
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３回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開催日時 
平成３０年２月２６日（月） 

午後１時３０分から午後３時５分まで 

開催場所 市役所６階 601・602会議室 

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）、中村 さき子（福祉団体代表）、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）、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）、渡邊 祥子（幼

稚園代表）、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 

次回開催予定日 平成 30年 10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３回みよし市障がい者福祉計画審議会 会議録 

日 時 平成 30年２月 26日（月）  

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３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、浜辺委員、木村委員、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、福祉部長からあいさつを申し上げます。 

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、審議していただくものであります。 

11月 14日に開催された第２回障がい者福祉計画審議会以後、12月には計

画策定に向けたパブリックコメントにて、市民の皆さまからの意見を募集し

た結果、２件の貴重な意見を聞かせていただくことができました。これらの

意見を参考に、みよし市障がい者福祉計画の最終案を作成。この最終案は、

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、この最終案について皆様方から御意見をいただき、いた

だいた御意見を参考に最終案を修正します。３月には市長への答申を予定し

ており、３月末に計画の製本を予定しています。 

今回は、答申、製本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、浅野会長からあいさつをいただきます。 

浅野会長 いよいよ最終案を作る段階になり、最後の審議となります。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ので、よろしくお願いいたしま



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次第、資料 No.１パブリックコメント

の結果、No.２－１計画の最終案、No.２-２最終案の修正部分一覧、No.３今

後のスケジュールです。なお、最終案の送付後に修正があり、第４章が大き

く変わりましたので差替えを机上配布させていただいております。 

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）パブリックコメントの結果について（資料 No.１） 

浅野会長 それでは審議に入ります前に、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。。 

それでは、議題１パブリックコメントの結果について、事務局から説明を

お願いします。 

事務局 資料№１パブリックコメントの結果についてをご覧ください。 

第２回審議会でも述べました通り、平成 29年 12月１日（木）から平成 30

年１月９日（火）までの間、パブリックコメント制度による意見募集を行い

ました。結果、３人の連名による２件の御意見をいただきました。意見の内

容と市の考え方は資料のとおりです。詳細は、議題２で御説明させていただ

きますが、いただいた御意見については、障がい者福祉計画の策定と計画を

推進する上での参考とさせていただきます。 

以上で、議題１の説明を終わります。 

浅野会長 ヒアリングをしっかりとやっているので、以前よりパブリックコメントが

減ってきているのかもしれません。１番の意見ですが、交流の場というのは

市民活動支援センターがありますよね。そこは使わないのですか。 

渡邊委員 市民活動センターの２階は今、親子通園ルームふたばという、就園前の親

子が通う場所になっていますので、スペースはあまりないと思います。１階

は何があるのですか。 

事務局 １階は衣浦東部保健所の分室と、市民活動支援センターがあります。 

浅野会長 スペースはあるけど交流の場が足りないので、計画上はそういう場の設置

に向けた検討を開始すると書いてあるわけですね。 

事務局 交流の場の設置とありますが、場所と機会ですので、交流の機会をどのよ

うに設けるか、それに向けてどのような場所が適当かということを検討して



いこうと思います。 

浅野会長 場所も機会の提供もマネジメントが大事になると思います。他に何か質問

はありませんか。それでは、パブリックコメントの結果についての市の考え

方はよろしいでしょうか。 

では続きまして、（２）みよし市障がい者福祉計画の最終案について、事

務局から説明をお願いします。 

 

