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第２回調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会報告 

１ 開催日時 令和３年５月２７日（木） 午後２時から４時１５分まで 

２ 会 場 市役所６階６０１会議室（オンラインも交えて開催） 

３ 出席者  

(1) 委員 １２人 

(2) 事務局 ４人 

４ 開会及び資料確認 

開会及び事務局から配布資料の確認 

５ 委員長あいさつ 

委員長：皆さん、こんにちは。初めましての方もいらっしゃるかと思いますけれども、こ

ちらの委員会でよろしくお願いします。 

前回、この会議が開かれたのは 10 月だったかと思いますので、約半年ぶりに皆様とお

会いできております。大学は相変わらずオンラインの日々が続いておりまして、毎日毎日、

来る日も来る日もモニターに向かってしゃべる日々が続いております。今回、こうした形

で初めての開催となりますので、何か不都合がありましたらお声がけいただければと思い

ます。 

 それで、今回、もう既に資料を御覧いただけているかと思うのですが、これまでの福祉

タクシー券のお話に加えて、調布市車椅子福祉タクシーという資料が追加で配られている

かと思います。今年度、幸か不幸か、お話しする機会がたっぷりできたというようによい

方向に考えまして、福祉タクシー券のみならず、車椅子福祉タクシーの件も含めて総合的

に調布市におけるタクシーのあり方を皆さんと一緒に議論できるかと思いますので、今年

度新たにメンバーの方も３名加わっていただきまして、こちらの委員会も新たな形でスタ

ートさせていただければと思っております。また、親の会の方々には福祉タクシー券に関

するアンケート調査を実施いただいてありがとうございます。後ほど少しお声を聞かせて

いただければと思っています。 

 私からは以上です。本日もどうぞよろしくお願いします。 

６ 議事 

(1) 新規委員自己紹介 

新規委員及び既存委員・事務局の自己紹介 

(2) 第１回検討委員会の振り返り 
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委員長：お手元に次第があるかと思いますので、それに沿って進めてまいります。２番、

10 月に開催されました第１回検討委員会の振り返りを少ししていただければと思います。

時間の都合で簡潔にしていただければと思いますので、事務局、よろしくお願いします。 

事務局：それでは、事務局から説明をさせていただきます。前回の第１回委員会ですけれ

ども、昨年 10 月に開催をさせていただきまして、会議の議事録については既に調布市の

ホームページでも公開しているところですが、本日も資料４で皆様にお配りしております

ので、後ほどお目通しをいただければと思います。ここでは概要をお伝えさせていただき

ます。 

 前回ですけれども、第１回の会議ということでしたので、福祉タクシー券の現在の対象

者ですとか、金額などを御説明した後、公共交通機関のバリアフリー化が進む中、タクシ

ーのみの支援でいいのかといった課題の提起をこちらからさせていただいたところです。

会議の中では、大型の車椅子ですと、なかなかタクシー利用が難しくて、タクシー券をも

らっても使えないですとか、事前の予約が取りづらい。また、精神障害者の方にもタクシ

ー券をといった御意見をいただきました。また、自家用車を使用する御家庭も今かなりい

らっしゃる中で、調布市におきましてはガソリン費の支給の条件がかなり厳しいといった

お話もさせていただきました。そういった中で、今後はタクシー券だけではなく、ガソリ

ン費や車椅子福祉タクシー事業なども含めた移動支援全般について協議をしていくという

ことで皆様にお話をさせていただいたところでございます。 

 こういった第１回会議の内容を受けまして、事務局ではこの間、今後の検討材料とする

ため他市の視察ですとか、各種データの抽出などを行わせていただいたところです。当初

は、昨年度、令和２年度中に一定の方向性を出すことを目指してはいたのですけれども、

コロナの影響などがありましたので、今後は資料３のスケジュール（案）のとおり、こち

らを目安として開催していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 資料３、資料４につきまして、説明は以上になります。 

委員長：ありがとうございます。委員の皆様から何か御質問はございますか。――資料３

のほうに今後のスケジュール（案）もお示しいただいています。次回が９月、その次が

12 月、そして３月という予定で進めてまいりたいと思っています。よろしいでしょうか。

前回の議論については、この後も事務局から報告の中でしていきます。またそちらで意見

交換できればと思いますので、ひとまず進めさせていただきます。 

(3) 視察報告 
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委員長：次第の３番になります。11 月頃かと思いますが、３市、他市のタクシー券の現

状について、事務局から視察に行っていただきましたので、そちらの御報告のほうをお願

いいたします。 

事務局：それでは、資料５「視察報告書」につきまして御説明をさせていただきます。 

 まず、こちら、昨年 11 月に３つの市に視察をしてまいりました。 

 １番目の東村山市ですが、東村山市につきましては、従来のガソリン費、タクシー料金

を償還払いで補助していたところを、令和元年８月から移動費用支援手当として手当化を

して支給しているという自治体でございます。手当化の経緯としては、電気自動車の所有

者が支援の対象にならないですとか、償還払いに必要な領収書の管理や、確認作業が膨大

で、長年課題となっていたということがあったようでございます。手当化後の利用者の反

響でございますけれども、実施したアンケートの中では、例えば、移動手段を限定せずに

使えるということで、これまでより使い勝手がよくなったという声などがあったようで、

おおむね好意的な意見をいただいているということでございました。 

 次に２番目、小金井市でございますけれども、こちらにつきましては領収書による償還

払いを行っているということ。また、精神障害を対象としているということで視察をさせ

ていただきました。ただ、こちら実態といたしましては、申請があった際は、ケースワー

カーが個別訪問などで調査を行った上で支給を決定しているという手続のようでして、電

車・バスが全く利用できない場合のみ認定しているということで、精神障害で交付を受け

ている方は現在６人ほどということで、かなり限られた人数ということでございました。 

 最後の３番目の国分寺市でございますけれども、こちらも償還払いによる助成をしてい

る自治体でございます。こちら、特徴といたしましては、タクシー以外の交通機関でも助

成が可能という点。ただし、こちらについては利用目的が通所ですとか、学校行事、地域

活動への参加に限定しているということでございました。 

 償還払いを行っている自治体共通の課題といたしましては、やはり領収書の管理の問題、

こちらは紙ベースでの申請となっておりますので、手続が煩雑で、申請者の方、自治体の

ほうでも、双方で負担となっているという実態があるようでして、特に３番目の国分寺市

では、それを解消するために東村山市のような手当化を検討しているというお話もござい

ました。 

 簡単ではございますけれども、視察報告については以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。簡単な御報告ではあったのですけれども、委員の皆様か
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ら御質問等ございますか。 

委員Ａ：視察報告書の１番目の東村山市の中で、精神障害者に対する支援につきまして

「手当よりも生活支援を充実する施策としている」という点なのですが、もうちょっと詳

しく教えていただいていいでしょうか。 

事務局：こちらについてですけれども、どういうところを充実するかまで詳細をこちらの

ほうで把握はしておらず、申し訳ないです。あくまで、調布は今こうやっているのですけ

れども、対象者としてそういう検討はしましたかくらいしか聞かなかったので、ごめんな

さい。 

委員Ｂ：私、これをざっと読ませてもらったのです。今言ったような小金井市のいろいろ

な、いわゆる多摩格差と言われている中で、これだけの市がタクシー券の問題で取り上げ

ているということは、23 区は既に済んでいるということですから。いわゆるタクシー券

というのは、申請しないと使えるところと使えないところと。タクシー乗り場に行っても

障害によっては乗れない。附則文がいろいろあるわけです。ニーズという面で考えれば。

ですから、タクシー業者にもこういう周知徹底できるような法律か何か必要なのかもしれ

ませんけれども、そういった意味で、全体的な意見としては、ここまできたらタクシー券

の問題に関しましても、１つの市でやるのではなくて、東京都としての問題として上げて

もらうべきではないかと私は思います。余りにも細か過ぎる。これはできません、これは

こうだ、これはこうだ、条件によってみんな違うのです。これでは分かりにくい。どんな

タクシーでも、みんなが分かって使えるというようにしないと、私はそう思いますね。だ

から、使いたくても使わない人とか、ただ支給されるからという方もいるでしょう。様々

です、もらう側にしたら。ありがたい制度であることは確かですけれども、そういったこ

とを感じましたのでお話しさせていただきました。以上です。 

委員長：ありがとうございます。 

委員Ｃ：東村山市で手当化しているというお話しだったのですけれども、Ａ３判の資料を

見ても載っていなかったのですが、手当の上限みたいなものは決まっているのですか、金

額的な部分で。ごめんなさい、そこまで読み切れなくて申し訳ないのですけれども、金額

の上限みたいなものは決まっているのでしょうか。 

事務局：年間で１万 8,000 円です。その金額で支給しています。 

委員Ｃ：それは、どの障害の区分も関係なく平等に？ 

事務局：東村山だと、例えば、上肢機能障害とかは対象外になっていまして、下肢とか、
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体幹とか、内部機能障害、視覚障害、愛の手帳ですね。それぞれ身体障害の方は３級まで、

