
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２回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開 催 日 時 
平成２８年１２月１４日（水） 

午後１時３０分から午後３時４０分まで 

開 催 場 所 市役所３階 研修室４・５ 

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） 

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）、畠中 菊代（福祉団体代表）、野田 紀世子（教育関係

代表）、柘植 久子（保育園代表）、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） 

 

欠席／阪田 征彦（有識者）、浜辺 渚（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）、渡邉 祥子（幼

稚園代表）、高村 葉子（教育関係代表）、佐々木 美咲（市民代表

公募）、田口 良子（衣浦東部保健所健康支援課長） 

次 回 開 催 予 定 日 平成２９年８月中 

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２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１２月１４日（水）     

午後１時３０分から午後３時４０分まで 

場 所 みよし市役所３階 研修室４・５    

 

１ 福祉部長あいさつ、２ 浅野会長あいさつ 

加藤福祉

課長 

本日はお忙しいところ、審議会にご出席くださいましてありがとうござい

ます。只今から平成２８年度第２回みよし市障がい福祉計画審議会開催した

いと思います。 

開催にあたりまして礼の交換をしたいと思いますので、お座りの皆さんご

起立をお願い致します。一同、礼。お願い致します。ご着席願います。 

本日の司会をいたします、福祉課の課長の加藤福祉課長と申します。尚、

この審議会は、みよし市付属機関の設置及び運営に関する要綱第６条の規定

によりまして、会議を公開することとなっておりますので、ご了承いただき

たいと思います。 

まず最初に福祉部長の小野田からご挨拶申し上げます。 

小野田福

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。 

平成２９年度は「みよし市障がい者福祉計画」の見直しの時期であり、そ

の基礎資料とするため、この夏、障がい者総合支援法の対象となる方々１２

００名に対し、アンケート調査を実施しました。アンケートの質問項目につ

いては、第１回審議会及びそれ以後に委員の皆様から御助言、御指導をいた

だき、回収数は６４９、回収率５４．１％となって、調査信頼度としてもま

ずまずであると言えるでしょう。 

今回の審議会では、このアンケート調査の結果から見えてきた考察および

第３期障がい者計画の進捗と第４期障がい福祉計画の実績について、事務局

から報告させていただきます。これらのことについて、ぜひ忌憚のない御意

見をお聞かせ願えればと思います。 

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。 

加藤福祉

課長 

では次に浅野会長からご挨拶いただきたいと思いますので、宜しくお願い

致します。 

浅野会長 どうも今日はご苦労様です。委員の方々にはアンケート結果がもう既に郵

送で送られており、ご覧になっていただいていると思います。第１回目で審

議したアンケートの結果ですね。単純集計の結果は郵送していただいて、そ

れを基にクロス集計はどうしたらいいかという意見を聞いて、クロス集計結

果については今日、聞ける状況になってます。この審議会は、会議を開催し

ていない時も委員として色々お願いするという形をとってまして、今日も審

議の結果次第では、事務局の方に各委員からご意見を言っていただくような

形も取ると思いますので、審議会のお時間だけじゃなく、連絡が来るなど申

し訳ないんですが、みよし市の障がい福祉計画を良いものにする為ですの

で、是非ご協力をお願いしたいと思います。今日の審議会の場では忌憚のな



いご意見を出していただいて、結果をまとめて今度どのように市民に伝える

かという段階になってきますので、いろんな方面からのご意見を出していた

だきたいと思います。浅野会長としての挨拶は以上です。 

加藤福祉

課長 

ありがとうございました。それでは次第に従い議事へ移らせていただきま

す。審議会要綱第 5 条第１項によりまして浅野会長が議長をつとめることに

なっておりますので、会議の取りましについては浅野浅野会長にお願いした

いと思います。よろしくお願いいたします。 

浅野会長 はい、それでは議長を務めさせていただきます。 

まず会議成立の確認ですが、定数が２０、定足数が１０。現在１２名が出

席しておられますので会は成立します。 

終了予定は１５時３０分を目途にという事でやらせていただきます。 

それでは議題の１番、みよし市障がい者福祉計画に関する調査報告書

（案）について、これまでの経緯とそれから概要を説明してください。 

 

３ 議題 

（１）みよし市障がい者福祉計画に関する調査報告書（案）について 

事務局 それでは議題の１番、みよし市障がい者福祉計画に関する調査報告書

（案）について事務局から説明をしたいと思います。まず、お手元の資料の

確認をさせていただきたいと思います。 

机の上に置かせていただいた資料は、資料 NO.３-２障がい福祉計画の達成

状況の点検及び評価２枚、A４の紙２枚の資料と、あと９番調査結果のクロス

集計のまとめというものがあります。そちらについてはページ数が多かった

ので、郵送すること控え、当日配布という形にさせていただきました。合わ

せて郵送させていただいてる資料と共に確認させていただきたく思います。 

１つ目がみよし市平成２８年度第２回みよし市障がい者福祉計画審議会次

第。委員名簿。資料 No．１みよし市障がい者福祉計画に関する調査結果報告

書初稿追加という分になります。資料 No．２は A３でみよし市障がい者計画

進捗状況について。資料 No．３みよし市障がい福祉計画（第４期）の実績に

ついて。資料 No．４みよし市障がい者福祉計画策定スケジュール。 

さらに、参考資料として第１回の審議会の会報結果があります。 

資料 No．１の調査結果報告書の次にですね、クロス集計の希望一覧。あと

A３で、皆さんが出された希望のクロス集計結果は非常に細かくて恐縮です

が、A３の資料があります。さらに委員の皆様には、以前にみよし市障がい福

祉計画に関する調査報告書の初稿を送らさせていただいております。資料は

お揃いでしょうか。 

事務局 それでは議題に移ります。 

議題の（１）みよし市障がい者福祉計画に関する調査報告書について事務

局の福祉課事務局から説明させていただきます。 

来年度は第４期の障がい者福祉計画障がい者計画と第５期のみよし市障が

い福祉計画の策定をすることになっておりまして、その基礎資料とするため

今年度はアンケート調査を実施することとなっていました。第１回目の審議

会ではアンケートの質問項目について委員の皆さんからご意見をいただき、

事務局で整理し、浅野会長に確認の上、９月上旬にアンケート調査票を１２

００名に発送しております。回収数は６４９名となっており、回収率は５４.

