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提出いただいたご意見の概要

市の考え方（対応）

計画の位置づけ
1

・地域福祉計画は、地域にある既存施設や
人材を、有効に活用し自助・共助により
具体化を図っていけるよう、地域福祉の
方向性を示していくものです。
具体的な事業方針につきましては、分野
別計画で対応していきます。

ビジネスに身をおくものとしては、本計画は 1
具体性が乏しいといわざるを得ません。ま
た、第一期の評価での基準が何かがよくわか
りません。目標指標による評価といっていま
すが、具体的な数値のないものは、サービス
ビジネスの世界では評価はできません。すべ
てが具体的な数値とはいきませんが、やは
り、議論のできるレベルの数値はいくつか必
要と考えます。
サービスではまず、サービスカタログ（施策）
を作成し、それを評価するための KPI（Key
Performance Indicator）が必要となります
が、この KPI はコストも含め、効果が具体
的に判断できる必要があります。
行政サービスではビジネスとは違い、コスト
的な効果だけでなく、住民の満足度や継続性
がより重要になると思いますが、評価という
行為は同じです。
評価の結果を受けて改善、継続、完了などを
判断し、より高いレベルのサービスへと進化
させる必要があります。このようにサービス
ビジネスも行政サービスも、PDCA（Plan、
Do、Check、Action）サイクルをきちんと機
能させ、進化させるべきですが、今回の計画
ではその点がはっきり見えません。
第 1 期地域福祉計画の評価がほとんど達成、 2
完了の A ランクとなっております。第 1 期
の地域福祉計画については詳しいことがわ
からないのですが、どのような計画で評価は
どなたがどのようにおこなったのでしょう
か。

・地域福祉計画は、地域にある既存施設や
人材を、有効に活用し自助・共助により
具体化を図っていけるよう、地域福祉の
方向性を示していくものです。
具体的な事業方針につきましては、分野
別計画で対応していきます。
評価については、第１期計画において定
められています「目標指標」に関係する
各課の進捗状況に基づき、計画策定担当
課で評価をさせていただいています。
PDCA サイクルは、計画を実行しその
評価に基づき改善に結びつける工程を
繰り返すという、優れた仕組みであると
認識しています。
みよし市では、行政評価システムによ
り、各事業の点検・評価を行い、事務事
業の改善に努めるようにしています。

本計画書を理念的なものと位置づけており
ますが、理念は計画にはならないのではと思
います。最初に具体的なビジョン（5 年先、
10 年先、30 年先がどうなる）を示し、それ
を地域計画とするべきではないでしょう
か？
具体的なビジョンであればその達成度は具
体的に評価でると思います。

第１期地域福祉計画の評価

・第１期計画において定められています
「目標指標」に関係する各課の進捗状況
に基づき、計画策定担当課で評価をさせ
ていただき、みよし市地域福祉計画審議
会において、ご報告させていただいてい
ます。

基本施策の展開

基本方針１
（２）①
4

学校における福祉教育の充実

福祉のまち、みよし市。今後増える高齢者を、 1
皆で支えるためには、子供たちの福祉教育が
大切だと思います。共に生きるからこそ、興
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・中学校新学習指導要領総則では、「学校
は生徒が高齢者と自然に触れ合い交流
する機会を設け、高齢者に対する感謝と

味を示し、接してみたいという気持ちになる
と思います。みよし市独自の先進的な施策を
打ち出していただき、住みやすい市、一番と
しての誇りを持てる福祉推進のまちとして、
今後の取り組みに期待いたします。

1

5

居住地交流に行っています。担任の先生によ
くしていただき、たいへんありがたく思って
います。しかし、障がい児に対する理解は全
校生徒に及んでいないと思われることが、残
念ながらあります。担任、学校にゆだねるだ
けでなく福祉課、学校教育課で指導内容や指
導方法を工夫し取り組んでいただけるよう
お願いします。

6

福祉について、理解を深めるためには、まず、 1
障がい者の存在を知ることから始まると思
います。そのためには、単発の関わりだけで
はなく、日常生活の中で、健常者と障がい者
が、当たり前に生活を共にすることが、自然
な形だと思います。地域の学校の普通学級に
席をおき、学ぶ場所は違うところであって
も、生活する場は同じである環境つくりをお
願いしたいです。学校教育課の問題だといわ
れましたが、福祉課の支えがないと実現でき
ない事だと思いますので、福祉教育の推進の
ためにお願いいたします。障がい者を知るこ
とで、お年寄りも大切にする心が育ち、皆で
高齢化社会を支えていけると思います。
箱だけでなく、マンパワーの拡充もお願いし 1
たいと思います。
地域住民やボランティアの力、子供や学生な
どが生かせるように、福祉活動教育をしてく
ださい。

7
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尊敬の気持ちや思いやりの心をはぐく
み、高齢者から様々な生きた知識や人間
の生き方を学んでいくことが大切であ
る。」としています。また、高齢者との
交流として、「授業や学校行事などに地
域の高齢者を招待したり、高齢者福祉施
設などを訪問したりして、高齢者の豊か
な体験に基づく話を聞き、介護の簡単な
手伝いをするなどといった体験活動が
考えられる。また，地域の様々な人々と
の交流を図っていくことも考えられ
る。」としています。本市の小中学校の
中にも、三世代交流の行事を実施してい
る学校があります。今後も各学校におい
て、地域に根ざした特色ある高齢者福祉
の学習活動が進められると考えます。
・障がい者自立支援協議会や学校教育課と
情報共有を行い、連携して福祉教育の推
進に努めます。
・特別支援学校へ就学しても、地域の子ど
もであることに変わりはありません。そ
のため、居住地校交流については、本人
や家族の願い、対象となる小中学校、特
別支援学校の実情を踏まえ、推進してい
きたいと考えています。子どもたちが、
より親しく、自然な形で交流することが
できるよう、学校教育課としても該当小
中学校と協力していきたいと思います。
・障がい者自立支援協議会や学校教育課と
情報共有を行い、連携して福祉教育の推
進に努めます。
障がいを持つ子の親たちが取り組んで
いる「たんぽぽキャラバン隊」の活動は、
児童（生徒）に対する障がいの理解、啓
発につながるものです。「たんぽぽキャ
ラバン隊」の方たちとも情報共有を行
い、連携して福祉教育の推進に努めま
す。
・特別支援学校へ就学しても、地域の子ど
もであることに変わりはありません。そ
のため、居住地校交流については、本人
や家族の願い、対象となる小中学校、特
別支援学校の実情を踏まえ、推進してい
きたいと考えています。子どもたちが、
より親しく、自然な形で交流することが
できるよう、学校教育課としても該当小
中学校と協力していきたいと思います。
・福祉課と学校教育課とが情報共有を行
い、連携に努めます。

