
様式第 3 号(第 9 条関係) 

会 議 結 果 

 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 平成２８年度第１回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開 催 日 時 
平成２８年８月２日（火） 

午後２時から午後４時まで 

開 催 場 所 市役所３階 研修室１・２ 

出 席 者 

（会長） 

浅野俊夫（学識経験者（愛知大学教授）） 

（副会長） 

野﨑又嗣（民生児童委員協議会代表） 

（委員） 

阪田 征彦（有識者）、端谷 毅（医療機関代表）、有竹 一樹（医

療機関代表）、高濱 潔（福祉団体代表）、鈴木 睦子（福祉団体代

表）、石原 正裕（福祉団体代表）、浜辺 渚（福祉団体代表）、畠

中 菊代（福祉団体代表）、柘植 久子（保育園代表）、渡邉 祥子

（幼稚園代表）、大井 千草（豊田加茂福祉相談センター次長兼地

域福祉課長）、田口 良子（衣浦東部保健所健康支援課長） 

 

欠席／中村 さき子（福祉団体代表）、岡本 長治（福祉団体代

表）、小川 正博（福祉団体代表）、野田 紀世子（教育関係代表）

高村 葉子（教育関係代表）、佐々木 美咲（市民代表公募） 

次 回 開 催 予 定 日 平成２８年１２月中旬 

問 合 せ 先 

健康福祉部福祉課 担当 清水 

電   話／０５６１－３２－８０１０ 

ファックス／０５６１－３４－３３８８ 

下欄に掲載するもの 議事録全文 要約した理由   

審 議 経 過 別紙のとおり 

 



第 1回 みよし市障がい者福祉計画審議会 議事録 

日 時 平成２８年８月２日（火）   

午後２時から午後４時まで   

場 所 みよし市役所 研修室１・２  

１ あいさつ 

福祉課長 本日は大変お忙しいところご出席いただきまして誠にありがとうござ

います。 

定刻となりましたので、ただいまより平成 28 年度第 1 回みよし市障

がい者福祉計画審議会を開催いたします。 

開会にあたり｢礼｣の交換をしたいと存じます。恐れ入りますがご起立

をお願いします。 

－ 礼 － 

ご着席ください。 

なお、本日の会議は一般公開されておりますので、ご了承いただきま

すようお願いいたします。 

まず初めに、変更のあった委員に対しての委嘱状について、失礼です

が、席に配布させていただきました。御確認をお願いいたします。 

障がい者福祉計画審議会の委員として平成 30 年 3 月までお世話にな

ります。よろしくお願いいたします。 

ここで、福祉部長の小野田よりごあいさつ申し上げます。 

福祉部長 本日は、委員の皆様にはお忙しい中、当審議会にご出席いただきまし

てありがとうございます。 

日頃は、みよし市の行政各般にわたり、御支援、御協力を賜り、重ね

てお礼申し上げます。 

本審議会は、「障がい者計画」と｢障がい福祉計画｣を一体化した福祉

に関する総合的計画である「みよし市障がい者福祉計画」の策定及び推

進に向けての御審議をいただく場として、委員の皆様に御参集いただい

ております。 

現計画は平成 24 年度から平成 29 年度までの 6 年間の計画となってお

り、平成 26 年度に数値目標を定めました「障がい福祉計画」を委員の

皆様の御尽力により見直し策定したところです。 

今年度は障がい者総合支援法の対象となる方々にアンケートを実施

し、平成 29 年度に策定する新計画の基礎としていきたいと考えていま

す。ぜひ忌憚のない御意見をお聞かせ願えればと思います。 

また、今回の計画には掲載されていませんが、今年度の障がい者福祉

の重要な施策の一つを紹介させていただきます。 

7 月 4 日からみよし市役所の西隣にある「ふれあい交流館」内に、障

がい者と生活困窮者を対象にした相談窓口として『みよし市くらし・は

たらく相談センター』を開設しました。『くらし・はたらく相談センタ

ー』では、障がい者と生活困窮者の相談支援、就労支援を行い、また、

就労支援については、同じフロアにある『ジョブサポートみよし』とも

協調しながら各対象者の自立に向けたお手伝いを行っていきます。この

事業の実施主体は市ですが、運営は、社会福祉協議会始め市内の法人に



業務委託し、複数の法人が机を並べて対応しているのも特徴です。セン

ターの円滑な運営のため、皆様にも御協力いただけるとありがたく思い

ます。 

最後になりましたが、本日お集まりの委員の皆様の御健勝と御多幸を

御祈念申し上げ簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。 

福祉課長  続きまして、各委員の方々は、それぞれ顔なじみの方もあるかとは思

いますが、今日、初めて、顔を合わされる方もお見えかと思います。 

ここで、あらためて、自己紹介を行っていただきたいと思います。そ

れでは、浅野会長より、席順に自己紹介をお願いします。 

－委員、自己紹介－ 

－事務局、自己紹介－ 

 それでは、議事に移らせていただきます。 

みよし市障がい者福祉計画審議会要綱第 5 条第 1 項により、会長が議

長を務めることになっておりますので、会議の取り回しについて、浅野

会長にお願いしたいと思います。 

浅野会長よろしくお願いします。 

 