１％です。結果を１０月中に集計し、委員の皆様には単純集計結果と報告書

を郵送させていただいております。この結果を踏まえ、クロス集計の希望を

伺い、事務局案と共に委託業者に依頼した内容の資料を送付しております。

このクロス集計結果はグラフにすると膨大な資料となってしまったため小さ

い字ではありますが、A３資料として配布させていただき、グラフ資料は本日



配布させていただいております。 

まずは、初稿や追加分にある表記や文章についてのご意見、そして集計結

果のご意見を伺えたらと思っております。よろしくお願い致します。 

浅野会長 はい、まずは資料 NO.１の初稿追加分の３ページから６ページまでが調査

結果分析、調査の報告書の一番肝心なところで、初稿の方はこの部分が空欄

になってます。結果を見て、ある程度分析ができてからまとめたものがここ

に書き込まれている。単純集計結果が出て、それから各委員からの意見を踏

まえてクロス集計をした結果を事務局案としてまとめて、今回のアンケート

調査結果の概要として４ページからの分析１，２，３，４，５という形でま

とめてあります。ここについては今日の会議の大事な部分で、ここにもう少

し書き加えて欲しい、これはちょっと違うんじゃないかという部分があった

らご意見を伺いたい。この分析の土台になっているのがアンケート調査です

ので、初稿の単純集計については既に皆さんに見ていただいているので、そ

れについても解釈の仕方などわかりにくいんじゃないかといったご意見、そ

れからクロス集計も出ていますので、事務局から話があったように、どこま

で報告書に載せるかということについてもご意見を伺いたい。順番といたし

ましては、まずクロス集計でどういう事が分かったかというのを事務局から

ガイドしてもらう。そして、今日配布されたこのグラフ、特にクロス集計の

意見を出された委員がいますので、クロス集計の結果をどう報告書に盛り込

むか指示を受けると有難いという事です。まずクロス集計のまとめについて

議論、ご意見を伺いたい。 

事務局 その際に参考にしていただくと良い資料が、クロス集計の希望一覧という

A４の横になっている表です。これは、元になる質問が左側にきており、それ

とクロスさせたいものが、一つ右の列に書いてあります。さらに、それを知

りたいと思った理由がその右側にきており、提案者も記載しています。基礎

的な部分につきましては、前回初稿をお送りした際の A３資料にあり、後半

の質問につきましては、希望がない限りはクロス集計は出来なかったので事

務局で考え、元になる質問とクロス集計させたい質問を考慮し出させていた

だいております。こちらが希望した質問につきましては、全て業者の方クロ

ス集計していただいてますので、以前の審議会時に、クロス集計が出来ない

って心配もあるというご意見もありましたが、業者の方に全て応えていただ

いてますので、その点も併せて申し添えいたします。 

事務局としましては、問の４３、４４、４５の結果を参考に、次回の障が

い者計画、障がい福祉計画に施設の必要性というものを盛り込みたい考えて

おり、必要性などを障がい者別でクロスさせたものが結果として出ていま

す。こちらは、おおよそ施設が必要だと、特に就労系の施設が必要だという

ご意見が出ていましたので、そちらは次の計画策定の時に反映させていきた

いと考えております。 

端谷委員

委員 

すみません、実際の数みたいなものっていうのが見えないんですけど、ど

うなんでしょうか。 

事務局 グラフではパーセンテージしか見えてませんので、実際の数値をというご

意見かと思ういますが、私共もその部分は少し考えていまして、業者にも何

とかならないかとご相談しています。 

端谷委員 今、どれだけあってどれだけ足りないかのような。 

浅野会長 実際の数がどのくらいか。初稿のグラフもみんなパーセントになってるの

で、棒グラフの横にパーセントだけじゃなく実際の回答数入れるということ

は出来ないか。ただ、全体のページ数は決まっており、１００ページでし

た？ただ、クロス集計結果も入れなければいけない、初稿のグラフももう少

し取捨選択しないと数字入れるスペースが出てこないかもしれないという事



で工夫してくれるそうだが、この部分ひつようないというのがあれば言って

くださると助かる。どういう施設があるといいといった問４３関係のをもう

少し絞り、その中からどれを文章にするか、いやグラフとしても使いたいと

いう意見があれば、それを使うといった絞り方をした方がいいんじゃないか

と思います。 

端谷委員 法律がどんどんどんどん変わってきているので、今の現状や、何年前の法

律だったらこれくらい必要だったけど、今度の法律ではこんだけ必要になっ

てますみたいな、その法的にこう基準みたいなものの推移もありますよね。

現実に将来こういう人達がいるから昔は何件何人分が必要だったけど、今の

実数から見たらこれくらいを市は作りたいみたいな感じでやってた方が、あ

の簡潔でいいような気がするんですけどね。表ばっかし見せられて年齢別に

見てもああ、そうかってイメージでは分かり易いんですけど、企画書出す時

にはそれくらいでいいような気がするんですけどね。 

事務局 ありがとうございます。そういったものを次期の計画には盛り込みたいと

思っており、今回の結果は基礎資料とするものですので、そういったご意見

も踏まえて、何を載せたらといいかといったアンケート調査の報告書につい

て、皆様にご審議いただけると有難いと思います。 

浅野会長 問の４、１４４ページ。これだと、年代別に見て、年齢とそれからどの年

代はどういうものを要望してるかそれを表してるんだけど、これから注目す

るような結果が、事務局で分析してて気が付いた点などあれば教えてくださ

い。例えば１４６ページのクロスで、問４３とのクロスで、問２７で外出し

ないとか外出したいが、したいがしずらい人。あんまり外出しない、したが

らないをクロスした場合に、とか、あんまり外出しない人でも施設はあって

もいいっていうのはどういうことか、幼児だと一番多いのはどれかなど、だ

んだんグラフが変わってくる。まあ働く年代になってくると働き場所が欲し

いとなってくるなど、そういう推移が分かる。これがクロスしてみて、これ

までの議論での傾向と似てるならこれは必要ないし、クロスしてみて今度ち

ょっと新しい情報だなという部分があれば、それを指定してもらえれば、そ

れを文章の中に、分析の中に書き込んでいくこと出来るかと思うけど、何か

ありましたか。 

事務局 特に、あると良い障がい福祉施設に関しては、先程浅野会長にもご指摘い

ただきましたが、就労に関する施設っていうものがどの年齢についても多く

出てるという事で、特にその稼働年齢というか２０歳位から６０歳位までの

間につきましては、就労訓練するところが欲しいとなっています。おそらく

年齢によって就労という意味合いも変わってくるかとは思いますが、こうい

った結果は市としても継続して検討していく必要があるというように考えて

います。 

また、年齢が若い方につきましては、共同生活をして入浴、食事など介助

を受けるという事でグループホームなどに非常に関心が高いと出ています

が、３０、４０歳になってきて高齢になってくるとパーセンテージが少し減

ってきまして、逆に看護師など医療職を配置しているところの希望が増え、

生活の部分は年齢を経るごとに少なくなっていくのですが、医療的な部分で

の支援が必要となってくるという事で、そういった施設が望まれるのかと。

このような特徴も年齢によって希望する施設が違うということは、グラフか

ら読み取れると思います。 

浅野会長 それは分析の文章に書きこむのか。グラフだと膨大になってしまう。 

事務局 グラフを各年齢に分けてしまうと０歳から７５歳までで３ページ使ってお

り、ページ的にはかなり無駄だと思いますので、文章として掲載し、ページ

数は圧縮したいと考えています。 



浅野会長 文章ではこうだと言って、クロス集計結果を後に書いておけば、更に細か

い事を求められた時でも、データはあるわけだからそこから具体的なグラフ

が再現できるわけである。だからちゃんと根拠はそのアンケート結果に集計

ありますという事が分かればいいのであって、全部グラフを書かなくても、

これはみんなに知って欲しいというグラフは載せればいいし、文章の中も分

析の中で報告がでているような事は、根拠を出てきた文章のところに、問い

の何番のクロス結果からなどと書いておけばいい。 

事務局 年齢の部分のクロスが４ページグラフで使ってしまっており、これがペー

ジ数を使っている要因かと思いますので、この年齢を全て載せなくてもいい

ようなクロス集計は、分析結果でこの年代はこういったものを望んでいて、

それが年代を移るとこういったものが高くなってきているというようなこと

で、文章的に載せさせていただこうかと。ただこの結果自体は非常に貴重な

ものとなっておりますので、委員の方には持っていていただいて、報告書に

はそういう形で記載させていただいたらどうかとも思います。 

浅野会長 クロス集計の希望一覧を見てください。実は僕が一番知りたかったのは問

いの６、４０ページの上の要するに高齢者のところだけ。高齢者のところ

は、同居している人がどういう状況になってるのか実際の分布が知りたかっ

たんです。結果はこういう形で意外に一人暮らしが少ない。で、夫婦２人だ

けってのが結構多い。みよし市はこういうパターンだと。これはグラフを載

せるとしても６５以上のものだけであればいいし、更にその下の障がい者手

帳の種別も全部の障がいが入っちゃってるので、グラフがややこしくなって

いる。要するに高齢者の同居状態というのが、障がい種別によって違ってな

いかどうか。それが違ってなければ違ってないと文章で書いてあればそれで

いい。同じ事が言えるのは次の４１ページこれも同居してる人の同居状態

が、何故同居状態かというと独居老人や老々介護など今、盛んに言われてい

る問題を把握するには、実際に一人暮らしはどのくらいで、夫婦だけはどの

くらい、子供と同居している人はどのくらいかその分布が知りたかったのだ

が、それが居住地区によって違っているかどうかが確認したいと思ってい

て、みよしは南北に長いから。これが結果は４１ページのグラフだったんで

すが、これもあまり地区によって違いがないようです。という事ですので、

これが把握できればそれでいいので、文章で地区に地域に差は見られなかっ

たって書いてくれればいい。 

端谷委員 ただその話だと、今回の対象は、障がい者になっていて、特に高齢者の場

合、介護保険の利用者だとかデータだって住民台帳かなにかってありますよ

