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会  議  録 

会議の名称 第１９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５月９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、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 小倉課長、加藤課長補佐、宮本事業係長、

東支援第１係長、後藤支援第２係長、福田給付係長、 

      大澤主事    

●欠席者： 武者明彦、高橋節夫、根本信子 

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 ３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。 
本日も、ガソリン費補助・タクシー料金助成事業につきまして、ご協議いただくこ

とになっています。活発なご意見をよろしくお願い致します。 
○事務局Ａ 
それでは、平成２９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。 
（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。 
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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いたします。 
 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。 

 （傍聴者なし） 
 
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
について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
ンと移動に関する手当が生活保護制度で対応できるのか、の２つの資料について事務
局から説明をお願いします。 
○事務局Ｂ 
 （配布資料２について事務局より説明） 

○事務局Ｃ 
（配布資料２について事務局より説明） 

○委員長 
 資料１については、受給対象者を現行制度対象者、障害者本人と扶養義務者が非課
税、生活保護受給者対象外とした場合の、現行予算規模を維持した場合の月額、支給
額を３，０００円、２，５００円、２，０００円とした場合の予算規模および増減額
についてシミュレーションを行ったものです。 
 資料２については、生活保護制度における「移送費等」についてまとめたものです。 

事務局からの説明、資料について、何かご質問、ご意見はありますか。 
○委員Ａ 

 生活保護受給者がタクシーを移送の手段で使う場合と、障害者がタクシー料金助成
で使う場合とは、その利用目的は同じようなものだと思います。病院に通院するとき
に利用するというのが大部分だという印象をもっています。 
○委員Ｂ 
 ガソリン費補助・タクシー料金助成制度における社会参加のための費用というのは、
どういう場合が想定されますか。 
〇事務局Ｃ 
社会参加というのは範囲がとても広いのですが、生活保護制度における移送費の目

的に限られず、友人に会うとか、会合に参加するなどといった使い方も含まれます。 
〇委員長 
新しい移動に関する手当は、これまでのガソリン費補助・タクシー料金助成と同様

に広く社会参加に関わるものについても利用できるわけです。今後、生活保護受給者
を移動に関する手当の対象外とした場合には、生活保護受給者は生活保護制度で決め
られた移送費に該当するものについては利用できますが、それ以外の社会参加のため
の移動に関するものについては、利用できなくなります。 
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〇委員Ａ 

そうであっても、生活保護受給者は対象外として良いと思います。確かに社会参加
のための利用はできなくなりますが、現行制度においても病院や施設に行くことに使
っているというのがほとんどだと思います。 
〇委員Ｃ 
 私も生活保護受給者は対象外として良いと思います。生活保護を受給していない障
害者が病院や施設に行く際に交通費を補助してくれるような別の制度はないけれど
も、生活保護制度では移送費があるので、生活保護受給者は市に申請することができ
ます。確かにその制度のなかでは、社会参加のための移動については対象にはなりま
せんが、通院や通所については申請できるということであれば、やはり生活保護を受
給していない障害者よりも手厚いということが言えると思います。 
 新しい移動に関する手当についても予算は限られているのですから、生活保護受給

者を対象外にすれば、その分をそれ以外の方に支給できるので、真に移動に困難を感
じている人たちに手当てできる制度になると思います。 
〇委員Ａ 
生活保護受給者は移動の目的によっては移送費が支給されます。ということは、目

的によっては生活保護受給者は重複して支給を受けることができるということになる
と思います。そうでないと、生活保護受給者と生活保護を受給していない障害者の差
は開いていく一方なんです。 
〇委員Ｂ 
私も同意見です。生活保護受給者は目的によっては保護費として移送費が支給され

ているのであれば、生活保護を受給していない障害者をこの新しい移動に関する手当

で補助するという考え方で再構築するのが良いと思います。 
〇委員Ｄ 
私も同意見です。重複して複数の手当が受給できるというのは不公平になってしま

うと思うので、生活保護受給者は対象外とした方が良いと思います。 
〇委員Ｅ 
まだ意見が固まっていないので、後ほど意見をしたいと思います。 

〇委員Ｆ 
生活保護受給者の場合、基本的には通院の際の移送費として使っていると思うので

すが、生活保護受給者も移動支援サービスを利用することはできるのでしょうか。 
〇事務局Ｃ 
 移動支援サービスの利用の目的は、社会参加や余暇活動などの移動を支援すること

