
 

 

 

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 29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 29年 11月 14日（火） 

午後１時 30分から午後３時 15分まで 

開催場所 市役所６階 601・602会議室 

出席者 

（浅野会長） 

浅野 俊夫（学識経験者（愛知大学教授）） 

（副浅野会長） 

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）、熊谷 かの子（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）、岸野 佳江（福祉団体代表）、畠中 菊代（福祉団体代表）、

増岡 潤一郎（教育関係代表）、木村 豊（教育関係代表）、柘植 

久子（保育園代表）、小幡 一雄（豊田加茂福祉相談センター次

長）、塩之谷 真弓（衣浦東部保健所健康支援課長） 

（事務局） 

小野田福祉部長、太田福祉部次長、加藤福祉課長、海堀副主幹、

清水主査、伊藤主事 

 

欠席／中村 さき子（福祉団体代表）、岡本 長治（福祉団体代

表）、渡邊 祥子（幼稚園代表）、佐々木 美咲（市民代表公募） 

次回開催予定日 平成 30年２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 

  



 

 

 

平成 29 年度第２回みよし市障がい者福祉計画審議会 会議録 

日 時 平成 29年 11月 14日（火）  

午後１時 30分から     

場 所 みよし市役所３階       

601・602会議室       

 

１ あいさつ 

事務局 本日は大変お忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございま

す。 

定刻になりましたので、ただいまから平成 29 年度第２回みよし市障がい

者福祉計画審議会を開催いたします。 

 本日、岡本委員、渡邊委員、佐々木委員が御欠席との連絡を受けておりま

すので御報告いたします。また、本日の会議は一般公開されておりますので、

御承知ください。 

なお、みよし市障がい者福祉計画策定業務委託の受注者であるアシスト株

式会社の担当者が同席しておりますので、御承知ください。 

はじめに、福祉部長から挨拶を申し上げます。 

福祉部長 委員の皆様には、本審議会の主旨に御理解を賜り、委員を引き受けていた

だいていること、厚くお礼申し上げます。 

この審議会は、障がい者計画と障がい福祉計画、障がい児福祉計画の策定

及び推進について調査、審議していただくくものであります。 

８月３日に開催された第１回障がい者福祉計画審議会以後、10月には各計

画策定に向けた関係団体ヒアリング、ワークショップを行いました。委員始

め関係各団体の皆様にはこれに御参加いただき、たくさんの貴重な意見を聞

かせていただくことができました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。 

これらの意見を参考に、みよし市障がい者福祉計画の素案を作成。この素

案は、先日、委員の皆様方に送付させていただいております。 

今回の審議会では、この素案について委員の皆様方から御意見をいただき、

素案を修正、さらに 12月にはパブリックコメントを実施し、広く市民からも

御意見を募りたいと考えています。 

パブリックコメントの実施後、計画の最終案を作成。２月に開催を予定し

ている第３回の審議会で再度、委員の皆様方から御意見をいただき、その後、

市長への答申を予定しています。 

今回は、パブリックコメントの実施前に委員の皆様方から意見をいただけ

る貴重な機会と捉えています。将来必要となる福祉サービスを見定め、障が

いのある方々がこの地域で安心して住み続けることができるような計画とな

るよう、忌憚のない御意見をいただきますよう、お願いします。 



 

 

 

事務局 続きまして、浅野会長から挨拶をいただきます。 

浅野会長 皆さんこんにちは。お忙しいところを第２回の審議会にお集まりいただき

ました。今日は素案の審議です。私も目を通しまして、いろいろな御意見が

出ると思っています。素案にあったヒアリング等の意見を見ても、規制緩和

が必要だという事柄がたくさんありますので、各市町村審議会でも意見が出

てきて、今後は規制緩和が盛んになると思います。ぜひ忌憚のない御意見を

言っていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。 

事務局 それでは議事に移らせていただきますが、その前に本日の資料の確認をさ

せていただきます。 

事前にお送りさせていただきました計画素案に加えまして、本日配布させ

ていただいております審議会次第、名簿、右肩に資料 No.１とあります差し

替え文章、資料 No.２パブリックコメントの原稿案、資料 No.３今後のスケジ

ュール、最後に端谷委員から参考資料が提出されております。以上、配布さ

せていただいております。不足等ございましたらお申し出ください。 

それでは進行につきましては、みよし市障がい者福祉計画審議会要綱第５

条第１項の規定によりまして、浅野会長が議長を務めることになっておりま

すので、浅野会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い致します。 

 

