
 
資料５ 

視察報告書 

１ 東村山市                
事項名 東村山市健康福祉部障害支援課における障害者移動費用支援手当について 

日時 
令和２年１１月１１日（水） 

午後２時から午後４時１５分まで 
場所 東村山市役所 

内容 

１ 障害者移動費用支援手当の概要 

２ 現行制度に至る経緯 

３ 制度変更に関する事務手続き 

４ 利用者からの反響 

５ 運用面での課題や利点 

対応者 東村山市健康福祉部障害支援課 

出席者 山田係長，森主任 

資料 

１ 移動費用支援手当制度について 

２ 障害福祉に関する市単独事業再構築検討会（ホームページ） 

３ 東村山市における障害福祉に関する市単独事業の再構築に向けて（提言） 

４ 障害者移動費用支援手当について（ご案内） 

５ 旧制度（ガソリン費・タクシー等利用料金補助）のご案内 

６ 障害者移動費用支援手当認定申請書及び障害者移動費用支援手当受給者現況届出書 

備考 国分寺市との合同視察 

視察の概要 

１ 障害者移動費用支援手当の概要 

障害者総合支援法の施行や市議会への請願を受け，市単独事業（※）の見直しを行う

ため，平成２４年１１月に学識経験者や障害当事者などで構成される「障害福祉に関す

る市単独事業再構築検討会」を設置し，約５年間にわたる２２回の会議を経て，同事業

の再構築の一環として令和元年８月から新たに設けられた手当制度。 

※主な市単独事業はガソリン費・タクシー等利用料金補助以外では障害者手当（市制度

分），難病患者福祉手当となる。 

 

２ 現行制度に至る経緯 

   再構築検討会から提言書が提出され，従来のガソリン費・タクシー等利用料金補助を

一本化し，手当化することとなった。検討会の中で出た意見は以下のようなものがあっ

た。 

・「市単独事業のあり方」にあるように、障害の種別毎で異なる手当制度を設けないという

考え方を基本とする。 

 現行の「障害者手当」と「難病患者福祉手当」については、その金額を統一し、現行制

度から著しく低下させない額とする。なお、障害等級等の支給条件は、現受給者の混乱を

招かないよう、現在と同一条件とするが、今後は、社会情勢を考慮しつつ、対象となる障

害種別の拡充に努められたい。 

 また、現行の「心身障害者ガソリン費補助」と「心身障害者タクシー費補助」について

は、２つの補助を一本化し、「（仮称）移動に関する手当」として創設する。現行の制度は、

ガソリン費或いはタクシー費の補助のどちらかを選択できる事業であるが、近年ではエコ



カーの普及などによって燃料の概念や移動の様態が変化しつつあり、移動に関するニーズ

が多様化している。このような事情を考慮し、外出時の異動に関しては現行の２つの移動

手段に限らず、真に市の補助を必要とする方に対しての支援となるよう２つの補助を一本

化して新たな手当とする。 

 結果として、ガソリン費又はタクシー費のみならず、多様な移動手段に要する費用を補

助することにつながる。また、受給者は領収書を日常的に管理し、それを市へ提出する負

担が無くなるため、利便性がより高くなる。 

 新たな手当額については、市の限りある財源を有効に配分することも考慮する必要はあ

るが、現在のガソリン費、タクシー費の利用状況に鑑みて、現行の予算規模を最低限維持

することに努められたい。 

 

３ 制度変更に関する事務手続き 

平成２９年１２月の提言書提出から半年間，シミュレーションや例規制定・制度周知

等の準備を行った。平成３１年１月にパブリックコメントを実施し，同年３月議会にお

いて条例議案が可決された。その後，令和元年５月の市報において制度変更を周知し，

６月末には対象者へ個別通知を行い，７月から申請書の受付を開始した。 

 

