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会  議  録 

会議の名称 第１１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２７年５月１４日（木）午後２時～４時 

開 催 場 所 いきいきプラザ３階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）永嶋昌樹、高橋節夫、根本信子、高橋千恵子、手賀清春、

村上正人、阿刀田俊子、吉田謙 

（市事務局）河村健康福祉部次長 

      障害支援課 花田課長、小倉課長補佐、宮本事業係長、

加藤支援第１係長、西尾支援第２係長、小髙給付係長、

保木本主事 

●欠席者：佐々木貴、武者明彦 

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 ４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  担当者名 小倉 

電話番号    ０４２－３９３－５１１１（内線３１６６） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○事務局Ａ 

 第１１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ありがとうご

ざいます。新年度になりまして初めての開催ですが、よろしくお願いいたします。そ

れでは、健康福祉部次長よりご挨拶申し上げます。 

２．挨拶 

○健康福祉部次長 

 改めまして、皆さんこんにちは。本年４月より着任いたしました河村と申します。

本日は、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。また、これまでこの検討

会にて委員の皆様にご提言等をいただき、重ねてお礼申し上げます。本日も皆さまか

ら、貴重なご意見等をいただくことになろうかと存じますが、どうぞよろしくお願い

いたします。 

○事務局Ａ 

続きまして、平成２７年度最初の検討会を開催するにあたり、私ども障害支援課お
いて人事異動があり、事務局のメンバーが替わっておりますので、簡単にご挨拶させ
ていただきます。 
（事務局挨拶） 
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○事務局Ａ 

それでは、ここからは永嶋委員長に進行をお譲りします。よろしくお願いいたしま
す。 
○委員長 

本年度もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、ここから私が会議の進行を

させていただきます。 

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） 

○委員長 

それでは議事に入ります。今回もガソリン費補助・タクシー料金補助につきまして、
引き続き議論していただきたいと思います。前回の会議で、ガソリン費補助・タクシ
ー料金補助に関する叩き台のような資料を事務局に用意いただき、その資料を基に委
員の皆さんに議論いただきました。 
前回の議論では手当化する方が良いとするご意見がある一方、手当の用途がぼやけ

てしまうといったご意見もありました。本日は、前回の議論を踏まえた上で、これま
でのご意見をまとめた資料を事務局に用意いただいていますので、簡単に説明をお願
いします。 

（配布資料について事務局より説明） 
○委員長 

 これまで、第９回、１０回と２回に渡って、ガソリン費補助・タクシー料金補助に

ついて議論いただいています。今後は、障害者手当や難病患者福祉手当の議論も控え

ていますので、今回はこの資料の３つの案につきまして、優先順位が付けられれば良

いかなと思います。それでは、ご意見のある方、よろしくお願いいたします。 

○委員Ａ 

 社会参加が謳われているのであれば、距離感も同じにして欲しい。車を持っている

人は有利になる、それもおかしい。車を購入する時点で税金は引かれてきているし、

前に誰かが言ったけど維持費がかかる。維持費からも税金は引かれている。 

○委員長 

 まず一つは、距離の問題と税金の問題ですね。前回も税金の話は出ました。課税の

人、非課税の人を対象にするのかといった議論もありましたし、そもそも課税や非課

税で分けるのではなく、全ての障害者に公平にすべきではないかという話もありまし

た。この関連で何か他にご意見はありませんか。 

○委員Ｂ 

 障害者で車を持っているからといって、本人が運転するとは限りません。家族が運

転して、障害者を移送する場合もあり、家族が税金を払っている場合もあるわけで、

足りない分をガソリン代として補助しているというのも、家族が世話をしている以上、

当然のことだと思います。本人が運転して、ガソリン代を補助してもらうというのが、

一番良いとは思いますが。 

○委員Ａ 

 車の名義を誰にするかによって、費用も変わってくる。車の持ち主が障害者であっ

たならば、購入のときの税金も安くなるし、車に対する年間の税金も安くなる。 
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○委員長 