ね。市はデータをとってますよね。独居の人というデータを細かく使えない

のですか。国勢調査のデータでとってるはずですが、そういったものは使え

ないですか。要するに、何歳の独居が何人いるという国民衛生の動向などあ

あいった本に腐るほど出てきていて、データは取っているのに市町村毎には

持てないんですかね。時々、国に出してるデータなのに、市町村で勝手に使

えないというのがあるので、わざわざ出し直ししなきゃいけないものが結構

あるんですが、国民衛生の動向に出ていますよね、独居者何人だとかいうの

は。 

浅野会長 アンケートでこういうデータを取っているのは、僕はその同居状態っての

は、実際に今、同居しているかしていないかそういうことが知りたいのであ

って、行政が取った調査だと税金が絡んできたり色々するので、実態がどの

くらい反映されているかわからないものです。だから、アンケートだと実際

には誰と暮らしてるそういうの書いていただけるという部分があるので、や

っぱりアンケートでそういうデータを取っておく必要があるというように考

えていたのだが、実際はどうなんでしょうか。行政が持っている情報ですぐ



出せるようなものはあるのか。 

事務局 高齢者の同居状態ですか。実際には在宅介護支援センターがありまして、

在宅介護支援センターが６５歳以上の方の家を訪問して、その実態を調べる

というのはあるが、行ったところは把握できるが、行っていないところは同

居状態がどうなっているか分からない状況でして、その把握している分しか

数字はないので、それが市としての正しい数字ではないと思われます。 

浅野会長 正式に住民票などで出せるかとなると。 

事務局 住基上ですと、実際には一緒に住んでいるが、世帯分離していたりなど、

そういった状況もある。 

浅野会長 若い世代も学生ど全然分からないですから、どこに住民票置いてるか。そ

ういったことがあるので、実態調査をやる時は出来るだけアンケートで、審

議会で発表するというのでこういう調査をやる。これもどれだけ答えてもら

えるかで、今回は６０％の回収率。まだ４０％は回答がない。でもこのアン

ケートも先ほどから端谷委員委員がおっしゃるように、パーセントじゃなく

て数が分かると最低これだけはいるぞと、何人いるぞというのが分かるの

で、出来るだけ数値を入れ込むよう努力してほしいと話し合いをしていると

ころです。 

少し話を戻すと、国としても一番大きな話題になってるのは、障がい者の

高齢化問題というものがあって、その障がい種別でなにか情報はないかとて

いう事を知りたいと思ったんですが、分かりにくくて。確かにグラフの黒と

白とか黒だけでもこれだけで下見ていくと、上のパターンと似てるが、グレ

ーのところだと少し違っている。療育手帳だとまた少し違っているという結

果があるので、障がい種別の特徴が抜き出せれば分析結果に少し入れてもい

い。グラフまではいらないかもしれないと思います。 

そうすると、例えば４０ページの年代別のグラフと初稿の１０ページ。初

稿の１０ページとそれから追加の４０ページの上のグラフを比較して、あん

まり違いがないことが分かる。ただどうしてもこのグラフだと年齢が入って

しまっていて、変わらないことがクロスさせてみて始めて分かる事なんで

す。これも４０ページの上のグラフはほとんど同じだから、要らないかもし

れないですね。文章で済むなら文章で済ませるか、それともグラフもあった

方がいいならグラフも載せるという扱い方したらどうかと。あと他のところ

でどうですか。 

端谷委員 １０ページの同居している人という表で１つ載せて、子供は文章で、子供

で一人暮らしはあまりいないが、お年寄りはこうだったといった分析した結

果を、文章で載せておけば必要性というか同居している人のイメージはつき

やすい感じはしますね。 

浅野会長 初稿で住まいについてのところに、文章で少しクロスの結果を書き込む。 

事務局 単純集計結果のグラフの分析のところにクロス集計の結果も少し盛り込み

つつ記載するという方向で進めます。 

浅野会長 グラフがあった方が分かり易い場合には部分的にグラフ、なくても文章で

いける場合は文章だけで、そういった方針でやってください。一番肝心なの

は、初稿の単純集計を見て、ここの部分はクロス集計結果が欲しいという部

分だと思う。単純集計結果を見て、事務局がクロス集計を依頼してくれて、

あと委員の方々もクロス集計を依頼されたっていうのは初稿のグラフを見て

て、この内訳はどうなっているのかという疑問があったからだと思う。そう

いった意味で、初稿に対するクロス結果はこうだという形で皆さんが欲しか

った情報があったかどうかですが、それを教えていただけると有難い。出て

いるのは、障がい者別の生活費についてだが。 

端谷委員 療育手帳の方が、自分の年金や給付金でってのは当たり前。療育手帳は１



８歳以下ですよね。 

事務局 １８歳以下の方が取得出来て、その方達が年を経ると年金が支給される方

もみえます。 

端谷委員 貰えるのか。 

事務局 はい、貰えます。 

今回の対象者の属性のところを見ていただくと分かると思いますが、他も

含めてアンケート調査の傾向として高齢の方に答えていただいている割合が

多いという事が分かりました。４０歳以上の方が７５％を占めている。アン

ケートの発送の際は、若干年齢も考慮させていただいてます。ただ、回答に

関してはやはり４０歳以上の方がほとんどだったという結果で、先ほどの生

活費の収入源を見ると、年金や給付金が多いのも、回答してくださった方が

高齢者が多いということもあって、こういう結果になってしまったのかとい

うような事も予測できると思います。ただ、特に障がい者福祉計画のこのア

ンケートだから高齢者が多かったというわけではなくて、他のアンケートで

も結構高齢の方はしっかり答えてくださっていて、なかなか若い方にはお答

えいただけておらず、回答率が悪いというような傾向もあります。 

端谷委員 障がい者別の回答率は分かりますか。誰が回答したとか。 

事務局 持っている障がい者手帳の種類という問いで、１１ページの下の部分がそ

れにあたると思う。回答いただいた方の障がい手帳を持っている状況ですの

で、５０％が身体障がい者手帳のみを持ってる方にお答えいただいてるとい

う事になります。 

端谷委員 という事は、精神の手帳を持ってる人は、アンケートに回答しない、して

ないという事になる。 

事務局 精神障がい者保健福祉手帳のみ持っている方は８．２％です。 

端谷委員 一応手帳はどういう割合で送付して、それぞれの回答率ってどんな様子で

すか。 

事務局 手帳所持者数は異なるので、全員を１００とした場合に各手帳所持者の割

合を出し、送付者数１２００で割り返しています。精神障がい者保健福祉手

帳所持者のみがすごく少ないというわけではありません。 

端谷委員 要するにこう１２００人のうちまず何人身体選んで、精神選んでってやるわ

けですよね。で、その中で全員の数で割る。パーセントやっちゃうとその最

初のやつとこの意味がちょっと分かんなくなるって事になる。各障がい者の

人達に何人送って何人回答してくれたかということが本当は知りたい。 

事務局 障がい者別発送数に対しての回答数ということでしょうか。 

端谷委員 そうです。何故かと言うと、親御さんが一生懸命書くような方だと一生懸

命書いてくれるだろうし、精神の人ですと自分で書けって言うとよう書かん

から無視したといった話になるので、精神の人が回答しなかった率が、選ん

だ数も少ないかどうかもしれませんけど、高いのかなと。何人実数でアンケ

ート送って何％が返ってきたかってのが分かるといいと思う。何で書かなか

ったのかといった関心の強さも分かるような気がするんですね。 

浅野会長 初稿の９ページ、調査票の回答者。調査対象者の属性は（２）ですが、

（１）の調査票の回答者のところでね。 

事務局 （１）の回答の全ての障がいにおける割合か。 

浅野会長 回答者の障がい種別。どの障がいが回答しているか、そうすれば回答率が

分かりますね。 

事務局 問１と問８のクロス集計という事ですか。 

事務局 初稿と共に提供のあった A３用紙の表１にある。表１は、このアンケート

をおもに記入される方はどなたですかというのがあり、右側から２番目に障

がい者手帳というのがあるので、結果が出ている。 



浅野会長 表は回答者のリスト。送った数に対する回答率だから、各障がい別で送っ

た数も知りたい。 

端谷委員 全体の数を出しておいた方がいいですよね。みよし市の何年度の身体障が

い者手帳持っている人は何人で、そのうち何％の何名に送りました、回答し

たのは何名の何％が回答しましたというのが、障がい者の実態とかアンケー

トに対する対象者みたいなところですから、そこを明記しておくと、みよし

市に何人いるんだってことが分かるので。 

事務局 今お配りしてるものの表１がアンケートを主に記入される方はどなたです

かという問がある。基礎部分につきましては全てクロス集計が済んでおりま

すので、表１を右の方に見ていくと、右から２番目のところに障がい者手帳

というのがある。そこでこの手帳を持ってる人が書いたのか本人が書いたの

か家族が書いたのかという事が分かるようにはなっています。 

浅野会長 だから送った数と返ってきた数の比率があるとよい。調査票の回答者のと

ころに送付者数を入れておけばよい。 

事務局 はい。 

浅野会長 では、９ページの初稿のところの問１の回答者というところに分かるよう

に送付者数、これもさっきから出ているパーセント回答率じゃなくて、各障

がい手帳を持ってる人が何人いて何人に送付したのか分かるようにしておい

た方がいいですね。そうするとみよし市には各障がい者手帳持っている人が

何人いて、その回答率はどうなってるか分かりますので、この項目として調

査票の回答者というところで分かるわけ。それで、正確になると思います。 

端谷委員 この障がいってダブルで持ってる人もいますか。 

事務局 います。手帳を２種類お持ちの方もみえます。 

浅野会長 はい、時間がないので、クロス集計を依頼された方のご意見はいかがです

か。疑問は解けましたか。よろしいですか。今回、事務局が一生懸命提案し

たんですけどね。その結果も盛り込んであるんですか。 

事務局 こちらが提案したものについてはある程度こちらで分析して計画の方へ反

映させようかなと思いますので、もし委員の方々で提案していただいた方ま

たは出していない方でもこの部分はどうかなというようなご意見いただけた

らと思うんですけど、もし無いようなら事務局で考えます。 

 

