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会  議  録 

会議の名称 第８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２６年８月１２日（火）午後２時～４時 

開 催 場 所 北庁舎１階 第２会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）永嶋昌樹、根本信子、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、佐藤准子、吉田謙 

（市事務局）田中健康福祉部次長 

      障害支援課 花田課長、宮本事業係長、加藤支援第１係

長、西尾支援第２係長、吉田給付係長 

●欠席者： 高橋節夫 

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 ８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 吉田 

電話番号    ０４２－３９３－５１１１（内線３１６３） 

ファックス番号 ０４２－３９５－２１３１ 

会  議  経  過  

１．開会 

○事務局Ａ 

時間になりましたので、会議を開始したいと思います。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 

こんにちは。本日は各事業につきまして、前回に引き続きご議論いただきたいと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局Ａ 

本日は欠席されたかたがいらっしゃいますが、過半数を超えておりますので、会議
が成立しております。 
ここからは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させていただきます。 

はじめに、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 

 異議なし 
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○委員長 

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。 

（傍聴人入室） 

３．議事 

○委員長 

前回の会議におきまして、具体的な各事業の議論に入るにあたり、障害者手当、次

にガソリン費補助・タクシー料金補助、最後に難病患者福祉手当の順に議論を進める

ことを確認させていただき、障害者手当について、議論を始めていただいたところで

す。今回は、その続きになりますが、議論に入る前に、前回の会議で皆様から要望の

ありました資料を事務局にご用意いただきましたので、事務局より、その資料の説明

をお願いします。 

（資料 1・2について事務局より説明） 

○委員長 

 前回の会議におきまして、委員の方から要望のありました資料について説明してい

ただきました。資料 1 は、手当等の金額の根拠に関する資料ですが、簡単に確認いた

しますと、障害者手当が月額 7 千円、難病患者福祉手当が月額 5 千円で、他の自治体

の実施状況及び当市の財政状況を鑑みて金額を設定しているということですが、明確

な算定根拠はないとのことでした。ガソリン費補助については、揮発油税等の税率か

ら算定しており、明確な算定根拠がありました。タクシー料金補助については、障害

者手当、及び難病患者福祉手当と同様に、他の自治体の実施状況及び当市の財政状況

を鑑みているということですが、やはり、明確な算定根拠はないとのことでした。ま

た、資料 2は、受給者の内訳についての資料でした。 

 事務局にお示しいただいた資料や説明について、ご質問等ございますか。 

○委員Ａ 

 聴覚障害者はガソリン費補助やタクシー料金補助の対象になるのですか。 

○事務局Ｂ 

 ガソリン費補助、及びタクシー料金補助につきましては、上肢機能障害、聴覚障害、

言語・そしゃく機能障害以外の、歩行困難な障害の方を対象としておりますので、聴

覚障害のみの方は対象となりません。ただし、歩行困難な障害を含む場合は対象とな

ります。 

○委員Ｂ 

 ガソリン費補助とタクシー料金補助で所得制限が異なる理由は何ですか。 

○事務局Ｂ 

 ガソリン費補助につきましては、ご存知のとおり、障害者手当、難病患者福祉手当、

タクシー料金補助の 3事業とは所得制限が異なります。 

 障害者手当、難病患者福祉手当、タクシー料金補助は、本人が市民税非課税かつ、

同居の家族のうち、配偶者と子が市民税非課税であることが要件となっています。 

 一方、ガソリン費補助は、本人が市民税非課税という点は同じですが、配偶者と子

につきましては、定める所得金額の範囲内であれば対象となるため、他の 3 事業と比

較しますと、所得制限は若干緩和されております。これは、ガソリン費補助の制度設

計が、自動車を所有しているということを前提としているため、同居の家族も非課税

となると、自動車を所有することが困難であるとの考え方から、他の手当等とは異な

る所得制限となっております。 

○委員Ｃ 

 移動に関する補助という点では同じですので、タクシー料金補助と所得制限を同じ
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にするべきであると思います。 

