
 

資料４ 

第１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２年１０月１２日（月） 午後６時から７時３０分まで 

２ 会 場 文化会館たづくり１０階１００１会議室 

３ 出席者 (1) 委員 １０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 障害福祉課長あいさつ 

皆様におかれましては、お忙しい中、この検討委員会の委員に御就任いただきましてあ

りがとうございます。また、日頃から市の障害福祉行政に御協力いただきまして、この場

をかりて御礼申し上げます。この福祉タクシー券事業につきましては、通院を初め生活の

維持ですとか、社会参加などについて昭和54年から事業を開始させていただいているもの

でございます。既に40年が経過しておりまして、この間、細かな所要の改正はさせていた

だいておりますけれども、事業の形態としては大きく変えておりません。しかしながら、

この40年の間に社会情勢が大きく変化して、障害当事者の方ですとか、御家族の暮らしぶ

りやニーズ、そういったものも併せて変化してきております。そうした機会、今回の機会

に、この事業の見直しをさせていただきたいと思いまして、この委員会を発足させていた

だいております。皆様からいろいろな御意見を頂戴して、この事業をより利用しやすいも

のにしていきたいと考えております。また、今般のコロナウイルスの影響に関しましては、

皆様方、いろいろな場面で御協力いただいているところでございます。この運営委員会も

感染防止対策、徹底して運営しておりますので、皆様にもお手数をおかけするかと思いま

すけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

６ 調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会設置の目的 

事務局：調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会設置の目的でございますが、資料１を

御覧ください。こちらの資料１は、本検討委員会の設置要領となっております。タクシー

券は、昭和54年から始まった事業でございますが，当時は交通バリアフリーも整ってなく、

障害のある方につきましては、電車やバスの移動が難しい。そういったことでタクシー券

を交付させていただいた事業が続いております。 

 ただ、昨今は、交通バリアフリーも整ってきたことによりまして、今までの状況でタク

シー券として交付し続けることが適切なのか。また、同時に、対象者も適切なのか。その

辺りを踏まえまして、本検討委員会で検討する必要があるということで設置させていただ

きまして、皆様にお願いしたところでございます。 

 また、後ほど説明させていただきますが、本検討委員会には委員長を置くことといたし

まして、委員の互選により選任することとなっておりますので、御報告いたします。 

７ 委員自己紹介 
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各委員及び事務局の自己紹介 

８ 委員長選出 

調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会設置要領に基づき、委員長を選出 

９ 委員長あいさつ 

委員長：改めまして、皆さん、よろしくお願いいたします。最初に御挨拶といいますか、

感じていることを申し上げたいのですけれども、私、大学の教員をしていると、こういう

委員会に声かけいただくことがあります。その中で、こうした「あり方検討委員会」と名

のつくところに呼ばれることも多々あるのですが、いつも感じるのですが、あり方を検討

するときは、行政はとても困っているから検討したいというのが何か共通項としてあると

感じています。でも、それは恐らく、今回もそうだと思いますが、100あるものをゼロに

するという話ではなくて、100あるものをどう分散して、よりよきものにしていくのかと

いうところが落としどころなのかと個人的には考えております。３回という非常に限られ

た回数しかない委員会ですので、この３回で我々の委員会として結論が出て、このとおり

行政の方、お願いしますというものではなくて、あくまで委員会が終了した後、行政のほ

うで我々の意見をもとに再度御検討いただいて、よりよい方向に向かっていただければい

いのかと感じています。本日、この後、次第に入っていくのですけれども、今日はまず共

通認識といいますか、タクシー券は、皆さん、お詳しいですか。 

委員Ａ：よく知りません。 

委員長：よく知らないのですよね、と思います。私、弱視ですけれども、視覚障害者なも

のですから、タクシー券もお世話になっているのです。大学で福祉サービスについて学生

にお話しする機会というのはあるのですが、このタクシー券というのは、以前より非常に

おもしろいといいますか、独特の制度だと思っていました。特に障害者総合支援法とか、

法律に基づくものでもないのに、金額的には結構大きい。調布市の場合、後で御説明があ

ると思いますが、3,000名に対して7,500万ほど使用されていますよね。規模としては大き

いものです。それが、先ほど御挨拶にもあったように、昭和54年からほぼ改訂されていな

い。恐らく改訂内容は金額だとか、そういうところだと思うのですけれども、ほぼ改訂せ

ずに今日まで至っているという非常に摩訶不思議な制度だと思います。 

 ですので、先ほど御挨拶にもあったように、社会的な条件も大きく変わっていく中、そ

して、財政課の方もお見えですので、財政的にも調布市は厳しい状況かと思われます。そ

の中で、どのように皆さんの知恵を結集して、よりよきものにしていくのかというのが、

３回と限られた委員会ではありますけれども、皆さんから率直な御意見をそれぞれのお立

場からいただければありがたいと思います。 

10 議事 

(1) 福祉タクシー券の現状と課題 

委員長：まず次第の１番です。福祉タクシー券とはそもそもどうなっているのか。その現
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状と、今、行政が感じていらっしゃる課題について事務局から御説明をお願いいたします。 