（２）みよし市障がい者福祉計画の最終案について 

事務局 資料 No.２－２障がい者福祉計画の最終案についてをご覧ください。修正

部分一覧に沿って御説明させていただきます。障がい者差別解消法や第２回

審議会、パブリックコメントでいただいた意見を参考に、資料にあるような

修正を加えました。なお、誤字、脱字については、第３回審議会後に入念に

確認することと、イメージ図についても文字を大きくするなどの加工を検討

しております。 

 また、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画については、愛知県からの意

見も考慮しなければならず、愛知県から意見をいただいたのが先日であり、

資料の印刷に間に合わなかったため、この部分も製本前に掲載する予定で

す。 

浅野会長 県からの意見はどの程度の量があり、内容はどのようなものですか。 

事務局 県の計画で算出した数値等を、市の計画にも載せるよう指示が来ていま

す。県内市町村全てに指示があり、県計画で記載されている数値が市町村の

規模に応じて割り振られ、その数値を達成する方法を市の計画に記載するこ

とになっています。最終案のとおり事業等に取り組めば、県が算出した数値

の達成に向けて進めていけると考えています。 

浅野会長 県が数値化した目標を、みよし市の計画にも参考までに載せてほしいとい

うことですね。委員の方から他にご質問がありましたら、最後の審議ですの

で言っていただきたいと思います。 

石原委員 資料 NO.2-1 で、第４期みよし市障がい者福祉計画と障がい福祉計画（第

５期）と書かれており、表記を統一できるのであればした方が市民目線で見

て分かりやすいのではないでしょうか。市が作る計画ですので、統一された

方がいいと思いました。この計画の上位計画である地域福祉計画は第３期地

域福祉計画となっておりますので、最初に期を入れてから計画名にしたらよ

いと思いました。 

浅野会長 括弧で後ろに付けたのは何か理由があったのですか。 

事務局 現在の障がい者福祉計画の際に障がい者計画は頭に、障がい福祉計画は後

ろに付けていました。今までの計画と同様、後ろに付けましたが、分かりや

すい表記がよいとの意見もいただきましたので、検討させていただきます。 



浅野会長 今決めればよいのではないですか。確かに頭に付けておいた方が良いと思

います。 

事務局 分かりました。 

浅野会長 （第５期）と後ろに付いているものを、括弧を取って計画名の前に出し、

今後はこれで統一するということでよろしいですか。 

事務局 補足説明として、表紙の第５期の障がい福祉計画、第１期の障がい児計画

が２段になっているのですが、計画自体は別物で両方とも３年計画ですの

で、計画名の間に計画期間を入れていこうと思っています。 

浅野会長 その方がよいですね。 

野﨑委員 ７頁の表中が平成 29 年度で終わっていますが、他の表を見ると見込みが

入っています。まだ終わっていないので見込みを入れておいた方がいいです

よね。 

事務局 意見のあった表は４月１日時点になります。 

野﨑委員 それなら見込みじゃないですね。それから８頁に修正予定の矢印がありま

すよね。これは凡例が違うということですか。 

事務局 そうです。凡例が違っていますので、総人口という記載に代わり、65歳以

上が右にずれます。 

野﨑委員 このまま印刷するわけではないということですね。 

事務局 そうです。このまま印刷はしません。 

増岡委員 12、13頁で難病指定されていないような病気で困っている人のサービスが

ないかと、福祉課の職員にアイデアをいただきに行ったこともありました。

そういった人への支援というのはどこかに記載されないものか。私が知って

いるだけでも学校で事故にあって苦しんでいる人が２人おり、その子達は保

険適用の治療を受けられないと苦労されています。法律で守られている難病

の人達はよいですが、そうではない方もたくさんいるので、そういった人へ

のサービスというのがないか探しましたが記載はありませんでした。 

浅野会長 国が指定していない難病の患者の場合、その人たちを支援するような市町

