
平成 23 年度 第 2 回四街道市障害者自立支援協議会 会議録 

 

日時：平成 23 年 8 月 19 日（金） 15:30～17:00 

場所：四街道市保健センター3 階 大会議室 

 

出席者：17 名 

（遠藤利明、川崎鉄男、岡本浩美、穴澤悦子、速水敦子、金子進、松岡伸泰、碓田聡子、

内田正子、森栄子、大久保和夫、村松美智子、田中英子、北村富雄、伊藤友江、川島正美、

森田悦子） 

欠席者：9 名 

（土岐満委員、坪井澄子委員、秋山昌徳委員、角田哲哉委員、武田雄大委員、藤尾健二委

員、橋本美枝委員、田中悦子委員、井内泰子委員） 

傍聴者：6 名 

 

（庶務渡邊） 

・資料の確認 

 

（川崎会長） 

 皆さんこんにちは。第 2 回四街道市障害者自立支援協議会を始めさせていただきます。 

 お足元の悪い中、出席していただきまして誠にありがとうございます。 

 最近の流れでは 8 月 5 日に障害者虐待法が出来まして、その中の 32 条に政策委員会など

が謳ってありますけど、この自立支援協議会との関係というのも今後議論されるのだと思

います。重視してみていきたいと思います。 

 それでは、議事の進行を任されました川崎でございますが、始めさせていただきます。 

 最初に、会議の公開・非公開について、四街道市審議会等の会議の公開に関する指針、

また、本日の議事に関することについては、四街道市情報公開条例第 8 条第 1 項及び第 2

項に該当すると思われる情報はなく、また、会議は公開ということで議事の運営に著しく

支障が生じることはないと思いますので、この会議を公開としたいと思いますが、委員の

皆様はどうでしょうか。 

 異議がないようですので、傍聴人の方がいらっしゃれば入場をお願いいたします。 

（傍聴人入場） 

 

