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平成27年度 第２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 11月 25日（水） 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       穴澤 悦子 

欠席委員 

島 万里子      川崎 鉄男      中村 修治 

傍聴人 

１人 

会議次第 

１．開会 

２．福祉サービス部長挨拶 

３．議題 

①第４次四街道市障害者基本計画（素案）について・・・資料１ 

②その他 

４．閉会 

配付資料 

第２回部会会議次第 

資料１ 第４次四街道市障害者基本計画（素案） 

訂正１ 

訂正２ 
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１．開会 

（事務局より資料の確認） 

 

２．福祉サービス部長挨拶 

（福祉サービス部長より挨拶） 

（傍聴希望者の確認及び会議公開の承認）傍聴１名 

 

３．議題 

①第４次四街道市障害者基本計画（素案）について 

【事務局】 

 第 1回の部会にて質問のありました「市内小中学校のバリアフリー化の状況」について報告いたしま

す。体育館のスロープ設置は、市内小学校 12 校中本年度中の設置は 11 校（見込み含む）、中学校５校

のうち３校に設置となっています。多目的設置トイレについては、全校に設置済みです。 

（訂正資料１、訂正資料２について説明） 

（資料１：素案について説明） 

【大渕部会長】 

 本日の進行ですが、まず第１章から第２章をご検討いただき、次に第３章、そして第４章以降という

３区分で検討していきたいと思います。 

 

（１）第１章、第２章 

【伊佐委員】 

 第２章の「市内の社会資源の状況」について、３点確認があります。 

 さわやかヘルパーステーションのサービス種類に重度訪問介護が入っていますが、定款変更で重度訪

問介護はなくなったと聞きましたので、事業所へサービス種類の確認をお願いします。 

 ２点目ですが、灯介護センターは大日へ移転したようですが、掲載の地図では旭ヶ丘になっています。 

 ３点目ですが、四街道市障害者就労支援センターサンワークは自立支援協議会において廃止の方向で

あると説明がありましたので、掲載している資源一覧からは削除になるのではないでしょうか。 

【事務局】 

 さわやかヘルパーステーションのサービス種類は再確認いたします。灯介護センターは地図を修正い

たします。四街道市障害者就労支援センターサンワークについては、現段階での状況を掲載しています

が、廃止が決定しましたら一覧より削除いたします。 

【穴澤委員】 

 第１章「２ 障害者施策の動向」ですが、文章内の「障害者」と「障害のある方」はどのように使い

分けしているのでしょうか。「障害のある人」としたほうがソフトでいいと思っています。障害者とす

ると断定されている思いがあります。 

【大渕部会長】 

 表現の仕方について、みなさまいかがでしょうか。 

【伊佐委員】 

 障害者という言葉にこだわりのある人もいますが、個人的には「障害のある人」という表現がやわら
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かくていいと思っています。ただ法律名などは仕方がない部分だと思います。 

