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会  議  録 

会議の名称 第１４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２８年３月２４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、武者明彦、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、佐々木貴 

（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、福田主任、   

保木本主事 

●欠席者： なし 

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 1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 

第14回障害福祉に関する市単独事業再構築検討会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 

 本日は大変寒い中、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。

委員の皆様方におかれましても、時節柄ご自愛頂きますようにお願い申し上げます。 

本日は、今までご協議いただいてまいりました障害者手当と難病患者福祉手当の具

体的な再構築案について、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 

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、
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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。傍聴申請があれば適宜これを許可いたします。 

（傍聴人なし） 

３．議事 

○委員長 

第 12 回と第 13 回の会議において、難病患者福祉手当を議論し課題の抽出がある程
度終了したところです。本日の資料「各種手当・補助のこれまでの協議状況について」
は、前回までの会議進捗状況を事務局に整理していただきました。本日は、残された

難病患者福祉手当と障害者手当の具体的な解決策及び方向性を先ず決めていきたいと
存じます。 
はじめに、前回事務局へ宿題とされていた件について、事務局より説明をお願いし

ます。 
〇事務局Ｂ 
前回の会議終盤で、市に対してご質問のありました障害者手当と難病患者福祉手当   

の実務上の影響について、金額のみ統一した場合と、金額だけでなく制度自体を統一
した場合についてそれぞれご説明いたします。 
先ず受給者の視点でご説明いたしますと、金額のみ統一した場合では現行制度と特

に変わりはありませんので、特にお手続きは発生いたしません。しかし、制度を統一
するとなると、一旦現行制度は廃止になり対象となる方には新規申請をしていただく

必要があろうかと思います。また仮に所得範囲や障害内容の対象範囲を拡充する場合
には、制度から漏れた方への丁寧な説明と今まで対象でなかった方も申請されるため、
窓口等において混雑が予想されます。 
次に市の視点で見た場合、金額のみ統一した場合と制度自体を統一した場合それぞ

れに係る手続きというものはあまり変わりません。いずれにせよ、条例改正が伴いま
すので、実務上の手続きについては、どちらも時間がかかるものと予想されます。 
○委員長 
事務局の説明につきまして、何かご質問はありますか。 

（発言者なし） 
○委員長 

それでは、難病患者福祉手当の解決策・方向性について議論していこうと思います
が、障害者手当も関わってくるかと思いますので、今回は難病患者福祉手当と障害者
手当を同時に話し合っていくのはいかがでしょうか。 
○委員全員 
異議なし 

○委員長 
それでは２つの手当の解決策及び方向性についてご意見をいただければと思いま

す。 
○委員Ａ 
難病患者としては、金額を統一することだけでは意味がないので、制度の統一をし

ていただきたい。 

○委員長 
 考え方としては、先ず制度を統一することが大切であり、その結果として、手当の
金額が同じになれば良いというご意見ですね。 
○委員Ｂ 
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 制度を統一した場合に、市役所内部で何か支障が起きるかどうか、特に問題ないと

いう話なのか、課が分かれていて統一できないとか、実務上どうなのかを教えていた
だきたい。 
○事務局Ａ 
市といたしましては、制度を改正する際の一連の手続きは、私どもの業務であるた

め、支障であるとは基本的に考えておりません。ただし、障害のみならず、児童や高
齢など分野を超えた場合は、委員がご指摘のように課を跨いでしまうので、それなり
の調整が必要になってくるだろうと率直に思います。 
なお、現在の２つの手当の目的がそれぞれ違っておりまして、障害者手当の目的は、

障害者に障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ること。難
病患者福祉手当の目的は、難病患者に難病患者福祉手当を支給することにより、これ
らの者の福祉の増進を図ることですので、この目的をどのように統一するかによって

今後変わってくるのかなと考えております。 
○委員Ａ 
対象者は違っても、同じ目的のために支給していると思います。 

○委員長 
障害者手当と難病患者福祉手当の目的が、それぞれ別に設定されているけれども、

言っている内容としてはほぼ同じじゃないかということです。それについてはいかが
でしょうか。 
○事務局Ａ 
福祉の増進を図るということについては共通していますが、みなさんのお話の中で

