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会  議  録 

会議の名称 第１５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５月１７日（火）午後２時～４時 

開 催 場 所 地域福祉センター 1階活動室 

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、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 花田課長、小倉課長補佐、加藤支援第１係

長、福田給付係長、   

●欠席者： 高橋千恵子、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 ２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 

本日は雨の降る中、またお足元の悪い中、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。熊本の方もまだまだ大変な状況が続きますけれども、昨夜

も茨城を震源とした震度５弱の地震がありましたが、本当に備えの必要性を再認識さ

せられたところでした。 

本日は、障害者手当と難病患者福祉手当につきまして、これまで課題の抽出をいた

だきまして、それをふまえまし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 

それでは、平成 28年度最初の検討会になりますが、4月の人事異動により、事務局
のメンバーが一部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。 
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（事務局挨拶） 

○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。 

永嶋委員長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。 

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 

○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．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 

それでは議事に入ります。これまでの会議において、障害者手当と難病患者福祉手

当について議論し、課題の抽出がある程度終了したところです。 
前回は障害者手当と難病患者福祉手当の２つの制度を統一すること、そしてシミュ

レーションをするにあたっては、一部の精神障害のある方を手当の対象に含めてはど
うかという意見がありましたので、事務局に資料を用意していただきました。まだ、
所得制限や金額をどうするかというところまで細かく詰めておりませんが、まずは議

論に入る前に本日皆さんにお配りした資料について、事務局から説明をお願いしたい
と思います。 
なお、本日の資料は２点ございます。 
資料１として、前回までの会議進捗状況を整理した「各種手当・補助のこれまでの

協議状況について」と資料２として「難病患者福祉手当・障害者手当 制度統一後シ
ミュレーション」です。２つの手当を統一した後のシミュレーションとして、手当額
を７，０００円にした場合の予算規模がどうなるか、あるいは、現行予算規模で対象
人数が増えた場合にはどうなるかについてまとめたものです。 
それでは、順に事務局から説明をお願いします。 

〇事務局Ｂ 

（配布資料１、２について事務局より説明） 
○委員長 
事務局の説明につきまして、何かご質問、ご意見はありますか。 

○委員Ａ 
 この手当に対応する分として、今年度の手当に関する予算がどのように編成されて
いるか説明していただけますか。 
○事務局Ａ 
 手当は、条例で金額が決められていますので、何かしらの理由で対象者が大きく増
えた場合は、これまで年度途中で補正予算を計上して対応しています。先般、難病の
疾病数が増え、対象者が国からは２倍になるとの情報提供があったため、予算も約２
倍に計上させてもらったものです。 

○委員長 
 それでは、シミュレーションをふまえてということになりますが、いくつか確認し
ておかなければいけないこともありますので、それらについてご意見をいただきたい
と思います。 



 3 

 まずは、障害者手当と難病患者福祉手当を統一するということ。これは前回の確認

事項でありますけれども、これについてはよろしいでしょうか。 
（発言者なし） 
○委員長 
 では、異議なしとします。 
 それから手当の対象範囲ですが、これは現行の障害者手当の対象範囲では、身体障
害者手帳４級以上、愛の手帳４度以上、を対象とすることとなっていますけれども、
これについてはどのように考えたらよいのかということ。それから難病患者は手帳を
所持していない方もいるわけですから、手帳のみを基準とする場合には、これまで何
度も議論がありましたが、対象から外れるということになります。難病医療受給者証
を所持している場合は引き続き手当の対象とするのかどうか、ということも考えてい
かなければいけません。これまでは難病患者福祉手当は障害者手帳の有無が要件では

ではなかったため、手当の受給要件について整理しないといけないのではないかと考
えます。これら身体障害者手帳４級、愛の手帳４度以上ということの対象については
いかがかということと、難病の方の基準はどのようにすべきか、ということについて
ご意見をいただければと思います。 
○委員Ｂ 
 難病患者の方には全て受給者証は発行されるのでしょうか。 
○事務局Ｂ 
 難病は、病気の程度によって非常に重い方から軽い方もいらっしゃいます。受給者
証は、単に病気を持っているということの認定ではなく、診断書にかかれた病状が基
準に達すれば受給者証が発行され、難病医療費が助成されます。 