・現在、市教育委員会では、みよし市教育
支援センターを設置しています。その中
の学校支援グループでは、学校支援ボラ
ンティアとして、近隣大学の学生に小中
学校の授業補助の協力をいただいてい

学校や、幼稚園・保育園、または、悠学カレ
ッジや、地域の集まりなどでの、啓蒙活動の
支援をお願いします。

（２）④

ます。この取組がさらに充実し、福祉活
動への広がりができるよう、小中学校と
大学生の双方の意見をうかがいながら
進めていきたいと思います。
・保育園では、大学生ボランティアの受入
れ、夏休み・冬休み・春休み期間に中学
生ボランティアの受入れをしています。
また、今年度より園庭を芝生化する事業
を実施しており、地域の皆様に植込みや
維持管理作業にご協力をお願いしてい
るところです。
・福祉課と学校教育課や子育て支援課とが
情報共有を行い、連携に努めます。

子どもと高齢者、障がい者とのふれあい機会の提供

8

子どもと高齢者、障がい者とのふれあい機会
の提供について、是非、推進していただくよ
うお願いします。単発的なふれあいにとどま
らず、継続的に頻繁におこなっていければと
思います。障がいを学ぶだけでなく同じ目
的、内容で一緒に活動することで理解しあえ
ることができるように思います。理想的なの
は子育て支援センター、高齢者福祉施設、障
がい者福祉施設が併設しており、日常的に交
流が盛んになればよいのですが。

9

障がいのある子どもたちに沢山の出会いを。 1
学生の方のみならず、地域の方々、健常児、
高齢者、全ての方と関われる機会がより沢山
あることを望んでいます。
我が家には豊田養護学校に通う障がいのあ
る子どもがいます。
健常児の中で過ごした時代（小学校入学前）
に子どもは沢山の事を学ばせていただくこ
とが出来ました。
小学校に入学してからも、居住地校交流をさ
せていただき本当に嬉しく思っています。
年に数回の交流はとても貴重で子どもはと
ても楽しみにしております。
学校のみならず、より沢山の交流の場をもて
たら・・・と望んでいます。
障がい児の親たちでも、これからそのような
場を企画していけたらと思っておりますが、
市の方でもより沢山企画していただけると
嬉しいです。
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1

・子どもと高齢者がふれあえる機会とし
て、地域において各種の事業を実施して
いただいています。より地域で交流が出
来るようにと土・日曜日も老人憩いの家
は開館しています。老人憩いの家は、高
齢者とともに活動するための事業は利
用可能です。
各施設が併設されていると良いという
ご意見ですが、施設にはそれぞれの目的
がありますので、その考えについては参
考とさせていただきます。
・保育園の子どもと高齢者とのふれあい機
会については、世代間交流として祖父母
とのおこしものづくり、運動会・発表会
への参加、野菜苗植えの手伝い、地域交
流の散歩などを実施し、今後も継続して
いく考えです。
子どもと障がい児とのふれあい機会に
ついては、障がい児の地域交流事業、園
への移行事業や職員の話し合いを行っ
ており、今後も継続していく考えです。
・併設の考えについては、今後の参考とさ
せていただきます。
・特別支援学校に就学している子どもたち
が、多くの社会体験や地域との交流を行
うことができるよう、保護者団体のご意
見を伺いながら検討していきたいと思
います。
・子どもと障がい児とのふれあい機会につ
いては、障がい児の地域交流事業、園へ
の移行事業や職員の話し合いを行って
おり、今後も継続していく考えです。
・障がい者自立支援協議会やみよし市社会
福祉協議会と情報共有を行い、今後、検
討させていただきます。

10

日常的に交流が盛んになれば、お互いを知る 1
きっかけになると思います。そのために、既
存の施設で結構なので、子育て支援センター
や学童、障がい者、高齢者福祉施設が併設し
ていると、交流がしやすくなり、福祉教育の
推進に役立てるのではないのかと思います。

・それぞれの施設には、利用の目的があり
ます。利用者のことを考えた場合、併設
したほうが良いという考えもあるかと
思いますので、その考えについては、今
後の参考とさせていただきます。

11

『子どもと高齢者、障がい者とのふれあい機 1
会の提供』として、体験交流や、体験学習、
保育ボランティアの受け入れなど、地域の実
態に応じたふれあい機会の提供を推進しま
す。」とありますが、是非、積極的かつ継続
的な活動ができるようにしていただければ
と思います。
現在、核家族の我が家でも、高齢者や障がい
者と触れ合う機会が、ほぼない状態です。そ
こで、上記のような交流があれば、小さな子
どものうちから、さまざまな立場の人を知
り、理解することができると思います。
日常的な交流なら、尚更です。
高齢者施設や障がい者施設が保育園・幼稚
園・学校と併設するなど、生活密着こそが、
真の相互理解・思いやり・支えあいに繋がっ
ていくと思います。

・地域において、高齢者の行事に子どもた
ちが参加するものもあります。今後もこ
うした高齢者の行事に支援してまいり
ます。
・保育園の子どもと高齢者とのふれあい機
会については、世代間交流として祖父母
とのおこしものづくり、運動会・発表会
への参加、野菜苗植えの手伝い、地域交
流の散歩などを実施し、今後も継続して
いく考えです。
子どもと障がい児とのふれあい機会に
ついては、障がい児の地域交流事業、園
への移行事業や職員の話し合いを行っ
ており、今後も継続していく考えです。
・併設の考えについては、今後の参考とさ
せていただきます。

（３）①
12

ふれあいバードに参加して 年２回の行事を
なんとか 開催しているだけで、魅力ある行
事になってないと思います。
主催者 障がい者および関係者 ボランティ
アさんの 参加した感想 意見を反映して開
催してほしいと思います。
参加してみて、ボランティアさんが集まらな
くて、なんとか集めた感じでした。
内容も何をしている時間なのか、わからない
時間もありました。
どうして、ボランティアさんが集まらない会
なのか、問題点を改善し 今度も参加してみ
たいという会になってほしいです。

（４）⑤
13

世代や障がいの有無を越えた交流機会の充実
1

・ふれあいバードは、福祉団体、福祉施設
及びボランティア連絡協議会の各代表
による実行委員会を組織して実施して
います。
ご意見については、今後の事業の参考と
させていただきます。

