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平成27年度 第１回四街道市保健福祉審議会 障害者部会 会議要旨 

 

日 時 平成 27年９月 25日（金） 午後１時 30分～午後３時 30分 

場 所 四街道市保健センター３階第２会議室 

出席委員 

大渕 義明        飛田 周彬 

金子 恵子        伊佐 勉 

大内 健太郎       川崎 鉄男 

島 万里子 

欠席委員 

中村 修治        穴澤 悦子 

傍聴人 

３人 

会議次第 

１．開会 

２．福祉サービス部長挨拶 

３．正副部会長選出 

４．議題 

①現行計画の実施状況について（報告） 

②市民アンケート結果について（報告） 

③福祉関係団体とのアンケート及び意見交換会の結果について（報告） 

④その他 

５．閉会 

配付資料 

第１回部会会議次第 

委員名簿 

資料１ 現行計画の実施状況について 

資料２ 市民アンケート結果について 

資料３ 福祉関係団体とのアンケート及び意見交換会の結果について 

資料４ 計画の構成と基本理念及び重点目標（案） 
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１．開会 

（事務局より資料の確認） 

（委員紹介） 

 

２．福祉サービス部長挨拶 

（福祉サービス部長より挨拶） 

 

３．正副部会長選出 

（部会長に大渕委員、副部会長に島委員が選出された。） 

（大渕部会長挨拶） 

（島副部会長挨拶） 

（傍聴希望者の確認及び会議公開の承認） 

 

４．議題 

①現行計画の実施状況について 

【事務局】 

 （資料１：現行計画の実施状況について説明） 

【大渕部会長】 

 資料について、気づいた点など、何かご意見・ご質問がありましたらお願いいたします。 

【伊佐委員】 

 「１－１－③日常生活自立支援事業の利用促進」ですが、今後の方針は「Ｄ（廃止）」になっていま

す。日常生活自立支援事業は社協に委託していると思いますが、廃止理由を教えていただけますか。 

 「５－１－⑥人権意識の啓発」ですが、障害者支援課が担当（主管）課になっていますが、福祉政策

課も関わっていると思います。「みんなで人権を考える会」に参加していますが、定例会に福祉政策課、

社会教育課の担当者も参加しています。今回は障害者基本計画の策定なので、福祉政策課も関わってい

ると思いますので、担当（主管）課に併記してはいかがでしょうか。 

 四街道駅南口にエレベータを設置する予定がありますが、進捗状況を教えていただけますか。 

【事務局】 

 「１－１－③日常生活自立支援事業の利用促進」ですが、実施主体は社会福祉協議会になります。障

害者基本計画は市の計画であり、実施主体が違うため廃止としています。ただし、側面支援は継続して

いきます。 

 「５－１－⑥人権意識の啓発」ですが、資料に示したものは現行計画の進捗状況です。「人権意識の

啓発」は障害者支援課のみ担当課として設定していましたが、次期計画では福祉政策課と一緒に進める

形でいいと思っています。 

 四街道駅南口のエレベータの設置ですが、ＪＲとの協議が進んでいない状況です。本年度予算化をし

ましたが、年度内の設置は難しく、28年度中には設置されると聞いています。 

【伊佐委員】 

 日常生活自立支援事業は、市から社会福祉協議会に補助などはなかったのでしょうか。 

【事務局】 

 日常生活自立支援事業は、県社会福祉協議会からの委託事業であり、位置づけが違うものです。 
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【飛田委員】 