○委員Ｃ 
 パーキンソン病の場合、難病の受給者証が発行されるのはヤールⅢ度以上です。Ⅲ
度の方たちは医療費助成が受けられて、障害者手帳の認定も受けている方が多い。Ⅰ
度とかⅡ度の方は軽症ということで医療費助成が受けられないのですが、使う薬は高
いので経済的には大変です。 
○委員長 
パーキンソン病の場合にはヤールの重症度分類があり、かつては全部対象だったの

ですが、今はその重症度の分類によってⅢ度以上から対象となり、軽症だという方に
ついては医療費助成がありません。ある程度の重症度以上の方ですと、薬代が助成さ
れますが、軽症の方は薬代がそのままかかってしまうということです。 
○委員Ｃ 

 軽症の方は仕事ができないこともないですけれども、実態は無理をして仕事をして
いるので、決して楽ではないと思います。 
○委員長 
 委員Ｃのこれまでのお話も、そういう対象になっていない方に対して何かしらの手
当ができないかというお話ですよね。そのようなお考えがあったことをふまえた上
で、ただどこかで基準を設けないといけないだろうというお話になりました。そこで、
手帳を基準にするということにしましたが、軽症の方も大変だということを常に念頭
に置いてほしいというご意見でしたね。 
○委員Ｄ 
 難病の方たちというのは、いろんな病気がありますよね。それで、障害者手帳の３、

４級にあたるということをどうしたら証明できるんですか。 
○委員Ｃ 
 難病の症状というのはオンとオフの差が大きいんですよね。オンの時は普通に生活
できているけれども、オフの時はまったく寝たきりになってしまうわけで、私として
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は、寝たきりの所に水準を当てたいわけなんです。オンの時だけみられては、何も問

題ないわけです。オフの時があるから問題なんです。オフの時に水準を合わせると、
障害者手帳１級とか２級になるはずなんです。 
○事務局Ａ 
 補足ですが、難病医療費助成の目的というのは、国として、治療方法が確立してい
ない病気を克服していくために、医療証を発行して、しかるべき病院で治療をしてい
ただくことで、病気のデータを蓄積できるよう、希少な病気から認定しています。障
害の重さというよりは新たな疾病の克服のためにあるので、ある程度研究が進んだ疾
病に関しては、優先順位が下がっていくのかなと想像されます。 
難病の方も障害福祉サービスを使う際には、身体や知的、精神の方と同じように、

サービス等利用計画書を事業者に作成していただきながら、障害支援区分として、そ
の方の困り具合を区分１から６まで判定します。ですから、障害手帳の等級に比例し

て区分を判定しておらず、例えば手帳 1 級の方でも日常お仕事をされている方は、支
援区分は低くなります。 
○委員Ｃ 
 市の方では独自の判定をするということですか。 
○事務局Ａ 
 ケースワーカーが聞きとりをしたのち、医師の意見書なども加味しながら、市の審
査会において、国の基準に従って区分を判定しています。 
○委員Ｅ 
 私は身体障害者としてこの検討会に参加していますが、難病の多発性硬化症という
難病指定の病気なので、今、事務局Ａが言ったように、障害支援区分としては低いん

です。医師が自立性が高いと判定していますので、ヘルパー派遣時間数の給付もあま
りいただけない状況にはあります。それでも難病としての認定は受けていますので、
医療費とかの助成はいただいているのですごく助かっています。障害支援区分と都や
国が行う難病医療費助成とは全く違うものであることは確かだと思います。自分がそ
ういう思いをしていますので、できれば私も障害支援区分を高くしていただいて、も
うちょっとヘルパー派遣時間数を増やしていただきたいという要望はありますけれ
ど、いろいろな難病があって、まだ難病認定されていない線維筋痛症とか大変な病気
の方もいらっしゃるので、そういうことを考えたらいただけるだけありがたいのかな
とは思っております。 
○委員Ｄ 
 たぶん障害者の中で、難病を抱えている障害者は結構いると思うんです。視覚障害