２ 協議事項 

（１）みよし市障がい者福祉計画の基本的な考え方 

会長 それでは、議題にはいります前に、会議の成立の報告をします。 

本日の出席委員は 14名で、審議会定数の 2分の 1以上の出席ですので、

要綱第 5条第 2項の規定により、本会議は成立しますので報告します。 

なお、午後 3 時 30 分には会議を終了したいと考えておりますので、円

滑な進行にご協力をお願いします。 

それでは、協議事項 1 みよし市障がい者福祉計画の基本的な考え方につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

事務局 1 みよし市の障がいに関する計画の現状について 

第 3期みよし市障がい者計画は、①障害者基本法に基づき、平成 24年

3 月に策定、②障がい者のための施策に関する基本的な事項を定める中

長期の計画とし 

・障がい者施策における市の責任を明確化させ、障がいのある方々の地

域生活を支援する全体的なビジョンを示す 

・地域の様々な資源の総合的な連携体制を構築し、障がいのある方々一

人ひとりに対し、適切なサービスが提供される基盤を作ることを目的

とした計画 

となっています。 

第 4 期みよし市障がい福祉計画は、①障害者総合支援法に基づき、平

成 27年 3月に策定、②障がい福祉サービス等の確保に関する計画とし、 

・各年度における障がい福祉サービス等（自立支援給付、地域生活支援

事業）の種類ごとの必要な量の見込み 

・障がい福祉サービス等（自立支援給付、地域生活支援事業）の種類ご

との必要な見込量の確保のための方策 

・障がい福祉サービス等に関する３年間の実施計画的な位置づけとして

策定するものであり、「サービス見込量(目標量)」を設定した計画 

となっています。 



2 障がい者計画と障がい福祉計画の一体化 

みよし市では、「障がい者計画」の計画年度が６か年一期となってお

り、「障がい福祉計画」第５期の策定年度である平成 29 年度に 2 つの計

画を見直し、障がい福祉に関する総合的計画である「障がい者福祉計

画」を策定することとなります。 

委員 質疑なし 

 

