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１． 開会 

（市長より、大内委員へ委嘱状交付） 

（大内委員挨拶） 

 

２． 市長挨拶 

（市長より挨拶） 

 

３． 会長挨拶 

（会長より挨拶） 

 

（傍聴者の確認及び会議公開の承認） 

 

４． 議題 

① 諮問 

【柴会長】 

 議事に入らせていただきます。事務局よりお願いいたします。  

【事務局】 

 議題の①、第２次四街道市地域福祉計画並びに第４次四街道市障害者基本計画策定につきまし

て、市長より諮問をさせていただきます。 

【市長】 

（「第２次四街道市地域福祉計画策定」及び「第４次四街道市障害者基本計画策定」について市長

より諮問） 

（市長退席） 

② 第２次四街道市地域福祉計画の概要、策定スケジュール及び市民アンケート調査（案）に

ついて 

【事務局】 

（第２次四街道市地域福祉計画の概要、策定スケジュール及び市民アンケート調査（案）につい

て説明） 

【柴会長】 

今、事務局のほうからご説明がございましたが、何かこの点についてご質問がありましたら、

お願いいたします。 

【伊佐委員】 

今のご説明の中に、福祉関係団体意見の聴取というのがあったのですけれども、いろいろ考え

られると思うのです。例えば今、文化センターに行ったり、「みんなで地域づくりセンター」とい

うところがあるのですけれども、そういうところからも意見を聴取することも考えていらっしゃ

るのですか。それから、当事者団体になりますけれども、地域福祉のどちらかというと受け手に

なるかもしれないですけれども、例えば高齢者関係ですと、介護者の会「虹の会」とか、あるい

は障害者関係ですと、それぞれの当事者団体もありますけれども、今、障害者自立支援協議会と

いう会もありますので、そういうところに意見聴取をするなり、場合によっては、そういう会で

あれば意見交換会をやるというか、その辺のお考えがあるかどうか確認したいのですけれど。 
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【事務局】 