者は３分の１が網膜色素変性症などの難病に該当すると思います。でも難病に関して
は重要視されていないんです。肢体不自由や聴覚障害、内部障害の方々も難病を抱え
ている場合が多いと思うのですが、どのくらいの人数か分かりますか。 
○事務局Ｃ 
 平成２８年４月１日現在、身体障害者手帳をお持ちの方は、施設入所されている方
を除き、のべ約６，０００人ですが、うち約１，２００人は障害が重複していますの
で、実人数は約４，８００人とみられます。なお、難病等の方はこの中に含まれてお
りません。 
○事務局Ａ 
 難病医療費の認定を受けている方は平成２６年度末現在で１，４７０人です。うち、

身体障害者手帳を所持している方のデータがないので分かりませんが、難病が原因で
身体に障害が現れたという方は多数いらっしゃると思われるので、かなりの数になる
と思います。本日配布した資料の２では、障害者手当が５９７人で、難病患者福祉手
当は１４３人という低い割合でしたけど、実際には障害者手帳を所持している方は金
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額の高い障害者手当を申請している状況と思われます。また現在、新規で難病の方が

相談に来られた際は、身体障害者手帳を提示することで運賃の減額や減免など受けら
れるサービスが広がりますので、窓口では身体障害者手帳の取得についても併せてご
案内しています。 
○委員Ｄ 
 手当の額はいくらって決まっているんですよね。４級の人にはいくらとか。それは
変えることはできるんですよね。 
○委員長 
 そのあたりのことを今検討しているわけです。この検討会は市単独事業の再構築を
図ることを目的としていますので、現在４級以上としている条件を何級にすべきかと
いうご意見を出していただければと思います。 
○委員Ｅ 

 現実としては、１，２級の方は都の手当を受給して市の手当は受給していないわけ
ですよね。身体障害者の場合は、６級まであるけれども、現状では４級以上の方に支
給するということで私は構わないと思います。 
○委員Ｆ 
 私は身体障害者手帳の２級ですが、障害年金と心身障害者福祉手当を受けています。
市の手当は受けていません。 
○委員Ａ 
 今までの議論の流れの中で考えると、市の手当は市の単独事業ですから、国や都の
補助の及ばない範囲のところを対象とするのがいいのではないかと考えます。国や都
の額の方が高いとすれば、どうしてもそちらを優先的に選ぶ方が多くなりますから、

その対象外になっている方のところにやはり重点を置く必要があると思います。医療
費助成に関しては、これは別の気がします。医療費助成というのは、どちらかという
と生活のしにくさの部分についてどういうふうにフォローできるかっていう考え方で
積み上げてきているものだと思うので、そこは切り分けて考えなくてはいけないかな
と個人的には思います。 
○委員長 
 手当を一体的に考え、統一するということに対してのご意見ですか。 
○委員Ａ 
統一することもいいですし、金額を合わせるということも重要なことだと思います。

難病の方のいわゆる医療費助成とは違うと思うので、そこの基準をどういうふうにつ
くるかの話だと思います。 

○委員Ｃ 
障害者が仕事ができないということで、所得補償をするのが障害年金だけど、障害

年金だけだと不十分だからそれを支援するというのが、市の単独事業の性格かなと思
います。 
○委員長 
 手当は所得補償の足りない分を補う意味合いがあるのではないかということです
ね。 
○委員Ｃ 
 そういう意味では、障害者も難病患者も同じだから統一して構わないと思います。 
○委員長 

 手当の統一については、これまでの話でそういう意見になっています。難病患者の
方の基準をどうするかということについてご意見ありますか。 
○委員Ｄ 
 前回の検討会では医療費助成については別にして、手当についてということで話し
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ていましたよね。障害者で都の医療費助成を受けている方もいるわけだから、医療に

関してはかからない方がいるということですよね。難病の方だって手当はもらえてい
いんじゃないかと思います。 
○委員長 
 医療証を基準に考えないというご意見が多く出ていますけれども、まずはそこを確
認したいと思います。医療証を基準に考えるのではないということは、皆さんの総意
と考えてよろしいでしょうか。 
（発言者なし） 
○委員長 
医療証を基準に考えないとなりますと、難病の方は、難病医療証を持っているかい