（２）みよし市障がい者福祉計画策定のためのアンケート調査について 

会長 続いて、協議事項 2「みよし市障がい者福祉計画策定のためのアンケー

ト調査について」事務局より説明をお願いします。 

アンケートにつきまして、最初に概要説明をお願いし、その後、1 項目

ずつ区切って、進めていきたいと思います。 

事務局 前回 6 年前に実施したアンケートの設問項目と、現計画を照らし合わ

せ、また、現状から今後の方向性を見据えて、重点的に取り組まなけれ

ばならない事項についての質問を追加した。 

1項目目は問 1から問 11までで、ご本人の現状について。御意見があれ

ばお願いしたい。 

渡邉委員 問 3の年齢は、8月 1日現在で、満年齢か。 

事務局 そのとおり。 

端谷委員 問 10 の精神障がい者の件で、広汎性発達障がいだけでなく、統合失調

症等も加えられないか。 

事務局 今回、委員の方々から意見をお聞きし、最大限配慮させていただいてこ

ちらで再度アンケート作らせていただく。ご意見等あれば積極的に言っ

ていただきたい。 

端谷委員 回答は複数可にしてもらえないか。 

会長 できる限り対応するように。では、次。 

事務局 2 項目目は問 12 から問 15 までで、医療について。御意見があればお願

いしたい。 

田口委員 例えば入院して寝たきりの場合、それから家に居て、家に居て通院はし

ていないけども病弱、病気がち、寝たきりの場合などの回答は。 

事務局 複数回答で対応。 

端谷委員 往診は加えられないか。 

会長 往診を受けているというのは 1 項目あってもよいのでは。そして複数回

答にしてはどうか。 

事務局 そのように対応する。 

会長 それでは次。介助、手助けについて。 

事務局 3 項目目は問 16 から問 19 までで、内容は介護、手助けについて。御意

見があればお願いしたい。 

会長 回答のパターンで矢印や点線四角など表記を統一する必要があるので

は。 

事務局 審議会での御意見をもとに、できるだけ分かりやすく表記する。 

会長 では次の項目へ。 

事務局 4 項目目は問 20 から問 25 までで、就労、働くこと、就学、学校などの

事について。御意見があればお願いしたい。 



端谷委員 問 20で何もしていないと回答した方の理由を聞いてほしい。 

田口委員 問 25 で○は 3 つまでとあるが、当てはまるもの全てを回答してもらっ

たほうが本当の気持ちが聞けるのでは。 

会長 複数回答については再検討するよう。 

田口委員 日中活動場所の質問は、より明確に回答しやすくしてほしい。 

会長 これも再検討が必要。 

高濱委員 発達障がいの方にとっても分かりやすい表現に努めることが必要だが、

アンケート形式でそれを求めようと思うとかなり難しい。 

会長 支援者、支援組織とのコミュニケーションがうまくいかないということ

もある。その部分も着目してほしい。 

事務局 検討させていただく。 

会長 では次の項目。 

事務局 5 項目目は問 26 から問 29 までで、外出について。御意見があればお願

いしたい。 

端谷委員 公共交通機関を利用できない理由として、ハード的な問題と、本人の気

持ち的な問題があるが、そこを聞きだせないか。 

事務局 クロス集計をする中で対応していきたい。 

阪田委員 問 26 の枠内の外出の頻度として、年に数回は外出できないと同義で

は。 

事務局 同項目として修正。 

浜辺委員 外出している人でも外出しづらい人はいる。その人たちの意見も聞いて

ほしい。 

事務局 外出のしづらさを感じてる方に聞くというようにする。 

会長 クロス集計について、しっかり対応していただけるのか。 

事務局 対応させていただく。 

渡邉委員 居住地域を聞く質問もあるとよいのでは。地区によって公共交通を使い

づらい地域もあるのでは。 

会長 地域差については全項目に関係することではある。 

渡邉委員 ボランティアなども含めて、地域の活動のなかで我々が参考にできるも

のがあるかもしれない。 

野﨑委員 地区はみなよし、なかよし、きたよしの３つで分けてはどうか。 

会長 地区の後ろに行政区名もつけて分かりやすく。 

事務局 回答者のことも考慮し、設問数とページ数を再検討する必要はある。 

会長 では、次からの項目をまとめて。 

事務局 6 項目目は地域活動や文化、スポーツ活動について、7 項目目は情報・

相談・連絡について、8 項目目は障がい福祉の向上について。質問 42、

43につきましては、今後障がい福祉施設を整備するにあたり、計画に明

記しなければならず、その参考とするため今回新たに質問項目を加え

た。御意見があればお願いしたい。 

会長 問 42 で市内に通えるところがあるとよいと思うかという問いに対し、

思うという方には理由を聞いて。思わないという方には理由を聞いてい

ない。思わない理由についても、自由記述でスペースを設けていただき

たい。 

事務局 スペースを設ける方向で修正する。 

野﨑委員 問 33、37で民生・児童委員は、民生児童委員で統一すべき。 



事務局 そのようにさせていただく。 

石原委員 全体を通して。今回、調査をお願いするのは、1200 人程度とのことだ

が、6 年前の調査の回収率はどの程度だったか。44 項目の設問がある

と、回答率が落ちるのではないかという不安がある。前回の回収率が低

いようであれば、考慮する必要があるのでは。 

事務局 前回の送付先件数は総数 1050 件。うち分けとしましては、身体障がい

が 600 件、療養手帳お持ちの方 200 件、精神障がい福祉手帳お持ちの方

が 100 件、難病の見舞金を受けていらっしゃる方が 150 件という事で、

先回の有効回答数は 594 名、難病患者につきましては 74％でトータル

705名の 67.1％となっている。その前の調査では 59.4％ですので、大体

６割、６割５分くらいで推移しているというような状況。 

石原委員 それだけの回収率あればまずよい。設問数もちょうどよいかもしれな

い。 

鈴木委員 問 2の性別について、その他は何をさすのか。 

事務局 性同一性障害の方がいた場合を想定している。 

会長 答えたくないという人がいるかもしれない。 

事務局 表現の仕方を考える。 

会長 修正点については、会長と事務局で詰めていく。会長としての判断が難

しい場合には、また関係する委員の方にお聞きすることになるかもしれ

ないのでよろしくお願いしたい。 

事務局 今日ご意見いただいた部分については、皆さん大事に考えているところ

だと思われる。それについては優先して取り上げるよう検討するが、ご

意見が出なかった部分の質問項目や解答項目に関しては事務局で判断さ

せていただく。ご理解いただきたい。 

 

（３）今後のスケジュール 

事務局 今後の予定だが、アンケート調査及びアンケートの集計・分析を 11

月までに終え、報告書（案）を作成し、その後、12月中旬を目処に、第

2 回目の審議会を予定している。開催通知については、あらためて郵送

させていただくので、よろしくお願いします。 

なお、報告書の公表は 2月中を予定している。 

会長 次回は 12 月に審議会開かせていただくので、よろしくお願いします。

以上で審議終わります。 

福祉課長 以上を持ちまして、第 1 回みよし市障がい者福祉計画審議会を終了いた

します。一同、ご起立をお願いします。 

― 礼 ― 

委員の皆様には今後大変お世話になりますが、何卒よろしくお願いい

たします。本日はありがとうございました。 

 

 