ひとり暮らし高齢者などへの声かけ、見守り活動の促進

民生委員などによる安否確認等の活動の促
進とあります。
是非、活発な活動を促進していただけるよう
お願いします。現在は民生委員さんが誰だか
わからないような状況です。もう少しかかわ
りを多くしていただけるとありがたく思い
ます。
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2

・民生委員は、例えば、ひとり暮らし高齢
者は、敬老金の配布事業、災害時要援護
者支援制度の登録事務、尾三消防と合同
で行うひとり暮らし高齢者世帯の防火
訪問や住宅防火調査等により、担当地域
内の対象把握に努めていますが、全ての
把握は難しい状況です。また、家族と同
居していたり、健常な高齢者には関わり
が薄いこともあります。高齢者に限らず
障がい者・児等の情報も同様ですので、
担当の民生委員がわからないときは、市
役所福祉課か区長に問い合わせてもら
えれば、担当民生委員を紹介させていた
だきます。

基本方針２
（１）④
14

日々成長する子どもに 1 日でも早い専門家 1
の訓練が必要である一方で、医師の診察がす
ぐに受けることが出来ない現状に対して、ま
ずは乳幼児健診でそのような専門家に直接
話が聞ける機会を設けるとか、医師の診断の
有無に関わらず就学前の段階で言語聴覚士、
作業療法士による訓練が受けられるように
近隣の教室や施設、クリニックを紹介出来る
体制を整え、そのような訓練を受ける選択肢
もあるという保護者に対する情報提供をみ
よし市として取り組んでいただければと思
います。
生まれてきた子どもが正常発達をしなかっ
たり、障がいを持ったりすることは誰にでも
起こり得ることです。そういう場合に備え
て、これから子どもを生み育てる人に必要な
情報を身近に提供し、安心して子育てできる
ような環境を行政の面から支援いただきた
いと思います。

（２）③
15

広報などを活用した情報提供の充実
・現在、市が行っている各種子育てサービ
スに関する情報提供としては、「こんに
ちは赤ちゃん訪問事業」として、生後 4
か月までの赤ちゃんのいる全ての家庭
を訪問し、保護者から育児の悩みの相談
を受けております。また、情報誌として
「みよし市子育て情報誌」を市役所など
に設置し希望者へ配布しています。
発達障がいが心配される就園前の児童
に対しては、みよし市親子通園事業とし
て「親子通園ルームふたば」において、
その心身の発達の助長、集団生活の指
導、保健指導、保護者に対する療育上の
助言や指導を実施しております。
・保健センターが行う幼児の健康診査は、
心理相談員を配置し健診を行っており、
この健診により要観察が必要な児には、
事後健診として乳幼児健診、のびのび教
室、育児相談を受けられるようにしてお
ります。
事後健診等では、その児に対して発達の
確認をとることとしており、その結果、
専門医等による診察等の医療機関の紹
介や、療育の場を紹介するなどしていま
す。
このように、児の発達状況を段階に把握
し、健診後の教室・相談を実施しながら、
市役所内の関係部署との連携、情報提供
を図っております。
なお、専門医師による受診が受けられな
い状況は把握しており、豊田加茂医師会
にも現状を報告、情報提供をしておりま
す。
また、保健センターにおいては、月に１
回言語聴覚士によることば相談、心理相
談員による発達相談を実施しており、受
診できない児などの助言をしています。

子育て相談窓口の充実

子育て相談窓口の充実の項について、「関係
機関と連携を図りながら」とありますが、公
的私的に関わらず、既存の近隣関係機関との
連携の充実や利用者への情報提供を願いま
す。
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1

・情報提供としまして、「みよし市子育て
情報誌」を「こんにちは赤ちゃん訪問事
業」、
「保健センターが実施している健康
診査」、で各家庭に訪問した際に、また
子育て支援センターで各種教室事業へ
の参加者に対して、さらに市役所などの
公的機関や私立幼稚園などに設置し希
望者へ配布しています。
子育てに関して相談のあった案件につ
きましては、相談者に対して市内外に係
らず相談内容を所管する機関を紹介す
るとともに、相談者の同意を得て当該機
関に案件を連絡したり、引き継ぐなど体
制をとっております。

（３）②
16

高齢者や障がい者が利用しやすいような配慮

現在の市の施設のトイレは、利用しにくい
（利用出来ない）です。
車椅子用に広くし、オストメイトと大人サイ
ズのベットのある多目的トイレに改築をお
願いします。
既存施設で階段がある建物には、エレベータ
ーを増設してください。

（３）③
17
18

19

4

・新庁舎建設事業において、多目的トイレ
を取り入れる計画をしていますが、限ら
れたスペース中でできる限りの対応を
させていただきます。
既存施設に関しましては、今後の参考と
させていただきます。

福祉サービス提供事業所の整備の促進

市内には障がい者福祉施設は大変少なく、重
度障がい者のための福祉施設は、まだないよ
うです。
福祉サービス提供事業所の整備の促進とあ
りますが、どのような計画が進んでいるので
しょうか。現時点の状況に“市内には障がい
者福祉施設は少なく定員も飽和状態にあり
ます。また、重度の障がい者や精神障がい者
のための福祉施設はありません”とありま
す。重度障がい者の福祉サービス提供事業所
を増やしていくことを要望します。

1

重度障がい者、障がい児の利用できる事業所
がみよし市に一ヶ所でき、とても嬉しく思っ
ています。しかし、利用人数に限りがある為
あまり利用できずにいます。もう少し事業所
が増えることを望みます。

3

2

・重度障がい者の福祉施設は１ヶ所ありま
すので、内容の修正をさせていただきま
す。
・地域福祉へとサービスの比重が推移しつ
つありますが、依然として不可欠な施設
サービスについては、その充実を目指し
ます。
ご意見については、近隣市町の状況を参
考にしながら、今後の福祉施策の参考と
させていただきます。
また、重度障がい者の福祉施設は１ヶ所
ありますので、内容の修正をさせていた
だきます。
・ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、今後の福祉施策の参考とさせて
いただきます。

基本方針３
（１）⑦
20

各年代やニーズに応じた生涯学習の内容充実

生涯学習活動において
「寿大学、公開講座などを開催し、高齢者の
交流や身近な施設での学習活動を推進しま
す。
」
「子供から高齢者まで各年代に対応し、市民
の学習ニーズを反映させた内容の生涯学習
講座を開催します。
」
とありますが、パソコン関連の講座は多いが
それ以外はさびしいかぎりです。
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1

