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会  議  録 

会議の名称 第２０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２９年８月１日（火）午後２時～４時 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ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、佐々木貴 

（市事務局）河村健康福祉部次長 

      障害支援課 小倉課長、加藤課長補佐、宮本事業係長、

東支援第１係長、後藤支援第２係長、福田給付係長、 

      大澤主事、沢田主任     

●欠席者： 武者明彦、吉田謙 

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 ０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再構築案について 

４．その他 

５．閉会 

問い合わせ先 

健康福祉部 障害支援課 給付係 担当者名 福田 

電話番号    ０４２－３９３－５１１１（内線３１５７） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○事務局Ａ 

本日はお忙しい中、『障害福祉に関する市単独事業再構築検討会』にご出席をいただ

きまして、ありがとうございます。 

はじめに、健康福祉部次長よりご挨拶いたします。 

 

２．挨拶 

○健康福祉部次長 

本日は、前回ご議論いただいたガソリン費補助・タクシー料金助成事業を一体化さ

せた、新たな移動に関する手当につきまして、その対象と、所得の捉え方につきまし

て、集中的にご議論いただきたいと思います。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いたします。 

会議開催にあたり、傍聴の申し出があればこれを許可したいと思いますが、これに
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ご異議ございませんか。 

○委員全員 

 異議なし 

○委員長 
ご異議なしと認めます。傍聴申請があれば適宜これを許可いたします。 

（傍聴者なし） 

 

３．障害福祉に関する市単独事業の再構築案について 

○委員長 
本日は前回に引き続きガソリン費補助・タクシー料金助成事業について、議論を進

めていきたいと思います。 

前回までの協議の中で、ガソリン費補助とタクシー料金助成事業を一体化させた移

動に関する手当については、生活保護受給者を対象外とするべきだという意見が出ま

した。そして、所得制限の考え方について、本日までにそれぞれ意見をまとめてきて

いただくことになっていました。 

本日は、この新しい移動に関する手当について、皆さんの意見をまとめあげたいと

思っております。次回以降は、本検討会の総まとめである提言書について検討を始め

る予定です。本日も活発な意見交換をお願いいたします。 

○委員Ａ 
 生活保護受給者を移動に関する手当の対象外にする意見には反対です。生活保護制

度では、通院や通所に関する移動には、医師の診断書があれば支給されますが、障害

者手帳を所持している生活保護受給者は必ずしも通院しているわけではありません。

これでは、社会参加のための移動には全く支給されないことになってしまいます。 

○委員Ｂ 
 ガソリン費補助・タクシー料金助成の目的は、障害者の経済的負担を軽減して、社

会参加の促進を図るということです。生活保護制度では、医療等に関する移動につい

ては移送費の対象となるけれども、社会参加のための移動については移送費の支給対

象にはなっていません。そうなると、新しい移動に関する手当の目的が、今までのガ

ソリン費補助・タクシー料金助成の目的からそれてしまうと思います。 

○委員Ｃ 
生活保護受給者で、障害がある人とない人とでは、障害のある人の方が約１．２５

倍の保護費をもらっている。加えて、生活保護受給者であれば、健康保険料や水道の

基本料金が免除される。そういう免除や減免の制度がいろいろとあるから、障害基礎

年金で生活している人との差ができてしまっているんです。ですから、生活保護受給

者はこの移動に関する手当の対象からは外すべきだと思います。 

○委員Ｄ 
 生活保護受給者を移動に関する手当の対象とするかどうかについては、移動の手当

についてだけではなくて、その他の制度なども含めて全体を見た上で、バランスを考

えて決めるべきだと思います。 

○委員Ｅ 
移動に困難を感じている障害をもった人に、ある程度の額の手当を支給した方が良

いと思います。限られた財源を活かすという観点でいえば、手当の対象者を絞り込ま

ないといけないと思うので、生活保護受給者は対象外とするべきだと考えます。障害

者手当等は、生活保護制度では、収入と認定されるのですか。 

○事務局Ｂ 
生活保護制度では、１万７０００円以内の手当については収入認定から除外されま
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す。例えば、障害者手当７，０００円は、１万７，０００円以内になるので、全額認

