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会  議  録 

会議の名称 第１８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２月７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、武者明彦、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、

加藤支援第１係長、西尾支援第２係長、福田給付係長、 

      遠藤主事、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 

本日はお忙しい中、『第１８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。 
先日、委員の皆様に委嘱状をお送りいたしましたが、引き続き委員をお引き受けい

ただきましたこと、感謝申し上げます。なお、任期につきましては、委嘱状にも記載
がございますが、平成２８年１１月８日から本検討会の終了するときまでとさせてい
ただきますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。 

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。 
○委員長 
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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、傍聴の申し出があればこれを許可したいと思いますが、これに
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。 

（傍聴人１名） 

 

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して新し

い手当に再構築するべきとの方向性を確認しています。 
本日は新しい移動に関する手当の受給資格についてさらに議論を進めていきたいと

思いますが、前回事務局に依頼したシミュレーションについて、事務局から説明をお
願いします。 
内容としては、現在の予算規模を維持しつつ、現行制度と同様の身体障害者手帳３

級以上、愛の手帳３度以上を受給対象として所得制限額を変えると、１人当たりの月
額支給額がいくらになるのかというシミュレーションになります。 
○事務局Ｂ 

（配布資料について事務局より説明） 
○委員長 

扶養義務者の所得額２５０万円までだと月額１，０４５円、３６０万４，０００円
までだと月額１，０１４円ですので、その差が３１円しかありません。この所得額２
５０万円という額に、特に根拠はありませんし、現行どおり３６０万４，０００円と
してはどうかと思います。そうすると、扶養義務者の所得制限額を、現行制度と同様
に３６０万４，０００円とするか、非課税とするかという議論になるかと思います。 
○委員Ａ 

扶養義務者非課税が良いと思います。 
○委員Ｂ 

このシミュレーション上では、扶養義務者非課税としても月額１，６９０円となっ
ていて、現行のタクシー料金助成の上限月額３，０００円と比べると約半分になって
しまう理由はどういうところにあるんでしょうか。今まで本検討会で話し合ってきた
ように、障害者、難病の方に幅広く手当を支給するという方向性であれば、１，００
０円程度になっても、それはそれで仕方がないと思います。 
○委員Ｃ 

今の委員Ｂの意見にありましたが、なぜそのような月額になってしまうのか、理由
を改めて説明してください。 
○事務局Ｂ 

第１６回で配布しました資料２にある通り、例えばガソリン費補助ですと、７００

名の認定者のうち、実際にガソリン費補助の申請をされたのは４９４名でした。また、
申請した４９４名全員が、補助の上限額まで申請するわけではありません。このよう
な支給実績を踏まえて、予算を計上しております。現在の予算規模を維持しつつ、移
動に関する手当のシミュレーションを行いますと、結果として全員に支給することに
なりますので、現行制度の手当額より低くなります。 
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○委員Ｃ 

そうなると、手当化するとこれまで申請していない人も含めて認定者全員に支給す
ることになるんですよね。 
○委員長 

現行制度では、使っていた分を申請していたわけですが、手当化された場合には、
使っている使っていないに関わらず、一律手当として支給されることになります。 
○委員Ｃ 

移動に関する手当を必要としていない人に支給するのは間違いだと思うので、必要
としている人に支給するべきだと思います。 
○委員Ｂ 

今までこの検討会で話し合ってきた方向性として、移動に関する手当は乗り物にと

らわれず、幅広く皆さんに手当として支給しましょうということでしたので、月額が
低くなってしまっても、やはり手当化して皆さんに幅広く、たとえ月額１，０００円
ずつでも支給するほうが良いと思います。 
○委員Ｄ 

手当化するということは、これまでの議論の中で確認していることです。ただ、現
行制度も申請主義で行っているわけですから、手当化しても申請という手続きを取っ
た方がいいと思います。この手当が必要ない人たちに対しても、単純に受給者名簿に
載っているからということで支給するのではなく、支給の仕方を考える必要がありま
す。この手当が必要な人に対して、申請に基づいて支給するという考え方でやれば、
金額についてももう少し検討できるのではないでしょうか。 
○委員Ａ 

