて、経済的な、先の１割負担っていうか、自立支援の関係は非常に大いに役

立って通院継続されていると思うんですが、身体管理に関しては、身体管理そのものが自分

で出来にくかったりするわけですから、それでさらにその定期的に内科とかかろうと糖尿病

の治療しようってなるのは、結構ハードルが高かったりするんですよね。だからそういう点

のハードルを少しでも低くして健康管理できるようにするっていうことは大事なのかなっ

て思うんですよね。そういう点で重度と低所得を対象にしてるって事もあるんですけど、そ

ういう意味では、今２級の方もやっぱり不自由を感じていらっしゃる。その分かりにくさと



いう点でなんかどっか誤解があるのかなって思ったりするので、先ほど言われた２級の日常

生活に著しい程度に障害があること自体がどうすれば分かるかっていうことなんですよね。

単に区分としては、重度と中度とかあるが、生活障害としてはかなり障害は強いかもしれな

い。２級も含めてですね対象にしたらどうか。実際に、全国的に２級はそんなに多いわけじ

ゃないかもしれませんけども、ずっと前から山梨や岐阜とか、奈良とかですね。対象にして

る県もあるわけです。そういう点も見ていただいて、石川県においてもさらに去年１級にな

ったところではありますけども、対象を拡充していただければと思います。 
 
（障害保健福祉課 田村） 

心身障害者の医療費助成制度の目的というのは、重度の障害者の、あくまで経済的な負担

を軽減するということが基本的な目的になっておりまして、例えば雇用の面ですとか生活の

支援ということになりますとですね、また主に市町さんの対応になるんですけれども、ちょ

っと別制度でのご支援という形になると思います。また雇用云々という話もされてらっしゃ

いましたけれども、県と致しましてもですね、精神の方に限らずなんですけども、雇用の促

進というのは重要な問題と捉えておりまして、健康福祉部関連ではですね、就労支援施設の

方での従事ということで、最近では精神の方もたくさん通所されていらっしゃいますし、ま

た一般就労も進めております。そういった面につきましては、また別の制度の方も私どもの

方でも支援させていただきたいと思いますので、そちらのご活用をお願いしたいと思いま

す。 
（松浦代表委員） 

もちろん担当部署も含めて、制度も違いますのでね。その点を要望したわけじゃないんで

すけど、生活面においても就労場面においても、つまり精神の障害の方の障害っていうのは

わかりにくい。という例として言ったんですけど。自分の健康管理をするとか、自分の周り

のケアをするとか、いわゆるセルフネグレクトみたいなったりとか。そういう点でその健康

管理の面も、できるかできないか、見かけを見ると場合によってわかんないかもしんないと

いうことなんで、障害の程度の見方っていうのか、ちょっとまあ伝えたかったっていう意味

で例をあげたということです。 
（障害保健福祉課 田村） 

健康管理の部分と医療費の助成制度ですけど、基本的に通院と入院ということで病院にか

かった部分での医療費の助成ということになりますので、その辺はご理解いただきたいと思

うんですけど、健康管理とおっしゃっているのが具体的にどういうことを指しているのかち

ょっとよく分からないのですが… 
（松浦代表委員） 

健康管理というのは定期的な通院をしたり、予約をしたり当然受療行動に関わることだか

ら違わないと思いますけど今の話は。 
（障害保健福祉課 田村） 

私も理解が不十分だったかと思いますが、通院ということであれば重度の方は対象になり

ますので。 



（松浦代表委員） 
そこの重度の認識のことで今お話しをしたんですけど… 

（障害保健福祉課 田村） 
重度云々の話については、なかなか線引きっていうのは、身体、知的においても難しいと

思いますが、精神の場合はたまたまと言うか、一級二級三級というふうに３つの区分がされ

ておりますので、一番重い１級の方を重度というふうにさせていただいた次第です。先ほど

身体の方で１級っておっしゃいましたけど、身体の等級いくつあるかご存じですか？７級ま

であります。重度、中度、軽度というふうに、やっぱり３つに分けるというところでそろえ

ているんですよ。なので精神の方につきましても、３等分という言い方が適当かどうかわか

らないんですけど、そういう風にさせいただいているということです。 
（松浦代表委員） 

それはだいぶ理解が違うんじゃないですか？それは１級２級３級の３等分かもしれない

けど３級がじゃあ身体の６級７級と一緒かと、ということですか？１級から７級の 7 等分あ

って、精神は 3 等分だから、それを 3 個に負けて… 
（障害保健福祉課 田村） 

すいません訂正させていただきますけど、3 等分という言い方は適当ではなかったと思い

ます。そこは私の言い間違いです。 
（松浦代表委員） 

それから、便宜的に重度、中度、軽度かもしれないけども、1 級の方は常時介護が必要で、

長期間たとえば入院が必要だったりするわけです。ある意味ではそれは、最重度、重度、中

等度かもしれないんですよ。軽度の人は 3 級以下で認定されていないだけかもしれない。 
（障害保健福祉課 田村） 

県としましては、一級二級三級ということで一級の方を重度とみなしているということで

す。 
 
（医労連 嵯峨） 

障害者施設で働いている職員の賃金て高いもんじゃないと思う。今の政府の言い方だと看

護師と介護と保育という言い方で、ここに障害とか福祉全般って言うとかすっかり抜けてる

んですよね。皆さんは大変な中で働いているけど置いてかれたっていう風に思ってしまうと

思うので、是非そういう人たちは調査をして国への意見をあげていただきたい。 
 
（保険医協会 工藤） 

障害者権利条約から始まって、差別禁止法それから、石川県が制定されたすばらしい共生

条例、この３つで一貫した理念って何かというと、とにかく差別をしないってことが少なく