２ 議題 

（１）みよし市障がい者福祉計画の素案について（資料 No.１） 

浅野会長 それでは議題に入ります前に、会議の成立の報告をします。 

定員 20 人で、本日は 16 人出席しております。審議会定数の２分の１以上で

すので、要綱第５条第２項の規定により本会議は成立しております。なお、午

後３時には会議を終えたいと思いますので、御協力よろしくお願い致します。 

それでは、議題１みよし市障がい者福祉計画の素案について、事務局から説

明をお願いします。 

事務局  素案ですが、委員の方々へ送付した後にも何点か修正がございます。大きな修正

点としましては、第１章 計画の概要、第３章 障がい者計画の考え方で、「地域

共生社会」や、みよし市福祉・医療・介護長期構想の視点を盛り込んだ内容を追加

しております。これにつきましては、本日、資料 No.1 として配布させていただい

ていますので御確認ください。 

その他、資料の文章中の平成の文字が「H」になっているものは、すべて「平成」

の記載に修正しております。ただ、表の中は「H」で表記させていただきます。ま

た、第４章の実績欄については、本日の審議会以後、追加、修正して確定したもの

の数値を調べ、パブリックコメント募集時には数値を入れたものを公表する予定で

す。先日、送付させていただいたものと比較しながら御意見をいただけるとありが

たく思います。 

浅野会長 第１章の計画の概要はかなり長くなりますが、パブリックコメント時には市



 

 

 

民に分かりやすく、それぞれしっかりと説明をしておかなければいけません。 

背景と用語の詳しい説明、分かりやすくするために長くなっていると思いま

す。資料１で何か御意見ありますか。 

内容については、２章ごとに御意見をいただけますか。 

事務局 第１章は、計画の概要として、背景、位置付け、計画期間を、第２章では、

障がい者等の状況として、人口構成、障がい者手帳所持者数などを記載してあ

ります。 

 第１章の計画策定の背景で、地域共生社会の実現等に触れ、我が事丸ごとの

視点を踏まえた計画である事を述べさせていただいています。また、計画の位

置付けでは、児童福祉法の改正によって策定が義務付けられた障がい児福祉計

画の内容を障がい福祉計画に盛り込むことも述べています。 

 第１章では、現在の国の動向等踏まえて他にも盛り込んだほうがいい視点や

疑問点等、第２章の障がい者等の状況では、難病患者については盛り込む予定

で、先日、保健所からデータをいただきましたので、加えさせていただく予定

です。これらの他に加えた方がいいデータ等あれば御意見いただければと思い

ます。 

浅野会長 人口比率等について特に目立つことがありますか。全国的な傾向と比べて、

みよし市はどうなっているかが大事だと思います。 

端谷委員 精神障がいがある人の状況で、精神障がいの自立支援医療や手帳の発行者は

多くなると思っています。発達障がいの診療基準はなく、今まで診断している

先生があまりいませんでしたが、発達障がいの方々が手帳を持っていた方が会

社で働きやすいだろうという事もあって、発行する率が高くなっていますので、

しばらくは安定しないと思います。 

浅野会長 それは全国的な傾向ですか。 

端谷委員 発達障がいはそうです。 

増岡委員 年齢区分が、最初は０～14 歳、15～64 歳、65 歳以上となっていますが、そ

の次から 18歳が区切りになっています。双方を合わせると割合が分かりやすい

と思いました。 

事務局 障がい者・児の状況ですと、18 歳未満、18 歳～64 歳、65 歳以上という区分

での数値把握になっていますので、この記載としました。障がい児か障がい者

は児童福祉法の 18 歳未満、障がい者福祉法の 18 歳以上という区分が一般的に

なっていますので、こう記載させていただきました。 

人口統計では年少人口、生産年齢人口、老年人口という区分ですが、今回の

計画では障がい者が主だと思いますので、障がい児・者の区分にもなっていま

す。15、16、17歳を抜き出す事は可能ですので、人口の推移を障がいに合わせ

た 18歳未満、18歳以上で統一することは可能です。 

浅野会長 そうしたら、18歳未満、18歳～64歳、65歳以上の表にしてください。 



 

