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第４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１２月１３日（月） 午後２時から４時１５分まで 

２ 会 場 市長公室（オンラインも交えて開催） 

３ 出席者 

(1) 委員 １１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。今回もこういう形で、会場と皆さんのオンラインと併用で開

催させていただきます。今回は第４回ということで、残すところは３月に第５回目を迎える

というところであります。 

 この間、前回、第３回から今回までの間に皆さんに御議論いただいたアンケートについて

回収、集計等が終わりまして、事務局のほうからお手元にアンケートの結果が皆さんのとこ

ろに届いているかと思います。これを御覧いただくと、本当に改めて、私、いつも難しい難

しいと言ってはいけないのでしょうけれども、ついつい言ってしまうのですけれども、難し

いなと。難しいというのは、この議論はどこに着陸すればいいのか、難しいなと思いますが、

もうどこかには着陸しないといけないということは決まっておりますので、また今日、皆様

からの御意見をいただきながら、着陸地点を探していきたいなと思っております。できまし

たら、今日は幾つかの着陸地点のどっちの方向に向かうのかという方向を定めたいなと思っ

ております。 

 前回出していただいた意見に関して、資料にもありますように、もう既にちょっと現実的

には難しいかなというところも幾つか、事務局からの提案がこの後ありますので、そういう

意味では一つ一つ潰していくという表現はよくないですが、無理そうなところは避けて、確

実に降りられるところに降りていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

６ 障害福祉課長あいさつ 

委員長：それでは、課長が交代されましたので、一言お願いできればと思います。 

障害福祉課長：改めまして、皆様、こんにちは。今年 10 月より障害福祉課長になりました

というか、戻ってまいりましたという表現のほうが正しいかもしれません。１年半ぶりに戻
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ってまいりました。この検討委員会は私が１年半前に障害福祉課から離れてから始まったも

のですので、今日が初めての参加になります。当然前任から引継ぎを受けて、内容も拝見し

ていますが、中には以前のやり取りを確認させていただくなどという場面もあるかもしれま

せんけれども、そういうことがあったら御容赦いただければなと思っております。 

 今、委員長からも言われたとおり、難しい内容だということは私も十分認識しております

ので、皆さんの御協力を得ながら、この難しい問題を解決できればなと思っております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

７ 議事 

(1)第３回検討委員会の振り返り 

委員長：事務局のから資料１の御説明をお願いいたします。 

事務局：それでは、資料１「第３回調布市福祉タクシー券のあり方検討委員会 委員意見ま

とめ」を御覧ください。こちらは、前回の各委員の意見をまとめたものとなっております。 

 １つずつ説明させていただきますと、まず交付方法につきましては、前回ですとタクシー

券を支給されていますけれども、使う頻度が少ないので、PASMO 等へのチャージを希望され

る方でしたり、一方で、そういった電子マネーだと、使用できるタクシー会社が限られてお

りますので、タクシー券を選択できるようにしてほしいだったり、そういったそれぞれに対

して選べる方法を御希望される方というのが御意見として多くあったかと思います。 

 また、電子マネーや手当だと、交通費以外にも使われてしまう可能性があると。そういっ

た課題としても出てきているところです。 

 続きまして、対象者につきましては、今は精神障害の方の追加について特に御議論いただ

いているところですが、まず皆様として、精神障害の方、必要な方を追加することに対して、

それについては異論はないですというところは確認ができているところかと思います。 

 ただ、その認定方法といたしまして、例えば手帳を取るための診断書の内容で仮に認定す

る場合、その診断書の病気の内容だけでなくて、申請書でその方の家庭状況を見ていただい

て必要な方を選んでいただきたいといった御意見がある一方で、今までタクシー券が出てい

る身体障害や知的障害の方は手帳の等級で認定しているところです。そのような不公平感が

出てしまうのではないかという御意見もありました。 

 また、診断書により認定するというところですと、多くの人の目に触れるというのがよく

ないのではないかという御意見もありましたので、その辺りの個人情報のところも課題とし

て、意見としては出ているところでございます。 
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 加えて，タクシー券については、基本的には本人が受けるものなので、御本人様の状態を

見たほうがいいのではないですかといった御意見もあったところでございます。 

 そういった御意見を踏まえて、どのように認定対象者を決めていくかというところを御議

論いただければと思います。 

 続きまして、裏面に移りまして、所得制限についてでございますが、第２回のときに比べ

て、少し基準も緩いというか、国の手当に準じた所得制限というのを前回で御提示させてい

ただきました。もちろん対象者を削るというのは厳しいとは思うのですけれども、所得制限

を導入しないと、新たな対象者を追加するというのは難しい状況であると思いますので、こ

の辺りで進めて問題ないというところで御確認をされたのかなとは思っております。 

 続きまして、車椅子福祉タクシーです。こちらについては、やはり緊急時や、少し先、１

週間後とかに利用をしようとすると予約が取れないというところ、こういったところを改善

しないといけないですねということで御意見をいただいているところでございます。 

 また、後ほどアンケート結果についても御説明させていただきますけれども、そういった

ところを踏まえて、制度のほうも見直しを図っていただければと思いますので、よろしくお

願いいたします。事務局からは以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。第２回からしばらく間が空いていましたので、丁寧な振り

返りをしていただけてよかったです。皆様のほうから、特によろしいですか。――大丈夫で

すかね。では、振り返りはそういうことで、前回のこういった御意見を基に今日は進めてま

いりたいと思います。 

(2)障害者手帳により利用可能な交通機関の割引 

委員長：では、続きまして、資料２のほうの説明を事務局からお願いします。 

事務局：それでは、資料２「障害者手帳により利用可能な交通機関の割引」の資料の説明を

させていただきます。これまでのお話合いの中で、タクシーだけでなくて、電車、バス、あ

とガソリン費にも助成をという意見がございましたので、その議論の前提として、改めて現

在の状況で、障害者手帳を持っていることでどういった公共的な支援が受けられるのかとい

うのをまとめた資料になります。主なところを説明させていただきます。 

 まずは、最初の表が身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者手帳という手帳の種類ごとに

受けられる公共交通機関のサービスをまとめた表になります。 

 １点目のＪＲ・私鉄につきましては、身体と愛の手帳につきましては、単独で利用する際

には 100 キロを超える場合ということで距離制限がありますので、なかなかこの割引が適用
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されるケースは少ないのかなと思っております。こちらにつきましては、精神障害者手帳の

方については現在のところ割引はございません。 

 次の都営交通につきましては、こちら、無料乗車券を身体・精神の方に発行しているとこ

ろでございます。 

 資料裏面ですが、タクシー料金の割引につきましては、精神の方については一部適用にな

らないタクシー会社様もいるのですけれども、手帳を提示すると運賃の１割引が受けられる

という形になっております。 

 有料道路につきましては、身体障害者手帳の１種の方については、障害者御本人様と介護

者の方の運転の際に半額になるというものがございます。愛の手帳の方については、介護者

の方が運転される場合に限り半額になるという制度がございます。 

 続きまして、民営バスにつきましては、こちら、手帳を提示していただくと御本人様は半

額、また、第１種の方につきましては、心身障害者民営バス乗車割引証というのを乗車時に

提示することで半額の割引を受けることができます。 

 続きまして、ガソリン費の助成につきましては、調布市におきましては、身体障害者が自

動車の操向装置、駆動装置の一部を改造した自己所有の自動車を運転する場合に限り、費用

の助成を受けることができます。こちらの請求につきましては領収書を保管しておいていた

だいて、後日、障害福祉課のほうに御提出いただいて償還払いをしているという現状でござ

います。資料２の説明は以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。こうした割引制度等について、改めておまとめいただきま

したけれども、皆様方から何か御質問ありますか。――大丈夫でしょうか。ふだん使われて

いる方も多いかと思いますけれども。では、これは改めて確認という意味で今回まとめてい

ただきました。 

(3)アンケートの結果について 

委員長：では、引き続き、資料３を事務局から御説明お願いします。 

事務局：それでは、資料３「福祉タクシーに関するアンケートについて」、説明をさせてい

ただきます。こちら、11 月にアンケートを実施させていただきまして、まず資料３の表紙を

御覧いただければと思います。 

 まず対象者といたしましては、調布市福祉タクシー券利用者。こちらは実際交付を受けて

いなくても、交付の対象である方も含めまして、その方の中から無作為抽出でこちらからア

ンケート用紙をお送りさせていただいて、ウェブ、または郵送で御提出をいただいたものに
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なります。（２）調布市車椅子福祉タクシー利用者につきましては、今年度利用登録証を発

