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会  議  録 

会議の名称 第１７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１１月１日（火）午後２時～４時 

開 催 場 所 東村山市立社会福祉センター２階 会議室 

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、吉田謙、

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、宮本事業係長、

福田給付係長、原主任     

●欠席者： 武者明彦 

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、『第１７回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 

本日はご多用の中、本検討会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

本日は、ガソリン費補助・タクシー料金助成事業につきまして、ご議論をいただく

ことになっています。本日も忌憚のないご意見、ご協議を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。 
○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 
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異議なし 

○委員長 

異議なしと認めます。傍聴申請があれば適宜これを許可いたします。 

（傍聴人なし） 

 

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、ガソリン費補助・タクシー料金助成事業について、さらに議論を進めてい
きたいと思います。 
前回までの協議で、ガソリン費補助とタクシー料金助成事業を一体化して新しい手

当に再構築するべきとの方向性を確認しました。 

また、所得制限については、現行のガソリン費補助受給者の扶養義務者の所得制限
額を現在の３６０万４，０００円から仮に２５０万円に変えた場合のシミュレーショ
ンをして、どれくらいの影響が出るのかを確認してから、所得制限額について議論を
進めていくというご提案がありました。 
それでは本日の議論に入る前に、お配りした資料について事務局から説明をお願い

します。 
○事務局Ｂ 

（配布資料について事務局より説明） 

○委員長 

事務局からの説明、資料について、何かご質問はありますか。 
○委員Ａ 

資料２の所得額というのは障害年金も入れた金額ですか。 

○事務局Ｂ 

現行の所得審査で用いるデータには、障害年金は入っていません。本日お配りした

資料も既存のデータを用いて、シミュレーションをしました。 

○委員Ａ 

ということは、資料２にある所得額に加えて障害年金ももらっている場合もあると

いうことですね。 

○事務局Ａ 

障害年金は所得に含まれませんので、障害年金を所得に置き換えるというのは、現

実にはできない状況です。 

○委員長 

事務局からありましたように、障害年金に限らず、収入すべてを把握するというの

は難しいところがあると思います。何かこれについてご意見がございますか。 

○委員Ａ 

 私は障害年金が非課税扱いになっていること自体がおかしいと思っているのです

が、これでは、格差がさらに広がってしまうと思うんです。介護保険や年金は国の制

度だから、市で変えることはできないけれども、市単独の制度だったら、変えていく

ことができるだろうということです。 

○委員長 

障害年金は国の制度だから変えられないとしても、市単独で実施している手当はそ

こを変えていけるということですね。 

○委員Ｂ 

もし障害年金を所得とみなして、年金も含めたかたちで所得制限額を考えるのであ

れば、他の手当も所得に含めないと公平とは言えないと思います。ただ、収入全体を
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把握するのは、非常に難しいのではないかと思います。 