【穴澤委員】 

 法律名などはいいですが、計画書の文章に統一性がないと感じています。 

【事務局】 

 本計画では、「障害のある人」に統一いたします。補足ですが「障害を持つ」という言い方はしない

ようにしており、職員にも徹底しています。また、「障害」について、「障がい」や「障碍」など様々な

表記がありますが、県の計画の表記は「障害」で統一されております。市も同様に「障害」の表記で統

一しています。 

【大渕部会長】 

 第１章「３ 計画の位置づけ・性格」ですが、「国や県の上位計画・関連計画」とは、何を指してい

るのでしょうか。現行計画にも同じ文章がありますが、今は国や県の計画を上位計画とは言いません。

四街道市の最上位計画は総合計画ですので、この文章を読むと自治体は国の下請け機関という誤解を市

民に与えかねません。他自治体では国や県の計画を上位計画とはみなしていません。あくまでも自治体

としての矜持、住んでいる市民の誇りにも関わることですので、国や県との関係は表すにしても表現を

改めた方がいいと思っています。 

 もう一点、各計画との関連を図で表していますが、現行計画のように並列にしたほうがいいのではな

いでしょうか。素案に掲載している図に変えた理由はありますか。 

【事務局】 

 各計画との関連を表した図ですが、同時期に策定している地域福祉計画の表現と整合性を持たせるた

めに現行計画の表現から変更しています。庁内の検討委員会でも整合性を持たせた方がいいとの意見も

あり、地域福祉計画掲載図と統一しました。 

【大渕部会長】 

 上位計画の関係でいいますと、総合計画が四街道市の最上位になります。その下に部門別の計画とし

て地域福祉計画があり、さらに部門別計画があります。地域福祉計画の下には現行計画のように部門別

の計画を並列した表現のほうが上位計画との関係がよくわかるのではないでしょうか。 

【事務局】 

 委員の皆様は、現行計画の図と素案の図の表現はどのようにお考えでしょうか。 

【伊瀬委員】 

 部会長の意見に賛成です。地域福祉計画の図を変えたほうがいいのではないでしょうか。 

【穴澤委員】 

 素案の図ですと各計画に順位があるように見えますが、並列図ですと対等な位置関係だとわかります

ので、現行計画の並列図がいいと思います。 

【飛田委員】 

 教育委員会では事業の推進は他の部門と並列的に動くと解釈されていることが多いようです。部会長

がおっしゃるように障害者基本計画においても並列で表したほういいと思います。現行計画で並列図を

見慣れている市民もいると思います。 

【金子委員】 

 皆さんと同じ考えです。高齢者、障害者、児童は対象者別の計画ですが、健康よつかいどう 21 プラ

ンは健康ということで幅広い対象者です。各計画はそれぞれの目的に沿って立てられていますが、素案
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に掲載している図に順位という意味がないのならば、総合計画が各計画に結びついていることが見えた

ほうがいいと思います。 

【大内委員】 

 あまり意識していませんでしたが、意見を聞くと並列で見たほうがわかりやすくいいと思いました。 

【事務局】 

 皆さんからの意見を反映し、現行計画の図に変更します。地域福祉計画は検討を進めているところで

すので、関係図について話す機会を設けたいと思います。 

【金子委員】 

 第２章１（３）精神障害のある人の状況ですが、下段文章は「自立支援医療費」ではないでしょうか。 

 同じく第２章１（４）難病療養者の状況ですが、平成 27 年１月より国の難病制度が変わりました。

特定疾患治療研究費受給者数と特定疾患重症患者認定者数はまだ平成 26 年度の数がないため、計画書

には平成 25年度のデータを掲載するということでよろしいでしょうか。 

【事務局】 

 第２章１（３）精神障害のある人の状況の下段文章は「自立支援医療費」に修正いたします。 

 第２章１（４）難病療養者の状況に掲載している数表データは印旛健康福祉センターが把握している

平成 25年度データを使いたいと思います。 

 

（２）第３章 

【伊佐委員】 

 「１ 基本理念」の文章にノーマライゼーション、バリアフリーという言葉がでてきます。2006年に

採択された障害者権利条約にインクルーシブ、インクルージョンという概念が新しく出てきました。私

の認識としては、ノーマライゼーションは障害のある人がなるべく普通の生活がしやすくなるように支

援を進めていくということで、インクルーシブ、インクルージョンは、障害のある人とない人が交ざり

合っていくイメージを持っています。日本も権利条約に参画しましたので、障害者基本計画にもその概

念は入っていると思いますが、明確にインクルージョンという言葉を入れてはいかがでしょうか。 

【大渕部会長】 

 基本理念は現行計画と全く同じですが、読んでみると文章は長いが内容は２つのセンテンスです。

様々な概念が入っているため、何を伝えようとしているのかわかりにくい印象です。インクルージョン

という言葉を入れてほしいという意見でしたが、むしろ新しい言葉をたくさん入れないで、わかりやす

く、端的に表現できないでしょうか。市民が基本理念を一目見てこの計画がやろうとしていることがわ

かるような文章がいいと思います。一番言いたいところは「すべての市民が互いの人間性を尊重し合い、

障害のある人が住み慣れた地域で自立し、安心していつまでも生きがいのある暮らしができるまちづく

り」ではないかと思います。ノーマライゼーションやバリアフリーは基本理念ではなく、具体的なとこ

で出てくるものではないかと思います。 

【飛田委員】 

 ノーマライゼーション、バリアフリー、インクルージョンといった言葉の区分けに対して、理解をし

ようとする人の混乱を招くと思います。「障害のある人も一般の人もすごしやすいまちづくりを目指し

ています。」などの具体的な言葉で表せばいいと思います。 

 ２段落目もわかりやすくしてはどうでしょうか。「助け合い・支え合い」という表現は総合計画にも
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同じようなに出てきます。障害者基本計画として独自に新しい言葉はありませんし、同じ表現も必要だ