行している方に対して、こちちのほうも無作為抽出でアンケートをお願いしたところでござ

います。（３）精神障害者保健福祉手帳所持者につきましては、調布市の障害者施設である、

こころの健康支援センター、また、希望ヶ丘の通所利用者の方に御協力をいただいて回収し

たものでございます。 

 調査結果といたしましては、３．調査の一覧を御覧ください。まず、福祉タクシー券交付

対象者につきましては、373 人の方から回答をいただきました。これがタクシー券の交付者

数の割合でおよそ 12.5％の方から回収をしたことになっております。また、車椅子福祉タク

シーにつきましては、全体 1,119 人のうち 176 人から回答を得まして、回収率としましては

15.7％となっております。精神の手帳をお持ちの方につきましては 52 人の方から回答をい

ただいたところでございます。 

 それでは、アンケートの内容を御説明させていただきます。カラーのグラフを御覧くださ

い。 

 まず１番、タクシー券交付対象者でございます。 

 まず回答者の年齢につきましては、65 歳以上の方が６割でございました。また、障害者手

帳の種類といたしましては、身体障害者手帳が９割。また、交通機関の割引に関する種別と

しては、第１種の方がほとんどですね。98％となっております。裏面にお進みいただきまし

て、等級につきましては半分以上が１級の方から御回答をいただきました。障害の部位とい

たしましては、下肢、体幹、上肢ですとか、あと、多いところですと、腎臓機能障害の方か

ら多く回答をいただいております。 

 続いて、こちら、参考にはなるのですけれども、要介護認定ですとか要支援を受けていら

っしゃる方のアンケートを取っておりまして、こちらの回答としては、要介護・要支援はな

いよという方がおおむね６割超いらっしゃいました。 

 続いて、要介護度は御覧のとおりですので飛ばしていただいて、問２－１、交付状況でご

ざいます。やはり回答いただいた方というのは９割以上の方が交付を受けている方でござい

ました。 

 また、問２－２、利用状況としましては、全て使い切る、ほとんど使い切るという方で７

割以上を占めております。 

 続いて、裏面です。先ほどの問２－２で、ほとんど使わない、全く使わないを選択された

方に理由を聞いてみましたところ、そもそも外出する機会が少ないという方ですとか、自家
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用車を利用しているといった意見が多くありました。また、そもそもタクシー券の交付を受

けていない方の理由としましては、ふだん自家用車を利用しているということですとか、あ

とタクシー券、こちらが協定を結んでいるタクシー会社しか使えませんので、使えるタクシ

ー会社が限られていて使いにくいといった意見がありました。 

 それを受けまして、制度に対する満足度ですけれども、おおむね満足をしているという方

で８割ぐらいを占めておりました。 

 続きまして、先ほどの満足度で、不満、かなり不満を選択された方。その理由といたしま

しては、やはりタクシーにしか使えず不便であるといった理由が 36％。毎年の申請手続が面

倒である、28％。その他の意見としましては、車椅子のまま乗れるタクシーが少ない、ガソ

リン費と併給可能にしてほしい、使えるタクシー会社が限られているといった意見がござい

ました。 

 続いて、主に利用する交通手段ですけれども、タクシーがやはり多いのですが、続いて電

車、バス、自家用車というのを併せて使っている方もある程度はいるという結果が分かって

おります。また、今後、料金の補助があれば利用したい交通手段といたしましては、一番多

いものとして、電車を希望する意見が多くありました。こちらが 152 件ということで、おお

むね回答者の約４割を占めております。 

 続いて、自由記入欄ですけれども、多い意見としては、使えないタクシー会社があるとい

うことですとか、ガソリン、電車、バスでも使えるようにといった意見が多く上がっており

ます。 

 続きまして、車椅子福祉タクシー利用者のアンケート結果について御説明いたします。 

 こちら、年齢は 65 歳以上の方が 82％。障害者手帳の種類としては、身体障害者手帳をお

持ちの方が 96％。種別としては第１種の方が 95％という形になっております。裏面にお進

みいただいて、障害者手帳の障害部位を御覧ください。こちら、一番多いのが下肢で 27％、

続いて上肢で 18％、次に腎臓機能障害が入っておりまして、本来、車椅子福祉タクシーの制

度の対象としていない方の利用も依然として多いということが分かっております。 

 続きまして、次のページの主な利用目的にお進みください。主な利用目的としては、こち

ら、通院が 78％。続いて、買物 11％。その他として、映画やスポーツセンターといった外

出にお使いになっているというアンケート結果でした。 

 あと、どういった方と一緒に利用していますかという利用形態の項目なのですけれども、

一番多いのが、家族が同乗というケースで 71％。次いで、１人で乗車しているという方が
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24％。そのほかはケアマネジャー等、支援者が同乗しているという方がいらっしゃいまして、

また、車椅子、ストレッチャーなどの移動用具を使っていますかという設問ですが、どの利

用形態であっても移動用具を使っていない方というのが結構いらっしゃるというのが分かっ

ております。 

 続きまして、必要な支援ですが、乗降時の介助を利用している方が 60%以上。特に利用し

ていないという方が 36％いらっしゃいました。 

 どのような方から介助を受けていますかという設問では、運転員の方が 57％、運転員以外

に別途介護人を用意してもらうという方が 43％いらっしゃいました。 

 続いて、利用回数ですが、こちら、定期利用と定期利用以外で分けて聞いております。 

 まず、定期利用につきましては、月に１、２回という方が半数以上を占めています。希望

日に予約が取れるかといったところが、当初、私どもがいただいている御意見ですと、なか

なか取りづらいという意見もあったのですが、アンケートの結果、回答いただいた方からは、

取れる、ほとんど取れるということで、おおむね９割の方はこのように感じているというこ

とでした。 

 また、定期利用以外の利用につきましては、こちらも月に１、２回、２、３か月に１回と

いう方が多く、希望日に予約が取れるかといったところでは、こちらもおおむね取れている

ということで回答をいただいております。 

 車椅子の自由記入欄といたしましては、料金が高いですとか、今、調布市は１回の使用限

度がないことがありがたい、この制度を使って料金が安くなるので、ぜひ継続をといった意

見が多くありました。 

 最後、３番、精神障害者保健福祉手帳所持者のアンケート結果について説明いたします。 

 まず回答者の年齢といたしましては、20 歳から 64 歳の方が９割。また、家族構成として

は、単身の方が 45％。続いて、２人の方が 31％といった形になっております。障害者手帳

の等級としては、２級の方が６割、残りの方は３級の方から回答をいただいております。 

 裏面にお進みいただきまして、問２－１、主な移動手段ですけれども、一番多いところで

は皆さん電車を利用されていて、残りは徒歩ですとかバス、こういったところを多く利用さ

れているということでした。 

 主な移動目的としては、一番多いのは通院、買物、通所。そのほかは通勤、通学ですとか、

あとお子さんの御予定などで外出をされているという結果でございました。 

 続きまして、主な移動支援者の設問ですけれども、特に同行の方はいらっしゃらずに自力
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で移動しているよという方が８割以上いらっしゃいまして、そのほかは配偶者の方ですとか

親御さんが同行して移動されているという回答でございました。 

 続いての設問ですけれども、移動の際、同行される方が配偶者や親の方で、今後も配偶者

や親御さんに同行をお願いするに当たって何か心配事はありますかといった項目でございま

す。こちらにつきましては、特になしという回答が７割ある一方で、支援者が高齢であった

り、病気や障害があるといった心配をされている方もいらっしゃいました。 

 最後、全般的に移動の際に困っていることがありますかといった項目なのですけれども、

やはり京王線などの電車の割引があると助かるといった意見ですとか、体調に左右されるの

で、公共交通機関を利用することに少し不安があるといった意見もございました。 

 アンケート結果の説明は以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。では、まず御質問。今のアンケートの説明について御質問