・高齢福祉関係では、最近、介護予防に関
心のある方が増えてきており今後も、介
護予防として、運動・栄養管理などの予
防講座等を推進してまいります。
・基本方針３（１）① 生涯学習活動への
支援、⑦ 各年代やニーズに応じた生涯
学習の内容充実を目的に、各種の生涯学
習講座や発表会を開催しています。
生涯学習課が平成 21 年度に開催した生
涯学習講座は合計 156 講座 1,212 回
3,159 人でした。その内、パソコン関連
講座（情報通信講座）は、53 講座 488
回 1,167 人で全体からみた割合は約３
分の１でした。
また、学習成果の発表の場の提供と学習
者相互の交流を目的に生涯学習発表会
を開催しました。平成 21 年度実績とし
て 36 団体、参加者 626 人、観客数 2,998
人でした。 なお講座の詳細は以下のと
おりです。
１ 公民館講座開催事業
（1）前期 6 講座 35 回 103 人
（2）後期 5 講座 28 回 85 人
（3）サマースクール 11 講座 11 回 336 人
２ 生涯学習活動事業
地区生涯学習講座 15 行政区 17 講座 180

21

高齢者の能力知識を活かし、やりがいのある
仕事として、高齢者を生涯学習の講師として
育成することが良いと思います。
そして育成した講師をシルバー人材センタ
ーに登録し、高齢者を生涯学習あるいは企業
の教育の講師として活用できるようにしま
す。
またこれにより多くの学習ニーズを反映さ
せた内容の生涯学習講座が開催できるよう
なると思われます。

1

22

三好丘および三好町は彫刻の展示されたア
ートの街としての魅力を感じ入居しました
が、今はアート関連の事業は何もありませ
ん。
生涯学習の講座にもアート関連は少なく、あ
っても競争倍率が高く受講しにくくなって
います。
これに対して、芸術家のタマゴの育成を兼
ね、若い芸術家を活用した講座を開催してい
ただきたい。
現在、生涯学習の受講場所は、なかよし地区
とのみとなっていますが、人口が多いきたよ
し地区にもぜひ受講場所をもうけていただ
きたい

1

23
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1

回 227 人
３ みよし悠学カレッジ講座運営事業
（1）生活創造講座 21 講座 83 回 414 人
（2）国際理解講座 21 講座 182 回 405 人
（3）情報通信講座 53 講座 488 回 1167 人
計 95 講座 753 回 1,986 人
４ 高齢者教室開催事業
5 講座 35 回 211 人
５ 生涯学習発表会開催事業
（1）芸能発表 17 団体 400 人
（2）展示発表 17 団体 189 人
（3）茶会 2 団体 37 人
６ 勤労青少年ホーム教養講座開催事業
（1）前期 9 講座 90 回 111 人
（2）後期 8 講座 80 回 100 人
・高齢者の能力や知識を生かすため、シル
バー人材センターに登録し、登録者にあ
った業務を行っています。今後も、更に
幅広い分野に対応できるようにと思い
ますので、ご意見については参考とさせ
ていただきます。
・生涯学習課では、生涯学習活動の人材の
発掘と活用を進め、生涯学習活動の一層
の振興を図るため、生涯学習活動に関す
る指導者を登録し、生涯学習活動への指
導者の派遣を希望する住民や団体等か
らの求めに応じて、紹介する「みよし市
生涯学習活動指導者登録制度」がありま
す。
・開講する講座の内容決定に際しては、受
講生や住民アンケート等に基づき企画
し、運営委員会の意見を参考にし決定し
ています。
講座として住民ニーズがあり講師とし
て適当と判断されれば検討してまいり
ます。

・平成 21 年度の生涯学習講座の地域別申
込者数の割合は、ほぼ平均的でした。
（ な か よ し 地 区 1.8 ％ 、 み な よ し 地 区
1.3％、きたよし地区 1.7％）
平成 21 年度の受講場所は、学習交流セ
ンター、中央公民館、勤労青少年ホーム
を主体としてきました。
また、将来的に予定されている「図書館
機能及び生涯学習機能を中心に配置し
た複合施設基本構想」も場所は、なかよ
し地区となっております。
それ以外の受講場所については、今後検
討してまいります。
なお、地区生涯学習活動事業により各行
政区に生涯学習推進委員を設置し、各行
政区で開催する生涯学習講座に支援を
していますので有効に活用してくださ
い。

（２）④

障がいに応じた支援サービスの充実

24

早期発見、早期療育の為にも、すぐに医師の
診察を受けれる体制をお願いします。

25

みよし市の場合、知的障がいのない軽発達障 1
がい児には、就学前の時期に“ふたば”での
保育士による療育があります。ここでの療育
はとても実用的、実践的で幼稚園、保育園で
の集団生活に入るに当たっての準備として
すばらしい成果を上げていると思われます。
しかし、みよし市には子ども専門の言語聴覚
士や作業療法士の指導を受けられる教室や
施設、クリニックがありません。おそらく、
そういった専門家の指導を受けるためには、
豊田市子ども発達センターの児童精神科の
医師に診ていただいた後、必要を訴えた場合
に受けられるというのが現状であると思わ
れます。しかし、発達センターの診察は大変
混んでおり 1 年待ちなどの状態です。
これら軽発達障がい児は知的障がいがな
いので、就学前の段階では親でも気づきにく
く、もし気づいたとしてもそれが障がいであ
ると受け入れることは難しいです。
そして就学後に長時間座って先生の話を聞
く段階になって、先生の話が理解できずにそ
の場から逃げようとしたり、感覚の不統合か
らくる多動などの問題行動が現れることで
周囲が初めて気づくことが多いです。
ただ、これらの行動は専門家による就学前か
らの訓練によって改善が見込めます。言葉の
遅れがある場合は、言語聴覚士による指導に
より子どもへの話しかけ方を親も学ぶこと
が出来、日々の生活の中の取り組み、就学ま
でに先生の話を理解できるレベルにまで上
げることが可能です。また多動についても同
様で、作業療法士による感覚統合の訓練など
で、多動のコントロールの仕方や不器用さ運
動能力の改善の仕方も親も一緒に学ぶこと
が出来、日々の生活の中で親が出来ることが
増えます。
緊急の場合の児童のショートステイ、児童デ 2
イサービスなどのサービスを充実し、いざと
いうときに安心できる施設サービスの促進
をお願いします。
障がい者の方への支援サービスを充実して 1
ください。
私には障がい児を持つ友人がいます。日常生
活の支援を必要としていますが、現状の支援
だけでは、まだまだ、足りないこともあるよ
うです。
たとえば、ヘルパーさんの車での送迎ができ
ないこと。
実際問題、現状のヘルパーさんの活動だけで

