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会  議  録 

会議の名称 第１２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８月１０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、佐々木貴、高橋千恵子、手賀清春、村上正人、

阿刀田俊子、武者明彦、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：高橋節夫、根本信子 

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 ３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12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。初めに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 

 本日は、大変お忙しい中、また蒸し暑い中、第 12回目を迎えます本検討会にお集ま

りいただきまして誠にありがとうございます。本日も引き続き活発なご議論とご意見

を賜りたいと存じます。本日もよろしくお願いいたします。 

○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 

それでは、ここからは私が会議の進行を務めさせていただきます。初めに、議事に

入る前に会議開催にあたり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 
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 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。これまでの会議におきまして、具体的な各事業の議論に
入っています。第 7回、8回の検討会では、障害者手当を議論して課題の抽出がある程
度終了しています。主な課題としては、精神障害者への対象者拡大の有無、対象者を
拡大した場合の限られた財源の中で、制度設計・所得制限の変更などということが挙
げられました。また第 9回から 11回の検討会では、ガソリン・タクシー費補助を議論
し、主な課題としては、電気等ガソリン以外の燃料など移動手段に関する対象拡大の
有無、毎月の上限額設定の有無、事務手続きの簡素化などが挙げられ、社会参加のた
めの手当として構築していく方向性として出されたところです。 

本日は 12回目になり、丸 3年経つわけですけれども、あっという間に経過してしま
いました。今回からは、4つの事業のうち最後になります難病患者福祉手当の課題の抽
出と解決策について議論を進めていきたいと思います。 
議論に入る前に、難病医療法施行により難病の範囲が大きく広がりました。事務局

に資料をご用意いただいた都道府県が実施する難病医療制度の説明と、市の難病患者
福祉手当制度を含めた説明を事務局よりお願いします。 
（配布資料について事務局より説明） 
〇委員長 

 いろいろな課題があるかと思いますが、難病患者福祉手当について、まずは課題を

中心に議論をしていただければと思います。 

〇委員Ａ 

 障害者総合支援法で、難病も障害者の範ちゅうに入りました。市単独事業の障害者

手当と難病患者福祉手当がありますが、手当の金額が違うことについて根拠があるな

ら教えてください。 

〇事務局Ｂ 

 障害者手当と難病患者福祉手当について申し上げますと、以前お答えさせていただ

いたとおり、明確な算定基準はありません。あえて申しますと、この間東村山市の財

政状況あるいは他市の状況等を鑑みて金額を決定したものです。 

〇委員Ａ 

 障害者手当の金額が、難病患者福祉手当よりも 2,000 円多い明確な根拠が無いとい

うなら、同額にしていただきたい。その金額の差が問題だと思います。 

〇委員Ｂ 

 福祉は、全体の事を考えずに個別に考えているから、結果として差がつくのは当然

と思います。この際、ある面で国は全部の障害を１つにまとめようとしているのだか

ら、市の手当も全部まとめることが一番良いと思います。どの障害でも、手当の使い

道は同じだと思います。個々に使い方が違うかもしれませんが、生活の足しにしたり、

そうじゃない人もいると思います。使い方は違っても、障害によって金額に差がつく

ことは、おかしいと思います。働けない状態の人は働けないし、それは重度であれ軽

度であれ、働けない人は働けない。だから手当の使い道も何に使いなさいという決ま

りは、たぶん無いと思います。 

〇事務局Ｂ 

 手当の使い道についての指定はありません。 

〇委員Ｂ 
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 難病患者福祉手当も障害者手当も同じ金額で良いと思います。 