地域福祉関連団体の意見聴取につきましては、現在のところ、確定的にこのようにやるという

部分がまだ決まっておりませんので、委員さんからのご提案があれば、十分検討してみる余地は

ありますので、今後検討させていただきたいと思います。 

【柴会長】 

他にご質問はありませんか。今は、概要とスケジュールとアンケート調査票の内容について説

明がありました。何か、ご質問、ご意見がありましたらどうぞ。 

【栗原委員】 

先ほどの伊佐委員のご質問とも少し重複するところなのですけれども、今回、市民参加におき

ましては、アンケート調査とヒアリングとパブリックコメントということで、複数の市民参加手

法を採用するというベースの考え方からいきますと、アンケートやヒアリングは市民参加に当た

るのかどうかという疑問を持っております。となりますと、今、伊佐さんがお話になりましたけ

れども、やはり、パブリックコメントの前に他の意見交換会みたいなものをどこかの段階で入れ

られてはいかがかと思うのですが、どうでしょうか。 

【事務局】 

そちらにつきましても、事務局のほうで検討させていただければと思います。 

【柴会長】 

意見交換会を開いてはいかがかと。具体的にどうぞ。 

【事務局】 

形といたしましては、個別の団体からの意見聴取という形でなくて、複数の団体を招いての意

見交換会的なイメージでよろしいでしょうか。そういったことであれば、実施は可能かと考えて

おります。 

【栗原委員】 

地域福祉の現状と課題を分析するために関連する団体にヒアリングをするという、ヒアリング

は聞き取りなのです。原則は、ヒアリングされてしまったら、特定の意見に対して聞かれたこと

に対して、意見を述べなくてはならないという形になります。でも、意見交換会の場合ですと、

各団体の方々が日頃感じていることを積極的に意見提案することができる。できれば、そのよう

な形に変えていただければ、より関係団体の方々のご意見が尊重されるのではないかと思います。 

【事務局】 

そちらにつきましては、そのような方向性で検討させていただきたいと思います。 

【江口委員】 

合わせてお願いがあるのですけれども、１４ページの「福祉教育・学習について」というとこ

ろがあるのですけれども、このところに関連して、例えば四街道市には盲学校などがございます

ね。そういった若い世代の雇用を積極的に入れていくということが大事なのではないのかという

気がしますので、できましたら盲学校とかそういう若い人との交流の場をぜひ設けて頂きたいと

思います。 

【事務局】 

盲学校の生徒ということでよろしいでしょうか。 

【江口委員】 
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はい、そうです。 

【事務局】 

そちらにつきましても、検討させていただきます。 

【柴会長】 

実際のところ、盲学校の生徒さんは、四街道市民に該当する人がそう多くないということが１

つあります。それから、みなさん、盲学校というと青少年と受け止めるでしょうが、かなり高齢

の方がいろいろな事情でお入りになっているところなのです。その辺は、事務局で考えていただ

きまして、何か解決するようにしていただくというところでしょうか。よろしゅうございますか。

他には、何か。 

【渋谷委員】 

今年度、我々が地域福祉計画の審議をするときに、生活困窮者の自立支援制度が４月から始ま

ったことから、この内容を理解していかないと、新たな地域福祉計画が作れないと思っておりま

す。よって、新しい地域福祉の部会だけではなくて、我々委員に何かしらのレクチャーというか、

四街道市では生活困窮者自立支援制度の必須事業と任意事業をどうやっていくのか、そのような

ことを資料等で説明いただいて、それを基に地域福祉計画、特に低所得者の分野、生活に困って

いる方の分野は地域福祉計画にしか反映できないもので、この辺りのことをペーパーでもいいで

すし、こういう審議会の時の一定時間でいいですから、ぜひお願いできればと思います。 

【柴会長】 

よろしいですか。他には、何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。 

【大渕委員】 

アンケートとパブリックコメントについて、意見を申し上げます。当事者団体からの意見聴取

については、先ほど、伊佐委員がおっしゃいましたけれども、私も全く同じ意見なのですが、そ

れと同時に、この前の障害者計画とか、あるいは高齢者の計画を作った時にも、当然当事者団体

からのご意見を伺ったのですけれども、その内容をお伺いしますと、そのときも、計画に対する

意見というよりも、行政に対するいろいろな要望だとか不満だとか、そういうものがどうしても

前面に出てしまうような、そういう意見聴取になってしまうのではないかと。これは、決して市

民の側が悪いのではなくて、日頃から行政が市民に対して情報を提供していなかったということ

に原因して、行政と何か話し合う時には必ず、当面する行政に対してのいろいろな意見や不満が

どうしても出てくるという傾向にあると思います。ですから、地域福祉計画という大事な計画を

これから作ろうとするときに、当事者や市民の方から意見を得ようとするときには、できるだけ

効率的にそれをするためにも、地域福祉計画そのものから市民のみなさんに十分お伝えをしてい

くという努力が前段として必要なのではないか。 

それからパブリックコメントも、確か去年も１２月ごろですか、やられたようですけれども、

率直に言って、これもあまり意見が出なかったという報告を受けています。せっかくの機会なの

に残念だと思うのですけれど、しかし、パブリックコメントに応じてくるだけの多くの市民のみ

なさんが、そういう情報を得ているかどうかということにひるがえって問題を見出していくべき

だと、私は思いますので、当事者団体との話し合い、あるいは市民にパブリックコメントを求め

る場合には、その問題についての十分な情報を与えてから、それから意見を述べないと、やはり

行政と顔を合わせると、どうしても当面する要望、あまり計画に関係ないことも出てきてしまう
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のではないかと思います。そのことも大事ですけれど、それはそれで、別の機会にたくさん設け

るべきで、むしろ計画についての意見を頂く場合には、その計画についての前段の情報をきちん

と提供して意見を聴取するということが必要ではないかと思います。 

それから、設問にも若干意見がありますけれども、これは後で、前段はもう既にペーパーを頂

いて、それに書き込んできたので、それでよろしいわけですね。ここでは特に申し上げなくても、

それをご覧いただければ、事務方のみなさんには、私どものアンケートについての意見が行き渡

るといいますか、していただくということでよろしいわけですね。 

【事務局】 

はい。 

【柴会長】 

他には。 

【有川委員】 

やはり地域福祉関係関連団体の意見聴取のことですけれども、ヒアリングとなるともう来月、

６月ということになっています。そうすると、その形というか、どういうふうに持っていくのか

なと。６月から７月となると、やはり保健推進員ですといろいろ全体でもう研修会とか決まって

いるものがありますので、そういうものに乗せてもらえるのか、どういう形でやるのですか。具

体的に、これからということになると遅れると思うのですが、この部分について教えてください。 

【事務局】 

意見聴取につきましては、まず今回の保健福祉審議会でみなさんのご意見を聞いて、その上で

実施する予定で、もともと考えておりましたので、これから詳細を詰めていく形になります。そ

の中で、スケジュールについては、当然相手方の団体さんの意向も聞いた上で調整をいたします

ので、その時に都合の良しあしを言っていただければ、十分調整は可能だと思っております。 

【有川委員】 

そうですか、分かりました。 

【柴会長】 

他にはよろしいでしょうか。 

【伊佐委員】 

すみません、２点ほどあります。１点が、先ほど江口委員から、盲学校の生徒さんに意見を聞

いたらどうかという意見がありましたけれども、柴会長がフォローされたとおり、確かに高齢に

なってから生徒になる人もいます。それはそれとしまして、この地域福祉計画のアンケートを調

査する対象なのですけれども、あくまでも四街道市にお住いの方だけを限定するのか、例えば盲

学校、特別支援学校に通学している方とか、あるいは、市内の企業なりに通勤されている方、そ

の辺の方は想定しないかどうかということが１点です。 

もう１点は、地域福祉計画にそぐわないかもしれないのですけれども、第１次の時に、私が傍

聴している中で、パブリックコメントなども書いたのですけれども、私の期待としては、それぞ

れの高齢者、障害者、子ども、健康プランで、横断的な共通の課題というものがあるかと思うの

です。具体的に言えば、例えば移送の問題とかは、それぞれの計画にもあるとは思うのですけれ

ども、高齢者、障害者共通の課題とも言えるので、そういう共通の課題を扱う計画というのは、

この地域福祉計画には馴染まないのかどうか。あくまでも地域福祉計画は理念だと前回の時に言
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われた記憶があるのですけれども、横断的な課題を地域福祉の一環として捉えるという考え方の