がある方はいらっしゃいますか。 

委員Ａ：このアンケートで、最初のタクシー券交付対象者とその次の車椅子福祉タクシー券

利用者は高齢者の 65 歳以上の方の回答者がとても多いので、恐らくその辺りでタクシー券

を利用している、使い切っている方が多くなっているという印象がすごくしているのですが、

無作為に選ぶとそうなってしまうということは、もともとタクシー券自体を交付されている

のが 65 歳以上の方が多いということで合っていますでしょうか。 

事務局：今すぐ、年齢の区分というのが手元にないのですけれども、結構体感として、65 を

過ぎて手帳を取ってタクシー券を渡しているという方は多いようには感じています。 

委員Ａ：そのようですね。なので、やはりそれでちょっとアンケート結果が親の会とかで取

ったのとは少し異なるところがあるような気がいたしました。 

委員長：ありがとうございます。はい。 

委員Ｂ：今の御意見と少し似ているところがありまして、重度心身障害児などが利用してい

る車椅子福祉タクシーの利用についても、定期的に利用している方というのは、うちもそう

ですけれども、週に１回は必ず乗っているという状態なので、定期的に予約が取れていると

いう感じなのですが、定期利用以外ではやはり予約が取れないというのは周りの方からもか

なり御意見をいただいているのですが、アンケート結果を見ますと、ほとんどの方が定期利

用以外でも取れる、ほとんど取れますよというような回答があって、非常に驚いています。 

 これというのも、やはり 82％の方が 65 歳以上ということなので、恐らく私たちの子ども

が学校に行っている間とか空いている時間帯、利用している時間帯が全然違うのかなという
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印象を受けまして、やはりアンケート結果が私たちの体感とはちょっと違うなという印象を

受けました。以上です。 

委員長：ありがとうございます。はい、どうぞ。 

委員Ｃ：精神障害者家族会です。アンケートが私どもの体感と違うという点では、精神障害

者保健福祉手帳所持者のアンケートもかなり違っております。こころの健康支援センター、

希望ヶ丘の通所利用者の方が対象ですが、家族会で課題としているのは、通所が難しくて、

家族が通院をやっとサポートしているので、親の高齢化で福祉タクシー券をお願いしたいと

いった方です。こうした方ではなくて、非常に状態がいい方ばかりにこのアンケートを取ら

れているので、こちらが課題としているところはこのアンケートでは落ちていると感じまし

た。 

事務局：事務局から補足、いいですか。 

委員長：はい。 

事務局：精神障害者の方のアンケートで補足なのですけれども、こころの健康支援センター

と希望ヶ丘の施設利用者に加えて、窓口でも手帳のお手続に関していらっしゃった方にお声

がけして、このアンケートも御回答いただいていますので御報告させていただきます。以上

です。 

委員長：ありがとうございます。どうぞ。 

委員Ｄ：交付者数が対象者全員の数だと思うのですけれども、回答者人数は書かれているの

ですが、アンケートを配った人数というのがどれぐらい配ったのかなというのはちょっと疑

問に思っていて、その辺というのはそれぞれ分かりますか。 

事務局：実際にアンケートを配ったのは１番のタクシー券の人と２番の車椅子タクシーの人

なのですけれども、重複している部分もあって正式な数字とはならないのですが、福祉タク

シー券の交付対象者ということで大体 700 人ほどの方に無作為抽出してお送りしています。

車椅子については 110 人ぐらいなのですけれども、対象が福祉タクシー券の人と重複してい

るので、回答人数としてはそれよりも多くなっているという結果でございます。 

委員Ｄ：精神障害者保健福祉手帳の所持者の人数は。 

事務局：所持者についてはこの 2,371 人というのが所持者になっていて、そのうち施設を利

用している方、あとは窓口でお手続にいらっしゃった方で回答してくださった方が 52 人で

す。 

委員Ｄ：では、一応 52 人中 52 人みたいな感じですか。 
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事務局：実際に精神の方にはアンケートを送っていないので、直接手渡して回答してもらっ

たということなので、このような結果になっています。 

委員Ｄ：分かりました。ありがとうございます。 

委員長：はい。ちなみに最初におっしゃったウェブでも回答いただいたのですよね。ウェブ

だとどれぐらいだったのですか。そんなになかったのですか。 

事務局：そうですね。タクシー券で 50 人ぐらいの分。車椅子はあまりなかった。高齢者の

方が多いので。 

委員長：そうですね。年齢が高い方なので。 

事務局：高齢の方はなかなか厳しかったのかなと。 

委員長：でも、50 人からはウェブでいただいていたのですか。ちょっと今後の参考に。 

事務局：はい。 

委員長：ほか、いかがでしょうか。アンケート結果。自由記述にも幾つか書かれていますけ

れども、その点で何かお気づきの点とか、皆さんの中でも、ここは同じだな、強調したい点

とか、何かありましたら補足していただければと思うのですけれども。アンケートで自由記

述に御回答いただいているところは。 

委員Ａ：すみません。自由記述のところではないのですが、さっきのところで高齢の方が多

いということで、電車の利用というのがすごく多い割合になっていたのですけれども、バス

は高齢、75 歳以上だとシルバーパスがあるので、バスを利用するのはもともと無料なので少

なくなっているのかなと思います。なので、本来はそれ以下、もうちょっと年齢が下の方の

アンケートを取っていくと、バスを利用している人は多いのではないか思いました。 

委員長：ありがとうございます。75 歳ですよね。ありがとうございます。その他、いかがで

しょうか。ひとまずアンケートの件は。また必要ならば、戻って発表していただければと思

いますが、次第のほうを進めていきますね。 

(4)福祉タクシー券の課題と検討事項 

委員長：それでは、次は資料４ですかね。資料４と５を事務局のほうでお願いします。 

事務局：それでは、資料４「福祉タクシー券の交付方法によるメリット・デメリット」につ

いて説明をさせていただきます。こちらの資料は、これまでのこの委員会での議論の中で出

てきた交付方法をいま一度整理した資料となっております。 

 まず１番目、手当で支給ですけれども、こちらのメリットといたしましては、タクシーに

限らず、電車、バス、ガソリン等全ての移動手段に対応が可能ということが上げられます。
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こちら、アンケートの中でも幅広い交通手段に利用できたほうがいいという御意見が多くあ

りましたので、こちらがそのニーズには合致するのではないかと思っております。 

 デメリットといたしましては、これまでタクシー券を利用していなかった対象の方にも支

給されますので、１人当たりの金額の減少が見込まれます。試算をしますと、最大の３万

9,000 円の方については２万 4,000 円ぐらい、１万 9,500 円の方については１万 2,000 円ぐ

らいになるのではないかと試算をしているところでございます。また、交通費以外にも使用

が可能な方法ですので、使途の確認が困難ということが上げられます。 

 課題といたしましては、交通費以外に使用されないようなチェック体制の構築。こちら等

が課題となるかなと思っております。 

 ２点目、電子マネーで支給です。こちらは幅広い交通手段に対応が可能という一方で、現

在、タクシー券の協定を結んでいるタクシー会社さんで利用できないタクシー会社さんが多

いので、もしこの電子マネーで支給という方法にしますと、どうしてもタクシー券と併用し

て運用していく形になるのかなと思っておりまして、その辺りが課題かと思っております。 

 また、前回の委員会の中で、Suica や PASMO であれば利用履歴が出るので、チェックがで

きるのではないかという意見があったのですけれども、こちらは鉄道会社に確認したところ、

利用履歴が 100 件までしか出せないということだったので、こちらの利用履歴を提出してチ

ェックというのもなかなか難しいのではないかと思っております。 

 最後、３番のタクシーとガソリンの共通使用券で支給という方法でございます。こちら、

メリットといたしましては、現在の課題の１つであるガソリン費の支給に対応可能。また、

ガソリン費の部分については、ガソリン費も共通券になりますので、領収書の管理が不要に

なる。また、移動費以外に使われることがないというのがメリットとして上げられます。 

 デメリットといたしましては、こちら、ガソリンスタンドと協定を結ぶ必要がありますの

で、その協定を結んだガソリンスタンドでしか利用ができない。また、近年増えております

セルフスタンドでの利用が難しいのではないかなと考えております。また、電車やバスを希

望する方に対しては支援ができないというところがデメリットとしてございます。以上でご

ざいます。 

委員長：ありがとうございます。まず、この資料４のみで少し皆様と意見交換できればと思

います。今の事務局の説明について、皆さんのほうで何か御意見等はありますか。まず前回、

皆様から様々な御意見をいただいて、特にこの２番、電子マネーについて、御意見を頂戴し

たところなのですけれども、事務局のほうで検討していただいた結果、履歴の現状も含めて、
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ちょっと導入は難しいかなという現時点での結論かなと思いながら、今、聞いておりました。 