〇委員長 

 障害の定義に難病も含まれることになりましたから、手当額は両方一緒にするとい

うご意見です。他の委員の皆さんはいかがでしょうか。 

〇委員Ｃ 

 同一で結構だと思います。 

〇委員Ｄ 

 難病はやはり治療が難しいということで難病に指定されていると思います。なかな

か治療が困難だと思いますが、まず基本部分があって良いと思います。指定された時

点を基本とし、治療の量や検査の量を加味して加算していくかたちです。金額に明確

な根拠が無いということですが、逆に国の手当であれば、その根拠があって支給して

いるのかなと注視していたのですが、何かしらどんな手当も基本部分というのがある

のかなと思うのですね。軽重と言って良いのか分かりませんが、今治療しなければい

けない時期や安静期等で手当額に差があっても良いと思います。 

〇委員Ａ 

 難病の状態によって金額を下げて当然ということですか。 

〇委員長 

 例えば進行性の難病ですと、手当額が多くなっていくとか、発症間もないとまだ一

定の病状に達していないので、その状況に合わせて手当額が変わっても良いのではな

いかというご意見です。 

〇委員Ａ 

 そうしたら、障害者手当も同様のことが言えるわけです。ですから、それはあまり

有効な論議ではないと思います。 

〇委員長 

 障害者も様々な障害程度があるから、難病だけ変動があるのは適切ではないとのご

意見でした。他にいかがでしょうか。 

〇委員Ｂ 

 委員Ａが言っているように、症状等で区別してくると大変になると思います。 

〇委員長 

 それは等級に応じてということでしょうか。 

〇委員Ｂ 

 東京都の心身障害者福祉手当の対象外の人は、市の手当に全員対象で良いと思いま

す。予算が無ければ、手当額を低くすることもできる。予算によっては、今まで受給

していた人は手当額が下がってもしかたがない。予算の範囲内で、みんなで分けたら

良い。 

〇委員Ａ 

 それからもう１つ、障害者手当と難病患者福祉手当を一緒にしてしまうということ

が結論的になるのかなと思います。 

〇委員長 

 市単独事業では別々の手当ですが、それを一緒の手当として考えるということです

ね。他にご意見いかがでしょうか。 

〇委員Ｄ 

 １つ質問ですが、難病指定されると医療証を交付されますよね。それ以外に進行度

合いによって障害程度・等級が決まってくるのでしょうか。 

〇委員Ａ 
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 パーキンソン病の場合、1 から 5 度までの重症度を区分する数値があって、指定難

病の認定を受けるには、3 度以上の重症度が必要です。 

〇委員長 

 パーキンソン病の場合は、かつては 1 度や 2 度も認められていましたが、今は 3 度

以上です。 

〇委員Ｅ 

 難病患者福祉手当と障害者福祉手当を一律にするのは良いことだと思うのですが、

いつも精神障害のある方が対象から漏れてしまう。手当自体がそもそも無いので、そ

こに精神障害のある方が含まれると良いと思います。 

〇委員長 

 精神障害についても手当の対象者に含まれるべきだというご意見です。 

〇委員Ｆ 

 やはり障害等級によるとか、難病の症状によってランクをつけるという考え方は、

市の制度として行う場合、難しさがあるというのが率直な意見です。ですから、障害

のある方や難病に罹患している方は、ざっくり言うと生活支援に対する手当と捉えて

おいて、そのベース部分について、何らかのかたちで市独自の支援ができないのかと

いう考え方が、何か一番分かり易い気がします。もちろんその時の対象としては、少

なくともこの今の枠組みの中で捉えられている方は、対象とすべきだと思います。難

病に罹患されている方が対象になるのと同じように、精神障害のある方も手当の対象

とすべきだという意見に、同意します。 

〇委員Ｂ 

 私も精神障害のある方が、手当の対象になることは良いと思います。ただ困難性が

高すぎると思います。 

〇委員長 

 困難性が高いということは、どういうことでしょうか。 

〇委員Ｂ 

 あまり細かいことを考えないで、大雑把で良いと思います。障害者に該当している

のであれば、手当の対象にすべきです。細かい決まりを作らないで、その枠に入った

からには、対象にすれば良いと思います。 

〇委員Ａ 

 パーキンソン病に限ったことですが、重症度が 1 度と 2 度の方は、難病指定をもら

えません。その方々は、助成制度が利用できませんから、薬代等も高いわけです。難

病指定はされなくても難病に罹患していれば、何らかの援助があっても良いと思いま

す。 

〇委員長 

 先ほど事務局から説明があったとおり、対象となる難病が、306 疾病ありますので、

各疾病によってもそれぞれの事情があると思いますが、その辺を含めてご意見が他に

ありますか。 

〇委員Ｄ 

 障害だったら何でも良いから手当を支給することは、少し乱暴と思いました。例え

ば精神障害のある方でしたら、行政側は、こういう根拠だから手当てするという理由

がないと支出できません。精神障害のある方でも、障害基礎年金の１・２級を受給し

ている方に相当する障害状況の方に、こういう支給をするとか、根拠に基づいた指針

が必要だと思います。予算があるから手当を支払うということは、難しいと思います。 

〇委員長 
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 どこかに区切りをということでないと、根拠性に乏しいということです。 