定外になります。例えば３万円の手当だと、３万円から１万７，０００円を引いた金

額である１万３，０００円が収入認定されます。 

○委員長 
移動に関する手当の考え方としては、社会参加のためということで話し合ってきま

した。単に移動の手段として考えるのではなくて、その手当で社会参加をするという

考え方です。これまでの協議の中では、生活保護受給者を手当の対象とするかどうか

について意見が分かれています。この点についてどのように考えますか。 

〇委員Ａ 
私はこれまでタクシー料金助成を受けていましたが、ほとんどは通院に使っていま

す。しかし、今の議論では、障害のある生活保護受給者で、病院に通っていない人は

新しい手当の対象外となってしまうということです。 

これまでの議論の中で、底辺の人を救いましょうという話をしてきました。ガソリ

ン費補助とタクシー料金助成に金額の差があるから、差がなくなるように移動に関す

る手当という統一しようという考えで話し合ってきました。生活保護受給者に対して

は、通院や通所に関わる移送費については国が最低限の生活費として認めて、支給し

ているものです。それを市の手当との関連の中でいじる必要はないと思います。 

〇委員Ｆ 
生活保護制度は、国が最低限度の生活を保障するためにあるものです。ですから、

国がその保障をした時点で、一般の人と同じ水準になったといえると思います。生活

保護受給者もそうでない人も、収入全体を見て、収入がある一定の基準に満たない人

たちに対して、移動に関する手当を支給すればいいと思います。 

〇委員Ａ 
生活保護制度の移送費は、通院などに必要であるという医師の診断書がある場合に

のみ支給されます。障害者がすべて医療にかかっているわけではないし、これまでは

社会参加のためにタクシー料金助成を使ってきたのに、それを新しい移動に関する手

当に再構築するからといって、対象外とするのは反対です。 

〇委員長 
生活保護制度にいろいろな問題があるというご意見もありますが、本検討会では市

単独の事業について検討しています。生活保護制度を変えることは出来ませんから、

市単独の事業でその調整をするのかということになるかと思います。 

〇委員Ｆ 

この検討会は市の事業を検討するための会議ですから、国の制度について検討した

り是正したりするというのは他の会議でやっていただいた方が良いと思います。この

移動に関する手当の受給資格の制限額を考える場合、その人の収入全体を見るという

単純な基準にした方が良いと思います。国の制度である生活保護制度について検討し

始めたら、何年かかっても議論は終わらない。市単独事業なのですから、市レベルの

話に立ち戻って協議するべきです。 

〇委員長 
生活保護を受給していようがしていまいが、受給資格は収入全体を見ようというご

意見ですが、このご意見についてはいかがですか。 

〇委員Ｄ 

収入全体で見るということは賛成です。ただ、国の制度は別だということについて

は、私は考えが違います。 

〇委員Ｃ 
国の制度や国の基準がどうなっているかを理解した上で、市の単独事業としてどう
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再構築したら良いのかを検討すべきです。市単独事業だからこそ、国でやっていない