 

 

塩之谷委員 難病も入ると言われましたが、今回は障がい児福祉計画もありますので、小

児慢性の特定疾病のお子さんが 53人いらっしゃいますので、小児慢性も入れて

いただけると大変ありがたいと思いました。 

浅野会長 他に意見はありますか。後で気づいた点がありましたら、直接事務局に言っ

ていただいても結構です。それでは次の第３章と４章。 

事務局 第３章は、障がい者計画の基本的な考え方として、中・長期的な計画である

こと、みよし市福祉・医療・介護長期構想との関連、基本理念として、障がい

者基本法の理念の引用、基本目標と施策の体系化と続きます。基本目標は、基

本理念を基に、本市として大事にしたい視点を、施策項目は、国の指針で示さ

れた項目のうち、本市の現状に合わせた内容を、施策の方向性は、施策項目を

踏まえて本市が取り組むべき内容を、そしてこれらの下に本市の障がい者福祉

施策や事業を実施しているという体系とさせていただいています。 

第４章基本計画は、各施策の方向性の基本方針に基づき、現状と課題の分析、

ヒアリングやワークショップの意見から、施策の方向性にある内容の一つ一つ

を具体的な施策や事業に置き換え、今後取り組むべき内容を示しています。 

中でも、Ｐ24にある【新規の取組】は、これまで本市で実施できていなかっ

た内容を取組むためのスケジュールを記載してあります。他に、Ｐ29、30、31、

44、45に該当があります。Ｐ25の相談支援体制の整備【重点】とあるのは、昨

年度実施し、皆様にも御審議いただいた障がい者福祉計画策定のためのアンケ

ート調査の分析結果から課題として挙がってきた内容で、これに関しては今後

６年間で力を入れて取り組むべき内容となっています。他にＰ26、28、29、32、

33、40、41、44に該当があります。 

今回、皆さまから御意見をいただきたいのは、第３章の基本的な考え方に盛

り込んだほうがよい視点や疑問点等、また、第４章では、各方向性の基本方針

や現状と課題を踏まえて取組内容として追加、修正すべき項目、疑問点等あれ

ば御意見をいただきたいと思います。 

浅野会長 第４章の実績数値は、パブリックコメントまでに入りますね。 

事務局 そう予定しております。 

浅野会長 一番大事なのは、17ページの基本目標です。現計画と変わった点はどこです

か。 

事務局 現計画を策定したのは、平成 23年度でした。それ以後６年が経とうとしてい

て、現在、国の動向や障がい福祉の状況は大幅に変わっていますので、基本理

念や基本目標等も刷新させていただいています。 

野﨑委員 実績の数値は今後入るという事で、各年４月１日現在ということですか。 

事務局 年度末時点での数値です。 

浅野会長 ヒアリング・ワークショップの意見がありますが、これは最終案にも入るの

ですか。 



 

 

 