○委員Ｃ 

現行の制度では、所得審査はどのように行っているのでしょうか。 

○事務局Ｂ 

所得の確認方法ですが、その年の 1月 1日時点で当市に住民票があるかたは庁内の

システムで確認しています。ガソリン費補助、タクシー料金助成ともに受給者本人が

非課税を条件としていますので、データ上で非課税となっているかたが受給対象にな

ります。扶養義務者については、それぞれ違う基準になっていますので、システムで

所得額を確認しています。ただ、課税対象ではない障害年金や手当については、シス

テムには反映されていませんので、それらを所得審査の対象とする場合には、手当申

請時や毎年の現況届の手続き時に自己申告で、年金証書や年金額が記された通知など

を一式添付していただくことになろうかと思います。 

○委員長 

申告ではなく、市で把握する方法はあるのでしょうか。 

○事務局Ａ 

市役所においては、保険年金課が年金の所管課になりますので、この場で正確なお

答えをするのは難しいのですが、障害年金の情報は市のシステムに反映されてはいな

かったと思います。年金受給者の情報は、日本年金機構がデータを保有していますの

で、随時、そちらに照会をかけて確認をするという手続きになると思います。 

○委員Ｃ 

市のほうでは、課税対象になっている所得については確認できるということですね。

そうであれば、障害年金の額については、申告制にして、現行の制度の審査時に確認

しているデータにプラスして、申告された障害年金も所得額に加えて所得審査をする

という制度にすればどうでしょうか。 

○委員長 

先ほど、年金のほかにも手当等も所得審査の対象にするべきだという意見がありま

したが、手当等についてはどうでしょうか。 

○委員Ｃ 

手当も市が支給しているものは確認できると思います。所持している障害の手帳の

等級に応じて、手当は支給されるので、ある程度把握できるのではないでしょうか。 

○委員Ｄ 

所得に加えるべき手当は、障害にまつわる手当だけではなくて、子育て関係の手当

等も所得に加えるということでしょうか。障害年金や各種手当を所得として、所得審

査の対象とするべきだという意見には賛同します。しかし、いま検討している手当は、

障害者の移動に関する手当なので、障害年金や手当等を所得として扱って所得制限額

の対象にするというのは、移動に関して不自由な方に対して補助を行うというこの手

当の目的を失ってしまうように感じます。この移動に関する手当は、所得補償ではな

くて移動に不自由を感じている方に対する手当だと考えるべきだと思います。 

○委員Ｅ 

 この移動に関する手当もその他の手当も、その家庭に入るお金はすべて所得と考え

て良いと思います。障害年金やいろいろな手当を受給していて所得の多い方には、さ

らに手当を追加することはないと思います。 

○委員Ｃ 

 先ほど、子どもの手当を所得に含めて考えるという意見がありましたが、それは除

外して考えるべきだと思います。子どもの手当の目的は、子育てという目的で支給さ
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れているものですから、子育てをするうえで必要な費用をまかなうためのものだと思