〇委員Ｂ 

 所得による制限ではなく、預貯金額で制限したら良いと思います。 

〇委員長 

 預貯金額で制限するというご意見がありました。預貯金額ですと、資産の有無を調

べないといけないことになりますが、いかがでしょうか。 

〇委員Ａ 

 介護保険制度では、資産・預貯金額で自己負担割合が 1 割と 2 割に分かれましたか

ら、調べるのは難しくないと思います。 

〇委員Ｄ 

 資力のある方に対する制限を設ける場合に、資産や所得を判断材料とすることは有

用です。まずは、どのような方に手当を支給するのか考えるべきで、そのことと資産

状況等は分けて考えたほうが良いと思います。 

〇委員Ｂ 

 福祉の世話にならなくても良いような預貯金額を持っている人には、手当系の福祉

は必要が無いと思います。 

〇委員長 

 預貯金額の基準はどうしますか。 

〇委員Ｂ 

 確か、障害者自立支援法の時代は、預貯金額で所得区分を判断していたと思います。 

〇事務局Ｃ 

 手持ち資料がありませんので、正確な金額はお答えできませんが、確かに低所得１、

低所得２という区分を判断する際に、預貯金額を確認していた時期がありました。 

〇委員Ｂ 

 人によっては、貰った手当を貯金できる人がいたわけです。手当の原資は税金です

から、障害の基準に該当したからといって、預貯金額に関わらず貰えるということは

おかしい。貰った手当を貯めて良いのかというと違うと思います。手当を生活費に充

てて生活をする人もいて、市にだって財政上の都合もあるから、税金から出される手

当を単に貯めている人には必要ないと思います。 

〇委員長 

 持っている資力に応じて考えるということですね。手当の対象となる障害状況の人

でも、資力がそれぞれ違うわけだから、資力に応じて制限があっても良いというご意

見ですが、いかがでしょうか。 

〇委員Ｄ 

 生活保護を申請した際は、福祉事務所は申請者に財産の申告を求めたり、申請者の

預金調査等をします。だからそれと同じ位置づけでしょうか。全てを把握することは、

法律の根拠や専門の調査機関でないと難しい気がします。収入を申告いただいて、あ

る程度の調査権は持つというところでしょうか。 

〇委員長 

 大枠としては、委員Ｂと同じということで考えてよろしいですか。 

〇委員Ｄ 

 はい。 

〇委員Ｇ 

 調査をするとなると、それなりに費用もかかります。手当の予算額から調査費用が

差引かれてしまうと、これは本末転倒なのではないかと思います。調査費用があまり
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かからない仕組みを考えなくてはいけないと思います。やはり公平になるのは、今ま