事務局 今までの計画では、ヒアリング・ワークショップは、巻末にまとめて記載に

なっていました。ヒアリング・ワークショップで出された意見でも、取り組む

のが難しい場合にどのように取り組んでいくかは課題です。 

ヒアリング・ワークショップで出された意見の記載については、検討させて

いただきたいと思っています。 

浅野会長 ヒアリングは現場の意見を聞いていますので、パブリックコメント実施時に

はあった方が便利ですね。素案では掲載しようということで、出したわけです

ね。 

事務局 最終計画では巻末にヒアリングやワークショップの御意見として記載させて

いただいておりますので、こちらの方は同様に掲載しようかと考えております。 

掲載の仕方につきましては、皆様に御検討いただけるとありがたいと思って

おります。 

浅野会長 章と節の番号に従って、巻末にヒアリング結果を載せておく方法。読まれる

方がこの計画、この章、節についてはどういう現場の意見があったのかと、見

たい時には後ろを見ればいいという方法が従来で、今回は本文の中に入れてし

まっています。たとえば 23ページに「たんぽぽキャラバン隊」いうのが出てき

ていますが、「たんぽぽキャラバン隊」を知らない市民もたくさんいらっしゃる

のではないでしょうか。少し詳しい説明がいると思いました。私が感じていた

のは、ヒアリングの意見は、素案を見る時には非常に便利で助かったけれど、

最終計画の時には、従来通り後ろに回してしまい、本文にはヒアリングについ

ては何ページ参照というのを 1 行くらい入れておくというやり方もあると思い

ます。ヒアリングの内容が後ろを見れば分かることに気が付かない方も出てく

るといけないので、最終計画ではヒアリングの内容は何ページ参照とする対応

でよいと思います。いかがでしょうか。 

石原委員 見ていただく方の目線ですと、素案で出しているスタイルの方が分かりやす

い、読みやすいと思います。 

一つ質問ですが、この意見は寄せられた意見をそのまま原文で書いてありま

すか。趣旨が変わらない程度に調整してあるということでしょうか。 

事務局 その通りです。 

端谷委員 ヒアリングの意見を具体的に実現していく計画ですので、この状況があって、

こんな意見が出ていますと書いておくとよい場合もあると思います。行政とし

て難しい事でも、それを励みに頑張るといいのではないかという気もします。 

阪田委員 例えば、啓発・広報活動の推進は具体的に２項目ありますね。ただ２つだけ

ではなく、もっとたくさんあると思います。啓発・広報は、福祉フェスタの開

催とふれあいコンサートの開催だけとは言えないと思います。その例というか、

これは最低実施するけど、その他にもうちょっと考えているならよいのですが。 

事務局 今、実施しているものものを例として載せさせていただいています。 



 

 

 

阪田委員 分かりました。 

浅野会長 ヒアリング意見を記載するのはどうしましょうか。パブリックコメント募集

時もヒアリング意見の内容に曖昧さがあると困るので、分かりやすくしてくだ

さい。再度精査して、できるだけ現場の声を反映できるようにして欲しいと思

います。一般市民にも分かりやすく、文章に注意してください。 

増岡委員 啓発・広報活動の現状というのが、基本方針の下の現状のところで、十分述

べられているのでしょうか。（１）と（２）の具体的な取組の間に、啓発活動な

り活動推進に関して現状で何をやっていて、足りているのか足りていないのか、

どう捉えているのかということを、このヒアリングの部分に載せることは可能

ではないかと思います。現状と課題とあるならば、細かいところの現状と課題

をみよし市はどう捉えているのかというのを述べてから、具体的な取組がこれ

で、新しくこのようなことをやっていきたいと書いてあると、とても市民とし

て分かりやすいと思いましたが、時間との闘いだと思います。 

事務局 現状と課題を入れる場所がポイントになると思います。17ページを見ていた

だきますと、基本目標があって施策項目、施策の方向性がある。素案では施策

項目に対して現状と課題が入り、その次に取組がきております。施策の方向性

ごとに、現状と課題を入れるのがいいのか、あるいは現行のヒアリングやワー

クショップでの意見が皆さんの思っていることであり課題というような感じで

すので、それについて取組をどうしましょうというように順番を変えてもいい

のでは。 

浅野会長 現状と課題の次にヒアリングの意見を入れて、それから施策という順がいい

ということですか。17ページが一番大事な骨格ですので、障がい者の理解施策

項目に対しては、啓発・広報活動を推進する、福祉教育等の推進をする、ボラ

ンティア活動を促進する、この３本柱で行こうということになっています。そ

れが現状と課題から出てきた施策という事ですね。だから施策と現状と課題、

どっちが先かと言われたら、やはり現状と課題。その下に実際のヒアリング意

見はどうだったかというのを書く。それから決めた取組を、啓発・広報活動の

推進としては具体的にどういうもの。それから福祉教育等の推進ではこう。そ

れからボランティア活動の促進はどういう具体的な施策にする。章としても最

初に現状と課題が出てくる。その後、啓発・広報活動の推進に関しても取組内

容の前にヒアリング意見の考査入れておき、それからその取組内容を持ってく

る、そういう順番にしましょうということですね。そうすると、各具体的な取

組の「１ 啓発・広報活動の推進」の後にヒアリングを載せる。だから、「２ 福

祉教育等の推進」の後にもヒアリング・ワークショップでの意見を入れて、そ

れから取組内容、そういうように順番を全部入れ替えるということですね。そ

うすると流れが分かりやすくなる。 

増岡委員 中身についてよろしいですか。 

４章の１の（４）ボランティア活動の促進の中に入る内容は、ボランティア



 

