障害者自立支援法における影響調査
利用者負担軽減策並びに事業所等への補てん策についての市区町村独自施策の実施状況
Ⅰ．調査の目的・方法等
１．実施主体
きょうされん（理事長：西村直）
住所：〒164‑
0011 東京都中野区中央 5‑
41‑
18 東京都生協連会館 5F
TEL：03‑
5385‑
2223 ／ FAX：03‑
5385‑
2299 ／ E‑
mail：zenkoku@kyosaren.or.jp
連絡担当者名：川久保陽子・坂下 共

２．目的
障害者自立支援法（以下、自立支援法とする）は、本年４月の一部施行、また 10 月から全面施行
に移された。これに沿って市区町村においては、様々な検討を重ねてきていると思われる。この法律
のねらいの一つとして、地域間格差をなくすことがあげられていた。しかし、実施後の状況は、これ
とは逆の方向にあるのでは、関係者からこんな声が出始めている。そこで、本会は全ての市区町村を
対象に自立支援法への独自軽減施策の実態を把握することにした。本調査の結果をもとに、自立支援
法の改善（市区町村への働きかけを含めて）に役立てていきたい。

３．対象
全国の 1840 市区町村
＜15 政令指定都市、764 中核市・特例市・一般市、23 特別区、842 町、196 村：2006 年 10 月現在＞

４．方法
調査依頼については、政令指定都市・中核市・特例市・一般市の 802 ヵ所については郵送、町・村の
1038 ヵ所については FAX にて。回収については、郵送または FAX にて。調査実施日は 10 月１日とし
た。

５．期間
2006 年 10 月 26 日〜11 月 28 日

６．回収状況
郵送または FAX にて返信のあったものは、1840 市区町村のうち、1075 市区町村（58.4％）であった。
返信がなかった 765 市区町村については、調査依頼の時点で「前回調査（2006 年５月 31 日現在で発表）
と変更の無いものは返信不要」
、
「独自施策の未実施は返信不要」としたため、これらについても有効回
答とした。

Ⅱ．調査結果の概要
１．全体的な傾向
（１）義務的経費給付事業関連

ある
411

①独自施策を実施している自治体 22.3％、
自治体間の格差浮き彫りに
独自施策を実施している市区町村は、411 ヵ

検討中
103

所（22.3％）、検討中は 103 ヵ所（5.6％）、ないは
1326 ヵ所（72.1％）であった。
岩手県、山口県、佐賀県では、軽減策を実施
している市町村は１ヵ所もなかった。反対に京
都府では全ての市町村で実施されていた。これ

ない
1326

に愛知が 77.8％、神奈川 74.3％が続いている（別表１）。
利用者負担・事業者補てん・補装具購入費用負担・自立支援医療のすべてを実施しているところは、千葉
県・松戸市、東京都・国分寺市、神奈川県・川崎市、岐阜県・白川村、大分県・大分市の５ヵ所であった。なお、
神奈川県・川崎市だけは・自立支援医療の三事業を含む、義務的経費給付事業全てで実施している。
②実施比率が低い東北・四国・九州ブロック、ブロック間でも格差鮮明
都道府県別の実施比率を見ると、ブロック別に実施比率に特徴が見られる。実施比率の高いブロックとして
は、関東、中部、関西ブロックがあげられ、一方、低いブロックとしては、東北、四国、九州の各ブロックがあ
げられる。

③前回からの比較、新たに９．４％増
前回調査（2006 年５月 31 日現在で発表）
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から半年経過した今回の調査で 9.4％（168 ヵ
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所）増加した。10 月１日からの全面施行に向
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けて、市区町村が検討を進めてきている結
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果と思われる。だが、全体的に見れば 1/5 に
留まっている。この法律で、地域間格差を無
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くしていくと謳っていることとは反対の現象が
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起きている。
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④給付事業別に見る実施状況、事業者
に対する補てんはごくわずか
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多い順に、利用者負担軽減と自立支援
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医療の精神障害者通院医療はともに 213
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ヵ所が実施。次に補装具購入費用（修理
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含む）127 ヵ所、更生医療 75 ヵ所、育成医
療 45 ヵ所、最も少ないのは事業者補てん
の 21 ヵ所である。自立支援医療の中でも、
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精神医療軽減策が目立つ（別表２）。
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⑤財政力指数から見る特徴、大半は財
政力に連動
財政力指数と軽減策実施比率との相関関係は、一部の例外を除いては認められる（資料３）。なお、ここで
の財政力指数は平成１６年度市町村別平均を基準値とした。京都府、島根県は財政力指数が低いにもかか
わらず、実施比率は高い。反対に財政力指数が高いにもかかわらず、静岡県、茨城県などは実施比率が低
い。ただし、京都府・島根県の給付事業の内容を見ていくと精神科医療の実施が目立つ。
（２）裁量的経費事業
地域生活支援事業にも応益負担導入
裁量的経費事業である地域生活支援事業にも応益負担制度が導入されていることが鮮明になった。自
立支援法に基づく必須事業（相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具、移動支援、地域活動
支援センター）において、一事業でも「応益負担」と回答入している市区町村は 969 ヵ所（90.2％）に
のぼっている。