26

27
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・専門医師の診察がすぐに受診できない状
況を把握しており、保健センターにおい
て月に１回、言語聴覚士によることば相
談・心理相談員による発達相談を実施し
ており、受診できない児などの助言をし
ています。
・豊田市子ども発達センターが受診までに
かなりの日数を要する状態であること
は、認識いたしておりますが、本市の児
童の待機期間を短くすることはできま
せんので、ご容赦ください。
しかしながら市内や周辺市町には、子ど
も医療で対応できる豊田市子ども発達
センターに代替する医療機関があり、ご
相談いただく中でご紹介させていただ
いております。
また、親子通園事業施設「親子通園ルー
ムふたば」で、作業療法士や心理相談員
を講師として招き、保育士や保護者が療
育指導を受講していただいております。
さらに、豊田市こども発達センターの職
員による勉強会や個別相談などの療育
支援も受けており、専門医の受診に至る
までの間の支援体制の充実には、今後も
取り組んでまいりたいと考えています。
・豊田市こども発達センターの現状は把握
しており、そのような状況は市役所内の
関係部署で情報の把握をしております。
発達障がいの疑いのある児への診断、治
療、訓練を行うまではしていませんが、
保健センターにおいて、月に１回言語聴
覚士によることば相談、心理相談員によ
る心理相談を実施して助言をしていま
す。

・障がい者自立支援協議会と情報を共有
し、今後、促進についての検討をさせて
いただきます。
・みよし市の移動支援は、旧法支援費制度
の移動介護の内容を基準としています。
移動介護では、送迎を認めていなかった
ことから、現在も移動支援では送迎を認
めていません。送迎のニーズが多いのも
確かですが、対応できる事業所が少ない
こと、市の予算が限られていることか
ら、もし送迎を許可すると、移動支援の
支給量に制限を設ける必要が出てきま

28

29

30

31

32

33

は、障がい者家族の負担は、あまり軽減して
いないようです。
是非、ルールの改正をお願いしたいと思いま
す。
名古屋市では、ヘルパーが学校送迎や日中活
動の場、作業所などの送迎ができます。みよ
し市もぜひお願いいたします。みよし市では
できない理由を教えてください。
障がいに応じた支援サービスの充実とあり
ます。具体的にはどのような計画があるので
しょうか。どのような障がいを持っていても
サービスが受けられる体制にしてほしいと
思います。
親の死後、子どもが生きていくためには介護
などのサービスの他に財産管理や契約を結
んだり、保証人が必要なことが多々ありま
す。成年後見センターをつくっていただき成
年後見人を養成したり、講座を開くなど周知
をはかっていただくなどの事業をおこなっ
ていただくようお願いします。
知多地域成年後見センターのように近隣市
町と協力して成年後見センターの設立をお
願いします。
豊田市には障がい者計画推進懇話会が年３
回 開催されます。
今回は 日中活動場所の確保推進計画の策定
と障がい者理解の促進のための取り組みに
ついてでした。
懇話会での、意見を集め、市がきちんとデー
タを集め、施策をまとめ、また、懇話会で意
見を聞く。みよし市でも このような会を開
催して地域福祉を推進していただきたいで
す。
豊田養護学校にみよし市からスクールバス
を出して頂きたい
現在、豊田養護学校にみよし市から出ている
スクールバスがありません。私の子どもは１
年生から豊田市のみよし寄りのバス停から
バスに乗せていますが、今、そのバスもいっ
ぱいの状況です。バスに乗りたい他の子ども
たちが乗れません。みよし市からも是非スク
ールバスを出して頂きたい。
名古屋市の日曜学校、青年学級のような週末
の障がい者、障がい児の余暇活動の場を提供
して頂けると大変嬉しく思います。

（２）⑤
34

6

2

5

す。みよし市としては、移動支援の内容
は社会参加的な活動とし、支給量も個々
の相談に応じて決定させていただくよ
うにしています。
ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、今後の福祉施策の参考とさせて
いただきます。
・居宅介護等の訪問系サービス、生活介護、
就労支援等の日中活動系サービス、グル
ープホーム等の居住系サービス、専門機
関との連携による相談体制の推進を図
ります。
・みよし市単独での成年後見センターの設
置は難しいと考えます。
ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、今後の福祉施策の参考とさせて
いただきます。

1

・ご意見については、みよし市では障がい
者自立支援協議会が該当するものと考
えますが、今後の福祉施策の参考とさせ
ていただきます。

8

・みよし市から豊田市立豊田養護学校へ就
学している子どもたちと保護者のみな
さんの通学については、毎日のことであ
り、家庭生活において負担がかかるとこ
ろと認識しています。スクールバスの運
行については、運行経路、経費の算出等、
今後、調査活動を進めていく予定をして
ます。

4

・ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、今後の福祉施策の参考とさせて
いただきます。

2

・豊田市子ども発達センターが受診までに
かなりの日数を要する状態であること
は、認識いたしておりますが、本市の児
童の待機期間を短くすることはできま
せんので、ご容赦ください。
本市のセンター受診に代替するものと
しては、親子通園事業施設「親子通園ル
ームふたば」で、作業療法士や心理相談
員を講師として招き、保育士や保護者が
療育指導を受講していただいておりま

親子通園事業の充実

現在、ふたばに通園しています。
診察を勧められたお母さんの中には、豊田市
こども発達センターに予約の電話をしたと
ころ初診が１年待ちと言われ、診察を諦めて
しまう方がいます。
ふたばの子どもたちは皆、保健センターの健
診で紹介されて通園しています。

9/15

す。また、豊田市こども発達センターの
職員による勉強会や個別相談などの療
育支援も受けており、医師の受診時に至
るまでの間の支援体制の充実に今後も
取り組んでまいりたいと考えています。

（３）①
35

「高齢者が健やかで生き生きとした老後の
生活を維持できるよう、地域において安全で
働き易い就業の機会を確保するため、シルバ
ー人材センターの運営を支援します。」とあ
りますが、シルバー人材センターの仕事内容
は草刈、駐輪場の整備等ぐらいしかなく、
「高
齢者の能力を活かした就業機会の提供」とは
なっていません。