と思いますので、「助け合い・支え合い」は文章に入っていても差支えないと思います。 

【大渕部会長】 

 第１章「１ 計画策定の趣旨」に、ノーマライゼーションやインクルージョンという言葉はすでに入

っています。基本理念に繰り返して述べなくてもいいのではないでしょうか。もっと率直に市民に障害

者基本計画が目指すまちづくりを表現すればいいと思います。様々な概念を取り入れると、何をしたい

のかわからなくなってしまうのではないかと心配します。 

【飛田委員】 

 自立の概念として、木のイラストで自立樹木を表していますが、たくさんのことが多様的に書かれて

います。物事を多様化すると理解しにくくなりますので、基本の目標が失われるようなことは避けたほ

うが行政の文章としてはいいと思います。 

【大渕部会長】 

 委員の皆さんの意見もありますので、事務局で再検討した文章を会長一任とさせていただけますか。

（了承） 

 その他にはいかがでしょうか。 

 「２ 重点目標」の「２ 相談支援の充実」ですが、市内２か所の法人に相談支援事業所の委託とあ

りますが、第２章の社会資源の状況では市内には４か所の相談支援事業所があります。委託は２か所の

予定ですが、相談支援の充実という意味では、４か所とも役割を担わなければなりません。むしろ市内

には相談支援事業所が４か所もあり、さらに基幹相談支援センターの設置を検討することを重点目標と

したほうがいいと思います。２か所の事業所に委託していることが重要なのか、あるいは４か所の相談

支援事業所があることを強調したほうがいいのか、そのあたりはいかがでしょうか。 

【事務局】 

 相談支援事業所には一般相談支援事業所と特定相談支援事業所の２種類があります。特定相談支援事

業所はサービス利用計画を策定するための相談を受ける事業所になります。 

【大渕部会長】 

 しかし、市民にはその違いはよくわからないのではないでしょうか。むしろ四街道市内に４か所の相

談支援事業所があることを強調したほうがいいと思います。第４章４（１）相談支援体制の充実の基本

的な考え方に、相談支援事業所が４か所あるとしていますが、重点目標と矛盾しているように思えます

ので、重点目標で強調したほうがいいと思います。委託していることが重要なのではなく、一般市民に

とって相談支援事業所があることが重要ではないでしょうか。 

【事務局】 

 整合性を持たせるために、重点目標２の文章を「市窓口のほか、市内４か所に相談支援事業所があり」

と変更いたします。 

【飛田委員】 

 相談件数は年々増加していますが、４か所の相談支援事業所で対応できているのですか。その内２か

所に委託することを記載しておかないと、２か所増えると勘違いしそうです。 

【事務局】 

 平成 24 年４月からサービス等利用計画の作成が義務化され、特定相談支援事業所で計画を作成して

います。その特定相談事業所が市内に４か所あります。以前から一般相談を受けていた事業所は 2か所
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です。国から全利用者の３年間（24～26 年）のサービス等利用計画作成をするよう指導がありました。