 この電子マネーについては、皆さんのほうで、例えば、いや、こうすればできるではない

かとか、たしか前回の会議では、１つのなかなかいいアイデアだということで進めていける

かなという感じもあったのですけれども、現実的には厳しいかなという今の御説明だったの

ですが、その辺、皆様のほうからありますか。ちょっと難しそうですよね。でも、聞いてい

て、履歴を確認するという作業も相当大変ですよね。仮に 100 件ではなくて、残れるとして

も、これ、現実的にかなり厳しいだろうなと思って、今、改めて聞いていました。 

 そもそも電子マネー、Suica にしても、PASMO にしても、これ、人に貸してしまえば、誰

でも使えてしまうというのもあるのかなと、今、思っていたのですね。でも、そもそもタク

シー券もそうなのですよね。タクシー券も人にあげてしまえば、例えば私が障害者で家族に、

これ、使いなと言って、タクシーチケットを渡しても、ほぼ 99.9％ばれないと思うのですよ

ね。本当に性善説で成り立っているのだなというのを最近感じました。 

 さっき、資料２でしたかね。公共交通機関の割引の説明を先ほどしていただきましたけれ

ども、私も授業の一環で同じような説明をするのですが、学生から質問されまして、今のや

り方だと、それは悪用できそうなのです。言われてみれば確かにそうで、あれも切符に何も

チェックが残らないですね。 

 例えば、私が、やらないですが、可能だなと思ったのですけれども、ＪＲのＡ駅で手帳を

使って、大阪までの乗車券を買います。それを例えば障害のない方にあげると。仮にこれ、

１万円の切符を 3,000 円で売ってあげるよと言って。今度は私、Ｂ駅へ行って、別に同じ駅

でもいいのですけれども、Ｂ駅に行って同じ手続が繰り返しできるわけですよね。切符は何

も証拠が残らないのですよね。ＪＲも手帳の番号を控えるわけではないので、それを繰り返

していけば恐ろしいことができてしまう。 

 そう考えると、この制度、本当にすごく危ういところで。ＪＲの手帳の割引もそうですけ

れども、今回のタクシー券もそうだし。というところを、改めて今回感じつつ。今の PASMO

の話を聞いていて。だから、どこまで信用するか、どこまで疑うかによって。これは行政の

サービスですので、難しいなというところを改めて感じていたと。 

 すみません。ちょっと余談でしたけれども、電子マネーの件で、何か御意見ありますか。

ちょっと難しいかなという委員会としての結論でよろしいでしょうか。アイデアはすばらし

いのですけれども、現実問題、難しいかなと。どうでしょうかね。では、ひとまず電子マネ

ーは難しいという結論で。もしまた後で何か思いついたらお声がけください。 
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 それで、次が手当なのですね。こちらはやり方によっては可能性があるのかなというとこ

ろなのですけれども、手当について、皆様のほうから御意見ありますか。金額に関しては、

一応予算維持という想定らしいです。先ほど事務局のほうに確認をしたのですが、今あるパ

イをタクシー券として分配しているわけですけれども、それをこういうお金、手当にした、

そのままの金額だそうです。これはあくまでも目安だと思いますけれども、試算なので、厳

密にはまだこの細かい金額ではないと思いますけれども、イメージとして、これぐらいかな

という形で、今日のところは御理解いただければいいのかなと思いますが、手当のほうでい

かがでしょうか。はい。 

委員Ｄ：ちょっと手当の支給の前に１個確認したいのですけれども、現行の福祉タクシー券

というのは、年度が切り替わると、市役所に返金というか、余ったものは返してしまうので

すけれども、それか個人で処分するかという形だと思うのですが、仮に、例えば昨年度のタ

クシー券の余りを持っていて、タクシーに乗ってそれを利用してしまったら、タクシー会社

で、これ、使えないですよみたいなものというのは分かるのですか。 

事務局：そうですね。タクシー券は何年度と書いてあるので使えないです。 

委員Ｄ：では、その年度ごとに変わるからということですかね。では、１年こっきりで、そ

れは金券から紙切れに変わるということですよね。 

 それで、そうなったときに手当の支給になって、多分手当が口座に入って、それを交通費

として使うのかで、多分領収書なりを持っていって承認して、その金額が一致していれば、

返金がなくなると思うのですが、何か計算するのが大変だろうなとか、返金するシステムが

大変だなとか思うけれども、多分そのほうが受ける側としても、市役所側としても、スムー

ズではあるのかなというのはちょっと思ったのですよね。なので、そのチェック機能と、

我々としてはひと手間かかってしまいますけれどもというところが整理されていると用途も

広がるし、対象者も広がりやすいかなと思うけれども、その分、今まで使っているタクシー

券で不満がない方というか、利用で満足されている方にとってみれば、ちょっと手間が出た

りするので、その辺で何か反発が出てくるかなというのはちょっと感じています。ただ、用

途を広くして、対象者を広くする分には、やっぱりこの手当支給にして、最後、どこかで確

認するみたいなチェックが一番やりやすいのかなというのはすごく感じました。 

 ガソリン費も、３か月ごとに領収書を提出しているので、こんな感じでもいいのかなとは

思ったのですけれども、私はそのように感じました。 

委員長：どうぞ。 
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委員Ａ：根本的なところですみません。課題となっている、このチェック機能というのがま

ず本当に必要なのかどうかというところはお聞きしたいというところと、あと、今現在のタ

クシー券で、先ほどのアンケートを見ると、ほぼ使い切っている方と全て使い切っている方

でほとんどなのですよね。そうすると、逆に今回、現金での手当で支給される場合は金額が

減るので、減ってしまうということは、この金額以下になるということは足りなくなってし

まっていて、さらにそれで領収書とかでチェックをしなければいけないというのは、今まで

よりも制度としてはかなり不満が出るのではないかなとちょっと思いました。 

 あとは、ガソリンとタクシーに関してはそういった領収書等が出せますが、バスや電車は

定期とかの購入とかでなければ、そういう領収書は出せないと思うので、やはりその辺のチ

ェックをする必要性というのが市役所的にどの程度あるのかをちょっとお聞きしたいです。 

委員長：お願いします。 

委員Ｅ：障害福祉課です。今、手当の支給ということで、やり方のお話だと思いますけれど

も、私がぱっと、手当の支給にしたとき、どうなるのというのを考えると、恐らく確認とか

はできないだろうな、やらないだろうなと思います。それは後日というか、領収書なりの確

認ですね。 

 では、どこをもって、その手当が移動のために要した費用に対しての手当になるのかとい

うのは、今このように決めたというのはないですけれども、恐らく申請をしていただくとき

に、これは電車、バス、タクシー等の移動に伴う費用に対する手当ですという御説明をした

後に、それに使われるものですということで御同意なり、それの内容を理解した上での御申

請というところで、入り口のところで制度趣旨の説明をするということ以上は、なかなか後

から確認するといっても、先ほどの PASMO の履歴が最大 100 件ではないですけれども、これ、

何千人も対象者がいる中で、電車、バス、タクシー、その他電気自動車も出てきたり、ガソ

リンも出てきたりなどというのを全部領収書をもらって、それが全部手当額以上かどうかな

どというのを確認するのはもうそれは現実的ではないので。 

 とすると、先ほど委員Ｄも言っていましたけれども、行政だけではなくて、委員Ａが言う

とおり、利用者にもすごく御負担が出てきてしまうので、手当という手段を取るということ

は、イコールそこはしない。ただ、市民の皆様からお預かりしている大切な税金なので、公

平性だとか、透明性だとかというのを担保していくために、入り口のところで可能な限りの

手当の制度の趣旨を説明して御利用いただくということなのかなというように今ちょっと感

じております。以上です。 
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委員長：はい、どうぞ。 

委員Ｄ：ごめんなさい。そうなると、仮にこの手当支給になったときに、タクシーに限らず、

電車、バス、あとガソリン等と書いてありますけれども、現行のガソリン助成のやり方も変

わってくるということになりますか。 

事務局：そうですね。もうタクシー券もなし、ガソリン費の領収書の後からの提出というの

もなしで、ちょっと話が先に行ってしまって申し訳ないですけれども、これ、ガソリン券と

いうのが出てきていますが、このガソリン券というのももちろん手当になれば、そういうの

もなしということになると思います。 

委員Ｄ：ただし、手当を受ける前にちゃんと説明はするというところで。 

委員Ｅ：そうですね。先ほど委員長から性善説に立った制度であるというのは、ほかのとこ

ろでも、国の制度でも、民間の私鉄、ＪＲの制度でもそうなっているというのも、そういう

ところから確認するのがなかなか困難だというところから、事前の説明で性善説に立って成

り立っている制度なのだろうなと思いました。 

委員長：社会手当みたいな考え方ですかね。例えば児童手当で、本当に児童のために使って

いるのかというと、領収書は出さないですものね。だから、社会手当の考え方で、生活保護

とは違うということですよね。生活保護での費用の使い方とは違うのかなと。 

 私は事務局に１つお伺いしたいのですけれども、タクシー券。現状のお話なのですけれど

も、例えば、計算しやすいようにタクシー券、毎月 1,000 円だとして、では、年間タクシー

券１万 2,000 円ですと。それで、４月に頂いて、すぐにもう全部使ってしまいますと。１万

2,000 円分使ってしまいました。それで、５月に調布市から出ますという考え方。この場合

は、現実的に戻してもらうのですか。使い切っている分は。現状はどうされているのですか。 

事務局：もう使い切っているものはそのままですね。なので、同じ制度がある自治体に行け

ば、またそこでもタクシー券をもらえる。そんな形です。 

委員長：なるほど。５月から住民票を移したら、４月分はなしでと。それは調布市も同じで

すかね。 

事務局：ただ、調布は半期で分けているので、３万 9,000 円というのは等級を満たした方で、

10 月までに例えば調布に転入していれば、満額お渡ししていると。今はそういう制度です。 

委員長：なるほど。分かりました。ありがとうございます。いかがでしょう。手当。はい、

どうぞ。 

委員Ｄ：すみません。もう１回。ごめんなさい。もしそのチェック機能が性善説によって成
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り立っていくというところの決定みたいなものはここの中でやるのですか。 

