
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 30年度みよし市障がい者福祉計画審議会 

開 催 日 時 
平成 30年 10月 30日（火） 

午後１時 30分から午後３時 20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） 

阪田 征彦（学識経験者（相談支援地域アドバイザー）） 

（委員） 

野﨑 又嗣（民生児童委員代表）、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）、石原 正裕（障がい福祉団体）、盛田 信一（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）、木村 豊（教育関係者）、渡邊 祥子（教育関係者）、本松 

抄千江（教育関係者）、長谷部 実（市民代表）、永田 達夫

（関係行政機関） 

 

（事務局） 

小野田福祉部長、太田福祉部次長、海堀福祉課長、深谷副主

幹、清水主任主査、佐野主事 

 

欠席／端谷 毅（医療関係者）、西村 小百合（障がい福祉団

体）、増岡 潤一郎（教育関係者）塩之谷 真弓（関係行政機

関） 

次 回 開 催 予 定 日 平成 31年８月 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

担当者 清水 慎太郎 
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ﾌｧｸｼﾐﾘ 0561－34－3388 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 
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平成 30 年度みよし市障がい者福祉計画審議会 会議録 

日 時 平成 30年 10月 30日（火）       

午後１時 30分から午後３時 20分まで 

 場 所 みよし市役所３階          

研修室４・５             

 

１ 委嘱状交付 

２ 市長あいさつ 

３ 会長選任 

海堀 

福祉課長 

ただいまから平成 30 年度みよし市障がい者福祉計画審議会を開催いたしま

す。 

本日の会議は一般公開されておりますので、御承知ください。 

初めに、市長から委嘱状の交付を行います。 

  － 委嘱状交付 各委員 受領 － 

ここで、市長からあいさつを申し上げます。 

市長 委員の皆様には、御多忙の中、委員をお引き受けいただきありがとうござい

ます。また、日頃は、本市の障がい福祉行政推進に対し、格別な御理解と御協

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」、「障がい児福祉計画」を

一体的に策定した「みよし市障がい者福祉計画」の策定及び推進について調

査、審議をいただくものでございます。 

本市における平成 30 年４月１日現在の障がい者手帳所持者の状況は、身体

障がい者が 1,428 人、知的障がい者が 354 人、精神障がい者が 340 人で計

2,122 人となっており、前年度に比べて 52 人増加しております。また、障がい

の程度の重度化、状況の多様化が進んでおり、将来のことを考えますと、障が

い者福祉についてしっかりとしたビジョンを持って対応をしていく必要がある

と考えております。 

さらに、本市におけます「みよし市版地域包括ケアシステム」の実現に向け

ては、障がいのある人だけでなく、高齢者等も含めた地域社会づくりが求めら

れています。本審議会の委員の皆様方におかれましては、こうした地域共生社

会の実現に向け、お力添えをいただきたいと存じますので、今後とも格段の御

理解、御協力をお願いといたします。 

結びに、「みよし市障がい者福祉計画」を実りのある計画として推進してま

いりますので、委員の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げ、ごあいさつと

いたします。 

福祉課長  本日、端谷委員、増岡委員、塩之谷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。 

続きまして、次第３の「会長の選任」。「みよし市障がい者福祉計画審議会要

綱」第４条第２項で、会長は委員の互選により決定することになっておりま

す。会長について、どなたか御推挙して頂けませんでしょうか。 

熊谷委員 会長に、学識経験のある浅野俊夫様を推薦します。 

福祉課長 ただいま浅野俊夫様に会長をお願いしたいとの推薦がございましたが、いか

がでしょうか。 

－ 異議なし － 



委員の皆様の御賛同により、浅野俊夫様に会長をお願いすることと決定いた

だきました。浅野様、よろしくお願いいたします。 

続いて副会長の選任についてですが、要綱によれば委員の互選となっていま

すが、事務局からの提案として、副会長は会長の指名によることとしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

