
 

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 令和２年度第３回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開催日時 

※書面開催 

審議の日程 

令和３年２月１５日（月）から令和３年２月１９日（金）まで 

開催場所 － 

出席者 

（会長） 

浅野 俊夫（学識経験者） 

（副会長） 

阪田 征彦（学識経験者） 

（委員） 

加藤 貴利（民生児童委員代表）、端谷 毅（医療関係者）、織田 卓

雅（医療関係者）、熊谷 かの子（障がい福祉団体）、鈴木 睦子（障

がい福祉団体）、加納 幸治（障がい福祉団体）、小林 千津子（障が

い福祉団体）、前澤 晏（障がい者団体）、岸野 佳江（障がい者団体）、

畠中 菊代（障がい者団体）、佐久間 章貴（教育関係者）、畑中 丈

彦（教育関係者）、渡邊 祥子（教育関係者）、林 晴子（教育関係者）、

長谷部 実（市民代表）、柴田 直之（関係行政機関）、木戸 美代子

（関係行政機関） 

次回開催予定日 令和３年６月 

問合せ先 

福祉部 福祉課 

担当者 清水 慎太郎 

電 話 ０５６１－３２－８０１０（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３４－３３８８ 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 

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 

 

  



令和２年度第３回みよし市障がい者福祉計画審議会（書面開催） 会議録 

 

日 時 
※書面開催 審議の日程  

令和３年２月１５日（月）から令和３年２月１９日（金）まで 

次 第 
協議事項 

みよし市障がい者福祉計画（案）について 

 

協議事項 

みよし市障がい者福祉計画（案）について 

 

委員全員から、書面により「承認する」との回答があったことから、みよし市障がい者福祉計画

（案）の内容について、承認されました。 

 

いただいた御質問、御意見等（記号等表記統一のほかは、原文のまま掲載） 

浅野会長 

意見 1 ５ぺージの「計画期間」の表中、障がい福祉計画５期、６期と障がい者計画の４期が

つぶれて読めません。 

回答 1 計画冊子の印刷、製本時には、御指摘いただいたようなことがないよう、注意しま

す。 

 

意見 2 １８ページの基本的理念の説明文２行目の最後は、「…作成します。」より「…作成

されたものです。」の方が適切かと思います。計画の内容で「設定します」という表現が

たくさん出ますが、これは問題ないと思います。 

回答 2 御指摘をいただきました箇所について、内容を確認の上、表現のつじつまが合うよう

に修正をさせていただきます。 

 

質問 3 ５４ページで国が市町村で少なくとも１つといっている児童発達支援センターを本市

でも１つ設置するとしているが、５５ページでは児童発達センターの検討をどこがやるの

か明確にしておかないと、豊田市だよりで行くように受け取られてしまいます。５５ペー

ジの表現を工夫できませんか。 

回答 3 児童発達支援センターの設置については、みよし市障がい者自立支援協議会児童部会

等で話し合われた内容を基に、子育て支援課等と協議できるよう、検討します。重症心身

障がい児を支援する児童発達支援事業所については、人数等を考慮すると本市規模の自治

体での単独設置は難しく、圏域内で確保するという観点で、今後も豊田市と協調していき

ます。 

 

阪田副会長 

質問 1 ２７ページ、地域生活支援拠点等における機能の充実について。「地域生活支援拠点等

の整備運用状況を検証・検討の令和 5年度末までの目標値が「１」とあるが、回数を１回や

るという意味ではなく、必ず年１回検証し、報告するという意味でよろしいか？検証・検討

には協議することはたくさんあるので…。 



回答 1 御質問いただきましたとおり、地域生活支援拠点等の整備運用状況の検証・検討は、

令和３年度から令和５年度まで、必ず年１回検証し、報告するという意味です。 

 

質問 2 ６９ページ、啓発・広報活動の推進について。総合福祉フェスタの開催やふれあいコ

ンサートの開催だけで啓発・広報活動を推進したことにはならない。共生社会実現に向けて

はもっとグローバルな視点で「共助（障がいの有無にかかわらず、一緒にやること）」を意識

した啓発・広報活動が必要かと思います。 

回答 2 障がいの理解に関する啓発・広報活動については、総合福祉フェスタやふれあいコン

サートの開催のほか、より効果的な方法等はないか検討中です。グローバルな視点という御

意見をいただきましたので、次期の障がい者計画にはこのことも踏まえて策定します。 

 