村はあるのでしょうか。国ではまだ指定していないけれども、支援している

地域などはないのでしょうか。難病患者の指定も徐々に増えていった経緯が

あります。昔はこんなにたくさんありませんでした。 

端谷委員 医学的に見ると、例えばパーキンソン病でも病気の種類や程度によって

様々です。よって、判断がとても難しく、市や学校が関係しているという理

由で支援を考えられたらよいと思いますが、対象を考えようとすると状態も

様々ですのでとても難しいと思います。市で特別な支援施策を考えられれば

フォローできるかもしれませんが。 

浅野会長 難病は医学的な診断に基づいている。ただ、明らかに生活に支障があると

いうのは、医師が障がい認定するといった方法は今はまだないのですか。や



はり医学的な診断に頼ってしまうのですか。 

端谷委員 誰かが診断しないといけないものですし、診断するのは医者と決っていま

す。 

浅野会長 介護は介護認定審査会で審査して、医学だけではありませんよね。 

端谷委員 介護保険はその目的で作った法律です。 

浅野会長 今の話を聞くと、生活に支障があるということは客観的には認定できるは

ずですね。まだ県などに頼るしかないですが。 

塩 之 谷 委

員 

例えば難病によるリウマチは悪性のものしかありません。でも、リウマチ

になった場合には使える制度もあり、そういった疾病もまた別に多くありま

す。基準の中に入れば使える可能性はあると思います。 

浅野会長 現場の人にいろいろと探ってもらうしかありませんね。 

塩 之 谷 委

員 

いろいろな市町村の福祉課の報告を見ていると、市民が困っているという

ことで独自に取り組んでいるのを見るので、状況に応じてあるのだと思いま

す。 

浅野会長 委員の方々も気にしていただいて、毎年度確認の会議がありますので、新

しい情報があれば提供してもらい、共有することにしたいと思います。 

渡邊委員 37頁の第４章、障がいの早期発見、具体的な取組として書いてある箇所。

やっていただいている取組もあり、３歳児健診で専門的に見てくれるといっ

たことは分かります。市にある親子通園ルームふたばにも通われています。

ただ、幼稚園に入ってマンツーマン対応が必要な子に、現状では医師の診断

書がないと県の補助も受けられません。専門医に診せたいと言っても、豊田

市こども発達センターは今、予約しても２年後であるといったことが当たり

前なのです。現場の幼稚園や保育園は、多動的な子どもたちにマンツーマン

が必要でも、保育園ではそういう関わりが出来ない状況ですのでふたばへ行

くように言う、でも保護者は他の子と一緒の生活をさせたい、幼稚園は診断

書が後でもいいと受け入れている状況です。計画には対応しているように書

いてあっても、実は現場は困っていて保護者もどうしていいのか分かってい

ない。診察の予約をしたという人が私の幼稚園にも今５人ほどいます。具体

的に言えば、みよし市で診断出来る医師にいていただかないと、専門医をお

願いしても２年、３年待ちというの状況ですので、ますますひどくなってい

るように思います。そうなると、保護者と幼稚園や保育園が困ると思います。

専門的な対応をしっかりと文言として入れていただきたいと思います。私は

乳児しか分かりませんが、他の年代もないのかと気になりました。 

それからもう一点。31頁のインクルーシブ教育ですが、インクルーシブと

簡単に使われていますが、インクルーシブ教育やインクルーシブの社会と言

っても言葉だけが走っているように思えて、具体的にどこからどうするか見

えません。以前も発表させていただきましたが、確かに計画に書いてあるよ



うな研修等が行われています。ただ、質を変えていく時期ではないかという

提案をして、内容を変えるというのをここでどのように表現できるのか、期

待できるような文言が必要になってきます。せっかくこれだけ立派なものが

出来るので、問題を少しでも深める文言が欲しいと思います。例えば、子ど

もの発達や障がいに関する保護者の不安の軽減を図ると漠然と書いてあり

ますが、要望を聞きながらお互いに育ち合うというようなことが必要かと思