 － 異議なし － 

皆様の御賛同により、副会長は浅野会長の指名によることと御決定いただき

ました。それでは、浅野会長、副会長の指名をお願いします。 

浅野会長 副会長には、学識経験者であり相談支援地域アドバイザーの阪田征彦様にお

願いしたいと思います。 

福祉課長 ただいま会長から阪田征彦様に副会長をお願いしたいとの指名がございまし

た。阪田様、よろしくお願いいたします。 

ここで会長、副会長から就任の御挨拶を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。 

 初めに、浅野会長お願いいたします。 

浅野会長 本日は御出席いただきありがとうございます。 

本計画策定時の委員の方々が半分程度いらっしゃいます。障がいに関する制

度や国際基準は変化していくものです。任期は３年となっていますので、任期

中は地域の末端までアンテナを伸ばして、情報収集していただきたいと思いま

す。 

福祉課長  ありがとうございました。 

 次に、阪田副会長お願いいたします。 

阪田副会

長 

 みよし市の障がい者福祉計画に携わり始めてから 10 年ほど経ちましたが、

当時は障がい者の人数も 1,500 人程度でした。１人の障がい者を支援しようと

思ったとき、障がい以外の分野にも目を向けなければならなくなってきていま

す。他の計画と重なる部分も出てきますので、皆様と協力しながらよい計画に

していきたいと思っております。 

福祉課長  ありがとうございました。 

 

４ 議題 

（１）みよし市障がい者福祉計画の概要について 

福祉課長  審議会要綱第５条第１項により、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。 

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。 

本日の出席委員は 15 人で、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。 

それでは、議題（１）「みよし市障がい者福祉計画」の概要について、事務局

から説明をお願いします。 

事務局 それでは、資料№１を御覧ください。 

本市では、平成 30 年３月に障がい者基本法に基づく「第４期みよし市障がい

者計画」と障がい者総合支援法に基づく「第５期みよし市障がい福祉計画」、児

童福祉法に基づく「第１期みよし市障がい児福祉計画」の３つの計画を内包し

た「みよし市障がい者福祉計画」を策定しました。 

策定の位置づけとしまして、「第４期障がい者計画」は、障がい者基本法第

11 条第３項に規定する「市町村障がい者計画」として、障がい者をとりまく状



況や社会情勢を踏まえ、障がいのある人の自立と社会参加への支援を総合的か

つ計画的に推進していくための基本目標を示す計画となっております。 

また、「第５期障がい福祉計画」は、障がい者総合支援法律第 88 条に規定す

る「市町村障がい福祉計画」として、障がい福祉サービス、相談支援や地域生

活支援事業の提供体制の確保等に関する計画として策定しました。加えて、平

成 28 年６月の児童福祉法の改正により、新たに市町村に策定が義務付けられま

した「第１期障がい児福祉計画」を、「第５期障がい福祉計画」と一体的に策定

しました。この計画は「みよし市総合計画」、「みよし市地域福祉計画」を上位

計画とし、関連する計画と整合性をとりながら、障がい者、障がい児福祉の方

向性を示す計画として位置付けられており、資料にあるのは、それをイメージ

図化したものです。計画の期間は、「第４期障がい者計画」が本年度から６年の

平成 35 年度まで、「第５期障がい福祉計画」及び「第１期障がい児福祉計画は

本年度から３年の平成 32年度までとなります。 

以上で、議題（１）の説明を終わらせていただきます。 

浅野会長 詳細は障がい者福祉計画の冊子にも書かれています。「第４期障がい者福祉計

画」では基本的なことが、「第５期障がい福祉計画」には具体的なサービスの目

標値等が書かれています。阪田副会長からもあったように、障がい分野だけで

支援することが難しい人が増え、地域共生という大きな枠で考えていく必要が

ありますが、その骨格にあるのは人権の尊重です。時代とともに法律は変わり

ますが、一番大切なのは人権や個性の尊重であるということを念頭に置いてお

けば、方向性が大きくずれることはないと思います。 

 

（２）「第４期みよし市障がい福祉計画」の進捗状況について 

浅野会長 議題（２）「第４期みよし市障がい者計画」の進捗状況について、事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 それでは、資料№２を御覧ください。 