中では、より具体的な、そういう共通の課題を地域福祉計画に盛り込むというのはなじまないの

でしょうか。その２点をお聞きしたいと思います。 

【事務局】 

まず、１点目のアンケート調査につきましては、抽出方法が住民基本台帳による無作為抽出と

なっておりますので、市内居住を前提としております。在勤もしくは通学という方については、

今回は入っていないという状況でございます。 

２点目につきましては、前回の時になじまないというお話だったのですけれども、宿題とさせ

ていただいて、それがなじむのかどうか研究させていただきたいと思います。 

【伊佐委員】 

ありがとうございます。 

【飛田委員】 

今の地域との関わりの問題になると思うのですけれども、一番地域に近いところというは自治

会だと思うのですが、自治会についてのヒアリングというのはありません。 

それと、もう１つの大きな問題点というのは、各自治会において、自治会に入っていないとか、

退会する人が増えてきていますよね。私たちの地区においてもそういう問題が出つつあります。

それは、高齢化という問題が１つと、自治会に対する、地域づくりとか地域に関わるという意識

がだんだん薄れてきていると思うのです。それはなぜかというと、個人情報の問題とかいろいろ

あるのですけれど、先日、四街道警察の方が戸別訪問をしたのですけれど、あれも４、５年たた

ないとやらないとか、６年たたないとやらないとか、そういう問題があって、プライバシーが侵

されるという部分があって、そういうことが大きな問題点になっているというのが、今の社会現

象です。社会の変化に対する対応と言っているけれど、そういうものに対する対応を四街道市が、

行政と市民がどういうふうに関わっていくか、そういう仕組みづくりをしないと、これからは非

常に難しい問題が出てくると思うので、その辺の対応をぜひ、自治会とのつながりの場というの

ですか、ヒアリングの問題もそうですけれど、そういうものを設けられたらいいなと思いました

ので、意見申し上げます。 

【事務局】 

このあと、部会の設置ということが出るのですけれども、自治会については、臨時委員として

自治会長さんに、ぜひお願いしたいと考えております。 

【柴会長】 

今日はスタートラインの会でございますから、いろいろな意見を聞いていただいて、必ずしも

全て原案どおりでよろしくお願いしますという必要はないと思っておりますので、忌憚のないご

意見を頂きたいと思いますが、いかがでしょう。 

特にご発言がなければ、「第２次四街道市地域福祉計画の概要、策定スケジュール及び市民アン

ケート調査(案)について」に関しましては、今いろいろなご意見が出ましたので、その辺のご検討

を加えていただくと同時に、アンケート調査の内容についても、各委員の方々から書面でご意見

をちょうだいすることになっておりますので、それをよくご検討いただいて、しかるべく取り入

れるものは取り入れるというような方向でお願いをすると、そういうところでよろしいでしょう

か。 
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（異議なしの声） 

では、そういうことでよろしくお願いをいたします。 

それでは、次に③「第４次四街道市障害者基本計画の概要、策定スケジュール及び市民アンケ

ート調査（案）について」、ご説明いただきたいと思います。 

 

③ 第４次四街道市障害者基本計画の概要、策定スケジュールおよび市民アンケート調査（案）

について 

【事務局】 

（第４次四街道市障害者基本計画の概要、策定スケジュールおよび市民アンケート調査（案）に

ついて説明） 

【柴会長】 

今、第③の議事についてご説明がございました。何かご質問、あるいはご意見等がございまし

たら伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【伊佐委員】 

２点ほどあります。１点目が、前回の障害者基本計画のアンケートを実施したときに、確か私

の記憶だと、６５歳以上の人はほぼ介護保険の対象となるので外したという記憶があるのですけ

れども、今回は、障害者手帳を所持していれば、６５歳以上の人にもアンケート用紙を送るかど

うか、それが１点です。 

もう１点が、障害者自立支援協議会の各専門部会との意見交換会を予定されているとは思うの

ですけれども、生活部会、就労部会、療育・教育部会に関しては定期的に開催されています。防

災部会に関しましては、私の記憶だと２年くらい開催されていないと思うのです。それから、新

たにスポーツ部会というのを設置するという動きもあるようなので、これから意見交換会のスケ

ジュールを決めていく上では、あらためて防災部会、スポーツ部会についても考慮していただけ

ればと思います。以上、２点です。 

【事務局】 

前回、６５歳以上の方はアンケートの対象外だったということでございますが、今回は、６５

歳以上の方も対象とします。 

それから、障害者自立支援協議会の専門部会のことでございますが、防災部会につきましては、

その類の部会については、今後、障害者自立支援協議会を開く中で活動の方向を探ってまいりま

すので、その中で、活動の方向によって、スポーツ部会につきましては、部会委員の選考に入っ

ていますので、実質的には活動していないので、活動できるということになれば、当然、両部会

のご意見も頂いてまいりたいと考えています。 

【島委員】 

今回から難病療養者の方も対象にとなっているのですけれども、ここに６１１人、見舞金の請

求をされている方として人数が出ているのですが、これはいつの時点の人数なのでしょうか。ど

うしてこういうことを聞いたかといいますと、今年の１月から難病の対象が広がったので、その

時期によって違うのではないかなと。去年までの数字でしたら、去年までの難病の対象者なので、

１月以降は広がっているので人数が変わってくるのではないかと思いました。 

【事務局】 
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難病法の指定の難病の方は、拡大はされたのですが、私どもの難病療養者見舞金につきまして

は、従前どおりでやっております。なので、数としましては、２６年度までの方となってまいり

ます。それで、難病の方は他にもいらっしゃるとは思うのですが、私どものほうにデータがない

のです。 

【島委員】 

だから、これから多分来るのではないかと。広報に毎月載っていますよね。新しく、５４公費

というのですけれども、それを持っている方が市役所のほうに申請してくれればお見舞い金をお

渡ししますというのが載っているので、それを目にして、これから行かれる方が多いのではない

かと思うのですが。 

【柴会長】 

つまり、難病の枠が、私自身が見ても、こんなに広がったらどうしちゃうのだろうというくら

い増えたのです。まだ、患者さんの中には、ご自身がその難病指定を受けた病気になっているか

どうかですら理解をされていない方があると同時に、多分、医師のほうもそれを十分理解して、

この人は新たに難病指定を受けられる人だと認識していないところが相当あると思うのです。そ

こをどうしようかということですが、アンケート調査となると、どこかの時点で切らないと分か

らないということですから、少なくともアンケート調査を発行される時点で、ご自身で見舞金を

申請された方ということにせざるを得ないのではないでしょうか。 

例えば、病歴、あるいは国保のレセプトの請求を見て、この人は難病だから、あなたはこうで

すよということは、なかなか個人情報やその他の問題で難しかろうと思いますので、事務の方に

は、難病の枠が広がって、これから増える方があるかもしれない。アンケートを発送する前段階

で、その人数が増えている可能性があるので、そこを十分把握した上で発送をしていただけると

よろしいのではないかと。こんなところでしょうか。 

【秋山委員】 

私も難病者を介護した経験があるので、少しお知らせしたいのですけれども、難病指定は佐倉

の保健所へ行って指定してもらって、それから市役所へ持っていくのです。だから、多分６月く

らいまでに申請して、１０月からの支給ではなかったかと思うのですけれども。 

【柴会長】 

したがって、今のお話にあるとおり、どこかで対象者を切らないと、延々と、来年の１月にな

ったから、その人にまたアンケートして、いよいよこれが決まる段階の前日に指定を受けたら、

その人にもアンケートをしてということには、とても事務的には無理なので、発送する時点で把

握している方に、漏れることなくつかまえて発送していただきたいということになるのではない

でしょうか。よろしゅうございますか。 

【事務局】 

あくまでもアンケートを実施する時点で見させていただきます。 

【渋谷委員】 

先ほど身体障害者の方が６５歳以上ということで回答があったのですが、そうなると前回のデ

ータと変わってきてしまうのかなと。多分、通常、身体障害者手帳を持っている方の半分以上は

６５歳以上の方というのが通常の市町村のデータなので、新しく作っている計画の最初の「アン

ケートから見た現状」というところが、「介護を受けていますか」というところが一気にパーセン
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テージが倍になってしまうのではないかという心配があるのです。ですから、もちろん、６５歳