います。障害の手当を所得に含めるのは分かりますが、そのほかの手当は含めなくて

良いと考えます。  

○委員Ｂ 

 それぞれの手当に目的があって、その目的のために支給されているものだと思うの

ですが、障害年金や障害に関わる手当だけをその世帯の所得として所得審査の対象と

するということでいいのか、とても難しいところだと思います。子どもの手当やその

他の手当については、収入とは捉えずに審査から外すということでいいのか、やはり

収入と考えるべきなのか、判断が難しいと思います。 

○委員Ａ 

 私は子どもの手当だろうが、どのような手当だろうが、その家庭に入るものであれ

ば所得に含めて審査の対象にするべきだと思います。 

○委員Ｃ 

 手当というのは、その家庭の収入を補うために支給するとか、子どもがいるから子

育てのために支給するとか、目的があって手当てされているものなんです。子どもの

手当は、子育てにかなりのお金がかかって、そこを応援しようという目的で支給され

ているものです。その目的があって支給されているものを、この移動に関する手当の

所得制限額の中に含めるというのは、やはり手当の目的から外れてしまうと思います。

この移動に関する手当は、障害のある方のためにどうしたらよいのかということを考

えて、今検討しているわけです。子どもがいる世帯はやはり子育てにお金がかかるか

ら子どもの手当がある。子どもの手当は、所得ではなくあくまでも手当だと思います。 

○委員Ｆ 

 所得が多くある家庭は、それだけ家族もたくさんいて、それだけ働いていて、いろ

いろと支出もあってということで、家族構成によって家庭の所得も大きく変わってく

ると思うんです。障害者の手当は、障害者本人に支給するものなので、その家庭に入

る手当などの所得は考えないほうが良いと考えます。今の社会保障の考え方として、

障害者に家族がいれば、家族に面倒をみてもらえば良いという流れになっていると思

います。障害者は障害者として、家族の助けを借りなくてもやっていけるような状況

を目指すのが障害の手当の目的であり方向性だと思うので、今まで通りの基準でやれ

ば良いと思います。障害年金とかいろいろな手当とかを含めるとか、そういう煩雑な

ことをやる必要はないと思います。 

○委員Ｅ 

 障害の手当であっても何であっても、その世帯に入ってくる所得はその世帯の方が

何に使うか決めればいいと思います。自立して生活するために使ってもいいし、生活

を維持するために使ってもいい。所得は世帯全体で考えたほうがいい。だから、世帯

の所得はすべてを含めて考えるべきです。そうでないと、不平等になってしまいます。

不平等を補てんするように市の政策は考えなくてはいけないと思います。 

○委員Ｂ 

 子どもの手当でも何の手当でも、家族がいれば家族全体で生計を営んでいるので、

所得としては世帯として全体でみるべきだと思います。世帯を分離していなければ、

生計は一つなんです。ですから、世帯に入ってくる所得はすべて含めてみるべきだと

思います。障害年金だけ含めるという考え方では、不公平で、あとで説明ができない

基準となってしまいます。ただ、税制という考え方でいくならば、障害年金や手当を

含めない所得だけにしたほうが、すっきりするとは思います。 

○委員Ｇ 
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 現行の制度では、聴覚障害の方はガソリン費補助もタクシー料金助成も受給対象で