（３）②
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1

・シルバー人材センターでは、高齢者の健
康づくりや生きがいづくりの推進が目
的のひとつとなっています。仕事内容は
草刈、駐輪場の整備、清掃、自動車部品
製造等と各種の業務を行っていますが、
需用がどの程度あるか。またその業務内
容がどのようなものかによって、仕事内
容が決まってきますので、今後も幅広い
分野の需用に応えられるようシルバー
人材センターへお願いしてまいります。

1

・ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、関係部局と連携しつつ、今後の
福祉施策の参考とさせていただきます。

4

・西三河北部障がい者就業・生活支援セン
ターと情報共有を行い、連携に努めま
す。また障がい者自立支援協議会の就労
支援部会でも検討していきます。

障がい者の雇用に対する支援

障がい者本人の就業場所の支援もお願いで
きないでしょうか？
東郷の「いこまい館」のように、公的機関と
して積極的に働く場所を提供できるといい
と思います。
障がいのある人が企業に就職した場合、企業
での仕事をスムーズに覚えられるように、障
がいがある事を理解して、指導して下さるジ
ョブコーチをつけていただきたいです。

（３）⑤
38

高齢者の就業機会の提供

放課後児童クラブの受け入れ体制の整備

障がい児、高齢者がいても働く機会を与えて 3
ほしいと思います。現在、障がい児は放課後
児童クラブには通うことができずにいます。
それにかわる福祉サービスも充実していま
せん。是非学童保育にも障がい児受け入れ
を、また福祉サービスを充実し、母親が働く
機会を与えてください。
「誰もが働きやすい就業環境の整備」を充実 1
させてください。
母親も安心して働けるように、希望者には小
学生の放課後活動を行うことはできません
か？
現在のように、学童保育を希望しても、手続
きが煩雑だったり、場合によっては受け入れ
ていただけない状況では、なかなか、安心し
て、お願いできません。

母親が働きやすい保育環境の充実をお願い
します。今後、政府は学童保育整備を義務化
し、市町村に施設の整備、運営などを義務付
け年齢幅を広げ、利用時間も延長する計画だ
と聞きます。みよし市はそれに先駆けて放課
後児童クラブの受け入れ態勢の充実をして
いただくよう要望します。
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1

・本市の放課後児童クラブではみよし市立
小学校へ入学され、既存の小学校設備で
対応が可能な場合は、指導員も通常より
多く配置するなどして体制を整えて、受
け入れております。

・現在実施している放課後児童クラブの類
似事業として、教育委員会が実施する
「子ども教室」事業がありますが、本市
では実施しておりません。ご指摘のよう
に入所に要する書類は、放課後児童クラ
ブのほうが多く、希望者の方にはお手数
をおかけいたしております。
入所申込みに際しては、
1 日 4 時間以上、
1 ケ月に 15 日以上定員以上就労されて
いる保護者の方に養育されている児童
を対象とさせていただいております。
また、定員以上の申込みがあった場合に
は待機になる場合もありますので、ご理
解ください。
・本市では、本来は３年生までのところ、
1 年延長し 4 年生まで受け入れしており
ます。
利用時間は放課後から 18 時までです。
長期休業期間・祝日・学校休業日の場合
は、9 時から 18 時までですが、長期休
業期間は 8 時からご利用いただけます。

また、23 年度からは、祝日及び代休日
も 8 時からご利用いただけます。
今後も利用される市民の方のご意見を
伺いながら、事業の充実に努めてまいり
ます。

（４）③
41

交通安全施設などの整備促進

交通安全や防犯活動の一環として、街灯の拡
充をお願いします。
最近は、以前よりも街灯が多くなったように
思いますが、やはり、まだまだ暗くて怖いよ
うな道路もあります。
エコの観点からは、煌々とライトをつけるこ
とは、問題かもしれないけれど、人感センサ
ー付のライトや太陽光発電ライトなど、設置
ができないか、考えていただけないでしょう
か？

（４）⑦

1

特別養護老人ホームなどの高齢者施設の充実

42

障がいのある子の親の死後、子どもたちが困
らないように介護施設の充実をお願いしま
す。

43

高齢者施設や、障がい者施設の充実をお願い 1
します。
以前は幼稚園・保育園の数が少なく、子ども
の入園に苦労しましたが、市内の幼稚園・保
育園の数も増え、子どもの受け入れ先につい
ての心配がなくなりました。
今後は、高齢者や障がい者が増えているの
に、現状、受け入れ先が十分でないと聞いて
います。
私たち市民も将来、必ず高齢者になります。
また、障がい者になることもあるかもしれま
せん。そんな場合でも、安心して暮らせるよ
うに施設の設置をお願いします。
特別養護老人ホーム内に障がい者デイを組 2
み込むと明記されていますが、その対象者は
誰でしょうか？

44

（４）⑧
45

46

・道路照明灯は、道路の変化点（見通しの
悪い屈曲部、道路の幅員構成が急激に変
化する場所）、交差点、橋梁部、横断歩
道等に設置しています。夜間暗いという
理由から道路照明灯を設置していませ
ん。現在、消費電力から環境にやさしい
ナトリウム灯などにより整備を行なっ
ております。
・行政区からの要望により防犯灯の設置を
しております。
防犯灯は自動点滅器が作動し点灯する
ようになっており、人感センサーの設置
は考えておりません。また、環境面にも
配慮し、今年度より LED 型防犯灯を導
入しました。

1

・介護施設は、介護保険制度に適用する施
設で、介護認定された方が利用すること
が出来ます。今後とも介護認定状況を踏
まえ、計画し整備してまいります。
・高齢者施設としては、特別養護老人ホー
ムなどの介護施設があります。このよう
な施設は、介護保険制度に適用する施設
で、介護認定された方が利用することが
出来ます。今後も介護認定状況を踏ま
え、計画し整備してまいります。

・現在、市内の特別養護老人ホームで、障
がい福祉サービス「日中一時支援事業」
の指定を受けていただいています。対象
者は、「日中一時支援事業」の支給決定
対象者のうち、身体障がい者・児、知的
障がい者・児、発達障がい児です。

地域との連携によるグループホーム・ケアホームの設置

地域との連携によるグループホーム等の設
置と書かれていますが、ケアホームも含まれ
ていますか？ケアホームの設置も明記して
くださるようお願いします。
将来的に親が我が子の介護をできなくなる
時が必ず来ます。その時に安心して預けられ
る生活の場としてケアホームを造って頂き
たいです。
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2