以上の方にもご意見を聞くというのは大事だと思うのですが、データを処理するときには、前回

のものと合わせないと、データ上バイアスがかかってしまって、今回の現状は今までのものと比

較ができないようになると思うのですが。 

【柴会長】 

今、身体障害者手帳をお持ちになっている方として対象に取りあげる予定の方々は、６５歳以

上だけの方ということだったのでしょうか。ご説明の中では、６５歳以上という話はなかったよ

うに思いますが。身体障害者手帳をお持ちの方、全てが対象になるという理解でよろしゅうござ

いますね。 

【事務局】 

はい。 

【渋谷委員】 

ところが、前回は介護保険を受けていない方を対象にしていたので、６５歳まで入れてしまう

と、データ上、前回の調査とはかなり変わってくるのかなと思ったのですが。 

【柴会長】 

身体障害者手帳をお持ちになっているというところの対象が、どういうことになっていますか。

それによって、随分、変わってくるということですよね。それが、年齢制限があったのか、介護

保険のことが関わっているのかどうかで変わってくるだろうということですが。 

【事務局】 

設問の中に、年齢を書く欄と、あと、介護保険を利用しているかというところで、逆に差し引

きしまして、それで前年度のデータとの対比が可能ということになります。 

【渋谷委員】 

それであれば結構です。 

【飛田委員】 

それは両方載せたらどうですか。高齢化すれば、６５歳以上の身障者の方はどんどん増えます

よね。そうすれば、当然そういう６５歳以上の高齢者に対する対応とかも変わってくるから、年

齢制限をする必要はないのではないですか。市が考えているような形で全対象者をやって、あと

はデータ上で表示の方法をどうするかということを工夫されたらいかがですか。 

【事務局】 

飛田委員の発言どおり、アンケートの内容の中で前年度データの対比が可能ですので、最初に

説明したとおり、全手帳所持者の方を対象とさせていただきたいと思います。 

【飛田委員】 

災害時の対応というのがあるのですけれども、「災害時要援護者避難支援制度の認知」という、

これのアンケートは、こういう制度を知っていますかと書いてありますけれども、知っているか、

知らないか、知らなかった人はどうするか、そういう問題をどこかコメントしておかないとまず

いかなと思います。知らない人はずっと知らないままになってしまう。できれば、支援制度とは

と、注意書きで何か書いておくとか。アンケートとはいっても、やはり情報を的確に市民に知ら

せることが大事かと思うのですけれど、その辺はいかがでしょうか。私もこれはよく知らないの

です。 
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それから、こういう支援制度のときに、例えば先ほどの地域の問題とかがいろいろ絡んできた

とき、個人情報が把握できていない。地域の自治会においても、誰がそういう対象者かが分から

ないのです。それをどうして支援するかと言われた場合、支援する人が、特定の人がそういうと

ころでやるのであれば、非常に対応しにくいかと思うのです。例えば、先日は大きな震災があっ

たりしますよね。そういうときに、ではそういう人たちをどう対応して、誰が何をするのかとか、

そういうことも地域での１つの大きな問題点として捉えていかないと、個人情報の問題だけをク

ローズアップして伏せてしまうと、昔のような五人組制度とか、そういうものが破壊されてしま

うと思うのです。そういうものもある程度は考えていかないと、これからますます高齢化が５０％

を過ぎて、６０％になったときにどうするかということを、やはり市も考えていく必要性がある

と思います。以上です。 

【柴会長】 

そういうご意見がございましたので、もし今後生かせる点があれば生かしてください。 

【事務局】 

この審議会の趣旨とは少し異なるかもしれませんけれども、昨年度、要援護の全体計画という

ものを危機管理室のほうで作りました。この３月までに、支援の必要な方の名簿はもう整理し終

わっております。例えば、介護度３、４、５の方、あるいは身体障害者の方であれば１級、２級、

下肢障害の方は３級以上ですとか、あと、知的の方はⒶ、Ａ１、Ａ２ですとか、そういったデー

タを整理しております。今までは手挙げ方式ということで、数年前からやっておりまして、なか

なか手を挙げていただく方が少なかったので、今回は、こちらから「同意してくれませんでしょ

うか」ということで、市から対象者約２,７００人にお手紙でお知らせして、封筒で同意していた

だけるか、していただけないかという回答を頂くというやり方でやっています。今後、やはり自

治会にも十分説明をしなければいけませんので、若干時間はかかってしまいますけれども、遅く

とも本年秋以降、１１月、１２月ころまでには説明会を行います。 

また、今言った方だけではなくて、例えば、外国人の方ですとか、今は対象ではないけれども、

自分がいざというときに逃げるのが困難だとか、助けてほしいという方につきましては、市役所

のほうに窓口を設けて、随時受付をするという、そういう流れを検討しています。ですので、そ

ういったところもあるのですが、まずは今の段階で、アンケートは、そういったことを今までや

ってきたことをご存じでしょうかということをお尋ねするといった感じでございます。 

【柴会長】 

他には何かご意見は。どうぞ。 

【岡田委員】 

療育手帳をお持ちの方のアンケート、２－３ですが、１ページの鏡の部分の３番に「平成１８

年１０月１日現在」と、私の紙には書いてあるのですが…… 

【事務局】 

２－３の②ですね。 

【岡田委員】 

はい、そうです。３番目ですが、これは平成１８年でよろしいのでしょうか。 

【事務局】 

３の「平成１８年」は、誤植でございます。 
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【岡田委員】 