私も委員Ｄと同様な考え方なのですが、タクシー料金もガソリン費も使わない人は
申請しないと思うんです。 
現行制度で、受給できても申請しないという人は結構いるのではないですか。窓口

での職員の感覚としてはいかがですか。 
○事務局Ｂ 

窓口での感覚としては、タクシー料金助成と案内すると、「タクシーは乗らないか
ら」と言う方はいらっしゃいます。現行制度で申請しなかった人は移動に関する手当
を使わない人だというお話がありましたが、現行制度ではタクシーあるいはガソリン

費に限定しているので使えないけれども、それがバスでも電車でも使えるとなったと
きには、やはり必要だという方はいらっしゃるのではないかと思います。 

○委員Ｅ 

知的障害の方は、付き添いの人がいないと公共交通機関を利用できないという場合
もあります。手当化するからには、月額が下がってしまうとしても、申請してきた人
に対しては公平に支給した方が良いと思います。例えば、月額１，０００円としても、
年間だと１万２，０００円になります。半年ごととかまとめて支給するようにすれば、
６，０００円になるので、ある程度まとまった金額になると思います。 
手当化すると、申請者数も増えると思うので、扶養義務者の所得制限額も非課税に

して、月額１，６９０円になったとしても、半年ごとにまとめてある程度まとまった
金額にして支給するというのが良いのではないでしょうか。 
○委員Ｆ 
所得についてですが、給与所得は少ないけれども、株や不動産などの資産を持って

いるという人がいます。でも、それを把握するのはとても困難なことです。そう考え
ると、所得を確認するには、確定申告の控えや源泉徴収票を提出してもらうというの
が現実的な方法かなと思います。 
○委員Ａ 
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 把握するのは難しいとしても、資産を持っていないし、所得も少ない人に対して、

手当は支給するようにしないといけない。そういう考え方でこの移動に関する手当に
ついては、検討していくべきだと思います。 
○委員長 

実際に資産を把握するのは困難だとしても、本検討会においては、手当の受給資格
の考え方としては、資産を多く持っている人ではなくて、手当を真に必要としている
人が受給できるようにしていきたいということですよね。 
それでは、現実的にはどこを基準とするかを考えていきたいと思います。一案とし

て、扶養義務者非課税なのか、それとも現行の扶養義務者の所得額３６０万４，００
０円を基準とするのか。 
先ほど委員Ｅから、単身者または扶養義務者非課税という基準が良いのではないか

という意見が出ましたが、いかがでしょうか。 

○委員Ｇ 

扶養義務者非課税という基準が良いと思います。 

○委員Ｈ 

やはり、扶養義務者非課税というのが明確で分かりやすいので良いと思います。                
今回のシミュレーションでは、対象となる障害を愛の手帳１度から３度としていま

すが、私の知っている３度の人は、一人でバスに乗って出かけることができる人もい
るので、移動に関する困難があることに関して少し疑問を感じています。３度といっ
てもいろいろな状況があると思うので、判断が難しいところです。 
○委員Ｆ 

確かに、愛の手帳３度を所持している人の中には、頑張って公共交通機関を利用で

きるという場合もあると思います。２度であっても、パスモやスイカを使って一人で
出かけている人もいます。全員ができるわけではなく、移動の困難さという点では個
人差がかなりあると思います。知的障害といっても、症状はいろいろあるので、一概
にいうのは難しいと思います。 
○委員Ｅ 

知的障害の何度だからというだけでなくて、例えばてんかんを持っているだとか、
別の要素があったりする場合があるので、必ずしもその区分だからといって同じよう
にできるあるいはできないという訳ではないと思います。ある程度、自分一人で判断
してできるという人もいれば、全然できないという人もいるので、やはり個人差は大
きいと思います。 