はないので、障害年金や手当を含めるという考えには、特に賛成も反対もしませんが、

今後はマイナンバーを調べれば、すべての収入は分かるのではないかと思います。 

○委員Ｃ 

 所得審査では、きちんとデータとして把握できるもので判断しなければいけないと

思います。子どもの手当をもらっていても、データで把握できなければ、受給してい

ないと申告することもできる。ですから、データで把握できる客観的なもので、判断

しないと適正な審査ができなくなってしまう。障害者の給付や手当に関する国の考え

方は、未成年のうちは親に保護してもらっているから、親の所得によって決定する。

成人になったら、親からは独立したということで、本人の所得があるかどうかで決定

している。この移動に関する手当は市の単独の制度ですから、この手当について考え

る場合には、やはりその世帯の年金とかの所得についても含めて考えるべきだと思う

んです。その際には、データとして客観的に把握できるもので審査を行うべきだと思

います。ただ、同じ世帯にいても別の世帯にいても、生計が同一なのか、扶養義務が

あるのかどうなのか、そのあたりには慎重にならなくてはいけないと思います。 

○委員長 

 所得の考え方として、現行の基準を維持するのか、それとも現行制度で審査の対象

としている所得に年金や手当などの他の所得も加えて考えるかについて、今までの議

論を整理すると、委員Ｇと委員Ｂはどちらともまだ言えないと、委員Ｅと委員Ｃと委

員Ａは入れるべきであると、委員Ｆは現行を基準にするべきだというご意見でした。

その他の委員さんの意見もお伺いしたいと思います。  

○委員Ａ 

 確認をしたいのですが、現行を基準にするということは、家族の所得もみるという

ことですか。委員Ｆの意見は、受給者本人の所得だけをみるようにするべきだという

ことなのではないですか。 

○委員Ｆ 

 家族の所得も審査するという現行の制度のままでいいと思います。 

○委員Ａ 

 私は、受給者本人の所得だけを審査対象とする考えも必要だなと思っているんです。

扶養親族の所得は審査の対象としないというのもいいと思っています。手当をもらっ

て、使うのは受給者本人ですから。そうでないと、本人には全く収入がないのに、家

族に収入があるから、１割負担をしなければならないという方が出てしまう。１割負

担ということは、タクシー料金の助成もガソリン費の補助もしてもらえない。家族に

頼んで、お金をもらってタクシーに乗らなくてはならない状況にある障害者もたくさ

んいるんです。 

○委員Ｆ 

 私の所属している団体では、受給者本人は難病にかかっていて、家族には収入があ

るのですが、所得制限額以内だったので、ガソリン費補助を受給しているという方が

います。本人は車いすなので移動が困難なのですが、ガソリン費補助をもらって、家

族所有の車で、家族の運転で移動することができる。現行の制度であっても、家族の

所得が所得制限額内であれば、ガソリン費補助は受けられるわけですから、現行通り

でいいと考えます。 

○委員長 

 １時間経ちましたので、ここで休憩を取りたいと思います。 

（休憩） 
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○委員長 

 再開します。 

所得の考え方について、いろいろとご意見をいただきました。まだ、具体的な所得

の考え方については意見がまとまらないところではありますが、より所得が低い方に

この移動に関する手当が行き渡るようにしていきたいという理念については皆さん共

通して考えているところだと思います。そのためにどうしていくのかというところで、

今いろいろな意見が出て、具体的にはなかなか進みませんが、所得の考え方について

は、いろいろな意見があったということで、ひとまず保留にして、その他の受給資格

について検討していきたいと思います。 

受給資格の障害の対象範囲について考えていきたいと思います。現行制度では、身

体障害者手帳１～３級で歩行困難な障害、歩行困難な障害とは上肢、聴覚、音声、言

語、そしゃく機能障害以外の障害です。それから愛の手帳１～３度となっています。

新しい移動に関する手当においても同じ対象範囲とするのかどうかということについ