単純なミスでよろしいのですね。 

それから、２ページ目ですが、問４の「あなたは現在、どこで暮らしていますか」で、３番に

「福祉施設に入所している」とありますが、このアンケートは市内にいらっしゃる療育手帳をお

持ちの方ということが原則ですか。そうしますと、入所ということは、必ずしも市内ではないで

すね。そういうところの把握というのはなさっていますか。 

【事務局】 

障害者の把握ということでございますが、福祉施設に入所するために市外に転出となった場合

につきましては、転出前の市町村が受け持ちますので、入所されていても四街道市のままですの

で、そういう方は把握しているということになります。 

【岡田委員】 

このアンケートは、ご自宅に送るわけですよね。ご自宅に送るということは、福祉施設に入所

していらしたらどうなるのですか。 

【柴会長】 

そのご心配は、ご家族がおられればお手元に届くでしょう。それから、その方が、一応郵便局

に、ここへ届けろという配送の手続きをなさっていればいいけれども、何もしないでそのままい

らしたら、市役所に返送されてしまうだろうという、そういうご心配のようですけれども。 

【岡田委員】 

それもそうですし、それから、福祉施設に入所していらっしゃるということは、長く市を離れ

るということですよね。市内に在住しないということですので、どうかなと、必要なのかなと思

いました。 

【事務局】 

そこは、再度検討させていただきたいと思います。 

【柴会長】 

対象者の問題でした。他に何か。 

【飛田委員】 

先ほど、データの件で少しお話があったのですけれど、前回は、難病療養者は入っていないで

すよね。これは入りますよね。それもまた数字的にはかなりのボリュームで、６００名近く増え

ていまして、平成２４年のときに３,６００人くらいが障害者の対象者になっていますから、それ

から現在、難病を削ると３,９００人で、３００名くらいが３年間で増えています。そういうこと

で、難病のほうも６００人増えて、身障者が３００人ですから、倍近く増えてきますから、デー

タをつくるときに、先ほどのあれも、数字的にはだいぶ変わってくるのではないでしょうか。 

【柴会長】 

ただ、それは母数が変わるだけで、基本的に、意見として、母集団が増えた結果、前回の意見

とは異なったデータが出たから、それは採用できないというのではなくて、あくまで現時点でア

ンケートをして、そしてそれを元に新しい基本計画に生かしていただくのだという考えでいかざ

るを得ないのではないでしょうか。当然、時々刻々母数が増える、あるいは減るということはあ

り得るところですから。その辺は、どうでしょう。 
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【事務局】 

難病療養者のデータを他と切り離して分析するなど、適切な対応を検討してまいります。 

【柴会長】 

よろしいですか。他にはどなたか。 

【伊佐委員】 

２点ほどあります。今回、身体・知的・精神の障害がある方は、全員にアンケートを送付する

ということで、難病の方は、ある一定の時点で６１１人いるということですけれども、中には重

複しているケースもあると思うのです。私個人的なことを言えば、視覚障害で身体障害者手帳を

持っていて、難病見舞金も申請しています。そうしたケース、難病見舞金も支給している人で、

この人は手帳所持者であるとか、その辺の把握というのはおそらくできていると思いますけれど

も、その辺の確認ができるかどうかということが１点。 

それからもう１点、私は視覚障害者協会で当事者団体なので、少し利益誘導みたいになってし

まうかもしれないですけれども、障害者全員にこうしたアンケートを郵送する機会があるようで

あれば、例えば、その方の社会参加の観点から、例えばアンケートで「当事者団体で活動してい

ますか」とか、あるいは、「これから活動を希望しますか」というような選択肢もあったかと思う

のです。例えば、福祉ガイドに掲載されているものでもいいと思うのですけれども、この機会に

当事者団体の一覧表を、参考資料のような形で、１枚の裏表くらいで済むと思うのですけれども、

そういうのを同封してもらうことは検討の余地があるかどうか。以上、２点です。 

【事務局】 

１点目でございますが、説明が漏れまして、障害が重複されている方につきましては、何通も

アンケート用紙が行くと負担になりますので、１人には１つ行くような形を考えております。 

それから、２点目でございますが、そこのところは考えが及んでいなかったのですが、大変申

し訳ないのですが、やはりアンケートにつきましては、アンケートかなというふうに考えており

ます。 

【伊佐委員】 

分かりました。 

【大渕委員】 

私は、精神障害者の地域活動支援センターを運営しております法人に所属をする者ですけれど

も、精神障害者向けのアンケートを、私のところに通ってきている利用者、１０人、１５人くら

いを頭に思い浮かべながら、このアンケートに正確に答えられるかどうかということを、これを

見ながらやってみました。実は、精神障害者はほとんど大丈夫だと思うのですけれども、中には

知的障害との重複がございまして、この子にはこのアンケートを渡しても自分では十分に答えら

れないなと思う人が、私が頭に思い浮かべた中でも何人かいます。そうなりますと、そういう人

の正しい状況といいますか、基礎的項目からして答えられないとなると、正確なアンケート調査、

この調査がどのくらいの精度を求めているのかということは別にして、少し無理な点もあると思

うのです。 

そこで、これは財政的な問題等々もあることは重々承知の上で申し上げるのですが、ただペー

パーを送りつけるだけの調査ではなくて、実際に、例えば民生委員さんにお願いするとか、ある

いはもう少しお金を使うつもりならば、県内の福祉系の大学の学生たちを採用して、面接調査の
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ような形で１回やることが、正確な調査をやる上では必要ではないかと。私は自分の意見の中に