○委員Ａ 

それは、知的障害に限らず、どの障害でも同じことが言えます。１級の人でも５級
の人でも、できる人とできない人とがいる。５級の人ができなくて、１級の人ができ
るという場合もあるんです。 
○委員長 

つまり、同じ障害であっても、できることやできないことはそれぞれ違って、個人
差がかなりあるけれども、ある一定のところで基準を設けないといけない。一人一人
のできることできないことを一つ一つ言っていたら切りがないということですよね。 
○委員Ａ 

何度だからできる、何度だからできないということを一つ一つ考えても基準を作る
ことはできないと思います。受給資格は、愛の手帳何度、身体障害者手帳何級という

基準で考えないと、明確な制度にならないと思います。 
○委員Ｅ 

ただ、障害があるけれども、手帳やサービスや手当の申請をしない、という人もい
ます。手当ももらえるんだけれども、もらわずにやっているという人もいるんです。
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自分の障害を認めたくない、といって、何の申請もしないんです。 

○委員Ａ 

手帳にしても、手当にしても、申請は個人の意思に任せるべきだと思います。手当
が必要ない、という人は、申請をしなくていいんです。 
手当がもらえる等級の障害があるけれども、障害者手帳をとることで、就職に不利

になってしまうという理由で、障害者手帳を取得しないという人もいました。 
○委員Ｄ 

受給対象者の幅を狭めるというよりは、対象は広げておくことで、実際に必要な人
が申請できるようにした方がいいと思います。例えば、対象を１級だけとしてしまう
と、この手当が本当に必要な２級、３級の人が申請できなくなってしまうというのは、
この移動に関する手当の目的には合わないと思います。 
○委員長 

今までの議論の中で、決めなくてはいけないことが大きく分けて２つ出てきました。 
１つは、所得制限についてです。扶養義務者の所得については、非課税とするのか、

それとも３６０万４，０００円までとするのか。 
２つめは、対象者を現行制度と同様の、身体障害者手帳３級、愛の手帳３度までと

するのか、それとも見直すのか。 
まずは、所得制限については、どのように考えますか。 

○委員Ｉ 

障害者本人については、現行制度同様に非課税で、扶養義務者についても非課税と
するという基準が良いと思います。 
○委員長 

今までの協議の中では、障害者本人非課税、扶養義務者も非課税という基準が良い
という意見が多いですが、いかがでしょうか。 
○委員Ｆ 

所得制限について結論を出す前に、所得と収入についてもう一度確認しておければ
と思います。非課税の方の、実際の収入はどれくらいになるのか、例をあげていただ
くとイメージがわきやすく、判断しやすくなると思うので、一例として給与収入を得
ているサラリーマンで、扶養親族が１人いるという例で説明していただきたいのです
が、事務局で分かりますか。 
○委員長 

それでは、１時間経ちましたので、ここで休憩をはさみ、休憩後に事務局から説明

をお願いします。 
（休憩） 

○委員長 

再開します。 
先ほどの委員Ｆのご質問について、事務局でお願いいたします。 

○事務局Ｃ 

サラリーマンの方の一例として、給与収入を得ていて、扶養親族が一人という条件
に限定して住民税が非課税となる年収を算出してみました。所得としては、９１万円
まで非課税となります。この所得を収入に換算すると年額１５６万円までは住民税非
課税ということになります。 
○委員長 

それでは、いまの非課税の方の収入額の説明も参考にして、移動に関する手当の所
得制限額についてさらに検討したいと思います。本人は非課税で、扶養義務者は非課
税あるいは３６０万４，０００円までのどちらかの基準で検討するということでよろ
しいでしょうか。それから、生活保護の受給者を対象とするかどうかも考えなくては
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なりませんが、ご意見いかがでしょうか。 