４ 利用者からの反響など 

 ・受給額の減少や新制度を受給できない方からの意見はあったが，感謝されることも多か

った。令和２年５月に実施した，現況届に同封したアンケート結果によると，回答者の

８割以上から役立っているとの声をいただいた。 

・旧制度では，本人が非課税かつ扶養義務者（配偶者と子，本人が２０歳未満の場合は父

母も含む）に所得制限があったが，新制度では本人が非課税または均等割のみ課税者で

あり，扶養義務者（２０歳以上の場合は配偶者，２０歳未満の場合は父母，※子を所得

判定の対象から外した）が非課税または均等割のみ課税者を対象とすることにより，受

給対象者が拡大し，「真に手当を必要とする方」に支援が行き届くようになった（総数と

しては増加）。 

・改造自転車の修理費用などにも使えてありがたい。 

５ 運用面での課題や利点 

   現状課題は発生していないが，制度開始当初は旧制度の支払事務と並行しての作業と

なり，時間外勤務が想定以上に増加した。また，当初想定していた受給者数と比べ申請

者数が少なく，申請推奨を行う必要が生じた。 

・領収書を確認していた臨時職員２名の人件費削減 

・領収書を保管するスペースを確保する必要がなくなった 

・来庁者の抑制につながり，コロナウイルスの感染拡大防止に繋がった 

・これまで償還払いの支払時期（年３回）のたびに書類のやりとりがあったが，年１回の

現況届の提出のみとなったため，申請者の負担軽減や郵送料の削減を図ることができた 



 

６ その他 

(1) 精神障害者に対する支援 

東村山市は人口比率における精神障害者の割合が多い。家族会から手当の支給を求め

る声はあるが，手当よりも生活支援を充実する施策としている。 

(2) 支給対象外の方への対応 

制度移行の経緯，「真に手当を必要とする方」に支援を届けるという趣旨などを丁寧に

説明し，ご理解をいただいた。また，各障害者団体や従来制度の利用が多かった一部の

方に対しては，事前に個別に説明した。 

(3) 金額に不満はないのか 

額を増額してほしいとの要望や，議会からも指摘を受けるが，当事者による検討会を

行ったうえでの制度であると説明している。 

(4) 財政部門等内部からの反対はなかったか 

本事業は「実施計画事業」に位置づけられていたため、特になし 

(5) 移動費以外で当該手当が使用されることはないか 

申請書に主たる移動手段を記入してもらっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 小金井市 

事項名 小金井市福祉タクシー助成事業について 

日時 
令和２年１１月１６日（月） 

午後２時から午後４時まで 
場所 小金井市役所 

内容 

１ 対象者の要件 

２ 令和元年度支払い実績 

３ 支払いまでの流れ 

対応者 小金井市福祉保健部自立生活支援課 

出席者 山田係長，森主任 

資料 

１ 小金井市福祉タクシー助成事業 

２ 対象者宛通知文及び請求書 

３ 実施要綱 

備考 調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会 谷内委員長も同席 

視察の概要 

１ 対象者の要件 

在宅の障害者を対象（施設入所者は対象外・ガソリン費とは選択制。生活保護受給者も

可）として実施している。 

(1) 身体障害者手帳所持者で体幹もしくは下肢機能障害 3級以上，視覚障害 2級以上，内

部障害 1級のもの 

(2) 愛の手帳 2度以上 

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者で 2級以上かつ市長が必要と認めたもの 

（以前，精神障害は別部署が所管していたが，組織改正により３障害同一の部署（現自立

生活支援課）で所管することとなり、その際，タクシーの利用助成についても３障害同

様に扱うこととし、対象が拡大された。対象等級について，１級は寝たきりや入院して

いる方が多いため，2級も対象としたが，2級の中での障害内容が幅広いため，ケースワ

ーカーがアセスメント※を実施している。現在は，精神疾患等により電車やバスなど公

共交通機関が利用できない方等の 6 人が対象となっている。有効期間は手帳と同様に 2

年間。 

 ※タクシー助成用調査票あり。 

 

２ 令和元年度支払い実績（ガソリン費も同規模で実施） 

(1) 対象者 728名（対象者の要件を満たし，事前に申請登録をしている方） 

(2) 申請者 451名 

(3) 支払い金額 11,370,402円 

 