て、いかがでしょうか。 

○委員Ａ 

 移動に関する手当は、障害者本人が移動が困難かどうかということを問題にするべ

きです。家族の車で移動している場合にはガソリン費補助は必要ないと思います。障

害者本人ではない、障害をもっていない家族に対してガソリン費補助をするというの

は、健常者にガソリン補助をしていることになって、障害者本人を補助していること

にはならないと思います。 

○委員Ｃ 

 私も同感です。障害者本人が移動できないというときに、移動に関する手当を支給

するべきだと思います。どんな障害でも移動に困難ならば、所得制限額も障害者本人

が非課税、扶養義務者も非課税で統一して、この移動に関する手当を支給すればいい

と思います。 

○委員Ａ 

 現行の手当で、家族が運転している車に対して支給しているガソリン費補助は対象

外にする。家族が一緒に行くから家族が運転する車のガソリン費補助をしてもいい、

という意見もあるかもしれないけれども、家族が付いていく、付いていかないの問題

ではなくて、この手当は障害者本人に支給するべきものなんです。 

○委員長 

 今のご意見は、障害者本人が移動に困難なのであれば、家族の所得や収入について

は審査対象とはせず、障害者本人の所得のみを審査対象とするということでしょうか。 

○委員Ａ 

 それはまだ考えがまとまっていません。ただ、手当とかこういった補助というのは、

これからはある程度整理して、廃止していくのも必要なのではないかと思っています。

福祉が膨らむだけ膨らんでしまっている状況があって、今の制度を整理する必要性が

出てきていると思います。 

○委員Ｂ 

 先ほど、障害者本人に手当を支給すべきだというご意見がありましたが、障害によ

っては、自分一人だけでは移動できないので、付き添いをつけて移動しているという

方がいます。付き添いが必要だから家族と一緒に移動している、家族が付き添えない

方はそれに代わる付き添いをつけて移動している。ですから、一概に家族だから対象

外にするということではなくて、いろいろな障害をもっている方がいるということを

考えなくてはいけないと思います。 
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○委員Ｄ 

 ガソリン費補助ということで考えると、障害者本人が運転しないで家族が運転をし

ている点を考えなくてはいけないと思うんです。ガソリン費補助、タクシー料金助成

という枠を取っ払って、移動に関する手当にしようということで前回方向性が決まっ

たと思います。移動に関する手当となれば、家族に支給しているとかそういうことを

考えるまでもなく、移動に困難を感じている障害者本人に移動に関すること全般に使

える手当という意味で支給できると思います。 

○委員長 

 前回までの話し合いの中で、ガソリン費補助、タクシー料金助成は移動に関する手

当として再構築していくという方向性にまとまりました。そうなると、家族がいよう

がいまいが、本人が移動するための手当という位置づけで支給するということになり

ます。 

○委員Ｅ 

 移動に関して手助けが必要な障害者は、手助けが必要な時に、家族とか付き添いの

人とか関係なく、この移動に関する手当を使って手助けを頼めばいいと思います。 

○委員Ｃ 

 前回までに方向性として決めた、移動に関する手当であれば、手当化されて領収書

を提出しなくていいし、利便性が高まるということですよね。そして、現行の制度で

は、タクシー料金助成は扶養義務者が非課税だとかガソリン費補助は扶養義務者の所

得制限額があるとか基準が分かれているけれども、新しい手当では障害者本人が非課

税であれば受給できて、移動に関するものに使用するという目的でいいと思います。

この手当をタクシーで使うのか、家族が運転する車のガソリン費に使うのか、移動に

関する何に使うのかというのは、障害者本人が自由に決められるようになるんです。 

○委員Ｄ 

 ただ本人が非課税であっても扶養義務者の所得が高額であるという場合には、やは

り手当は支給しないという制度のほうがいいと思います。移動に関する手当も、ばら

まきではなくて、移動に困難を感じていて、この手当の必要性があって、経済的に厳