愛の手帳の方は３度までを対象として、こちらの手当を支給しているということでした。 

委員Ｃ：分かりました。ありがとうございます。 

委員長：その他いかがでしょうか。小金井市は精神障害の方を対象にしているけれども、

実際はそんなに利用していないということでしたよね。 

事務局：そうですね。精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、２級以上の方を対象としてい

るのですけれども、実際にはケースワーカーが確認した上で判断しているというところで

すが、今のところは６件程度しか利用がないということでした。 

 それから、小金井市と国分寺市の視察につきましては、委員長も御同席いただいており

ますので、補足としてお伝えさせていただきます。 

委員Ａ：小金井市につきまして、手帳を持っているのが２級も含めるとかなりいらっしゃ

るにもかかわらず、６人しか認められないというのは家族の負担が増えるばかりです。当

事者の課題だけで、家族が苦労していることに関してのサポートというのは全く考慮され

ていないのですけれども、そこについて小金井市の現状はどうなっていますでしょうか。 

事務局：こちらについても、まずどういった方を対象としているのですかということで、

今回、事務局として視察に行ってきたところなのです。対外的にここを対象としています

よというものを見かけたので行ってきたところなのですけれども、電車やバスがどうして

も利用できないのですよという人たちをケースワーカーが確認した上でタクシー券を支給

しているというところでした。 

委員長：我々も視察に行く前に想定していたイメージとちょっと違っていたのです。一覧

には精神障害が入っていたので、実際どこまで利用されているのだろうと思い切ってお邪

魔したらこういう状況で、おっしゃるとおり本人の医学的な側面だけでアセスメントをさ

れているというのが現状であることが分かりました。 

委員Ａ：医学的側面に絞られた理由は何かあるのですか。 

事務局：あくまで現状のやり方として確認してきたところでしたので。 

委員長：保健師の方ですか、対応していただいた方は。 

事務局：そうですね。その方が対応されているのかなと。これは予測ですけれども。 

委員長：いかがですか。私、東村山はお供できなかったのですが、どこの市も困っていら

っしゃることがすごく分かりました。本当にどうしていいのかというのが、悩んでいらっ

しゃるということが、調布だけではなくて。私は、調布の今回のお話があって初めてこの
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ように関わらせていただいているのですが、本当になかなかこれは深刻な問題で、それぞ

れの行政がどのような方法が一番いいのかということを、お互い動きを見ながら右往左往

しているというのが感想といいますか。それくらい難しい問題なのだということを再確認

して戻ってきた次第です。 

 また何か思いつきましたら、追って御質問等していただければと思います。ひとまずま

た先に進めてまいります。 

(4) 福祉タクシー券の課題と検討事項 

委員長：次が本日のメインのところになりますけれども、次第の４番です。福祉タクシー

券の課題と検討事項ということで、事務局のほうに資料を準備していただいていますので、

そちらの御報告を聞いた上で意見交換を、ここは時間を取ってしたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

事務局：それでは、資料６の説明をさせていただきます。「福祉タクシー券の課題と検討

事項」という資料になります。昨年の第１回会議から少し間が空いてしまいましたので、

前回の議論を踏まえて課題の整理をさせていただいた資料がこちらでございます。 

 まず大きな論点として、事務局としては３つ課題があると考えております。まず１「交

付方法における課題」。後ほど内容については説明させていただきますけれども、次に２

「対象者における課題」、あと裏面の３「支給に対する制限の課題」という３つの課題が

あると考えております。それでは、順番に概要を御説明させていただきます。 

 まず表面１「交付方法における課題」でございます。現在はタクシー券という形でタク

シーを利用する方のみが対象の制度となっておりますが、こちらは様々な移動手段に使え

るように、例えば(1)電車・バスで利用できる無料乗車券を発行する方法。こちらにつき

まして、メリットとしては上限金額がなく使用できる。ただし、デメリットとしましては、

あくまでも市が契約する電車やバスのみの対応となりますので、全ての方の移動手段に対

応できないという課題がございます。 

 次に(2)ガソリン費の改造車運転制限を廃止し、タクシー券との選択制にする。こちら、

先ほど少しお話しさせていただきましたが、他市に比べて調布市のガソリン費の支給の制

限が厳しいというところで制限を例えば廃止いたしまして、タクシー券との選択制にする

という方法でございます。こちらについてメリットといたしましては、タクシーの利用が

困難で、自家用車でしか移動できない方へのサービスの向上。一方、デメリットとしまし

ては領収書の管理。また、当事者が本当に利用しているか判別が困難。また、今後普及が
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増加するであろう電気自動車への対応ができないという点がデメリットとしてあるかと思

います。 

 次、(3)手当での支給でございます。こちら、先ほどの東村山市のような対応ですけれ

ども、メリットとしましては、やはり全ての移動手段に対応できるということ。ただし、

デメリットとしては対象者全員に均等に支給されるというところで、１人当たりの金額が

どうしても現状と比べて下がってしまうというところがあるかと思います。 

 最後に(4)カード化して交付というところでございますけれども、今、交通機関でＩＣ

カード、Suica カードですとか、PASMO カードの普及が進んでいますが、そちらで交付し

てはどうかという選択肢もあるかと思います。こちらにつきましてのメリットとしては、

持ち運びがしやすい。端数処理ができる。あと、電車ですとかバスなど、複数の交通機関

で使用が可能。ただし、デメリットとしましては、こちらが現在のシステムですと一括し

てチャージができない制度のようでして、交通機関のほうで一件一件手作業でのチャージ

になってしまうといったシステムのようですので、その点、交通機関様に御負担をかけて

しまうということがあるかと思います。 

 以上が１「交付方法における課題」でございます。 

 続きまして、「対象者における課題」でございます。こちらにつきましては、現在対象

外である方、例えば、精神障害の方への扱いをどのようにするかという問題ですけれども、

まず(1)等級で区切る。こちら、メリットとしましては支給対象者への線引きが明確とな

る。デメリットとしては、真に必要な人以外にも支給されてしまうというところが、等級

で一律に区切ってしまうとデメリットになるかと思っております。 

 (2)既に市に提出されている診断書で判定する方法。こちら、今、市のほうで特別障害

者手当の受付をさせていただいているものがあるのですが、既に特別障害者手当を受給さ

れている方については、その診断書を準用させていただいて判定するという方法もあるの

かと思っております。ただ、こちらもやはりデメリットがございまして、主に重度の障害

者の方に支給される手当ですので、なかなか外出される機会がない方も想定されるという

ところがデメリットでございます。 

 最後、(3)は、この対象外である方を対象とするに当たって、新しくこの制度のための

診断書を導入するという方法でございます。メリットとしては、移動支援に特化した内容

の診断書となりますので、医師に書いていただけるというところで、多少調整は必要にな

ってきますけれども、対象者であるかということが明確になるかと思います。ただ、デメ
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リットとしては、やはり診断書を取っていただくということになりますので、当事者の方