質問 3 ７５ページ、障がい児の支援体制整備について。保育園等訪問相談事業の実施は特に

重要かなと思います。目標数値は妥当かどうかわからないですが、本人よりも「保護者の気

づきの支援」の施策は必要と考えます。 

回答 3 第６期障がい福祉計画において、発達障がい等に対する支援として、ペアレントトレ

ーニングやペアレントメンターの養成等を活動指標として記載することとなりました。御意

見にあった「保護者の気づきの支援」については、保育園等訪問相談事業に加え、この内容

等にも沿って進めていきます。 

 

端谷委員 

意見 僕の友人でもあり、月１回ほどいろいろなお話をさせてもらっている長久手市長の吉田

一平氏は、住民のためにいろいろなことをする時に、市の縦割りがとても問題であると感じ

ているようです。担当職員の方もそれは感じているのではと思います。 

以前保健所長をやっていた時に、住民の苦情を、うまくあしらうと良い職員であり、所長

に上がるような対応をするとだめな職員と言うふうに考えられていました。 

しかし、それでは本当の問題が、法律を作った国には届きません。そういう問題があれば、

それに担当者が少しでも、問題と思ったら、すぐに上に上げて改善すべきです。 

今回の福祉計画も、国が言ってきたものに会わせて、コンサル会社が市町村名を変えて作

っただけのものにしか感じられません。それは住民のためになる物になりません。 

ぜひ本当の障がい者の声を聞いている担当者が、自分の家族の問題として扱えるような計

画になるといいと思います。 

そしてそのためには、市長が市の中で総合的に考える全市的な体制を作り、あらゆる法を

駆使して、障がい者が生きやすい市を作るつもりの計画づくりを目指すようにしてくださ

い。 

そのために特区であったり、現場の声を聴くように法律ができたと聞いています。ぜひ担

当者が、目的意識をしっかり持って、自分の家族を助けるための法律を作るように市長にも

提言すべきだと思います。 

回答 計画策定だけでなく、様々な視点からの御意見ありがとうございました。今回の計画は、

これまでも同様ですが、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるという、障がい者総合支援法の理念等に基づいて、

障がい者福祉計画審議会等で御意見を伺いながら策定させていただきました。ただし、審議



会委員のお一人に御意見にあったように感じさせてしまったことは、反省点であると捉えて

います。今後は御指摘いただいた点を考慮し、障がい者（児）が暮らしやすい市を目指せる

よう、これまで以上に充実した計画を策定していきたいと考えています。 

 

織田委員 

意見 障がい者が増加している中で、障がい者の方々への地域共生の取り組みは、着実に成果

が出ているものと思います。国の指針は年々目標のハードルが上がり、かつ、新型コロナウ

イルス感染症の流行や、今後、起こりうるであろう地震や水害などの想定など、事務局の方々

の苦労は絶えないこと思いますが、私としましても、できる限り協力させて頂きたいと思っ

ておりますので、今後ともよろしくお願い致します。 

回答 御意見ありがとうございます。今後も計画に沿って、障がい者（児）福祉の充実に努め

てまいりますので、委員の方々の御理解、御協力をお願いいたします。 

 

熊谷委員 

質問 1 ３０・３１ページ （５）相談支援体制の充実・強化等、（６）障がい福祉サービス等

の質の向上を図るための取組に係る体制の構築は、現状を鑑みると非常に必要な部分だと感

じます。目標値の設定ですが、どのような根拠からなのでしょうか？ 

回答 1 目標値の設定については、国の指針に基づき、市やみよし市障がい者自立支援協議会

での取組を考慮して設定させていただきました。地域の相談支援事業所に対する訪問等によ

る専門的な指導・助言件数は、みよし市ふれあい交流館内に設置した基幹的相談支援センタ

ーで、基幹的相談支援センター担当から地域の相談支援事業者に対して週１回程度の実施を

想定しています。地域の相談支援事業者の人材育成や連携強化の取組は、基幹的相談支援セ

ンターが企画した内容（研修や事例検討、情報交換等）を月１回程度実施するよう見込んで

います。 

 

質問 2 ４０・４１ページ ③居住系サービス 居住系サービスの部分で、開設に当たっての

費用もですが、そこに携わる人材が集まらないと開設できません。最近、県でこの部分に関

して助成がありますが、市としてはいかがでしょうか？ 

回答 2 御質問ありがとうございます。愛知県が実施する内容及び県内市の動向等も確認した

うえで、市で実施する必要性を検討していきます。 

 