 

 

団体の PRが主になると思うのですが、中高生など大学生も含めてボランティア

でよく動いてくれて、学校ぐるみで動いてくれているところが沢山あります。

大学では東海学園や淑徳、中京や愛教、また地域の高校生も、ボランティア活

動の場を用意すればいくらでも動いてくれると思いますし、中学生は授業でも

やっています。ですから中高生や大学生をボランティア活動に引き込むという

視点の施策を考えるということが一つ御提案です。 

それから、25ページ以降、２の（１）相談支援体制の整備には、教育部でも

子育て支援課でも、子ども総合支援センター、教育センターそれぞれ取り組ん

でおられるので、取組内容の中に福祉課以外の他課の障がい児に対することや、

その家庭への相談をやっている事については明記して取り込んでいったらどう

かと感じました。 

さらに、29 ページから 30 ページにかけての支援体制整備の中で、義務教育

段階の事が抜けてしまっていないかなと。専門相談員という事で市でかなりの

人数を雇用しているので、入れていくといいなと思います。 

最後に 31ページの（３）のインクルーシブ教育の推進で、一番大事なのは、

長期的にみるとやはり小学校段階からの教育が主役になってくると思いますの

で、教職員の研修、勉強会の開催等がありますが、例えば、実際には南部小学

校は三好特別支援学校との交流を 30年くらいずっと続けていて、よい関係がで

きているのですが、それが南中学校で天王小学校から来た子と南部小学校の方

から来た子を比べると、感覚が随分違うなと。こういう意味では南部小学校の

取組というのはとても大切です。小学校段階からの交流の推進というのを豊田

特別支援学校も三好特別支援学校もやっているので、市全体に居住地校交流の

何か具体的な形でここに明記して、学校に取り組んでもらえるといいと思いま

す。情報はいくらでもお伝えしますので、是非、福祉課からの方からもやって

いくように言ってもらえると追い風になると思います。 

浅野会長 幼稚園と小学校との連絡はよくなったのだけど、そういう話も今後出てくる

話だと思います。とても時間がかかることではあるけど、産まれた時から亡く

なるまでの生涯に渡り個人を支援すると、国も一人ひとりを支援すると言い出

しています。 

それから、文科省と厚労省の壁を破って交流するというのはなかなか大変で、

保育園と幼稚園の問題もあったり、計画には幼児の問題等も出てきますので、

できるだけ各委員の方々で具体的な意見を言っていただくのがよい。ヒアリン

グでそういう意見もあったと思うので、それを活かす手もある。 

事務局 先程のインクルーシブ教育（31ページ）の関係なのですが、福祉教育の推進

（22ページ）というのもありますので、「インクルーシブ教育」「福祉教育の推

進」のどちらかで網羅していこうと思います。 

浅野会長 28ページで「療育・教育」となっていますが、実は親の研修や親の支援に関

しては国があまりできていない。障がい児の訓練等には補助が出るけれど、常



 

 

 

