
　心身障害者福祉手当　改正案比較表

22年度 26年度 31年度 22年度 26年度 31年度 22年度 26年度 31年度 22年度 26年度 31年度 22年度 26年度 31年度
65歳以上 19,500,000 72,660,000 101,820,000 -30,300,000 -114,060,000 -159,960,000 19,500,000 72,660,000 101,820,000 -30,300,000 -114,060,000 -159,960,000 19,500,000 72,660,000 101,820,000
併給制限 -5,850,000 -21,750,000 -30,450,000 0 0 0 -5,850,000 -21,750,000 -30,450,000 0 0 0 -5,850,000 -21,750,000 -30,450,000
精神１級 15,000,000 18,270,000 23,400,000 15,000,000 18,270,000 23,400,000 15,000,000 18,270,000 23,400,000 15,000,000 18,270,000 23,400,000 15,000,000 18,270,000 23,400,000
精神２級 98,400,000 119,640,000 152,760,000 98,400,000 119,640,000 152,760,000 0 0 0 0 0 0 98,400,000 119,640,000 152,760,000
要医療児 -1,200,000 -1,530,000 -2,010,000 -1,200,000 -1,530,000 -2,010,000 -1,200,000 -1,530,000 -2,010,000 -1,200,000 -1,530,000 -2,010,000 -1,200,000 -1,530,000 -2,010,000

療育Ｂ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -48,000,000 -58,380,000 -74,610,000
重症心身 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11,700,000 -14,280,000 -18,270,000
合計 125,850,000 187,290,000 245,520,000 81,900,000 22,320,000 14,190,000 27,450,000 67,650,000 92,760,000 -16,500,000 -97,320,000 -138,570,000 66,150,000 114,630,000 152,640,000
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・身体障害や知的障害と比べると、精神障害の支
給対象範囲が未だ狭い。

行田市
春日部市（既に精神へ支給有り）

・従来の支給を維持するため、当事者の理解を得ら
れやすい。

・既に支給認定を受けており、生計として組み込んで
いるものを減額することになるため、受給者にとって
は、そもそも支給認定を受けていない65歳以上手帳
新規取得者以上に抵抗感が強い。
・既受給者が減額になるため、パブリックコメントが必
要になる。
・既受給者が減額になるため、決定後3～6か月の周
知期間を置くのが一般的。よって12月議会で決定し
た場合、4月施行が一般的。
・成人前から障害があり、収入を得る機会が少ない
知的障害者にとっては、収入の減額は影響が大き
い。（就労者は３％以下。障害基礎年金が貰えない
ケースもある）
・他市では療育Ｂに重度と同等に支給しているところ
もある。

・県の補助金に準拠することを理由の一端にし易
い。

・精神２級にかかる経費は傾向としては経年で微
増であるが、１億円弱と改正による負担増が大き
い。（10年間で1,238,160,000円）

・手帳取得の理念は、その原因（加齢など）にか
かわらず、障害があるという状態に対して手帳を
交付しサービスを提供するものであり、年齢制限
を設けることで批判されやすい。ただし県要綱の
改正どおりである。

・精神２級　支給（市単独）

・65歳以上新規手帳取得者を廃止しない場合経費が
増大する。（県費補助が無くなることになる負担増分
は10年間で492,900,000円。）６５歳以上新規手帳取
得者は身体障害者手帳新規取得者の半分以上を占
め、併給制限を行っても、自然増分が残る。
・システム経費が最もかかる。最も早くシステム改修
に着手しなければならない。
・支給情報が２つの業務システムを横断するため、現
時点では管理が非常に困難。過誤払いを生じ易い。
システム維持管理に負担がかかる。

・療育Ｂ　　減額（市単独）

・精神２級にかかる経費は傾向としては経年で微増
であるが、１億円弱と改正による負担増が大きい。
（10年間で1,238,160,000円）

・重症心身　減額（市単独）

・支給対象が身体障害・知的障害と同じになり、障害
種別にかかわらないという自立支援法の理念に合致
している。
・精神２級は、他のサービスがない層。また、精神２
級は、実際には就職等が難しく経済的に困窮してい
るため手当の価値が高い。
・手当の支給というサービスの拡大により、今まで精
神障害はあっても手帳を持っていなかった者の手帳
取得の増加が見込まれる。