 それでは議事に入らせていただきます。 

 議題の 1、部会からの報告について、最初に生活部会、松岡部会長から説明をお願いいた

します。 

（松岡委員） 



 生活部会では、今年の 5 月の全体会議で送迎サービスの整理表を提出させていただいた

ところでありますが、そちらの整理表について第 3 回の生活部会の中で、もう少し見やす

いように精査をしていたところです。 

 また、第 3 回の生活部会の中では、ほほえみのピアカウンセラーである斉藤相談員にも

出席していただいて、障害者当事者の観点からその表の見易さだとか、『内容をこうしたほ

うがいい』などのご意見をいただきながら、整理表を作り上げている段階です。 

 で、また、福祉タクシー券を利用できる福祉タクシーの事業所の一覧表もその中に載せ

たほうがいいのではないかというような意見をいただいた中で、事業所の一覧を載せる予

定ではあるのですが、ただ今ある福祉タクシー券を利用できる福祉タクシー事業所一覧に

ついては、会社名と住所と電話番号しか載っていないような一覧表になっていまして、こ

れでは障害者ご本人がタクシー会社をどういう基準で選んでいいのか、というところでの

疑問になりました。 

 その中で福祉タクシーの各事業者にアンケートをとって、たとえばどういう特徴がある

のか、料金体系はどうなっているのか、ヘルパーの資格を持っている運転手さんはいるの

か、女性のドライバーはいるのか、等々の内容についてアンケート調査ができないかを調

査をして、それを一覧表の中に盛り込めれば、当事者ご本人が利用されるときにより利用

しやすい、参考しやすいのではないかというところから、第 5 回目の生活部会の会議の中

では、アンケート用紙の原案を作ったものについて協議しました。 

本来であれば全体の会議の中で資料としてお付けして、そのアンケート用紙を各タクシ

ー事業所に配布してアンケートをとることについての協議をしていただく予定ではあった

のですが、先日行われた第 5 回の生活部会の中で、アンケートの質問事項であるとか…や

はり回収率を考えたときに、ＹＥＳ，ＮＯで答えられるように、相手が答えやすいように、

というような質問の内容について協議したところ、非常にたくさんの意見をいただきまし

て、一回の部会の中ではまとめあげることができませんでしたので、今回の全体会の中で

そういったアンケートを各福祉タクシー事業所に実施することについてご承認していただ

ければありがたいと思います。 

第 5 回の生活部会の議事録の中にそういった内容がありまして、引き続き次回の生活部

会の中でアンケート用紙について協議し、取りまとめて、最終的には整理表の中にも盛り

込んだ形で障害者の方にも使いやすい表に仕上げていきたいと思っておりますのでよろし

くお願いいたします。 

生活部会からの報告は以上になります。 

（川崎会長） 

ただいまの説明に対してご質問等があれば挙手でお願いいたします。 

 なお、発言の前にはお名前をおっしゃっていただければありがたいです。 

 アンケートについては「3 号議案」でもう一度説明していただけるのですよね。 

 



（松岡委員） 

 今回、事務局会議の中でも出すものを協議していただく予定だったのですが、8 月の第 5

回生活部会の中で『ここをこうしたほうがいいんじゃないか』『こういう質問にした方がい

いのではないか』などの意見をたくさんいただきまして、それについて来月もう一回審議

が必要ということになったため、今回資料として提出することが出来なかった状況ですの

で、事業所にアンケートをとることについてのご承認をいただければ、と思っております。 

（川崎会長） 

わかりました。 

（大久保委員） 

 8 月 17 日に行われた生活部会の資料の中に『NPO 神奈川福祉移動ネットワーク』といっ

た項目があるのですけれども、これはどういった内容だったのでしょうか。 

（庶務岩本） 

 この資料は私から提出させていただきましたのでご説明させていただきます。 

 全社協の冊子の中にこの『NPO 神奈川福祉移動サービスネットワーク』についての資料

が載っておりました。 

 こちらは住民主体のサービスとなっています。 

 自治会がメインとなって、自治会の方でそういった組織を作って、地域の皆さんで移送

サービスを行うというものでした。 

 で、なかなか住民主体といっても住民だけではできないので、その部分を行政で、タク

シー会社さんですとか、調整役ですね、そういったことをしながらサービスを行っている

といった資料になります。 

 もしよろしければ、今度資料をお渡ししたいと思います。 

（大久保委員） 

 実は、この福祉輸送につきましては私もちょっと関係しておりまして、佐倉で社協さん

がやられている移動サービスのコーディネーターを去年までやらせていただいていたので、

この神奈川の移動サービスもよく存じていたので、どういうふうなのか、ということでお

聞きさせていただきました。 

（庶務岩本） 

 ぜひ、今後の生活部会で移送サービスを勉強していく時には、いろいろ教えていただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（川崎会長） 