そのことも書いておきましたけれども、ペーパーでもって答弁できる障害者というのは、率直に

言ってかなり限られてくるのではないかと思います。ルビが振ってあっても、肉親ならば誰が答

えてもいいとただし書きは付いていますけれども、しかし私の施設に通ってくる人たちのことを

考えた場合に、それは、家族の者に、あるいは相談できる誰かにということで代わって回答して

もらえるような状況ではないと。そうすると、本当に５年に一遍なり、あるいは地域福祉の場合

にはもっと長いスパンでやるかもしれませんけれども、そういう調査をやるのに、ペーパーでア

ンケートをやりましたということだけでいいのかどうか。その辺のところを、少し踏み込んで行

政のほうにもお考えをいただく必要があるのではないか。 

もちろん、先ほど言いましたように、財政の問題、それから、個人情報がきちんと保護される

かどうかという問題、クリアしなくてはいけない問題はあると思いますけれども、行政が正確な

調査をやろうと思えば、そこまで踏み込んでやる必要もあるのではないかと私は考えまして、自

分の意見の中には、そのことも書き加えました。これもぜひご検討をいただきたい。今回の調査

では、予算の問題もあるでしょうから無理だとしても、行政がやる調査というのは、やはりそこ

まで綿密にきめ細かにやるべきではないかという考えを持っておりますので、ぜひ今後の検討課

題に入れていただければと思います。 

【事務局】 

今ご指摘がございましたが、確かに今回、非常に厳しいので、検討課題、研究課題とさせてい

ただきたいと思います。 

【岡田委員】 

今の民生委員というご意見、非常に光栄に存じます。ただ、現在でも障害者の方というのは、

受け入れていただくまでに非常に時間がかかるのです。例えば、社会福祉協議会からのいろいろ

な配布物なども、民生委員は来ないでくれと、そういうふうにわざわざ書いてある場合もありま

す。ですから、そういうものは公で伺えるようになればいいかなと思う反面、少し難しいと思う

ところがありますので、やはり今後行政のほうといろいろと相談をさせていただいて、研究させ

ていただきたいと思います。 

【飛田委員】 

初歩的な質問で申し訳ないのですけれども、このアンケートをやられまして、平成１８年にも

やられていますよね。１０年ごとにやっているということですけれど、その１０年前にやったア

ンケートの部分もあって、行政として、例えばアンケートのこういうものが実際に役立ったとか、

何を狙いとして役立てるためのアンケートなのかが、私は読んでいて、あまりにも細かすぎて頭

の中に入らないのです。その辺を何かお聞かせいただけたらと思います。 

【柴会長】 

今のご意見は、大変項目が多いという点についてですね。確かに、そういう感覚がいたします。 

【飛田委員】 

先ほど、大渕委員がおっしゃったように、これを全部書くのは結構大変ですよね。特に、まと

もな人間でも、書いていて少し大変だなと思うくらいです。何を狙いにして、何のためのアンケ

ートなのかというのが、行政で求めていることが分かればいいのですけれども、非常に網羅され

すぎてしまっていて、たくさんありすぎて、総花的というのですか、何が狙いか読み込めないの
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で、その辺、何か役に立ったとか、こういうものの役に立つとか、アンケートを取った結果の行

政上での市民への対応というものがあれば、具体的にお聞かせください。 

【事務局】 

アンケートにつきましては、当然ながら、対象者の状態を把握したいということがございます。

アンケート項目につきましては、項目が多ければ多いほど、状況というのが、細かいものが把握

できるのですが、今お話がございましたように、かえって、項目が多いと答える方が大変ですの

で、その辺のところで、このくらいまでというところを設問数としたところです。何のためにと

おっしゃられますと、状況把握をして、その状況把握から現状等分析して、今後どのような（音

声不明瞭 01:33:27）が必要かいうところを（音声不明瞭）。 

【飛田委員】 

なぜ、今の質問をしたかというと、難病患者がこれだけどんどん急増してきている中で、例え

ば、市が、難病の患者が、こういう病気についてはこうですよということとか、それからこうい

うことで市が支援していますとか、国が支援していますということ、それから、新しいものがそ

こでインプットされるのかどうかというのが、よく分からないのですけれども、行政上では、そ

んな対応の仕方として、（音声不明瞭 01:34:15）そういうものもお考えなのかということを知り

たいのです。 

【事務局】 

難病者の負担は大きく、アンケートの中に入れていますように、当然ながら難病者の方が障害

者と同じようにさせていただいている状況の中で、その方の状況とか人数、そういうものを把握

して、では市としてはここまでというような、市で対策をしていく必要があるのかいうところの

判断材料です。 

【飛田委員】 

ぜひ、生かしていただきたいです。 

【柴会長】 

いろいろご意見が出ておりますが、他には何かおありになりますでしょうか。よろしゅうござ

いますか。 

【栗原委員】 

基礎的なことをお尋ねして申し訳ないのですけれども、計画案の名称についてなのですが、こ

れまで障害福祉計画は第３期障害福祉計画というような形の期付けだったのですが、今回、地域

福祉計画は第２次、それから障害者基本計画は第４次ということなのですが、この「期」と「次」

の使い方の違いをご説明いただければと思います。 

【事務局】 

障害者基本計画につきましては、一般的に、第何次という形が今までだったと思います。それ

から、障害福祉計画につきましては、この作成が、障害者自立支援法ができた時にできたのです

が、ここでは１期３年で作っていくということがございましたので、第１期、第２期という形に

なっています。 

【栗原委員】 

各計画の体系の位置付けで、例えば１０年のような長期計画の場合には「次」という形で持っ

てきて、その中に２年や３年という「期」の計画が含まれているように考えるのか。名称のこと
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ですので、今ここの内容の議論ではないのですけれども、その辺が、どういう整理でこの「期」