の費用の増加が見込まれるところでございます。 

 大きな課題の最後、３「支給に対する制限の課題」というものがございます。もし先ほ

ど御説明したような対象を広げるという話になりますと、やはり財源の問題がどうしても

出てきてしまいますので、その辺りの基準をどのようにつくっていくかというところが課

題となってくるかと思います。こちらにつきましては、事務局のほうで試算をした資料が

ございますので、そちらを御覧いただきたいと思います。 

 次の資料６別紙を御覧ください。こちら別紙の２「所得制限導入イメージ」というとこ

ろから御説明をさせていただきます。資料６の続きの資料６別紙の表のＡ４判の資料にな

ります。こちらの２「所得制限導入イメージ」ですけれども、仮に心身障害者福祉手当の

ような所得制限を導入した場合に、基準額を超えてしまう方がどのくらいいらっしゃるの

かという割合を試算したものでございます。こちらが手帳の所持者数をベースにしており

ますので、あくまで概算ですけれども、身体手帳の方については、20 歳以上の方がおお

むね７％、20 歳未満の方については保護者の方の所得で計算いたしますので、おおむね

50％の方が基準額を超えてしまうだろうということが想定されます。また、愛の手帳です

とか、精神障害者手帳の方については、20 歳以上で基準額を超える方というのはほとん

どいらっしゃらないですが、20 歳未満ではやはり身体と同様に半分くらいの方が基準額

を超えるだろうというところが今回の試算でございます。 

 また、上の１番の表ですけれども、こちら、前回から確認を依頼されていた内容でござ

いますが、現在のタクシー券の対象者のうち、どのくらいの方が実際、タクシー券の交付

を受けているのかという資料でございます。交付率につきましては、表のとおりおおむね

90％の方がタクシー券をお受け取りになっているというところで、ただ、知的がこの表で

少し数値が低く出てしまっているのは、身体と知的の両方の手帳をお持ちの方については

身体の手帳の区分に計上されておりますので、その影響になります。 

 所得制限についての補足です。こちらの所得制限の金額というところですけれども、資

料として上げてはいないのですが、東京都の心身障害者福祉手当とか、マル障という医療

費助成制度の所得制限を基に試算させていただきました。基準でいうと収入額ではなくて、

所得額です。こちらが 360 万 4,000 円という金額が所得制限になっています。なので、20

歳以上の方につきましては、この 360 万 4,000 円を超えているかどうかというところで判

定させていただきました。一方、保護者の方については、この所得制限というのが、扶養
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の方が１人増えると制限額が 25 万円追加されていく制度となっていますので、これも完

全に試算ではあるのですけれども、最低１人は扶養しているだろうということで、扶養人

数を全員１人として計算させていただきました。なので、20 歳未満の方については、ほ

かにも扶養を取っているような方がいらっしゃったりすると制限としてはもうちょっと甘

くなる可能性はあるのですけれども、一応これは最大値です。最大値でいうと 20 歳未満

の方でこの制限を仮に導入した場合は、それぞれ等級によってあれですけれども、45％か

ら、場合によっては 70％近くの人がはじかれてしまうというような試算となっていると

ころでございます。 

 説明は以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。前回の委員会の中で出された意見に基づいて、事務局の

ほうで資料作成をしていただきました。これについて何か御意見がありましたら、よろし

くお願いします。 

委員Ｃ：資料６の別紙のところでちょっと確認をしたいのですけれども、まずタクシー券

の対象者と交付者の人数のところですが、交付されていない方というのは、申請をされて

いないという考え以外は、ガソリン券をもらっているということになるのですか。 

事務局：その方もいらっしゃいます。ただ、ガソリンについては、調布では基本的に、肢

体不自由の方で本人運転ということになりまして、今、25 人くらいの方が受けられてい

るのです。なので、このうちの 25 人くらいの方が対象者ではあるけれども、券の交付者

にはなっていないという認識です。 

委員Ｃ：なるほど、分かりました。もう１点だけ、ごめんなさい。この交付者はあくまで

もタクシー券をもらっている方ですよね。 

事務局：そうですね、交付者はもらっている方になります。 

委員Ｃ：そこから返還したり、利用率まではちょっと分からないということですよね。 

事務局：利用率は、全体の利用率で、前回の会議で御説明した全体で交付したうちの７割

くらいが利用されていますよというところまでしかこちらでは把握できていない現状でご

ざいます。 

委員Ｃ：分かりました。ありがとうございます。 

委員Ａ：今回のこの資料で、検討事項の中に、今まで全く対象になっていなかった精神障

害者を対象者とするかどうかの課題という形で入れていただきました。今日は方針の決定

で、次回は協議という形になっていて、今日、拝見した資料を見ますと、等級で区切った
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りという現状のやり方ですと、精神障害者を対象にするのがかなり難しいということと、

ほかの市の事情を見ますと、手帳を持っているのが 1,000 人以上いるにもかかわらず６名

という形で、予算的にもかなり難しいという形で、難しい現状ばかり説明されています。

正直、家族としては今、親の高齢化等で課題が非常に大きくなってきて、生活に支障があ

る方のお声がたくさん届いているにもかかわらず、この方針では対象になるような方向性

が全く見えません。精神障害者のように新たに追加する対象についてはどういう形で検討

されるのか。あるいは、こちらから何か情報を出さなければ検討していただけないのでし

ょうか。 

事務局：検討としては、させていただければともちろん考えているところなのです。明確

な対象者として。では、どのようにしたほうがいいのかというところを、こちらの検討委

員会で協議させていただければと思いまして、資料について説明不足のところはあったと

思うのですけれども、上げさせていただいたところではございます。ただ、前回もおっし

ゃっていたように、例では挙げたのですけれども、単純に等級でやってしまうと、２級の

人というのは一番幅が広い方だと思うのです。人数も多いですし、その人によって症状も

全然違うというところで、そういったところの必要な方にどのようにして支給ができるの

か。仮にそのやり方を決めた後に、では、対象者がどのくらいいるのかということをまた

持ち帰った後で事務局のほうで試算をさせていただいて、そうするためには、今全体で市

の財政としてこのくらいの予算を充てている事業から、このくらい増えてしまうので、場

合によっては何か制限を設けてほかを削って、その方を入れるのかだったり、そういった

ところを検討していければと考えているところでございます。 

委員Ａ：それは、次回の９月の協議の段階でそこの議論ができるという理解でよろしいで

すか。 

事務局：そのように予定はしているところです。 

委員Ａ：その点では、ここに書かれている検討事項で、対象者における課題として、等級、

特別障害者手当、新たな診断書について、メリット、デメリットを説明されています。デ

メリットが出てしまいますと全部対象から外れてしまい、次に進まないように見えてしま

いますので、ぜひ何か打開策につきまして次の情報を提供していただければと考えていま

す。 

委員Ｄ：親の会のほうとしての意見を発言させていただきたいのですが、所得制限導入イ

メージのところを見ると、やはり 20 歳未満で対象から外れてしまう人がかなり多数にな
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ってしまうのですが、この所得制限が導入されると、所得制限でカットされる方が多数い