浅野会長 

ちょっと時間が迫ってきているので、初稿追加分各分析の１から分析の５

までについて、これが一番肝心だと思うので、ご意見を一つずつ聞いていき

たいです。簡単に説明できる分析１から。 

事務局 今回送付させていただきました初稿追加分の４ページになると思われま

す。５番、調査結果からみた分析という事で、分析が１から５まで書いてあ

ります。こちらの分析につきましては、単純集計結果をもとに、分析自体も

業者の方にお願いし、そちらを我々の方で確認させていただきました。それ

から見出されるものとして、強調したい部分は特にはなく、総じて課題を捉

えているとは思いました。分析が直接、障がい福祉計画や障がい者計画に繋

がっていくと思われますので、この部分については委員の方からのご意見を

いただきたいというように思っていました。 

浅野会長 まあ後からでもいいですが、今の段階でいかがですか。分析１家族の介助

負担が軽減出来る施策の充実というのが１つの要点という事で、家族の介助

負担が軽減する、確かにこれで出ているんですか。 

石原委員 １点。今の説明だと、分析が今後の計画策定の基礎になるという事ですよ

ね。そうしますと、細かい話なんですが、あの分析結果の数値を見ると約５

割とか３．５割って表現になっているのですが、先程から議論しています結

果報告書の方では具体的なパーセント把握できているはずですので、そちら

の書かれ方がいいような気がします。約５割ってのは例えば５０％超えた５



割もあるでしょうし、４７、８っていう部分の５割もあるでしょうし、具体

的な数値ですね。コンマ何々っていうのはいいですが、５１％とか４９％と

かそういう表示にされた方がより説得力のある数値かなって気がします。以

上です。 

事務局 そのようにします。ありがとうございます。 

浅野会長 分析の２はいかがですか？これは地域包括ケアシステムでも導入し、障が

い者に対する支援体制を整備する。それから施策としてはいっぱいある。障

がい者が地域で生活するためには、地域包括ケアシステムの考えに基づき、

地域資源を有効活用した医療、介護、福祉が連携した総合的な支援が求めら

れます。そのためにも地域住民、自治会役員、民生児童委員とかそういう方

たちを入れていただくと。 

端谷委員 地域包括ケアシステムというのは、介護保険の方で色々動いているのがメ

インだと思って、これを障がい者のところで連携していると書いていいんで

しょうか。 

事務局 はい、みよし市におきましては、障がい、高齢、児童を問わない、みよし

市版地域包括ケアシステムの構築を目指しておりまして、障がい者の計画に

文言が出ることも特には支障なく、進めていけると思います。 

浅野会長 この NPO・事業者・社会福祉協議会などの組織、行政サービスなどのネッ

トワークの構築に取り組み、これなんかいつも書いてあるような気がするん

です。もう少し具体的に何か進展したことないですか。特にネットワークを

組む時って、個人情報の問題がいつも壁になるのだけど、それについてどん

な取り組みが必要か。それと最近、ボランティアとか NPO じゃなくて、ビジ

ネスとして業者がいろんな事やりだしてるんですね。そういうところの情報

を、例えばどういう風に周知するかかも考える必要がある。実は僕は名古屋

に住んでいるんですが、名古屋は町内浅野会長のところに市が認定した業者

のパンフレットの配布依頼があるんです。市とか区の要請できたものは、じ

ゃあこれは回覧しようかとかそうなるんですよね。だから民間業者も頑張っ

てやりだしているからそういうところの広告を使う。市がお墨付きというの

難しいだろうけど、そういう町内会とか地域のところに民間の業者の情報も

流すようにしたり、あるいは逆に流しといて苦情が出たら苦情も公開しちゃ

えばいいと思っていて。ネットワークの中にそういう民間の業者を上手く活

用できないかと。単にインターネットを使うのではなく、ある程度、焦点化

してしまう。情報は溢れてるような現状なので、各障がい者のニーズに焦点

が当たるよう情報を流していく方法。抽象的で難しいですが、ネットワーク

の構築って読んだ時に、単に広げるのではなくて、情報が必要なところに集

中していくような方法はないのかなと。そういう工夫がみよし市で出来ると

面白いかなと思ったんですけど。何か思い当たる取り組みが少しでもあれ

ば、具体的に書いておいてもらった方が次の計画はやり易い。 

次分析の３、これいかがでしょうか。障がい福祉サービスを活用した障が

い者への外出支援。まあこれは文章のパーセントとか少し具体的な数字を入

れてもらうとして、あとでアンケート調査４の結果とかクロスから追加で、

文章直して欲しい部分があれば今でもいいし、後からでも構いません。言っ

ていただいて修正できると思いますが、まあ分析の３は以上のことから主な

介助者に気づかうことなく必要なときに気軽に外出できるような環境に向け

て障がい福祉サービスの充実、利用促進策が必要です、という風になってま

す。 

端谷委員 これ書くときに結果として何をするのかと言ったら、バスを増やすといっ

た話になったりとか、タクシー代出すのかという話になったり、移動という

問題をなぜここに書いたのか。具体的に取り組むんだったら書いていいけ



ど、やらないんだったら移動を強調して分析のところに入れるのは疑問。こ

のことが優先順位として高いとみよし市は思っているという風に感じてはい

るが。バス増やすとか具体的に取り組むと後で書くのであればいいけど。外

出支援が分析の中に入っているのが気になる。もっと違うネットワークの構

築など具体的な方がいいんじゃないかという気がするんですが、どうでしょ

うか。 

事務局 ありがとうございます。今後、外出の策を市として具体的に取り組んでい

くかどうかということは、大きな話になるので、私どもが答えることは難し

いですが、今回のアンケート結果を見た場合に、外出の支援は課題としてか

なり大きいと、いろんな事で不便に思ってらっしゃる方が多いという事で乗

せておくという事もありますし、先程、端谷委員委員がおっしゃったよう

に、公共バスとかって話になると特に障がい福祉サービスに限った話ではな

いと思うんですね。障がい福祉サービスを活用したって書いてるはあるんで

すけど、障がい福祉サービスで出来る外出支援って意外と枠が狭く、ヘルパ

ー同行するにしても公共交通機関しか使えないとか、ヘルパーが運転する車

は乗れないので、福祉有償運送を使わなければいけないなど制限がある。サ

ービスに限定してしまうと外出支援ってものがなかなか幅が広がっていかな

いこともあって、外出支援を載せるのであれば、その障がい福祉サービスの

枠に限らない形での外出の策の充実を考えるべき。使いやすさというところ

を計画として盛り込んでおいて、啓発というか意識づけをしたいというよう

な事を担当者としては思う。これが充実してくると就労に繋がったりとかも

しますし、障がいのアンケートだけでなく総合計画のアンケートでもやっぱ

り交通の便の悪さというのは指摘されていますので、障がいだけでなく、市

として、この地域としての課題ということを思います。 

浅野会長 確かに移動サービスは障がい者だけじゃなく、むしろ高齢者とかですね。

今、免許を取り上げようとしているので、どうしたらいいんだという声も絶

対出てくるんで、それと絡めて考える。アンケートでも買い物、散歩、通院

などのニーズがあるわけで、一般の市民用のサービスが充実してくれば当然

障がい者も使えるようになっていくわけで。そういうことは分析３で移動サ

ービスの充実として載せていいのではないかと思います。行政としても、町

内にいる高齢者でも是非老人会に出てきてほしいと思うんだけど、出てこな

いケースが多いんで色々苦労しているんです。いかにして家から出てきても

らうか、若い世代でも閉じこもっている人もいるし、老人も閉じこもってい

るし、テレビばっかり何時間も観てるという人もかなりいるみたいで、それ

を健康のために出てきてもらって、移動サービス、移動のバリアを低くする

っていうのは国を挙げてやっているものだし、是非行政もそのように考える

から分析の３で上げたんだと思うんですけど。具体的にどうするのかという

事になってくると、地域の事情を上手く取り込んでいかないといけないの

で、タクシー券の問題もある。海外では白タクみたいなやつを公認するとい

った方法もあるが、日本ではできないんですよ。タクシー業界との関係もあ

るし、安全の問題と保険がＯＫするかどうかがあって、ただ海外でみんなや

ってるのに、なんで日本で出来ないのか。これが出来ると高齢者の移動は楽

になる。携帯一本で呼んですっと来てもらえる。で、近所のおじさんんが登

録してたりする場合もありますし、そういうので、むしろ地域の繋がりが良

くなる可能性もあるんだけど、法律まだ法規制の問題が色々あって。だけ

ど、民泊は強引にやりましたよね。けっこう。民泊はその旅館業何とかって

法律があるんだけど、マンションの空き室を使ってホテルやってみようとい

ったことをやりだした。あれも法律的にはいっぱい問題あるはずなんだけ

ど。あれを強引にＯＫするなら、移動支援の車の運転ももう少しシェアする



話がいずれ国から出てくるかもしれないですけど、まあそれを待っていられ

ないので。みよしはみよしでタクシー券なり、ボランティアシステムなりを

何か考えるという事で、次の施策の時にはむしろ移動支援は障がい者の方が

むしろ進んでやってきたってとこもあるよね。だから、この分析３は本腰あ

げてやってくということでいいのではないかと思います。 

次の分析の４。障がい者が働きやすい雇用環境づくりという事で、以上の

ことから障がい者一人ひとりが適した就労形態・内容でよりよい環境のもと

仕事ができ、生活の一端を支えることができるよう、職場環境づくりに向け

た企業への情報提供やジョブコーチによる就労支援の充実などが求められま

す。これも大きなテーマです。だからその職場の中だけじゃなくてその地域

で支える、あるいは養育を親だけに任せないで、なんとか仕組みとしてやれ

る体制を考えることも必要かもしれない。まあそういったこと 

が書いてあります。 

端谷委員 患者は精神障がいの人達が多いので、就労支援をどうすればいいのかなと

いつも思っているんですが、レベルがこう色々あるわけです。発達障がいは

こだわりが強いからいつもと違うところ行くとダメだとか、臨機応変が出来

ないから単純な事ならいいんだけど、それやらせたら普通の人よりうまいん

だけどというような特徴がある。今回はアンケートですから、障がい者のア

ンケート調査の中身を書くのだろうけど、みよしって、一体何人の障がい者

雇用を会社が必要としてて、何％がちゃんとそれをやれているのかというよ

うなデータをこの計画のところにぶち込んで、やってない会社は何社あるん

だとか、大阪市はお金で済ませてる会社と契約しないとかいうのをやってま

すよね。ですから今、障がい者雇用２％になりまして、名古屋市で計算する

と３０００社増えたらしいですよね。障がい者雇用率として障がい者を雇わ

なきゃいけない、その罰金を払わなきゃいけない会社の基準が基本的には

２％ですから、５０人以上の会社は全て一応義務なんだけど、５０人になっ

ただけで３０００社増えて１００名以上ですから、単純に６０００名愛知県

では増えているはずなんです、障がい者雇用が必要な会社は。そうするとみ

よしには一体何社あって、何人雇用しているんだみたいなことを、是非商工

会か何かを通じて聞いてもらって、障がい者を雇用している会社など、実習

先にもなってもらって。ジョブコーチのいる会社、支援団体っていくつ位あ

りますか。僕は知らないので、そういう情報も欲しいですよね。どこにうち

の患者紹介すればいいのかとか、どの程度だからどこがいいよとか、なんか

この前も患者さんが来て、自分の意見を言わなかったらずっと変な手伝いば

っかりさせられていて、俺は一体何をすればいいんだって言ったら、君の思

っている事をちゃんと伝えなかったから悪いんだよと言われて、毎日同じこ

とさせられているといって喧嘩してきたやつがいたんですけど、患者さんの

中に。だから就労支援はどこがやっていて、どういうつながりを持ってい

て、ジョブコーチもちゃんとこういてくれて、就労支援はどこがやってるの