３ 支払いまでの流れ 

前期：4月～9月分を 10月に受付，後期：10月～3月分を 4月に受付 

(1) 対象者の抽出 

(2) 勧奨通知の作成，発送 



一度登録をしていると前年度の利用実績がなくても案内を送付 

(3) 受付窓口の開設（10日間） 

うち 5 日間は臨時職員を 2 名雇用（毎年お願いしているベテラン）し，特設会場で受

付をしている 

(4) 申請書類のチェック，支払いデータの作成 

窓口で受け付ける際に領収書の内容と申請書の金額をチェック，その後もう片方の職

員でダブルチェック。システムへの入力も同様に一方の職員が入力したものを，もう一

人がダブルチェックを行っている 

(5) 指定口座へ振り込み 

受付月の月末に支払っている 

４ その他 

(1) 領収書・申請書の保管について 

   膨大な量の領収書や申請書を 5年保存している 

(2) 受付期間終了後の申請について 

状況に応じて対応している。そのため，支払いが一度では終わらず，複数回行われて

いる。 

(3) 領収書対応の不具合について 

クーポン券の不正利用が横行したことがあったため，領収書による償還払いとなっ

た。領収書対応では確認に時間を要することや，助成をしていいか判断に迷う（沖縄な

どレジャー先での領収書）ことがある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 国分寺市 

事項名 国分寺市心身障害者（児）通院・通所訓練等交通費助成について 

日時 
令和２年１１月１８日（水） 

午後２時から午後３時３０分まで 
場所 国分寺市役所 

内容 

１ 制度の概要 

２ 執行状況（令和元年度） 

３ 課題 

対応者 国分寺市福祉部障害福祉課 

出席者 山田係長，森主任 

資料 

１ 国分寺市心身障害者（児）通院・通所訓練等交通費助成について 

２ 心身障害者通院通所訓練等交通費助成金受給資格登録申請書 

備考 調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会 谷内委員長も同席 

視察の概要 

１ 制度の概要 

市内に居住し住民登録されている心身障害者（児）の方が，医学的治療のために通院・

機能回復訓練のため通所をする場合や，社会参加を促進するために公的機関が主催等をす

る行事や地域活動へ参加等をする場合に，その交通費を助成するもの。 

(1) 対象者 

身体障害手帳１・２級（内部のみ３級※所得制限あり），愛の手帳１・２度（生活保護

世帯は除く） 

(2) 助成対象 

通院，通所，学校行事への参加，公的機関が主催・共催する研修等，地域活動の参加

のための交通費 

※高速料金や駐車料金，特急料金や，健康診断・予防接種など保険適用外のものにかか

る交通費等は対象外 

※施設入所，入院などの助成制限なし 

(3) 利用できる交通機関 

電車・バスなど公共交通機関，タクシー，自家用車，介護タクシー等 

(4) 申請 

心身障害者通院通所訓練等交通費助成金受給資格登録申請書を記入し提出 

翌月の１４日を締切日とし，利用者に周知をしているが，年度の最終支払日が４月１

４日のため，まとめて申請する人が後を絶たない。 

・電車やバスは経路を確認し，金額計算する（領収書不要） 

・自家用車の場合は目的地まで公共交通機関を使用したみなし金額で支給 

・タクシーは領収書の原本を添付（迎車料金や予約金は対象外） 

・介護タクシーは領収書の原本とメーター運賃のわかる明細票の原本を添付 

助成対象の交通費であることを確認するため，以下の書類を添付 

【通院】 

・医療機関発行の領収書。領収書がない場合は請求書に病院確認印を押印してもらう。 



・転院の場合はそれぞれ退院日の分かる領収書と転院した病院の証明書または領収書

（ない場合は確認印） 

【通所】 

通所している機関・団体等の内容のわかる資料 

【学校行事や講座等】 

・案内やパンフレット等内容が確認できるもの 

・市報掲載のものは掲載号を記入 

 

２ 執行状況（令和元年度） 

(1) 登録者数  １，３６２人 

(2) 利用延人数 ２，２７２人 

(3) 助成額   １２，２７６，９６５円 

 

３ その他 

(1) 制度が複雑なため，利用者が限定されてしまっているので，広く浅く利用できる制度

にするため，東村山市が実施した手当化を検討している 

(2) 精神障害者からも支給の要望があるが，心身障害者福祉手当等で精神障害を対象とし

ていないのであれば市独自の助成の対象とすることは難しい 

 

 

 