事務局：それでは、事務局から資料の説明をさせていただきます。まず資料３を御説明さ

せていただきます。「調布市福祉タクシー券の現状と課題」という資料になります。１

「福祉タクシー券の対象者」についてですけれども、そちらの表に記載がありますとおり

です。まず、身体障害者手帳１級、２級の方。こちら、聴覚障害は除きます。また、愛の

手帳１度、２度の方。今、皆様のお手元のほうにタクシー券の実物をお配りさせていただ

いておりますので、そちらも参考にしてください。今申し上げました身体手帳１級、２級、

愛の手帳１度、２度の方に関しましては、１年間分で３万9,000円のタクシー券を交付し

ております。また、障害としては限られますけれども、内部障害・下肢・体幹機能障害の

方につきましては、身体障害者手帳の等級が３級の方にもお渡しをしておりまして、金額

につきましては１万9,500円となっております。 

 なお、タクシー券の使用方法ですけれども、タクシー券に記載がございます協定事業者、

現在六十数社ありますが、そのタクシーを利用した際、メーター料金にそのタクシー券を

お使いいただけるということになっております。基本的には、最後、タクシーを降りられ

る際、運転手の方に、そのときかかった運賃に合わせて、そのタクシー券をお渡しいただ

くという使い方になっております。 

 続きまして２「福祉タクシー券の現状」ですけれども、過去５年度の交付実績といたし

ましては、交付者数が微増傾向になっております。最新の令和元年度の数字としましては、

交付者数は3,053人となっております。なお、この交付枚数に対する利用枚数の割合につ

きましては、おおむね70％で近年は推移しているところでございます。 

 続きまして３「福祉タクシー券事業経費」、資料３の裏面になります。この福祉タクシ

ー券の事業にかかっている経費についてですけれども、主なところでは、こちら、年度当

初に、前もって、３月くらいですが、申請をいただいた方に、皆様一斉に特定記録郵便で

こちらを郵送させていただいている関係で、郵送費、令和元年度については76万3,000円

ほどかかっております。あと、申請書がまとめて皆様から提出されますので、その繁忙期

につきましては、臨時職員を１名雇用している関係で、人件費として12万2,000円がかか

っているところでございます。合計では7,400万円ほど、この福祉タクシー券事業にかか

っているという状況でございます。 

 なお、それに比例しまして、やはり繁忙期にはかなり多数の方、タクシー券の申請に窓

口にお越しになりますので、ちょうど年度末、年度当初の時期と重なって、通常の障害者

手帳の事務ですとか、各種医療助成費の申請事務といった通常窓口事務に影響が出ている

という状況もございます。 

また、こちらの経費ですけれども、一番かかっている料金補助金という7,000万円くら

いですが、これは、今、皆さんに見ていただいているタクシー券としてタクシー業者から

請求があった金額です。なので、実際7,400万円くらいこれにお金がかかっているのです
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けれども、皆様が利用できるのは7,000万円くらいというイメージでお考えいただければ

と思います。 

 次に金額が高いところとして、協力事務費補助金というものがあるのですけれども、こ

れが何なのかというと、タクシー業者と協定を結んでいるところしかこのタクシー券は使

えないのですが、それを１枚使うごとにタクシー業者に８円渡しますよという協定なので

す。なので、若干ですけれども、タクシー業者さんのほうにもお支払いをしている関係で、

それが積み重なって200万円くらい年間かかっている。 

 あと、その他はこの券を印刷するための印刷製本費でしたり、郵送費に近いですけれど

も、送る前段階の封印・封緘の委託関係でもろもろの費用がかかっておりまして、トータ

ルでこの金額がかかっているというところが現状でございます。 

 現状ですとそういった制度になっておりまして、それを受けまして、実際利用されてい

る皆様からいただいている御意見などを４「課題」という項目でまとめさせていただいて

おります。 

 まず、毎年こちらは申請が必要になりますので、毎年の申請が負担だという御意見です

とか、あと、タクシー券については金券と同じ取扱いになっておりますので、紛失をされ

た場合には再発行ができないのです。どうしても紛失してしまったという皆様からの御意

見など出てきてしまうのですけれども、その都度、金券なので申し訳ありませんというこ

とでお断りしている状況がございます。 

 タクシー券のほかに、調布市として移動支援のためにガソリン費の支給をしているので

すけれども、このガソリン費の対象者を拡大してほしいという御意見もございます。ただ、

こちらにつきましては、かなり基準が厳しく、身体障害者の方が運転しやすいように装置

を一部改造した自動車を御自身で所有されて、御本人が運転する場合に限られているとい

うことがございますので、なかなか難しいという状況があります。 

 続いて、これも一定数の方いらっしゃるのですが、タクシー券の協定を締結していない

タクシー会社のタクシーを利用してしまったといったような事例も発生しております。こ

れは利用者の方が勘違いをされて、タクシー券が使えないタクシーを利用してしまって、

後で支払いのときにトラブルになってしまったり、あとは、逆にタクシー会社の方が、自

分のタクシー会社は協定を締結していると思い違いをしてタクシー券を受領してしまった

りという事案も発生しております。 

 あと、先ほど皆様からの御挨拶の中でもありましたけれども、公共交通機関は利用しま

すが、タクシーは利用しないため、タクシー券のメリットがないという御意見もいただい

ているところでございます。 

 そういった現状と課題を踏まえまして、資料としては「検討の視点（参考例）」という

Ａ４の１枚の資料です。このタクシー券のあり方検討委員会のほうで皆様に検討していた

だく上で参考になればと思いまして、そちら、「検討の視点」でまとめさせていただいて
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おります。 