か、どこの会社がそういう支援とか実習をやってくれとるのかということ

を、どんどんＰＲしてあげて、色々な事を続けてやってもらうとよりいいと

思うので、計画のところには是非そういう値も入れてほしい。 

浅野会長 国はとにかく、就労支援と盛んに言ってるので、それに対していろんな試

みがあると思う。その市でやれる事を日本中でやっているはずなので、少し

先進的なところはないか少し探って、２つ３つ探しだしてどのタイプで行こ

うというのを計画の時に少し図って、逆にみよしは、避難所マニュアルでは

いいことやっているって評判になってましたよね。だからそういう事もみん

な必死になって全国で探してますので、こちらもまたいいところを探してそ

れを実施しるとよそも真似してくれるというもので、この辺の分野はいろん



な事出来ると思う。それともう一つ、今、国は企業にですね、雇用率上げる

だけやってるけど、実際の現場はどうなっているかということも課題なんで

すね。実際に大企業だと雇用率あげるために障がい者雇うけど、中ではもう

隔離みたいな職場つくってしまっている。社内でうつ病でリハビリ準備状態

になっている社員もいるので、そういう方と一緒にして、実際には数値をあ

げるだけの隔離状態みたいなことをやっているところも結構あるらしいで

す。それで結局、ボランティア的にその方たちを助けてあげるような社員が

いたり、そういう方法が頑張っている企業が上手くいっている。あるいは工

場長がいるしっかりしていてですね。工場長が非常にいいジョブコーチを育

てていて、上手に職場でマネジメントやってる工場が非常に評判がいいと

か、要するにどういう事かって言うと、職場でのコミュニケーションが非常

に上手くいくんですよ。こういう障がいの子はこういうもんだって分かって

いると、非常にこの仕事つければいいとか、あるいは機械の方にこういう工

夫しときゃ彼ならやれるよとかそういう納得するもの出来ちゃうとか、そう

いうのが具体的な例をもう少しあがって試していく、あるいはそういうのを

紹介していくってのを計画の時にはやらないといかんでしょう。これもジョ

ブコーチって言ってもいろんなのがあるし、大体ジョブコーチは何だって話

からしなきゃいかんので、今、心理学の方では盛んに今ジョブコーチの養成

てのやり始めていますけど。 

端谷委員 職場の中身を知らないジョブコーチってやっててあんまり役に立たないの

が現実なもんだから、やっぱしこうジョブコーチというかその障がい知った

人が何か所かこう会社行って、中の人と相談するみたいな事業所を何か所か

作ってくれるかっていうのとこが一番大切だと思うんですけどね。そうする

と、こういう適性の人だからあそこの事業所行って、訓練してからあのへん

の会社あるよっていう紹介出来るみたいな風にしてもらうと、一番本当はい

いなといつも思ってはいるんですけどね。現場が見えなさすぎるもんだか

ら、困っちゃうから、是非そういうしくみを計画のところにはなるように考

えて貰えるといいかなと思います。 

浅野会長 まあこれも非常に期待されている分野なんで、まだ模索状態ですね。計画

的にまあここが書かれていればあの計画は具体化する。 

次の分析の５番。相談業務、緊急通報システム、成年後見制度などの支援制

度の周知徹底にいきまして、ここのところの医療のところから相談内容に応

じたアドバイスが受けられる場所の周知のほか、緊急通報システムや成年後

見制度などの支援制度を周知し、緊急時の連絡手段を確保したり、判断能力

が十分でない人が不利益を被らないよう取り組む必要があります。また、相

談業務については内容次第で他の関係機関にも及ぶため、地域ケア会議を活

用した事例検討から必要な支援策を講じることも求められます。地域ケア包

括会議を、何かみよしはどういう方向で行くんですか。地域ケア包括会議て

のが作られるんですか。 

事務局 実際には地域ケア会議。高齢者が主にはなっていますが、実際にはありま

す。その中で、障がいの事も合わせて考えていこうという方向性は出してお

ります。 

事務局 障がい者に限って言うと、ケース会議は個別支援会議というような名称で

開催することがありまして、これがちょっと若干言い回し的に地域ケア会議

というようなことになってしまっていたので、それは修正をお願いしようか

なと思っていますし、先程の地域包括ケアシステムとちょっと連動する形で

また表記の方は考えさせていただければと思っています。 

浅野会長 相談業務ってのはここ５年位充実してきていろいろ相談窓口がある。自立

支援なんだっけ。自立支援なんとか。要するに現場の人達があそこからの提



言を出来るだけ吸い上げるようにやってて。そういうのが結構相談業務をや

ってるので、みよしの場合は結構窓口は上手くいってるんじゃないかと思う

んですが。 

まあ実際にいろんなシステムをどうやって周知していくのか、確かに書い

てある通りで病院とそれから役所の窓口が非常に多い。それをどこで知った

か。だから広報は非常に大事になってきているんですが、あともう一つこの

残っている成年後見制度支援制度これがなかなかうまくいかない。特にその

成年後見制度が上手くいってる、これも次回の計画はなんか具体的なこと一

歩出来ればいいと思うけど、これも上手くいってるケースがないかどうかな

んだけど。これなんか情報あればまたね、実際の計画までにはこのアンケー

トではまだ抽象的な事しか出てないんで、実際計画練る時にはもう少し具体

的な事案がなきゃいけないんで、まあネガティブな事ばっかで、要するに現

在の成年後見制度ってのは弁護士が中心になってやってる弁護士なんて個人

なんで、その人が死んだら終わりだし、だから悪い事するととんでもないこ

とになる。悪い事の報道ばっか出てるんですよ。そうすると、親なき後のこ

と心配されている障がい者の父兄達はどうしたらいいんだっていう風にます

ます暗雲立ち込めた状態に、先が暗くなってしまうんですよ。弁護士が悪い

事したって成年後見制度利用して悪い事したって。障がいだけでなくて、認

知症の数が多いんで、そちらの方でもいっぱいケースが出てきて、そこで上

手くいってるのは報道されないんで、悪いことしたやつだけ報道されるとみ

んなどうしたらいいか悩んじゃうけど、これもですね、何か上手くやってる

ケースとかがあれば安心できるんだけどね。成年後見制度で。 

端谷委員 すみません、ちょっと分からない。成年後見制度って今どういう風になっ

てますか。僕は認知症の診断書時々子供が持ってきて、うちの親父ボケてる

からボケてるって診断してっていうのがあって、それは実は国の方からある

基準があればいいからってそれをやってまあ診断書結構高く設定されてて、

いくらだったかな、５、６万ぐらいかな、なんかそれくらいで書くっていう

ような事が言われてる。一般的にそうですってくるから、はいはいって言っ

ていただいとるんですけれども、あの精神とか他のやつって今何処がやって

るんですか。 

なんか社会福祉協議会ちょっとやっとるのってどこまで管理してるのとかっ

てありますよね。認知症の場合のお金の管理みたいなの社協かなんかやるっ

ていうのは。 

事務局 はい、日常生活支援事業の話だと聞いてて思ったんですけれども、金銭管

理ですとか福祉サービスの利用援助っていう部分を担う。契約の能力が乏し

い方が、その乏しさを根拠に愛知県の審査会にかけまして、金銭面での通帳

の預かりですとかあと福祉サービスの利用援助という部分で、審査が必要な

方については、社会福祉協議会が日常生活支援事業というのを使って、後見

ほど後見補助、補佐ではないまでもその方たちの権利を守るような支援を社

会福祉協議会の方で展開していただいてるというのはあります。 

端谷委員 あれは認知症だけなんですかね 

事務局 いや、精神障がい、知的障がいも対象です。 

浅野会長 それは生活支援だけど、成年後見制度は？ 

事務局 家庭裁判所です。 

端谷委員 こっちは何十万でしょ。 

事務局 おそらく鑑定書のお話かと思いますが、判断能力の度合いを示すものを精

神科医に書いていただいて、で、それの値段がそれくらい。 

浅野会長 むしろ後見人制度だと後見人を決めなきゃいけない。だから一人じゃなく

て、その会メンバーで組織的に対応することになってて、ただそのメンバー



になれるのは、弁護士と社会福祉士とあと決まってるんですよ。で、だけど

実際には弁護士任せにしちゃうみたいだし、特にその障がいに詳しい人がち

ゃんと入っているかどうかが非常に大事で、その人は例えばこの個人には、

どういう生活あるいは担当の整備がその人をハッピーにすることなんだとち

ゃんと言えて、それで例えば弁護士が委員長になってる場合は、後見人にな

ってる場合は、ちゃんと金使ってって言えるような強い人が入っていないと

いけないんだけど、それがどうもですね、みんなイエスマンばっか集めてし

まって、やってるってケースがおかしくなったケースがみんなそうなっちゃ

ってる。もう少しきちんと機能するような。一番いいのは、ずっと永続する

ような組織が対応するべき、一番いいのは国がやるのが一番いいんですけ

ど、なんかもっと強力な組織が出来て、上手く利用してるとこはないかと

か。そのへん浸透しないと、みんな親たちは死ぬ前に財産預けようという気

にならないです。後見制度の一番大事なのはそこなんで、まあその辺は今、

日本中で模索してると思うんで、施策の段階にはまだ１年位あるので、そこ

でいろんなケースが分かるかもしれません。 

まあ相談、緊急通報システムなんかもこれは災害時のいろんな対応である

けども、少しずつ変わってはきてて、ある進歩はしてってると思いますけ

ど、障がい別の対応の仕方ってのがですね、あの避難所。福祉避難所ってい

いましたっけ。避難計画の方では作りました。例えば知的障がいがあると

か、あと発達障がいだとどうしても個室用意しないといけない。避難所なん

か入れられない。そんなケースはもう東日本大震災でいっぱい出てきてるん

ですけど。そういう対応はちゃんと準備してあるかとか、行き先避難所なん

かも普段の普通に通所で通ってるとこあれば、むしろ外を指定してしまって

外へ避難してもらうという事もやらないかんとか。それから視覚障がいの場

合、身体障がいの場合も決まってますか。あの誰が緊急時に世話をするかっ

ていうのが近所で決まってる。あれ決めなさいって国は言ってましたっけ。 

事務局 避難行動要支援者として、台帳を作成する事は義務にはなっているんです

けど、ただ確実にお世話しなきゃいけないって義務とかそういうところまで

の拘束力はまだないです。 

浅野会長 田舎の方ほど結構あの誰がやるって決めたらちゃんと守るというような事

になってる。都会はまず難しい。名古屋なんて全然出来ない。全然出来てい

ないです。まあこの辺も次の計画ではもう少し具体的な議論しなきゃいけな

くなると思いますんで、今委員の方々の情報収集よろしくお願いします。大

体そのアンケート報告の分析のまとめは以上という事で、もしご意見等気付

かれた事があったらあの事務局の方に言っていただくという事で対応したい

と思います。いつくらいまでならいいか。 

事務局 ご意見あれば年内までに。もう一回ゆっくりアンケートも見ていただい

て、あるいは分析のところの表現方法に問題があったら困るんで、意見ござ

いましたら年内にご連絡お願いします。 

浅野会長 一つ確認ですけど、初稿の分析が、初稿分析が８までありますが、これ残

りはみんなこの格好で出されるということですか。例えばこちらでいうと、

分析５で終わってますけど、中身はちょっと違うんで。８までありましたよ

ね初稿は。これはみんな５で終わっちゃうってことですか。 

事務局 はい、これをまとめたものがあの初稿追加分になってます。 

浅野会長 それでは年内に、何かご意見ありましたら事務局へお願い致します。以上

で議題の１番終わりにしたいと思います。 

続きまして、議題の審事項の第３期のみよし市障がい者計画進捗状況につ

いて。進捗状況を必ず計画を作った毎年、進捗状況をチェックするように言

われてますんで、ちゃんと進捗上計画がどのように進んでいるか実際やって



いるかっていうのをチェックするのがこの審議会の役割なんで、じゃあ説明

をお願いします。 

 