四街道市では市内４か所の事業所で対応し、計画作成 100％を達成しています。他市町村では作成しき

れていない状況です。その一方で一般相談の対応が不足している状況です。 

【飛田委員】 

 「基幹相談支援センターの設置を検討する」とありますが、基幹相談支援センターで不足に対応でき

るということでしょうか。基幹相談支援センターと一般相談支援事業所の違いを教えていただけますか。 

【事務局】 

 基幹相談支援センターではサービス等利用計画を作成することはできません。役割としては、今後増

えてくる相談支援事業所の取りまとめや 24 時間 365 日の相談対応などを担っていきます。他市町村で

は自立支援協議会の事務局や虐待防止のネットワークを担っているなど、多くの役割を持つことになり

ます。現在、四街道市では基幹相談支援センターがありませんので、計画に盛り込んでいます。 

【飛田委員】 

 地域の相談支援の拠点ということはすべてのことを基幹相談支援センターで網羅するのかと思いま

した。現状で相談に対応しきれていないのであれば、きちんと対応できるような事業所がないと困ると

思います。 

【事務局】 

 事業所も増えていくべきだと思っていますし、数が増えれば各事業所の取りまとめも必要になってき

ます。例えば研修会などの開催を行うなど、取りまとめ以外の役割も担うことになります。 

【飛田委員】 

 私が言いたいことは、支援事業所内でそれらを網羅できないのかということがひとつにあります。今

後、様々なことが複合化された事業所が必要になってくると思います。例えば、施設は複合化され収縮

して事業を行わなければいけないという事情が出てくると思っています。四街道市の今後の財政面を考

えると、先が思いやられる気持ちです。 

【大渕部会長】 

 基幹相談支援センターを設置済みの自治体もありますので、四街道市も地域で相談拠点となる基幹相

談支援センターの設置を検討するということです。設置検討は相談事業の充実に該当しますので、いい

と思います。 

【飛田委員】 

 増やすばかりではなく、一事業所内で基幹的な部分を含めた形での施策を考えていけないものでしょ

うか。国の政策でやっていけるのでしょうが、地域によっては事業規模や財政規模に対応した施策でな

ければ、今後の行政は対応できないと思います。また、基幹相談支援センターの設置には人が必要にな

ります。四街道市の財政計画を立てても、人件費が固定のままだと、数年後には破綻します。ですから、

財政との関わりを考えておく必要があると思います。 

【大渕部会長】 

 基幹相談支援センターの設置と市の財政の関わりは、現段階では考えなくていいでしょう。実施する

うえで財政面の考慮は必要ですが、基幹相談支援センターの設置が財政に多大な影響はないでしょう。

そういった背景があり、重点目標として相談支援の充実を掲げ、施策として基幹相談支援センターの設

置としています。 

【飛田委員】 
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 基幹相談支援センターがないと、なぜ既存の事業所で支援ができないか、よくわかりません。 

【大渕部会長】 

 先ほど事務局から説明があったように、一般相談に対応できていないという現状があります。基幹相

談支援センターは全国的に設置が決まっており、他自治体ではすでに設置しているところもあります。

四街道市には未設置であり、他自治体から障害福祉が遅れているとみられても仕方がない状況がありま

すので、基幹相談支援センターの設置という施策をあげています。 

【事務局】 

 相談支援事業所の増加と市の財政の関係ですが、計画費用は市が全部負担しているわけではありませ

ん。他市（に住んでいる人）からの依頼もありますので、事業所が増えても四街道市だけが費用を負担

しているということではありません。サービス等利用計画についても、全額市が持ち出すのではなく、

国や県の補助があります。そういう意味では、市内にサービス等利用計画を作成する事業所が増えても、

必ずしも市の財政を圧迫するわけではありません。 

【飛田委員】 

 国と県の補助があっても、市の負担は必ずあるのならば、相反するのではないでしょうか。 

【事務局】 

 しかしサービス等利用計画を作成しないと実際のサービスを利用できません。 

【飛田委員】 

 サービスは必要ですが、やり方に工夫ができないかという提案です。私の考えですが、国からの指示

やレールが敷いてあるからその通りやればいいということではなく、市ができる範囲のものはないので

しょうか。今後、必ず減価償却の問題が出てきて、大きなものがマイナスに間違いなく入ってくるとい

うことを考えたほうがいいと思います。 

【大渕会長】 

 事務局として財政の問題のことを頭に入れておいてください、という意見ですね。 

 

（３）第４章、第５章 

【伊佐委員】 

 第４章１（１）差別の解消等に向けた取組の「1-1-3 障害に関する市民の理解の促進」ですが、平成

15年に市主催で支援費制度の説明会がありました。また自立支援法が成立したときは社協主催でフォー

ラムがありました。総合支援法に変わり、説明会などを開催された記憶がありません。今後市民の理解

を深めるにあたり、広報以外に市主催で説明会等を開催する予定はありますか。 

 ３（１）保健・医療の充実の「3-1-2医療に関する情報提供の充実」ですが、「健康安心ダイヤル 24」

も周知を兼ねて掲載してはいかがでしょうか。 

 ４（１）相談支援体制の充実の「4-1-3四街道市障害者福祉団体連絡協議会（仮称）の設立」ですが、

会の構成メンバーはどのような方を想定していますか。事業所を想定しているのか、それとも当事者を

想定しているのでしょうか。 

【事務局】 

 「1-1-3障害に関する市民の理解の促進」ですが、今のところ説明会等は予定していません。しかし、

差別解消法の理解促進活動が必要と思っています。現在は差別解消法に関するパンフレット等を国が作

成していますので、これらを活用して理解を進めていきたいと思っています。 
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 「3-1-2医療に関する情報提供の充実」ですが、健康増進課に「健康安心ダイヤル 24」の内容を確認