 確かに、誰を名義にするかで費用は変わってきますが、そのような状況を踏まえて

どのような制度にしていけば良いとお考えですか。 

○委員Ａ 

 手当の一本化です。ただ、距離の問題は解決しません。障害者の中には、自分では

領収書の管理ができないこともあります。こういう場合は、家族が代わりに管理して

いると思います。話せないのであれば、領収書ではなくて、カードを出せばよい。自

分達の障害に対する工夫がない。資料では、３つの案があるけれども、４つ目の案と

して廃止というのがあれば、廃止に賛成します。 

○委員Ｃ 

 援助は欲しい。３つの案の中では、案３の手当として一本化することを選びます。 

○委員Ａ 

 ある一定の距離まで走れるところを基準として、タクシーもガソリンも揃えるべき

です。ガソリンについては、８０リットルではなくて、１リットルで良いのではない

でしょうか。仕事で車を使っている人は別として、月に８０リットルも使えると思い

ますか。 

○委員長 

 まあ、どういう用途で使うかにもよりますし、燃費の問題もあります。 

○委員Ａ 

 燃費も良くなってきている。福祉で良くないところは、新しい制度が始まった際に

前の制度を廃止しないところ。それで、受け取れた人と受け取れなかった人に差が出

てくる。年金や手当だって差がつく。廃止しないから、どんどん増えていく。ガソリ

ンでドライブは可能だが、タクシーをドライブ代わりにはできない。 

○委員Ｃ 

ガソリンに比べて、タクシーを使う人は不利です。 

○委員Ｄ 

 車椅子の人がガソリンを利用する場合、乗る車によって燃費の差がある。同じ障害

でも差が出てきている。 

○委員Ｅ 

 タクシーも同様です。リフト付きのタクシーを予約すれば、予約の料金が発生する

し、走行料金自体も割高になる。普通のタクシーに乗れる人は、割高な料金がかから

ずに乗ることもできる。 

○委員長 

 タクシーとガソリンの差もありますし、タクシーの場合はどのような車に乗るのか

によっても違うし、ガソリンも同様ですね。距離の問題については、なかなか公平に

するのは難しいのですが、何か解決する方法はありますか。 

○委員Ａ 

 ガソリンの上限金額を減らして、タクシーの方を上げる。又は１リットル５５円分

だけ援助する。どんなに燃費の良い車であっても、１リットルあればタクシーより遠

くまで走ります。 

○委員長 

 １リットルを限度とするということですか。 

○委員Ａ 

 廃止しないのであれば、そうです。タクシーだったら、家から市役所まで往復する

と３千円かかります。車でガソリン１リットル分を走ったら、何往復できますか。そ
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のようなアンバランスな制度だから、廃止した方が良い。 