（２）第３期のみよし市障がい者計画進捗状況 

事務局 議題（２）第３期のみよし市障がい者計画進捗状況について説明させてい

ただきます。資料 NO.２の A３ホチキス止めの資料を使って説明させていただ

きます。 

この計画は８項目の基本目標があり、それぞれに施策の改定があって、施

策毎に具体的な取り組みを示しています。今回はこの具体的な取り組みにつ

いて、平成２７年度実施状況と今後の課題について検証いたしました。それ

ぞれの項目にそって説明させていただきたいと思います。 

前回の結果から変更のあった部分に色を付けております。１、法人利用者

本位の生活支援体制の整備①身近な相談支援体制の構築の３つ目、「基幹相

談支援センターの設置を検討します。」とありますが、これにつきまして

は、みよし市ふれあい交流館内に、障がい者と生活困窮者の生活、就労に関

する相談窓口の設置を検討し、２８年７月から『くらし・はたらく相談セン

ター』という窓口を設置しました。で、具体的には相談支援体制における現

状と課題を整理した上で、基幹相談支援センターの機能と役割について検討

する必要があるという事で、これにつきましては今年度も継続というように

なっております。 

続きまして、１枚めくっていただいた次のページですね。２、在宅サービ

スの充実とあります。で、こちらの１番、在宅介護への支援で１つ目の項目

に「新たに市内でサービスを提供する事業者の誘致を進めます。」という事

で、福祉課ですが、A になっております。昨年は B でした。「市内でサービス

提供しようとする法人からの相談に応じた。」とあります。平成２７年度中

に放課後等デイサービス事業所が３箇所増加しております。「今後の誘致に

ついて、どのような内容で、どのように実施するのか検討が必要。」とうい

うようになっております。放課後デイサービスにつきましては、みよし市だ

けでなくて全国的に増えている傾向にあるのですが、当市につきましても利

用者が増加しております。 

続きまして②在宅生活支援です。同じように２項目目ですが、「新たに市内

でサービスを提供する事業者の誘致を進めます。」という事で、先程の内容

と同じような記載となっております。４項目目、「特に精神障がい者を対象

とする通所施設運営事業者の誘致を進めます。」という事で、これも福祉課

ですが、こちら自立支援協議会の取り組みを通じて平成２４年６月に市内に

通所事業所が開設されています。更にですね、自立支援協議会内に、このプ

ロジェクトが発展した形で精神保健福祉部会というものが設置されました。

通所施設の増加、具体的な効果として通所施設の増加と近隣の精神科医療関

連との協調が挙げられておりまして、この精神保健福祉部会にはみよし市近

隣の精神科病院にご参加いただいております。 

続きまして、３、経済的自立への支援といたしまして、①雇用・就業の促

進とあります。５項目目、「福祉的就労の場が充実されるよう積極的に支援

していきます。」という事で福祉課です。「市内にある福祉的就労事業所に対

して、運営補助金を交付した。」とあります。今後も継続して実施予定で、

「市単独の事業所補助金の交付を検討。」という事になっております。 

続きまして、居住系サービスの充実とあります。①施設と地域の連携、１

項目目「新たに市内でサービスを提供する事業者の誘致を進めます。」とあ

ります。福祉課が担当です。市内でサービスを提供しようとする法人からの

相談に応じました。市内法人が事業所を開設するための国県補助を申請して



おります。こちらにつきましては、平成２８年度に設置できるよう、法人と

調整が必要という事で実際に国県補助での方も採択されていまして、今年度

中に法人で設置していただけるよう調整も進んでおります。 

続きまして、次のページです。５番の適切な保健・医療サービスの提供の

部分で③心の健康づくりなど精神保健・医療施策の推進とあります。「関係

機関との連携を強化し、身近な相談体制を充実します。」の福祉課の部分

で、自立支援協議会内に精神保健福祉部会を設置し、関係機関との連携を強

化し、相談体制の確立を図ったとあります。健康推進課が以前は B だったの

が、今回 A になっておりまして、自立支援協議会の精神保健福祉部会に健康

推進課も参加していただいてということでこちら A にさせていただいており

ます。福祉課、相談支援事業所、医療機関との連携強化に努めると書いてお

ります。 

続きまして、６番保育・教育の充実とあります。①療育・サービスの充実

の４項目目です。「身近な場所で専門的な相談・支援が受けられるような体

制を検討していきます。」の部分で、子育て支援課ですが、「明知保育園内に

児童発達支援事業所よつばを設置した。」とあります。今後はこのよつばが

就学前の療育のシステムの中枢を担っていっていただけるものと思っており

ます。 

続きまして、②障がい児教育の充実とあります。１項目目「関係機関との

連携を強化し、途切れのない支援を推進していきます。」学校教育課です。

こちら昨年度 A だったのが今年度 B となっております。その理由といたしま

して、特別支援教育連携協議会というものがあり、そちらは毎年開催されて

いたんですが、昨年度浅野会長の都合等もあってこの会議が開催されず、担

当者との打ち合わせだけで終わったという事もあって、こちら A から B にな

っております。以上簡単ですが変更点につきまして述べさせていただきまし

た。こちらにつきましては、各課に調査依頼をしまして、各課の回答をその

まま載せさせていただいております。なかなか計画達成できない部分につき

ましては、今後、達成出来るように各課に投げかけていくつもりでおりま

す。以上となります。 

浅野会長 すみません、障がい児教育の充実のところ A が B になったところってのは

対策は出たという事ですか？特別支援教育連携協議会の開催は。 

事務局 もともと協議会はありまして、会議も開催されていたんですが、昨年度は

たまたまその会議開催までに至らなかったという理由で B だったという事に

なります。今年度はもう既に会議が開催されておりますので、また A に戻る

かなと思います。 

端谷委員 精神保健福祉部会っていうのはいつやられて、誰が参加してもいいんです

か？ 

事務局 精神保健福祉部会につきましては、市内の精神保健福祉分野に関わる方に

参加していただいてまして、まずは精神科病院との連携を深めようという事

で、相談支援機関と医療機関、特に入院機能を構えている精神科病院との情

報交換を年３回、事例発表を通じて市の課題を確認していくというような内

容で開催しております。 

端谷委員 うちみたいな病院は参加できない？ 

事務局 この場で、私の一存では答えられません。また検討させていただきたいと

思います。有難うございます。 

端谷委員 緊急に参加出来ればしたいと思う 

浅野会長 参加したいとおっしゃれば出来るんじゃない？要望があったわけだから。 

事務局 はい、そのように伝えさせていただきます。 

端谷委員 あとすいません。もしあれかもしれませんが、今、国が保育園じゃなくて



託児所ですよね、あれを企業内に作るとっていうやつをやってて、あれめち

ゃくちゃ儲かるんですね。変な話、企業は手をあげると３千万位で建物作っ

て、その半分は地元ってか地域の人、会社の中の職員、職員用に半分、残り

の半分は地域にやるっていうとなんか運営費もめちゃくちゃ儲かるお金が補

助金が出るらしいし、建てる時ものすごい補助金が出るらしくって、ああい

うのを市町村なんか業者に進めないんですかね？なんか僕の知り合いの人が

実はパチンコ屋の２階に託児所を作っとる人がいまして、そこがそういう事

とっても詳しいことやってて、今あの各企業からすごい問い合わせで、その

人とっても詳しくて、厚生労働省何回も電話かけて制度を知ってるって。そ

れで、今ものすごいまだ余裕があったんですけど、今ものすごい勢いであの

申請が増えてて、もうそろそろ締め切るんじゃないかという話があるんで、

早いもの勝ちだからというので、みよし市でも企業でもそういうところ何か

所かやらせると、市が何にもしなくても託児所のやつが問題なくなるのに使

わないのかなみたいなのちょっと思ったりしてたんですけど、そういうのは

どうなんでしょう。 

浅野会長 何か動きありますか？ 

事務局 今聞いていて、託児のことですので、子育て支援課の管轄かと思いまし

て、縦割りで申し訳ないのですが、子育て支援課に情報提供しておきたいと

思います。 

浅野会長 今度税制改革で確かでてましたね。かなり支援の関係は。 

端谷委員 めっちゃくちゃ儲かるんですよ、あれ。 

浅野会長 他のよりむしろ固定資産税の控除するとか免除するとかそういうのもあっ

たようだし、まあ先進的なところではもう前からやってる企業もあるはずだ

けど、促進しようという意図のようなので、それで税制改正そういう時だけ

ね、優遇されることなるとか。問題は質ですけどね。質に関しては、きちん

としとかないといけないんですけど。まあ数が増えれば希望者が増えればあ

とは質を上げていくのは、むしろやり易い。何にもない時に何もできない。

少しずつ子供の国の具体策にどんどんとるようになったようですけど、市の

方は固定資産税の免除される時にしかやらないでしょうけど。 

はい、それじゃ進捗状況について、何か他にご意見がありましたら。以上

でよろしいですかね。大体進捗状況のチェック終わったってことで。まあ特

に大きな問題今のところは。評価の落ちたところもちゃんと A に戻っていく

かなって事でいいかと思います。 

それでは、次の議題に入らせていただいてよろしいですね。はい。次３番

のみよし市障がい福祉計画第４期の実績について資料 NO,３。 

 