 まず１番としましては、障害者の移動の実情を踏まえまして、タクシー券として交付を

継続することは適切か。２番としまして、委員それぞれのお立場から、現在のタクシー券

のあり方についてどう評価されるか。３番としまして、現在の交付対象者の範囲、障害種

別ですとか等級、所得制限などは適切かといった検討の視点などを参考に御議論いただけ

ればと思っております。 

委員長：まずは今、調布市のタクシー券の御説明をいただきました。まず、何か皆さんか

ら御質問、調布市のタクシー。――その前に、タクシー券を実際に使われている方はどな

たですか。 

委 員：はい。（複数名） 

委員長：ありがとうございます。 

 今の御説明で御質問はありますか。予算規模、利用枚数、利用されていない方も今、現

物を手に取っていただいて、タクシー券はこういうものなのだとまず御理解を…… 

委員Ａ：確かに個人タクシー、ほとんど使えると思っていますから。個人タクシーだと思

いますけれども、個人タクシーは親切ですから。でも、今初めて知りましたけれども、利

用するなら、タクシーなら全部オーケーなのではないかと。一般の何も知らない人がそう

思うのが常識で、当たり前ですよ。それが、協定結んでいないとか、駄目だとか、ああだ

とか、それはタクシー利用者が驚いてしまいますよ、びっくりしますよ。その辺の周知と

いうか、タクシー券を渡すときに説明しているのかどうか知りませんけれども、本当はそ

こまでするべきだと私は思います。協定していないところもあるのですよ、協定している

ところだけ利用できるのですということを渡す人は説明していないですか。 

事務局：すみません、事務局から補足ですけれども、基本的にタクシー券は、障害者手帳

をお取りになったときに、お渡しする際に、こういった制度がありますので御申請できま

すよということで御案内させていただいているところです。 

 今日は持ってきていないのですけれども、そのタクシー券の現物以外にもＡ４サイズで

協定一覧というもの、もう少し大きくしたものがありまして、そちらしか使えませんので

御注意くださいというところは周知させていただいているところです。 

委員Ｂ：資料３の２「福祉タクシー券の現状」のところで、おおむね70％程度使用してい

る人が「そんなにいるの？」という認識です。親の会で持っている人に聞くと、福祉タク

シー券を最近はあまり使っていないという人が非常に多く、持っていても使っていない方

もいるし、使わないのでもらう事を拒否した方もいらっしゃいます。 

タクシー券は、500円券と100円券があって、おつりが出ないので、例えば料金が900円

だったときに100円券は使いづらく、タクシー運転手の方が、券一枚ずつに何か書かなけ

ればいけないと、そんなことをおっしゃった方がいて「お釣りはいいです」となってしま

うのですが、自分のお金ではなくて税金なので「お釣りはいいです」というのもどうなの
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かと思った事があります。この70％の数字が実際にかかる料金よりも多いかなと感じてい

ます。 

個人的には最近タクシーを使う事はなくなりましたが、このタクシー券自体、子どもが

小さい時に子どもを待たせて、支払いでお釣りのないようにタクシー券と小銭で支払うと

いうことは、なかなかできないので、形態としてはちょっと使いづらいかなと思っていま

した。 

委員Ｃ：私たち視覚障害者は、本当に助かっているタクシー券です。例えば、同行援護の

時間がなくなった場合、まず駅までタクシーで行って、そこでバスに拾ってもらって、帰

りはまたそこでタクシーを使って帰ってくる。盲導犬ユーザーとして、雨が降ったり暑い

日は、犬に靴を履かせて歩かせるよりは、車に乗ってしまったほうがありがたいというこ

と。それから、割と身体障害者が住んでいる場所というのが駅の近くではないのです。意

外に歩いて15分から20分くらいのところの都営住宅に住んでいるということが多いかと思

います。そういうことを考えると、天気によっては、体調によってはタクシー券というの

は非常にありがたいものかと思います。また、単独歩行で歩いていらっしゃる方も、なれ

ないところを歩くにはやはりタクシーがいいかなということで、調布市だけではなくても、

視覚障害者にとってタクシー券は、どんな金額にせよ、ないよりはあったほうが絶対いい

よねという意見です。以上です。 

委員長：御自宅から乗られるときは電話で呼ぶのですか。 

委員Ｃ：はい、電話で。特に視覚に障害がある私の場合は嫌な思いをしているので、例え

ば、現金で払ったときに500円を小銭で返されたりとか、遠回りをされたりするので、タ

クシーはきちんと決めたところ、何時のどこで乗ったかというように分かるような会社さ

んを使っています。どこかで降ろされて間違ってしまったというところがあって、後で苦

労したなというときは、二度とそこのタクシー会社は使わないと決めています。 

 あと、個人タクシーでも盲導犬を乗せてくれる人、乗せてくれない人はあるので、そこ

は気をつけるように、○○さんの個人タクシーが待っていたら乗りませんとか、委員長の

質問と違うことを言っているかもしれませんが、そんな感じです。 

 ただ、今回タクシー会社が値上げしましたよね。事実上値上げで、うちからだと、電話

すると300円取られるようになりましたので、つつじヶ丘まで行くと1,100円。500円で次

のワンメーター100円上がるので、私の家からつつじヶ丘の駅まで1,100円です。帰りは

800円です。 

委員Ａ：ちょっと質問があるのです。関連です。盲導犬も乗せてくれるのですか。 

委員Ｃ：もちろん、法律上乗せて…… 

委員Ａ：それは知らないですからね。 

委員Ｄ：よろしいですか。ありがとうございます。先ほどの利用率の70％という数字を見

て私も驚いております。これは、実際にタクシー券を申請された方が70％ということなの
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ですか。タクシー会社さんから請求された数が70％ということなのですか。例えば、30％