時いる親をいい訓練者にしていくためには相当な訓練が必要で、国際的には障

がい児の親に対する訓練プログラムをどんどん実施している。それをやるには

お金がかかるので、支援しなければならない。方向性としては親の訓練の方に

向かうと思いますので、そのお金が出ないところに対し、誰か風穴を空けてい

かないといけないと思う。そういう芽になるような意見だったら是非入れてい

ただきたいと思います。 

では、次の章の説明をお願いします 

事務局 第５章は、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の基本的な考え方として、

計画の趣旨を記載しています。ここでは、他に盛り込んだほうがよい視点等を

御意見いただきたいと思います。 

第６章は、成果目標の設定として、国の動向の中で次期の計画で取り組むべ

き、と国が示した内容を取り上げています。これらを達成するための方策につ

いては、第４章の施策の方向性の具体的な取組から引用しています。本市の現

状を鑑み、追加、修正した方がよい部分があれば御意見をいただきたいと思い

ます。 

第７章では、障がい福祉サービス等の見込量と、それを確保するための方策

を記載しています。この確保策も、障がい者計画の施策の方向性の具体的な取

組から引用しており、追加、修正した方がよい部分があれば御意見をいただき

たいと思います。また、数値的な見込の疑問点や妥当性についても、御意見い

ただければと思います。 

また、第６章、第７章では、障がい児福祉計画で取り上げる内容も記載して

います。P56の５ 障がい児支援の提供体制の整備と P68 障がい児通所支援等

の欄です。あわせて御意見いただければと思います。 

浅野会長 障がい児福祉計画の策定は、国からの指示なんですね。 

事務局 今回、障がい児福祉計画で盛り込む内容は、以前は障がい福祉計画で取り上

げていました。国は児童福祉施策も重点的に取り組んでいこうということで、

児童福祉法を改正し、障がい児福祉計画を策定してその中でしっかりと整備し

ていきなさいということです。 

浅野会長 市民から見ると、障がい福祉計画の中で全部あればよいというのは当然の事

なので、一緒にやってきている。国の支援なしでは地域は動けない部分がある

ので、できるだけ国の動向に合わせていかざるを得ないと思います。 

第５章からですが、いかがですか。ここは直して欲しい、入れて欲しいとか

という項目あるかどうか、いかがでしょう。 

野﨑委員 一つよろしいでしょうか。53ページの年度末というのは必要なのですか。言

葉としてはいるような気がしますけど、年度で終えると具合が悪いですか。末

ということは３月下旬ですよね。 

事務局 末という表記は、平成 28年度中に何人地域移行したかという事を記載する事

になっていまして、年度末時点で移行した人数を基準として目標値を設定しな



 

 

 

さい、というような決まりになっています。 

野﨑委員 全体でよろしいですか。 

62ページで 26年度、27年度、28年度でこれは各年４月１日現在ですか。 

事務局 これは３月時点、３月１か月の実績が基準です。県からもそういう指示が来

ております。 

野﨑委員 64ページの平成 29年度は見込みじゃないですよね。65ページも同じですね。

あとは「見込み」という文字が入っています。 

浅野会長 年度末というのは要するに３月末。見込みの場合は見込みという事が分かり

やすいように、しっかり書いておいてください。 

阪田委員 67ページ、国は精神科医と相談し、地域移行支援を進めるということで、第

４期の計画で平成 27年度の地域定着支援３人と見込んで、実質は０でしたが、

次の第５期計画では見込み量１人となっています。これは何か意図があります

か。 

事務局 実績が見込みよりも伸びなかったことと、県内市町など他市町の実情を調べ

たところ、定着支援というのはなかなかできていないという現状もありました。

定着支援の方はこれも３月末時点の人数で確認するのですが、本市の規模です

と３月末に１人実施という見込みです。 

阪田委員 県が調査した中で、施設入所から本人ないし保護者が地域で生活したいと言

っている人数が、300 人を超えているという実態が出ているようです。実際に

地域の格差はあると思いますが、みよし市で施設と言えば「泰山寮」しかなく、

精神科病院も他市町になりますが、とりあえず下方修正している理由を質問さ

せてもらいました。 

事務局 達成が難しい項目であると思っています。少なくとも１人は達成したいと思

い、願いも込めて１人にさせていただいたのですが、数値の妥当性については、

自立支援協議会等にも御意見がいただけるとよいと思います。 

阪田委員 そうですね。県ももう少し詳しく調査をしていこうという意見でした。 

浅野会長 地域移行支援というのは、数値は昔から合いませんね。減らそうとしても逆

に増えてきたり、特に精神科病院の場合は減らそうとしています。一番の問題

は、地域移行させるための手順にあると思います。 

 病院から自宅へ戻る前に、地域の中にある、医療的な対応もできるような施

設（ハウス）で、一旦暮らしてケア受けながら生活する。それから自宅へ帰す

という事を欧米ではやっている。しかし、日本の場合は病院から自宅に直接帰

ることになってしまう。突然自宅へ帰すしか手がないような状況では、地域移

行は非常に難しい。 

阪田委員 本人の立場に立って考えると、体験の場はとても重要です。ただ、体験の場

をどういう形で整えていいのかを考えると、例えば知的障がいの分野ならグル

ープホームのような所で体験しておけばいいという議論もあります。しかし、



 