でも採用している住民税が非課税の方に決定することが、今まで以上に人件費等の諸

費用がかからないのではないかと思います。 

〇委員長 

 資力調査等を行うと、それだけ人件費や、おそらく調査に日数がかかったり、手間

もコストもかかるということですね。それでしたら、課税か非課税か等そういう目安

で制限したほうが良いというご意見です。 

〇委員Ｆ 

 今の制度で対象者が広がっていることは、それだけ必要とする人が多いということ

でしょうから、対象者の範囲には、精神障害のある方も含めて欲しいと思うのですが、

だったら全員なのかというと、やはりそこには何らかの形で枠組みが必要と思います。

しかし、そのために調査が改めて必要になると、コストになるという委員Ｇのご意見

も実によくわかる話です。やはり所得に根拠を求めざるを得ないのかなと思います。 

生活保護受給者の方は公的扶助があるわけですし、ある一定以上の所得のある方に

ついては、やはり遠慮していただくことがあっても良いのではと、直感的に思います。

非課税対象の方か、もうひとつ上の所得階層の方で、生活そのものに何らかの支援が

必要という、一般の人より医療費がたくさんかかってしまうとか、生きていくうえで

必要なコストが余分にかかる方に対する支援ということで考えれば、その辺のところ

に徹底しても良いのかなと思います。 

〇委員長 

 少しまとめますと、まず１点目は、今まで障害者手当と難病患者福祉手当は別々で

したが１つにまとめた手当・制度とすること、２点目は、精神障害のある方について

も手当の対象者に含めた方が良いということ、３点目は、それぞれ所得が違う訳です

から、何らかの形で所得制限を設けてはどうかということの以上３点と思いますが、

とりあえずこの部分を確認させていただいてよろしいですか。これについてご異議等

ありますか。 

〇委員Ｂ 

 所得となると、年金の問題があります。障害年金は非課税ですが、老齢年金は課税

対象です。そうなると、所得というのは何なんだとなってしまう。年金が全て課税か

非課税で統一されているのなら良いが、一概に所得と言って、調べることが面倒とか

コストがかかるとかいうことではなく、調べることも必要だろうと思います。年金が

課税であるならば、福祉にこんなに差がついてこないと思います。 

〇委員長 

 年間に入ってくるお金はそれぞれあるけれども、課税される年金と非課税の年金が

あるから、そこが公平ではないかということですね。 

〇委員Ｂ 

 老齢基礎年金を貰っている人よりも、障害厚生年金を貰っている人の方が年金額は

上回っているのに、多く貰っている障害厚生年金が非課税扱いなのはおかしい。それ

で同じサービスを受けているのもおかしいと思う。だから預貯金額も関係してくるの

ではないかと考えています。 

〇委員Ｇ 

 今の件ですが、非課税かどうかではなくて、実際の所得額で決めることが良いとい

うことですね。預貯金額ですが、タンス預金の例もありますし、預貯金は非常に操作

がし易いため、懸念もあります。これを基準にしてしまうと、この手当というのは、

なかなか基準を決め難いので、やはり非課税ではなくて、所得額にする等の基準で公
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平に見ていかないといけないと思います。もちろん所得額でも、財産の有無で差が出

ますけれど、はっきり言って預貯金は、調べるのに相当の労力とコストがかかること

も事実なので、それを障害支援課の現在の体制だけで可能かとなると、かなり難しい

と思いますので、やはり目に見えた基準で、より公平になるような基準で決めたほう

が良いと思います。 

〇委員長 

 いろいろご意見が出ました。どのような制限をかけるかということで、いろいろと

ご意見があり、まとまってはおりませんが、何か制限は必要であるということでよろ

しいでしょうか。 

〇委員Ｂ 

 要するに課税か非課税かではなく、どんなお金でも年間に収入したお金を足して、

その金額に応じての区分けしかないと思います。年金でも共済年金の人と障害共済年

金の人が同じ金額をもらっていて課税と非課税というのはおかしい。非課税と国が決

めているのだからしかたないけれど、市のほうが実際の収入額で行うと決めたら良い

と思います。 

〇委員長 

 わかりました。技術的にそれをどうやって測っていくのでしょうか。 

〇委員Ｂ 

 みんな確定申告で収入を申告しているはずです。 

〇委員長 

 確定申告という意見がだされました。これについて意見等ありますか。 

〇委員Ｄ 

 少し確認しておきたいのですが、まず年金の制度です。通常の国民年金等を受給す

るには、65 歳以上といった一定年齢の方に対する年金支給だと思っていました。障害

年金は一定年齢に達していなくても、障害をお持ちの方のための年金だと思っていま

した。そういうこと考慮して、所得から課税される市町村民税の税制は作られている

のだと思っていました。だからこそ、非課税になったりするのだと思っていまし、難

病医療費助成制度も、この市町村民税の課税状況を確認して判断していると思ってい

ました。預貯金の調査は難しいと言われたのですが、例えば市民に資産をお持ちです

かという文書照会くらいは出来ると思っているのですが、人件費があまりにかかると

いうことですと、ふさわしくないとは思います。 

〇委員Ｃ 

 難しいのですが、基本的には所得を調べたほうが良いと思います。 

〇委員Ｂ 

 老齢年金だろうと障害年金だろうと、貰った金額は変わらない。障害年金の使い方

と、老齢年金の使い方は同じでしょ。どこに変わりがあるのか、無いと思います。 

〇委員Ａ 

 委員Ｂに質問です。障害年金と老齢年金を分けるのが、おかしいとおっしゃってい

るんですか。 

〇委員Ｂ 

 要するに、障害年金でも老齢年金でも、その人によっては、障害を持った老齢年金

の人もいます。その人達は課税になってしまう人もいる。そうしたら、同じ金額もら

っていて、非課税の人もいる。非課税の人は障害福祉サービスの利用料の負担がなく、

課税の人は負担がある。だから金額が同じなのに、そうやって差をつけているという

のはおかしくないですか。それは老齢年金だろうと障害年金だろうと、入った金額が
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変わらないのだったら、同じに扱うべきということです。 