が辞退されている数なのか、配付された枚数でタクシー会社さんから使用されたという実

績が70％なのかちょっと知りたくて。 

事務局：後者ですね。 

委員Ｄ：では、もう請求されて使われているということが70％。 

委員長：おうちに余ってしまっているみたいな。使わずじまいになってしまっている。そ

れでよろしいですか。 

委員Ｄ：ありがとうございます。肢体不自由の御家族の方に、実際アンケートを取らせて

いただきました。その結果ですが、１年間で使用された枚数といいますか、どれくらい使

われていますかというアンケートを実施させていただいたところ、肢体不自由の場合30％

未満が半数以上で53％使えていないですというように結果が来ております。 

 なぜかと考えた場合、やはりもともと肢体不自由なので大き目のストレッチャーですと

か、車椅子に乗られている方が多いということで、自宅の車を改造して、スロープ車など

で乗っているということもあって、自宅の車がまず第一。例えば、雨とか、何か車が故障

しているとか、雪が急に降ってきましたという場合にタクシーとかを使用する場合が多い

のですけれども、実は、そういった場合、町中で走っているタクシーは全く乗れません。

車椅子がもともと乗れないので、使いたくても使えない状況なのです。 

 こちらのタクシー券のほうに、車椅子でも使えるタクシー、スロープ車というか、丁寧

に書いていただいています。こちらのほうに電話をするのですが、台数自体がすごく限ら

れておりますので、その日使いたくても使えたことがないです。これというのはどれくら

い前に予約するのですかとお伺いしたところ、約２か月から３か月前ですと。皆さん、２

か月から３か月前に、いついつ何時にどこからどこへお願いしますというタクシーの使い

方、しないですよね。実はそういった状況で、使いたくても使えないのです。 

 例えば、買い物に、お散歩に出かけて、急に雨に降られて、今すぐタクシーに乗りたい

といって目の前を何台も通過するのですけれども、手を挙げることすらできないと。そう

いった状況があるというように分析しました。 

 なので、肢体不自由の方からすると、やはり支援をしていただくのは本当にありがたい

ことなのですが、実際にそれが使えない支援ということになるので、ガソリン券のほうも

選べるようにしていただきたいという御意見はたくさん寄せられています。 

委員Ｅ： すみません、私は精神障害者のほうで、これまで対象になっていないものです

から、どうして必要なのかという点についてちょっと説明させてください。「検討の視

点」に入っているので。精神障害者ですと、歩けるし、特に必要ないのではないか、自分

で車を運転できるのではないかというようにお考えの方が多いと思うのですが、全く家か

ら出られないご家庭では、親御さんが車で病院に連れていって、やっと通院ができます。

あるいは、デイケアに行くことでも、電車などには病気のせいで怖くて乗れないので、親
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御さんが車でデイケアの場所に連れていくことになります。一方で、とても元気に自分で

デイケアに行ける方もいます。 

精神障害者といっても、原因の病気も違いますし、 症状が非常に幅広いので、手帳が

何級だからタクシー券を、とお願いしづらい状況です。先ほど申し上げましたように、親

御さんが、やっと車で病院に連れていくとか、デイケアに連れていくというご家庭がある

のですが、更に親御さんが高齢になっているご家庭の問題もあります。 

最近、高齢者の運転の問題がよく出てきていると思うのですが、親御さんが車で運転し

て子供を連れていかないと病院等に行けないご家庭の親御さんが70、80歳になって、運転

は難しいけれども、車を運転しないと行けない場合には、タクシー券は必要です。 

あと、私ども精神障害者の場合には、福祉手当がもらえていません。タクシーを呼びた

いけれども、経済的支援が少ないので運転に不安はあるが無理をして運転せざるを得ない

高齢の親御さんが増えています。あるいは高齢者の親だけではなくて、全ての家庭で車の

免許を持っているわけではないですから、症状によって、どうしても車が必要というご家

庭があるということを踏まえていただきたいと思います。 

当初は、他の市のように、手帳の級によって、福祉タクシー券をというお願いをしてい

ましたが、無理だということが分かってまいりましたので、本当に必要な方だけでも精神

障害者の家庭に福祉タクシー券を出していただけるようにお願いしたいと考えております。 

委員長：ありがとうございます。では、まず事務局の先ほどの御説明に対してはひとまず

よろしいですか。――では、今お話もありましたが、実は他の地域は精神の方にタクシー

券が出ておりますということを踏まえて、事務局から他市の状況を御説明いただければと

思います。お願いいたします。 

事務局：それでは、資料４「他市の状況」について説明させていただきます。東京都の多

摩26市の福祉タクシー事業に関して、こちらにまとめさせていただいた表になります。身

体と愛の手帳の対象の方に関しましては、おおむねどの市も等級の基準については同じで

ございます。ただ、その中で、先ほどのお話にもありましたけれども、精神の障害者の方

を対象にしている市が４市ございまして、武蔵野市、府中市、小金井市、多摩市、以上の

４市については精神の方も対象にしているという状況でございます。 

 また、タクシーの移動支援に関しまして、調布市と同じようにタクシー券として支給し

ている市が14市。残り７市につきましては、領収書を御提出いただいて、事後にお支払い

をするという償還払いを行っている状況でございます。 

 なお、全く移動支援を実施していないという市もございまして、それは３市です。青梅

市、町田市、あきる野市、こちらの３市につきましては、特にこういった移動支援事業は

行っていないという状況でございます。 

 この中で特筆すべきところでは、東村山市ですけれども、こちらは昨年８月から障害者

移動費用支援手当てとして手当て化をして皆様に支給しているという状況がございます。 
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 あと、今、調布市のほうでは導入していないのですけれども、所得制限を導入している