質問 3 ７４ページ（２）障がい児の支援体制整備【重点】 市内の保育士・幼稚園教諭等の

研修・勉強会とありますが、福祉事業所と共に学ぶ機会はないのでしょうか？ 

回答 3 市内の保育士・幼稚園教諭等の研修・勉強会については、現在、市主催の保育士・幼

稚園教諭対象の研修に障がい者相談支援事業所の相談支援専門員が参加することはありま

すが、福祉事業所の職員にまでは参加依頼できていません。保育士・幼稚園教諭等と福祉事

業所の職員が共に学ぶ機会の必要性や目的、内容等について検討し、次期の障がい者計画は

今回の御意見も踏まえて策定します。 

 

質問 4 ７５ページ【取組内容】ですが、臨床心理士が入っていて，公認心理師が入っていな

いのはなぜでしょうか？ 



回答 4 第４期障がい者計画作成時（平成３０年３月）に、市で臨床心理士を配置していたた

めです。今後、公認心理士配置についても検討し、必要に応じて次期の障がい者計画等に記

載します。 

 

質問 5 ７６ページ（３）インクルーシブ教育システムの推進 具体的な取組に障がい児者の

関係者の協議の場を設け、連携の強化を図ります。とありますが、この場合の障がい児者の

関係者は相談支援専門員だけなのでしょうか？ 

回答 5 記載にある「障がい児教育の関係者の協議の場」は、市学校教育課が所管する特別支

援教育連携協議会を想定しています。特別支援教育連携協議会には、みよし市障がい者自立

支援協議会代表の他、豊田市こども発達センター、愛知県立三好特別支援学校、豊田市立豊

田特別支援学校、みよし市手をつなぐ親の会、子育て支援課、福祉課等で構成されており、

市の特別支援教育の現状と課題に関する情報共有、課題解消に向けた協議等を行い、連携強

化に努めています。 

 

質問 6 ８２ページ （１）スポーツ・文化活動の参加の促進 内容に「障がいのある人が優

先の」とありますが、そうなると障がいのある方ばかりとなりがちです。障がいがあっても

参加しやすい形態とはならないでしょうか？ 

回答 6 御質問ありがとうございます。現状を確認の上、次期計画策定に向けて関係各所とと

もに検討をすすめていきます。 

 

小林委員 

意見 第６期みよし市障がい福祉計画の基本的な考え方、基本理念に基づいて、福祉計画の事

業展開が前期計画の達成状況を踏まえ、成果目標が設定されている。福祉計画の事業展開に

ついて、「障がい者福祉に関わる施策の動向」を振り返り、福祉計画に基づいて一つひとつ施

策が充実していることに、改めて福祉計画の重要さを感じました。 

 第６期障がい福祉計画には「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築」を推

進するために、地域における精神保健福祉・医療体制の基盤の整備に期待しています。自立

支援協議会に精神保健福祉部会が設置されているので、この計画がどう具現化されるのかを

期待しています。 

第８章の計画の推進に向けての提案にある、２の協働による計画の推進（みよし市障がい

者自立支援協議会との協調）に期待しています。４の新型ウイルス感染症への対応について、

計画の推進に向けて提案されていることに、障がい者福祉サービスが継続的に行われ、安心

して地域で暮らせる計画になると思いました。 

回答 御意見ありがとうございます。今後も計画に沿って、障がい者（児）福祉の充実に努め

てまいりますので、委員の方々の御理解、御協力をお願いいたします。 

 

岸野委員 

意見 1 ３３ページ 行動援護 ～必要な支援行います→必要な支援等を行います 

回答 1 御指摘ありがとうございます。確認の上、修正をさせていただきます。 

 

質問 2 ４０ページ ～市の方針に基づき、自主製品を優先調達します。 



・市の方針はどのようなものでしょうか。 

・優先調達とは、例えば啓発のために街頭配布する物品等を福祉事業所作成の自主製品を採

用していただけるということでしょうか。 

回答2 市では、国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に

基づき、障がい者就労施設等で就労する障がい者、在宅就業障がい者等の自立の促進に資

することを目的とした障がい者就労施設等からの物品及び役務の調達方針を毎年度定め

（市福祉課のホームページに掲載）、この方針に基づいて調達しています。啓発のために

街頭配布する物品等を福祉事業所が自主製品として作成しているのであれば、採用につい

て方針を基に検討させていただきます。 

 

質問 3 ４６ページ 市職員に対し～合理的配慮例等を周知します。→具体的に実施する周知

方法を教えてください。 

回答 3 市では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定め、市職員が閲

覧できるよう、市職員用パソコンの庁内掲示板に掲載しています（市福祉課ホームページに

も掲載）。この他、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律施行時には、市全職員

に対し、法の概要や対応等に関する研修を開催しました。今後も、研修の定期開催等、周知

方法について検討をすすめていきます。 

 