今後ともご協力をお願いいたします。 

他にございますか。 

無いようであれば、次の就労部会の説明をお願いいたします。 

部会長さんがご欠席のため、説明は庶務のひだまりからお願いいたします。 

（庶務岩本） 



 お手持ちの資料の 3 ページ目でございます。 

 6 月 8 日の第 3 回就労部会、それから、本日配らせていただきました、第 5 回就労部会の

資料をご覧いただきながらお願いいたします。 

 まず、第 3 回目の 6 月 8 日ですが、メインは市の障害者基本計画の見直しと、第 3 期障

害福祉計画の策定について、にかなりウエイトをおいたのですが、こちらは後ほど、障害

者支援課の阿部さんからお話があると思いますので省略をさせていただきたいと思います。 

 就労部会では、今年度、社会適応訓練事業の事業者を洗い出して、事業者さんの協力を

得る、ということで、この事業をいかに活用していくかということを継続して行っている

のですが、第 3 回の部会ではその進捗状況について、第 3 回も第 5 回も報告をいたしてお

ります。 

 今訓練に出ている方なのですが、その方が『半年で訓練を終了して就職をしたい』とい

うご希望でらっしゃるのに対し、事業所さんの方では『もう少し訓練をしてもいいのでは

ないかな』『このまま雇用になるのはちょっと不安だな』というところで、その辺の調整が

なかなかうまくいかずにご相談をさせていただいております。 

 まず、彼女がいかにその事業所の中で働いているかという現況を、事業所に行って様子

を見てきましょう、ということで、6 月 8 日の会議でひだまりが現況把握に行くことになり

まして、その様子を 8 月の会議でご報告させていただきました。 

 今、彼女を就労に結び付けていくために何が足りないのか、という点を掘り下げながら、

今後、部会の中での役割分担なども行いながら、9 月末に訓練終了、そしてできれば雇用に

向けて、頑張っている最中です。 

 働きぶりは、非常にまじめな方でしっかりとお休みもなく働いていたのですが、それだ

けではまだ不十分ということで、『雇用しましょう』という声が聞こえて来ませんでしたの

で、その点についても少し違う角度からのアプローチができないか、ということで検討し

ている最中です。 

 それから、もう一点継続して行っておりますのが企業へのアプローチというところで、

第３回の 6 月 8 日の資料の 4 ページの下にあるのですが、企業向けのリーフレットを就労

部会で作成いたしまして、それを産業振興課さんのお手伝いをいただき、６月 3 日、６日

と２便に分けて商工会の会員の八百数十名の皆様に郵送させていただきました。 

 で、これでどのような反応が来るかということで、少しでもお問い合わせいただけたら、

興味を持っていただけたら有難いな、というところで反響の様子を 8 月 10 日の会議の中で

聞いて参ったのですけれども、残念ながら無反応とのことでした。 

 企業向けのリーフレットを作ったのだけれども、商工会からの反応が無かったというこ

とで、藤尾部会長から『新しいリーフレットを作成して配りたい』というお話があったの

ですが、その辺はリーフレットを作成するというリーフレットの問題だけではなくて、直

接企業さんに訪問してアプローチをしたり、発信方法を変えていくような検討が必要では

ないかという意見が出されました。 



 今後どのようなアプローチにしていくか、また、リーフレットにつきましても、このよ

うに『障害を持った方と働いてみませんか』という視点でこの間はリーフレットを作成さ

せていただいたのですが、今後は『障害者雇用をお手伝いくださいませんか』ということ

で、企業さんに向けて『助けてください』というか、そういったようなアプローチができ

たらいいな、という意見も出されました。 

 それから、8 月 10 日の第 5 回就労部会の報告といたしまして、あと２点あります。 

（１点目は）まごころ庵さんという社会福法人で成田に事業所をお持ちのおそば屋さんが

あります。 

 実際には、おそば屋さんで雇用しているというよりも、就労移行支援、就労継続支援 B

型の訓練を行っている事業所さんだったんですけれども、工賃が非常に破格に高いといい

ますか、安定した工賃で、一番高い方で 8 万円いただいているというお話がありました。 

 それで、どのように運営をしているのか、運営方法などを質問しながらぜひとも四街道

でもそういった形でできていったらいいな、というような今後の展望ですね、次の空き店

舗の活用とも重なるんですけど、空き店舗の活用の補助事業ということで、四街道市内の

空き店舗を広域的な視点で利用できないか検討されているということでした。 

 で、そこに障害者雇用など、こういったまごころ庵さんのような事業所さんに入っても

らうことでそういったこと（空き店舗の活用）も可能ではないかというような、今後私た

ち就労部会員が個々のイメージをつくりながら、こういったものにも参入できないかとい

うところで問題提起といいますか、お話がありました。 

 第 3 回、第 5 回の就労部会の報告は以上となります。 

（川崎会長） 

ありがとうございます。 

 質問があれば挙手でお願いいたします。 

 