委員長：あくまで、この委員会というのは方向性。案を市役所のほうにお出しして、あとは

それをどう事業化というか、有効化していくかというのは次の段階で、ここでは方向性を出

せればいいかなと思っています。 

委員Ｄ：さっき委員Ｅが言ったように、もしそういう形で運営ができるのであれば、多分こ

の３つの方法の中では、手当支給がやり方的に一番妥当だと思うし、タクシーよりもいろい

ろなところで利用でき、金額は減ってしまうかもしれないですけれども、幅広くいろいろな

方が利用できるので、メリットが大きいかなとは思うのですが、逆にデメリットというのは。 

 私は今の現行のタクシー券の支給を受けていても全然利用ができないので、していないの

であれなのですけれども、逆に支給されていて、この８割ぐらい満足、とても満足している

方にとってのデメリットは何かあるのかなと。減額以外で何かあるのかなというのをちょっ

と考えたときに何があるのだろう。口座に振り込まれるからお金を出しに行かなければいけ

ないところかなと。何があるのですかね。何かその辺。金額が下がる以外で、デメリットが

何かあるのかなと。そのチェック機能がもし仮にそういう方向で進んだ場合。ガソリン券を

利用。 

委員Ａ：デメリットは、今のお話を聞く限りは結構解消されるなと思っていて、やはりこの

３つの中では手当で支給というのが一番シンプルでいいのかなと思います。実際、うちは身

体の３級でタクシー券をもらっていて、タクシー券はほぼ使い切ることがなく、使わない状

態での返却をしていました。ただ、移動としてかかっている交通費というのが、今、うちは

バスなのですね。普通の人が歩くことができる距離が歩けないので、バス利用なので、例え

ば金額が下がったとしても、この１万 2,000 円分を PASMO にチャージをして子どもが使える

ので、すごくいいなと思います。以上です。 

委員長：だから、委員Ｄが疑問に思っているのは、例えば、今、３万 9,000 円でしたっけ。

３万 9,000 円を現金でもらうことになったと考えると、多分何もデメリットはないですよね。

だから、多分ないのですよ。金額以外。金額が下がることのほうがすごく大きなデメリット

になって、足りない方が生ずるのも予測が簡単なのですけれども、それ以外はないのではな

いかなと。多分申請手続だけで。 

委員Ｄ：ガソリン助成のところも手間がなくなりますものね。 

委員長：そこの支給回数をどうするかは、それはまた市役所のほうで。多分４回に分けるの

かとかによって変わってくるかもしれないですけれども。 



17 

 

委員Ｄ：金額以外でデメリットがないのであれば、もしかしたら手当支給が一番やりやすい

のかなと。デメリットをイメージする限りでは。 

委員長：この次の議論もまた難しくて、さっき委員Ｅがおっしゃった公平性だとか、そこを

どう担保していくか。金額が下がることに対する理屈が必要でしょう。そこの方にも。そこ

が次の議論ですよね。選択肢としては手当。ガソリン券。ガソリン券との併用というのもや

り方によってはありますが、それはナンセンスな議論かもしれないですけれども、選択肢と

してはあるのですが、ひとまず、皆様は手当支給一本化の方向性でいいですか。この後が大

変なのです。この後どうするか。どう御納得いただける着地にするか。何かありますか。 

事務局：事務局から補足いいですか。 

委員長：はい。 

事務局：さっき委員Ａから、タクシー券を使い切っている人がこれだけいる中でというのが

あったと思うのですが、もちろんこれも詳細を聞いてみないと分からないのですけれども、

多分その中には券をもらっているからタクシーを使って、病院とかで使い切っている人もい

るとは思うのです。もしかしたらその金額をもらえたら電車やバスで行くから、実際はもう

ちょっと抑えられたなどという人も恐らくいらっしゃると思うので。ただ、本当にタクシー

でないと移動が難しいという人ももちろんいらっしゃるとは思うので、そういった方に対し

ては不利益になってしまうので、事務局のほうでも何かしら考えなければいけないのかなと

は思っております。 

 例えばなのですけれども、こういった手当化をしますよ、ただ、経過措置として、引き続

きタクシー券で欲しい人は、それも選択制として出しますよとか、そういうのも１つの案と

して。いきなり変えるのではなくて、そういう経過措置みたいなところも考えながら制度が

構築できればとは思っているところでございます。以上です。 

委員長：今、併用とおっしゃったのは、金額的にも差をつけるということですか。 

事務局：場合によってはです。もちろんそれがいいとは言えないですけれども、どうしても

私はタクシーしか使わないのですよという人に対しては、経過措置みたいな形で今の券を支

給するだったり、そういうのも１つの方法なのかなとは思いますね。 

委員長：それは現金を払えばいいですよね。 

事務局：そうですね。 

委員長：はい、どうぞ。 

委員Ｄ：今、同じ意見で、タクシー券は別になくても、現金を払えば、その分、そこのお金
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を引き出さなくてもいいかなと。タクシー券の代わりにお金を払えば問題ないかなと思うの

と、タクシー券があるからタクシーを利用するという人はいるのかなと思ったのが１つと、

例えばタクシー券だと３万 9,000 円で、現金、手当化だと２万 4,000 円だと、やはり平等性

もある。そこは何か一律にしてもらえるといいかなと思うのと、どうなのですかね。タクシ

ー券じゃないと嫌だという人はいるのですかね。私はあまりいないような気がするので。実

家が酒屋だったのでビール券の捉え方をすると、ビール券とか図書券というのはその券で買

えるけど、固定の金額なので、それよりは何かお釣りも出ないしというのだと、それがなく

ても困るという人はそんなにいないのかなと個人的には思ってしまいますけれども、その辺

の考え方はあれかなと。すみません。 

委員長：どうぞ。 

委員Ａ：先ほど言ったタクシーの利用がすごく多い高齢の方、65 歳以上の方の目的がほぼほ

ぼ通院ですよね。通院に関しては別の何かができるとか、そういうのがあれば、金額が減る

分は解消できるのかなとも思ったりして。 

 あと、今、病院が送迎バスみたいなものを出しているところとかもあるので、通院で使う

という方でしたら、そういったものを利用する方法も、もしかしたらそれぞれのタクシー券

の金額が減るということで、そういう何か違うもので補塡していくようになっていくのかな

と思ったりもしました。本当に通院が多いのだなというのは先ほどのアンケートで感じてい

ます。 

 小さいお子さんで、お母様が免許を持っていない場合は、やはり通院でタクシーを使う方

がいらっしゃるということもありますので、そういう通院に関しての利用が、今、現状のタ

クシー券のほうが多いということなので、実際この金額が減ったところでのそういう何か手

続上で代わりのものができる可能性があるならば、この金額でも何とかなるのかなと思いま

す。ちょっとまとまらなくてすみません。 

委員Ｅ：障害福祉課です。今の高齢者の通院についてという話があったので、せっかく高齢

者支援室が来ているので何かありますか。 

委員Ｆ：高齢福祉担当です。こんにちは。高齢者の通院に関しては、介護保険制度上、通院

等乗降介護というものがあるので、事業者さんさえあれば、高齢者の方はそちらで通院のお

手伝いは一定程度受けられると思います。 

 さっき事務局がおっしゃっていたみたいに、高齢者もあるから使っているだけで、あるも

のを適正な資格をもらって利用しているということになるので、そこに関して一定の制限を
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加えるとか、だめですよというのは、逆に今まで使っていた方たちからは若干反対は出てく