います。ただ不安というのではなく、こちらが受け止めている深さや、専門

員をどのように配置するのかということもはっきりしなければ、現場はこの

まま進むのかという不安が残ります。せっかくここに出てきているので、少

しでも何か残したいと思います。まず、診断をしてくださる医師がほしいで

す。２年も待っているうちに小学生になってしまいます。 

端谷委員 ６歳以下は全然経験がありません。小学校以上の子たちはたくさん診てい

ます。診断するのは簡単ですが、発達障がいでも ADHD だと５歳以下の子に

は使えない薬があって、対応のしようがないことがあります。診断は小児科

でしてもらうしかないという気がします。小児科の経験はないので知識がな

いのですが、臨床心理士がみえるということはありませんでしたか。 

渡邊委員 臨床心理士はいらっしゃいます。保護者は困った時に医師を紹介してくだ

さいと私のところに来ます。保護者にそう言われた時に安心してあの病院へ

行ってくださいと言える所があって、精神科ということではなく幼児の場合

はまだ薬がなく、子どもの生活の中で丁寧に診ていく中で、名大の医師に歩

けないと言われた子でも皆が歩いていると歩けるようになる。そういう子の

発達に私は期待をしています。それでもダメなら薬は必要だと思いますが、

子どもにきちんと伝えながら関わっていくという支援を私はやっていきた

いと思います。その為にはやはり人が必要です。私達のような幼児教育のプ

ロがいれば、子どもに対応出来ることはたくさんあるので、人が必要という

点が現場は一番悩んでいるところです。みよし市でも医師を、例えば医師だ

と小児科のくまさんクリニックと連携しながらでもいいのでやっていただ

けると助かります。３歳児健診で見つけていただいても、その後どうしたら

いいのか保護者だけに負担がかかっているので、その辺のケアが欲しいと思

います。１年も２年も待てない中で、現状は待たれています。名古屋市原の

クリニックに行っても半年待ちで、私達は微力だと思います。どの程度の人

をどの程度の期間待たせているのかも把握できていませんし、そういうこと

も知らせていただくと保護者に対応が出来ます。具体的に進めていただくと

よいと思います。 

浅野会長 国や県からのアンケート調査はないのですか。どういったニーズがあるの

か、国は国策としていろんな調査をやるはず。保育園の待機児童だけではな

いということで、特に今の話は早期発見、早期集中治療が発達障がいに効果



があると科学的に結果が出てきている。保護者はインターネットで情報を得

られるのでそういったニーズが出てきますよね。そうすると待機される人が

これからどんどん増える傾向にあると思います。行政で県や国に伝えるルー

トがあれば伝えるしかありませんよね。 

端谷委員 医療職から見ると、何分間１人にかけられるのかという問題が出てきて結

構難しいです。みよし市には精神科はどれくらいあるのでしょうか。最近は

4、5件あると思うのですが、その中で少なくとも小学校から診ているのは私

しかいないので、特にそういう発達系の子は市民病院に行ってもらうしか、

民間に頼むのは難しいと思います。障がいというものは医療がどこまで必要

かという話で、診断書がいるだけという問題もありますが、それなしでプロ

の人たちに見てもらえればそれはそれでいいとは思います。 

渡邊委員 人が必要です。幼稚園、保育園は、３歳で 20 人に１人、そこに多動的な

子がいてその子に付くことになる。全体の生活に慣れるのにも時間がかかる

というような子が今は多いです。 

増岡委員 この話はこの審議会ですることではないですよね。 

渡邊委員 障がいを発見した後の対応をする必要があると思います。突き詰めれば最

終的には人であり、薬で対応するよりも幼児教育の中で子どもが変化してい

くという実情がある。そういう実情があるのに現場だけに任せていいのかと

いうことを考慮していただきたいと思います。現場でどう対応するのかとい

うところの検討をぜひお願いしたいと思います。 

増岡委員 そういう施設は何か所かあるのですか。 

渡邊委員 豊田市こども発達センターが一手に引き受けてくださっています。 

増岡委員 みよし市にはないのですか。 