（３）みよし市障がい福祉計画第４期の実績について 

事務局 議題の（３）みよし市障がい福祉計画第４期の実績について説明させてい

ただきます。資料 NO.３をご覧ください。 

第４期の計画については、平成２７年度から２９年度までの計画となって

おりますので、今回の計画は初年度の実績となります。また今期の計画から

PDCA サイクルを基に計画の達成状況の点検及び評価をしていく事となってお

り、本市においてはその評価機関をみよし市障がい者自立支援協議会に設定

して意見をいただきました。 

協議会からの意見につきましては、当初は全体会で提出する予定でした

が、数値調査や資料作成が間に合わず、協議浅野会長の阪田氏に確認した上

で提出させていただいてます。次回の全体会では構成員全員に平成 27年度の

実績と平成 29年度の事業計画を報告し、意見を伺う予定となっております。 

資料 NO.３ですが、見ていただいて平成２７年度の実績とあと２７年度以



降からの目標の数値となっております。先日、野﨑委員よりご指摘いただい

きまして、１点修正があります。３枚めくっていただいた右側のページ３－

４相談支援の利用実績。真ん中のサービス名真ん中の地域移行支援の部分。

こちら平成２７年度の計画見込量が２になっておりますが、下のところ見て

いただくと、サービス見込量（１月あたり）の２７年度の地域移行支援３人

になっておりますので、こちらの計画見込量の２を３にしていただきたいと

思います。数値につきましては、皆さんに確認いただいて、もしあればまた

ご意見いただきたいところではありますが、１つ１つの項目でサービス見込

量と書くための考察の抜粋と具体的な対応矢印で書かせていただいておりま

す。また、まとめといたしまして、考察を述べたいと思います。ページ数な

くて申し訳ないですが、４枚めくっていただいた右側のページに考察とあり

ます。 

１つずつ読み上げますと、訪問系サービスの時間数が計画見込量より利用

実績が少ないのは、利用時間が多かった方が死亡したことや介護保険制度に

移行したことがあります。人数は見込通りであります。日中活動系サービス

の短期入所の人数が計画見込量より利用実績が多いのは、新たな事業所が市

内にできまして、運営が活発化してきたことがあります。就労移行支援事

業、就労継続支援 A 型事業の人数、日数が大幅に増加しているのは、障がい

者就労支援事業が実施されまして、一般就労に近い雇用形態へ向かう支援が

充実してきたからと言えます。居住系サービスの施設入所支援の利用人数の

減少は、死亡、介護保険施設への移行でありまして、地域生活移行は１人と

なっております。 

障がい児支援における児童発達支援は、児童発達支援事業所よつばが出来

たことに伴い、豊田市のこども発達センターひまわりなどが利用できなくな

ったこともあって、新体制にそういう変更があったという事で、利用人数が

一時的に減少しましたが、必要な方には必要な支援が届けられています。 

また、放課後等デイサービスの利用人数、利用日が増加しているのは、さ

きほども申しましたように、市内外に事業所が数多く開設されたためという

事が言えます。こちらが自立支援給付の実績をみたところの報告となってお

ります。 

続きまして、地域生活支援事業ですね、市町村事業の実績を見た時の考察

が一番最後のページに書かせていただいております。 

相談支援事業における基幹相談支援センターについては、現在設置を検討中

です。成年後見制度利用支援事業は、相談対応や支援は実施できています

が、事業を利用する者はいなかったという事で、具体的には後見報酬の補助

ですとかそういった風での金銭的な支援なんですが、そこまで至る方はいな

かったという事です。 

コミュニケーション支援事業の手話通訳者・要約筆記派遣利用は全員が手

話通訳者の派遣です。利用実績は利用対象者の都合によって増減するため、

各年度によって多い少ないがあります。これにつきましては、日常生活用具

給付事業も同様となっております。 

次、移動支援事業の利用実績が減少しているのは、ヘルパー不足という理

由も１つ考えられますが、放課後等デイサービス事業所等の増加もありまし

て、児童の部分につきましては、このサービスの移行したことなどが考えら

れます。 

地域活動支援センターの利用人数の増加は、自立支援協議会精神保健福祉

部会等での医療関係とのつながりなどから増加したものと思われます。 

生活サポート事業につきましては、支援給付の居宅介護で実施できていま

して、実績がありません。 

自動車運転免許取得費補助事業の利用実績も、対象者の都合によって増減



します。 

訪問入浴サービス事業の利用実績の減少は、利用者の介護保険制度への移

行が理由となっております。 

以上、実績からみた具体的な対応と、それらを踏まえて考えた考察となっ

ています。早口で申し訳ございません。 

浅野会長 はい、みよし市障がい福祉計画の方ですね、数値目標出して達成状況。さ

っきやったのは、障がい者計画。２つ進行しちゃってる障がい者福祉。数

値、これはまだ国の要請がまだ続いているんですね、数値目標を絡めてちゃ

んと増減をチェックする。 

事務局 はい、こちら側の計画については障がい者総合支援法に基づいて策定す

る。先ほどの障がい者計画については、障がい者基本法に基づいて策定とい

う事で、２つの法律から２つの計画が出ていると。各市町によってその扱い

は異なりまして、それぞれ別に策定している市町もあれば、当市におきまし

ては、こちらを１本の冊子にまとめて、障がい者計画につきましては、６年

第１期、障がい福祉計画につきましては、３年を第１期として、障がい福祉

計画を２期見直す間に、障がい者計画を１期見直すという事で徐々に数字が

ずれてくるんですけれども、来年度その両方を見直す時期、見直して策定を

しないといけない年度になっております。 

浅野会長 この数値目標もいい点、悪い点あって。僕もずっといて、６年と３年のサ

イクルがあってですね、分かり易くなってきたんだけど。数値目標掲げてや

って、ただ数値目標がどうも現実と合わない事を国が要請してきたりなんか

するもんだから、だから難しいこともあります。結局、障がい者の場合も特

に知的障がい者とか精神とか、そちらの方も欧米流の例えば入所を減らせ

と、イギリスみたいに病院から患者無くすのに地域の受け皿が作れていな

い。日本の場合は無いのに家に帰すことになっちゃう。で、イギリスなんか

だと何段階の地域にホスピスなどいろいろある。医療介護の出来る地域、そ

ういう施設いっぱい作って、だから精神病院がいなくなったというだけなん

で。でもどうしてもみよしの場合、その地域でも入院者数減らせと言ってく

るんだよね。実際には増えちゃうのが現実で、まあずっとこの委員会ではみ

よしの現実を見ながら、その数値目標がどうだからと無理しないで、むしろ

減らすべきところは減らしてしょうがいない、増えてもしょうがないところ

は、ちゃんと理由を明らかにして容認するというやり方でやってまいります

ので、まあ考察については、少し述べられた通りです。 

一つはやっぱり基幹相談支援センターってのが、なかなかな出来ないんでし

ょう。 

事務局 はい、自立支援協議会でも議論をしていて、昨日も担当と話してたんです

けど、特に必要性を感じておらず、今、相談支援が機能していないのであれ

ば、機能とか位置づけを整理して明確にする必要があるのかと思うんです

が、今はくらし・はたらく相談センターがあり、委託の事業所もありという

事で、相談支援事業が他市町と比較してそんなに遜色ないというか、むしろ

予算的には充実している方かという風に市として考えていて、無理に作らな

くてもいいかと。 

浅野会長 相談窓口の体制がしっかりできて、自立支援協議会がしっかりして連絡を

密にしていると、もういいんじゃないかという風に 