るということでした。医療費も負担が多くなっている方もいますし、放課後等デイサービ

スの負担も大きくなってくる。さらに移動支援に関するタクシー券等の支援もなくなると、

ほとんど実費で払うことになってしまします。そういった方も増えてくるので、その辺は

余り厳しくないような制度であることを望みます。 

委員Ｃ：資料６の手当の支給のところのデメリットの、もし対象者全員に均等割するとし

たらというところで、どれくらいの金額になるのかとちょっと思ったのです。今のタクシ

ー券の金額よりももちろん下がるとは思うのですけれども、実際、もし計算されているな

ら、その金額を教えてもらいたいし、どんなものかとちょっと感じたので。 

 済みません、以上です。 

事務局：まだ正確に金額を計算していないのですけれども、例えば、そもそもタクシー券

の執行率が 70％になっているので、単純に今、対象者を無視して交付者だけで考えたら、

皆様、もらっている金額が大体 70％になると。３万 9,000 円もらっている人は２万 8,000

円程度、タクシー券が半分の人は１万 4,000 円くらいになることが想定されます。ただ、

実際そうなったら、タクシー券をもらっていなかった人も、やはりもらいたいという人も

出てくるかもしれません。 

委員Ｃ：ありがとうございます。 

委員Ｂ：私は自分の体験を話します。私は今 71 歳です。58 のときに脳幹梗塞で倒れまし

て、それで縁あって社会福祉法人に出入りするようになって身体障害者の取得というのも

そこで知ったのです。勧めてくれる人がいたので、こういう手続をして身体障害者になる

んだと。手帳のもらい方も分かりませんでしたから。脳幹梗塞というのは手術のできない

場所。そうなったら半分は死ぬ。残った人は一生車椅子か、一生寝たきり、これが相場な

のです。私はこうやって生き残っていますけれども、その代わり何も知りません。努力し

ましたよ。今でもお灸とか針とかやっていますけれども、いつも悲鳴上げています。痛い

からこそ医者に行くのでしょうけれども、私の場合は痛いところを強くやって、脳に刺激

させて、命令が行くのではないかと思っているから、そのように、とにかく悲鳴出さない

ようにするから、ほかのお客さんの参考にはならないから思い切りやってくれと。今でも

そのようにして、自分のできることは何でもやりました。右半身、頭のてっぺんから足の

裏まで、中身まで、全部麻痺が残りましたから。だから、靴下を脱いで素足になって森を

散歩したり、夏になると屋外プールに行って水中ウオーキングしたり、ラジオ体操も    
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朝方行ってやってみたり。社協で体操をやりますよと。いわゆる自主グループをたくさん

立ち上げた。 

 私は身体障害者手帳６級です。そのときに都営交通の無料乗車券をくれたのです。あれ

は助かりましたよ。うちの母親が独り暮らしで江東区の都営住宅に住んでいましたから、

通いましたから。ヘルパーさんがいても１時間くらいしか見ないですから、それ以上は、

薬をもらいに行くのだって、お医者さんだって、身内の者が行かないことにはもらえない

のです。こっちもリハビリになるし、親孝行もできるかと思って、それは通いましたので、

交通券をもらいました。その親も亡くなりましたから、もう向こうに行く必要がなくなっ

たので、交通券など全く使っていません。だから、返上しようと思っています。 

 その代わり、タクシー券に関しては、今度は女房の話。私よりちょっと上なのですけれ

ども、今、病み上がり。それまでは健康そのものだったのです。それが難病。病院にも入

院しました。 

 それから、リハビリの病院。コロナ禍で面会させてもらえないし。それで、認知症の施

設。そこに入った。難病２つですから、お医者さんの判断聞かないと困るので、そこにス

ムーズに入りました。今戻ってきまして、去年の 10 月くらい。今はベッド暮らしで、酸

素もつけていました。あんな重いものを。今はタクシー利用する機会も多いのです。例え

ば、京王線を中心にして、駅前にタクシーがあるでしょう。だから、初めて行くところは、

もう調べる元気ないですから、その駅の近くまで行ってタクシーに乗っかって。うちの近

くに巡回バスがすぐあるのです。仙川を利用しているのです。それは、健康のためにと思

って歩いた。リハビリのために。10 分くらいかかりますけれどもね。タクシー券より、

そっちのほうが値打ちがあると思っている。だから、どこへ行くにしても、歩くことが自

分のリハビリですから、それしかできませんけれども。だから、ちょっと遠くへ行ったり

なんかするときには女房もこっちもタクシー券がどうしても必要なのです。タクシーを利

用する頻度が今増えています。だけど、ここでいうと、対象とする人をどうする。 

 身体障害者ばっかりじゃない。65 歳まで決まっていますけれども、今 100 年時代と言

われている。平均寿命が 80 歳という人も多いんですよ。そうすると、足とか腰とかみん

な、もう座りたいとか、タクシーを利用したい人がいっぱいいるはずです。そういう人も

考えてあげないといけない。 

 だけれども、こうやって絞り込んで、何でも予算をつけるためには絞り込まないとでき

ないから、その作業をする事務方は大変でしょうけれども、実際のところは、現状に合わ
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ないところもいっぱいある。65 歳で区切るとなると、仕事したい人もいるから、定年も

延長と言われているくらい、みんなぴんぴんしている。ぴんぴんしているのだけれども、

地元に帰って、会社人間、相手にしてもらえないもんだから、頭を使わないから認知症に

なってしまったりして、４人に１人が認知症になると言われている。 

 だから、総合的にも考えなくてはいけない時期ではないかと。コロナを契機にして、私

はそのように感じていますけれども、今はどうしても、私などもタクシー券がもらえたら

ありがたい。こういう交通券なんか要らない。私は６級。タクシー券は重度の障害者じゃ

ないともらえないのです。そういう等級があるけれども、努力して、こういうあれだから、

はた目からすると６級になっちゃう。判断基準、お医者さんに行って診断書をもらわなけ

ればいけないのでしょうけれども。こういうことも知りませんでしたから、医者にも好感

度を持ってもらえるようにしておかないと、やってくれないのかと。本当、医者によりま

すからね。親切な医者だとすぐやってくれるのです。「あんたの場合、無理ですよ」とか

言う医者もいます。案外知らない医者も結構多いですから、障害者に関して。いかに支援

が大事かということ。 

 以上です。 

委員長：ありがとうございます。 

委員Ｅ：皆さんのいろいろな御意見、とても参考になりました。 

 まず対象者に関しては、今までどおりというわけにはいかないのだろうなというように

思っております。ただ、視覚に障害がある私たちとしては、移動手段はやはり前回も申し

上げましたけれども、雨の日だとか、ガイドヘルパーさんの時間の関係とか、私、個人的

には、これから夏は盲導犬を炎天下の中、歩かせるわけにはいかないので、タクシーを利

用させていただくことが多くなるかと思っているのです。現状、少しずつ、この状況下の

中で減っていくのは覚悟の上ですけれども、視覚に障害がある私たちとしては何とか守っ

ていきたいものと思っています。 

 それから、方法ですけれども、先ほど、Suica とか出ましたが、私たち障害を持ってい

る人たちは Suica を２枚持って、到着した駅で精算をするという方法を使っている人が多

いと思います。私は切符を買っていますけれども、何かその辺り、もし Suica 等、電子カ

ードというのですか、そういうものにされる方向で行くのなら、当事者には２枚渡さなけ

ればいけないのかというように感じました。 

 今のところ、そんなところです。以上です。 
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委員長：ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。 

今のお話もそうですけれども、伺っていて感じたのが、タクシー券を使っている方は三

重構造みたいになっていて、三重構造って変なあれですが、真ん中が、なかったら困ると。

タクシー券がないと困るという方たち。これは親の会のアンケート調査の中にもたくさん

意見があったと思うのです。なかったら困りますという方たちが真ん中にいて、今度はそ

の外側に、あったほうが助かるという方たちがいて、あったほうが助かるというのは、別

の方法も実は準備ができるのだけれども、タクシー券があったほうが助かるという方たち

がいて、さらにその外側には、あってもなくてもいいという方たちがいて、この三層構造

に多分タクシー券が今交付されているのだと思うのです。それで、時代とともに、コロナ

の影響もあって、財政的に厳しいのは我々も重々承知で、やはり増やすことは現実的に難

しい。やはりどこか痛み分けではないですけれども、削らざるを得ないということになっ

たときに、一番外側のところです。ないしは２周目かもしれないですけれども、そこを削

るためのアセスメントみたいなことをしないといけない。 

 先ほど出た東村山の場合は、恐らく医学的なアセスメントで、そこは判断されているの

かなと。それの良し悪しも当然あって、タクシーの利用というのは当然社会参加の側面が

大きいわけですから、もちろんそこを加味した判断というのは出てくると思うのですけれ

ども、何かしかのアセスメント、そこのふるい分けをしない限りは減っていかないわけで

す。ここはやはり議論が必要になってくるのかと思うのです。 

 また、今回出ているメリット、デメリットというのは、あくまで前回の委員会の中で出

てきたものを少し整理していただいたものなので、新たにここに追加で、こういった判断

基準というか方法を今日、皆さんも含めて何か御提案いただいて、またそれを事務局で、

その方法はこのメリットもあるし、でも、こういうデメリットもあるよねと。この積み重

ねでやっていく必要があるのかなと思うのです。 

 一番簡単なのが手帳の級でいくのがいいのですけれども、それだと本当に莫大な数にな

ってしまって、さっきの外側の方たちが支給されていってしまうと、正直、本末転倒とい

うか、使っても使わなくてもいい人たちが使ってしまっている。要するに、あるから使う

という方たち。これは恐らく、親の会の方たちもそうかもしれないし、例えば、視覚障害

の方たちもそうかもしれないし、「あの人、使わなくてもいいんじゃないの？」という御

感想を持っている方がいると思うのです。自分たちは特に必要なんだけれども、「あの人、

タクシー券、必要なの？」と、日常生活の中で恐らくお感じになっている場面もあるので
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はないかと。声には出せないですけれども。それはずるしているわけではなくて、制度上、