したいので、保留とさせていただきます。 

 「4-1-3 四街道市障害者福祉団体連絡協議会（仮称）の設立」ですが、構成メンバーは福祉団体を考

えています。障害者自立支援協議会に事業所部会がありカバーできると思われます。 

【伊佐委員】 

 当事者団体にはサロン的な活動が中心のところもあります。そうすると「障害者福祉団体」という名

称は荷が重いのではないでしょうか。単に「障害者団体連絡協議会」でいいのではないでしょうか。 

【事務局】 

 今は仮称ですので、障害者団体に集まっていただいた際に名称を決めたいと考えています。 

【大渕部会長】 

 第４章２（１）早期療育体制の充実の「2-1-6 私立幼稚園等心身障害児補助金及び私立幼稚園等特別

支援教育運営費補助金」ですが、現行計画では「私立幼稚園」となっており、「等」はありませんでし

た。無認可の幼稚園が増えたので「私立幼稚園等」としたのでしょうか。 

【事務局】 

 認定こども園ができたことで「私立幼稚園等」となっています。 

【大渕部会長】 

 第４章２（２）一人ひとりに応じた教育の推進の「2-2-1 特別支援学級の設置推進」ですが、現行計

画から第４次計画策定までに特別支援学級は増えています。第２章の特別支援学級の設置状況をみると、

第３次計画と比べ、効果が表れた部分だと思いますが、新たに「2-2-1 特別支援学級の設置推進」とし

ています。これは今後も特別支援学級を設置していくということでしょうか。 

 同じく第４章２（２）の「2-2-2 特別支援教育研修の推進」ですが、１段落目に「特別支援教育連絡

会議を年３回開催し」という文章があります。障害者基本計画は 10 年間の計画ですので具体的な開催

回数は不要ではないでしょうか。 

 第４章３（１）保健・医療の充実の「３-1-4精神保健対策の充実」ですが、2段落目の最終行に「自

殺予防対策を推進する」という文章がありますが、自殺予防対策という言葉が突然出てきたという印象

です。非常に大事なことではありますが、＜基本的な考え方＞の文章として自死・自殺という問題に触

れ、そして施策内容に「自殺予防対策を推進する」とすれば、読んでいる方としては違和感がないと思

います。 

 「4-1-3 四街道市障害者福祉団体連絡協議会（仮称）の設立」ですが、団体の連絡協議会はとてもい

いと思います。団体として横の繋がりは重要だと思いますので、市でも協力してほしいと思っています。 

【伊佐委員】 

 第４章２（２）自立生活支援の充実の「4-2-2 地域生活支援事業の実施」ですが、地域生活支援事業

には移動支援事業が含まれますが、例えば通学・通勤時に移動支援を利用しているケースはあるのでし

ょうか。通学の移動支援をしている自治体は全国的にも 50％くらいで、通勤も若干あるようです。移動

支援は市町村の裁量でできる事業ですので、現在の実績と、今後通学・通勤で移動支援を利用できるよ

うになるのか四街道市の方針を教えていただけますか。 

 同じく第４章２（２）自立生活支援の充実の「4-2-3 統合負担上限額の管理」ですが、統合負担制度

は自立支援法で応益負担の時に導入した制度ではないでしょうか。今は応能負担ですので、上限は考え

なくていいと思います。こちらも現在の利用実績を教えていただけますか。 
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 「4-2-7 福祉カー貸出事業の充実」ですが、家族に運転できる人がいれば福祉カーを貸出しています