と「次」の使い方の区別をされておられるのですか。期間的なものなのか、組織的な、より大き

な概念の計画案の場合が「次」になって、その下の２年、３年という期間の区切られたものが「期」

として理解してもらうと。 

【柴会長】 

恐らく、監督官庁からのお仕着せの、第２期、第４次とか、そういうものがあって、特に四街

道市の職員の方々が意図的に字を変えて使っているとはとても思いませんし、また、それに逆ら

ったとしてもどうしようもないという事情もあるだろうと思います。そうですよね。正直なとこ

ろは、実はそうだと思います。ですから、機会があれば、別の会のところで一体「次」と「期」

はどう違うのかということを、どちらかでお聞きになって、結果が分かったらお教えいただくと

いうほうが賢明だろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

他には何か、おありになりますでしょうか。 

【金子委員】 

先ほどの地域福祉計画と、今回の計画にも少し関連するかもしれないのですけれども、現計画

のうち、例えば地域福祉計画ですと、基本目標というのがありますよね。基本目標が挙げられて

いて、市民もそうですけれども、どういう方向で取り組みましょうということが、この計画の中

に盛り込まれているのですけれども、それが今度の計画を立てる際に、どれくらいこの取り組み

が進んだのかというような評価というのは、今回、市民に対するアンケートとか、いろいろ状況

を把握されるわけですけれども、そういうアンケートから出てきた結果とか、関係団体から聴取

したその結果なども踏まえて、評価をして、方向性というのはそんなに大きくは変わらないかと

思うのですけれども、その点の現在の計画の評価というのは、どういうふうにされるのかという

のを伺いたいと思います。 

【事務局】 

現在の計画の評価の把握ということでございますが、今後、現計画書に施策と担当課がござい

ますので、各担当課に調査をして、どのようなことをやってきたか、どのくらい進んだかという

ところを調査して、現計画の評価をしたいと考えています。 

【柴会長】 

例えば、今回実施するアンケート調査の中から、過去における基本計画の評価が読み取れるよ

うな工夫があるかどうか。今のお話だと、担当部署が、いわば自己満足的に良かった、悪かった

と、一方的な行政的評価になりかねないので、ご工夫をいただきたいというご意見だろうと思い

ます。ですから、今後には、ぜひそういうことを生かしていただきたいと思います。 

【事務局】 

承知しました。 

【大渕委員】 

今、金子委員がかなり突っ込んだお話をしたので、私も申し上げますが、特に地域福祉計画を

作る際には、少なくとも千葉県の中の各市町村の地域福祉計画を、ご担当の策定委員の人たちは

読み込んでいただきたい。例えば、今、金子委員がおっしゃったように、市川市の地域福祉計画

は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄというふうに評点しているのです。こういう目標をかつて５年前に掲げたけ

れど、この出来具合はＡですとか、Ｂですとか、例えば自治会の組織がこのくらい進んだから、
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これはＡ評価だとか、あの地区では自治会がどんどん小さくなっていくから、それはＣ評価だと

か、行政がそういう大胆な評価をしています。そうすると、市民はそれを見て、今、うちの町で

は何が遅れているのかということがはっきり分かるわけです。金子委員がおっしゃるのは、そう

いう現計画に対する評価をきちんとやるかどうか。これは一番ベーシックな、大事なことだと思

いますので、それは担当課だとか、アンケートなどに出てくるということではなくて、きちんと

行政としてそれを評価するかどうかということをはっきりさせておいたほうがいいのではないか

と思いますので、今の金子委員の疑問は、私もそれは、ぜひ正しくきちんとおっしゃっていただ

きたいと思います。 

【飛田委員】 

それに関連して、資料２－３①の問 37 で、「市は特にどのようなことを充実させていけばよい

と思いますか」という質問があって、いろいろな質問が出て、例えば、「入所できる施設を整備す

ること」とありますが、ここの声が一番多くなったときにどうするか。「障害のある人が住みやす

い公営住宅などを整備すること」のように、かなり財政に影響するようなものがたくさん挙がっ

ているのですが、その辺への、例えば対応とか、多分、こういうものを進める場合の施策も考え

られて、こういうアンケートを取られていると思いますけれども、その辺をどのように考えてい

るか、具体的に少しお聞かせ願いたいと思います。 

【事務局】 

それにつきましては、市民の意向ということで、そこを把握しまして、市として何ができるか。

必ずしも全部ができるというとはないと思いますので、何ができるかというのを検討していきた

いと思います。 

【飛田委員】 

私が今、なぜこういう質問をしたかというと、市にいろいろとお願いしますと、お金がないか

らと言って、財政がまず最初に出てきて、できないという形になるのです。であれば、アンケー

トとして採ったときに、できるものは何かという部分をきちんと考えておかないと、市民からと

ってみると、「何だ、まただまされたのか」というようなアンケートになってしまうので、その辺

は慎重にやられておいたほうがよろしいかと思いました。 

【有川委員】 

その評価のことについてですけれども、資料１－１の「総合計画」という表があるのですけれ

ども、例えば、一番左のほうに「男女共同参画推進計画」というのがあるのですけれど、そこの

ところではきちんと評価が出ているはずです。これの目標に対してこれだけできたから、何点と

かという、段階はあれですが、そういう評価の出ているのがここには載っているはずです。とい

うことで、きちんと目標に対して出ているかなというのは、思いました。それはやはり、どれだ

け頑張ったというか、これに対してどの程度まで実行できているかとか、そういう評価の仕方な

のですけれども。 

【飛田委員】 

要するに、市民がチェックを入れられるようなデータとして、そういうものがオープンにされ

ていく、あるいはディスクローズされていく、そういう形に市が持っていかないと、これから市

民としてもいろいろと知りたい、ディスクローズしてもらいたい、そういうものがあると思いま

す。そこのところは、従来とは違う形に持っていかないと、自治会においても、自治会に入らな
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いでいる人たちはどんどん増えてきてしまうし、地域づくりだとか、あるいは住みやすい安心の