目的を変えていくことになれば、健康福祉部だけで調整をするだけではないことをご

説明したかったわけです。 
○委員Ｃ 
難病は障害ではないのですか。 

○委員長 
現在は、難病も障害の範疇に入っています。 

○委員Ｃ 
そうしたら、こだわる必要がないのではないですか。 

○委員長 
そのご意見の意味は、統一して何がおかしいのかということでよろしいですか。 

〇委員Ｃ 
ただし、この手当をどこまで広げるかになってきたら、手帳を交付している者にな

ると該当しない難病者が出てくる。でも、障害には含まれてきたわけですよね。 
〇委員長 
障害と言った場合には既に、知的であれ精神であれ身体であれ、いろいろ含まれて

いるので、その中に難病も含まれているという考えであれば、改めて難病だけ取り出
して別立てする必要はないということですか。 
〇委員Ｃ 
そういうことです。 

〇委員長 
このご意見について、補足あるいは賛同等、ご意見ありませんか。 

〇委員Ｄ 

それについてではありませんが、障害者は、肢体の不自由さを解消するための補装
具等の福祉用具に費用がかかるために障害者手当がある感じがします。難病患者とし
ての手当は、病気自体のこと、例えば入院費用や意思伝達のためのヘルパーさんをお
願いする等の費用のための福祉用具では無い費用が含まれるという考えではないの
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かなと思います。 

〇委員長 
福祉用具ということを考えれば、個々の状態によっては難病患者も必要になってき

ますので、それ以外の部分でということですか。 
〇委員Ｄ 
難病の治療費の補助のようになっているのではないかと思います。そうなると、全

部一緒ということになると、意味合いが違ってくるのではと思います。 
〇委員長 
目的は福祉の増進でしたが、もっと細かく言うのであれば、そもそもの手当の役割

が違ってくるということですか。 
〇委員Ｄ 
障害の不自由な部分を道具でカバーするという部分と、道具ではなくて人に助けて

もらう等の部分を含むのが難病ではないかと思います。 
〇委員Ｃ 
その考え方だと、福祉用具を利用する障害は対象で、福祉用具を利用しない視覚障

害者は対象にならなくなります。 
〇委員Ｄ 
視覚障害者はガイドヘルパーさんが必要ですよね。 

〇委員Ｃ 
それは難病患者も必要でしょう。 

〇委員Ｄ 
でも、電動の車いすを利用している障害者には、自走できるからということでガイ

ドヘルパーの派遣時間数は給付され難くなっています。 
〇事務局Ｃ 
電動車いすを運転できる方は、東京都の判定で自走できると判断をされた方になり

ますので、基本的にはヘルパー派遣時間数の対象とは見なしてはおりません。しかし、
その方の障害特性に応じて、例えば障害支援区分の高い方や危険を伴う場所等に行か
れる方もおり、重度訪問介護サービスでは、その方の社会参加や移動に見守りとして
の移動加算の対象になっている方もおります。いずれにいたしましても、指定特定計
画相談支援事業所におけるサービス等利用計画を勘案した中で、その方の障害特性等
を踏まえて柔軟に決定しているところです。 
〇委員Ａ 
委員Ｄさんは、障害者と難病患者の手当に差があって当然だということですか。 

〇委員Ｄ 
差があって当然とは思いませんし、一緒が良いと思います。 

〇委員Ａ 
具体的な目的のためではなくて、手助けが必要な人という意味では、どういう手助

けが必要か、その人によって違いますから、それは福祉の増進ということで同じこと
だと思います。 
〇委員Ｂ 
難病の方の場合、より医療の補助が必要な方や、普段の移動にはあまり支障がない

方等、関係ない人も中にはいるし、様々だと思います。そのあたりをどう整理するか、
私もどうしたら良いのか、イメージが湧いていない状況です。 

〇委員Ｃ 
委員Ｄさんの考え方で整理するのは、大変だと思います。障害を持っている人がど

のようにするかは、その人が決めることであって、全部統一できるわけがない。ただ
し、考え方としては、項目の中に視覚障害、肢体不自由、聴覚障害、難病、精神障害
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等の区分があってはならないと思っています。だから福祉用具が必要だから等ではな