が、免許がない人や単身者は社協の移送ボランティアをセットで利用しています。ただ月２回までの利

用制限があります。障害者に限らず、高齢者も今後福祉カーを利用したい人は増えると思います。福祉

カーを使うときに利用制限をなくす考えはあるのでしょうか。 

【事務局】 

 まず、今後の通学・通勤での移動支援の利用ですが、現状は別として利用は不可能です。特殊な場合

として、通常は家族が送迎しますが、例えば援助・介護者が長期の入院などの場合は、状況によっては

対応しています。 

 統合負担制度ですが、四半期ごとに確認しており、対象者が約 15～16人いらっしゃるようです。 

 福祉カーについては、調べて次回に回答させていただきます。 

【伊佐委員】 

 第４章２（２）自立生活支援の充実の「4-2-8 福祉有償運送制度の充実」ですが、福祉有償運送は４

事業所ほど行っていたと思いますが、充実ということは福祉有償運送を行う事業所を増やせるのでしょ

うか。市としてどのような働きかけを考えていますか。以前、障害か高齢の計画のパブリックコメント

の際に、社協やシルバー人材センターなどで福祉有償運送が可能か検討するといった回答があったと思

います。今後、福祉有償運送を市としてどのように充実させると考えているのでしょうか。 

 第４章６（１）文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実の「6-1-1 スポーツ活動の促進」に、

「ガス灯ロードレース大会」について掲載されていますが、ガス灯は LEDに変わると聞きました。今後、

ロードレースのネーミングはどうなるのでしょうか。 

 第４章６（２）社会参加活動の促進の「6-2-1障害者手帳によるサービスの拡充」ですが、内容に「自

転車駐輪場の優先登録・免除など」とあります。「自転車駐輪場の優先登録・利用料免除」ではないで

しょうか。 

【事務局】 

 「4-2-8 福祉有償運送制度の充実」ですが、シルバー人材センターでは会員数も増え、ここ数年運送

も可能になってきています。事業者の見直しなどの中でシルバー人材センターの参画を求める声も出て

います。 

 「6-1-1 スポーツ活動の促進」ですが、今年度中にガス灯から LED には変わります。しかしレースコ

ース内に約６灯のガス灯を残すことから、レースの名前はそのままとなりました。 

 「6-2-1障害者手帳によるサービスの拡充」ですが、ご指摘のとおりですので、修正いたします。 

【大渕部会長】 

 生涯学習事業の利用促進か利用料の減免に該当するかわからないのですが、私どもの施設利用者が佐

倉市立美術館へ家族で行ったそうです。市立美術館なので、減免があるだろうと思っていたそうですが、

入館料減免がなかったそうです。そのことを美術館に問い合わせたところ、企画展開催時だったため、

一般料金で入館してもらったとの返答でした。近隣の美術館の減免を調べたところ、障害者手帳を見せ

て確実に減免してくれるところと、そうでないところがありました。中には介助者のみ減免というとこ

ろもありました。減免も様々な方法があると思いますが、せめて市立・県立の施設は、障害者に対する

減免措置をやるべきだと思います。文化センターでの催しにも減免措置があれば、外出する機会が増え

ると思います。減免について印旛圏域の各市町村が協力して働きかけることが大切だと思いますし、社

会参加できる場所、時間を増やす努力をしてほしいと思います。第４章６（１）文化・スポーツ・レク
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リエーション活動の充実の「6-1-2 生涯学習事業の促進」の内容にも掲載されていますが、そのための