 今の話に関係するのですが、ノーマライゼーションを目指していると資料４にも書かれていますし、

一般市民からも意見が出ています。日常生活自立支援はしっかり取り上げてしかるべきと感じています。

支援して地域で自立できるようにするか、あるいはそういう体制づくりが必要ではないでしょうか。 

【大渕部会長】 

 事務局で用意した資料の見せ方の問題と思っています。「１－１－③日常生活自立支援事業の利用促

進」で該当事務事業名は「該当なし」ですが、実際には社会福祉協議会で生活支援に取り組んでいるな

らば「Ｄ（廃止）」とする必要はないと思います。行政だけの縦割りの見方での評価ではなく、地域内

のどこかが実施しているならば、明示すべきではないでしょうか。該当事務事業名の「該当なし」です

が、基本計画に掲載してあるのに該当事業なしは矛盾を感じますので、事業名としてはなくても何かの

形での事業、施策はありますよね。行政内の縦割りだけで評価や今後の方針を考えるのではなく、広い

視点で考えていってはどうでしょうか。 

【飛田委員】 

 障害者が一般の人と同じように生活していけるといいと思っています。それには行政が関与していく

必要があります。先ほどからの話は、福祉政策課の一事業だと思います。それを「該当なし」とされる

と全くやらないと捉えられてしまうので、市民に対してどういう説明をするのか疑問です。 

【大渕部会長】 

 懸命に取り組んでいるのに、事務事業名がないだけで「該当なし」とされると、何も行なっていない

ように捉えられてしまい、誤解を生じかねません。事務事業名にはなくても、施策として展開している

ものが多くあるので、表記を修正していただけますか。 

【事務局】 

 確かにご指摘の通りです。市の何らかの事業には該当しますので、表記を工夫していきます。 

【大渕部会長】 

 個人的には障害者支援課はよくやっているという印象があります。事務事業名がないということだけ

で「該当なし」という表記は、損な評価です。むしろ予算書にない事務事業のほうが実際には多く、評

価すべき点だと思っています。 

【飛田委員】 

 「該当なし」はどうしても目についてしまいます。例えば「１－２－①介助者への支援」は「該当な

し」となっていますが、一般的に考えて市民が疑問に思うようなことは、できるだけ行なっていること

をアピールしていかないと、実際に行っていても市民にはよくわからないままになってしまいます。「該

当なし」としている施策は再度、吟味してはどうでしょうか。 

【大渕部会長】 

 「４－１－①道路環境の整備」ですが、「都市整備課」の該当事務事業は「該当なし」、評価「△」、

今後「Ｃ」となっています。これは点字ブロックのことのようですが、障害者支援課としても、もう整

備しないということですか。障害者の立場から解せないのではないでしょうか。４－１－①の経緯を教

えてもらえますか。 

【事務局】 

 「４－１－①道路環境の整備」の「都市整備課」の該当事務事業ですが、都市整備課が直接行なうの

ではなく、区画整理の際に施工事業者が行います。施工事業者の収支が厳しいことから、都市整備課が

強く言える状況ではないようです。そういったことから、「Ｃ（縮小）」という評価になっています。障
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害者支援課の立場からすると、いい状況ではないと思っています。 