く、その人にとってそれが一番必要な物に充てられることが必要だと思います。 
○委員Ａ 
委員Ｃさんの意見に賛成です。 

○委員Ｅ 
私も分かりやすく整理をしたいのですが、完治できる治療薬がないから医療費の助

成制度があると理解しています。身体の障害、視覚の障害が出れば、再度難病認定を
受けたり、障害者手帳を取り直すわけです。だからそれで判断されれば良いと思いま
す。 
○委員長 
前々回に委員Ａさんが、手帳の有無ではなく、症状の重症度で判断したらと話され

ていましたね。 

○委員Ａ 
手帳で決めるのではなく、自分の症状で決める。出発点が違います。 

○委員Ｅ 
そうですよね。同じ手帳所持者でも、いろんな症状の方がいらっしゃいます。 

○委員Ａ 
だから本人が決める。そうでなかったら、誰にも決められない。 

○委員Ｅ 
それだと何も決まらないと思います。 

○委員長 
どこかで枠をはめないといけないということは、ありますよね。 

○委員Ｅ 
そのための話し合いだと思います。 

○委員Ａ 
原則的には、そうだと思います。 

○委員Ｅ 
障害名や疾病名はたくさんありますから、種類がたくさんあるのはわかりますが、

どこかで視覚や身体という大枠は決めていかないと、物事が決まっていかないと思い
ます。 
○委員Ｃ 
そういうことを決めていくのだったら、委員のメンバーが不足しています。医師等

がいないと決められません。 

○委員Ｅ 
難病の医療費助成を受けられるかは医師が判定したわけですから、それはそれで良

いのかなと思います。 
○委員Ｃ 
でも国の考えには、難病の方も障害者の範ちゅうに入ってきています。 

○委員Ｅ 
それは障害の認定を受け直すということですよね。 

○委員長 
少しまとめますと、皆さんの今迄のご意見では、個々の状況に応じて何が必要かと

いうことを考えるのは必要ですが、それを細かく捉えることはなかなか難しい。だか

らその人が何に使うかを決められるような、自由度が高いような手当が必要なのでは
ないかというご意見が今迄にあったように思います。その中で、どういう枠をはめて
制度を作り上げていくのかが今の話です。 
○委員Ｂ 
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支給目的の統一についてですが、医療的措置だけが必要という難病の方もいます。

そういう方も対象になるのだったら、目的に医療費支援が入ってくると思います。こ
の場合は、障害者手当を医療目的で使っても良いということになってきませんか。目
的を統一するなら、どのような分野で福祉を考えるか、そこをある程度話し合わない
と答えが出てこないと思います。 
○委員長 
医療費の不足を補うために手当を使う場合、それを福祉手当と捉えても良いのかど

うかということですね。それも含めてご意見をいただけたらと思います。 
○委員Ａ 
難病患者が障害者の枠に入ったことは、生活全体でその人が困ることを手助けする

のが目的だと思います。だから医療費に使おうが、その人が本当に必要なことに使え
ば良いと思います。 

○委員Ｃ 
難病に指定された疾患の治療費は、国から助成されていないのですか。 

○事務局Ａ 
平成２７年１月に難病医療法が制定されました。制定以前は、都道府県が医療費助

成を行っていましたが、制定以降は、医療費助成制度は国で一本化され法定事業にな
りました。実際には事務を行っているのは都道府県ですが、自己負担分を除いた部分
は、国と都道府県で負担しています。 
〇委員Ｃ 
公費により医療費が助成されているのであれば、市で行う事業の中で医療費を対象

とする必要があるのですか。 

〇委員Ａ 
市が手当てするのは、医療費ではなく生活全般の支援のためにと訂正します。 

〇委員長 
委員Ａさんの以前の意見では、重症度によって難病医療の適用になっていない人も

いるという話でした。適用になっている人はともかく、適用になっていない人を対象
にとご意見を前にいただきましたが。 
〇委員Ａ 
それはそうですが、重症度の人は結構大変だから、手助けする必要があると思いま