を目的としておりますので、生活保護受給者も移動支援サービスは利用できます。 
○委員長 
 これまでの議論をまとめますと、生活保護受給者は新しい移動に関する手当の対象
とはしないという意見で一致していたように思います。本日欠席の委員の方にも、次
回の委員会でそれぞれのお考えを聞くことにしたいと思います。 
 それでは、金額についても検討したいと思います。本日配布したシミュレーション
結果などを踏まえつつ、金額についてご意見はございますか。 
○委員Ｃ 
手当額については、予算も考慮しながら検討する必要があると思います。資料１で

は、現行制度対象者に月額２，０００円支給した場合には、平成２８年度予算と比較

すると１，０００万円強の予算増となります。それに対して、受給資格を障害者本人
扶養義務者非課税で、生活保護受給者対象外とすると、月額３，０００円支給しても、
１，０００万円弱の予算増となり、現行対象者に月額２，０００円支給するよりも支
給総額は抑えられるというシミュレーション結果でした。 
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支給額が月額２，０００円だとしても、例えば６か月まとめて支給することで、１

２，０００円というある程度まとまった金額になりますし、市としては、事務量を削
減することができますので、事務量の削減といった効果も期待できると思います。 
〇委員Ｆ 
 ガソリン費補助・タクシー料金助成制度における受給者数に対する実際の請求者数
というのは、どれくらいなのでしょうか。 
 現行のガソリン費補助・タクシー料金助成を新しい移動に関する手当として手当化
すると、今までの制度では、認定されている人のなかでも、領収書を保存しておいた
り、窓口に申請に行くのが面倒だということで請求していなかった人もいると思いま
す。また、手当化されると、一度申請して登録されれば、毎回手当が受給できるよう
になるということで、今まで申請をしなかった人も、改めて申請するというケースも
あると思うんです。そういう可能性も考えて、シミュレーションで出ている受給対象

者数、予算額よりも多く見積もらなくてはならないと思います。 
〇事務局Ｄ 
受給者数に対する実際の請求者数を請求率ということでお答えいたします。平成２

８年度の請求率は、ガソリン費補助が７５％程度、タクシー料金助成が５０％程度で
した。 
〇委員Ｆ 
予算に対する決算額というのは、どのくらいだったのでしょうか。 

〇事務局Ｂ 
決算見込額でのお答えになりますが、ガソリン費補助が１,３５６万４，３２０円、

タクシー料金助成が６７４万４，１８９円になります。予算に対してはそれぞれおよ

そ９８％の執行率になります。 
〇委員Ｂ 
 現行制度では、決められた期間にガソリン費やタクシー料金を請求するという申請
の仕方でしたが、手当化されると手当額が自動的に口座に振り込まれることになるの
でしょうか。また、市から受給者の口座に振り込む際の振込手数料は、毎月振り込む
のとある程度まとまった期間で振り込むのとは、金額が異なるのでしょうか。 
〇事務局Ａ 
ガソリン費補助・タクシー料金助成制度では、はじめに受給対象となられる方に申

請をしていただき、受給資格があるかどうかの審査を行い、登録を行います。そのあ
と、年に３回の決められた期間に領収書と請求書を提出していただき、市で計算、審
査ののち、口座に振り込みをしています。移動に関する手当ということで、手当化さ

れた際には、一度申請していただき認定された場合には、支給要件に関する異動があ
って、受給対象外とならない限りは、引き続いて手当を口座に振り込むような流れに
なろうかと思います。 
また、振込手数料についてですが、現在は市の指定金融機関であるりそな銀行のご

配慮により、市の負担は発生しておりませんが、今後に関しましては、変更されるこ
ともありうると聞いています。 
◯委員長 
それでは、１時間経ちましたので、ここで休憩にします。 

（休憩） 
◯委員長 

再開します。 
 休憩前の議論のなかで、手当額についていろいろとご意見をいただきました。引き
続き、手当額、さらには受給資格のなかの所得制限額について話し合いを進めていき
たいと思います。所得制限については、本人および扶養義務者非課税とするというご
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意見が多数あったように思いますが、いかがでしょうか。 