 

 

グループホームは入居者にとっては自宅なので、自宅に他人が入り込んで来て、

その当事者も、グループホームに住んでいる人達も混乱するのではないか、と

いった議論もあります。ただ、体験の場を保障する必要はあると思います。 

浅野会長 移行支援はもともと欧米からきた流れです。ヨーロッパでは精神科病院が空

だと言われる時代がありましたが、家事をやる訓練をするような家を病院が持

っていたり、退院して帰ったその各地域に退院者を受け入れる施設を利用する

事もある。それが日本は何十年もかかってやっていますが、なかなかやれてい

ない。 

端谷委員 保健所エリアに一つずつ作るという制度がありましたよね。東郷町の和合病

院の前にある施設（柏葉）が、２年間くらい、退院してから住める施設です。 

浅野会長 移行支援施設をしっかりと作ればいい。病院側でそういうことを自主的にや

っていかれる献身的なところもあるようです。例えば主婦が自宅に帰ったら、

主婦はすぐ家事を期待されます。しかし、献立を考えたりすることは非常に大

変なので、最初は看護師が一緒に考える。イギリスなどでは病院の中でそうい

う仕組みがあって、看護師がついて一緒に献立を考えたり、そういう日常的な

ことを手伝うということをもう何十年も前からやっているのです。日本はなか

なか国としてはやれていない状態だと思います。一方で、移行せよ、移行せよ

と数字だけは圧力をかけてくるということが何十年も続いていて、なかなかこ

の数値の達成は難しいところなのです。しかし、地域の現状に合わせてやるし

かないと思っています。 

石原委員 確認ですが、53ページの中段にあります「国の指針に基づいて」という目標

値を、それぞれ９％とか何％以上と目標値があるのですが、左側真ん中の基準

値というのは、前回説明いただいた３期計画の実績値が基準値になるという見

方をするという事ですね。 

事務局 そのとおりです。 

浅野会長 では、次に８章お願いします。 

事務局 第８章では、計画の推進に当たって、進行管理組織の設置、協働による計画

の推進、計画の評価、点検について述べさせていただいています。進行管理組

織としては、この計画審議会を考えており、これまで通り年に１回、審議会を

開催して、各年度の計画進行状況の確認ができればと考えています。また、協

働による計画の推進としては、本市に置かれましたみよし市障がい者自立支援

協議会を中心に現状と課題の分析を行い、計画の推進のための事業や取組を共

に考えていくようにさせていただいています。計画の評価、点検については、

ＰＤＣＡサイクルの視点で、計画の点検、評価を行っていくことを述べていま

す。 

第８章でも、現在の国の動向等踏まえて盛り込んだほうがいい視点等、御意

見をいただければと思います。 



 

 

 