した。 
〇委員Ｃ 
補装具等の購入費用のうち、自己負担分を除いた部分は国や市が負担をしていま

す。ただ、障害や難病を抱えている人はどうしても生活能力が低くて、働けなかった
がために、厚生年金でなく障害基礎年金だけで苦しい思いをしています。大抵の人が
生活を支えるために手当を使っていると思います。 
〇委員Ｂ 
委員Ｃさんが言ったように、その病気のために働けない人もいます。症状も人によ

って結構差があります。生活の支えも含めて福祉と考えるのであれば、目的が一致し
ます。手当を何に使うかは、移動だけでなく生活を支えるために使うということであ
れば、一緒になると思います。難病患者の場合、医療費の助成には公費が厚く出てい
ますから、その他の問題で支援が必要ということですから、生活の支援を目的に含め
ることをはっきりさせないといけないと思います。 

〇委員Ｃ 
私はほとんど生活のために手当が使われていると思います。 

〇委員Ｂ 
手当の目的に社会生活にも使って良いと加えると良いと思います。 
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〇委員Ｆ 

精神障害のある方は、補装具等の福祉用具を使用しませんし、中には移動の支援が
必要な人もいますが、移動の支援に関するサービスもありません。基本的に必要ない
とみなされているから、今まで手当が支給されていないと感じています。これまでの
議論で、生活のためと考えると精神障害のある方も含まれてきます。精神保健福祉手
帳 3級の方は、医師が働けるとして診断書を書くことがありますが、都から認定を受
けても働ける方はなかなかいません。逆にこの難しさもあって、3 級ですと障害厚生
年金以外は、何の対象にもなりません。障害基礎年金は支給されませんし、生活保護
ですと、障害加算の対象にならないため、働けずに支援も少ないことから、困窮して
しまいます。 
〇委員Ｅ 
外見からわからない障害がある方は、何かしら生活に支障があるところでは、同じ

なのかなとは思いますが、でもそれを制度化する時に、どこからどう線引きをするの
かは難しいかもしれません。 
〇委員Ｃ 
東京都の手当や市の手当をわけて使っている人は、いないと思います。今日の会議

に参加している障害のある委員は 4人います。私は手当を補装具や生活費に使ってい
ます。残りの 3人は手当をどう使っていますか。 
〇委員Ｄ 
私は移動の手段や生活費に使っています。 

〇委員Ａ 
私も生活費等に使っています。 

〇委員Ｇ 
日常生活に必要な機器や生活のために使っています。 

〇委員Ｃ 
4人がこういう答えです。 

〇委員長 
目的として何かを具体的に入れたとしても、実際は、生活のために使うのだから、

生活のためとした方が、実質上も含め使いやすいということでしょうか。 
〇委員Ｃ 
福祉の増進というか生活のために使っています。 

〇委員長 
福祉の増進という言葉は広い意味で捉えられますから、生活のためも入ってくると

思います。そうすると、手当の支給目的の文言自体は、さほど変えなくても良いわけ
です。 
〇委員Ｃ 
障害者と難病も変わらないと思います。 

〇委員長 
難病患者福祉手当も障害者手当も目的としては差がないということですね。そうす

ると、制度を一緒にしても良いのではないかということですか。 
〇委員Ｃ 
はい。 

〇委員長 

このことに関して、何かご意見はありませんか。 
〇委員Ｈ 
良い方向に進んでいるという思いでお話を聞いていました。生活のしにくさをどう

やってサポートできるかが大切です。少し引っかかっていることが、例えば、精神障
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害のある方の場合に、どういう人までを対象にできるかです。手帳を所持していない

場合に、どういう形で適用させていくのが気になりながら、お話を伺っているところ
です。 
〇委員長 
そうですね。どのような枠にするか、ご意見をお願いします。 

〇委員Ｃ 
やはり枠を作らなくてはいけないのであれば、何らかの手帳所持者ということと、

所得制限を行うことが良いと思います。 
〇委員Ｈ 
精神障害のある方は、施設に通所する際に必ずしも精神保健福祉手帳を所持してい

る必要性はありません。手帳だけにとらわれると、これまでの議論に少し合わないと
ころがあるかもしれません。 

〇委員Ｆ 
手帳を取得するためには、先ず医師の診断書が必要です。手帳を取得しない方は、

障害であることを認めたくない、自分が精神の病気を持っていることを公にしたくな
い、認めたくない方なのかなと逆に思います。それはその個人の考え方の問題なので、
精神障害のある方の場合は、手帳所持で判断して良いと思います。 
〇委員長 
手帳で判断せざるを得ないところもあるかもしれません。 