市がございまして、これはタクシー事業を行っている市のおよそ半数につきましては所得

制限を実施しているという状況でございます。 

 説明は以上でございます。 

委員長：国分寺は？ 

事務局：すみません、資料の最後、別紙としまして、国分寺市の心身障害者（児）通院・

通所交通費の助成ということで資料をお付けしているのですけれども、国分寺市の場合は

かなり基準が細かく設定されているために別紙として付けさせていただいております。対

象の方ですとか、助成内容につきましては、ほぼそのほかの市と変わらずに実施している

ようでございます。国分寺市につきましても、領収書を提出していただいて、事後に償還

払いをするという方法を取っているようでございます。 

 以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。私は、先ほど冒頭にタクシー券の制度は不思議だという

話をした中に、私が一番不思議だったのが、所得制限がほぼほぼないのです。今幾つかで

は所得制限が入っているのですけれども、これが私は本当に不思議で、調布市も所得制限

がない。これが非常に珍しい。数ある福祉サービスの中で所得制限がない。これ、タクシ

ーの意味合いが人それぞれ違うと思うのですけれども、先ほど御説明いただいたように、

精神の方々が本当に必要としてタクシーを使うというのと、一方では、失礼な表現をする

と、歩くのが面倒くさい。タクシー券がお財布に入っている、使っちゃおうかなというの

と全然目的が違うのだけれども、同じものが配られてしまっているというところがあって、

あるから使うというのと、必要だから使うというのは意味が違うと思うのです。 

 私は、タクシーというものに対して、非常に個人的な意見ですけれども、贅沢というイ

メージが強くて、そう考えていくと、やはり何らかのルールが必要になってくるのではな

いかと個人的には思っているのです。そうなってくると、富の分配といいますか、使える

お金が決まっているわけですから、そちらをどう配置していくかということを考えていか

ないといけない。多分、そっちから精神のそういう御意見なども出てきて、現実味が出て

くると思うのです。新たに、現状7,500万プラス精神の負担が入ってきてしまったら多分、

調布市はあっぷあっぷになってしまうので、かなりの数いらっしゃる。だから、そこは国

分寺のように、このスタイルがいいのかどうかはまた議論が必要ですけれども、やはり利

用目的を明確にして……。でも、これをやると、事務局、大変だと思うのですけれども、

１つの方法としてはあるのかなと。こういう可能性を探っていけるといいのかなと思って

います。 

 すみません、勝手にしゃべってしまって。他市のこの表を見ていただいて、皆さん、何

かお感じになったことがあれば、まずは資料４を御覧いただいて、事務局のほうもヒアリ

ングで調査したのではなくて、これはインターネットですよね。ネット等で…… 
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事務局：そうですね。インターネットでしたり、東京都が実施している福祉施策の調査か

ら抜粋したり……。 

委員長：そうですよね。だから、直接お聞きしたデータではないので、余り深くお聞きし

ても分からないこともあるかもしれないですが、まずこれを見て御感想とか、羨ましいと

か、何でも構いませんので……。――どうぞ。 

委員Ｆ：すみません、さっきの内容でちょっと聞きたかったことと、この表を見て聞きた

かったことがあるのです。 

 まず、資料３のタクシー券の現状の交付枚数と利用枚数のところはすごくよく分かった

のですけれども、実際、対象者となる人がどれだけいるのか書かれていないので、分かれ

ばですが、私みたいに、もういいかなと諦めてしまって申請していない人もいれば、これ

を知らない人もいる可能性もあるとなると、その割合が、どれくらい諦めてしまっている

人がいるのかなというのが分かると、おおむね70％利用されているのは分かりますが、あ

くまでもそれは、交付枚数に対しての利用枚数の70％で、実際、全体の対象者はどれくら

いいて、どれくらい利用されているのかという割合だともうちょっと低く出るのかなとい

うのはちょっと感じたので、もし次回出せるのであれば出してもらえるとうれしいなと思

いました。 

 もう一方が、償還払いというのは恐らく、タクシーを利用しましたよといって、利用し

た領収書を持っていった上で行うと思うのですが、金額の上限が決まっているので、それ

はどういう管理をしているのだろうとちょっと思ったのが１つ。 

 あと、すみません、私、タクシーに全然乗らないので、さっき言っていたタクシーの値

上げも、「ああ、そうなの」と。「あれ、710円じゃなかったっけ」とか思いながら聞いて

いたのですけれども、ちょっと思ったのは、距離とかがよく分からないし、回数もよく分

からないのであれなのですが、調布市の、例えば３万9,000円でどれくらい利用できるの

かというのは全くイメージがつかなくて、金額がよく分からないですが、逆に少ないよと

いう人もいるのかとか感じたので、どれくらいの足りなさを、精神の方は対象外なので、

これからという話もあると思うのですが、必要な人と、余ってしまっている人は結局、市

に返したり、おうちの中にあるわけで、その辺がもったいないなと思っているのです。 

 すみません、最後、まとまらなかったのですけれども、その辺は感じました。 

委員長：事務局のほうに、次回までに対象者を。 

委員Ｆ：対象者がどれくらいいるとか…… 

委員長：実際どれぐらい交付しているかということがもし分かれば出してもらってという

ことですかね。 

 難しいですね、足りているかどうかというのは。 

委員Ｃ：私は個人的に、一応９月までを目途に１冊、４月から９月までと、９月からとし

ているのですけれども、やはり気温が35度、36度というときに、犬と一緒にとなると、例
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えば、たづくりまでとかはタクシーを使ってくる。家族がいれば車を出してもらいますけ

れども、そうすると大体９月にはなくなっているかなと思います。使い切ってしまいます。 

 やはり、ほかの視覚障害の方に聞くと、病院へ行かなければいけないとき、ガイドさん

がどうしてもいないときとかは、やはりタクシーを使ってしまうと、冬場一年は絶対もた

ないという方も中にはいらっしゃいます。なので、１年間で使い切ってしまう人のほうが

多いかと思います。逆に余らせている人というのはほとんど外に行かない人というように

は。あと、家族が支援をしてくれている人かと思います。 

委員長：ありがとうございます。 

委員Ａ：実際の身近な体験ですけれども、社協のドルチェサロンがありまして、毎週水曜

日、障害者を対象に、どうぞいらっしゃいというので私は協力員をさせてもらっています。

そこで、あるお母さんが車椅子を引いていた。そのお母さんに聞いたのです。住んでいる

ところと、タクシー券をもらえているのですかと言ったら、もらえていない。除外されて

いるのです。等級が足りない。お母さんが、普通の車椅子だったら、タクシーに折り畳み

で乗せられるわけです。お母さんが面倒を見ているわけです。どこに行くのだってお母さ

んが引っ張っていく。本人は意欲十分で、今、サロンでも立ち上がって、手すりがありま

すから、そこで一日来て訓練をしている。そのくらい努力家なのです。だけれども、お母

さんが全部どこに行くのだって引っ張って歩く。そういう人にこそタクシー券をあげるべ

きだと思います。等級とかなんとかというのではなくて。そういう人が結構いるのです。 

 だから、対象者が何名いるかよりも、除外されている人が何名いるか。私はそっちのほ

うを問いたい。そういう人こそ最優先的にタクシー券をあげてほしい。そう思います。お

母さんが助かるのですから。 

 以上です。 

委員長：ありがとうございます。そうなると、手帳制度が何なのかという話になってくる

のです。全てが等級でなってしまっているので。 

 では、他市のお話に行かせていただいて、何かこれを見て御意見はありませんか。どう

ぞ。 

委員Ｂ：ガソリン券を希望する人というのは、親の会の会員さんの中でかなり多いです。 

毎年、各年代からアンケートで要望を出していただくと、以前から福祉タクシー券とガ

ソリン券のことが上がってくるのですが行政への要望として提出していない時期がありま

した。要望しても当事者で車を改造している人にはガソリン費を支給しているという回答

なのです。なぜそのようになっているのかというと、ガソリン券を支給してしまうと当事

者でない人が使ってしまうことがあるというのが理由と聞いています。実際にどうなので

すか？それをお聞きしたいと思っています。 

親の会は身体の方もいますのでやはり自家用車なんです。 

委員Ｄ：どうしても本人が運転できないので、本人のために連れていくのが、ほかの人が
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運転するのだけれども、それが認められないのはなぜだろうということに対してちゃんと