事務局 そうです。だからこの間から検討はしていたんですが、基幹を作って何を

やってもらったらいいんだろうというようにして、みんなちょっと混乱をし

ていまして。また必要に応じて検討はしていきたいと思いますが、現時点で

これの設置は必要性がないかと。 

浅野会長 これ名前も国が決めちゃってるの。 



事務局 そうです。 

浅野会長 地域、基幹。基幹ってなんだ？説明に困っちゃう。 

事務局 基幹もいろいろありまして。今回の考察は、担当者としての意見です。 

浅野会長 分かりました。まあ僕らもそう思います。基幹があるなら基幹じゃないの

もまたあるんだと。なんか国の発想かな。 

要するに、無いところにある、一歩でも作らなきゃいかんよというのでま

ず取っ掛かりにってことで基幹相談支援センターとか言っとるのかもしれん

けど、みよしの場合は、相談窓口とかかなり充実させてきてるんでむしろネ

ットワーク化してるんで、センターはいらんよ 

事務局 現時点では先生がおっしゃるとおりかと思います。。 

浅野会長 まあ、上手に国に妥協しながらやるしかないんだけど、まあ今のは福祉課

の扱いのがいいと思いますよ。 

他に委員の方々ご意見ございませんか。無いようでしたら審議事項の３番

終わりにしたいと思います。 

で、最後４番目。今後の障がい者福祉計画策定スケジュールとそれから審

議会のスケジュールについて。資料の４番。じゃあこれも事務局お願いしま

す。 

 

（４）今後のみよし市障がい者福祉計画策定スケジュール及びみよし市障がい者計画審議会 

   スケジュールについて 

事務局 では、議題の（４）今後のみよし市障がい者福祉計画策定及び障がい者計画

審議会スケジュールについて、資料 NO.４をご覧ください。A４の紙１枚にな

っております。平成２８年度の内容が左半分に書いております。平成２９年

度は計画策定の年になりますので、８月に素案を検討いただき、それを基に

原案を作成し、１０月に原案を検討いただきます。そして２月に最終案を審

議いただいて３月に完成させていきたいと考えておりますので、審議会自体

は３回の開催を予定しております。委員の皆様には計画策定までご協力をい

ただくようお願い致します。以上です。 

浅野会長 まだまだ続きますけれどもよろしくお願い致します。 

以上で審議事項は終わりですが、ちょっと最後に委員に一言ずつ何か、今

年はこれで終わりですので、一言ずつ何かご意見なり、何でもいいですから

ちょっと副浅野会長からどうですかね。自分の周りの話でもいいです。 

野崎副会

長 

それでは、最初に述べさせていただきます。ご無礼します。 

大変難しい話ばかりで勉強も一生懸命やってはおりますが、中身について

多少分からない事があります。今後とも浅野会長さんに色々お世話になりま

すけれども、皆様にも助けていただいて頑張っていきたいと思います。今後

ともよろしくお願い致します。 

石原委員 すみません、会議に遅れまして本当にすみません。あの事前にですね、事

務局の方から頂戴しました資料全て目を通してきたつもりなんですが、なか

なかあのお役に立てるようなあるいは計画の策定の参考となるような意見が

申し上げられなくて、私なりに一生懸命目を通した意見を言わせてもらいま

すんで、どうぞよろしくお願い致します。 

畠中委員 畠中です。私にとってはこの会がですね、もう何か難しくって、聞いて理

解しようと一生懸命しておりますが、もう意見を言うとこまでまだ行ってお

りません。勉強してこれからはい、お役に立ちたいと思います。よろしくお

願いします。 

野田委員 失礼します、北部小学校の野田と申します。先ほど学校教育の授業で障が

い、特別支援教育連携協議会が昨年度出来なかったことが本年度出来まし



て、その中の話題では、１８歳までのみよしの子供たちがどのようにこう生

活が出来ているのかというのをしっかり把握していこうってことで、まだ出

来ていない部分があるので、あの１８歳までのところでしっかり繋がってい

こうということがありましたので、その辺りの情報を勉強したいと思ってい

るところです。よろしくお願い致します。 

柘植委員 柘植と言います。あの資料に目を通してくるようにという事で、一応全部

見たんですけど、難しくて理解できなくて申し訳ないんですけど、すごくい

ろんなサービスをやってみえるって事がこれ見て進捗状況見てあの分かっ

て、それを実際に利用される方が本当にどれだけのサービスが利用できるっ

て事が分かって利用できると、周知ってことで、違うところで子育て支援セ

ンター、子育て支援の部分のところで本当に周知って難しいなってこと感じ

ているので、サービスを受けられる方が、こんなサービス受けられるんだっ

て事をあの皆さん周知できて利用できるといいなと思います。 

大井委員 豊田加茂福祉相談センターの大井と申します。今日はこの先日行われたア

ンケート調査の結果というものが主だったと思うんですが、それを事前にい

ただきまして、結構興味深く見させていただきました。今回調査結果からみ

た分析って事で５つにまとめてみえると思うんですが、これからみよし市が

障がいのある方に対してどんな支援を考えてみえるかって事で、この分析に

を結果で、次の計画を立てられると思うんですが、まあ県として何かお手伝

いできることがあったらあの是非お手伝いさせていただきたいと思っており

ますので、よろしくお願い致します。 

鈴木委員 あゆみ会の鈴木です。よろしくお願い致します。アンケート調査の結果を

見まして、就労支援の施設がまだまだ足らない、欲しいっていう子達がいま

して、私どもも 20年前に作って来たんですけど、ああ、やっぱりずっとあの

今も欲しい。沢山望んでらっしゃる人がいるんだなって事と、それから高齢

化って事で、障がい者の高齢化というところで、あの不安を感じてる方が沢

山いるんだなという事をこのあの資料の中から読み取ることが出来たので、

今後に私どものところにもそういう事を活かしていきたいなと思っておりま

す。よろしくお願い致します。 

高濱委員 先程ちょっと話題になっておりましたけども、障がい者の就労。実績の方

もあまり上がっていないので。 

第１期というか、前回も一般企業に就労した方が何人もいた。ところが全

部出ていっちゃうと後が入ってこない。で、上手いこと希望者が来なければ

仕事にならないという事で。で、就職はあんまり目標としない、生活介護の

方希望者はどんどんいらっしゃるんで、この辺がこれから先の目標を掲げら

れてもなかなか実現が。最初スタートはよかったけど、ちょっと息切れしま

したね。今待機状態になってます。また頑張りたいと思いますので、お願い

します。 

中村委員 はい、社会福祉法人とよた光の里でひかりの丘みよしの管理者やってます

中村と申します。 

今回ほんとにアンケートの結果、私も意見っていう形ではだせなかったん

ですけども、やっぱり結果をまとめられた分析の方を見ると、ああ今関わっ

ている事業所としてもいろんな課題があるのに合致してきているなと思って

おります。ただ、それに対してどういう風にってスタンスが私にもなかなか

こう事業所としても体制が取れていない状況を、地域の方と一緒に考えるし

かないのかなと思いますけど、今そういう状況がまさに結果として、分析と

してあがっているなというように感じました。今後ともよろしくお願い致し

ます。 

有竹委員 こんにちは。歯科の有竹です。まあ今年から委員やらせていただいて。な



かなかやっぱり難しくて理解できないところも多いんですけど、またちょっ

と勉強してまた来年から頑張ってやっていきますんで、よろしくお願いしま

す。 

加藤福祉

課長 

はい、ありがとうございました。 

では、以上をもちまして平成２８年度第２回みよし市障がい者福祉計画審

議会を終わらせていただきます。最後にまた礼の交換したいと思いますの

で、一度ご起立願います。一同、礼。ありがとうございました。 

 