浅野会長 計画の進行管理ということで、みよし市では進行管理組織として、障がい者

福祉計画審議会が、毎年計画の進行状況のチェックを行ってきています。今回

も、審議会が毎年チェックし、時代にそぐわなくなったという場合には直ぐに

手直しができるような体制をとる。それから、外部の窓口も随分増えてきたし、

計画の推進には、自立支援協議会と相談窓口を中心に、今回のヒアリングも随

分自立支援協議会の意見が入っている。自立支援協議会や本委員会でやってき

ていることがここにきちんと書かれてある。自立支援協議会の協議内容をイメ

ージする表もあります。それでもなかなか届かないと自立支援協議会のメンバ

ーから言われるのだけど、計画に書いてあることが大事です。 

あとは計画の評価点検。この頃あまりＰＤＣＡと言わなくなりました。要す

るに点検評価とはＰＤＣＡサイクルのこと。計画を立てて実行してチェックし

て、最後がアクション。その最後のアクションが非常に大事で、市長や議会に

提出して一段飛躍する。評価の委員会があって、委員の方々から意見が出され

て、そして点検結果に基づいて変えるべきことを変えていけばいいということ

でこれまでやってきています。そのＰＤＣＡの趣旨がここに書いてあります。 

石原委員 79ページの管理組織の設置の部分ですが、浅野会長がおっしゃったように、

作るだけじゃなくて、進行管理も第三者機関を設置してやっていくという事で、

非常にいいことだと思います。ただ、表現の仕方なのですが、審議会を設置し、

その後計画の進捗状況に関する報告を受けということで、どちらかというと委

員会の立場に立った表現になっていますので、市の立場からすると、計画の進

捗状況に関する報告をする、それから必要に応じて意見や提言を求めていきま

すというような表記の方がいいのかなという気がします。 

事務局 主語がなかったため、市は計画に関する報告をし、必要に応じて審議会から

意見の提言を行い、というように市と審議会の言葉をきちんと盛り込めば分か

ると思います。 

石原委員 事務局が言われたように、誰がという部分がないと分かりにくい。市は報告

する、審議会は提言するという、そういう整理をしておかれるとよいと思いま

す。 

浅野会長 誰が誰にというのが分かりにくいので。そこを分かりやすく書いてください。 

他に、意見はありますか。 

野崎委員 鏡の「みよし市障がい福祉計画（５期）」が正しいのか、80 ページではいき

なり「第５期」が頭にきているのが正しいのか、どちらかに統一してもらった

方がいい。最初の方はそうなっているので、合わせておいた方がよい。 

浅野会長 みよし市障がい福祉計画の素案についての質疑は時間になりましたが、もし

まだ具体的にここをこうしたいという所がありましたら、事務局に連絡してい

ただいて、事務局で判断できることであればそれでよし、判断が難しい事であ

れば委員長のところに連絡していただいたら判断しますので、お任せいただき

ます。是非もう一度ご覧になって、身の周りの事について計画にきちんと入っ



 

 

 

ているかどうか見ていただきたいと思います。 

それでは１番目の議題「計画の素案について」の議論は以上にしたいと思い

ます。 

 

（２）パブリックコメントについて（資料 No.２） 

事務局  配布させていただきました資料は、「広報みよし 12月１日号」の原稿案です。

このような形で、本計画について広く市民の方から御意見をいただきたいこと

を発信するとともに、市役所やサンネット、ホームページにて計画の素案を公

表します。 

 パブリックコメントの募集期間は 12月１日（金）から翌年１月９日（火）ま

でとなっており、いただいた御意見は、計画の最終案作成の参考にさせていた

だきます。 

浅野会長 前回はどの程度応募がありましたか。 

事務局 平成 24年には、３人から 12件の意見が出てきました。 

浅野会長 皆さんも委員をやっておられると色々と意見が集まると思いますが、委員会

で発言する、もう一つは当事者達からパブリックコメントに回答してもらうと

いうのも一つの方法ですので、これも促進していただきたい。このようにでき

るだけいろいろな方の意見が反映されるようにしたいものです。パブリックコ

メントはそういう趣旨なので、是非この制度を活用していただきたいと思いま

す。この場で細かく見て、また意見がありましたら事務局の方へ連絡をお願い

します。 

続いて、「計画策定に向けたスケジュールについて」事務局からお願いします。 

 

（３）計画策定に向けたスケジュールについて（資料 No.３） 

事務局  パブリックコメント終了後に最終案を作成し、２月に第３回の審議会を開催

して意見をいただくこととなっています。 

浅野会長 次回は２月ですね。２月にもう１回会議がありますのでお願いします。それ

では議題スケジュールについては以上です。以上で議題は終わりました。事務

局にお返しいたします。 

事務局 今回は沢山の修正、御意見をいただきましたが、再度委員全てに確認いただ

こうと思うと、12月のパブリックコメントに間に合いませんので、事務局でま

とめた後、委員長に確認していただくこととします。 

最終的には２月の最終案でも意見は出と思いますので、この方法で承認をい

ただきたいのですが、いかがでしょうか。 

浅野会長 お任せいただくということでよろしいですね。 

事務局 ありがとうございました。では、以上を持ちまして第２回みよし市障がい者

福祉計画審議会を終了したいと思います。ありがとうございました。 



 

 

 

 