支給されているわけだけれども、あれは果たしていいのかと。この辺り、今回、制度の改

正をする中で御意見として反映できればいいのかという感じが今までの皆さんの御意見の

ように絶対に必要なんだという方も中にはいらっしゃる。でも、そうではない方もいらっ

しゃる。その辺りはこの制度の非常に難しいところなのだろうと感じています。そこはま

た、お知恵を拝借して、どういう形で精神障害の本当に必要なコアの方たち、必要として

いる方たちに届けるかという、そこはまたお知恵をいただければと思っております。 

委員Ｃ：私個人の意見で申し訳ないのですけれども、私、身体障害者手帳１級でタクシー

券対象にはなっていて、支給してもらってはいるのですが、実は、リフトとかで予約をし

て利用する福祉タクシーの利用のところで、私が今乗っている電動車椅子の重量が重過ぎ

て、タクシーそのものが利用できない状態なのです。なので、数年前まではタクシー券対

象ではあったのですけれども、全然申請していなかったというのが現状です。先生が今言

ったように、電動車椅子の人は必要ないのではないかというわけではないのですけれども、

対象にはなっているが、実際利用できないというものなので、私、個人的には、支給の枠

をタクシー券ではなく、現金給付であったり、移動交通手段費みたいな感じで、金額は下

がってもいいから別の公共交通機関とか利用できるような形で対象になってくれると、も

うちょっと対象者も広がるし、利用もしやすくなるのかなと思うので、それだけのチケッ

トみたいな感じだと、今、利用している方もいっぱいいるとは思うのですが、対象にはな

っても、それだけというような固定をされてしまうと難しいので、同じお金としてという

か、金額として支給されるのであれば、Suica でチャージするのは自分たちで行うという、

手間にはなってしまいますが、そういった形で支給するほうが、私、個人的にはうれしい

かなと思っています。済みません。 

委員Ｅ：私も賛成で、多少金額が下がったとしても、その人が使いやすい方法。だから、

選べることがいいかなというように思いました。 

委員Ｆ：私も同じ意見になります。うちも、ありがたいことにタクシー券を毎年いただい

ているのですが、結局、福祉タクシーを使うということが、定期的に使っているものもあ

るのですけれども、支給していただいている金額を全部使い切ることがもちろんできてい

ない状況になっています。本来使いたい雨の日とか、車の故障があって急に必要になると

か、雪が降っているみたいなときに利用できない状況があります。持っているけれども、

使うことができないという人と、精神障害のような、使いたくてもタクシー券が交付され



- 16 - 

 

ていないという方たちもいらっしゃるので、やはりその辺は金額が少し下がっても、必要

な人に届けられるような制度にしていただきたいというように考えています。 

委員Ｄ：皆さん、同じような意見なので、私も一応言わせていただくと、やはりうちも３

級で半分のタクシー券をもらっていましたが、昨年度の最後を見てみたら一枚も使ってい

ませんでした。タクシーは使っていませんが、ほかの交通機関を使う回数は非常に多く、

また、車を使う回数も多いので、やはり現金の支給で、金額が減っても、そのほうが多く

の人が便利に使えるお金ということで、いいのではないかと思います。 

委員Ａ：再度のご説明で申し訳ないのですけれども、精神障害者の家族の特色といたしま

して、当事者の状態よりも、当事者が自分は大丈夫だと思い込んでいても、家族が一緒に

生活していて難しいというように思っているケースがあります。精神障害者の場合は当事

者の状況だけではなくて、家族全体の状況という形で判断していただきたいという点があ

ります。 

 それから、精神障害者の場合、退院が促進されて、退院した方を家族が面倒を見なけれ

ばいけないという状況が増えています。親の高齢化もあり、以前はなかった課題が出てい

ますので、家族全体で見ていただきたいという点を強調させていただきたいと思います。

本当に対象に追加していただきたい必要性が高く、たくさん意見を申し上げて申し訳ない

のですけれども、よろしくお願いいたします。 

委員長：貴重な御意見が出たように、こちらの委員会、タクシー券のあり方検討会なので

すけれども、実はタクシー券だけではないということが回を重ねるごとに分かってきて、

移動をどう保証するかという大きな話になってくる。それあってのタクシー券のあり方に

なってくるかと思うのです。タクシー券だけを縮小しますよというと今のような御意見が

出て、いやいや、困りますよと。でも、その分を何かに代わるものが新たに出てきたり、

手厚くなるのだったらという条件づけで変わってきたりとか、全体的に見ないとどうも進

まない議論になってくるかと思うのです。ガソリン券の話なんかもそうですよね。 

 それで、皆さん、資料７を御準備いただいてよろしいですか。事務局から追加で資料７

の御説明をしていただければと思います。資料７を御準備ください。よろしくお願いしま

す。 

事務局：それでは、資料７「自動車ガソリン費補助事業の他市の状況」の説明をいたしま

す。先ほどの御議論の中で、タクシー以外の交通手段についても支援が必要ではないかと

いう御意見がありましたので、この資料７というのが東京都の調査で、自動車のガソリン



- 17 - 

 

費補助事業を行っている市がどのような形で実施しているのかということを調査した結果

の資料でございます。 

 この資料の実施方法というところを御覧いただきますと、おおむね８割の市が領収書な

どでの償還払いを行っておりまして、そういったところが大多数ではあるのですが、例え

ば、八王子市ですとか、立川市につきましては、タクシー券とガソリン費共通券というも

のをお渡しして、その御家庭の事情に応じた支援を行っているというところでございます。 

 また、こちら支給の制限についてでございますけれども、先ほども少し御説明しました

が、裏面の調布市の欄を御覧いただきますと、調布市だけ運転者が「本人」となっており

ます。また、「自己所有の改造車運転に限る」というところで、他市と比較して制限が厳

しいというところもこの資料でお分かりいただけるかと思いますので、その辺りも踏まえ

て御議論いただければと思っております。 

 説明は以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。 

 資料７は最低限の情報しか掲載されていないので、余り詳細な質問が出ても答えられな

いかもしれないですが、何か御質問とか御意見はありますか。委員Ｆさん。 

委員Ｆ：肢体不自由の親としては、先ほど申し上げたとおりタクシーに乗れなかったり、

電車・バスでの利用も難しいというところもあり、自家用車を使う方が多数ですので、こ

ういったガソリン券の支給をしていただくという部分では非常にありがたいと思っていま

す。 

 しかし、今後、例えば、2030 年くらいにはガソリン車が消えるのではないかと言われ

ているような今のこの時代において、ガソリン券にしますかというところを含めて、それ

でいいのかなと。例えば、ほかのところで、もう既にガソリン券を出されているようなと

ころは、ＥＶ車に対しての支援というのはされているのでしょうか。自分の車がガソリン

なので、ＥＶで補充したときに何かレシートみたいなものが出て同じように申請している

のか、それともガソリンだけに限っていますよというところなのか、ほかの市ではどうな

っているのだろうと思って気になるのですが、御存じですか。 

事務局：こういうガソリン費の助成をやっている自治体は市独自でやっているのですけれ

ども、自治体同士で情報交換や調査がありまして、その中で、電気自動車の人から相談が

来たのですが、皆さん、どうしていますかなどという調査が来たことはあります。調布市

は改造車限定になっており対象者が少ないこともあり、そういう相談はありませんという
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回答をしたのですけれども、後で来た集約を見てみると、電気自動車の相談が一部の自治