 無いようですので、続きまして療育・教育部会の説明を伊藤療育・教育部会長お願いい

たします。 

（伊藤委員） 

療育・教育部会は、6 月に第１回の部会を実施いたしました。 

ずっと家庭への支援ということをテーマに、それぞれの委員の所属先で行っていること等

を勉強会という形でやってきているわけなのですが、今回は小中学校における特別支援教

育ということで、私から説明をさせていただきました。 

 詳しくは資料の方を見ていただきたいのですけれども、主に学校内での子供たちの支援、

それから市の臨時職員として入れています特別支援教育支援員ですとかボランティアさん

の協力でどのような支援を行っているのか、また、学校外からの支援の活用はどのように

なっているのか、そして就学相談についてはどうなっているか、それから、教職員の研修

について、それと最近市の方で活用を始めました虹色サポートという相談支援ファイルの



ことについて説明させていただきました。 

 そのあと協議という形で、いろいろ委員の皆さんから質問ですとかご意見をいただいて

話が広がっていったのですが、その中でやはり話題になったのが虹色サポートという相談

支援ファイルのことですとか、それから学校教育課の方で幼稚園とか保育園の年長さんか

ら中学生までを対象に発達相談というのを月に 4 回のペースで行っているのですけれども、

その発達相談のことですとか就学相談のことを中心に協議の方が進みました。 

 詳しくは記録の方をご覧頂けたらと思います。 

 次回は、四街道特別支援学校と千葉盲学校の２校から特別支援学校の様子についてとい

うことで、保護者の方への支援も含めてお話を伺うということになっております。 

今後も家庭への支援ということを中心に勉強会を進めていく予定です。 

 よろしくお願いいたします。 

（川崎会長） 

ありがとうございます。 

ただいまの説明に対してご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

 特にございませんか。 

 では、最後に防災部会から説明をお願いいたします。 

 庶務の阿部さん、よろしくお願いいたします。 

（庶務阿部） 

それでは、防災部会からの説明ですけれども、実は防災部会としてはまだ開いておりま

せん。 

 というのは、防災部会を構成しています障害者団体さんについては 7 月 16 日に障害者計

画の関係での意見交換会を実施いたしました。 

 で、その中で防災部会を兼ねられるのかな、というところで、7 月 16 日の意見交換会を

行った関係で、防災部会としては開催しておりません。 

 で、市の方の個別の支援計画等のお話、前回もしたのですけれども、その個別の支援計

画等が決まってきましたら防災部会の中で皆様の意見を聞きたいということで、防災部会

はその時に開きたいということでお話しさせていただいたかと思いますが、来週ぐらいか

らまた個別の支援計画等についての庁舎内での検討委員会が始まりますので、検討委員会

の結果いかんによって、近いうちに防災部会を開きたいと思います。 

 その時には団体の皆様になるべく早急に集まっていただくのではなく、ある程度期間を

空けた開催のご案内を差し上げたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 で、障害者団体向けの意見交換会の結果につきましても、この後の議題として一緒にご

説明したいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 簡単ではございますが以上でご報告を終わります。 

（川崎会長） 



ありがとうございます。 

 質問がありましたら挙手でお願いしたいんですが、次の議題もありますのでそこで併せ

て質問を受けたいと思います。 

  