〇委員長 

 いろいろご意見がでておりますが、ここで１０分間の休憩とします。 

（10 分間休憩） 

〇委員長 

 再開します。先ほどの議論の続きになりますが、ご意見ありますか。 

〇委員Ｅ 

 所得あるいは預貯金で制限を設けることは、1 つの条件としては良いと思いますが、

今どちらにするか決めないで、障害者手当と難病患者福祉手当の支給条件をすり合わ

せ、そこへ精神障害のある方も対象となると、予算額がかなり増えるわけですよね。

平成 25 年度の資料で、障害者手当事業費が 6,000 万円いかないわけです。簡単に言え

ば、この金額を均等に分けることになると思っていて、そうするといろいろな条件付

けをもう一度考え直す必要があると思います。条件の 1 つとして、所得あるいは預貯

金の問題や、どういう方を対象にしていくのかと新たに考えていかないと、とてもじ

ゃないけれどパンクしてしまう気がします。そういう意味では、所得あるいは預貯金

の制限を設けることは、条件案の 1 つ。他の条件もあると思うので、一度条件案を出

し尽くして、どういう条件が一番望ましいのかを考えたほうが良いと思います。 

〇委員長 

 先ほど 3 つにまとめましたが、2 点目で、精神障害のある方も対象に入れるとなる

と、その人数をどう見積もるかということと、それから難病医療費の助成対象疾病数

が 306 疾病になりました。国では難病医療費の助成対象人数は２倍になると見込んで

いますので、単純に考えれば当市でも２倍になるとは思います。そうすると対象とな

る方の人数が、現行の条件のままですと、相当増えると考えられます。今のご意見は、

そのあたりの見込みをつけてからということでしょうか。 

〇委員Ｅ 

 見込みをつけてからよりは、統一した手当にするのであれば、見ている資料が古い

かもしれませんが、障害者手当を受給するには、65 歳未満で身体障害者手帳１～４級

または、愛の手帳１～４度を所持しており、本人及び扶養義務者が市民税非課税で、

心身障害者福祉手当、児童育成手当、及び難病患者福祉手当のいずれも受給していな

いことが条件です。難病患者福祉手当を受給するには、マル都の医療券を交付されて

おり、施設入所しておらず、本人及び扶養義務者が市民税非課税の方で、心身障害者

福祉手当、児童育成手当及び障害者手当のいずれも受給していないことが条件です。

ですから、障害者手当と難病患者福祉手当では、65 歳以上の方の取り扱いが違ってい

ます。そのあたりをどう考えていく議論しなければなりません。 

〇委員長 

 各手当にそれぞれ対象要件があるので、そこも見直さないといけないということで

すね。委員Ａのご意見ですと、パーキンソン病の重症度が 1 度と 2 度の方もいれて欲

しいということも含めての対象の見直しになると思いますが、条件を統一していくと

したら、どのように基準を設けるかについては、ご意見いかがでしょうか。 

〇委員Ｇ 

 統一はできないと思います。何故かというと身体障害者手帳は 1～6 級、愛の手帳は

1～4 度、精神障害者保健福祉手帳は 1～3 級ですし、難病でも区分があるようですし、

それぞれ区分の仕方が違っています。それぞれの区分の相関関係や、重軽度によって

分けるといっても、どこからどこまでと決めるのは難しい。今の国の制度は、重度の

方には様々な支援が用意されているけれども、軽度の方には用意されていないのだか
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ら、市の制度では逆に軽度の方に限定して、手当を支給する方法もあるわけです。そ