〇委員Ｅ 
例えば、手帳及び障害年金受給者という条件はどうでしょうか。 

〇委員Ｆ 

障害年金の受給権獲得よりは、手帳の方が取得しやすい状況です。障害年金の受給
権を得るためには、例えば 20 歳以上の方の場合、病気の初診日や年金保険料を払っ
ていたかどうか等の諸条件を満たさないといけません。3 級であれば、障害厚生年金
は受給できても障害基礎年金は受給できません。このため、手帳所持者の方が良いと
思います。 
〇委員Ｃ 
できるだけ適用範囲が広がるような条件が良いと思います。 

〇委員長 
解決策として決めていただくことが何点かありますけれども、まずは手当の対象者

の範囲を決めないといけません。これまでの議論の中で、精神障害のある方も当然含
まれるという話し合いがなされてきました。精神障害のある方を手当の対象者を含む

考え方で変更はないのかどうかを確認したいと思います。このことに、ご異議はござ
いませんか。 
(発言者なし) 
○委員長 
精神障害のある方も手当の対象者とすることを確認しました。次に、手帳の所持者

を対象とするご意見が出ています。これについて、もう少し議論が必要かと思います
が、いかがでしょうか。 
〇委員Ｅ 
不明な点があるので教えていただきたいのですが、難病等の場合は内部障害の手帳

が交付されるのでしょうか。手帳の有無で整理してしまうことに怖さがあります。 

〇事務局Ｃ 
身体障害者手帳は、肢体不自由や視覚の他に、心臓等の内部障害も交付対象となり

ます。障害になった理由は問いません。手帳には、障害名だけではなく理由となった
疾病名も記載されます。その方の状態により等級は様々ですが、障害者手帳の認定基
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準に該当する場合、手帳は交付されます。 

〇委員Ｉ 
精神障害のある方は、障害福祉サービスを利用する際に、手帳を所持していなくて

も、自立支援医療の精神通院制度を利用している方もサービスの対象となります。自
立支援医療を利用されている方を対象者に含めると、どれだけ増えるのでしょうか。 
〇事務局Ｄ 
自立支援医療の精神通院制度を利用されている方は約 3,000人、精神保健福祉手帳

所持者は約 1,300人です。 
〇委員Ｃ 
 事務局に伺いたいのですが、障害者の定義を教えてください。 
〇事務局Ａ 
 理念法と言われる障害者基本法第 2条第 1号においては、身体障害、知的障害、精

神障害（発達障害を含む）その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社
会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるも
のをいうと規定されており、手帳の有無については記載されていません。 
障害福祉サービスの支給に関することを定めている障害者総合支援法第 4条におい

ては、身体障害者福祉法第 4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的
障害者のうち 18 歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 5
条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第 2条第 2項 に規定する発達障害者を含
み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く)のうち 18歳以上である者並びに治療
方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障
害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって 18 歳以上であるものをいう

と定義されています。 
〇委員Ｃ 
手帳の持っていない人は障害者ではないと、私は解釈していますが、手帳を自ら貰

わない人もいる。日本では、手帳は申請主義です。自ら申請できない人は、親族等の
関係者や支援者が手続きしてくれます。手帳を貰う権利を放棄している者を対象者に
する必要があるのですか。 
〇委員Ａ 
障害者基本法では、難病患者はどのように定義されているのでしょうか。 

〇事務局Ａ 
その他の心身の機能の障害がある者に含まれています。 

〇委員Ｃ 

手帳は何のためにあるのですか。 
〇事務局Ｃ 
身体障害者手帳は、障害が認定基準に該当される方に交付されるもので、交付され

た方の自立と社会参加を促進する様々な福祉サービスを受けるために必要とされる
ものです。一方で、障害福祉サービスを利用する際に必要となる障害支援区分は、障
害者手帳の等級とは違い、その方に必要な支援の度合を示すもので、障害者手帳の等
級数と支援区分の度合は一律比例するわけではありません。 
〇委員長 
それでは、ここで 10分間の休憩とします。 