 続きまして議題 2 の、障害福祉計画にかかる意見交換会の報告の説明を阿部さん、庶務

の方からお願いしたいと思います。 

（庶務阿部） 

議題 2 の障害福祉計画にかかる意見交換会の報告ということで、先ほど会議が始まる前

にご説明した資料の方ですけれども、下に番号を振ってあります 9 ページから 18 ページの

A4 縦のもの、これが最初の 9 ページから 14 ページまでが部会ごとに行った意見交換会、

ワークショップを行いましたけれども、その時に皆さんから出していただいた現状と課題

ということをテーマごとにまとめたものです。 

 それと、15 ページから最後 18 ページまで、これが 7 月 16 日に行いました障害者団体向

けの意見交換会として行いましたワークショップで挙げられた現状と課題ということにな

っております。 

 これは模造紙に付箋で一つ一つ課題になるようなものを皆さんから出していただいて貼

っていきました。 

 で、貼っていったものをまとめたというか、単純に意見として出されたものをテーマご

とに分けてまとめたものがこちらにある資料になっています。 

 もう一つ、A4 の横になっています 19 ページから 26 ページまでのもの、右下に小さく『部

会』って書いてあるものと『団体』と書いてあるものがあると思います。 

 19 ページから 22 ページまでが部会のもの。23 ページから 26 ページまでが団体のもので

すけれども、この現状と課題を整理しまして、どのところで取り組めるか、本人や家族、

当事者の方が取り組めるのか、地域で取り組めるのか、事業者や関係機関が取り組めるの

か、行政が取り組むべきものなのか、行政と言いましても市が行うもの、県が行うもの、

国が行うもの、警察が行うものとか、様々なものが行政の中には含まれております。 

 この現状と課題を、ここには『取り組めること』と書いてありますけれども、横長のこ

ちらの方で整理したもの、ワークショップに出られた方は分かると思いますけど、現状と

課題を模造紙の上の方に貼って、それを分けて今後の方策ということで下の方にいろいろ

と分けて書いたと思います。 

 その時に当事者とか地域とか、事業者関係機関、行政と分けていったと思うんですけど

も、その分けたものがこの A4 横長の資料となっております。 

 まだこれは単純に分けたものでありまして、今後これをまとめ上げていって、今月終わ

りくらいから保健福祉審議委員会の障害者部会ということで部会が始まると思いますけれ

ども、その部会の中でまとめ上げられたものが資料として提出されていきますので、これ

はまだほんとに荒削りのもので、今後このような資料を作っていくときの下資料というこ



とです。 

 皆様方に出していただいた意見ですので、まずは皆様方に報告したいということで本日

資料として出しました。 

 また、この現状と課題の中からこの自立支援協議会で協議していくものもあるのではな

いかと思いますので、今後ともこの資料も活用しながら自立支援協議会も進めていきたい

と思っております。 

 こちらの方、今度の自立支援協議会の全体会は 2 月になります。半年ぐらい間が空きま

すので、その間には計画等は、今年度中に作るということで、次の会議の時には計画の出

来上がったものが示されていくんじゃないかということがありますので、その途中経過で

様々な意見を伺う場というのは、それぞれの部会の中で報告しながら、意見を頂きながら

進めていきたいと思っております。 

 まだ保健福祉審議会の障害者部会が始まっていない中でのものですので、今の時点では

計画自体のことは何とも言えないのですけれども、意見交換会の報告としまして今回資料

を提出させていただきました。 

 報告は以上でございます。 

（川崎会長） 

 障害福祉計画にかかる意見交換会の報告ですが、質問のある方は挙手でお願いいたしま

す。 

 どうでしょうか。 

 では、わたくしの方から保健と医療について、3 ページ目ですけど、障害児が安心して診

ていただける病院が少ない、特に歯科、耳鼻科とありますけど、先日うちの翠昂会の障害

者支援施設で短期入所の方を江戸川区からお預かりしたのですが、健康診断の結果ひどい

糖尿病がありまして、嘱託医は『ちゃんと治療した方がいいよ』とご家族に説明したり、

また、行政（江戸川区）の方にこういうことで入院をさせてくださいとお願いをしました。 

 江戸川区からの回答は、『障害者、障害児というだけでは病院は診てくれないんだよ』と。

『そういう病院が四街道市にあるんであれば紹介してください。』そこまで出ました。 

 まあ、歯科医師会とか、市内の歯科医師の鷹の台の櫻井先生とかに診ていただいていま

すけども、障害者だからって断られたことは一度もありませんし、うちの嘱託医の方も障

害者だからといって断わることは絶対にしませんので、その辺四街道市の素晴らしい医療

機関も、何かの方法で市民に伝えられるようにお願いしたいなと、質問ではないですけれ

どもお願いします。 

  ほかにないでしょうか。 

  北村（保健福祉審議会 障害者部会）部会長、今回の計画の関係で、再来週の開催通

知をいただいておりますけれども、何か補足とかご意見があればお願いいたします。 

（北村委員） 

 今、川崎会長からちょっとお話がありましたけれども、わたくしは保健福祉審議会の方



に所属しておりまして、今月 29 日に部会であります障害者部会が開催されるということに

一応はなっておるということでございまして、できるだけそれに反映されるようなご意見

がいただければありがたいとは思います。 

（川崎会長） 

 ありがとうございました。 

 他にご意見、ご質問はございませんか。 

（庶務阿部） 

 繰り返しになりますけれども、こちらはあくまでこの前、7 月に行った意見交換会が生活

部会と就労部会では第 4 回の部会となっておりまして、療育教育部会については第 2 回の

部会となっておりますので、部会の報告も併せてさせていただきました。 

 ですから部会の中で意見、質問等がありましたら言っていただきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