とも一致をしている。合理的な理由のない区別は差別だということだと思います。その意味

で今回私は精神障害の方が制度に入るっていうこと自体が、素晴らしいことで大英断だと言

って、拍手を送っていたんですけど、どこで線引きをするかっていうことが、いかに差別に

つながらないかというのにとても注目をしていました。もう少し具体的に言えば、今、石川



県の医療費助成制度は、身体障碍者手帳では 2 級の方を重度というふうに判断しているが、

この身体障碍者 2 級っていうのは、精神障害の方では何級なんだっていうのは、もすごい難

しいけれども一番大事な議論だと思っていたんですね。もちろん身体障碍者福祉法に基づく

等級というのは、法の目的からして基準は決まっていますし、知的障害の方もそうですし、

精神保健福祉法もそれぞれ等級というのは数字はあるけれども、それぞれ全然違う基準で決

められていて、あるいは障害年金なんかの基準も全然違う考え方で決められています。それ

を並べて議論するのは比較しようがないくらい難しいと思っていた。であるからこそ、1 級

と決めた経緯みたいなものをすごい知りたかったです。先ほどの話の範囲内では、身体障碍

者手帳は 2 級だから、精神障害は 1 級でしょみたいなもし決まり方だったんだとしたら、今

後でもいいので、しっかり検討していただいて、具体的に身体障碍者手帳 2 級の方の状態

は、精神障碍者手帳では何級にあたるのかということを、医学的、科学的にしっかり検討す

るような場とかを、もし許せば設けていただきたいなと思っています。その結果、身体の２

級は精神で 1 級相当だよっていうことをより具体的な理由を聞かせていただければ、こちら

も納得はしないけれどもそうかというふうに思う。じゃあ身体の方３級、4 級に上げるよう

にこちらも運動を進めるし、それが全体の底上げにつながると思うんですが、今のお話だと、

重度とは何か、精神障害の方にとって重度とは何かという、ちょっと物足りないと思う。今

後も検討を続けていただきたい。 
（障害保健福祉課 田村） 

これは十分な検討を経た部分はあると思います。身体と精神はまったく障害の内容が違い

ますね。身体は外見から分かりやすいが、精神は分かりにくいというのがあると思います。

ですがですね、法律的な制度の運用ということですね、どこかで線を引かなければいけない

っていうことで等級というのが設けられていると。精神というのは境目が曖昧だし、外から

分かりにくいということがあるんであれば、そもそも等級そのものを設けること自体がおか

しいんじゃないですかって結局煎じ詰めれば、そんな議論になってしまうと思うんですね。 
（保険医協会 工藤） 

究極的にはそういう話になるのかもしれませんが、今回の件は少なくとも身体で 2 級の方

は精神の何級かっていう線引きのところを議論していただきたいという趣旨です。 
（障害保健福祉課 田村） 

身体と精神を同列にですね、全く障害の中身が違うものですから、比べようがないと言い

ますか、これがこれに相当するという概念が、正確にと言ったら変なんですけど、きちっと

なかなか証明しきれない。どこかでもう線を引かざるを得ないけど結局なってしまって、そ

こを突き詰めるとですね精神の場合は特に、知的もそうかもしれないですけど、なかなかそ

の判断はしづらい。特に精神はそうだと全く私も異論はないですし、その通りだと思います。

ただそこを議論を突き詰めていくと精神の方の等級っていうものがおかしいんじゃないか

と。例えばちょっと別の制度でですね障害者雇用促進法の中ではですね、精神は重度の障害

じゃないって言われているんですね。私は個人的にはそれはちょっとおかしいんじゃないか

と思うんです。でもあえて障害者雇用促進法でそうしたというのは重度の議論を精神の中で

突き詰めていても結局答えが出ないという風なところがあって、これは私の勝手な推測です



よ。もしかしたら障害者雇用促進法の中では、そこの議論を避けたのかもしれない。障害者

雇用促進法では重度の方を雇用すると、二人雇用したっていう風にカウントするような制度

なってるんです。でも精神の場合はそうなってないんですね。私個人的にはちょっとおかし

んじゃないかなと疑問に感じたりするんですけど、おそらく今ほどおっしゃったそういった

その考え方見解の違いと色々あってですね、結局線を引ききれなかったっていう風な、国も

意地悪でやってるわけじゃ決してないと思うんですね。線を引き切れない事情があったので

はないかと思います。ただ未来の話ありますから、私もですね今の制度にずっといつまでも

固執するっていうのは、実際にその丸障の制度というのはですね変わってきてるわけですね

精神の方っていうのは非常に遅くなったと言うか、なかなかこうあの時代が皆さんの合意を

いただけるまでにはですね、なかなか時間がかかったっていうところではないのかと思いま

すけど、そういった背景もあるわけですから。ただこれは私個人の考えですが、科学的にと

いうのは現代の科学では難しいのではと思ったりもします。 
（保険医協会 工藤） 

微妙に受け取られ方が違う気がして…。よく分かるんです。最初に比較して線引きするの

は相当難しいとまず言いましたよね。だからこそ県の方が何級の方を対象にするのかをすご

い注目していたと。結果 1 級の方になったと。じゃあそこでどんな議論があって、どんなプ

ロセスで積み重ねがあったのかというところを知りたかった。だからもちろんここは難しか

った。判断できなかった。とりあえず現時点で線引きせざるを得ないということならそれで

構わない。でも今後いろんな有識者を交えて、しっかり意見を聞いていただいて、本当に身

体 2 級の方っていうのは精神では何級なんだろうっていうことを、少なくとも考え続けてい

ただきたい。どこかで線引きしないきゃいけないよね。じゃないんだってことだけはご理解

いただきたい。結果としてダメなのかもしれないですけど。お願いします。 
 

以上 