２．個別項目に見る特徴
（１）利用者負担軽減策の実施市区町村は 11.6％
ある 213

1840 市区町村のうち、213 市区町
村（11.6％）が実施している。実施して
いる市町村が全くないのは、青森、岩
手、群馬、山梨、山口、香川、佐賀、
長崎の８県である。実施している上位
は、東京都 51.6％（32 ヵ所）、京都府、
神奈川県である。児童デイサービス
や児童施設利用者への軽減策につい
て、実施しているところは 72 ヵ所で、
そのうち北海道が 22 ヵ所と最も多かっ
た。次に、岐阜県 9 ヵ所、愛知県７ヵ所

ない 1627

となっており、この３道県は児童への軽減策が多いことがわかる。
実施されているところの 75.6％は市・区部に集中している。ちなみに、町は 23.0％、村は 1.4％である。
統合上限額や総合上限額（福祉サービスに関わる利用者負担、補装具購入費、自立支援医療を含めた
上限額を設定）を実施しているのは、京都府・千葉県の市町村で、これらはそれぞれ府・県レベルの独自施
策と連動したものである。
また、大分県では、県レベルの施策と連動して、障がい者就労継続サポート事業をおこなっている。これ
は、就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ｂ型）の利用者に、支援金として１日 350 円を支給する施策で
ある。ただし、大分県下でも、実施しているところと実施していないところがある。
（２）事業者負担軽減策は実施自治体はほんのわずか
ある 21

事業者負担軽減施策を実施している市区町村は、
1,840 市区町村のうち、21 市町村(1.2％)であった。なお、
その内容は、国レベルで実施している社会福祉法人減
免制度の運用拡大（会社法人やＮＰＯ法人にも適用）や、
社会福祉法人減免制度で発生する事業者への費用補
てん、グループホーム世話人配置への補助などである。
なお、２１ヵ所はすべて市区部である。
ない 1819

127

（３）補そう具購入費等負担軽減策関連
補装具購入費等負担軽減策を実施しているのは、
1840 市区町村のうち、127 ヵ所(6.9％)が実施していた。
30 ヵ所では自己負担は全くなく、その他は所得割や
日常生活用具給付事業と併せるなどの制限がある。
義務的給付事業のうち、補装具購入費用等負担軽減
策のみを実施しているところは、12 ヵ所であった。
1713

（４）障害者自立支援医療についての軽減策関連
障害者自立支援医療軽減策の
実施市町村がまったくない県は、

育成医療
46

青森、岩手、三重、滋賀、山口、徳

自立支援医療内での実施比較

島、高知、佐賀、熊本、鹿児島の
計 10 県である。なお、調査票の不
備で継続と回答したが、その内容
が把握できないところが精神通院
医療で 17 ヵ所、更生医療で 32 ヵ

更生医療
74

所、育成医療で 24 ヵ所あった。そ
のため以下からは、継続と回答し
たところを除いて傾向を見ていく。

精神医療
213

なお、三事業をいずれも実施し
ているのは以下の１３ヵ所である。
埼玉県越谷市、長野県中野市、立科町、清内路村、原村、岐阜県白川村、愛知県豊橋市、京都府京都市、鳥
取県伯耆町、島根県雲南市、出雲市。
ｱ､精神通院医療
独自施策を実施しているのは 1840 市区町村のうち、196 ヵ所（10.7％）が実施していた。このうち国民健
康保険加入者を対象として、負担なしとしているところが 58 ヵ所で半数以上を占めている。それらは長野
県、京都府に集中している。義務的経費事業の中で、精神障害者通院医療軽減策のみを実施している市
町村は 40 ヵ所（24.3％）であった。
ｲ､更生医療
独自施策を実施しているのは 1840 市区町村のうち、42 ヵ所（2.3％）が実施していた。所得や障害程度に
よる制限のあるところが 25 ヵ所あった。また人工透析に限っての軽減策実施は５ヵ所であった。
ｳ､育成医療
独自施策を実施しているのは 1840 市区町村のうち、22 ヵ所（1.2％）が実施していた。３ヵ所は自己負担
無しであるが、その他は所得、年齢、障害程度などの制限があった。