渡邊委員 専門の医師がいらっしゃいません。 

端谷委員 みよし市に障がいがある子達のケアをするような施設はないのですか。 

増岡委員 今のお話で、31頁にインクルーシブ教育の推進とありますが、みよし市自

体がノーマライゼーション社会ということでどこを目指すかというものを

示すと良いと思います。地域包括ケアシステムがみよし市の特徴と言われ、

なかなか打ち出していけない現状だと思っていますが。学校現場で言うと、

平成 29 年度から学校教育課に常勤の臨床心理士を１人配置しております。

その人が一年間に 1,000件以上の相談を受けていると思います。その人がコ

ーディネーター役になって病院を紹介するわけですが、その人が来る前まで

は臨時職員に週２回、月、木曜日に市役所に来てもらう形で対応していまし

たが、それでは学校現場が保たないということで１人配置し、今年１年とて

も動いていただいたという実績があるわけです。学級担任だけでなく保護者

にも検査の結果から病院を紹介したり、受診を促してもらえたことがあり、

プラス学校教員もそういった話がある程度出来るよう、情報をたくさん集め



なければいけません。こういう時は端谷クリニック、こういうときはあそこ

のクリニック、もっと大変な時は一本電話もらえれば違うところを紹介しま

す等。今は和合病院でも面倒を見てくれますし、星が丘マタニティもありま

すし、原のクリニックもあります。そういうのは各医師の特徴を学校のコー

ディネーター役がしっかり分かっていないと出来ないということを教員に

は指導しています。自分の努力も必要ですし、今年度は臨床心理士が常勤で

いたので非常に助かりました。みよし市の市民病院の先生の紹介があると、

豊田市こども発達センターに早く診てもらえるとかそういうこともあった

りするかもしれないので、ネットワークをどうするということをこの中に盛

り込んでいくことが一番大事だと思います。渡邊委員がおっしゃるように、

具体的な記載があればなお良いと思います。 

渡邊委員 インクルーシブ教育で提案ですが、教職員の障がい理解の促進、支援の資

質向上に努めますということで、言葉としては完璧ですが、ここに私が感じ

るのは障がいのある子の生活を知らなさすぎる教職員の方が多いというこ

とです。経験していないと出来ないとおっしゃいますが、子ども同士の生活

でそんなに怖がらなくても出来るのに知らないからだというのは疑問。幼稚

園や保育園にたくさんの障がいの子がいます。統合保育をやっています。小

学校から見学にいらっしゃるというのは、入学しますという時に障がいの子

だけ見学にいらっしゃいますが、それでは遅いと思います。教務の先生がい

らしても現場の先生が見ていないというのが一番不安。幼稚園も小学校に体

験に行かせていただきたいのですが、その何倍か小学校の先生が幼稚園の現

場を見に来る、そういう制度を作っていただかないと、入学してからのギャ

ップを子どもは感じると思います。 

増岡委員 今のお話は学校教育課で。 

渡邊委員 インクルーシブ教育促進のところに一つ文言を。子どもの発達が分かる先

生を次の担任に予定している方は、定期的に見に来ていただくということな

ら出来るのではないかと思います。 

浅野会長 先ほど渡邊委員がおっしゃっていましたが、発達障がいの支援を受けよう

とすると診断がいります。医師しか出来ないということですか。 

渡邊委員 臨床心理士ではいけません。 

端谷委員 そうすると５歳児健診はいいですよね。小学校の先生や担当の人達が一緒

に５歳で受けて、外でも問題があれば学校の先生たちがその子を１年間かけ

て変えていって、入学できるという制度を蟹江などが作っています。計画の

コンサルタントの人達が、どこが一番いいことをやっているのかというのを

市に提案してもらえると良いと思います。計画を作る側の人達が一番よく分

かっていると思います。子どもだけではなく大人の引きこもりの人たちも最

近は出てくるし、障がい者をどうして企業に入れないのか、どこで何人障が



い者を雇用できそうか。法定雇用率は 2.3パーセントもあるわけですから、

そういうことを全部分かっている会議はどこがやっているのか。こういった