ないかではなくて、身体障害者手帳を持っているかどうかということを基準とすると
いうことでよろしいでしょうか。 

○委員全員 
はい。 

○委員Ｄ 
 手帳は、身体障害者みたいにはっきりとした感じで取得できるのでしょうか。 
○事務局Ｃ 
 手帳につきましては、あくまでも都の指定を受けた医師の診断書をもって、都で判
定しますので、難病の方で状態変化のある方や障害固定されていない方につきまして
は、医師の診断書記載の段階で、身体障害者手帳の申請手続きが止まってしまう可能
性があるかもしれません。難病医療費助成の申請をされる方の最近の動向を見ていま
すと、身体障害者手帳を取られている方もいらっしゃいますので、まずは、生活のし

づらさなどについて主治医に相談していただくのがいいのではないかと思います。手
帳取得の基準につきましては、要件等が変わってきておりますので、国都の動向を注
視しながら、主治医と相談していただくようになるかと思います。 
○事務局Ａ 
 危惧するところは、難病の方が障害福祉サービスを使えるようになった目的の一つ
は、身体障害者手帳を取得できない方でも困っている方がいるから障害福祉サービス
を使えるようになっていますので、身体障害者手帳を取るということを手当の条件に
すると、昨今の流れとは逆かなという気がします。 
○委員Ｄ 
 手当は身体障害者手帳が取得できる方に支給すべきです。 
○委員長 

 それではここで１０分間の休憩を取りたいと思います。 
（休憩） 
○委員長 
 再開します。 
 休憩前は、医療証を基準としないのであれば何を基準とするのかという議論をして
いたところでしたが、いかがでしょうか。 
他市の類似の制度で、動向や基準などについて事務局で何か把握されているでしょ

うか。 
○事務局Ａ 
 本日、手元に資料がないのですが、記憶しているところによると、他市が調査した

結果では、難病の手当あるいは見舞金を支給している自治体では、ほぼ難病医療費助
成を受けている方が対象となっています。独自に難病に類似した疾病を手当の対象と
している自治体もあったような気がしますが、ほとんどが医療費受給者証を基準にし
ています。 
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○委員長 

 ほとんどの自治体が医療証を手当受給の基準としているということですよね。 
○委員Ａ 
 逆の言い方をすると、医療証をもらっている方にも手当を出しているということで
すよね。それは、医療費助成は手当とは別だと捉えているということですよね。 
○事務局Ａ 
 現状では、難病があるかどうかの判断は、市としては都が認定している医療費受給
者証の所持で判断しているということです。 
○委員Ｃ 
 難病の重症が長くなって症状も複雑になってきた方は、身体障害者手帳が欲しいと
言っている方が多いと思います。そうしないといろいろなサービスが受けられない。 
○委員長 

 難病医療を受けていて、病状が進んでくると身体障害者手帳を取る方が多い。それ
を踏まえたご意見ございますか。 
○委員Ｃ 
 身体障害者手帳を基準にしてもいいのかなと思います。 
○委員長 
 現行の市の障害者手当の基準では４級以上ですから、例えばパーキンソン病の方が
障害認定をして、４級に至らず５級６級に認定されたら手当の対象にはならなくなり
ます。 
○委員Ｃ 
 パーキンソン病の方で身体障害者手帳を申請すると、医師は１級と２級でないと意

味がないと判断する場合が多いということです。そうすると患者は身体障害者手帳の
申請をやめてしまうと聞いています。 
○委員長 
 手当の受給基準については結論を出すのが難しいと思います。今のところ、現行の
障害者手当と難病患者福祉手当を統一したうえで、基準についてはそれぞれこれまで
の基準のままで、障害者手当は４級以上あるいは４度以上、難病患者福祉手当は医療
証がある方ということでいかがでしょうか。２つの手当は統一するけれども、それぞ
れの基準はそのまま統一した手当でも受給要件にするということです。 
○委員Ｂ 
 もう１回確認したいのですが、生活保護の障害者加算は手帳２級以上が対象ですか。 
○事務局Ｃ 