したお答えが欲しいという感じ。 

委員長：ちなみに、この場はガソリン費の議論をする場ではないのですけれども、ガソリ

ン費は何人ぐらい利用か分かります？ 

事務局：今、調布市だと30名弱しか利用ができていない現状でございます。ただ、先ほど

資料３で説明させていただいたのですけれども、これだけ厳しくやっているのは実は調布

だけなのです。ほかの市は、本人運転の制限はたまにある市があるのですけれども、改造

している車しか駄目ですよというところはないのです。なので、そういったことにつきま

しても、こちらの会議で検討対象として上げさせていただければと思います。よろしくお

願いします。 

委員Ｆ：すみません、車を持っていないので分からないですけれども、ガソリン費の金額

はどれくらいなのですか。交付できる……。 

事務局：交付できる金額ですと、月の上限がありまして、領収書で持ってきてもらうので

すけれども、まずリッター当たりの上限です。こちらが、リッター当たりの単価が55円で

す。それで、上限として毎月50リットルが限度ですよというところです。なので、月換算

でいうと2,500円ちょっとくらいですか。そのくらいの金額で、最大限利用している人は

そのくらい。 

委員Ｄ：年間で３万円くらいということでよろしいですか。 

事務局：そうですね。 

委員Ｄ：ただ、私の場合で本当に個人的な感覚で言うと、毎日、スクールバスには乗って

学校に行っているのですけれども、スクールバスも大型なので、近くまで来てくれないと

いうことで、スクールバスまでも自家用車で行って、そこからスクールバスに乗ってとい

う感じなのです。医療的ケアのあるお子さんなどは、もちろんスクールバスにもともと乗

れませんということになると、毎日のように学校に連れていったり、その後、リハビリ病

院に連れていったりということなのですけれども、私の家庭では毎月、実はガソリン代で、

もともと車もスロープ車で大きいというのもあるのですが、平均して２万から３万くらい

いってしまうのです。なので、本当に微々たるものかもしれないのですが、タクシー券を

いただいて使えずに余らせてしまうよりは、金額が少し減ってもガソリン代で支給してい

ただいたほうが本当に助かりますというお声はいただいています。 

委員長：あと２回ありますので、ガソリン券のことも。あまり深入りしてしまうとあれな

のですけれども、タクシー券を、移行策として、議論の可能性はありますよね。 

委員Ｄ：そうですね。まあそういった御意見がありますと。 

委員長：あと、他市の状況ですね。基準が調布市は厳しいということでしたけれども、で

は、他市はどんな感じなのかを見て――どうぞ。 

委員Ｃ： よく多摩地区の町田の視覚障害者福祉協会さんからは、いろいろなメーリング
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リストで、皆さんのところはタクシー券、ありますか？年間お幾らですかと尋ねられます。

私は答えたことはないのですけれども、やはりないところはこの３つ。あきる野市や青梅

市さんもないということで、みんなどのくらいもらっているのですかという意見はよく聞

きます。やはりどう交渉したらいいですかと言われても、検討委員会があるから困ったな

という思いもあるのですけれども、なければないなりに、少しでも欲しい、あったらいい

なということと、この国分寺の例です。すごく細かいですよね。同じ協会の人なので、も

うちょっと聞いてみようかとは思っているのですけれども、多分これ、視覚障害者として

はすごくやりづらいかと。というのは、償還払いですよね。レシート、どれだったっけと

なりがちなのです。だから、万が一、ここで言ってはいけないけれども、減らされたくは

ないが、検討結果として、調布市は償還払いはやめてほしいということだけは伝えておき

たい。レシートの管理の手間がなく、人の目をかりないのが一番使いやすい。結構償還払

いの地域、多いですよね。だから、それは避けてほしいとこの表を見ながら思いました。 

委員長：ありがとうございます。今日は本当に思い浮かぶことも、最初なのでしていただ

ければ。また、タクシー会社の立場で考えると、タクシー会社も結構大変で、１枚当たり

８円がプラス、その辺り御説明いただいていいですか。タクシー会社側の立場で。 

事務局：タクシー会社側の立場としますと、まずは運転手さんが一番最前線で、そのタク

シー券を受領するというところがあると思います。もちろん、そのタクシー会社も調布だ

けだったらまだ分かりやすいですけれども、恐らく近隣を走っていれば、ほかの市のタク

シー券を使っていると思うので、ここは使えて、ここは使えないということを確認しなが

らやっているということが想定されます。小さいタクシー業者などはそこまであれかもし

れないですけれども、ある程度大手などは、それを持ち帰って、事務の人が集計します。

それが相当な枚数になっていると思うのですけれども。そういったところを、向こうのほ

うも機械か何かで数えているかもしれないですけれども、枚数を数えて、市の所定の請求

書で書いてもらって、券と一緒にこちらのほうに持ってきていただくと。 

 こちらのほうでも当然券の枚数をチェックしていますので、万が一、枚数に相違があっ

たりすると、こちらから連絡して、再度、請求金額の確認だったり、差し替えを行ってい

るところで、事務の人も手間になっているのかなと。そんなところは見受けられます。 

 また、年に１回協定を結んでいるのですけれども、直近は行わなかったのですが、この

くらいの会議室のところで、各タクシー会社さん60社ぐらいの方を呼んで、協定書の書き

方だったり、常連さんはいいのですが、新しいところなどは、実際に券を使われたら、こ

のようにして、調布市ではこのように請求してください、こういうことには注意してくだ

さいだったり、説明のために来ていただいたり、書類のやり取りだったりがあるので、タ

クシー業者から大変だとはあまりうちのほうには言えないと思うのですが、事務手間とい

うのは発生しているのかとは考えているところです。 

委員長：それは毎月ですよね。 
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事務局：そうですね、毎月です。 