【大渕部会長】 

 市で行なう道路整備ではなく、区画整備組合で行ないますので、個々の民間事業者のお金がなければ、

点字ブロックまでは手が回らないと、都市整備としてあきらめざるを得ないということですね。 

【事務局】 

 物井駅の区画整理は組合施行ではなく、ＵＲが行なっており資金不足は考えられません。来年には区

画整理が終了するようですが、そのあとを引き継ぐ、道路管理者へ要望を出していきたいと考えていま

す。 

【大渕部会長】 

 区画整理組合ならば、行政から補助金などを出すこともあると思いますが、ＵＲならばもう少し言っ

てもいいのではないでしょうか。 

【事務局】 

 物井駅の区画整理は、ＵＲで施工したということで評価をいただいています。今後のことですが、Ｕ

Ｒならできることもありますが、組合施行だと難しい面も出てくると考えられます。 

【事務局】 

 将来的に他の場所において、点字ブロックなどを整備する場合、資金難の団体が多く、そのまま進捗

させていくことは困難ということで、「Ｃ（縮小）」としています。 

【大渕部会長】 

 そのあたりは事務局で整理していただけますか。区画整理は都市整備課の担当とはいえ、点字ブロッ

クは障害者にとっては大変大きな問題なので、縦割りで考えるのではなく、市がＵＲや整理組合に対し

て発言していってほしいと思います。 

【飛田委員】 

 「４－２－①災害時要援護者対策の充実」ですが、災害が起こった際に、誰が障害者の居住地、援護

を必要としている人などの情報を把握しているのでしょうか。個人情報保護の関係で情報が全て伏せら

れているため、昔のように地域で把握して援護することはできません。四街道市として人を大切にする

のであれば、個人情報の管理など要援護者の了解を得て、支援対策の仕組みづくりをしてほしいと思っ

ています。今後、災害が発生するという想定を念頭に、対策を打っておいた方がいいと感じています。 

【事務局】 

 現在、災害対策基本法の改正に伴い、要援護者の名簿については法に基づいて作成しています。しか

し、援護を要する方の情報を自治会では持っていないという問題があります。今年度、各自治会に対し

て説明会を予定しています。台帳記載の情報を自治会に提供することに同意した要援護者については、

自治会へ情報をお渡しするようになります。 

【飛田委員】 

 介護を要する人にも自己防衛は必要だということを理解してもらえれば、了解は得られると思います。 

【川崎委員】 

 市役所、特別養護老人ホーム、障害者支援施設などに防災無線などが整備されました。合わせて福祉

避難所も指定されましたので、それらの事業も掲載したほうが評価としてはいいと思いました。文科省

では、障害者に対する学校のバリアフリーを予算化していると言っていますが、地震発生後、学校に避

難することになった場合、トイレや段差の問題が出てくると思います。四街道市内の学校のバリアフリ

ーはどのような状況になっているのでしょうか。 
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【事務局】 

 本日は詳細情報を持っていません。 

【大渕部会長】 

 次回の会議にて、報告をお願いします。 

【伊佐委員】 

 先ほど、点字ブロックの話がありましたが、視覚障害者協会の会員からは、物井駅周辺に関して不便

さは聞いたことがありません。点字ブロックの設置に関しては、しっかりと当事者の声を聴いていただ

ければと思います。 

【飛田委員】 

 常総市の水害が発生した際に、四街道市の土砂災害情報もテレビにテロップが出ました。土砂災害の

発生場所をスマートフォンで検索してみましたが、確かな情報は出てきませんでした。四街道市のホー

ムページは災害情報とリンクできますか。災害時に四街道市の状況をシグナルで表すような情報網を作

っておいてもらわないと、家の中にいる人は何がどこで起きているのか把握できません。発生現場の近

くにいる障害者は、重点的に地域の人が動かなければいけないと思いますが、四街道市の危険や注意喚

起が表示されても、そういう危機意識の問題が整っていないのではないでしょうか。また情報メディア

を操作できず情報をキャッチできない人もいます。人を大切にするのであれば、充足できるように対応

を考えれば、他市と違うものが出来ると思います。 

【大渕部会長】 

 危機管理も災害対策も一般論としては、おっしゃる通りですが、直接、障害者基本計画の中で示すも

のではないと思いますので、今後、基本計画を策定するうえでの参考にしていただきたいと思います。 

【金子委員】 

 評価について、現計画の評価が「△（あまり取り組むことができなかった）」、「×（ほとんど取り組

むことができなかった）」でも、今後の方針が「Ａ（充実）」のものは、これまで取り組みが出来なかっ

たという部分では、市の予算面、人員面も厳しい状況だと思います。実現に向けて、今後も大変だと思

いますが、評価をきちんとしていただき、ありがたく思っています。 

【大内委員】 

 「１―３－②医療に関する情報提供の充実」ですが、障害者支援課では今後の方針は「Ｄ（廃止）」

となっていますが、健康増進課で一本化するということでしょうか。 

【事務局】 

 健康増進課を通じて、健康をサポートする情報を提供していく方向です。 

 

②市民アンケートの結果について 

【事務局】 

 （資料２：市民アンケートの結果について 説明） 

【大渕部会長】 

 調査結果を参考に障害者基本計画を作成することになりますが、今の説明について、感想などはいか

がでしょうか。 

【飛田委員】 

 援助・介護に関与している人は、親、兄弟などの身近な人が大半だと思います。行政でも介護者を支

援するために様々な事業に取り組んでいますが、「悩みや困ったことの相談先」として「市の職員」が
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低い、１割にも達していないということは、PR の仕方、窓口の拠点などが必要ではないかと感じまし