◯委員Ｃ 
所得制限については本人および扶養義務者非課税が良いと思います。 

◯委員Ａ 
以前から言っていることですが、所得制限については、課税非課税ではなく、その

人の収入の総額を制限額の対象としてみるべきだと思うんです。課税対象でない年金
や手当についてもすべて収入として制限額の対象として見ないと、不公平感が広がっ
てしまうんです。収入総額に対して制限額を決めて、手当対象とするかどうかの審査
をすれば、受給対象者数はもっと減ると思います。 
手当の支給に関して、課税か非課税かという基準で審査しているのは国です。今、

ここで検討しているのは市単独事業の手当なんですから、東村山市独自の考え方とし
て、収入総額を対象とした制限額を考えていけば良いと思います。 

○委員長 
以前の会議でも、年金や手当を含めた収入総額で判断するべきだというご意見がで

ました。ただ、市がそれを調べたり、確認することが難しいということでした。この
点を解決するための具体的な提案や考えなどはありますか。 
○委員Ｃ 
前にその意見が出たときに、年金の受給の有無や年金額などについては、把握でき

る内容に限界があるという説明が事務局からありました。市で把握できる年金につい
ては分かるけれども、非課税所得である遺族年金や障害年金については市では確認す
ることができない。そうすると、手当を申請するときに、受給していないと申請する
人がいた場合に市として確認することができないので、本当は受給対象ではない人に

手当を支給してしまうことになる。市としては確認する方法がないので、不正があっ
ても気づかず支給し続けてしまうという事態も起こりうると思います。現況届等で、
毎年、所得の状況を申請してもらう際にも、遺族年金や障害年金を受給していること
自体を隠されてしまったら、市としては確認して、支給をとめる方法がないと思いま
す。 
○委員Ｆ 
手当の申請をする際には、手当額のわかるもの、例えば、年金振込通知書などを必

ず提示するとすれば、市でも年金受給の有無や年金額を確認できるのではないでしょ
うか。 
○事務局Ａ 
以前に、マイナンバー制度を利用すれば、個人の収入や手当の受給状況が分かるの

ではないかというご意見がありました。障害支援課でマイナンバー制度を活用するの
は、障害に関する国の手当の受給資格を審査する際などに、住民票に関わる情報と税
の状況を確認するという利用に限られています。マイナンバー制度を使って、あらゆ
る情報を閲覧確認できるわけではなく、それぞれの所管に応じて、必要な情報のみを
扱えるという制度になっています。市単独の手当などの審査でマイナンバー制度を活
用する際にも、国の手当と類似する情報のみの閲覧しかできないと伺っていますので、
年金の受給の有無や年金額の確認は困難です。 
○委員長 
今の説明ですと、マイナンバー制度を活用しても、年金の情報は確認することはで

きないということですが、年金振込通知書を持参してもらって、その内容を確認する

ということは可能ですか。 
○事務局Ａ 
年に１度、年金振込通知書が郵送されます。年金を複数もらっている方がいたら、

年金振込通知書を持参してもらっても、それが、本当に１枚なのか、複数枚持ってい
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るのに、収入を少なく申告するために１枚しか持ってこなかったのかは、確認しよう

がありません。先ほどマイナンバー制度についてご説明いたしましたが、障害支援課
では、マイナンバー制度で年金情報の閲覧をすることが現状ではできませんので、故
意に年金の受給について隠された場合には、確認のしようがありません。 
○委員Ｂ 
確かに、手当申請の時に、故意に所得を隠そうとして、年金について申告をしない

人が出るかもしれません。その場合には、あとからでも遡及して、受給資格がなかっ
たのに支給された手当を返還してもらえばいいと思います。そのことについて、きち
んと申請の際に伝えて、支給決定の通知書などにも返還義務についての１文を明記し
ておけばいいと思います。 
○委員Ａ 
私は自分が所属している障害者の会の代表として、この検討会に参加していますか

ら、会のなかで手当についての話し合いをしました。例えば、私的年金を受給してい
て所得額が制限額を超えてしまって、新しい手当の対象外となってしまったとしても、
仕方がないという意見でした。私たちの会のなかには、生活保護受給者もいますから、
そういう立場からも意見を聞いています。生活保護制度や障害の制度の公平や不公平
さっていうものも話しています。 
○委員長 
今、年金等を含めた収入を基準にして、受給資格の制限額を決めるべきだというご