うすれば、条件の付け方が狭まってくるわけです。このあたりをすり合わせて、軽度

の方に手当を支給すれば、予算的にも足りてくる。手当を全ての方に支給するとなっ

たら、貰ってもしょうがない手当額になると思います。 

〇委員Ｆ 

 国の基準に合わせることが一番シンプルだけれど、国の基準にした場合は、貰える

人は国でも市でも貰えて、貰えない人は国でも市でも貰えない。結果として、市で救

うことにならないのが非常に悩ましいと思います。何らかの基準を持たなければなら

ない時に、じゃあどれなのかというと、私自身も絞り込めていません。結果的に１か

ら調査しなければいけない条件を設定した場合、先ほどご意見があったように、目に

見えないコストがどんどん膨らみ、結果として、手当が必要な方に支給される金額が

少なくなると意味がない。他の制度のために調査した資料や個人情報を、流用するこ

とができれば良いが、基本的にはできない話だと思います。今後どのようにするのか、

何を使うのかは、しっかりと皆さんのご意見をお聞きして、本当に必要とする人が貰

えるように、考えていきたいと思います。コストの話ではないという委員Ｂのご意見

もありますが、調査に予算や時間を取られたくないと率直に思います。 

〇委員Ｂ 

 国の制度は、重度の方に対する基準や考え方で、軽度の方はいつも対象にされない。

この際、重度の方の議論ではなく、軽度の方を対象とした議論をしたらどうでしょう

か。精神障害者保健福祉手帳の 3 級は身体障害者手帳の何級に相当するといった統一

見解を作ったら良いと思います。 

〇委員長 

 委員Ｂが、障害年金の非課税に関してお話がありましたが、以前の検討会において

も非課税のこと言われたかと思いますけれども、それと今のお話はちょっと通ずると

ころがあるかもしれません。一度対象になれば、どんな制度でも手厚く支援してもら

えるけれども、対象とならなければ全然支援が無いということでしょうか。 

〇委員Ｅ 

 精神障害のある方は、手当もないし、公的な支援は障害年金か生活保護です。生活

保護ですと、精神障害者保健福祉手帳 1・2 級を所持していると、障害加算があります

が、3 級では加算がありません。 

〇委員Ｂ 

 語弊があるかもしれませんが、重度の障害で身動きができない方よりも、軽度で身

動きができる方のほうが、生活費がかかります。寝たきりの人はオムツ代だって公費

が支給されるけど、自分で動ける人はオムツを自費で買っている人もいる。委員Ｅが

言ったように、精神障害のある方はある程度、生活が自力でできるから、老齢や障害

年金か生活保護しかない。生まれつき障害のある方は、幼い頃から手当等の恩恵があ

り、結果として預貯金も結構あると思います。 

〇委員長 

 手当ということを考えると、なおさらそうなるのかもしれないですね。 

〇委員長 

 介護保険制度の要介護認定でも、かつては認知症の方は動けるから要介護度が低く

なることが言われていた時もありますし、また児童手当がある乳幼児の時よりは、高

校や大学に通学する時のほうが、よほどお金がかかると言われたりしますから、違う

考え方もあるのかなと思いました。 

〇委員Ｆ 
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 やはり我々が議論しているのは、障害の制度ですから、生き難さ、生活し難さに着