ると思います。 

 ただ、金額に関しては下がるから嫌だというのか、あるいは先ほどから言っているみたい

に、あるものをただ使っているだけという感覚なのであれば、金額が下がることに関しては

一定程度の理解はもらえるのではないかなとは思います。以上です。 

委員長：ありがとうございます。はい、どうぞ。 

委員Ｅ：今の高齢者支援について、行政側で掌握しただけではなくて、横のつながりでやっ

ていかなくてはいけないことですけれども、ちょっとすみません、戻ってしまうのですが、

委員Ｄから、手当化した場合にほかにデメリットはないのかなということで、ここに書いて

あるのは、使途の確認がちょっと困難ですよというのはありますけれども、それについては

私が、手当にした場合にはこうこうこうですよと説明をちょっとさせていただきましたけれ

ども、それは所管課としての説明にもなりますので、財政課と企画経営課ということで、行

政もお金の面からと政策的な面からでしっかり見ていただいている課も来ておりますので、

そういうところからも手当にした場合の気をつけなくてはいけないところだとかの御意見を

いただけたらありがたいなと思っています。 

 すみません。委員長に質問しておきながら、委員長に代わって振ってしまったのですけれ

ども。 

委員長：では、財政課さん、御意見があれば、お聞かせいただいていいですか。 

委員Ｇ：財政課でございます。前回、私、いなかったのですけれども、前々回の委員長の御

意見の中で、現金給付に関しては慎重にということと、やはり税金の内容であるということ。

あと、現金は便利だけれども、行政として、それをどのようにしていくかというチェック機

能の話というのは必ず出てくると思うのです。 

 何て言ったらいいのか、なかなか難しいのですけれども、私の立場から言うと、ちょっと

語弊があったら恐縮なのですが、性善説で成り立っている制度というのは、悪用が判明して

しまうと、制度の存続自体が危うくなるものだと思うのです。当然お使いになっていらっし

ゃる方というのは性善説というか、そもそも必要があって補助金というか、その制度を利用

して、いい方向に使っていただいていると思うのですけれども、そうではない方も参入とい

うか、そういうのを許したときに、最終的にその制度自体が存続できなくなるということを

少し頭に入れていかなくてはいけないのかなと思う部分もあります。 

 それでチェック機能というのは、やはり税金である以上、どこかでつけなくてはいけない
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ものだというように自分としては認識をしている部分もありまして、そこを工夫していく必

要があるのかなと。 

 電子マネーの話というのはもうなくなってしまった話ではありますけれども、例えば履歴

が 100 件であれば、タクシーだけに使ったりというので、その 100 件になるのかというか、

100 件以内に抑えられる部分もあるのかもしれないという部分もあったりとか、そういった

ものもあるのかなというようには、ちょっと蒸し返しみたいになってしまって恐縮なのです

けれども。 

 なかなか今って、行政も厳しい、財政も厳しい中、ただ皆さんの使いやすい方向性という

ようにやっていくときに、以前、私が参加したときに申し上げたかもしれませんけれども、

必要な方に必要なものがきちんと届くというのが本来の姿なので、ちょっと正論っぽくなっ

て恐縮なのですけれども、少しチェック機能の関係であるとか、履歴をきちんと確認できる

とか、例えば、万が一というか、もし手当化するにしても、何らかのそういった方向性なり

何なりというのも検討していただく必要があるのかなというように認識しております。雑駁

ですが、私からは以上です。 

委員長：ありがとうございます。すみません。私からお聞きしたいのが、私は市の事業を全

て理解しているわけではないのですが、同じように手当化で、別に福祉に限らずなのですけ

れども、事業で何か参考になりそうなものはありますかね。 

委員Ｇ：私も経験がそんなにあるわけではないのですけれども、手当化という方向が今あま

りそっちの方向に行かないというか、行政として、さっきおっしゃった、まさに公平性の部

分が疑われるというのがすごくありまして、ありていな言葉で言うと、すごく広範囲に広げ

てしまう、ばらまいてしまうというような批判というのが出がちなので、どちらかというと、

適正な方向性に行くように整備をしたり、今、そういった形で広範囲に現金が広がってしま

うような方向性というのをなるべく縮小していくような方向性にならざるを得ないという部

分もあるのかなというような認識です。 

 市の補助金とかの関係であっても、なるべく民間のほうでやれるものは民間のほうにとい

うことで、市のほうで何か交付するという方向性を少しずつ整理しているというのが現実的

なところと言えると思います。以上です。 

委員長：必要な方に届けているという根拠が必要ということですかね。 

委員Ｇ：やはり元手が税金というところがありまして、それを特定の人という言い方が難し

いのですけれども、使わない人がそれを享受して、何か別のものに使ってしまうというのは
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やはりちょっとよさなければいけないかなと認識しています。 

委員長：分かりました。ありがとうございます。 

委員Ｅ：まさしく今、委員Ｇがおっしゃったとおりだと思います。もし手当の方向で検討す

るということになったとしても、可能な限りというか、先ほど言ったとおり、手当にした場

合、全ての領収書を回収して、全ての使用実績を見るなどということは全く不可能で、何な

らそれに時間を割いて、人件費を使うほうが税金の正しい使い方としてよくない姿だと思い

ますので、やはり行政側にも効率性ということは求めなくてはいけないと思います。このバ

ランスを見ながら、しっかりとした税金の使い方をしているかというところの担保を効率的

に確保していくということが必要なのだろうなと思っていますので、すごく難しいとは思う

のですけれども、そこを考えて。手当にした場合にはそこがかなり高いハードルというか、

しっかり考えなくてはいけないところだなとは思っています。 

委員長：ありがとうございます。この件について、皆さんはほかに御意見ありますか。はい、

お願いします。 

委員Ａ：もともとこの福祉タクシー券の検討委員会が始まったところで、この制度自体が公

平ではないというところから始まっているような気がしているのですが、タクシーが使えな

いけれども、交通費がほかですごくかかっているという人が結構いるということから、いろ

いろ親の会でも要望をいただいていたので、実際にチェックが必要というのは分かりますが、

もともとが公平ではなかったというところをまず御理解いただけたらなと思います。以上で

す。 

委員長：ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。 

委員Ｇ：もともと公平でないとすると、公平な方向性に持っていかないといけないものとい

うようなところがある。言い方が難しいのですけれども、せっかく委員会を開いたのですか

ら、今まで公平でなかったものは公平な方向にしましょう、だけれども、今までチェック機

能がもし図られていたのだとしたら、そのチェック機能は生かしましょうというような方向

性というものを、やはり難しいところなのですけれども、探っていきたいなと。なかなか難

しいものをもう座長の先生がいらっしゃる中でやっているところなのですが、難しいところ

だけれども、そこを少し探っていく必要があるのかなという気はいたします。難しいですね。

私もいいアイデアがあるわけではないです。 

 ただ、さっきもうなくなってしまいましたけれども、チェック機能という意味では、やは

り PASMO 的な部分というのは１つの方向性としてはあったのかなとは思います。ただ、確か
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にそれはタクシー会社が限られてしまったり、チャージであったり、デポジットの関係とか

があったり、いろいろ難しい部分があるのかなというのは認識しているところです。 

 では、現金だったらというと、確かに使いやすい。現金は当然使いやすいです。それに対

して、どういったチェック機能だったり、どういった公平性をここで持たせていこうかなと

いうのが１つ重要かなと思います。長くなってすみません。 

委員長：貴重な御意見、ありがとうございます。その他、いかがでしょう。よろしいですね。

では、この資料４につきましては次回もありますので、ひとまず電子マネーについては厳し

いという状況の中で手当化、手当支給という形で、この後、少し議論を煮詰めていければな

と思っております。その際、今、財政課さんが危惧されている辺りも含めて、根拠のある制

度設計をしていかないといけないなというのは多分委員の我々も同じ考えだと思いますので、

またその際、お知恵をいただければなと思います。 

 続きまして、資料５－１について、まずは事務局のほうから説明をお願いしてよろしいで

すか。 

事務局：それでは、資料５－１、精神障害者の方を追加する場合の認定方法とメリット・デ

メリットについて説明いたします。 

 こちらも１つ、このあり方検討委員会の大きな論点になっておりまして、これまでの話合

いの中では、精神障害の方も加えるという方向で議論が進んでいると思うのですけれども、

実際追加する場合の認定方法をどうするのかというところを事務局のほうでいま一度整理を

させていただきました。 

 まず１番、診断書を用いて認定という方法でございます。こちら、精神障害者の方で手帳

を取っている方については診断書を提出いただいておりますので、その診断書の内容を使用

させていただくという方法になります。 

 こちら、メリットといたしましては、客観的な資料で確認が取れるというところ。そうい

った資料からタクシー券が必要であるという理由を確認することができるといったところが

メリットかなと思います。事務局としても客観的に確認が取れますので、この方法がいいか

なと当初考えていたのですけれども、いろいろ少し考えないといけないところもあるのかな

といったところが右に書かれております。 

 まず診断書につきましては、あくまでも手帳用の診断書でございますので、本来の目的外

で使用するというのが１つ懸念されるところです。また、基本的に診断書の内容というのは、

患者様御本人様には見せないという病院もある中で、このタクシー券の申請に診断書を活用
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することがどうなのかという懸念がございます。また、身体障害者手帳、愛の手帳が、現状、