 生活保護制度における障害者加算につきましては、身体障害者の方は１級から３級
までの方が対象になり、１級２級の方と３級の方とでは金額が変わります。愛の手帳
の方につきましては、１度から３度の方が障害者加算の対象になり、１度２度の方と
３度の方とでは金額が変わります。そのほか、精神疾患の方については、精神保健福
祉手帳１級２級及び、障害基礎年金１級２級を受給している方が障害者加算の対象と
なり、１級２級とではそれぞれ金額が異なります。 
○委員長 
 それでは、生活保護受給者を手当の対象とするかどうかということについてのご意
見をお願いします。 
○委員Ｄ 

 前回も言ったように、生活保護を受給している障害者のほうが受給できる額が１．
２５倍になるので、生活保護受給者には市の障害者手当はいらないと思います。 
○委員長 
 前回そういうご意見がありました。 
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○委員Ｄ 

 生活保護受給者は、ある程度の金額をいただけているわけですから、対象としない
でいいと思います。 
○委員長 
 今のご意見では、障害者手帳の等級によらず生活保護は対象外とするということで
したが、他の委員はいかがでしょうか。 
○委員Ｄ 
 一般の方が生活保護を受けている場合と、障害者が生活保護を受けている場合とで、
同じ年代で同じアパートに暮らしていても障害があるからといって支給額が１．２５
倍あること自体おかしいと思うんです。まして他の福祉系の補助、例えばゴミ袋の減
免など。また、電気、水道、ガスの基本料金もない。生活保護の方と障害基礎年金を
もらっている方はだいぶ差がつくんです。ですから私はそういう理由で生活保護受給

者はこの手当の対象外にしていいのではないかと思うんです。 
○委員長 
 前回も委員Ｄからそういうご意見が出されまして、他の委員からはそれについては
反対ではないという意見でした。その他には反対ではないけれども慎重に考えた方が
いいのではないかというご意見もありました。皆さんとしては、いかがでしょうか。 
○委員Ｇ 
 この検討会で以前配布された他市の調査を見ると、生活保護との併給制限の有無の
統計が出ているんですけれども、回答した１９市で東村山市と同じように併給制限な
く支給していて、併給制限ありのところは４市だったと思うんですけれども、他市の
状況だと圧倒的に併給制限なしというような実態はあるように思います。そのあたり

の動向については何か変化はありますか。 
○事務局Ａ 
 この調査を行ったあと、難病医療法が施行されました。対象者が２倍になるという
情報もあるので、それまで所得制限を設けていなかったり、併給制限をしていなかっ
た自治体は、最近になりまして制度を少し見直しております。手当額を下げたり、所
得制限や併給制限を設けることになった自治体が増えてきているという状況です。制
限を設けたけれども金額は上げたとか、そういうパターンもありますけど、基本的に
は全く制限をかけていなくて受給者証があればどんな方にも手当等を支給するという
自治体は少しずつ減ってきているという傾向にあります。 
○委員Ｇ 
 これはあくまで難病患者福祉手当との併給ということですよね。 

○事務局Ａ 
 そうです。 
○委員長 
 これまでのご意見で生活保護の方を対象外とするというご意見が出ましたが、それ
に対しての反対意見は、慎重な意見はあるものの今のところありません。他市でもそ
のような制限が設けられつつある傾向にあるという事務局の説明もありましたけれど
も、統一する手当の対象からは生活保護受給者を外すという方向性でいかがでしょう
か。 
（発言者なし） 
○委員長 

とりあえず本日のところは、原則として生活保護受給者は対象外として考えるとい
うことでよろしいですね。 
（発言者なし） 
○委員長 
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あと残っているのは対象範囲ですけれども、現行を基本とするということでよろし

いでしょうか。その中で、精神保健福祉手帳３級をどうするのかというのは、まだ何
とも言えないですけれども、本日の段階では現行基準ということでよろしいですか。 
（発言者なし） 
○委員長 
では、以上の点について確認しました。それでは金額についてはいかがでしょう。