条件作りをしていただけたらと思います。 

【飛田委員】 

 第４章６（１）文化・スポーツ・レクリエーション活動の充実の「6-1-2 生涯学習事業の促進」の内

容に「情報誌「まなびぃガイドブック」などによる周知を行い、利用促進を図っています。」とありま

す。まなびぃガイドブックは視覚障害のある人へ配慮されているのでしょうか。この施策は障害のある

人や障害の懸念のある人への対応は書かれていません。障害のある人に対して、受益者負担という考え

を市としてどのようにしていくのでしょうか。例えば文化センターの利用料が値上げした場合でも、多

少抑えるなど、それらの位置づけはどのようにお考えでしょうか。 

【事務局】 

 「6-1-2 生涯学習事業の利用促進」は社会教育課が担当ですが、こちらも含め、第４章７（２）情報

アクセシビリティの促進の「7-2-2 わかりやすい情報発信の推進」として、障害のある人にわかりやす

い各種情報提供を図っていくよう進めていきます。 

【飛田委員】 

 「7-2-2わかりやすい情報発信の推進」で取り組むのであれば、横の連携をしっかり取っていただき、

各課が同じような目線で、物事を解決してほしいと思います。 

 「6-1-2 生涯学習事業の促進」ですが、出前講座等の生涯学習事業は利用頻度のよくない事業だと思

います。この事業が生きた形で、障害のある人、一般市民、ボランティアの方が対応できる活動であれ

ばいいと思います。生涯学習事業の担当は社会教育課ですので、教育委員会も絡んでいると思いますが

そちらでも苦心されていると思います。実際にボランティア講師に登録しても、声がかからないと聞い

たこともあります。ならば出前講座そのもののものの考え方や見方を社会情勢の変化に伴って対応を考

える必要があることを社会教育課にも伝えてほしいと思います。 

【伊佐委員】 

 第４章７（１）バリアフリー・ユニバーサルデザイン環境の整備の「7-1-1道路環境の整備」に、「事

業者や交通管理者等と調整協議を進めながら」とありますが、道路整備にあたっては障害当事者の意見

も聞いてほしいと思います。 

 「7-1-3 公共施設のバリアフリー化の推進」に、障害者用トイレについても設置・整備にあたっては

当事者の声を聞く仕組みを作ってほしいです。 

 第４章７（２）情報アクセシビリティの推進の「7-2-2 わかりやすい情報発信の推進」ですが、私は

「よめーる（※電子メールを利用した情報提供サービス）」で情報収集していて、とても重宝していま

す。本計画のパブリックコメントの募集を市政だよりで告知するほかによめーるで配信してもらえると

ありがたいと思っています。よめーるに本計画書を掲載してもいいのではないでしょうか。 

 第５章「１ 進捗状況の管理と評価」ですが、「保健福祉審議会において評価を行い」とありますが、

計画策定時から障害当事者が入れる仕組みや、計画の管理や新たな見直しの際には、自立支援協議会や

新たにできる福祉団体連絡協議会に任せてはいかがでしょうか。障害者自立支援協議会ができる前は限

られた方法しかありませんでしたが、新しい協議会もできていますので、ある程度移譲してはどうでし

ょうか。障害関係の計画等は事務局の負担も大きいと思います。今後、検討の余地はあるのでしょうか。 

【大渕部会長】 

 「7-1-1 道路環境の整備」ですが、以前にもこの会議にて点字ブロックの件が議論されました。開発
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者が充分にノーマライゼーションやバリアフリーを理解しないと開発優先になって点字ブロックには

配慮できない場合もあると思います。以前の議論を踏まえて、「今後も事業者や交通管理者等と調整協

議を進めながら」としているのであって、当事者を排除しているということではないと思います。 

 「7-1-3 公共施設のバリアフリー化の推進」については、意見のとおりだと思いますので事務局とし

ても異論はないと思います。 

 よめーるでの計画書配信については、事務局としてはいかがでしょうか。 

【事務局】 

 パブリックコメントの募集に際して、よめーるに本計画素案を１冊アップすることが技術的に可能で

あれば、対応したいのですが、確認してみないとわかりません。 

【伊佐委員】 

 審議会や協議会の開催通知はホームページか市役所の情報公開室の掲示板だけでした。しかし、パソ

コンをやらない人だとホームページは見ませんし、しょっちゅう市役所に行くわけではありませんので、

興味ある協議会の日程などを把握しづらかったです。そのことをある議会で取り上げられてから、市で

対応してくれ審議会等の情報を読めるようになりました。計画書についてもおそらく技術的には難しい

ことではないと思います。 

【大渕部会長】 

 今の意見については、事務局にて検討課題としていただけますか。 

 第５章「１ 進捗状況の管理と評価」ですが、この計画は障害者基本法に基づき、進捗の管理と評価

が規定されています。そのひとつの役割が保健福祉審議会だと思います。ただし、市民の目にどのよう

な進捗状況かわかるようにしてほしいですし、様々な団体に進捗状況を諮るような場面を持ってほしい

と思います。 

 本日の意見等は事務局にてまとめていただきます。特に文章の書き方（表現）については、急いで検

討・見直しをお願いします。修正したものを素案としてよろしいでしょうか。（了承） 

 その他、連絡事項をお願いします。 

 

②その他 

【事務局】 

 本日の修正を反映した素案でパブリックコメントを 12 月中旬より１か月間実施致します。パブリッ

クコメントでの意見も踏まえた計画案を次回の会議にて検討をお願いします。 

 次回開催は２月上旬を予定しています。 

 

４．閉会 

 