目する考え方があって良いという気がします。障害状況が軽度や重度といった区分も

確かにあるけれど、やはり国の制度から外れているところに、市の制度が対応する考

え方は、あっても良いと思います。 

〇委員Ａ 

 先ほども例をだしましたが、パーキンソン病の場合には、重症度 1 度と 2 度は難病

医療費の助成対象から漏れているので、全く何も支援が無いところに、市の制度で援

助をすることが大事と思います。 

〇委員長 

 パーキンソン病で言えば、むしろ昔は支援の対象であったけれども、今は外れてい

る重症度 1 度と 2 度の方を対象として、支援をしていく必要があるということですね。 

 全体的な今の流れとしては、今までの制度で手厚い支援を受けている方ではなく、

受けられずに困っている方、生き難いとか生活し難いと考えている方に支援ができる

制度や手当にするほうが良いというご意見かと思います。このことについて、何かご

意見ありますか。 

〇委員Ｄ 

 一番分かり易く考えると、今考えようとしている手当を一番重い障害の方を 3 番、

次 2 番、次 1 番と基準を定めておいて、所得に応じて手当を支給していく。やはり所

得の多い方には、ごめんなさいとなると思います。それを市民税等の確認資料等でお

調べして、お渡しする額に制限がかかることが一番簡単かなと思います。 

〇委員長 

 そのご意見は所得のお話ですか。障害や難病の状況的にむしろ重度では無い方に対

する考えについては、どうでしょうか。 

〇委員Ｄ 

 ある程度、国の制度の対象とならない方、軽度の方を対象とするのは良いと思いま

す。それで 5,000 円でも手当が受給できたら良いと思います。それには所得制限を設

けることが一番分かり易いかなと思います。 

〇委員Ｂ 

 所得制限と言うけれど、その所得制限は、課税・非課税のことですよね。同じ金額

を貰っていても、課税・非課税に別れてしまうことは、どのようにお考えですか。 

〇委員Ｄ 

 先ほどお話のあった、難病医療費助成制度は、段階的に所得制限を設けているので、

参考にすると良いと思います。こういうものを同じようなものに利用するのは良いの

かなと思います。生活保護世帯は所得制限ゼロということになります。 

〇委員長 

 所得額に応じて段階的にということです。新たな難病医療費助成制度は、生活保護

を含めて低位所得から上位所得まで合計６段階に分かれています。委員Ｄのご意見は、

段階的に分けるような仕組みにしては如何かということですが、委員Ｂさんどうでし

ょうか。 

〇委員Ｂ 

 非課税・課税関係なくですか。 

〇委員長 

 これには、非課税も入っていますが、それ以外にも所得の金額に応じて何段階かに

分かれています。 

〇委員Ｂ 
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 非課税があってはいかんのです。年金の金額が同じで、課税者と非課税者がいるこ