（休憩） 

〇委員長 
それでは、再開します。これまでの議論を少しまとめますと、手当の金額を統一す

るだけなのか、それとも制度を一本化するのか答えが出ていませんが、手当の支給対
象者に精神障害のある方を含めること、そして手帳所持を 1つの基準とするというこ
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とです。今後は、実際にどうなるかとシミュレーションをしていただく必要があると

思います。ここで、今日のところは手帳所持者と一旦決めておいて良いのか、それと
もまたそれ以外の何かが考えられるのかを深めたいと思います。 
〇委員Ａ 
障害者手帳は認定基準があります。該当しないと手帳が交付されません。そうする

と難病患者でも該当しない人がいます。それでは漏れてしまい、問題と思います。 
〇委員長 
手帳ということで言うならば、例えばパーキンソン病の方ですと難病医療受給者証

を所持していても手帳を所持していない方もいらっしゃいましたよね。難病医療証も
無くて手帳も無い人もいますし、いろいろなパターンがありえます。 
〇委員Ａ 
症状が基準に該当しないとしても、病気や症状により生活に不便さもあるわけで、

放ってはいけないような気がします。 
〇委員長 
これまでの議論の中で、何かしらの手当やサービスが行き届いている方ではなく

て、サービス等が行き届いてない方を厚く手当てしようという話があったかと思いま
す。このことも含めてご意見をいただけたらと思います。 
〇委員Ｅ 
私も同意見です。手帳は取得しないという意思表示ができますが、委員Ａさんが言

われたように、日常生活や社会生活の中で何らかの制約が加わる面では、手帳を取れ
ない方も制約があるという意味では、含めていくべきなのかなと思います。 
〇委員長 

手帳所持ではない場合の何か具体的な案はありませんか。 
〇委員Ｃ 
手帳所持という条件をはずした場合、対象者が莫大に増えてしまいます。 

〇委員Ｆ 
手帳を貰いたくても認定基準に該当せず外れてしまうことは、難病の方もそうかも

しれませんが、精神障害のある方も生活に支障があっても同様です。 
自分は何らかの障害があるから手帳を貰うという意思表示の中で手帳を貰います。

手帳を貰わない人は手帳が嫌だと思って貰わないと考えて良いと捉えています。知的
障害のある方は、ほとんどの方が手帳を貰っていると思います。障害別で、障害者手
帳を貰えない方は、どの程度いらっしゃるのでしょうか。そのあたりを少し整理しな
いと、対象者を絞れないと思います。 

〇委員長 
手帳を所持せず、生活に支障がある方は、各障害別でどの程度なのか確認したいと

思います。視覚障害はいかがでしょうか。 
〇委員Ｃ 
車の免許を取得できない方もある意味、視覚障害があります。そうなると単純に視

覚障害者の数は約３倍にはなると思います。そこまで範囲を広げると莫大な人数にな
ります。 
〇委員長 
そういう意味もあって、委員Ｃさんの案としては、手帳所持ということですね。知

的障害はいかがでしょうか。 

〇委員Ｅ 
知的障害がある方は、ほとんどの方が手帳を貰っています。 

〇委員長 
肢体不自由のある方はいかがでしょうか。 
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〇委員Ｄ 

どんなに指定医にお願いしても認定基準に該当しなければ診断書を書いていただ
けない状況の方はやはりいます。指定医の判断に頼る部分が多いですし、判断に任せ
るしかないのかなと思います。やはり手帳が判断基準で良いと思います。 
〇委員長 
聴覚障害はいかがでしょうか。 

〇委員Ｇ 
聴覚障害は、聾者は少なくなっていますが、難聴の方が増えています。難聴者の場

合は、病院で聴力検査を受けても、検査結果により指定医が認定基準に該当しないと
いう判断で、手帳が認められないことも多いようです。 
〇委員長 
状況としては、難病であって生活に非常に困ることがあるけれども、手帳が取れな