た。結果をみると行政に相談できない人も数％いますが、いずれ親が亡くなった時の不安を持っている

障害者はたくさんいます。そういう人たちは今後増えると思います。高齢化が進んだ場合、高齢者自身

が介護を受けていると、何もできなくなってしまいます。その時の仕組みをつくっておくことが将来的

には必要ではないでしょうか。困った人たちがたくさん増え、結果的には高齢者の認知症増加や自分が

介護される状態になりますので、その対応が大事ではないでしょうか。障害者だけの問題だけでなく、

障害者をベースにしながら、将来的な福祉事業への対応の仕方を、行政がどのように関与していくか、

発信・受信基地をどのように設けていくか、そういう行政の体制を整える必要があると思っています。 

【大渕部会長】 

 事務局より説明のありました相談先ですが、市の職員への相談は他市と比べてもそれほど低くないと

感じました。地域差もあると思いますが、市の職員が相談相手としての信頼感はけっして低いとは思い

ませんので、もっと自信を持っていいと思います。 

【飛田委員】 

 私が言いたいことは、日本の社会的な人口構造が変わってきますので、それに対応しなければならな

いということです。例えば、10 年後には 40～50％が 65 歳以上になり、その人達のうち、４分の 1 が

認知症になるとどうなるのかなどを考えなければならないと思います。市は四街道市の人口は増加する

とシュミレーションしていますが、人口増加は保証されていません。国立社会保障・人口問題研究所で

は千葉県の人口は減少すると公表しています。そのような中で、集客力、まちづくりをどうしていくの

か、市に入ってくる人たちに対して、発信・受信基地はどうしていくのかなどを考えていかなくてはい

けないと思います。高齢者が協力しながら、体制を作っていくという社会的な構造変換に対応していか

なくてはいけない時代になっていると思います。 

【大渕部会長】 

 わかりました。この計画を作っていくうえでの、ひとつの議論の焦点にしましょう。 

【飛田委員】 

 議論はそうですが、いまお話ししたようなことを行政では考えていると思いますが、市民は肌で感じ

られない人もいらっしゃるので、市民の代表として発言させてもらいました。 

【大渕部会長】 

 その他には、結果についていかがでしょうか。 

【川崎委員】 

 「差別や人権侵害、虐待の状況」の結果ですが、差別や人権侵害、虐待を感じている人が知的障害者、

身体障害者では 40％を超えており、高い割合だと思いました。「資料１ 現行計画の実施状況」に「１

－１－④虐待防止体制の整備」がありますが、四街道市は障害者の虐待防止に熱心に取り組んでいると

思います。私が勤務する施設でも 24 時間体制で虐待の受け入れをしています。しかし評価は「×（ほ

とんど取り組むことができなかった）」となっている意味と、来年施行される障害者差別解消法も含め、

今後、市の虐待に対する動きがあれば教えていただけますか。 

【事務局】 

 虐待防止に関しては、案件ごとに関係部署と連携し取り組んでいます。現行計画で「虐待防止体制の

整備」とした目標は、案件ごとに動くのではなく、虐待防止に対応した組織を作ることでしたので、未

達成のため「×（ほとんど取り組むことができなかった）」という評価になりました。しかし虐待防止

対応は十分に取り組んでいます。 
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【大渕部会長】 

 虐待防止法が出来てから、四街道市ではすぐに虐待防止センターを立ち上げました。また虐待防止法

に関するパンフレットなども作成しており、虐待防止の評価はけっして「×（ほとんど取り組むことが

できなかった）」ではないと思いました。アンケート結果をみると、差別や人権侵害、虐待を受けてい

ると感じている人が多数います。それに対してどうしていくかが今後大事ではないでしょうか。 

【事務局】 

 今後の議題にも関わってきますが、権利擁護を重点的に取り組んでいきたいと考えています。 

【大渕部会長】 

 新たな組織を作ることは難しいと思いますので、調整して障害者支援課の中で、どこが担当部署とし

て責任を持って取り組むかを検討したほうがいいのではないでしょうか。またアンケート結果から、今

後どのように虐待防止に取り組んでいくかを考えることが今後の計画に関わってくると思います。 

【飛田委員】 

 差別や人権侵害、虐待の質問は、どのように訊ねたのでしょうか。それぞれの割合は把握できている

のですか。虐待には肉体的なものと精神的なものがあり死に至ることもあり、人権侵害よりも深刻だと

思います。 

【大渕部会長】 

 今回の設問はまとめて訊ねています。差別、虐待、人権侵害を分けて質問したほうがいいという意見

として、次回のアンケートの際には参考にして工夫してください。 

 