○委員Ａ 

生活保護受給者の人は対象外として良いと思います。 
○委員長 

これまでの議論の中で、障害者手当と難病患者福祉手当を統一した手当については
生活保護受給者は対象外とすることが望ましいという意見が集約されています。移動
に関する手当についても、生活保護受給者は対象外というご意見でしょうか。 
○委員Ａ 

どちらの手当も生活保護受給者は対象外として良いと思います。 
○委員Ｅ 

私も生活保護受給者は対象外として良いと思います。生活保護では、生活していく

うえで移動手段がどうしても必要だということであれば、そちらで対応してもらえま
す。ですから、この移動に関する手当は対象外となっても、生活保護の方で申請すれ
ば良いと思います。生活保護受給者を、移動に関する手当の対象外とすると、対象人
数はどれくらいに変わるのでしょうか。 
○委員長 

生活保護受給者を対象外とすると、対象人数が変わりますから、シミュレーション
上の月額も少し上げられるかもしれないということですね。 
障害者手当と難病患者福祉手当を統一した手当と移動に関する手当のどちらも生活

保護受給者は対象外とする意見がでていますが、両方とも一度に対象外とするという
ことについて、何か意見はありますか。現行制度では、ガソリン費補助タクシー料金
助成も障害者手当、難病患者福祉手当も支給対象となっています。 

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という方向性で検討
するということでよろしいでしょうか。 
○委員Ｄ 

現行制度のガソリン費補助タクシー料金助成の受給対象となっている人が、現行制
度のもとで対象外になってしまうという場合には、正当な理由が必要だと思うんです。
今検討しているのは、現行の２つの制度を廃止して、移動に関する手当を新たに始め
るということですから、その新しい手当の対象者はその手当の目的と内容に応じて決
めることになるんだと思います。 
ただ、現行制度で受給対象となっている人が、新しい制度が始まると対象外になっ

てしまうということには、かなり抵抗感はあると思います。ですから、生活保護受給

者を対象外にするという基準になった場合には、生活保護で対応できる内容というも
のを明確に説明していかなくてはならないと思います。 
○委員長 

仮に、生活保護受給者が移動に関する手当の対象外となったとしても、生活保護制
度で対応できるから、移動に関して困難が生じてしまうわけではない、ということで
すね。そして、現行のガソリン費補助タクシー料金助成という２つの制度をやめて、
移動に関する手当という新しい制度をつくるということなので、現行制度での受給資
格があった人たちを受給対象から外すということではなく、新しい手当の目的や内容
に沿った対象者を新たに決めるということになる、という考え方ですね。 
方向性としては、そのような考え方で検討を進めていきたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

○委員Ｄ 

シミュレーション上では、移動に関する手当の対象者数と月額が出ていますが、実
際に運用が始まって、申請を受け付けてみないと、どれくらいの人数の人が申請して
くるかは分からないですよね。手当の対象となっている人すべてが申請してくるわけ
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ではないと思うので、実際の対象者数は始まってみなければ分からないわけです。 

そうなったときに、申請者数によって手当額が変わったり、その年の予算によって
手当額が変わったりするということはないわけですから、この移動に関する手当とい
う制度を始める前に手当額をどれくらいにするのかということを検討することはとて
も重要だと思います。 
新しい手当の申請が始まった時に、実際にはどれくらいの人数が申請してくるか分

からない中で、一体どのくらいの手当額にするかということを設計するのはとても困
難だと思います。 
○事務局Ａ 

手当の額は市の条例で決められているものになります。予算の範囲内で支給すると
いうことではありませんので、決まった手当額を支給して、年度途中で予算が足りな
くなるという場合には、補正予算を組んで対応するということになります。 