しいという方に支給するべきだと思います。ですから、扶養義務者の所得制限はやは

り必要だと考えます。 

○委員Ｂ 

 私も、障害者本人と主たる生計者の所得について、制限をつけるという制度にする

べきだと思います。 

○委員長 

ということは、障害者本人は非課税で、これまで通りということですね。ただ生計

を共にしている扶養義務者はこれまでと同じように所得制限が必要だということでし

ょうか。 

○委員Ａ 

 本人が非課税というのではなく、本人が課税であっても、所得制限額を設けて支給

できるような制度にしたほうがいいと思います。所得がある程度あっても必要性があ

る場合には支給できるようにしたほうがいい。 

○事務局Ａ 

 本日配布した資料２は、本人が非課税であることが前提の資料となっています。ガ

ソリン費補助とタクシー料金助成の受給資格については、扶養義務者の所得制限額が

異なっているので、移動に関する手当として統一する際に、このずれをどう考えるか

ということを検討するための資料となっています。ですので、障害者本人の所得に制



 8 

限額を設けた場合の検討資料とはなっていません。 

また、現在、受給していないかたのデータはありませんので、所得制限額を設けた

場合に、どれぐらいの人数が該当するのかというのも分かりません。 

○委員Ｃ 

 現行制度でガソリン費補助、タクシー料金助成と別々になっているのを、移動に関

する手当ということで統一した制度にして、資料２にある通り、単身者・扶養義務者

非課税のかたはそれぞれ４２０名と６０２名いますけれど、このかたたちには支給す

る。そのほかの扶養義務者が課税になっているかたには支給しないとすると、現行制

度で対象となっているかた以外の障害者に支給することができるのか。逆に現行の制

度で対象外となっている障害者はそんなに多くないということであれば、現在受給し

ているかたと同じぐらいの受給者数を維持するには、所得制限額をいくらぐらいまで

緩和することができるのか。それとも、現行では受給対象外の障害種別のかたでも単

身者あるいは扶養義務者が非課税であれば新たに対象とするのか。私としては、移動

が困難な人が実際にはいるわけで、対象となる障害を拡大する制度に再構築したほう

が望ましいと考えています。 

○委員Ａ 

 ガソリン費補助とタクシー料金助成を、移動に関する手当として一本化して、家族

の所得が多い場合には受給対象外とする。その所得制限額は、やはり、現行のガソリ

ン費補助の扶養義務者の所得制限額である３６０万４，０００円以内ということでい

いと思うんです。それで、移動に不自由しているけれども、現行の制度では受給対象

にはなっていない、谷間のかたたちを救うことができると思います。この３６０万４，

０００円という所得制限額というのは、どういう根拠なんですか。 

○事務局Ａ 

 東京都の手当である心身障害者福祉手当の所得制限基準額を基にした数字です。 

○委員Ａ 

 これまで、ガソリン費補助の扶養義務者の所得制限額はその金額に合わせていたの

ですから、そこに合わせるべきだと思います。 

○委員長 

 移動に関する手当として統一した手当の所得制限額は、所得制限がより広いほうに

あわせて３６０万４，０００円として、新たな手当の対象者を広げるというご意見で

すが、いかがでしょうか。  

○委員Ｆ 

 それは、移動に関する手当の対象者が増えるということですか。 

○委員長 

 拡大することになります。 

○委員Ｆ 

 そうすると、市としての予算などがあるでしょうから、金額的な限度があると思う

のですが、いくらぐらいになるのでしょうか。 

○委員Ａ 

 ２，２００円とかそれくらいになるかもしれないけど、現行より下がっても仕方が

ないでしょう。 

○委員長 

 ２，２００円というのは、それくらいの金額になるのではないかということですね。

実際どれくらいの金額になるかということは事務局でシミュレーションできますか。 

○事務局Ａ 
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 本日持参している資料で確認しますと、愛の手帳１～３級と身体障害者手帳１～３