いという人も結構いるということです。委員Ａさん、今お伺いした限りでは、やはり
手帳以外の要件に広げてしまうと、際限なくどこまで広がるかわからないと考えて良
いようです。 
○委員Ａ 
現実的には、手帳を基準にするしかないと思いますが、これは完璧な制度ではなく

て、そこから漏れてしまう人がいるということを念頭に置いて、みんなが意識してお
いていただきたいと思います。 
○委員長 
今の話し合いの流れでは、手帳を基準とする流れになりつつあると思いますが、今

の委員Ａさんのお話でも、困っている人がたくさんいることは留意してほしいという

ことです。 
○委員長 
それでは、手帳を所持しているということが共通意見ということで、ご異議ござい

ませんか。 
（発言者なし） 
○委員長 
それでは、手帳所持を基準とすることが皆さんの総意であると確認しました。これ

でおおよその範囲が決まってくると思います。手帳を所持している方で、そして精神
障害のある方も含めた場合に、例えば現行の予算規模でどれくらいの手当額になるの
かということは、シミュレーション出来ると思います。これまでの事務局の説明でも、
初めに予算ありきではない議論をと説明があったかと思います。かと言って、際限な

く予算規模の拡大をさせる訳にもいかないわけです。 
そこでお尋ねしたいのが、手当額です。現行は、障害者手当は 7,000円、難病患者

福祉手当は 5,000円です。シミュレーションを出していただかないと、人数的にどう
なるか、どれくらいの手当額になるかわからないわけです。人数が多くなった場合で
は、低くなることも予想されます。皆さんの想定する手当額の基準等についてご意見
をお願いします。 
○委員Ｂ 
障害者手当の金額を基準にしたら良いと思います。また、重度の障害がある方は、

別の手当を受給していることもありますので、増やさない等、段階的に考えていった
らいかがでしょうか。 

○委員Ｃ 
全身性障害の方が国や都からの支給されている手当には、手が付けられません。段

階的に考えるということは、市の数千円の手当を調整するのですか。 
○委員Ｂ 
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それは、この前から議論してきたガソリン費補助とタクシー料金助成を支給しない

ということです。たくさん手当を貰ってる方には、市の制度で行っている助成をしな
いこともあり得ると考えています。 
○委員Ｃ 
その意見に賛成です。 

○委員長 
市単独事業全体の中で考えていくというご意見です。 

○委員Ｃ 
国や都から潤沢に援助を受けている方に、市が上乗せして援助する必要があるので

しょうか。他の障害の方と差がつく一方です。 
○委員長 
今日は一旦、ガソリンとタクシーの件は置いておきますが、今後の考え方として、

重度障害の方については、再検討が必要というところでよろしいでしょうか。 
(発言者なし) 
○委員長 
それでは、手当額についてどれくらいが適切な金額かは、なかなか難しいところで

はありますが、ご意見ありませんか。 
○委員Ｃ 
全身性障害者と同じように、年間 72万円はどうですか。 

○委員長 
それは、国や都の手当のバランスを整えるためという考え方でしょうか。 

○委員Ｃ 

そういうことです。 
○委員長 
他はいかがでしょうか。それでは、7,000 円という基準でシミュレーションしてい

ただくことと、現行の予算規模のまま、人数が増えた場合の手当額を出していただく
ことでよろしいでしょうか。 
○委員Ｆ 
等級的に考えると、愛の手帳の場合は 3度と 4度の方、身体障害の方も 3級 4級の

方だと思いますが、精神保健福祉手帳のことがまだ決まっていないと思います。 
○委員長 
精神障害のある方の場合は、これまで何も手当の対象となっていないため、基準の

考え方がまだありません。どのようにお考えですか。 

○委員Ｆ 
精神保健福祉手帳が 2級以上の方は、障害基礎年金や生活保護の加算対象となりま

すので、3級の方を対象にしたらどうかと考えています。 
○委員Ｃ 
生活保護費は最低限の生活費は保障しているわけですから、手当支給の対象にする

と、弊害がでてくると思います。加算となる金銭が増えると、基礎年金だけで暮らし
ている障害者と差がつく一方です。生活保護受給者は、対象にすべきではありません。 
○委員Ｂ 
 そうだと思います。 
○委員長 