予算を組む際には、条例で定められた金額で、予想される受給者数を見込んで設計
することになります。 
○委員Ｄ 

移動に関する手当が始まる前の試算の仕方で手当額もずいぶん変わってきてしまう
ように思います。現行制度が月額上限が３，０００円とか２，７５０円であるのに対
して、あまりにもかけ離れてしまう額とはならないようにこの手当額を設計できれば
いいと思うのですが、先ほどのシミュレーションでは１，０００円程度になってしま
うという結果でした。現行の月額を維持して、予算が何倍もかかってしまうというの
は、現実には難しい話だと思いますので、月額をいくらにして、対象者の範囲をどこ
にして、その結果として予算がどれくらいになるのかというのはとても重要なことだ

と思います。 
○委員長 

そうすると、月額をどれくらいにするのかというところから、対象者の範囲を考え
ていくという方法も良いのではないかということですね。支給月額を基に、予算規模
を考えつつ、扶養義務者を非課税とするのか、３６０万４，０００円までの所得とす
るのかを検討するという意見ですが、それでは、どれくらいの額が支給額として望ま
しいかについてはいかがでしょうか。 
○委員Ｅ 

 現行のタクシー料金助成の上限月額である３，０００円を基準にして、シミュレー

ションをしてもらいたいと思います。障害者本人非課税で扶養義務者非課税を受給資

格として、さらに生活保護受給者は対象外とした場合には、対象人数が何人ぐらいに

なって予算規模はどれくらいになるのか。そして、月額を変えたシミュレーションも

してみて、どの金額だったら、予算上現実的な設計となるのかというのを見てみたい。

金額別のシミュレーションから予算規模をみて、手当月額を再度検討するというのは

いかがでしょうか。 

○委員長 

今提案のあったシミュレーションについて、事務局では対応できますか。 
○事務局Ａ 

第１５回の資料２で、難病患者福祉手当と障害者手当の制度統一後シミュレーショ
ンを作成しています。このシミュレーションのようなかたちで、障害者本人非課税で
扶養義務者も非課税という条件で、生活保護受給者を対象外とした場合のシミュレー

ションを、金額を変えて作ってみたいと思います。 
○委員Ｅ 

生活保護制度の移動に関する対応についても確認しておいてもらいたいと思いま
す。生活保護制度のなかで、どういったケースが対応できるのかが分かれば、生活保
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護受給者を対象外とするのかどうかという判断もしやすくなると思います。 

○委員長 

生活保護の移動に関する資料ということですね。事務局にお願いします。 
○事務局Ｄ 

生活保護制度の移送費については、他法優先に基づき、生活保護制度よりも障害者
総合支援法が優先されるということから、障害支援課で行っているガソリン費補助タ
クシー料金助成を利用してから、差額が出た際には生活福祉課の方で差額分を支給し
ていました。また、タクシー利用の際には医療機関の通院に移送費を使う場合には、
医師の診断書をもとに、タクシー利用が認められた方については、生活福祉課で支給
決定をしています。 
通院移送費以外の移送費についても、次回までに内容や条件等を確認して資料とし

て準備したいと思います。 

○委員Ａ 

障害者の受ける手当に関しては、同じような内容のものは重複して支給するべきで
はないんです。 
○委員長 

今検討している、移動に関する手当は市単独で実施している事業ですから、生活保

護制度の移送費との関係については整理できるものだと思います。次回、生活保護制

度の移送費についての資料を出してもらいますので、その内容を確認しながら、再度

検討するということにします。 

月額については、現行のガソリン費補助タクシー料金助成の金額とできるだけかけ

離れた額とはならないように、ということで次回検討を進めたいと思います。 

今の段階では、受給対象とする障害の範囲としては、現行のガソリン費補助タクシ

ー料金助成と同じ範囲で、検討を行うということでよろしいですか。 

それでは、次回は支給月額を基準にしたシミュレーションをもとにさらに協議を詰
めていきたいと思います。また、本日と次回の話し合いの内容を踏まえて、次回以降
は本検討会の集約を始めていきたいと考えております。 
 

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 

次回の日程についてですが、資料の準備もありますので、５月頃の開催になる予定
です。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１８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。 

 