・支給対象が市単独分は2,500円で統一が図れる。

・精神１級　支給（県補助）・精神１級　支給（県補助） ・精神１級　支給（県補助）

案５
・65歳以上新規手帳取得者従来どおり実施（市単
独）　ただし今後、重度要介護高齢者手当を受給す
る者とは併給制限を行う

・精神１級　支給（県補助）

・65歳以上新規手帳取得者廃止

・身体障害や知的障害と比べると、精神障害の支
給対象範囲が未だ狭い。

・65歳以上新規手帳取得者を廃止しない場合経
費が増大する。（県費補助が無くなることになる負
担増分は10年間で492,900,000円。）６５歳以上新
規手帳取得者は身体障害者手帳新規取得者の
半分以上を占め、併給制限を行っても、自然増分
が残る。
・システム経費が最もかかる。最も早くシステム改
修に着手しなければならない。
・支給情報が２つの業務システムを横断するた
め、現時点では管理が非常に困難。過誤払いを生
じ易い。システム維持管理に負担がかかる。

・県の補助金に準拠することを理由の一端にし易
い。

・県の補助金に準拠することを理由の一端にし易
い。
・65歳以上新規手帳取得者を廃止すると自然増
の伸び率が下がるため、増額が抑えられる。

案４
・65歳以上新規手帳取得者廃止

※県補助どおり

案１ 案２
・65歳以上新規手帳取得者従来どおり実施（市単
独）　ただし今後、重度要介護高齢者手当を受給
する者とは併給制限を行う

・精神２級　支給（市単独）・精神２級　支給（市単独）

川口市・蕨市・朝霞市・志木市（既に精神へ支給有り）
上尾市（６５歳以上新規手帳取得者を半額で支給）

・支給対象が身体障害・知的障害と同じになり、障
害種別にかかわらないという自立支援法の理念に
合致している。
・精神２級は、他のサービスがない層。また、精神
２級は、実際には就職等が難しく経済的に困窮し
ているため手当の価値が高い。

・支給対象が身体障害・知的障害と同じになり、障
害種別にかかわらないという自立支援法の理念に
合致している。
・将来的な負担増は65歳以上継続実施に比べて
は小額。
・精神２級は、他のサービスがない層。また、精神
２級は、実際には就職等が難しく経済的に困窮し
ているため手当の価値が高い。
・手当の支給というサービスの拡大により、今まで
精神障害はあっても手帳を持っていなかった者の
手帳取得の増加が見込まれる。

・従来の支給を維持するため、当事者の理解を得
られやすい。

・65歳以上新規手帳取得者を廃止すると自然増の
伸び率が下がるため、増額が抑えられる。その結
果10年後の一般財源影響額は案４に次いで少な
い。

案３

・精神１級　支給（県補助）

・65歳以上新規手帳取得者従来どおり実施（市単
独）　ただし今後、重度要介護高齢者手当を受給
する者とは併給制限を行う

他市状況
（県内は見込）

メリット

改正に
よる一
般財源
影響額
　
（円）

仙台市・千葉市

・従来の支給を維持するため、当事者の理解を得
られやすい。

デメリット

・手帳取得の理念は、その原因（加齢など）にかか
わらず、障害があるという状態に対して手帳を交
付しサービスを提供するものであり、年齢制限を
設けることで批判されやすい。ただし県要綱の改
正どおりである。

・財政的に制度維持が困難である。（精神２級＋
高齢者で10年間で1,731,060,000円）
・システム経費が最もかかる。最も早くシステム改
修に着手しなければならない。
・支給情報が２つの業務システムを横断するた
め、現時点では管理が非常に困難。過誤払いを生
じ易い。システム維持管理に負担がかかる。
・今後予定している障害者福祉施策に影響をおよ
ぼしかねない。

川越市（既に精神へ支給有り）
岡山市（年齢制限：２０歳以下）

重度要介護高齢者手当とは
　　市内に居住し、かつ、住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている６５歳以上の高齢
　者で、次の要件全てに該当する者に支給される手当である。
　　月額１０，０００円（市単独）
　　（１）さいたま市の介護保険の被保険者で、介護保険制度における要介護度が３～５のいずれ
　　　　かであること。（要介護度は数字が大きいほど重度）
　　（２）本人の市民税が非課税であること。　←　心身障害者福祉手当と要件同じ
　　（３）介護保険料を滞納していないこと。
　　（４）介護保険施設などに入所していないこと。　←　心身障害者福祉手当と要件同じ