ことを足すこともできるし、国がやっているから切ることもできる。国や都の制度も

変えることはできないけれども、東村山市の制度は変えることができる。国や都の制

度を踏まえた上で、市の制度をどうするかを考える必要があるということです。 

○委員長 

生活保護受給者を支給対象とするか否かは、それぞれ意見があって、本検討会とし

て統一した考えが出ないということであれば、今後まとめる提言書においても、両方

の意見が出されたと記載することにしたいと思います。 

○健康福祉部次長 
生活保護制度については、国の動きとして、２０１３年度から３か年かけて、生活

扶助の費目を、３か年かけて下げるという動きが既に行われました。一般の人と生活

保護受給者を比べると、生活保護受給者の方が、多少生活費が逆転しているという現

象が起こっていて、これでは、国民の理解が得られない、ということで、透明性のあ

るものを担保しようということで、３か年かけて生活扶助が引き下げられました。ま

た、２年程前に、住宅扶助の基準が引き下げられ、住宅の次回契約更新時に家賃額が

引き下げられることが決まりました。このようにさまざまな動きが出ており、生活保

護制度をこれからも透明性のあるものとしていくという国の姿勢の表れだと考えてい

ます。ただ、生活保護制度については、一定の見直しはされているけれども、それが

十分かどうかということに関しては、意見が分かれるところではあると思います。 

○委員Ｆ 
ここで生活保護制度について議論し続けていては、本検討会の提言をまとめること

が難しくなってしまいます。今の説明で、生活保護制度は見直しをされていることが

分かりました。ですから、移動に関する手当の所得制限額については、生活保護受給

かどうかという点ではなく、その人の収入全体で考えるべきだと思います。収入によ

って、社会参加のための移動について経済的に困難かどうかが決まってくるのだと思

います。 

○委員Ｃ 

生活保護受給者を対象とするかどうかをここで結論を出した方がいいと思います。 

○委員Ｅ 
生活保護制度のことばかり話しあっていても、議論が前に進まないし、意見が対立

してしまうので、所得制限額について考えていった方がいいと思います。 

現行のガソリン費補助・タクシー料金助成制度の対象者をそのまま対象とするので

あれば、生活保護受給者も対象となると思います。ただ、本人と扶養義務者が 

非課税の人を対象とする場合には、生活保護受給者を対象外としても良いのかなとも

思っています。というのも、本人と扶養義務者が非課税という世帯は、生活保護世帯

と違って医療費や水道料金の基本料などさまざまなものを負担しなければならず、実

生活上は生活保護世帯よりも経済的に厳しいということもあり得るんだろうなと思い

ます。そう考えると生活保護受給者は対象外とした方が良いと考えます。 

○委員Ａ 
私は生活保護受給者を新しい移動に関する手当の対象外とする意見には反対です。 

○委員Ｂ 
私は生活保護世帯を対象とするべきだと思います。現行制度の手当の目的である、

社会参加を促すために経済的負担を軽減するという考えに基づいて、対象者は現行制

度と同様と考えて、生活保護受給者も対象とした方が良いと思います。障害のある生

活保護受給者に対しても、社会参加のために移動に関する手当を支給するべきです。 

○委員Ｄ 
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生活保護受給者は最低限の生活は保障されているので、この手当の対象外として良