とがおかしい。障害年金は非課税で、老齢年金は課税です。そういう扱いではいかん

のです。両方とも課税にするか、その受給した年金額で判断されるべきです。 

〇委員長 

 実際に支給される金額で判断するということですね。 

〇委員Ｂ 

 だから年間 180 万円の年金収入であったら、どの年金でも同じ扱いにすべきです。 

〇委員長 

 そうすると委員Ｄ、年間に入ってくる金額に合わせての段階別ということも考えら

れるでしょうか。 

〇委員Ｄ 

 そうですね、それこそ人件費がかからなければ良いなという心配はあります。やは

り市民税で適用している課税書類を参考にすることが一番早いのだと思います。そこ

に投ずる時間や人件費は、けっこうかかりますので、調査費も含めてかなりの費用に

なるのではという心配はあります。基本的に、委員Ｂのご意見もありだと思いますが、

投ずる時間等を考えると、相当なコストになってしまう心配はあります。 

〇委員Ｇ 

 所得については、まずは所得額で簡単に出る方法があるかは、事務局に調べていた

だいたほうが良いと思います。そうしないと費用がかかるのか、そんなにかからない

のか分かりません。方法としては、公的な申告した書類を担当課に提出しないと申請

ができない制度にすれば、担当課で調べる必要がなくなります。基準となる収入額を

示せば、条件を満たしているかどうかは、自分で分かると思います。そのような仕組

みで、なるべく担当課の調べる手間等を少なくしてしまえば、コスト等は解決すると

思います。あとは基準額が公平になるように検討する余地はあると思います。国の制

度で足りない部分を市が支援することは、大義名分がありますし、所得制限もやり方

によってはできると思います。 

〇委員長 

 少しまとめますと、まず所得制限の前に、国の制度から外れる方を先に考えてとい

うことです。その次の段階で、所得等に応じるという考えです。所得の場合は、資産

調査や申告なのか、それ以外の方法なのか、いろいろと意見がでているわけですが、

何らかの制限を設けるべきだとも意見がでているところです。制度の考え方としては、

国の制度等で手厚い支援を受けていない方に対して、市の支援をというご意見でした。 

委員Ｇからは、対象となる障害状況の統一はできないんじゃないかというご意見で

したが、これはいろいろな対象要件があるからですよね。もともと委員Ａが言われた

のは、障害者手当と難病患者福祉手当には金額の差がありますが、そこに根拠がない

以上、同一の金額にすべきだという意見でした。 

〇委員Ａ 

 差をつけないということです。 

〇委員長 

 4 点確認します。1 点目は、手当額に差をつけないということで、皆さん見解を統一

してよろしいですか。 

 （発言者なし） 

○委員長 

 異議なしと確認しました。2 点目は、精神障害のある方も対象に含めて検討するこ

とでよろしいですか。 
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 （発言者なし） 

○委員長 

 異議なしと確認しました。3 点目は、国の制度等によって、既に何らかの手厚い支

援がある方ではなく、むしろそういう支援が無く、支援が本来必要である方を対象と

することでよろしいでしょうか。 

 （発言者なし） 

○委員長 

 異議なしと確認しました。4 点目は、その上で所得あるいは財産等によって、何ら

かの制限を設けるという考え方でよろしいでしょうか。 

 （発言者なし） 

○委員長 

 以上の４点を確認いたしました。ご異議ございませんか。 

 （発言者なし） 

○委員長 

 異議なしと確認しました。さらにその他、検討すべきことがありますか。 

〇委員Ｂ 

 予算に対して市から提示されていませんが、提示されないまま進めてしまっていい

のでしょうか。 

〇委員長 

 そこは皆さん気になるところではあります。 

〇事務局Ａ 

 以前の検討会において、委員Ｄからこういった話をする際に、予算額のことを最初

から念頭に入れておくべきかどうか質問があった際に、事務局からは、それだと本来

どうあるべきかという基本的な考え方を議論することに影響が出るので、市予算額を

お示しせずに、本来あるべき姿を議論していただければとお答えしたことを覚えてい

ます。前回の検討会で、委員Ｇからシミュレーションの話があった時に、ある程度枠

が出来たら、どのくらいの予算で設計できるかというお話があったと思いますが、な

かなか範囲がはっきりしない中では、計算ができないねというお話がありました。次

回以降に、具体的な再構築案が出されてから、比較検討できるような資料をお出しし

たほうが良いかなと事務局では考えているところです。 

〇委員Ｂ 

 予算規模を提示されなければ、考え方も変わってしまいます。ある程度の人数と予

算額の提示が無いんだったら、いくらでも膨らんでしまいます。 

〇事務局Ａ 

 先ほどお話したとおり、これらの制度は、全体で約 1 億円ほどの予算額ですが、対

象者が増えているということもありますので、どこが本当に正しい金額か、非常にお

答えし難いところです。皆さんが今後、市にご提言いただいた内容を基に、予算額に

ついて所管を含めて財政当局にしっかりご説明するということもあるでしょうし、も

ちろん条例ですので、議会からも承認をいただくとか、いろんな手順があるので、数

字について具体的にいくら提示するかは正直一番難しいところでもあります。 

〇委員長 

 わかりました。それでは事務局に現状の数字等でシミュレーションを作っていただ

きたいと思いますが、それについては皆さんよろしいですか。 

 （異議なし） 

○委員長 
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 あともう１点は、この７月に難病医療費の助成対象疾病数の拡大が決まりましたが、

当市だけでなく、他市においても同じような対応を迫られていることと思います。他

市の状況についても、何かやはり知りたいような気がします。事務局から、この件に

ついて何か情報がありましたらお願いします。 

〇事務局Ａ 

 他市においても対象疾病数が増える中で、制度をどう変えていくかを考えている自

治体もあると聞いていますが、正しい情報等はまだ入っていません。例えば次回の会

議に他市の状況を調査をして、参考としてお出しすることも考えていたところです。

もしご要望があれば、事務局で早速調査をしたいと思っております。 

先ほどのシミュレーションについては、今後のご議論の中で、ある程度具体的な案

が出た段階でご指示いただければと思っております。 

〇委員長 

 わかりました。他市の状況等については次回までに用意をお願いします。シミュレ

ーションについては、今後の議論次第ということです。 

〇委員Ｇ 

 具体的なシミュレーションをするために、身体障害者手帳 1～6 級だと、どういう権

利があるのか、愛の手帳や精神障害者保健福祉手帳の場合も等級等によりどういう手

当が該当するのか、改めて事務局から資料を出して欲しいと思います。 

〇委員長 

 障害の等級に応じて、どのようなサービスを受けられるのかという一覧を資料化し

てほしいという意見ですけれども、事務局いかがですか。 

〇事務局Ａ 

 各障害者手帳の場合は、既存の資料等がありますので準備はできますが、医師でも

診断が難しいと言われている難病に関しては、おそらく十分な資料を用意することは、

現時点で難しいかなと考えています。 

〇委員長 

 できるだけ、資料の準備をお願いします。他に何かございますか。 

〇委員Ａ 

 難病についてですが、特にパーキンソン病は、薬の効いている時とそうでない時の

差や日によっても体調の差は著しくあり、これを評価することは難しいので、資料は

なかなか無いと思います。 

〇委員長 

 もしパーキンソン病のことでも構いませんので、委員Ａさんがお持ちの資料があれ

ばお出しいただいても構いません。 

本日は、ひととおり議論ができたと思います。次回も引き続き難病患者福祉手当に

ついて詰めていきたいと思います。最後に事務局から何かありますか。 

〇事務局Ａ 

 次回の日程です。他市の状況調査につきましては、集約まで数か月かかりますので、

１１月半ば頃にまとまるのかと思います。細かい日程等は会場の都合等もありますの

で、後日あらためて通知させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

〇委員長 

 それでは、第 12 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。 

 

 

 