○委員長 

 そもそも移動に対する考えを転換した方が良いという考えですね。 

○委員Ｆ 

 私は障害があるので、携帯メール等はできるが、タクシーは電話で呼び出しができ

ない。ガソリンは廃止し、案３を希望します。 

○委員長 

 タクシーを利用する場合に、電話で呼べないところが不便であるということですね。

補助することに関して言えば、ガソリンもタクシーも一本化して手当化するというご

意見です。 

○委員Ｅ 

 精神障害のある方は、ガソリン・タクシー補助の対象になっていない。当事者側と

して、今のところ何とも言えないのですが、ガソリン・タクシー補助も時代が変わっ

て、車の性能が良くなったり、いろいろと要素が変わってきたので、今の制度は一定

の役割を果たしたのかなと思います。身体障害者の方々の働きかけによって制度が生

まれたことも分かりますし、敬意も表したいのですが、やはり時代の推移とともに役

割も変わってきていると感じています。 

○委員長 

まず精神障害のある方は、ガソリン・タクシー補助の対象になっていないので、当

事者側の立場として、何とも言えないということと、移動に対しての補助は役割を終

えたのではないか、ということですね。 

○委員Ａ 

 ガソリンが補助の対象になったときから、今の時代と比べて、駅等のエレベーター

の数がどのくらい違っているか分かりますか。 

○委員長 

 どれくらい違っていますでしょうか。 

○委員Ａ 

 １７８倍ですよ。それで同じことをやっているんですか。駅での上り下りが大変で

あるとか、段差があるからと車椅子の人達が言ってきたわけですよ。そのような団体

がガソリンの補助を行なうよう運動して、最初にガソリンの補助を行なったのが中野

区。その後で駅の段差はなくなってきた、エレベーターが出来てきた、条件が違って

いるわけじゃないですか。ガソリンの時代から電気や水素へと変わってくるわけです。

このように条件が変わってきて、段差が無くなると、車椅子の方は動きやすいでしょ

うが、逆に言えば、視覚障害者は動けない状況になってきているわけです。 

○委員長 

 バリアフリーのはずが、むしろバリアになっているということですね。 

○委員Ａ 

 そう。先輩が勝ち取ってきたから、ではないでしょう。時代が変わったんでしょう。 

○委員Ｇ 

 これまで議論された３つの案の中で、どれが一番効果的か問われると、正直難しい。

東村山市社会福祉協議会で行なっている移送サービスに関しましても、これまでやっ

てきたことを否定するわけではないんですけれども、制度がそのときの実情に合って

いるのかという見直しをするということができなかったのかなという反省もあります

ので、新しい仕組みを考えたいという思いもあります。 

○委員Ｃ 
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 社会参加を促すという原点を忘ず尊重して欲しいと思います。 

○委員Ｂ 

 障害者が社会参加しやすくするために、このような移動支援があると考えておりま

す。 

○委員Ｇ 

 社会生活、日常生活に支障をきたさないような仕組みを作っていく必要がある。 

○委員Ｂ 

 社会福祉協議会の移送の条件が変わってきて、介助者を付けないと単独で車椅子に

は乗せないという条件付きになってきているので、移送サービスが縮小の方向にいっ

ている気がします。できれば、市で移送サービスをやっていただければ、嬉しいかな

という考えもあります。 

○委員Ｄ 

 移動サービスを提供する際は、提供者に給付費が入りますが、その給付費だけでは、

経営が成り立たない状況です。サービス提供者に対する補助にもっと予算をつけるの

か、個人に対してつけるのかという課題がある。本当に困っている人に、補助が行き

渡るというのであれば良いのですけど、今のままだと遊びの外出で、でどこまで行っ

ても社会参加として利用できてしまう。案１と案３だと距離の問題で不公平感が出て

しまう。公平という面で言えば案２になると思う。 

○委員長 

 そもそも今までの議論は、個人に対する手当とか補助の問題であったけれども、制

度が成り立たないのは補助がないから、それを運営するところが赤字になってしまい、

なおさらできなくなる。そのようなところにお金をもっていくというのも一つの考え

ではないかということですね。 

○委員Ａ 

 あと障害者にも負担をかけさせることです。社会福祉協議会の移送サービスは無料

でやっているから良くない。障害者はお金を払わなくて良いものと思っている。 

○委員長 

 住民の視点から言えば、行政であろうが、社会福祉協議会であろうが、どういうサ

ービスが市内にあるかということが大切ですよね。ただこの検討会は、市の単独事業

に関しての議論をお願いされているので、全ての障害サービスについてまでは議論し

きれないところもあります。 

 では、これまでのまとめとして、これまで皆さんからのご意見を基に、３つの案で

お伺いするところでは、手当の一本化という意見が多かったのですが、移動とか移送

という考えではないというところから見直して、今の補助制度を廃止にするという案

も出てきました。そうしますと、叩き台として挙げていただいた３つの案のうち、現

行制度を基本として、利便性の向上を図るというご意見の方は、どなたもいらっしゃ

らなかったと考えてよろしいですね。 

○委員全員 

 異議なし。 

○委員長 

 では、３つの案のうちの１番目である「現行制度を基本として、利便性の向上を図

る」に対して賛同する方はおりませんので、案１は無くなりました。 

残りの案の中では、手当の一本化というご意見が多かったですが、制度の補助とい

う考えのもとでは、残りの案の中でもし選ぶとすれば、案２のタクシー券だろうとい

うお話でした。ただこれは、３つの案の中から選ぶとすれば、というお話でした。そ
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れ以外のご意見では、極端なことを言えば廃止、さらに大きな考えでは、移動等に対