まちと言っていても、何が何なのかというのが、総合計画の基本目標的なものと非常にアンマッ

チしてしまうというものが出ると思います。 

【柴会長】 

いろいろご意見が出ておりますが、他には何か。 

【渋谷委員】 

今日は、終わり時間が書いていないのですが、そろそろ個別の質問になってしまいそうなので、

次へ進んでいいかと思います。 

【柴会長】 

ということでございますが、目的は大体こういうことで、こうこうこうで、こういうことを入

れていただきたいということは、我々にしたほうのアンケート調査票でも出ていると思います。

その辺、既にお書きになったことは、もうそれでいいということで、他に何かおありになります

か。 

特になければ、大体３時半で、２時間で終わらせようという目途でおりますので、この件につ

きましては、今いろいろご意見が出ました。それから、我々から提出をしたアンケートがござい

ます。それでもご参考になり、訂正いただくというようなところには訂正を加えていただいて、

実行していただくということにしていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

では、そういうことで次に進ませていただきます。次は、「部会の設置について」、事務局から

ご説明をお願いいたします。 

 

④ 部会の設置について 

【事務局】 

（部会の設置について説明） 

【柴会長】 

例年のごとく部会を設置するということでございますが、よろしゅうございますね。 

（異議なしの声） 

では、その方向でお願いをいたします。 

部会の委員については、事務局のほうで何か案はございますでしょうか。 

【事務局】 

では、事務局案がございますので、これから配布をさせていただきます。 

【柴会長】 

どうぞ。 

【事務局】 

ただ今、お配りしましたように事務局案といたしましては、お示しをした本会からの委員の方

と合わせまして、本年度に限りましては臨時委員さんを数名委嘱するということで、２つの部会

を構成したいと考えています。 

なお、臨時委員さんの選定につきまして、今後事務局のほうで調整させていただきたいと思い

ます。 

【柴会長】 
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というご説明がございました。一応、事務局の案ということで、当面、この形でスタートさせ

ていただいて、何か問題がありましたら、またその都度考えさせていただくという方向でいきた

いと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

（異議なしの声） 

では、そういうことで、よろしくお願いいたします。部会長の選出というようなこともござい

ますが、これはまたその会が開かれた時ということでよろしいですね。 

【事務局】 

はい。部会長の選出につきましては、第１回の部会の中で、委員の皆様の互選によって選出を

していただきたいと思いますので、各位の皆様にはよろしくお願いいたします。 

【柴会長】 

本日予定をいたしました議事等については、これで終了ということでございますが、最後に何

かご発言の方がいらっしゃいますでしょうか。 

【大渕委員】 

今の部会で、私は障害者部会ということになりまして、恐らく、最後の合同部会までは、地域

福祉計画の審議の具体的な内容には入れないのではないかと思います。それで、そういう立場の

上で、地域福祉計画につきまして少しご意見を申し上げたいのですけれども、よろしいでしょう

か。５分ほどです。 

先ほど、千葉県内の他の自治体の地域福祉計画を参考にということをあえて申し上げましたけ

れども、私は平成２３年に今の地域福祉計画ができた経緯についてはつぶさに知らないのですけ

れども、四街道の地域福祉計画は大変ユニークなスタイルだと思います。それはなぜかというと、

１つの項目ごとに、自助・共助・公助という形で全部入っているのです。しかも、自助のところ

が、なぜこういう形が入っているのかよく分からないのです。 

もともと地域福祉計画が作られるようになりましたのは、福祉基礎構造改革みたいなことが行

われて、法律も変わって、各自治体でこういう地域福祉計画を作りなさいと、先ほど柴会長がお

っしゃったような、あるいは市長も最初のごあいさつで述べていたような、トップダウン方式で

自治体に地域福祉計画を作りなさいということから始まったのだと思うのです。しかも、その考

え方の根底には、公助と共助ということ、さらに加えて言えば、自助ということまで加えて、少

し言い方に語弊があるかもしれませんけれど、行政のほうで福祉をやるには、財政的な問題もあ

り、なかなか十分には行き届きませんよと。したがって、これからは自助と共助という形を十分

に市民のみなさんの力で発揮していただいて、地域全体で福祉を進めましょうという考え方が哲

学としてあると思うのです。 

ですけれども、四街道市の地域福祉計画のように、こんなに自助がうたわれている福祉計画と

いうのは、私はお目にかかったことがないです。それで、どういうことが問題かといいますと、

例えば、今、お持ちの方は６６ページの「情報提供・相談体制の充実」というところがあるので

すけれども、ここにも自助ということが述べられていて、どういうことを言っているかというと、

「福祉サービスの制度は日々変化しています。日頃から新聞や市政だよりなどを通じて、どのよ

うな動きがあるか、気に留めておきましょう」と言っています。少なくとも、行政計画は市民に

対して、みなさんから頂いた税金で四街道市はこういう地域福祉計画を進めていきますという、

市民と行政との約束なので、市民の個人個人の認識とか、こうすべきだとかということに行政が
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入っていく筋の計画ではないと私は思うのです。 

ですから、千葉県内の他の自治体を見ますと、共助と公助のすみ分けはきちんとやっています

けれども、自助にまで踏み込んでいって、個人個人が福祉サービスについてこういう注意をしよ

うとか、自治会に対しては一生懸命参加しようとか、こういうことを呼び掛けるというのは、そ

ういう意味では、非常にユニークだと思います。 

ですから、もしこういうスタイルを踏襲して、今後の第２期目の地域福祉計画をお作りになる

のだったら、私は全体討議の中では反対をしたいと思います。他の自治体では、共助は書いてあ

ります。要するに、自治会とか民生委員さんとか、共助の中の公助とのすみ分けは書いてありま

すけれども、自助にまで踏み込んでいることはない。これは、率直に申し上げて、行政計画とし

てはやり過ぎではないかという感じがいたしますので、できれば、こういう形での踏襲はしない

で、自助についていちいち記載をすることについては無用だと私は思います。当該部会ではあり

ませんので、あらかじめ、そのことを策定委員会の方々に申し上げておきたいと思います。 

【柴会長】 

 そういうご意見がございました。一応、ご意見はご意見として伺っておく、特に当該部会辺り

は、こういうご意見もあるということでお聞きになっていただきたいということでございます。 

では、他になければ、本日の議事は以上で終了させていただきます。この後、今後の予定等に

ついて事務局から連絡があると思いますので、よろしくお願いします。傍聴人の方はこれで退室

していただきます。 

（終了。この後、事務局より事務連絡） 