計画を作る時に、県や国のパターンに沿って作ってしまうのもどうかと思い

ます。 

浅野会長 心理学関係の要望が非常に強くなってきている。心理士がやっと国家資格

になりました。今までは心理士と言っても協会が認定しているだけで国家資

格でもなく、医師の指導の下でという制限もたくさんありました。国家資格

になると看護師と同じようにその資格があれば出来ることがあって、心理学

の専攻があるところは、愛知大学も心理学科になったようで国家資格のコー

スを作ったようです。そういう大学はどんどん増えてきますので、そうなる

と社会的にインパクトが出てきて、国も安心すると思います。今の段階では

３歳児、本当はもっと早くという話もあって日本はまだまだ遅れています。

そういったことは厚労省もよく分かっていると思うのですが、いろいろな事

情があって日本は遅れています。アンケートが来ると思うので、今の問題を

市としても県にどんどん訴えていくようにしていただきたいと思います。事

情は急速に変わる可能性もあり、この計画の途中でも国がいろいろ出してく

ることもあると思いますので、計画の確認の時に最新の情報を皆さんで情報

交換して対応策を考えていくということでどうでしょうか。診断も、なかな

か民間だけでは難しいということもあると思いますので、県に訴えていくし

かない問題だと思います。機会があればぜひ市として御意見していただきた

いと思います。計画としては特に書き方が難しいです。 

渡邊委員 あとの対応をしっかりやっていただきたいと思います。３歳児健診をしま

した。その後、保護者がどう行動できるのか。その行動がストップしている

ところをみよし市としてはしっかりとやっていただきたいと思います。５歳

児健診は非常にいいと思います。なぜなら３歳は受けたくないという保護者

もいて、学校へ入ってから困っていらっしゃる人がたくさんいらっしゃいま

す。保護者も確認するということで必要かと思います。検討事項でもかまい

ません。 

事務局 医者の資格を持った方を配置しますとは申し上げられませんが、我々も把

握はしております。 

渡邊委員 予約から診察までが年々長くなって、待機が多くなっているというのは見

過ごせないと思いますので、市としても何らかの対応を考えていただきたい

と思います。 

浅野会長 もっと増えるというのはおっしゃる通りだと思いますので、動かないとい

けないですね。１年後の計画の確認時にどうなっているか、委員からも御意

見いただきたいと思います。 

石原委員 １つよろしいですか。65 頁をご覧いただくと、平成 29 年度の利用実績欄



について、他市の計画を見ると 10 月 1 日現在の実績を載せているところも

あり、みよし市についてもある時点での数値を載せるという説明だったと思

いますが、それで良かったですか。また、ある時点というのをいつにするか

ということになると思いますが、４月１日や 10 月１日という形が良いと思

います。一番新しい情報というと、年度と年ということで 30 年の１月１日

現在というような形で、ある部分が年度で捉えるということであれば、年の

始めということで１月なら実数を把握できますか。見込みを取って、１月と

いうことで具体的な数値を入れると良いですね。 

浅野会長 65頁の平成 29年度のところは見込みではなく実数で。 

野﨑委員 65頁だけですか。 

事務局 全てです。ある時点の１か月分実績として記載します。 

浅野会長 他はよろしいでしょうか。３月５日に市長に答申するので、委員から御意

見があれば修正はいつまで可能ですか。 

事務局 今週中でお願いします。 

浅野会長 今週中であれば、気が付いたところがあれば事務局に言っていただいて、

後は会長に任せていただいてよろしいですか。時間的な都合もあるので、そ

のようにさせていただくということでよろしいですか。 

事務局で修正した結果については委員にも連絡があるかもしれませんが、

よろしくお願いいたします。 

事務局 先ほど配布せていただいたのが、県からの指摘事項です。１番と６番の２

つ大きな指摘がありました。 

県から送付されましたワークシートで算出される数値の累計を、氏の計画