する補助ではなく、また障害を特定するということでもなく、社会参加全般に対して

の補助ということでした。 

これから議論を進めていくにあたり、手当の一本化を考えるのか、根本的な考え方

から見直すのかということになるかと思います。タクシー券というお話もありました

が、制度の見直しの中に含まれるという考えでよろしいですか。 

○委員Ｄ 

 この３つの案の中で距離の公平という面では、タクシー券ということであれば、差

がつくことはなくなります。あるいは、手当化してしまえば、案１と案３はあまり変

わらないと思います。 

○委員長 

 まず、案１が無くなったことが成果と思います。ここで１０分間の休憩にします。 

（１０分間休憩） 

○委員長 

 再開します。３つの案の中で課題に出ていたものが、いくつかクリアされました。

例えば、ガソリンではなく電気や水素で走る自動車については、案１の課題としてあ

りましたが、現行制度のガソリンのみとしないという案ですので、クリアされました。 

それから請求手続きの煩雑さにつきましても同様です。また、その月の分を次月に

繰り越せるかという課題も考えなくていいわけですね。案１は無くなりましたけれど

も、案２と案３は残っているわけですし、それにプラスして、廃止や社会参加という

考え方があります。さらにご意見がありますか。 

○委員Ａ 

 移動に関して、ガソリンやタクシー補助制度から離れて、新たな制度を作るという

ことが必要と思います。 

○委員長 

 先ほどの議論でも、社会参加をしやすい何らかの制度が必要と意見がありました。 

○委員Ａ 

 ただし、障害種別で区分けしないということです。福祉全体に言えるのは、福祉が

障害別だから、対象外の方ができてしまう。移動に関しては、どの障害も大変だと思

います。考え方を変えなければいけないと思います。 

○委員Ｅ 

 精神障害のある方の中でも、重度の方は行動することに困っている方がいます。当

市では、移動に関して精神障害のある方に対する制度がないため、家族が頑張るしか

ありません。高齢の母親が病院への送迎を強いられていたり、奥さんが旦那さんをお

ぶってバス停まで送らなければならないということもあり、移動に関する相談も実際

にあります。制度的に無いため、ボランティアさんを探そうということになってしま

います。精神障害のある方にも、移動に関する援助が必要な方もいることから、何と

か利用できる制度が欲しいと思います。 

○委員Ｆ 

 聴覚障害者が社会参加をする場合、コミュニケーションをとるために手話通訳者が

必要ですので、手話通訳を利用することが、社会参加となります。 

○委員長 

今までの議論では、必ずしも移動や交通手段が社会参加という意味ではないという

ことです。社会参加について、他にご意見ありますか。 

○委員Ａ 
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 皆さんに聞きたいのですが、社会参加とは何ですか。障害によって捉え方が違うと