③福祉関係団体とのアンケート及び意見交換会について 

【事務局】 

 （資料３：福祉関係団体とのアンケート及び意見交換会について 説明） 

【伊佐委員】 

 意見交換会に四街道市視覚障害者協会も参加いたしました。昨年度の障害福祉計画策定の際にも意見

交換会があり参加いたしました。視覚障害者協会では、計画策定年度以外でも年間事業計画にて障害者

支援課との意見交換、市長面談を行っていますが、他の当事者団体で意見交換会を毎年度行っている団

体はありますか。 

【事務局】 

 いくつかの団体が作った「のぞみの会」では、市長面談を年１回行っています。 

【伊佐委員】 

 行政では策定年度に意見交換会を行っていますが、毎年度１回、あるいは当事者団体の総会などで、

市担当者と顔合わせをしていければ、相互理解が進むと思いますので、他の団体でも意見交換会を検討

していただければと思います。 

【大渕部会長】 

 私どもの NPO 法人「希望」の母体になっている、精神障がい者家族会「ホープ」が意見交換会に参

加しました。その時の参加者の感想が会報に掲載されました。当事者が障害者支援課と意見交換できた

ことを喜んでおり、自分たちの声が基本計画に反映されることを期待していることがわかりました。こ

のような意見交換会は非常に重要だと思います。 

【飛田委員】 

 異なる障害者団体が集まって意見交換会を開催することも違う意見を聞くことができていいかもし
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れません。 

【大渕部会長】 

 障害ごとの集まりは、障害者総合支援法に基づいて自立支援協議会が行政ごとにあります。四街道市

の自立支援協議会にはいくつかの部会があり、各種別が集まり検討・議論をしています。それらをもっ

と多くしていくことは、お話しいただいた通りだと思います。 

【金子委員】 

 昨年度ですが、保健所では精神障害者の家族会の意見交換会を行いました。それぞれの家族会の活動

内容、会員規模が違いますので、合同で研修などを開催しようといった意見が出されました。意見交換

会では行政が家族会をバックアップしてほしいという要望がありました。活動場所、活動費の支援もし

ていただきたいが、精神的な面をバックアップしてもらえると違いますし、そういう情報交換の場を設

定していただけるだけでも違います。また、繋がりができてよかったという意見もありました。同じ行

政の立場ではありますが、保健所での意見交換会をもっと広域でやっていけたらと考えています。 

 

④基本理念と重点目標 

【事務局】 

（資料４：四街道市障害者基本計画の構成と計画の基本理念及び重点目標について 説明） 

【大渕部会長】 

 今後の策定上の大まかな構成、骨格が示されました。ご意見がございましたらお願いします。 

 現行計画から新しい計画へ移行するにあたり、特徴は「第４章 １ 差別の解消及び権利擁護の推進」

が項目として設けられたことでしょうか。現行計画のほうが柔らかい表現ですが、その違いをどのよう

に事務局では認識されたのでしょうか。また現行計画に策定委員会の構成が掲載されていますが、組織

構成は変わりませんか。福祉サービス部長を筆頭に各部の参事クラスの方で構成されるのでしょうか。 

【事務局】 

 役職名は参事から次長に変更していますが、政策調整担当ということでは実質的な変更はありません。 

 組織変更があり、健康福祉部が福祉サービス部に入っています。また危機管理課が入っていましたが、

今回は消防署から次長が加わります。 

【大渕部会長】 

 そういう構成で福祉サービス部長がキャップ、障害者支援課が事務方になって検討委員会を運営して

いくのだと思いますが、他部署がもう少し自分の部の障害者福祉に対する責任を意識して策定できない

でしょうか。現行計画の実施状況を見ても、成果が上がっていない事業もありますが、事業担当部が自

分たちの仕事の本質を見極めて推進していってほしいと思います。全庁的に網羅する計画を各部が責任

を持ち、きちんと意識して作ったかどうかの問題になるのではないでしょうか。例えば、優先調達推進

法は現行計画にはなかった法律で、施行されて２年目になります。優先調達推進法を推進するには全庁

内の各部が障害者団体に仕事を出すことを強く意識しなければなりません。福祉サービス部の障害者支

援課だけが各部に優先調達推進法に沿って仕事を依頼しても、なかなか出てきません。それには各部の

部長クラスにきちんと意識を持ってもらわないと、優先調達推進法に見合う仕事が出てこないと思いま

す。また特に教育委員会に関しては、意見があります。現行計画には四街道市内に特別支援学級の設置

を示されていますが、果たしていくつできたでしょうか。予算書には特別支援学級のための予算は毎年

計上されていませんし、その事業もありません。基本計画があっても教育委員会に隅々までいきわたっ

ていないことが問題だと思います。先ほど話に出ていた点字ブロック、災害時の弱者救済にしても同様
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で、他部にまたがってくる事業なので、他部が意識をしっかり持っていただかないと、障害者支援課だ