（５）地域生活支援事業について
本調査では、地域生活支援事業の中で調査対象としたのは、必須事業となっている本項目については、実
際に回答が寄せられた 1075 ヵ所を対象として、集計したものである。（義務的経費給付事業の調査については、
「実施していない、または変更がない」については返信不要と、本項目では返信が無かったところは有効回答と
しない）
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①相談支援事業
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相談支援事業については、回答の多い順に
「負担無し」が 1023 ヵ所（95.3％）
、
「原則一
割の応益負担」が 22 ヵ所（2.0％）
、
「その他」
が 14 ヵ所（1.3％）
、
「所得に応じた応能負担」
は１ヵ所（0.1％）だった。また、
「未記入」
だったのは 15 ヵ所（1.4％）だった。備考欄
には、
「近隣市町村との共同実施」
「来年度以
降は未定」などの意見があった。

負担なし
95.3%

②コミュニケーション支援事業
コミュニケーション支援事業については、回答
の多い順に「負担無し」が 957 ヵ所（89.1％）
、
「原則一割の応益負担」が 50 ヵ所（4.6％）
、
「その他」が 27 ヵ所（2.5％）
、
「所得に応じ
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た応能負担」は５ヵ所（0.5％）だった。また、
「未記入」だったのは 36 ヵ所（3.4％）だっ
た。備考欄には、
「通訳者の交通費は利用者負
担」という記入が目立った。

未記入
2.7%

負担なし
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③日常生活用具給付
日常生活用具給付については、回答の多い順に「原
則一割の応益負担」が 885 ヵ所（82.3％）
、
「所得に応
じた応能負担」が 100 ヵ所（9.3％）
、
「その他」が 29
ヵ所（4.2％）
、
「負担なし」は 16 ヵ所（1.5％）だっ
た。また、
「未記入」だったのは 29 ヵ所（2.7％）
。備
考欄には、
「ストマ用装具は無料」
「補装具費と同様の
上限額や基準額を設定」という記入が目立った。
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④移動支援事業
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移動支援事業については、回答の多い順に
「原則一割の応益負担」が 883 ヵ所（82.3％）、
「その他」が 63 ヵ所（4.2％）、「負担なし」49 ヵ所
（1.5％）、「所得に応じた応能負担」が 34 ヵ所
（9.3％）だった。「未記入」だったのは 46 ヵ所
（2.7％）だった。備考欄には、細かな単価設定や
福祉サービスとの上限負担月額をさだめている
記入が目立った。また、日常生活用具給付の項
目で「原則一割の応益負担」と回答した自治体
のおよそ９割が、移動支援事業についても「原則
一割の応益負担」と回答した。
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⑤地域活動支援センター
地域活動支援センターについては、回答の多
い順に「負担なし」が 444 ヵ所（41.3％）、「その
負担なし
41.3%

他」が 271 ヵ所（25.2％）、「原則一割の応益負
担」が 208 ヵ所（19.3％）、「所得に応じた応能負
担」が 7 ヵ所（0.7％）だった。「未記入」だったのは

その他
25.2%

145 ヵ所（13.5％％）。５つの事業の中でもっとも
負担のあり方にばらつきが出た。備考欄には、
地域活動支援センターの類型によって、利用者
負担のあり方を変えている記入が多く、「その

一割負担
19.3%

応能負担
0.7%

他」が多いことの原因にもなっている。

⑥特徴
いずれの事業も自己負担無しと回答した自治体はわずか６ヵ所で、回答のあった 1075 自治体の中で
わずか 0.5％。青森県風間浦村、長野県原村、岐阜県白川村、愛知県北名古屋市、京都府亀岡市、鹿児
島県さつま町の６ヵ所。一方で、いずれも「原則一割の応益負担」と回答した自治体は９ヵ所で、回答の
あった 1075 自治体の中で 0.8％である。岩手県岩泉町、福島県石川町、茨城県筑西市、茨城県茨城町、
岐阜県各務原市、静岡県松崎町、高知県馬路村、熊本県五木村、鹿児島県与論町の９ヵ所。