（川崎会長） 

 どうでしょうか、質問等はございますか。 

 では次に移ります。 

 議案 3 その他について議題といたします。 

 本当であればアンケートがあったんですが次回ということで、庶務の方から何かありま

したらよろしくお願いいたします。 

（庶務冨岡） 

 はい。 

 生活部会の庶務担当のほほえみの富岡です。 

 先ほど松岡部会長の方から部会の報告の中でアンケートの報告をいただきまして、本来

であればアンケート用紙を本日皆様に見ていただいた上で、それを福祉タクシーの事業所

の方にアンケートを取っていく、ということを承認いただく予定ではいたんですけど資料

が間に合いませんでしたので、少し内容について説明をさせていただきまして、それを以

って皆様の方でアンケートについてはよろしいということで承認をいただけるのであれば、

次回の全体会が 2 月までありませんので、それまでアンケートを延ばしてしまうのもどう

かな、という考えもありますので、皆様の方にお諮りしたいと思っております。 

 松岡部会長からいろいろご説明はあったんですけど、皆様に本日お配りの第 5 回生活部

会の議事録の資料に目を通していただきまして、アンケートの内容ということで簡単に文

章でまとめてございます。 

 少し補足で説明させていただきますと、たとえば利用できる時間帯、提供日について確

認したいところは、一般のタクシーですともちろん 24 時間常に頼むことができるんですけ

ど、個人の介護タクシー等になると割と時間の縛りがあったりですとか、また、混む時間

帯、受けられない時間帯があるですとかいろいろなことがあるよということも聞いており

ますので、そういったことをまず皆さんに聞いていきたいところです。 



 あと費用については、こちらもだいたい何キロまでいくら、何メートルいくら、また時

間制でいくらっていうようにそれぞれ設定されていると思うんですけど、例えば、利用さ

れる方がみて四街道市から千葉までタクシーで移動したときに、だいたいどれくらいにな

るのかというおおよその目安を知ることで、それをもって利用者は費用について知ること

ができるのかな、と。 

 そういう問いかけもしたいというふうにも思っています。 

 また、女性ドライバー、またホームヘルパー資格者の有無ということで、やはり女性の

付き添いというか女性の運転手がいいよ、というご意見があったり、介護を頼むうえでホ

ームヘルパーの資格を持っている運転手さんかどうか、そういったところもきっと皆さん

は知りたいところなのかな、ということであります。 

 また、介助などの範囲ということで、こちらの方は介護タクシーの介護がどの辺までや

ってくれるのか、簡単な移動の付き添いですとか、ベッドから車いすへの移乗をするとか、

割とそういう情報はホームページとか介護タクシーの情報として載ってはいるんですけど、

たとえばタクシーではあるんですけど院内まで移動したときにどこまで補助してくれるの

か、公的な手続きに対してどういうところまで支援をしてくれるのかとか、買い物であっ

たり、また、知的障害、精神障害をお持ちの方の行動の見守りというところ、そういう幅

広い支援まで対応できるかどうかをアンケートの中で確認していければ、という意見もあ

りました。 

 最後にアピールポイントということでそれぞれのタクシー事業所の中で、きっと障害者

への支援、障害者を乗せていくうえで、何かしら事業者として思いというか方針というか

前面に出して伝えたいということがあるのであればどんどん出していただいて、それを利

用される方に見ていただくということをすれば、きっと双方にとっていい形になるという

ふうなアンケートの内容で考えています。 

 方法につきましては四街道市の福祉タクシーの登録をしている事業所一覧というものが

ございますので、そこの事業所の方に郵送で送付をして、返信はＦＡＸかメールでアンケ

ート用紙を返していただくというふうな方法で現在は考えております。 

 口頭の説明にはなりますが、そういった形でアンケートを進めていければと生活部会の

方では考えておりますので、ここで皆様の方でご意見、お諮りいただきまして実施の方を