意見が出ています。年金の受給有無や年金額の確認については、課税対象ではない遺
族年金や障害年金は市では把握するのが難しいというご説明もありました。所得制限
については現行制度のように課税非課税という基準ではなく、年金なども含めた収入

で基準を作るべきだというご意見についてどのように考えますか。 
◯委員Ｆ 
 これまでの議論を聞いている中で、何のためにこの検討会の中でガソリン費補助・
タクシー料金助成事業を一体化して、移動に関する手当という新しい手当にしようと
いう方向性が固まったのかな、と改めて考えていました。一度原点に立ち返って、移
動に関する手当の目的について考える必要があるのかなと思いました。困っている人
に対して、平等に手当を支給するという考えが原点だとは思うのですが、今までガソ
リン費補助やタクシー料金助成を受けていた人が、新しい手当の受給対象外となって
しまうことや金額が減ってしまうことに対して、明確な考え方や根拠が必要だと思う
んです。確かに平等ということはとても大事なことだとは思うのですが、現状ででき
る平等に近づけるかたちというのはどういうものなのか、年金をもらっているとか、

他の手当をもらっているからということで、手当の対象外とすることが平等に近づく
ことなのか、もう一度考える必要があると感じました。 
〇委員Ｂ 
この検討会は、市単独事業の再構築を行うということが目的なのですから、今の制

度上ではできない、ということではなくて、東村山市として独自に単独で何ができる
かということを考えていきたい。手当などは国や都の制度に倣っていることが多いと
は思うのですが、東村山市としてはどうしていきたいか、ということをこの検討会の
委員で意見を出して、こういう意見があったんだということで方向性を出していけれ
ばと思うんです。 
〇委員Ｃ 

やはり、市単独の事業として、どこまでできるかということだと思うんです。所得
や収入についてですが、どうすれば、公平に把握できるのかというところが大きな問
題だと思います。年金振込通知書を提出してもらうとか、窓口で申告してもらうとか、
そういう確認の仕方をするという意見が出ていますが、年金については、２カ所３カ
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所から受給している人がいます。そんな中で、申告されたもので年金の受給有無や年

金額を確認するとした場合に、本当に公平に把握できるのだろうか。やはり、市で正
確に把握できるシステムがないのに、それを基準として、受給資格とするのはやはり
公平性という面でどうなのかな、と思います。 
〇委員Ｄ 
今の制度の中で不平等だと感じられているところを、少しでもなくしていくために

東村山市としてできることを、小さなことからでもやっていくことが大切だと思って
います。 
〇委員Ａ 
東村山市独自の制度として、より良いものとするために何ができるかについて、市

に検討してもらうのではなく、この検討会の委員として、私たちがこうすればできる、
ということを提示するべきです。 

○委員長 
それでは、次回までに皆さんにどのようにして収入を把握するかということについ

て、考えをまとめてきていただいて、また検討するということにしたいと思います。 
○事務局Ａ 
先ほどもお話しいたしましたが、市の方では、老齢基礎年金・老齢厚生年金、老齢

共済年金については、住民税の申告をする際に年金振込通知書を提示していただきま
すから、課税非課税証明書に年金額が記載されることになります。しかし、障害年金
については、受給の有無については記入する欄がありますが、年金額の申告はしませ
んので、障害年金の年金額については市の方では把握できる状況にはありませんので、
もし、把握するとなると、毎年、年金振込通知書を提示していただくという手続きが

必要になるかと思います。マイナンバー制度についても、現状では、当課が取り扱う
国の手当には、障害年金や遺族年金について確認するという手続きがありません。市
がマイナンバーを独自利用するには、国の手当に類似すると認められる必要があり、
国の手当と同様の審査情報しか閲覧できませんので、把握することはできません。 
本検討会は、委員の皆さんと事務局で意見のやり取りをする会議ではありませんの

で、あくまでも、委員の皆さんの方から、こういう方法があるのではないかというこ
とをご提言いただき、それを市の方で検討するということになろうかと思います。次
回も皆さんに活発な意見交換をしていただき、そのなかで、新しい手当の所得制限に
ついての方向性についてご提言をまとめていただければと考えております。 
 

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、８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１９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。 

 