委員長：これだけの枚数書いてくるわけですもんね。どうぞ。 

委員Ｄ：今の御意見ですけれども、１つアンケートを取らせていただいた中に、100円券

だけになったときとか、ちぎったりしてすごく大変だというお話の中に、御意見の中で、

カードになったら財布にも入れられて、すごく便利だねなどというような御意見もいただ

きました。作業とかも、こちら側も楽になるし、もしかしたら、そういった作業、タクシ

ー会社さんですとかということも省かれたり、あと印刷の製本費、こちらのほうの46万円、

少しかもしれないのですが、節約になる可能性がありますね。１つのアイデアとしてお伝

えしておきます。 

委員長：チャージ方式ですね。 

委員Ｄ：チャージですね。 

委員長：そうなると、余った分は次の年に移せるのですよね。 

委員Ｄ：そうですね、年度ごとにカードを変えるのか分からないのですが。 

委員長：どうぞ。 

委員Ｆ：ちょっと気持ち的に残念だなと思っているのは、私、対象が身体１種１級なので

３万9,000円分のタクシー券の申請がとりあえずできるわけなのですけれども、タクシー

に使わなければいけないですが、それを見過ごすのはもったいないなと個人的にまず思っ

たことが１点と、今、タクシーに全然乗っていないのであれなのですが、さっき言ったよ

うに、カード決済ではないですが、SuicaとかPASMOといったもので決済できるといいかな

というのと、仮に使わなかった場合に返還するということは償還払いと余り変わらないな

と思っていて、満額もちろん使えればいいのだけれども、それは結局返さなければいけな

いというのもちょっと嫌だなと思うので、うまく繰り越せるといいなと個人的には思った

りしました。 

 今のところタクシー券はタクシーにしか使えないので、公共交通機関とかマルチに使え

るような方向でもいいのかなというのは個人的には思っていて、そうしたら申請する価値

が出てくるだろうなと思っています。３万9,000円というのはもったいないなという個人

的な……。 

委員Ｂ：分かります。少し最後のほう余っているともったいなくて、「じゃ、ちょっとタ

クシー頼んでみる？」みたいな雰囲気になったりするのですよね。それもまた使い方が違

うし、ちょっと考えなくてはと思いましたね。 

委員Ｆ：片や必要な方もいらっしゃると思うので。 

委員長：選べればいいですよね。 

委員Ｆ：そうです。 

委員長：どれに使うかと。それはプリペイドカード方式だと、使い分けられると理想的だ

ろうなと。 
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 さっき、使ったのが70％というお話だったのですけれども、調布市のお話を聞いていて、

毎年申請をしないといけないとか、非常に驚いたのです。だから、皆さん、当たり前のよ

うに申請されるのでしょうけれども、「申請するんですか」というのが正直な私の驚くと

ころで、それは利用者側からすると結構手間ではないですか。意思表示をしないといけな

いと。そこなども、あり方を検討する上であるのかなと。それで70％だから、使う意思を

表示している方のうちの70％ですもんね。恐らく自動的に送ってこられてしまうと、もっ

と使わない方たちがいらっしゃる可能性があると思うのです。 

委員Ｆ：だから、対象者がどれくらいなのかちょっと知りたいと。 

委員Ｂ：事前にお手紙がまず来るのです。だから、そのお手紙を出している人数というこ

とですか。 

委員Ｆ：そうです。 

事務局：お手紙を出している人というのが、昨年度持っていた人なのです。なので…… 

委員Ｆ：そうなんだ。 

委員Ａ：それは申請ならば、本人が、例えば車椅子。お母さんが、さっき話した人。申請

に行けば通るよと。そういう方はしていただけるのですか。手帳を見たら等級、玄関払い

みたいな。違うの？ 

事務局：当然等級に制限があります。 

委員Ａ：目で見て、現実に見て、この人こそタクシー券が必要だなと思うような人でも、

そういう行政の縦割りで、決まったことしかやらない。 

事務局：やはりどこかで線引きというのは必要になってくる…… 

委員Ａ：それは分かりますけれども、予算というものは。だけれども、現実と理論とは違

うのです。 

事務局：そういった方について、例えば、等級を上げられる方も中にはいらっしゃいます

ので、そういった御相談があれば、タクシー券を取るためにはこういう等級ですので、一

度お医者さんに相談して、病院で診断書を書いていただいたらどうですか、そのような御

案内というのは電話や窓口で適宜対応させていただいております。 

委員Ｅ：すみません、精神障害者の場合、先ほど申し上げましたように、等級では無理な

のでというお話をして、今の線引きのお話しなのですけれども、今のお話しですと、等級

を上げるために診断書を書いてもらうというのは具体的に言うとどういう手順なのですか。 

事務局：通常の、例えば、新しく手帳を取るときと同じような形ですけれども、主に身体

障害者手帳の話をさせていただきますと、基本的には更新がないので、何年も前に取って

しまうと、状態が悪化しているのにまだ等級が４級とか５級とか６級という方も中にはい

らっしゃるのです。もしかしたら状態が悪化していて、１級、２級、３級が取れて、タク

シー券の対象になるかもしれないという方も中にはいらっしゃるのです。そういったとこ

ろで御案内をさせていただいているところでございます。ただ、御本人様から…… 
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委員Ａ：すみません、等級の変更って何。お医者さんに権限があるのですか。 