本日の事務局の説明では、生活保護受給者を対象外として、なおかつ現行の制度の対
象者と精神保健福祉手帳の３級所持と考えますと、対象となるのが９０８名、そして
現行の予算規模でシミュレーションしますと、１ヶ月あたりが５，３９０円になりま
す。では支給額を７，０００円にするとどうなるかというと、現行の予算よりも約１，
７００万円の増になるということです。ここで考えていただきたいのは、現行の予算
規模で考えると５，４００円程度になるわけですが、このように予算規模を基準とし

て考えるのか、それとも現行の障害者手当と同額の７，０００円という基準で考えて
いくのか、或いはまたそれ以外に何か他の基準があるのかということですけれども、
それについてはいかがでしょうか。 
○委員Ｄ 
 これは市の予算がどのくらいかという問題だと思います。いずれ当市も民生費が５
０数％になってくるわけですよ。だからある程度下げることも必要だし、そういうこ
とも踏まえたうえでやっていかなくてはならない。 
○委員長 
 そうすると、現在、民生費の割合が高いですけれども、それが極端に比率が高くな
ってしまうようなことになっても市としては大変だろうということですね。そうする

と、極端に負担が増えるということにならない範囲で手当額を決めるべきだというご
意見ですね。 
○委員Ｄ 
 だからある面ではこの福祉予算的なものというのを、手当をいただく側のほうでも
考えなくてはいけないんだと思います。何でもくださいではなくて、手当はとにかく
出ているんだから、その額が予算の関係で下がることもあるという考えを持たなくて
はいけない。 
○委員長 
 そうしますと、市の全体の予算ということを鑑みますと、手当額についてはとりあ
えず現行維持くらいという考えでしょうか。今の委員Ｄのご意見ですと、更に減らし
てもというような考えですよね。 

○委員Ａ 
 新しく精神障害者の方たちを対象に含めて、そのかわり生活保護受給者に関しては
対象外とするという議論になっているわけですけれども、新しく対象者を増やしたと
いって、現行水準が下がるという考え方というのは、できればそうならないような形
で１回組み立てていただくことはできないものかなと思うんですね。このシミュレー
ションでいうと、１，７３０万円の予算増となるわけですが、これが市の全体予算の
中で、どのくらいの割合になっていくかということとか、福祉予算の中で、特にこの
手当に対する割合で考えたときに、どのくらいの割合になってくるかということで、
言ってみればプラスマイナスの範囲の中で許される範囲なのかどうかということにつ
いて、まず一度考えていただきたいと思うんです。もしそういうプラスマイナスの範

囲内で済む額であるとすれば、なるべくだったら現行水準を維持するというのがいい
んじゃないかなと思います。ただそれではやはり今後の市の財政にとって、致命的な
大きな影響が出てくるような中身であるとすれば、それはこの考え方を変えていかな
くてはならないのかもしれないですけど、今、そこまでこの検討会の中で斟酌する必
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要があるかどうかについては、まだそこまではいらないのかなと思っています。 

○委員長 
 確かにこの検討会の中で、予算を決めたりすることが出来るわけではありませんの
で、今のご意見では予算規模ではなくて現在の手当額の基準を踏襲するということで
した。そして、このシミュレーションで、現行の障害者手当の額を維持した場合には
１，７００万円の増になるということですから、それが予算的に厳しいということで
あれば、手当額が減るということになってくるかもしれません。ですので、現在の予
算規模を基準に考えると５，４００円くらいで、現行の障害者手当の額が７，０００
円ですから、その範囲の中でという少し柔軟な考え方でいかがでしょうか。著しく今
の水準から下げない程度ということでいかがでしょうか。 
（発言者なし） 
○委員長 

そのほか、諸々検討すべきことがありますが、ここで是非それ以外に考えていただ
きたいことがあります。本日は難病患者福祉手当と障害者手当の２つの手当について、
ご議論いただきましたが、次回以降は、最終的に提言案をまとめるにあたって、ガソ
リン費・タクシー料金補助事業についての議論が残っています。それらの補助事業と
手当の受給対象の整合性を図る必要がありますので、次回はガソリン費・タクシー料
金補助についての議論を行って、そしてそれらの事業との整合性を持たせて進めてい
くことにしたいと思います。そうしますと、本日までに話し合ったことで、ガソリン
費・タクシー料金補助と考え併せて、またちょっと微調整をということが出てくるか
もしれません。次回は、ガソリン費・タクシー料金補助事業に関して再構築案策定に
向けて具体的な議論をしていきたいと思います。それに伴って、またシミュレーショ