思います。寝たきりの方から、生きているだけで社会参加と聞いたことがあります。 

○委員長 

 どのようなことが社会参加であるかというのは、障害によってではなく、個人の考

え方によっても違います。例えば、今生きているだけで社会参加というお話がありま

したけれども、それで税金を払っているとか、食べ物を食べて消費しているから社会

の循環に関わっているという考えも社会参加として捉えることができます。 

○委員Ｃ 

 自分がやりたいことを活かす、自分が自分らしく生きられることが社会参加である

と思います。自己実現です。 

○委員Ｂ 

 家に閉じこもらないで、買い物へ行くにしても、障害があって大変という方もいる

わけですから、家でインターネットなどで品物を頼むのではなくて、自分で行って品

物を見て買ったりして生活の準備をすることや、みんなで集まってお茶を飲んだりす

ることも、社会参加なのではないかと思います。 

○委員Ｄ 

 市単独事業のあり方を話し合ったときに出たと思いますが、障害者の生活の充実が

１つあって、もう１つが社会参加の機会です。社会参加の機会というのは、障害者が

その障害ゆえに自宅に閉じこもってしまうのではなくて、友人と話すのも良いし、人

と人との関わりの中で入っていくのが社会参加だと思います。 

もう１つの社会生活の充実というのは、例えば、自分自身が買い物へ行くとかコン

サートに行くとかであり、参加というのは他の人との関わりであって、この両方を満

たすための制度が望ましい。そのために移動がネックになるのであれば移動に対する

援助が必要となります。そう考えると、現制度がなぜ身体障害者手帳と愛の手帳の所

持者に限定されるのか。手帳の種別に寄らずに使えるような制度をつくる必要がある

のではないかと思います。 

○委員長 

 ガソリンのことでドライブに行くのはどうかという話が出ましたけれども、社会生

活の充実という意味において言えば、あてはまるわけです。 

○委員Ａ 

 別にドライブに行っても構わないけれども、ガソリンとタクシーを比べたらどうな

のですかということです。一本化されていたら、自由に使っていいと思います。 

○委員長 

 手帳や障害種別によって比べるのではなくという話です。気になるのは、どこまで

の範囲まで含まれるのか、限られた予算ということもありますので、どうなっていく

のかなというのが心配になってきました。 

○委員Ｂ 

 精神障害のある方の話になりますが、病院に行くことやデイケアに行くことも、社

会参加という考えがあります。それをしないと生活が崩れてしまったり、閉じこもっ

てしまうこともあります。 

○委員長 

 社会参加について、いろいろとご意見をいただきました。そこで、本日の議題であ

るガソリン、タクシー補助をどうしていくかですが、今までのご意見ですと、ガソリ

ン・タクシーではなくて、社会参加に対する手当と考えていったらどうかということ

でよろしいでしょうか。単にガソリン・タクシー補助を手当に一本化するという話よ
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りも先を行っているわけです。 