体であるようです。ただ、その電気代だけ切り分けて証明することが現状できないので、

充電スタンドなどに行けばまだいいのですけれども、家で充電した場合、電気代のどの部

分が充電分というのは分からないので、現状としては対応できないので対応に苦慮してい

る自治体もあります。そのような話を聞いています。 

委員Ｆ：今ようやく調布市で、このあり方委員会ができたのも何十年ぶりの改正というこ

となのですが、近い将来、ＥＶ車が主流になっていく変化の中にいますが、また改正しよ

うかという話になるのか。今回改正して、しばらくはそのままなのか。それによって柔軟

に毎年考えていくべきなのか、もう何十年も先を見越して今から大きく変えたほうがいい

のかというところがありますよね。 

 先ほど、交付方法について、１番、２番、３番、４番みたいなことを出していただけた

中で、そうするとその手当とか、カード、ガソリンスタンドとか。ある程度金額支給みた

いな形でしていただけると、いろいろ選べていいのかなというようには思いました。 

委員Ｄ：調布市が非常に厳しい条件ということで、本人で改造した車のみというようにな

っている理由はあると思うのですが、実際に調布の親の会、アンケートを取ってみても分

かるように、車を使う方は非常に多くなっている。50 年前と今とではその辺り、車を所

有することへの贅沢感というのはなくなってきているというのもあると思います。今、当

事者でガソリン費を支給されている方が約 25 名と非常に少ないですけれども、やはり 20

歳未満、学齢期以下の子供を持つ親が運転する車のガソリン費を何とかしてほしいという

のが親の会としての要望になると思うのですが、車を使用するのが、学校に連れていくの

がなかなか大変、朝起きられなくてとか、そういう事情で通学でも使うことはあるのです

が、タクシーとかを使う方もそうなのですが、通院で使う方が多いのです。ただ、通院先

というのは近所の病院とかではなくて、調布市内ではないところにある病院を使うことが

非常に多いです。近くて府中とかで、都内、タクシーで行くと片道で 3,000 円以上はかか

るようなところなので、タクシー券を使ってしまえば、数回で使い切ってしまうくらいの

距離の病院に通っている方が多くいるので、やはり自家用車での移動が非常に多くなって

いるのが現状ではないかと思います。 

 ただ、親の会は、未就学児の子供の親から、子供が 50 代とかの高齢の方もいるので、

親御さんが高齢になってきているケースもあり、だんだん運転が難しくなってくる保護者

も増えているので、両方の面で言わせていただくと、子供が小さい親御さんのほうが車を
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使う頻度が非常に高くなっているので、この辺りはガソリン費の支給を何らかの形でして

いただけると大変ありがたく思っております。 

委員Ｂ：大体意見が出されましたけれども、タクシー券というと、ガソリンね。今言った

ような子供さんの障害によっては、出ませんから。バス自体も障害者が乗るようなつくり

になっていませんから。だから、保護者の人が送り迎えとか、全部ガソリンがかかる。分

かりやすいですよね、タクシー券、ガソリン。あとはニーズに従って、それぞれニーズが

違いますが、少数意見かもしれませんが、そういう人たちには対象となる、また予算の範

囲内での現金支給というようなことも、ニーズによってはそういう形も、そういうことを

やるのは事務局は面倒くさいでしょうけれども、そのように思いました。 

委員Ｃ：そもそも論で申し訳ないのですけれども、今回、ガソリン券のところと、タクシ

ー券のところと、移動の保証の全体のところと、３つのテーマというか流れができている

と思うのですが、全部移動の保証の部分で合算して考えたほうがいいのか。それとも、移

動の保証の中でタクシー券はタクシー券、ガソリン券はガソリン券、それ以外の移動の保

証みたいなことで考えたほうがいいのか。その辺のまとまりがないと、考え方が広がり過

ぎてしまって、どうしたらいいかと思っているのが１点。 

 今、ざっくり計算したのですけれども、調布市のガソリン費の１人の年間が３万 3,000

円くらいだったので、それが 25 人だと 80 万ちょっとくらいになるのかなという感じだっ

たので、１人年間３万 3,000 円のガソリンの支給であれば、１級、２級のタクシー券の方

と余り金額は変わらないかなと思うと、移動保証という捉え方で一緒にして考えてもいい

のかなというのは感じたので、その辺は市としてどう考えているのかと思って、そこをこ

の委員会で議論したほうがいいのかどうなのか。 

事務局：おっしゃるとおり、それぞれ検討していくと、いろいろ話も広がってきてしまう

というところもあるかと思いますので、合算して移動支援という形、全てをひっくるめて

何か新しい制度を構築するというのも１つの方法ではないかということで事務局としては

考えているところなのです。なので、そういったところも踏まえて、この検討委員会で進

めていければと考えているところではございます。 

委員Ｃ：そうしたら、ガソリン券の費用と、タクシー券としての費用と合算して考えるこ

とに関しての課題とか、そういったことは特にないのですか。そこの合意形成が取れてい

ると、もうちょっと皆さんの中で意思統一ができて、共通理解の中で、この移動保証の部

分でどうしようかというのが言いやすいのかとちょっと思ったのですが、そこの課題は何
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かあるのですか。 

事務局：支給方法に関わってくると思うのですけれども、例えば、今、皆さんの御意見の

中で、どういう方法で支給があればありがたいというところがありました。仮にですけれ

ども、タクシー券はやはり券のままもらいたいですよとなった場合は、今度、ガソリンの

人はどうしましょうかということで、そこはまた別に考えて。例えば、領収書を管理して

もらって、これを集計しますよとか、そのような議論を進めていく必要があると思うので

す。ただ、今、意見が割と多かったのが、何にでも使えるようにということで、例えば、

現金での支給、Suica や PASMO でもらいたいという方向で話を進めれば、そもそも対象者

をしっかり線引きすれば、タクシーであろうが、ガソリンであろうが、場合によっては電

車・バスであろうが対応できるということで、一元化して議論はできるのではないかと思

います。 

委員Ｃ：では、もう１点だけ、ごめんなさい。そうしたら、１つ、共通理解の中で、移動

保証の全体としての検討委員会みたいな感じで、名前を変えなくてもいいかもしれないけ

れども、それぞれの項目の委員会というか内容だと、全体のところで離れていってしまう

ので、テーマとして移動支援の捉え方で考えていきましょうというのが今日の結論で出る

と、次回の話合いには持っていきやすいかと思ったし、精神の方の対象のところとか、い

ろいろな金額面とか、そういったところが皆さん共有して考えられるのかと思ったので、

済みません、よろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございます。事務局からは当初、タクシー券に絞ってというお話があ

って、だんだん話が大きくなっていってしまうと思うのですけれども、それはそれですご

くいいと思うのです。連続している要素なので、とてもいいということが１点。 

 もう１点、私の認識が間違っていたら事務局から直していただきたいのですけれども、

こちらの委員会は別に結論１つ出さなくていいと思うのです。その代わり選択肢として、

こういうパターンもあります、こういうパターンもありますよね、市はどう考えられます

かというのを返せばいいのかと思っていて、みんなで限られた時間で議論して、この１本

で、この方針でいこうという必要はないかと思うのです。なので、幾つかの組み合わせな

どが出てきて、こういう場合だったらこういうものでもいいのではないかと。 

 意見は幾つも出ていいかと思うのです。こちらの委員会で結論を１つにまとめなくても、

こういうパターンもあるのではないかとか、こういうパターンもある、こういう組合せも

あるのではないかとか、そういう出し方でもいいのではないかと思っているのです。事務
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局、いかがでしょうか。 