にも追加してほしいということでした。 

中村委員 裏の第２章の発達障がいに関する記載、これはあるのですか。 

事務局 第２章はみよし市の障がい者の状況を手帳の所持者や難病の数字を入れ

てありますが、その中に発達障がいに関する記載を入れて欲しいというもの

です。 

中村委員 知的障がいと療育手帳の数は入れてありますが。 

端谷委員 細かく入れてほしいということですかね。診断が出来ないで困っていると

回答したらどうですか。 

増岡委員 発達障がいの診断を受けている子どもの数は、学校教育課が分かっている

と思います。ただ先ほどのお話ですけど、診断を受けた子は氷山の一角で、

実際に国立大学が作った指標に照らし合わせると、私の学校でも 60 人程度

が実際には診断を受けていなくても発達障がいの可能性があるという数値

が出ています。県に尋ねたいのが、どちらの数値を望んでいるのかというこ

とです。 

事務局 私どもが把握しているものなのか、ちゃんとした想定値なのか分からない



ですね。可能であればという表現ですので。 

浅野会長 県のパブリックコメントに書かれてはどうですか。パブリックコメントと

いうのはみよし市は書けないのですか。個人で書かないといけないわけです

かね。ただ、意見としては返せますよね。審議会で氷山の一角で、どっちを

書くかということと実際には診断待機が起きているのだと書いてはどうか。 

渡邊委員 10頁の数値は知的障がいがある人の状況で、全く数値が違うと思います。

療育手帳を貰っている数が３分の１ぐらいですので、淑徳大学やいろんな大

学の先生に療育に行ったり診断してもらっている子の方がはるかに多いは

ずです。ですので、この数値は私達が見ても何の参考にするのか分からない

です。この数値だと対応が難しいと思います。現状ではこの療育手帳だけで

は頼ることは出来ないと思います。現実的ではありません。 

浅野会長 全国からそういった数値があがってくる。 

端谷委員 逆にそれをしっかりと書いたら、みよし市らしくなるのではないですか。

ここに書いてあるのは療育手帳のみの方で、実際にはもっと多いので改良し

ていきますと書いた方がいいのではないでしょうか。 

浅野会長 書けるかのかどうか。 

阪田委員 数値ではなく、文言としての表現をすればよいのではないか。 

渡邊委員 ８ページの内部障がいというのは何ですか。 

事務局 内臓等の障がいです。 

渡邊委員 分けてあるのは身体の部分と、情緒は知的になるのですか。情緒というの

はどこにも数値は出てきていないということですね。 

浅野会長 それでは、県からの指示に対し、何か意見を返しますか。 

事務局 分かりました。この意見に対してどう対応しますかという指示が来ると思

いますので、審議会ではこういう意見で困っていますと回答します。 

浅野会長 ちょうど時間になりましたので、あとは事務局や会長に任せて最終案にし

たいと思います。今後のスケジュールについて事務局よりお願いします。 

 

（３）今後のスケジュールについて（資料 No.３） 

事務局 資料 No.３をご覧ください。平成 30年度は、平成 30 年度の実績を確認す

ることとなっています。今回、御意見をいただいた次期計画ではなく、現計

画です。また、年度が変わることもあって、委員の変更も考えられます。平

成３０年度は１回、10月頃に開催を予定しております。予定が決まり次第、

御連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

今後のスケジュールとしましては先ほど会長のお話にもありましたよう

に、３月５日に市長への答申を予定しております。印刷・納品は３月末まで

にするという予定で進めております。 

浅野会長 今後のスケジュールについては以上にしたいと思います。それでは事務局



の方にお返しします。 

事務局 計画内での文章表現等につきましては、事務局で一括して修正をし、その

確認は会長にしていただくということでお願いしたいと思います。 

それでは以上をもちまして、第３回みよし市障がい者福祉計画策定審議会

を終了したいと思います。ありがとうございました。 

 