等級のみで認定されている中で、そことの公平性がどうなのか。また、その場で判定が行え

ないため、タクシー券の交付までに時間を要してしまうといったところがデメリットとして

あるかなと思っております。 

 続いて、２点目の診断書及び申請書の記入内容により認定。こちら、先ほどの診断書に加

えて、申請書の中でタクシー券を必要とする理由を書いていただくという方法になります。

こちら、病状だけでなくて、その方になぜ支援が必要なのかというのを把握できる一方で、

申請書の内容を信じて認定する形になりますので、少し公平性を考えていく必要があるのか

なと思っております。 

 ３点目、手帳等級で認定。こちら、現状の身体、愛の手帳と同じような認定基準ですので、

認定基準が明確になるというのがメリットとしてございます。もし２級までを対象とした場

合は対象者の数がかなり増えますので、１人当たりの支給金額がどうしても大幅に下がって

しまうということが懸念されるところでございます。 

 続きまして、資料５－２、こちら、関連して、精神障害者を追加した場合の金額の試算に

なります。こちらは、まずタクシー券で交付した場合ですけれども、どうしても新しい対象

の方を追加するとなれば、所得制限を入れることになります。こちら、精神障害の１級のみ

を対象とした場合、対象の方は 2,904 人となりまして、現在の対象者の数とほぼ変わりませ

んので、もしこのままタクシー券として交付をした場合には金額を下げずに交付ができるか

なと思っております。ただ、２級も対象とした場合には、対象者の数が 4,147 人となりまし

て、交付金額については、３万 9,000円の方は２万 8,500円、１万 9,500円の方は１万 4,200

円ほどに減額になってしまうというのが見込まれます。 

 また、次の手当・PASMO 等で支給した場合なのですけれども、こちら、どうしてもタクシ

ー券を申請していない方に対しても、対象の方には交付をする形になりますので、１級のみ

対象とした場合であっても金額が下がりまして３万 9,000 円から２万 4,000 円、１万 9,500

円の方は１万 2,000 円。また、２級まで対象とした場合につきましては、３万 9,000 円の方

は１万 7,500 円、１万 9,500 円の方は 8,700 円。このように減額になるのではないかなとい

う形で考えております。以上でございます。 

委員長：ありがとうございます。では、この件について御意見がある方はいらっしゃいます

か。はい、お願いします。 

委員Ｃ：私ども家族会で課題にしているのはやはり２級です。２級の方の場合、1,200 人と
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いう形で非常に人数が多いのですけれども、当事者の状況に大変幅がありまして、全く元気

な方もいらっしゃれば、通院が必要でずっと家にいて、親の付添いがなければ通院もできな

い方もいらっしゃるという形で、それが全部同じ２級という形になっています。 

 そこで、診断書、申告書を提出して対象者を絞り込む提案をしました。申請書に関しては

自己申告内容で、ほかの障害者の方と違う形での判断基準はおかしいという形の御指摘につ

いては、客観的な形で選んでいただけて対象になるような形という方向性が見つかれば、特

に診断書、あるいは申請書という形にこだわっているわけではありません。 

委員長：ありがとうございます。今おっしゃった診断書、申請書でもない客観的な形という

ことは、例えば通院に必ず必要ですみたいな。 

委員Ｃ：そういうものというのは客観的な情報ではないですよね。 

委員長：それは医者が書くわけですよね。 

委員Ｃ：今、お医者様に実際に頂いている診断書とは全く別の書類を作っていただかなけれ

ばいけなくなってしまいますが、それが難しいのではないかと考えました。もしそういう形

の体制をつくっていただけるのであればお願いしたいです。 

 あと、お医者様は通院している家族の状況も御存じですから、補助資料みたいなものをも

し作っていただけるということであれば、それが一番望ましいと考えましたが、新しい体制

は難しいと考え、初めに従来の診断書を提案しました。 

委員長：ありがとうございます。その他、いかがでしょうか。 

委員Ｃ：主治医ではなくて、例えば障害福祉課さんとか、そういった市の方も第三者という

形になると思いますので、そちらのほうで事前に情報を得た上で対象になるかどうかという

形での判断材料という資料を作っていただくという考え方もあるかなとは思います。 

委員長：はい。 

委員Ｄ：今おっしゃったところというのは精神保健福祉手帳をお持ちの方で、２級の方だと

症状が幅広いというところで、１人で通院されている方もいれば、御家族とか介助者とか付

添いの方が必要で通院されている方もいらっしゃいますよというところのお話で、その客観

的な目というのは、障害福祉課が見て、この方は家族の付添いや、ほかの方の付添いがない

と通院が難しいという方には支給があってもいいのではないかという捉え方ということです

よね。 

委員Ｃ：はい。 

委員Ｄ：今回アンケートにも１級の方はなかったのですけれども、１級の方というのはもっ
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と体調が悪かったりするのですか。 

委員Ｃ：そうですね。私どもの家族会に参加されている方で１級の方はいません。１級の方

はもしかするとかなり御高齢になってしまって、ずっと病院に入院されている方、あるいは

御高齢でなくても非常に症状が悪くて、ずっと入院されている方ではないかというように私

ども家族会では考えております。 

委員Ｄ：なるほど。では、その地域で暮らしているというよりは、入院されている方が多い

のではないかということですよね。 

委員Ｃ：はい。 

委員Ｄ：ちょっと引っかかっているというか、平等性というか、公平性を保つところで、精

神の方、２級の症状が幅広いのは全然分かるし、御家族が必要とか、付添者が必要で、通院

が必要というところも意見としてはとても分かるのですけれども、やはり身体とか知的の方

というのは、現行では手帳の等級で決まっていて、そこに家族が付き添うとか、介助者が必

要で通院ができませんとか、家族が必要だから通院ができませんという方はその等級以外の

方もいらっしゃる可能性があるとなると、そこがちょっと不平等感を感じるかなと思ってい

て、そうすると、医師の診断書のほうで、それを一筆書いてもらえるといいのかなとか思っ

たりするのですけれども、どうですかね。 

 ほかの障害は等級で定まっていて、精神のところは等級の幅が広いから個別の状況を見る

というのは不平等感があるのかなとか思いつつ、でも、それはそれで大事なことなのでとは

思いつつ、どこを落としどころにするかなというのはちょっと答えは出ていないのですけれ

ども。 

委員長：等級の中にグラデーションがあるというのはどの障害も一緒で、そこの公平性です

よね。例えば、身体の２級でも１級に近い人もいれば、３級付近の人もいるという幅があっ

て、さらに移動に関してアセスメントを行うのだったら、多分等級の中でさらにグラデーシ

ョンだと思うのですよね。 

 さっき精神の方、1,200 人いらっしゃって、今度、仮に手当支給になった場合、恐らく希

望者は結構いらっしゃるのではないかなと思っていて。いわゆるタクシー券ではなくて、手

当になった場合。そう考えると、結構な労力かなと。例えば、市の方が第三者としてアセス

メントするにしても、多分相当時間と労力。または、該当しないという回答を受けた人に対

する対応だとか、結構膨大な仕事量が厳しいなというのがあって、では、診断書というと、

診断書もそれなりにお金がかかるでしょうから。 



26 

 