○委員Ｂ 

 ガソリン費補助とタクシー料金補助の利用状況、及び実際の請求金額や請求者数に

ついて教えていただきたい。 

○事務局Ｂ 

 本日は手元に資料がありませんので、改めて集計等を行い、資料として整った段階

で、次回以降に資料とお示ししたいと考えております。 

○委員長 

 次回以降に、資料として用意していただくということでよろしいですか。 

○委員Ｂ 

 はい。 

○委員Ｄ 

 タクシー料金補助については、月額 3 千円を上限としていますが、4 ヶ月で 1 万 2

千円にしていただければ、より使い勝手が良くなるので、ありがたいと思います。 

○委員Ｂ 

 使い勝手を良くし、かつガソリン費補助もタクシー料金補助も同じ上限金額にする

等、公平な制度であるべきだと考えます。 

○委員Ｅ 

 ガソリン費補助とタクシー料金補助の請求の方法について説明していただきたい。 

○事務局Ｂ 

 ガソリン費補助もタクシー料金補助も請求方法は同じです。まず、実際に利用した

領収書を保管していただき、4月、8月、12月の年 3回、それぞれ 15日から末日の間

に前 4 ヶ月分を請求書に添えて請求していただきます。市で請求内容を精査し、翌々

月に振込で支給しております。 

○委員Ｅ 

 領収書を保管する手間があるわけですね。 

○事務局Ａ 

 受給者の方には領収書を保管していただく手間や、請求書類を年 3 回提出していた

だく手間があります。市の立場としましては、請求期の 4 月、8 月、12 月は窓口が大

変混雑します。また、領収書の内容の確認や、細かな計算を要するため、複数の職員

により確認・検算を行う等の対応をしておりますが、事務作業が膨大であり、監査か

らも事務処理について指摘されており、現在の制度は煩雑と思えますので、補助の方

法を議論される際には、その点も勘案していただけるとありがたいところです。 

○委員Ａ 

 ガソリン費補助とタクシー料金補助では、同じ金額であっても移動できる距離が異

なるため、ガソリン費補助を廃止して、タクシー料金補助に一元化することが良いと

思います。また、手当方式とタクシー券方式の選択制にするという方法もあると思い

ます。 

○委員Ｄ 

 近隣市では、タクシー券を換金する等、悪用される場合や、タクシー会社との契約

の関係から、東村山市と同様の方式を採用した市もあります。また、タクシー券では

なく、手当として支給している市もあります。 

○委員長 

 タクシー券は悪用される場合があるため、当市と同じ方法か、手当化する流れとな

っているということですね。 
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○委員Ｆ 

 ガソリン費補助を廃止するという意見もありましたが、自動車を使用して社会参加

している人もいると思いますので、その観点からは必要な制度であると思います。た

だし、障害者のためではなく、家族が自分のために使用することは問題だと思います。 

○委員Ｄ 

 タクシー料金補助は当市発祥の制度であり、過去の人たちの努力から創設された制

度なので、制度を無くさず、現在のままで続けて欲しいと思います。 

○委員Ａ 

 制度が創設された頃と現在では環境も整備されており、状況がかなり変化している

ので、時代に即した制度として考えるべきだと思います。 

○委員長 

 ここまでの意見をまとめますと、所得制限を同一にすること、数か月単位で請求で

きること、領収書によるのではなく手当化すること、の 3つの意見が出されました。 

 ガソリン費補助とタクシー料金補助のあり方について他の委員の方でご意見ござい

ませんか。 

○委員Ｂ 

 移動に係る補助である以上は、所得制限や金額を同一にしないと公平とは言えない

と思います。ただし、用途等、あまり細かい部分まで勘案することは難しいと思いま

す。 

○委員長 

 ここで休憩を取りたいと思います。10分間休憩をして、再開をしたいと思います。 

－休憩－ 

○委員長 

 では再開します。ご意見のある方はご発言ください。 

○委員Ｇ 

 精神障害者は障害者手当の対象となっていません。予算の関係も承知はしています

が、精神障害者は福祉サービスでも対象とならないものが多いので、障害者として各

制度の対象としていただけると良いと思います。 

○委員Ｅ 

 障害者手当が創設された当時は、精神障害者を想定していなかったと思われますが、

時代も変化してきているので、議論においては精神障害者のことも念頭に置くべきで

あると考えます。ただし、精神障害者も対象とする場合には、対象者が大きく増加す

ることが想定されますので、限られた財源の中でどのような制度にするかということ

を検討する必要があると考えます。 

○委員長 

 精神障害者は障害者自立支援法になってから障害者に位置付けられましたが、これ

も時代の流れと言えますので、その点も念頭に置くべきであろうかと思います。 

○委員Ｂ 

 障害者自立支援法の制定等、時代の変化により、手当に対する考え方が変わってく

ると思いますが、そうした点を市としてはどのように考えているのでしょうか。 

○委員長 

 法律の制定等、障害者を取り巻く状況が変化している中で、手当がその変化に対応

できているのかどうか、というご意見ですが、事務局はいかがでしょうか。 

 