・ご質問の内容のとおりです。明記させて
いただきます。

4

・ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、今後の福祉施策の参考とさせて
いただきます。

基本方針４
（１）②
47

48

49

50

私が住んでいるきたよし地区の近所付き合 1
いへの関心は、『あいさつ程度』となってい
ました。
確かに子供同士が仲良くさせていただいて
る、行政区で役員などを一緒にやった、など
がなければ、それぞれの暮らしにかまけて
『あいさつ程度』になってしまうでしょう。
そしてそれは、もしかして、お互い何処まで
立ち入っていいかが分からない、しかし仲良
くはしたい…の形かもしれません。
それでも暮らしに困る事はありませんが、し
かし、障がい児、高齢者を抱えるご家庭には、
どうしても家族だけでは手が足りない、精神
的な支えも欲しい…等、地域のその関係だと
困ることが多いでしょう。
一番いい事は、地域での支え合いですが、前
出の様に、何処まで立ち入ったらいいか、何
をしたらいいかが分かりません。
また、ボランティアをしてみたくても、どう
したらいいか分からない方、または各々によ
って出来る度合いも違うでしょう。
まずは、自分たちが住んでいる地域の現状
を、もっと多くの方が知る事が出来ると、も
っと多くの方が『何か出来ること』をそれぞ
れ探す、いいきっかけになると思いました。
シルバー人材センターの方がたにも放課後 1
や休日の見守り支援のボランティアのご協
力をいただければと思います。少しの間の見
守りが必要なことがよくあります。そんなと
きにご協力いただくことはできないでしょ
うか。

ボランティアセンターにボランティア登録
をしてある会員数 4,044 人とありますが、実
働しているボランティアの方ははるかに少
ないように思います。
実際に働けるよう情報の発信やボランティ
アを受けたい人の把握、ボランティア講座の
さらなる開設、ボランティアさん同士の交流
など充実していただくような計画を促進し
てくださるようお願いします。
ボランティアの実働している方が、少なく感
じます。実際、ボランティアを受けたい人の
把握、実際に働けるような情報の発信や、講
座などの更なる開設、交流など、充実してい
ただきたい。学生やフリーターなど、若い方
を育ててほしい。

（１）⑤
51

地域におけるボランティアの育成
・地域への情報発信を充実してまいりま
す。

・放課後や休日の見守り支援について、シ
ルバー人材センターに協力を求めるこ
とは出来ますが、より身近で体制をとる
ためには、地域に協力を求めることがよ
いと考えられますので、地域の高齢者団
体に協力をお願いすることも一つの方
法と考えられます。

1

・グループの活動内容によって、希望され
る人数の多少があります。
ボランティア講座は、毎年実施していま
す。
ボランティア同士の交流は、ボランティ
ア連絡協議会で行っています。今後、充
実を図ります。

1

・今後もボランティアの充実に努めます。

3

・近隣の学校に働きかけを行っており、今
後も引き続き行ってまいります。

若いボランティアの育成推進

障がいのある子ども達にも充実した日々の
ために、学校と地域の連携により体験活動の
促進の中で学生ボランティア事業も行って
欲しいです。
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（３）②

社会福祉協議会の活動支援

52

福祉センターをもっと広く活動できないで
しょうか？
福祉センターを週末に開館するとか、福祉活
動を他のイベントと同時に行うとか、また
は、現時建設予定の新規市役所の建物内に事
務所を置くなどして、あらゆる年代・状況の
人にも、みよし市の福祉活動を知ってもらう
ようにできると、理解が広がり、人の輪が繋
がると思います。

1

53

私たちは主に福祉センターを活動の場とし
て使わせていただいています。子供と一緒に
活動しようと思うとどうしても週末になる
のですが、週末は休みのため余暇活動の場所
に困っています。そこで福祉センターの週末
の開放をお願いします。

5

54

定期的に行う余暇活動の為に豊田養護学校 1
に通うみよし市在住の子ども達の親同士で
親の会を結成しました。
週末に活動するにあたり、利用できる施設が
より沢山あることを望みます。
平日の活動では、福祉センターを利用させて
いただき本当にありがたく思っております。
しかし週末は利用することが出来ずに困っ
ております。
公共の未使用施設等の有効活用等とありま
すが、週末に利用させていただけると助かり
ます。

（３）⑤

・福祉センターをいつもご利用いただきあ
りがとうございます。
福祉センターは、主に市内の高齢者を対
象に、健康管理やその増進、教養の向上、
レクリエーションへの供与をし、高齢者
が健康的な生活が出来るように支援す
る施設となっていますが、出来る限り、
多くの方による交流を踏まえた利用を
お願いしたいと考えています。
・ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。
・福祉センターをいつもご利用いただきあ
りがとうございます。
市内には、サンアート・地区公民館・ふ
れあい交流館（旧中央公民館の代用施
設）などがあり土日曜日も地域でのサー
クル活動の場として、是非活用していた
だきたいと考えています。
高齢者には、地域に老人憩いの家があ
り、土・日曜日も開館していますので、
高齢者と一緒に地域での交流に、老人憩
いの家をご利用いただけたらと思いま
す。
・社会福祉協議会は、市の条例を遵守し、
指定管理者として実施しています。
・ご意見については、今後の参考とさせて
いただきます。

障がい者団体などへの支援の充実

55

福祉センターや公民館などを活動の場所と 2
して使うことが多いと思います。
頻繁に使うとなると使用料はかなり負担と
なります。地域住民だけでなく誰もが使え、
福祉団体、ボランティア団体などに利用料の
減額があると助かります。

56

公共施設の人が集まる場所での障がい者団
体、ボランティア団体等が行う店などのスペ
ースを設けるなどの支援もお願いします。

57

障がい者団体、ボランティア団体等が行う活 1
動に対する支援の充実を図るとありますが、
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1

・ふれあい交流館は、利用登録された方が
使うことができ、その使用料について
は、福祉団体やボランティア団体の使用
する目的に公益性があれば減免できる
規定になっています。使用目的により判
断することとなります。
地区公民館は、施設の成り立ち、経緯か
ら地域の人たちの利用の優先と使用料
の優遇をするところが多い現状です。
・福祉センターについては市内の高齢者を
対象に、健康管理やその増進、教養の向
上、レクリエーションへの供与をし、高
齢者が健康的な生活が出来るように支
援する施設となっています。よって、今
後も高齢者を中心とする各種の事業に
利用をと考えています。社会福祉に関す
る利用は無料となりますが、介護保険事
業に関しては規定のとおりとなります。
・ご意見については、近隣市町の動向を見
ながら、今後の福祉施策の参考とさせて
いただきます。