意見 4 ４９ページ ペアレントメンターの養成 

・「障がいのある子どもさんの事で悩んでいる保護者さんに、自分の経験が役に立つのであれ

ばお話ししたい」という方は、手親の会の中にも多くいらっしゃいます。ペアレントメンタ

ー養成に期待しています。 

回答 4 御意見ありがとうございます。第６期障がい福祉計画において、発達障がい等に対す

る支援として、ペアレントメンターの養成等を活動指標として記載することとなりました。

ペアレントメンター養成に関する取組について、その内容等検討する場合は、関係機関等に

御相談させていただきます。 

 

質問 5 ７０ページ （２）福祉教育等の推進 小中学校と特別支援学校の児童生徒の交流機

会の拡張 

→具体的な取り組み内容があれば教えてください。 

回答 5 市内小中学校で行っている居住地・居住地校交流や、特別支援学校との学校間交流等

を指しています。計画に沿って、市内小中学校や特別支援学校にも確認の上、交流機会の拡

張に努めます。 

 

質問 6 ８３ページ 防災・防犯活動の推進 災害時の避難場所確保に努めます 

→二次避難場所として、障がいのある人が利用しやすい避難所を確保するということです

か。 

回答 6 お見込みのとおりです。令和２年度は、市内で障がい福祉事業を運営している２法人

と福祉避難所としての施設利用に関する協定を締結しました。今後も障がいのある人が利用

しやすい避難所の確保に努めていきます。 

 



質問 7 ８５ページ コミュニケーション手段の確保 公共施設で使用する（仮称）コミュニ

ケーションボードを作成します  

→令和２年度に作成・設置とありますが、設置済みですか？ 

回答 7 現時点では設置できていません。現在、作成・設置に向けて検討中です。 

 

意見 8 全体的に 今回の冊子は、行間や表の形式、レイアウトなどの工夫があり読みやすく

感じました。 

回答 8 御意見ありがとうございます。今後の計画冊子も、より読みやすくなるよう配慮に努

めます。 

 

畑中委員 

意見 1 「障がい」の表記について。３ページの脚注※１で「障がい」と表記することについ

て述べられていますが、障害の捉え方、表記の仕方には様々な意見がありますので、「障

がい」と表記する市の方針・考え方も併せて記した方が良いと考えます。 

回答 「障がい」と表記する市の方針・考え方について、併せて記載するよう検討します。 

 

意見 2 誤字の修正。①５ページ 計画期間の図の左から２番目が「令和２５年度」となって

います。「平成」に訂正を。②１０ページ グラフと表の表題が「身体障がい手帳」とな

っています。「身体障がい者手帳」が正しいと思います。③３３ページ【訪問系サービス

の概要】の表のうち、同行援護の説明が「視覚障がい障がい」と障がいが重なっていま

す。 

回答 御指摘ありがとうございます。確認の上、修正させていただきます。 

 

渡邊委員 

質問 ２２ページのＢ/Ａの達成度が理解できない。どのように考えたらよいのでしょうか。 

回答 御指摘ありがとうございます。令和２年度末の数値（目標値）に対し、令和元年度末

の数値（実績値）がどのような割合か示したものだったのですが、このページの実績値は

全て目標数値以上に達成できており、達成度の表記が分かりづらくなっていました。よっ

て検討の結果、達成度（Ｂ/Ａ）の列は削除させていただくこととします。 

 

林委員 

意見 今後も今まで以上に障がい者（障がい児）福祉が充実し、生活し易くなるよう願ってい

ます 

回答 御意見ありがとうございます。今後も計画に沿って、障がい者（児）福祉の充実に努め

てまいりますので、委員の方々の御理解、御協力をお願いいたします。 

 

長谷部委員 

意見 みよし市に障がい者就労支援事業を１法人だとよろしくないと思う。最低でも２法人

ぐらい作らないとどうしても就労や開拓等に偏った考えになってしまうと思います。たく

さんの法人が競争してくれていい就労や開拓等が出来ると思っております。 



回答 御意見ありがとうございます。市が委託する障がい者就労支援事業所は１か所です

が、市内の障がい者就労継続支援事業所や西三河北部障がい者就業・生活支援センター等

で構成されるみよし市障がい者自立支援協議会就労支援部会において本事業の報告を行っ

ており、公平性の確保に努めています。今後も考えが偏らないよう、計画に沿って障がい

者の就労支援を進めてまいります。 

 

 