○事務局Ａ 
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 市単独事業は、国や都の制度の対象とならない方を補完するという目的で実施して

いるとも言えますので、精神障害者につきましては、現状では基本的な国都の手当の

対象となっていないことから、具体的な議論がされてこなかったという経過はあると

思います。 

○委員Ｃ 

 障害者総合支援法により、難病も障害に含まれましたが、他の障害と比較すると、

サービスや経済面においても、まだ格差があると感じますが、その点を補うことがで

きるのは市の制度であると思います。 

○委員Ａ 

 生活保護受給者の方も手当の対象となっていますか。 

○事務局Ｂ 

 障害者手当につきましては、生活保護受給者の方も手当の対象となっております。

難病患者福祉手当につきましては、東京都難病医療費等助成制度の医療券が交付され

ている方を対象としておりますが、当該医療費助成制度は医療保険の対象となってい

る方に対する制度であり、生活保護受給者が当該医療費助成制度の対象とならないた

め、必然的に手当の対象外となっております。 

○委員Ｇ 

 生活保護受給者の場合、生活保護の障害者加算を受けたうえで障害者手当を受給し

ているということですか。 

○事務局Ｃ 

 はい。なお、障害者に対する手当については、1万 7千円までは収入として認定しな

いこととなっております。 

○委員Ｇ 

 精神障害者の場合、1・2 級の方は障害者加算が受けられますが、3 級の方は受けら

れないため、他の障害者の方と比較すると、更に格差があるように感じます。 

○委員Ｂ 

 手当をはじめとして、受給できない人だからといって困難さを抱えていないという

わけではないと思います。受給できる人は複数の制度の対象となる場合が多いですが、

受給できない人は、どの制度の対象にもならないことが多いように感じます。そのよ

うな人達に対して、限られた予算を集中するという考え方もあると思います。 

○委員Ａ 

 選べる制度の数を決め、その範囲内で自身の優先度に合わせて必要な制度を選択す

る方式にすれば良いと思います。そのうえで不足する部分については、自己努力によ

って補うべきであると思います。 

○委員Ｂ 

 生活のサポートという面から考えると、より必要な人を支援するためには、所得制

限も必要であると思います。 

○委員長 

 障害者手当の範囲についてのご意見でした。制度の対象範囲については、市単独事

業全体としても非常に難しい問題であると思いますので、今後の具体的な制度内容の

検討において、真に必要な支援という観点から議論していただければと思います。 

 いろいろとご意見は尽きないと思いますが、議論はここまでにしたいと思います。 

 最後に次第の４、その他について何か事務局からありますか。 
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４．その他 

○事務局Ａ 

私からは 2点ご連絡させていただきます。 
1 点目は、次回の日程についてですが、11 月中旬あたりで開催できればと思ってお

ります。日程が決定しましたら、文書で通知させていただきます。 
次に、2点目ですが、委員の皆様の任期の更新についてです。 

現在の委嘱期間は平成 26 年 11 月 7 日までとなっておりますが、次回の会議前には任

期が満了する予定ですので、再度委嘱する形で、任期を更新させていただきたいと存

じますが、いかがでしょうか。 

○委員長 

事務局に確認ですが、現在の委員の方に続けてお願いすることに問題はありません

か。 

○事務局Ａ 

団体や施設からの推薦により委嘱されている委員の方については、推薦元である団

体や施設が推薦した方に委嘱することになりますので、同じ方を推薦していただけれ

ば結構です。市民公募委員の方については、原則としては、再度市民公募を行う必要

がありますが、これまでの議論を踏まえまして、継続して委嘱することが本検討会と

しては望ましいとの委員の皆さんの合意形成があれば、不可能ではないものと考えて

おります。 

○委員長 

私個人としましては、引き続き同じ委員の方にお願いできればと思います、皆さん

いかがでしょうか。 

○委員全員 

 異議なし。 

○委員長 

 委員の皆様の同意をいただきましたので、引き続き同じ方に市民公募委員をお願い

できればと思います。 

○事務局Ａ 

 書類につきましては、8月中に郵送でお送りする予定ですので、必要事項を記入のう

え、ご提出いただければと存じます。提出期限や記載方法等は案内文を同封いたしま

すので、そちらをご確認いただければと思います。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 8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。皆様お疲れ様でした。 

 