ンが必要なことが出てくるのではないかと思います。 
資料１をご覧ください。ガソリン費・タクシー料金補助事業につきましては、移動

手段に関する対象拡大の有無や所得制限額の統一、そして請求手続の簡素化の課題を
解消するため、手当化すべきとの方向性を確認しています。 
シミュレーションを行うには、手当の障害程度等といった対象範囲、手当額、所得

制限限度額等の条件を固めなければ、シミュレーションはできないと考えています。
このことについて、委員の皆さんから意見をいただきたいと思います。 
○委員Ｄ 
 福祉に関しての所得制限については、非課税という考え方を変えるべきだと思いま
す。非課税とか課税ではなくて、総額もらっている金額で考えなくてはいけない。非
課税という考え方は国でつくっているものだろうから無くすわけにはいかないんだろ

うけれども、市の手当では、障害年金と厚生年金の老齢年金、国民年金の老齢年金の
障害とか、総額もらっている額で考えたほうがいいと思うんです。年金も障害年金は
非課税所得として扱われるんですよね。その一方で、障害を持っているんだけど働い
ていて厚生年金や国民年金の老齢年金をもらって生活していて、障害年金をもらって
いない障害者もいるわけです。障害を持っているけれども、一生懸命働いて１２５万
１円稼いでしまったら、課税者になってしまうんです。１２５万円を少し超えただけ
で課税になっていたり、もっともらっていても非課税だったりするんですよ。２００
万円ちょっともらっていても非課税の方がいるんです。そういった場合に、さらにこ
の福祉的なものを与えていていいんですか、ということだと思うんです。 
○委員長 

 そうすると、ガソリン費・タクシー料金補助事業のシミュレーションを出していた
だくときにどのように表したらいいのでしょうか。それ以外にもシミュレーションが
必要だというものがありますでしょうか。 
○委員Ａ 
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 資料１でまとめていただいたもので、ガソリン費・タクシー料金補助事業について

は手当化で再構築すべきという解決策、方向性が出ているんですが、これは確認事項
ということでいいでしょうか。ガソリン費・タクシー料金補助事業は手当に再構築す
るので、その手当に所得制限を設けるのか設けないのかを検討するということでよか
ったでしょうか。 
○委員長 
 ガソリン費・タクシー料金補助事業を手当化するということについてはいかがです
か。この確認は最終的に第１１回検討会の時に手当化という方向に集約されたかと思
いますが、皆さんよろしいですね。 
○委員全員 
 はい。 
○委員Ｄ 

 事務局の方から資料として出してもらいたいのは、障害年金を受給している人がど
のくらいもらえているのかというものを出してほしい。 
○委員長 
 検討するための資料としてということですか。事務局の方で出せますか。 
○事務局Ａ 
 障害年金は所管が違うものですから、調査して資料として用意したいと思います。
あまり細かくしてしまうと資料として難しくなり過ぎてしまうところもあるので、基
本的な資料として準備したいと思います。 
○委員長 
 それでは資料の準備をお願いします。 

○事務局Ａ 
 次回のガソリン費・タクシー料金補助事業の検討に向けた資料についてですが、シ
ミュレーションが何もないと検討しづらいと思いますので、本日の資料２に近いよう
なものを叩き台として準備したいと思います。 
○委員長 
 受給者数や金額が対比しやすいようにお願いします。ガソリン費・タクシー料金補
助事業のシミュレーションについては、私と事務局とでご相談させていただきたいと
思います。 
時間になりましたので以上にしたいと思いますが、最後に皆さんから何かご意見は

ありますか。 
（発言者なし） 

○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。最後に、次第の４その他です。

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。次回は８月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、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。 
○委員長 
それでは、以上で第１５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。皆さまお疲れ様でした。 
 

 