58
59

60

61

どのような支援の充実をしていく計画です
か？
公共施設の人が集まる場所で障がい者団体、
ボランティア団体等が行う店などのスペー
スを設けてくださるなどの支援もお願いし
ます。
障がい児の親の会が主催する活動のサポー
ト場所の提供をお願いします。
障がいを持つ子どもの親も、ただお願いする
ということだけでなく、自分たちにできるこ
とは精一杯やりたいという思いを持ってお
ります。親たちが活動していくためのサポー
トもいただければと思います。
子どもたちの幸せな未来のために。
地域でサービスを利用しやすい体制づくり
のために 障がい者の親の会を始めました。
豊田市では、こういう会に対して、社会参加
事業費があります。みよし市も同じような支
援をお願いします
障がい者団体、ボランティア団体等が行う活
動に対する支援の充実を図るとありますが、
どのような支援の充実をしていく計画です
か？補助金等はありますか？

（４）①
62

63

64

1
1

1

・現在も、障がい者団体やボランティア連
絡協議会への補助はさせていただいて
おります。今後も、障がい者団体、ボラ
ンティア団体との情報交換を積極的に
行い、実情に応じた支援を行います。

1

ボランティア・ＮＰＯ活動に関する情報の提供

ボランティア、NPO の活動促進で情報コー 1
ナーの設置とありますが、どこかに掲示して
あるものは忙しくしているとなかなか足を
とめて見ることはありません。
子どもが学校から持って帰る案内でも知ら
せていただけるとわかりやすいと思います。
子ども達にも地域福祉活動を担う人材の育
成になると思います。
そして具体的にどのようなニーズがあり必
要とされているのかがわかり、交流の機会に
参加する人が多くなればもっと互いに思い
やれるのではないかと思います。
何気なく暮らしていると知らないことが多
いので、まず知る機会が増えるとよいのでは
ないかと思いました。
ボランティアや NPO に関する情報が一目で 1
わかるような情報コーナーの設置とありま
すが、是非、目に留まりやすい場所での設置
をお願いします。現在の福祉センターなど、
特定の方しか足を運ばない場所では情報が
広がりにくいと思います。
ボランティアや NPO に関する情報が一目で 1
分かるような情報コーナーの設置とありま
すが、もっと誰もが目に留まりやすい場所で
の設置や、ホームページでリンクできる体制
など、充実させてください。今の時点ではど
こにありますか？
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・情報コーナー設置は、より多くの方に情
報を伝え、活用いただくことが目的とな
ります。
そのため、『基本方針１の（２）学校・
家庭･地域における福祉教育の推進』の
施策とあわせて、より効果的な情報発信
を検討します。
・情報の発信（掲示物、内容等）がよくわ
かるように工夫してまいります。
ホームページ等の充実を図ります。

・ＮＰＯに関する情報は、市民活動サポー
トセンター（学習交流センター内）を拠
点として発信しています。多くの方にサ
ポートセンターが発信する情報を活用
いただけるよう、引き続き啓発に努めま
す。
情報コーナーについては、多くの方の目
に留まりやすい設置場所を検討します。
また、より身近な場所で情報を受け取る
ことができるよう、ホームページ掲載情
報の整理や検索性の向上など、ホームペ
ージによる情報発信の充実を検討しま
す。
・情報の発信（掲示物、内容等）がよくわ
かるように工夫してまいります。
ホームページ等の充実を図ります。

（４）⑤
65

66

67

５章
68

69

70

資料
71

ボランティア活動に関する講習会・研修会の実施

みよしでボランティアさんをお願いするの 1
は 困難な状態です。
市内の企業 学校などのボランティアグルー
プさんなどの情報を集めて、お願いできる体
制作りをお願いします。
福祉に対してボランティアが活動しやすい 1
ようにサポートの充実をお願いします。
障がいのある子どもにどのように接したら
よいか、講座を開いたり、ボランティア同士
の交流の場をつくったり、場所の提供などを
お願いします。（たんぽぽキャラバン隊の講
演を見て感動しました）
サマースクールを少しでも多くの人数、多く 1
の日数で開いていただくようお願いします。
障がい児は長い夏休みの間家にとじこもり
がちです。ボランティアの力をお借りするな
どして楽しい夏休みの思い出をつくってあ
げたいです。

・企業、学校等関係機関のご協力を得なが
ら調整してまいります。

・ボランティア講座は、毎年実施しており、
今後もその中で計画してまいります。
場所についてのご意見は、今後の参考と
させていただきます。

・ご意見を参考にさせていただき、事業の
推進に努めます。

計画の推進体制
高齢化社会や障がい者問題など、福祉はコス 1
トがかかるが、利益は生まないものであり、
非常に難しい問題でありますが、みよし市民
の英知をつくして真剣に検討していくこと
を希望いたします。小生も微力ながら協力し
ていきたいと考えております。
目標として掲げられている地域住民が互い 1
に思いやり、支えあい、誰もが安心していき
いきと暮らせる福祉のまちづくり、たいへん
すばらしく理想的なものだと思います。是
非、そのようなみよし市になるよう行政、市
民が互いに協力しあいその目標に近づいて
いきたいと思います。
福祉のまちとうたうからには、どの地域でも
行われていることだけでなく、みよし市に誰
もが住みたいと思わせるような独自の先進
的な施策を是非行っていだけるようお願い
致します。みよし市は先の民間の調査におい
て誰もが住みたい市のトップとなりました。
住みやすい市いちばんとしての誇りの持て
る福祉推進のまちとして今後の取り組みを
期待します。
「地域住民が互いに思いやり、支えあい、誰 1
もが安心して、いきいきと暮らせる福祉のま
ち」になりますよう、期待しております。ど
うぞよろしくお願い致します。

・ご意見に沿えるよう事業展開を進めてま
いりたいと思います。

計画策定への参画
地域福祉計画を立てる際に、親の会も参加で
きると、現状を把握しながら作成できると思
います。話し合いの場所に、親の会も参加で
きますか？
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・地域福祉計画審議会において、市民代表
の募集をさせていただいています。ま
た、団体ヒアリングにおいて、障がい者
団体のご意見もヒアリングさせていた
だいています。