○委員Ａ 

 一本化すること自体が、今のガソリン・タクシー補助制度の廃止だと思っています。 

○委員長 

 タクシー券で補助するという考え方は、無いということでよろしいでしょうか。ガ

ソリンとタクシーに限らないということではありますが、手当化という考え方でいけ

ば、案３が一番近いかとは思われます。社会参加とか社会生活の充実という意見も出

ておりますが、再構築したら手当化という考え方でよろしいでしょうか。 

〇委員全員 

 異議なし。 

〇委員長 

 もう一度整理します。案１の「現行制度を基本として利便性の向上を図る」という

考え方と、案２の「制度を１本化し、タクシー券により補助する」という考え方は採

らないということです。案３の「制度を一本化し及び手当化し一律の金額を支給する」、

一本化というのはガソリンとタクシーを一本化という意味ではありますが、手当化と

いう意味では、案３が一番近いということでよろしいでしょうか。 

〇委員Ａ 

 一本化とは、廃止をして手当にするという考え方が良いと思います。 

〇委員長 

 廃止して、まっさらな状態であるという考え方もありますし、ガソリンやタクシー

等、用途にこだわらないものに変更するという考え方もあります。 

〇委員Ａ 

 実質的には廃止と同じなので、廃止して新たに手当化をするほうが良いと思います。 

〇委員長 

 Ａ委員からのご意見ついて、いかがですか。 

〇委員Ｄ 

 私は初めから、手帳で制限されていたり、手帳を所持していても聴覚障害のある方

はこの制度の対象外であるわけです。そのような制度ではなく、先ほど手話通訳のお

話がありましたが、別の手段が必要になるので、社会参加するためには、必要なこと

にお金が充当できるようにすれば良いと思います。だから、廃止して新たな制度をつ

くることが、主旨にあっていると思います。 

〇委員Ｂ 

 廃止で良いと思います。ただ基準の設定がやはり難しいと思います。今までは手帳

等を基盤としてきたのを、改めてやり直すのは大変だと思います。 

〇委員長 

 どこまでを範囲とするかを決めるのは難しいということですね。 

〇委員Ｂ 

 今までの基準はあったほうがわかり易いかなという思いはあります。 

〇委員Ｅ 

 私はやはり手話通訳ですね。例えば手話通訳を利用する際に非課税の方は無料です

が、課税の場合は利用料がかかります。そういうことでも社会参加をするという上で

は利用料を無料にして欲しいと思っています。 

〇委員長 

 無料という話ですと、少しニュアンスが違ってくるかと思います。課税・非課税に

限らず利用できるような手当ということが近いでしょうか。 



 9 

〇委員Ｅ 

 そうですね。 

〇委員Ａ 

 それは視覚障害者も同じことが言えます。でも課税・非課税関係なく利用者負担は

支払ったほうが良いと思います。これは私個人の意見です。 

〇委員長 

 市単独事業における社会参加に対する手当という意味においての課税・非課税につ

いてはいかがでしょうか。 

〇委員Ａ 

 課税・非課税関係なく負担するべきだと思います。なぜ課税の方と非課税の方を区

別するのか。利用したらその分を支払うのが当たり前だと思います。 

〇委員長 

 むしろそこが公平であると。 

〇委員Ａ 

支払えないのであれば、その我慢も必要じゃないでしょうか。家にいるのも社会参

加だと思います。よく皆さんが障害者は外にでなくてはいけないという言葉をよく聞

くけれども、人によっては、家の中でも社会参加出来ている人もいるわけです。それ

を無理に出す必要はないということです。 

〇委員長 

 課題なのは、出たいと思っているのに出られないということですよね。外に出たい

かどうかは、ご自身の意思というお考えですか。 

〇委員Ａ 

 はい。先ほど、課税・非課税関係なくと言いましたが、生活保護も利用者負担を支

払うべきだと思う。福祉が充実すればするほど生活保護受給者の生活が豊かになる。

だから全体的に負担することは、良いと思います。 

〇委員Ｆ 

 課税・非課税の考え方について確認したいのですが、今は一本化した手当を考えて

おりますが、一本化した場合の対象者を、課税の方・非課税の方で分けるという考え

ですか。 

〇委員長 

 先ほど、委員Ｂからどこまでを範囲にするかというのが今後の課題ではないかとい

うお話でしたので、それを受けて、いろんな範囲の設定の仕方があるかと思いますが、

それはシミュレーションを事務局に出していただくか何かでないと、ここでは全く分

かりません。その前提として、課税・非課税をどう考えるかということをたまたま皆

さんにお聞きしただけですので、ここで決めようということではありません。 

例えば、どこの範囲に設定したらどのくらいの対象人数がいるのかも、全く分かり

ませんので、その辺は、事務局に一任して、ある程度の案を粗々でもシミュレーショ

ンしていただくということで皆さんよろしいでしょうか。事務局はいかがですか。 

〇事務局Ａ 

 4番目に廃止という意見がありましたので、お配りしている資料の表の案３の隣に付

け加えたほうが比較にしやすいのではないかと思っています。これまでの議論ですと、

範囲が何も出ていなくて、151,000人の市民が対象になってしまいますので、既存のガ

ソリン・タクシー補助を受けている方の人数として計算してみる等、粗々の数字を出

すだけだったら出せるのかなと思います。 

ガソリン・タクシー補助の予算は、今年度は約 2,200 万円です。その 2,200 万円を
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月で割って、どのくらいかというのであれば、そんなに難しい話ではありません。た