事務局：はい。 

委員長：なので、一応タイトルはタクシー券のあり方ですけれども、移動支援で幾つもパ

ターンを示していただければと思っています。 

委員Ｂ：タクシー検討委員会という名前はふさわしくないと思います。これに全部含める

と。今言いました移動手段という形で、ガソリンとか、電気自動車代とか、対象外の人を

また新たに吸い上げる、いろいろなあれがありますけれども、タクシー検討委員会の中に

全部ひっくるめて、分かりにくい点もありますので、いろいろな組み合わせの中で予算化

していただければありがたいと思います。 

委員長：ありがとうございます。さらに、その話の流れでもう１つ、今日、話題として皆

さんに事務局からお話ししていただくのが、車椅子福祉タクシーという制度も調布市には

ありまして、まさに移動支援を全体で考えていくに当たって、その辺りを我々は理解して

おく必要があるのかと思います。ここについては余り詳しく今日議論する時間は取れませ

んが、まず車椅子福祉タクシーの制度についての御説明を受けたいと思いますので、よろ

しくお願いします。資料８です。 

事務局：それでは、資料８をお願いいたします。本日、簡単な説明程度になりますけれど

も、この資料に沿って説明させていただければと思います。 

 まず１「車椅子福祉タクシーとは」というところで、本制度の概要です。こちらの事業

につきましては、電車・バスなどの公共交通機関の利用が困難な方が、車椅子ですとか、

ストレッチャーのまま乗車できる大型のタクシーを利用する際、その料金負担を軽減する、

そういった事業でございます。 

 具体的にどのような方が対象になるかというところで、２「車椅子福祉タクシーの対象

者」というところです。まず①身体障害者手帳保持者、こちらは下肢・体幹機能障害者に

なります。また、手帳をお持ちでない方で 65 歳以上の高齢者の方につきましては、寝た

きりの状態ですとか、介助なしで歩行ができないといった方を対象としております。なお、

今年度から、この制度の対象者であるか市が審査した上で、対象となる方に利用登録証と

いうものをお渡しして、そちらをお持ちの方が利用できるという制度とさせていただいて

おります。 

 続きまして、本事業の現状でございます。３「車椅子福祉タクシーの現状」をお願いい

たします。過去５年間の実績で見ますと、利用の延べ人数が毎年増加している状況でござ
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いまして、私どもといたしましても利用できるタクシー業者を徐々に増やしているところ

ではあるのですけれども、そういった利用件数が伸びているというところで、なかなか予

約が取れないといった利用者様の声を度々いただいているところでございます。そういっ

た現状を受けまして、今回、この制度についてもよりよいあり方を皆さんに御議論いただ

きたく、この委員会の議題に加えさせていただいた次第でございます。 

 資料８の裏面にありますように、現状ですとタクシー料金の運賃以外の料金につきまし

ては基本的に無料になる制度というところもございますので、利用者様の負担の面ではか

なり大きい問題というように考えております。こちらの制度につきましても、ぜひ御意見

を頂戴できればと思っております。 

 説明は以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。こちらの車椅子福祉タクシーについて、実際に利用され

た方は委員の中でいらっしゃいますか。使ってみた現状みたいなものを共有していただけ

れば。 

委員Ｃ：この車椅子福祉タクシーはリフト車のことですよね。介護タクシーも含まれます

か。 

事務局：介護タクシーという限定ではなく、障害福祉課ので、今年度だと 13 社と契約し

ていて、利用する際に予約料とか、迎車料とか、あとは車椅子やストレッチャーの使用料

を無料にしますよというような形で使える制度です。 

委員Ｃ：私は１回使ったような気がするのですけれども、すごい昔ですが、当時は別の電

動だったので、重量もリフトが上がるくらいの重さだったので利用したことはあります。

ただ、事前予約であったり、そういったところが普通のタクシー、一般の方が乗るような

タクシーよりは、事前に連絡して、予約をしてみたいな感じで、タクシーそのものの利点

に比べるとちょっと手間がかかってしまうのですが、利用したことがあります。ただ、最

近は、利用できないところもあるので、していないのですけれども、私から１点お伺いし

たいのが、さっきのカードというのは、本年度から登録証を発行されていると書いてある

のですが、それは何か身体障害者手帳を持っている方は申請しなければいけないのですか。 

事務局：申請は必要となってしまいまして、対象者の方が障害者の方ですと下肢・体幹機

能障害の手帳をお持ちの方。あと、高齢者の方については、寝たきり等で介護なしには移

動できない方というところを対象とさせていただいて、申請の受付をして、こちらで審査

の上、先ほどの登録証を発行しているという流れになっています。 
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委員Ｃ：それは、もし私が仮に利用するとなると、一回申請に行かなければいけないとい

うことですね。 

事務局：そうですね。お手数ですが御申請をいただいて、登録証を発行させていただくと

いう流れになってしまいます。 

委員Ｃ：それは、タクシー券の対象者とは別ということですよね、きっと。 

事務局：別になりますね。タクシー券の対象者ですと内部障害の人もいらっしゃいますの

で。 

委員Ｃ：タクシー券をもらっているだけでは、もしかしたら利用できないということです

よね。済みません、分かりました。ありがとうございます。 

 ちなみに、その案内というのは、タクシー券の申請書に同封されていたりとか、広報に

載っていたりとかしていましたか。 

事務局：今回、急なところもありまして、まず市報やホームページを初めとして、あとタ

クシー券の申請案内に同封させていただいたところと、昨年度車椅子福祉タクシーを御利

用された方について、皆様に個別通知をさせていただいたというところで、制度の広報の

ほうはさせていただいているところです。 

委員Ｃ：済みません、私がちゃんと見ていなかっただけかもしれないです。 

事務局：タクシー券の案内の裏面に記載したので、いつものとおりだなと思って、慣れて

いる人などは、もしかしたら見過ごしてしまっているかもしれなかったので申し訳ないで

す。 

委員Ｃ：分かりました。で、これは 65 歳以上の方も障害福祉課で申請しなければいけな

いということですね。 

事務局：そうです。 

委員長：その他、いかがですか。 

委員Ｇ：高齢福祉の介護保険のほうで、よく車椅子福祉タクシーは使っています。どんな

ときかというと、介護保険のケアマネジャーの中で、例えば、急に転んでしまったといっ

たときに、どうしてもタクシーでは移動できない。検査等行くときに調整するという形を

結構そこでケアマネジャーは利用させていただいています。 

 介護保険の中で、乗降介助といいまして、通院乗降介助の制度があるのですが、こちら

の制度はプランありきのものでないと、急に使えないというところなのです。例えば、透

析の人で、毎週通院があるという形であれば、この福祉タクシーよりも全然、制度が使え
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て安いので、ケアマネジャーはそちらを選定するのですが、どうしても急遽の通院のとき

は福祉タクシーを調整しております。 

 料金のところが、済みません、介護保険と違ってなかなか私たちも分かりにくい部分が

あったのですが、結構、事業者さんによって差があるのかなというようにイメージしてお

りました。 

 とりあえず、そんなところなのですが。 

委員Ｆ：うちの娘は府中けやきの森学園に通っていて、毎週火曜日、放課後はデイサービ

スに通わせていただいているので、その送迎で車椅子福祉タクシーを利用させていただい

て、学校から毎週、定期的に通わせていただいているので、使わせてもらっています。数

年使っていたのですが、令和３年度になってから、そういうシステムになったので、登録

してくださいというところで初めて知って、それで書類を書いて、先ほど利用登録証をい

ただきました。 

 急な話だったので、何のことだろうというようにやはり感じたのです。福祉タクシーを

使うために申請をしなければいけないというところで、何か問題があったのかなというよ

うに感じていたのです。何で申請をしなければいけないのだろうと思っていて、今日、サ

ービスの向上のためというか、そういうことなのかなというように感じたのですが、例え

ば、何か事情があって予約をしたいというときにも、やはり難しい状況にあるのに、さら

に申請をしなければ使えないということがサービスの向上なのかどうかというところで少

し疑問があります。 

 これ、私の個人的な意見なのですが、何か問題があってのことだったのかなと思ったの

で、その辺はなかったですか。真意をちょっと聞きたいなと思っております。 

委員Ｂ：日本社会の仕組み、そうなっている。何でも申請が必要なんだよ。タクシー券ば

かりではないですね。 

事務局：今まで御利用された方については、大変御不便な思いをさせてしまって申し訳な

かったところではございます。この背景としましては、対象者が障害者手帳をお持ちの方

というのは明確に分かるので、それで利用の線引きというのはできます。しかし、高齢者

の方で、この方が寝たきりかどうかという判断を、今までは委託しているタクシー業者に

確認していただいて、利用の可否、何か相談事があったら市のほうに確認してから使うよ

うにということでお願いをしていたところですけれども、そうすると、利用相談があった

ら利用させてあげたいというのがタクシー会社だと思いますので、そうこうしているうち
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に、どうしても利用者の方が年々増加してしまって、利用を希望する方が予約できなくな