進められればと思いますのでご協力の方よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

（川崎会長） 

 資料はないですけど、今に対してのご質問等はございますか。 

来年 2 月までこの協議会ございませんので。 

その文章ができるのは大体、アンケート用紙的なものはいつごろ予定しているのでしょう

か。 

（庶務冨岡） 



 8 月 11 日でいろいろ意見をいただきましたので、それを修正したものを 9 月に確認し、

そうですね 9 月、10 月の生活部会でまとめていければと思っています。 

（川崎会長） 

 じゃあ、その後については委員の皆様にＦＡＸかメールで見ていただいた方が見ていた

だいた方がよろしいんじゃないでしょうか。 

（庶務冨岡） 

 ではまとめたものを皆さんに見ていただくように、郵送またはＦＡＸ、メール等を使い

ながら送らせていただきたいと思います。 

（森委員） 

 タクシーの内容のことで可能かどうかはちょっとあれなんですけど、うちの学校の場合

は全県からみえるんですね。 

 この間、四街道市のタクシーでタクシー券が使えるか、例えば鎌ヶ谷市さん、鎌ヶ谷市

から見えたときに一応聞くと『使えません』と飛鳥さんですとか飛鳥交通さんとかあって、

その辺が可能かどうかわからないんですけれども、他市はアウトですとかアンケートの聞

く内容の中に入れていただけるものがあってそれが一覧であればうちの学校なんかはとて

も助かります。 

 ちょっと要望なんですけれど、すみません。 

（川崎会長） 

 では生活部会で協議していただきたいと思います。 

他にご意見、ご質問は。 

金子先生どうですか。 

（金子委員） 

 先ほど森先生からもありましたけれども、確かに盲学校は全県から来ていますんで、私

も気が付かなかったんですけど、その辺はタクシー会社との関係があるんだなあ、と思い

ました。 

 皆さんからのいろんなご意見いただいけると本当にいい、私たち生活部会をやっている

趣旨というのは、障害者がこういうタクシー等、福祉タクシー等が使いやすくする、それ

とまた業者さんの方も大いに使っていただきたいという双方が、できればということの願

いでやっておりますので是非ご意見を、また、生活部会から原案を提出されるということ

ですので、もしご意見がありましたら是非いただきたいなと、生活部会の専門員としてお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

（庶務阿部） 

森先生からの他市のタクシー券のことなんですけれども、タクシー会社と市でたぶん協

定を結ぶことになると思うんですね。 

 四街道市でも四街道市以外のちょっと離れた、例えばグループホームにいるけれども、



そこからタクシー券使いたい、といった場合には、その離れた市町村でも協定を結んだう

えでタクシー券を使えるようにしているんです。 

 ですから、それは鎌ヶ谷市さんとタクシー会社と、やってもらえるかどうか、実際に利

用する人がそこで使いたいんだと言ってみて、市の方で協定を結んでくれれば使えるよう

になると思うんですけどね。 

 その辺は福祉タクシーというもの自体がそれぞれの市町村独自の事業ですので、その範

囲をどういうふうに考えるのかは市町村によるとは思うのですが、言ってみてもいいのか

なと思います。 

（川崎会長） 

 ありがとうございました。 

他に何かございますか。 

アンケートの方はよろしくお願いいたします。 

 他に庶務から何かございますか。その他として。 

委員の方々は何かございますか 

無いようですので議題はここで終了とさせていただきます。 

進行は庶務にお返しいたします。 

皆様、ご協力ありがとうございました。 

（庶務渡邊） 

 ありがとうございました。 

それでは次回の第 3 回四街道市障害者自立支援協議会につきましては、平成 

24 年 2 月 22 日に開催を予定しております。よろしくお願いいたします。 

それでは以上をもちまして、第 2 回自立支援協議会を閉会いたします。 

ご協力ありがとうございました。 

お疲れ様です。 