 でも、１級だと結局ニーズがないですから。多分形から行くと、重度とくくれば、１級だ

けの方にして、身体は１、２級とか、本当に紋切り型で恐縮ですけれども、多分それが制度

設計としては一番理屈が通るのだけれども、実際はいらっしゃらない。でも、これ、愛の手

帳も一緒だと思うのですけれども、愛の手帳も恐らく１度の方たちは伝わっていらっしゃら

ない。難しいですよね。多分１度だけ対応ではないですね。２度まで入っていますね。難し

いですね。はい、お願いします。 

委員Ｅ：今、おっしゃられていたことは委員Ｄも言ったとおりよく分かるし、その重要性も

分かるのですけれども、先生も今おっしゃったとおり、どの障害にもグラデーションがあっ

てということになれば、見るのだったら、全部見るしかないと思うのです。なぜなら、今、

私が例えば精神障害者手帳２級で、判定でだめだったと言われた当人だとしたら、何で身体

と知的のほうは直接判定していないのだと思うと思うのです。だって、あっちだって、１人

で移動できているような人がいるではないかと思うと思うのです。だから、何か等級以外で

やるべきだと言うのであれば、併せて、ほかの障害もやるべきだと言わないと筋が通らない

かなと思うのです。落ちてしまった人の気持ちを考えれば。 

 そうなると、手帳所持者、等級を区切ったとしても何千人。手帳全部合わせれば１万人近

くいますので、そのうちの何割かということに、半分だとしても 5,000 人というところを、

情勢が変わる中で、毎年皆さんを個別に見ていくというのは、制度として、そういうやり方

というのは、恐らく先ほど言った効率的ではないし、多分利用者の皆様も毎年そのようにや

られるわけなので、利用者のほうも負担だと思うのです。ですから、大切なところは分かっ

ているのですけれども、個別に見るということはちょっと難しいかなとは思っています。 

 その代わりとして、何かいいものがあるのであれば、もちろんその案を出していただきた

いし、私も考えているのですけれども、ほかの制度は等級で区切って対象者を決めていると

いう現状から見ると、やはりほかのいいアイデアがなかなかないのだろうなというようには

感じています。だからといって、議論をやめるわけではないのですが、今の話を聞いていて、

この方法になるとちょっと厳しいかなとは思いました。 

委員長：ありがとうございます。うーん、難しい。 

委員Ｄ：逆に等級で区切ってしまうと何か問題とかあるのですか。 

委員Ｃ：こちらといたしましては、前々から申し上げておりますように、親の補助でやっと

通院できている２級の方が非常に多いものですから、親が高齢化で通院の付添いが難しいと

いう課題がこれからどんどん増えていくのです。もし等級で区切って、１級、２級まで対象
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にしていただけるのであれば、もう本当にそれはこちらとしては大変ありがたいです。２級

まで対象にしていただきますと、金額の負担が非常に大きく変わります。毎年の障害福祉課

さんへの要望書では出しているのですけれども、対象となるお金の関係上、予算の関係で無

理ですとずっと言われ続けてきましたので、そこで絞り込む案を考えました。２級まで対象

にしていただけるのであれば、こちらとしては本当にありがたいです。 

委員長：そうですね。 

委員Ｄ：質問。すみません。例えば、タクシー券。現行のタクシー券というのは申請しない

と来ないではないですか。例えば、入院された方は、御家族が申請をしてしまった場合は通

ってしまうものなのですか。入院の人たち。 

事務局：仮にそういう情報を聞いたら、使わないですよねと言って、我々としては出してい

ないのですけれども、さっきの性善説ではないですが、特に何も言わずに申請を出されてし

まうと、我々としては確認しようがないので交付してしまうことにはなってしまいます。 

委員Ｅ：基本は移動のためなので。だから、タクシーを使うためなので、ちょっと語弊があ

るかもしれませんけれども、移動を必要としない入所している方とか、入院されている方に

ついては対象外にしていますよというところはある。 

委員Ｄ：ちょっとまたあれなのですけれども、また幅が広くなってしまう。例えば、自立支

援医療を受けている方とかだと、３級を受けているかはあれですけれども、そうすると、入

院されている方は対象ではないですよね。 

事務局：そうですね。 

委員Ｅ：自立支援医療を受けている方というようになると、手帳の１、２級を合わせた方の

倍ぐらいになります。 

委員Ｄ：そうなのですね。 

委員Ｅ：プラス 1,000 人。 

委員Ｄ：そこで等級も挟んでしまうと、今度ちょっと限定し過ぎてしまいますよね。 

委員長：難しいですね。すみません。まだ議論は途中なのですが、もう一点、車椅子福祉タ

クシーについての資料があります。 

(6)車椅子福祉タクシーの課題と検討事項 

委員長：資料６の御説明を事務局のほうからお願いします。 

事務局：それでは、資料６「車椅子福祉タクシーの論点」について説明させていただきます。

本日、時間が短くなってしまって恐縮なのですけれども、今後の議論のために、今後の課題
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について、皆さんと共有させていただければなと思いまして、こちらの資料を作成いたしま

した。 

 １、対象者につきましては資料に書かれているとおりですが、今後、こちらの対象者につ

きまして、今、下肢・体幹機能障害の方と障害福祉手帳を持っていなくても、65 歳以上の方

で大型の介護タクシー等でないと移動が困難な方については利用を認めているケースがある

というところで、なかなか対象の方が明確になっていないという現状がありますので、その

対象の方ですね。本当にこの制度が必要な方というのはどのような方なのかといったところ

を皆さんのお知恵をかりながら協議していければなという形で考えております。 

 また、こちらの制度、年々利用件数が増えてきておりますので、その辺り、現状の利用方

法でいいのかといった議論もさせていただければなと思っております。具体的には使用用途

ですとか、利用回数に制限をつけるべきかどうかといったような点について御議論いただけ

ればと思っております。 

 今、その点につきまして、画面のほうに補足資料を出しているのですけれども、こちら、

前回の車椅子福祉タクシーの利用実績の資料の中で、高齢者の方でどのような利用目的で利

用しているのですかというところを調べた資料でございます。やはり大部分、８割ぐらいの

方は通院で使用されているという結果が出ております。 

 また、利用されている方の中では特定の方がかなり繰り返して使っているといった現状も

ありまして、１人で 100 回以上利用されている方については、こちらもやはり通院が大部分

で、次いで通所でお使いになっているというのが調査結果。詳細をお調べしたところ、分か

ってきたところでございます。 

 また、前回、事業者ごとに車両をどのくらい持っているのといった御質問をいただきまし

たので、そちらもお調べしております。そのグラフの一番左に車両台数を載せているのです

けれども、割と営業区域が広い会社などは数十台持っていたりするのですが、かなり小規模

で運営されている事業者様が多いので、おおむね５台以下といった会社が多いようでござい

ました。以上です。 

委員長：ありがとうございます。この件については、最終的に意見出しだけ。この状況につ

いてですよね。 

事務局：はい。 

委員長：分かりました。すごいですね。多数回利用者が驚きの数でしたが。皆さん、この件

で何か御意見ありますか。ちょっとタクシー券とは離れてしまうのですが、高齢者支援の方
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はいらっしゃいましたよね。 

事務局：おります。 

委員長：その方の御意見を伺いたいのですが。すみません。ちょっと高齢者関係の立場から

何かお感じになっていることがあれば、御意見いただいていいですか。 

委員Ｆ：はい。まず基本的に利用の対象者がはっきりしていないので、誰が対象なのかとい

うのをはっきりさせる必要があると思います。アンケートの中で、今日配られている資料の

中でも、介護度がついていない方ですとか、要支援１、２とか、要介護も１から３ぐらいま

での方というのは、恐らくこういったサービスがなくても、自力で移動ができる方だと思う

ので、そこをサービスを提供する事業者さんにきちんと御理解いただいて、対象ではない方

は断るということをすれば、一定程度、利用人数ですとか、あとは本当に使いたい人が使え

ないという状況は改善されると思います。以上です。 

委員長：ありがとうございます。今のは通所を利用されている方のお話ですかね。 

委員Ｆ：恐らく通院等でも使われている方はいると思うのですけれども、本来、この車椅子

福祉タクシーというのは寝たきりの方を対象にしていると思うのですが、要支援とか要介護

１、２で寝たきりというのはあり得ないので、そういう方が使っているという事実自体が既

におかしいのかなと思います。 

委員長：すみません。分かりました。ありがとうございます。 

 この件についても引き続き、次回にまた時間を取りますので、ぜひほかの皆様からも御意

見をいただければなと思います。ちょっと皆さん、お若い方が多いので、イメージがしづら

いかもしれないですけれども、ぜひお願いいたします。 

 それでは、すみません。時間になるのですけれども、全体を振り返って、皆様から追加で、

あの部分で言いたいことがあった、ないでしょうかね。全体を通してで結構なのですが。大

丈夫ですか。今日の分は述べていただけましたか。本日はありがとうございました。 

事務局：次回の開催日を 3 月 22 日午後２時からに設定し閉会 

 

――了――   