けではうまくいかないと思います。策定段階から基本計画に盛り込まれているものを各部が意識するこ

と、意識付けすることが非常に大事になります。そこはぜひ策定委員会の中でお願いしたいと思います。 

【飛田委員】 

 確かに行政は縦の繋がりばかりで横の繋がりがないと思います。各部・課が連携して市をよくしてい

くという取り組み方が大事ではないでしょうか。 

 基本計画を策定するにあたり、語彙でごまかさないようにしてほしいと思います。どういうことかと

申しますと、バリアフリー、ユニバーサルデザイン、ノーマライゼーションなど、日本語で表せる言葉

を片仮名で表現し、語彙が同じことを同じ文章に並べるようなことはやめていただきたいと思います。

もし国が使っている言葉を、市も同様に使うのであれば、用語の解説を記載するべきではないでしょう

か。市民にとってよくわからない言葉がますます目につくようになってきます。福祉の専門用語として、

使わざるを得ないのであれば、きちんと説明できるようにしておけば、市民にわかりやすいと思います。

文章は短文でわかりやすく、はっきりとわかるような基本方針を掲げたほうがいいと思います。 

【大渕部会長】 

 用語解説については、巻末に入れるので問題ないと思いますが、表現の仕方についてはおっしゃる通

りではないでしょうか。現行計画は文学的な表現だと感じていますが、新しい計画では明確な表現のほ

うがいいと思っています。 

【飛田委員】 

 主語と述語がはっきりしていれば、十分だと思います。聞きなれない言葉が入ってくると、ごまかさ

れてしまい、よくわからなくなってしまいます。 

【大渕部会長】 

 表現の仕方については、いまの意見を参考にして反映していただきたいと思います。 

【伊佐委員】 

 語彙について、障害者権利条約では「インクルージョン」という言葉が多く使われています。用語の

説明があるとわかりやすくなるかと思います。現行計画期間中に国連の障害者権利条約の他、新しい法

律も施行されました。そこでお願いですが、障害者に関わる法律の成立・施行時期、内容などを整理し

て計画に掲載していただけないでしょうか。 

【大渕部会長】 

 障害者の制度上の動向として法律の改正、成立についてあらましを掲載しています。確かに、法律な

どの解説があるとよいかもしれません。いまの意見を参考にしてください。 

 基本計画の構成は、示された構成でよろしいでしょうか。  （異議なしで承認された。） 

 それでは、この構成で事務局には作成をお願いします。 

 

⑤その他 

【大渕部会長】 

 その他に、本日の議論の中で気になった点があれば、お願いします。 

【飛田委員】 

 調査の設問について、法律に基づいた形（障害者に対する制度）での調査体系を考えると、明確にな

ると思います。そういった法律に沿ってデータを把握することも今後いいのではないでしょうか。 

【伊佐委員】 
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 今回のアンケートは３障害の他に、難病患者にも実施しましたが、難病患者調査の対象者は難病見舞

金支給者と聞きました。難病見舞金は９月で廃止になりましたが、次々期の計画策定の際に、難病患者

にアンケート調査を実施する場合、どのような方針で実施するのでしょうか。 

【大渕部会長】 

 以前の委員会で、島委員から難病患者に関する発言があったと思いますが。 

【島副部会長】 

 障害者総合支援法における難病の対象が広がり、人数が増えたことをお伝えしました。 

【事務局】 

 個人情報の取り扱いの問題もあり、情報は千葉県が持つことになると思いますが、アンケート調査実

施を目的に名簿をもらえるかどうかは難しいと考えています。難病患者の意見聴取方法として、広報で

呼びかけるなどしかないのではと思っています。 

【金子委員】 

 難病の医療費助成は保健所で受け付けています。その情報を丸ごとお渡しはできませんが、本日の議

論で出ました災害時要援護者の名簿に難病患者も含まれていますので、現在市が把握している災害時の

要援護者の中から調査対象者を抽出する方法もあると思います。 

【事務局】 

 災害時要援護者名簿は災害発生時のために千葉県から市に提供されたという目的があり、他の目的に

使用許可を認められるか懸念もありますが、何かよい方法がありましたら、よろしくお願いいたします。 

【大渕部会長】 

 ご指摘の通り、対象者の把握は難しくなってきますが、今後十分に検討してほしいと思います。 

【事務局】 

 今後のスケジュールですが、10月以降に自立支援協議会の各部会で意見を取りまとめ、11月下旬（25

日予定）に策定委員会、障害者自立支援協議会の意見を反映させた計画案を議題として第２回障害者部

会を予定しています。 

 本日は、長時間に渡り、ありがとうございました。 

 

５．閉会 

 