それでは、いろいろなパターンでシミュレーションをお願いしたいと思いますが、
事務局は、対応可能でしょうか。 
○事務局Ａ 
対応は可能です。 



 13 

○委員Ｃ 

生活保護受給者には支給しなくても良いと思っている委員がどれだけいるのか、聞
いてください。 
○委員長 
生活保護受給者は、手当の対象者にしないほうが良いという意見がありますが、ど

う思われていますか。 
○委員Ｅ 
生活保護受給者の障害加算の仕組や障害者手当の収入認定について、不明な点があ

るので教えていただきたいのですが。 
○事務局Ｃ 
先ず障害加算ですが、身体障害者手帳は 3級以上、愛の手帳は 3度以上、精神保健

福祉手帳は 2級以上、障害基礎年金は 2級以上ですと加算があります。次に収入認定

ですが、就労等の何らかの収入がある場合、収入から経費を差し引いた金額を生活保
護費から控除することがあります。手当の収入が 1万 7,000円以内の場合は、収入認
定されない仕組になっていますので、7,000 円の障害者手当を受給した場合、結果と
して、国が定めた最低生活費に障害者手当が加わることとなります。 
○委員Ｃ 
障害のある生活保護受給者は、一般の生活保護受給者よりも多く生活費があるのだ

から、手当対象から即刻廃止するべきです。 
○委員Ａ 
国が生活を保障してくれているのですから、他のサービスはいらないと思います。 

○委員Ｂ 

生活保護受給者を対象から一応除外する考えで良いのですが、障害があるが故に一
般の方よりも費用がかかるとことも有り得るわけですよね。 
○委員Ｃ 
だから障害が有る場合の生活保護費が、無い場合と比べて 1.25 倍あるのではない

ですか。 
○委員Ｂ 
様々なサービスが用意されていますが、障害があるが故に一般の方よりも費用がか

かることは慎重に考えなくてはいけないかなと思います。 
○委員長 
生活保護受給者は、対象としない方向性を含めて検討することでよろしいですか。

慎重に検討する必要があると思いますが、委員Ｃさんから対象にすべきではないと意

見があり、委員Ｂさんからは慎重にという意見があったものの、反対の意見があった
わけでは無いということで、一応留めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 
（発言者なし） 
○委員長 
あとは、制度を統一するのかしないのか、現行制度のまま金額の統一なのかは、な

かなか答えが出ないところではありますが、本日の会議前半でも目的等にも言及して
様々意見がありましたが、結論としては、どうしましょうか。 
○委員Ｈ 
決定的な支障がなければ、制度を統一した方が良いと思います。 

○委員Ｆ 

制度の統一に関わらず、精神障害のある方を手当の対象とする場合は、どのみち条
例改正が必要ですから、制度を統一すべきです。 
○委員長 
2 人の委員さんから制度を統一することについてご意見をいただきました。今お二
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方から一緒の方がというご意見をいただきました。何か反論等ありませんか。 

（発言者なし） 
○委員長 
それでは方向性として、制度を統一することでよろしいでしょうか。 

（発言者なし） 
○委員長 
それでは、制度を統一することで意見をまとめたいと思います。それでは、これま

でにまとめた意見は、精神障害のある方を手当の対象に含めること、手帳所持を基準
とすること、制度を統一することです。手当額は 7,000円を基準にして、予算規模が
どうなるか、現行予算規模で対象人数が増えたら手当額がどうなるか、事務局にシミ
ュレーションを出していただくということです。所得制限については、まとめができ
るまで整理ができませんでした。本日の会議では、このようにまとめたいと思います

が、よろしいですか。 
（発言者なし） 
○委員長 
それでは時間になりましたので、本日の議論はここまでにしたいと思います。次回

は、事務局シミュレーションを基に、議論したいと思います。最後に次第の 4、その
他です。事務局から、何かありますか。 
○事務局Ｂ 
次回の日程でございます。次回は、5 月の中旬あたりに開催できればと思っており

ます。日程が決まりましたら、皆様にご通知させていただきたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。事務局からは以上です。 

〇委員長 
それでは、以上で第 14 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。ありがとうございました。 
 
 

 