級を所持しているかたの人数は、重複障害も含みますが、現在約４，０００名いらっ

しゃいます。そのなかで、所得制限額３６０万４，０００円としたときに対象外とな

るかたがどれくらいいるのかというデータはありません。該当する手帳を所持してい

るかた全員が受給対象となった場合に、月額いくらくらいになるかは、今年度予算か

ら割りかえして計算することは出来ると思います。 

○委員Ｃ 

 現行では、ガソリン費補助とタクシー料金助成の対象者は、単身者あるいは扶養義

務者が非課税ということを受給資格とすると、それぞれ４２０名と６０２名います。

現行制度を移動に関する手当として手当化すると、タクシーやガソリンに使わなくて

はいけないという利用目的の縛りがなくなるから、いままで申請してなかったかたた

ちも新たに申請して受給者になるということも考えなくてはいけない。ですから、単

身者あるいは扶養義務者非課税というのを受給資格にして、今の予算規模を維持して、

現行の受給者だけを対象とした場合には月額いくらになるのか。その月額を基にして、

さらに対象者を増やせるのかどうかということを検討すればいいと思います。 

○事務局Ａ 

 本日持参しているデータを活用してお答えすると、３６０万４，０００円という額

が所得制限基準額となっている東京都の心身障害者福祉手当の、今年３月末現在の認

定者数は１，４７２名となっています。ただ、この手当は、６５歳までに手帳を取得

しているかたで、身体障害者手帳は１級・２級のみが該当となり、また、２０歳未満

の場合には別の手当の対象となります。 

心身障害者福祉手当の受給者は基本的には６４歳までのかたになるのですが、タク

シー料金助成の受給者は高齢のかたが多いので、この数字をそのまま持ってくるのは

無理がありますが、これらのデータを駆使して、該当されるであろうかたが全員この

新しい手当を申請すると想定し、予算規模も維持するという前提でシミュレーション

することは可能と思います。 

○委員長 

 それでは、次回は３６０万４，０００円という額を所得制限額としたシミュレーシ

ョンをもとにして、さらに検討をしていくということでよろしいでしょうか。 

○委員Ｆ 

 所得制限を緩和して、受給対象を拡大するというのは、すごくいいことだなと思い

ましたが、月当たりの手当額を考えると、もう少しよく考えないといけないなと思い

ます。今、病院に通うのにタクシーを利用しているのですが、現行の助成額では、片

道分にしかならない。できれば、タクシーで往復したいので、もう少し助成額を上げ

てほしい。対象の障害を増やしたり、所得制限を緩和して対象を広げて手当化すると

いうことは、すそ野が広がるということなので、そうすると手当額が下がってしまう

のではないかと懸念しています。 

○委員Ｄ 

 確認ですが、移動に関する手当は、身体障害者手帳１級から３級で歩行困難な障害

のかた、愛の手帳１～３度のかたを対象とするというのが前提でしたよね。  

○委員長 

 現行の制度ではその条件でしたが、新しい手当にした際の条件についてはどうでし

ょうか。 

○委員Ａ 

私は１級だけを対象にすればいいと思います。 
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○委員Ｅ 

 なぜですか。１級だけを対象とする理由を説明してください。 

○委員Ａ 

 それは等級というものの持つ意味です。等級を決めるということは、それぞれに違

いがあるということです。この新しい手当に該当するのは、１級か、もしくは２級ま

でだと思います。 

○委員Ｄ 

 愛の手帳３度を所持しているけれども、移動には全く問題がないというかたもいま

す。身体障害者手帳に比べて、愛の手帳はそのあたりがはっきりしない場合があるの

で、そこをどう判断するかが難しいと思います。  

○委員Ａ 

 現行の受給者のなかでも、移動にはそんなに不自由していないというかたがかなり

いると思います。そういうかたに支給するのではなく、本当に移動に困っているかた

に支給しないといけない。 

○委員Ｆ 

 移動という面では、肢体不自由者は移動が困難な障害ですから、１級だけが対象と

なると本当に困るかたが増えてしまいます。 

○委員Ｃ 

 現行制度の単身者あるいは扶養義務者非課税の受給者数が１，０２２名で、先ほど

の説明によると受給者本人の所得制限基準額が３６０万４，０００円の心身障害者福

祉手当の認定者数が１，４７２名で、単純に考えると該当者が約１．４倍になります。

所得制限を緩和しただけでも、申請者数は増加すると思うので、所得制限額を３６０

万４，０００円にした場合の１人当たりの月額、その基準を少し厳しくして所得制限

額を２５０万円にした場合の１人当たりの月額、それぞれについて、現在の予算規模

を維持するといくらくらいになるのかについてのシミュレーションを用意してもらい

たい。そのシミュレーションをもとにして、手帳の何級までを対象範囲にできるのか

を検討したらいいと思います。ただ、障害によって同じ等級でもかなりの差があるの

かな、とは感じています。例えば、知的障害の場合には、同じ３度であっても、親が

訓練をして一人でも移動できるようになっているかたもいれば、一人では全く移動で

きないかたもいる、あるいは不安障害があるからどこにも行けないというかたもいる。

一概に、何級、何度だからと決められないところがあって難しいけれども、段階を追

って検討したほうがいいと思います。 

○委員長 

 確かに、身体障害者手帳３級や愛の手帳３度で、移動についての補助は必要なさそ

うなかたが受給している、ということがあるかもしれません。ただ、対象を絞って、

３級や３度が対象外となった時に、本当は必要なのに受給できないというかたが出て

しまう可能性もあります。やはり、障害の等級に関しては最大限に見たほうが、本当

に必要なかたへ支給できるのではないかと考えます。次回のシミュレーションについ

ては、身体障害者手帳３級と愛の手帳３度所持を受給対象として、所得制限額を緩和

すると申請者が増加して、１人当たりの月額はどれくらいになるのかということを出

してもらって、それを基にさらに検討していきたいと思います。 

それでは時間になりました。今後の流れですが、本検討会の集約として皆さんのこ

れまでの４年間のご意見、協議内容を提言書にまとめていきたいと考えています。提

言書案については、約３年前の中間まとめで「市単独事業のあり方」として、皆さん

のご意見をもとに、あらかじめ委員長と事務局とでたたき台となる素案を作成させて
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いただきました。当時と同じく、提言書の素案を基にご議論いただき、提言書を徐々

に固めていきたいと思っています。 

 

４．その他 

○委員長 
最後に、次第の４「その他」について何か事務局からございますか。 

○事務局Ａ 
委員の皆さんの任期の更新についてですが、現在の委嘱期間は平成２８年１１月７

日までとなっており、次回の会議前には任期が満了する予定ですので、前回の会議で
お話しさせていただきました通り再度委嘱する形で、任期を更新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。書類につきましては、机上にお配りし

てありますので、必要事項を記入のうえ、ご提出をお願いいたします。 
次に、次回の日程についてですが、資料の準備もありますので、２月くらいに開催

できればと考えております。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１７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。 

 