いと思います。 

○委員Ｇ 
私も生活保護受給者は最低限の生活は保障されているので、対象外として良いと思

います。 

◯委員長 
それでは、１時間経ちましたので、ここで休憩にします。 

（休憩） 
◯委員長 
再開します。 

〇委員Ｃ 

やはり、所得ではなくて、非課税扱いの障害年金や労災年金などの収入も含めた収

入全体をみて、受給資格を決めるべきです。 

〇委員Ａ 
個人の年金を全て把握するのは難しいと思います。手当を申請するときや、毎年の

現況調査の際に、受給している年金を申告してもらうということになると思うのです

が、年金の受給の有無や年金額については市で把握できる内容に限界があるというこ

とでした。そうなると、年金振込通知書などを提出するということになると思うので

すが、それも複数受給している場合にはすべて申告しているかどうか、市の方では確

認することができない。マイナンバー制度を活用するというのも、現状では難しいと

いうことでしたから、年金について把握するのは困難だと思います。 

〇委員Ｃ 

税に関しては、すべて申告で行っているので、やろうと思えばできると思います。 

◯委員Ｆ 
就労している人は、会社で源泉徴収がされます。それ以外の人は確定申告をしてい

ると思います。所得については税務署が申告等に基づいて把握しているはずですから、

確定申告の控えを提出してもらうことも一つの方法だと思います。所得を把握するに

は、税務署から出された確定申告の控えを提出してもらうのが公正だと思います。 

◯委員Ｃ 

私は非課税扱いの障害年金や遺族年金なども全部含めた収入全体を対象にして、い

くら以下の収入の人という基準で決めるべきだと思います。そうすれば、非課税所得

があって実際にはある程度の収入がある人は対象ではなくなり、非課税所得のない人

との格差もなくなります。収入は低いのに、ぎりぎりで課税になっている人たちが一

番経済的に苦しいと思います。現行の制度ではそういうぎりぎりで課税になっている

人たちに対してはガソリン費補助・タクシー料金助成は支給されていないけれども、

そういう人たちにこそこの手当を支給するべきです。 

○委員長 
その人が課税なのか非課税なのかは、課税非課税証明書や市が業務で使用している

システム上で、給与収入や年金収入などの課税対象の収入については把握することが

できますが、障害年金などの非課税所得については記載がなく、申告義務もありませ

んから、市で把握することは現状ではできない、と事務局から前回会議でもお話しい

ただきました。公平性や正確性という意味において、市で確認できないものを基準と

して、受給資格を設けることは難しいのではないでしょうか。 

これから、本検討会として提言書をまとめますが、こういう方向性で手当を再構築

すべきだとは提言できると思うのですが、実務上の手続などは市に任せることになり

ます。再構築に向けての考え方を提言して、それを踏まえて、市の方で公正な基準で、



 6 

手続きが煩雑にならないようなものを考えてもらうことになるかと思います。 

○委員Ｂ 

課税非課税にこだわらず、確定申告の控えなどをもとに収入を把握して制限額の確

認ができるのであれば、それに越したことはないとは思います。ただ、現行の課税非

課税という基準でも不公平感がある中で、収入全体とした場合にも別な形で不公平が

生じてしまうような基準とならないようにしなければならないと思います。また、申

請手続や現況審査の際にも、手続きや提出書類などが煩雑でなくて、同時に収入など

を見落とさないような方法があれば、収入を基準をするのも良いとは思います。 

○委員Ｆ 
収入全体をみるという考え方には賛成です。その人の収入全体を見て、所得ではな

く収入が少なくて、本当に困っているという人を救うという意味で、移動に関する手

当を支給するという考え方が良いと思います。 

○委員長 
これまでの協議の中で、真に困難を感じている人に新しい移動に関する手当を支給

したい、という考えはみなさんの共通認識だと思います。現行制度では、収入が多い

人に対してもガソリン費補助・タクシー料金助成がされている例も見られるから、そ

こを是正するために新しい所得制限を設けたいという意見が出ているわけですが、事

務局からも説明があったように、課税対象ではない収入を把握することが現状ではで

きないので、収入全体を所得審査の対象とすることは難しいということでした。 

皆さんのご意見を聞いていて委員長として感じたのは、見えてこない収入の部分を

審査の対象とするのはやはり難しいのではないか、課税非課税証明書などで、明らか

になっている収入を基準として所得制限額を設けたほうが市の事務としても公正で正

確なものができるのではないかということです。真に困難を感じている人というのは、

所得が低いけれども、住民税の課税対象となっている人なのだと思います。課税対象

となるわずかな収入があるので、数百円数千円の住民税を支払っている人をこの移動

に関する手当の対象とするような基準を考えたら良いのではないでしょうか。課税者

であっても、所得制限額内の所得であれば受給対象とする、という受給要件にするこ

とで、課税されているけれども、経済的に困難を感じている人に手当が支給できるの

ではないかと思いました。 

それでは、時間となりました。次回は、これまで議論した内容の整理をして、本検

討会のまとめである提言書について検討していきたいと考えています。今後の予定で

すが、今年の１２月を目途に、これまで皆さんに議論していただいた内容について、

提言書として集約する予定です。引き続きご意見をいただいて、議論していきたいと

考えております。 

 

４．その他 

○委員長 
次第の４「その他」について、事務局から何かございますか。 

○事務局Ａ 
次回の日程についてですが、１０月中旬から下旬あたりで開催を予定しております。

日程が決定しましたら、ご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

５．閉会 

○委員長 
それでは、以上で第２０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。皆さんお疲れ様でした。 



 7 

 