ってしまったと。そういった御意見をいただいているところが現状ではあるのです。そう

いったところも踏まえて、まずはきちんと、この人が利用登録する状態であるのかという

ことを市で確認させていただいた上で、こういった登録証を発行するという流れになって

います。 

委員Ｃ：この車椅子福祉タクシーの事業所というのは、対象者２の寝たきり状態や介助な

しで歩行ができない 65 歳以上の方というのは、個人でもとりあえず頼めるわけですよね。 

事務局：頼めます。 

委員Ｃ：そうなると、実際に、例えば、私とか、車椅子に乗っていたり、電動に乗ってい

たりした方が頼もうと思ったときに先に頼まれてしまっているから、利用がだんだん難し

くなってきて、その先のカードをつくって対象を絞ったという経緯があるということです

ね。 

事務局：もともと障害者の方は、タクシーの運転手に手帳を見せるということでお願いし

ていたのですけれども、下肢・体幹機能障害に限るというようにしていたので、手帳の中

身を運転手さんが確認しなければいけなかった。その確認に時間がかかったり、人によっ

ては中身を見せることに抵抗があるという方もいらっしゃったりしたので、そういったお

声も聞いた上で、一度御申請いただいて、利用登録証というものを差し上げますので、今

後はそれを見せれば、中身を開いたり、障害の状況というものも書いていませんので、ち

ゃんと市に登録していますよという証拠になりますので、そちらを見せていただいて、乗

るときのスムーズさというのですか、それを向上させたいというのが思いとしてありまし

た。 

委員Ｃ：ありがとうございます。 

委員長：よろしいでしょうか。それでは、終了時刻を過ぎているのですが、親の会で行っ

ていただいた調査について、御説明をいただければありがたいと思うのですが。この調査

の経緯、どういった経緯でこの調査をされたのかとか、結果は拝見すれば分かるところで

すけれども、その辺りのことを含めて教えていただいてよろしいですか。 

委員Ｄ：今回、参考資料ということで福祉タクシー券に関するアンケート結果というグラ

フが入っているものと、個別の意見等を入れた文書を、小さい字で申し訳ございませんが、

提供させていただきました。このタクシー券に関するアンケートは、今回のあり方検討会

の際に、実際に親の会では毎年いろいろな要望を聞いていたのですけれども、タクシー券
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に関してはなかなか変わらない制度ということで半分諦めていたようなところもあったの

で、この機会に、昨年の 10 月から 11 月にかけてアンケートを取らせていただいたもので

す。 

 実際に親の会は、子供の年齢がゼロ歳から、先ほども言いましたが高齢の分野の方まで

いるので、アンケートを取っただけでは分かりにくかったのでグラフにしてみました。障

害の種別も精神の手帳をお持ちのお子さんもいたり、身体の軽度の方から、手帳を持たな

い方とか、様々な方がいるので、区別ができるように、グラフ化いたしました。 

 グラフにしてみたところで何かがはっきり分かるというものではないのですけれども、

実際にタクシー券をすごくありがたく使っているという意見もやはりありました。全て使

い切っているので、このタクシー券は本当にありがたいですという意見もいただいていま

す。 

 一方で、様々なニーズがあるということで、ガソリン券を希望する意見は非常に多くあ

ります。タクシー券はありがたいという人よりも、やはりガソリン券、ガソリン代の支給

に何か使える制度をと求める声が多く上がっています。 

 あとは個人的な意見も入ってしまいますが、50 年前と比べて、調布市内の交通機関が

大きく変わってきているということもあって、バスや電車を利用する方も多く、障害のあ

る子も、公共交通機関を使えるようになってきている点では、そういったものに何か支援

が欲しいという意見もいただいています。 

 また、このアンケートはウェブで行ったのですが、紙ベースで行うよりも、かなりの意

見をいただくことができました。370 人程いる会員の中で、タクシー券をもらっている方

の人数はそこまではいかないのですけれども、全部で 65 名の方の回答を得ています。タ

クシー券をもらっていて意見を出されていない方もいるかと思いますが、この 65 名とい

うのはアンケートでは多いほうですので、何かの参考にできたらいいなと思って今回提出

をさせていただきました。 

委員長：ありがとうございます。グラフにしていただいて、本当によく分かるところも膨

大なのですが、自由記述ですよね。自由記述、私も拝見して、本当にたくさんリアルな、

改めましてそういうことかと。タクシー券の使い勝手の良し悪しというのが、本当に生の

声として掲載されていますので、ぜひ今後、こちらで議論する際に活用させていただけれ

ばと思います。本当にありがとうございました。貴重な資料だと思います。 

これで時間となるので、今日は閉じたいと思います。最後になにかありますか。 
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委員Ｈ：委員長がおっしゃっていただいた、先ほどの三重構造の話です。ないと困る方、

あったほうがいい方、あってもなくてもいい方というところがありまして、お集まりいた

だいた皆様のように、ないと困る方に、本来届くべき方々にいかに貴重な税金を利用した

福祉サービスを届けられるかというのがやはり一番大事なことなのかと思いました。事務

局からも御説明があった車椅子福祉タクシーもそうなのですけれども、ないと困る方に使

ってもらえるような望ましい方向性というものをつくっていけたらと思いましたので、よ

ろしくお願いいたします。 

委員Ｉ：高齢者の立場としては、タクシー券よりは、どちらかというと車椅子福祉タクシ

ーのほうが関わりが深いのかと思っています。現状だと、特に高齢者について、誰が対象

となっていて、何を目的にこの事業をしているのかというのがちょっと分かりにくくなっ

ているのかと思っています。それは事業者もそうですし、サービスを利用される市民の方

もそうですし、それを調整するケアマネジャーですとか、地域包括支援センターも、３つ

ともよく分からなくなっているのかなというように感じています。なので、その対象を誰

にするのか。あるいは、事業の目的がそもそも何なのかということを一旦整理していただ

いて、みんなが分かりやすい制度にしていけたらと思っていますので、引き続きよろしく

お願いします。 

委員長：ありがとうございます。それでは、皆様、長時間にわたって御議論いただいてあ

りがとうございました。次回は９月の予定になっていますので、また３か月ほど間が空い

てしまいますので、ぜひまたこの間に、皆さんのお近くの方の御意見等もお聞きしていた

だければありがたいと思っています。今日、中心的な御議論になったのは、移動支援全体

としてどう構築していくのかというところかと思いますので、恐らく、こうだったらこう

という条件設定で全く回答が変わってくるかと思うのです。ぜひ９月のときには、その辺

りのアイデアをお持ちいただいて、ここを削ると、こうなるといいよというようなアイデ

アが幾つか出てくるといいかなと思っています。 

事務局：次回の開催日を９月 27 日午後２時からに設定 

委員長：あと１つ、現金給付に関してです。そこもやはり長い歴史があって、介護保険の

ときにすごく議論になったことを私も思い出しました。2000 年に介護保険が始まるとき

に、日本は現金給付をやらなかったではないですか。全てがサービス給付です。ドイツな

どは現金給付で行っているという議論が当時からあったのですけれども、やはり現金給付

はなじまないということで避けられていた歴史があると思うのです。 
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ですので、現金給付に関してはやはり慎重な議論が必要なのかなと。先ほどお話があり

ましたけれども、税金を配付していく、交付していくわけですから、リスクマネジメント

というのですか、その辺りも含めてまた何かいいアイデアがあるといいかなと思っていま

す。現金は便利だから配ってもらえればありがたいですが、やはり行政としてはまずいか

と思いますので、その辺りのチェック機能といいますか、若干の条件付けをどうするのが、

余り縛りの強くならない範囲で、その辺りのお知恵も次回いただければと思いながら、今

回はこれで終わりにさせていただければと思います。 

 済みません、進行が下手で時間がオーバーしてしまいましたが、本日はこれで終わりに

したいと思います。ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