事務局：権限としてはないのですけれども、診断書を書くのはあくまで指定医となってい

まして…… 

委員Ａ：だから、それをもらって持っていけばいいの？ 対象外の等級でも。 

事務局：それで、等級を書いている先生が等級を上げられるということであれば、それを

市役所が受領して、東京都が判定して、場合によっては等級が上がりますよという流れで

す。 

委員Ａ：面倒くさいね。だから、みんな諦めちゃうんだよ。手続が面倒だから。 

委員Ｅ：そうしますと、やはり等級が上がって、等級で対象者を選んでいるという形にな

りますので、例えば、私どもが望んでいるように、等級で全員は欲しいけれども、諦めま

すから、本当に必要な人にだけ頂きたいのですというお願いをしたい場合には、どういっ

た手順が可能なのでしょうか。 

委員Ｆ：それをこの中の会議で、次回とか、次の会とかで、等級以外の決め方というか…

…。 

委員Ｅ：そうですね、ちょっと焦ってしまいました。 

委員Ｆ：というものを決めるのかと思っているのですけれども、それでいいですか。 

委員長：ありがとうございます。 

委員Ｆ：精神の手帳も含めて、本当にこれが等級でいいのかどうか。身体も知的もですけ

れども、というのも多分、次回以降話し合われるべきだと思うので、それは身体とか、精

神とか、知的とか関係なく、どういう状況だからタクシー券を支給できるかは、この中で

考えることだと思うので、多分次回の２回目の会議以降に、おのおの意見を持っていると

いいのかなというのは個人的に思います。 

委員Ｅ：すみません、３回の予定ですけれども、それぞれどういうテーマでというのは決

まっているのですか。３回で終わってしまうので…… 

委員長：事務局からお願いします。 

事務局：ごめんなさい、冒頭に説明しておけばよかったのですけれども、皆様に通知して

いるとおり、今年度３回の開催で予定はしているところです。本日につきましては、皆様、

各委員のお立場から課題を抽出していただきまして、事務局のほうで、今日いただいた意

見は取りまとめさせていただきます。 

 第２回につきましては１月ごろを予定しているのですけれども、そのいただいた意見を

基に、例えば、先ほどありましたとおり、線引きというのは等級でやるのか、それとも何

か別の方法を模索するのか。対象者はどうするのか、所得制限をどうするのか、こうなっ

た場合はこのようなことが試算されますというところを事務局のほうで何パターンか用意

させていただいて、それについて議論をしていただきます。 

 第３回は３月ごろを予定しているのですけれども、そちらでさらに第２回で詰めたこと
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を、では、こういう方法で行きましょうということで、そこであり方の方向性を定めて、

最終的には報告書というものを事務局のほうで作成させていただきまして、それで今後の、

どのような制度になっていくのかということを徹底させていただければと考えております。 

 なので、どんなに最短でも、この検討委員会で、では、こうしますとなったからといっ

て、来年度からいきなりは難しい。２月とか３月ですと、もうタクシー券の交付時期に入

ってしまっているので、ちょっと変えられないというところは御了承いただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

委員長：そろそろ時間なのですが、次回まで間が空いてしまうのですが、いろいろお考え

いただければと思うのですけれども、資料３をもう一回見ていただくと、表になっていて、

先ほど事務局から御説明いただいた身体障害者手帳、調布市のタクシー券の対象者ですね。

「身体障害者手帳１・２級（聴覚障害を除く）」と書いてあるのです。なので、そもそも

聴覚障害者は除かれているわけです。精神の方も出されていないのと同じように、聴覚障

害というだけで出されていないというまず現状があると思うのです。 

 なので、この辺りなども、恐らく考え方として、制度があって、制度にニーズを合わせ

るという考え方、それが現状だと思うのです。制度があって、１級、２級はオーケーです。

３級は駄目よみたいな感じの制度にニーズを合わせるという考え方と、ニーズに制度を合

わせていくという考え方です。例えば、１級、２級ということではなくて、タクシーに対

するニーズです。どれぐらい移動に必要なのだ。そのために幾ら必要なのだ。それに制度

を合わせていくという発想の転換をしていかないと。 

 国分寺などは、逆に言うと、そっちに寄っているのだと思うのです。だから、ぐちゃぐ

ちゃになってしまった。ニーズは多様ですから、なので、それを覚悟して制度を変えてい

ったのかと思うのですけれども、その辺りもちょっと、調布を今後どうしていくのかとい

うことをお考えいただければと思います。 

 非常に扱いやすいと思うのです。いきなり制度全般だと本当に諸々入ってくる。今回は

タクシー券に絞っているので、移動に対してどういう意味づけをしていくかという議論な

ので、ある意味、議論しやすいかと思うのです。いろいろな意見が出てくる。 

 事務局、自立支援協議会にかける。お声がけするのですか、意見聴取。 

事務局：自立支援協議会は報告という形で。 

委員長：そうですか。できれば、皆様方も、それぞれ御所属の団体があるので、今日いろ

いろ御意見が出て、さらに加えて、こういう意見がありますよとか、本当に分かっている

ようで分からないのが障害種別の枠を超えないといけないところですので、できたら聴覚

障害の方とも意見交換する機会があれば、「聴覚、本当にタクシー要らないの？」とか、

その辺りも皆さんのネットワークを使っていただいてお声を集めていただければと。それ

その形で声として出ていけばいいのかと思っております。 

 では、時間がもう回ってしまったので、終わりましょう。すみません、ちょっと延長し
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てしまっていますけれども。 

 では、事務局、最後、何か……。日程調整ですか。 

事務局：次回の開催日を１月15日午後２時からに設定【緊急事態宣言の発令のため延期】 

委員長：では、今日はこれにて終了とさせていただきます。皆さん、宿題を忘れないよう

に。年が明けてからになりますけれども、ぜひよろしくお願いいたします。遅くまでどう

もお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 

                                 ――了―― 

 