たき台になるかは分かりませんが、そのくらいの案でしたら、次回までには作れると

思います。 

〇委員Ｄ 

 データの出し方ですが、1つは今限られている人にするというものと、もう少し広げ

て、それぞれ手当化して払うとしたら、何人くらい対象となるのかと、例えばそれが

3,000円だとしたら、かなり膨大になる。今の対象者だといくら払っていますというふ

うな２つのデータがいると思います。 

他の障害も難病の方も含めて、前に人数別に出した表を作られているんですね。そ

れを現行の手当を払うとしたら、広げるとこのくらいの人数になって、このくらいの

金額になってしまう、現行はガソリン・タクシーだけだと対象者がこのくらいで、そ

の中でもみんなを手当化してしまうと、同じ身体障害者の方でも知的障害者の人数の

何分の一くらいかというデータがないと、全部支給するとなると予算も大きくなって

しまうので、検討する前にそれらのデータを出してもらうのが良いかもしれない。 

〇委員長 

 例えば市内の知的障害者の数とか、そういう意味でしょうか。 

〇委員Ｄ 

 そうです。 

〇委員Ｆ 

 今はガソリン・タクシー費補助の再構築に関する意見ということで、そういう細か

い単位まで話をしているのはわかるのですが、廃止あるいは変えていくという方向が

出ましたので、ここで一旦議論を止めて、その他の事業の見直しを検討してからする

というのはどうでしょうか。 

〇委員長 

 社会参加等のための手当にする方向性での結論として、一旦止めておいて、その他

の手当に進めたらどうかということですね。 

〇委員Ｆ 

 それぞれ整合する部分の意見もそのうちに出てくるのかなと思います。市全体の単

独事業を考える中で、それらを一つ一つ解決したつもりであっても、あとで矛盾が出

てくると思います。 

〇委員長 

 まず、どれくらいの方が対象人数となるかについては、例えば精神障害のある方で

すと、どれくらいいらっしゃるか分かるものでしょうか。 

〇委員Ｆ 

 基本的には精神障害者保健福祉手帳取得者になってしまいます。 

〇委員長 

 手帳を取得している人でどのくらい、取得していない人でどのくらいかというのは

わからないですよね。 

〇委員Ｆ 

 自立支援医療制度を利用して通院している方もいますし、制度を利用せずに通院し

ている方もいますので、数値等は全然わかりません。 

〇委員長 

 ある程度どこかで枠をはめないと、算出もできなくなりますね。 

〇委員Ｆ 

 特に精神障害のある方の場合は、社会参加に対して、本当に必要な方がどのくらい
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なのかも見えない。こういうプログラムがあるからいかがですかと聞けば、みんな手

をあげると思いますが、本当に必要な方かは違うと思います。その辺をどう判断する

かだと思います。 

〇委員長 

 わかりました。とりあえず対象となるような人数は出し難い。Ｄ委員から基礎とな

るようなデータが、全てではなくてもある程度出せないかというご意見もありました。 

〇委員Ｄ 

 以前に配布された資料で、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳交

付状況がありますが、この中で無いのが難病の方。 

〇委員長 

 難病については、新たな難病医療費制度等についてまで確定されていませんので、

どこの範囲の難病にするかは、何とも言えないところですので、なかなか難しいかも

しれません。本日は、社会参加に対する手当という考えで検討を進めていくようにす

るということで、一旦止めておいて、残された制度を検討していくということにして

はいかがでしょうか。 

（発言者なし） 

〇委員長 

わかりました。事務局もそういう方向性でよろしいでしょうか。 

〇事務局Ａ 

 先ほど、精神障害のある方のお話がありましたけれども、精神の自立支援医療に関

しましては、平成 25年度の数字が手元にありますが、精神障害者保健福祉手帳の所持

者も含めてですが、約 2,800 人が利用されています。精神障害者保健福祉手帳の所持

者は 1,084 人です。逆に 1,084 人全員が医療を受けているとは限らないので、どちら

の数字を選ぶかで大分変わってきます。また難病も同じで、身体障害者手帳を持ちな

がら難病医療費の助成を受けている方もいます。事務局としては、皆さんのご意見の

とおり、今後、対象範囲がより明確にしていただいたほうが、整理し易いかなと思っ

ております。 

〇委員長 

 範囲を不透明なままシミュレーションするわけにもいきませんので、とりあえずガ

ソリン・タクシー費補助については、ここで一旦止めておいて、他の手当の検討と並

行して、議論していくことでよろしいですか。 

〇委員全員 

 異議なし。 

〇委員長 

 それでは、本日の議論はここまでにしたいと思います。次回は残されている他の手

当の検討に入りたいと思います。 

 最後に次第の 4その他について、事務局から何かありますか。 

〇事務局Ａ 

 次回の日程についてです。次回は 8 月上旬あたりを予定しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

〇委員長 

 それでは、第 11回障害福祉に関する市単独事業再構築検討会を閉会いたします。 
 

 