本計画は平成 30 年４月からの計画となっており、上半期の進捗状況を関係

する各課に確認し、資料を作成しております。具体的には、障がい者福祉計画

冊子の第４章、施策項目の取組内容を一つずつ評価させていただきました。実

施状況として、Ａを「実施した」、Ｂを「一部実施した」、Ｃを「下半期で実施

予定」、Ｄを「平成 30 年度は実施予定なし」となっており、実施済みや一部実

施のものについては実績等の数値を記入してあります。 

今回は特に新規の取組内容について、御説明させていただきたいと思いま

す。 

資料１ページ１障がいの理解の（４）ボランティア活動の促進にあります

「障がい当事者団体とボランティア団体の交流の機会を設ける」についてで

す。これは本計画の策定にかかる団体ヒアリングで両団体から聞かれた意見で

あり、ボランティア団体からは、障がい当事者がどのようなニーズを持ってい

るか分からないという意見、障がい当事者団体としては、どのようなボランテ

ィア団体があってどのようにお手伝いしてもらえるのかが分かりにくいという

意見があり、この双方の顔を合わせる機会を新しく検討することとなっており

ます。両団体については、社会福祉協議会と馴染みが深いため、今後は社会福

祉協議会と協調し、検討していきたいと考えています。 

続いて２ページの３療育・教育の（１）保健・医療・教育・福祉の連携にあ

ります「市民病院との協議の場の設置と定期的な開催」についてですが、本計

画や、障がい児福祉計画に医療的ケアが必要な障がい者・児に対する取り組み

の充実があり、そのためには市民病院の協力は欠かせないということから、定



期的な情報交換を行う機会を設けるというものです。上半期については、病院

のイベントに参加する等、関係者の顔合わせを行いました。今後、市民病院と

話し合いの機会を設けるための打合せを行う予定です。 

引き続き同じ項目の（２）障がい児の支援体制整備にあります「児童発達支

援の体制整備と充実（療育施設の設置）に向けた検討、医療的ケアが必要な子

どもの支援に関する協議の場の設置」です。児童発達支援の体制整備について

は、子育て支援課内に児童発達支援運営委員会を設置し、現状と課題等を話し

合い、課題の解消等に努めていきます。医療的ケアが必要な子どもの支援に関

しては、障がい者自立支援協議会内に協議の場を設け、支援体制を検討してい

く予定です。 

（３）インクルーシブ教育システムの推進では、相談支援専門員と教職員等

の協議の場を設置し、定期的な開催をすることとしています。これについて

は、今までも教職員の会議に相談支援専門員や就労支援員が出向いて講義をす

ることがあり、お互いに有意義な機会になっていたのですが、これを定期的に

開催することでより密な連携が図れるよう、計画に位置付けました。 

次に、３ページの５保健・医療の（３）精神保健・医療施策の推進にありま

す「各種イベントでの精神疾患や発達障がいの啓発と広報活動の推進」です。

これは先に述べた計画策定のための団体ヒアリングで当事者団体から聞かれた

意見であり、各種イベントで疾患や障がいに関する啓発をすることや、市民を

対象にした勉強会を開催することとしています。市のイベントでチラシを配布

したり、市役所内に掲示したりするほか、自立支援協議会で勉強会での企画を

検討しています。 

続いて５ページの８権利擁護の（２）成年後見制度の利用促進では「権利擁

護支援体制や事業の検討」を掲げています。これは、障がい者だけでなく高齢

者も含め、成年後見制度など権利擁護支援が必要な方が増えており、市として

もその体制整備を検討することとしています。まずは担当者でプロジェクトチ

ームを設け、具体的に検討していく予定です。 

最後に（３）（仮称）コミュニケーションボードの作成ですが、用件等を伝

えるためのコミュニケーションボードを公共施設等に設置し、窓口での円滑な

意思疎通を促進するためのものです。これは、他自治体の取り組みを参考に進

めていきたいと考えています。 

以上、今回の計画で新規に掲げた項目のみを説明させていただきました。他

の項目についても、関係各課とともに計画の達成に向けて取り組みを進めてま

いります。 

以上で、議題（２）の説明を終わらせていただきます。 

浅野会長  新規の取り組みの中で、現時点で見通しの立っていないものはないというこ

とでよいですか。 

事務局  はい。 

石原委員  １（４）ボランティア通信の発行の部分を見ると、評価がＡで実績が２回と

なっていますが、これは４回予定のうち２回は既に実施したという意味と思い

ます。Ａの「実施した」とも捉えられるし、Ｂの「一部実施した」とも捉えら

れます。そこで提案ですが、Ａは「実施済み」、Ｂは「実施中または継続実施

中」、Ｃは「下半期で実施予定」としてはどうでしょうか。Ｄに「平成 30 年度

では実施予定なし」とありますが、この項目が選ばれることがないのであれ

ば、ＡからＣまでの３項目でよいかとも思います。 

 また、この資料は上半期に事務局が作成したため平成 28 年度の実績が掲載

されていますが、もうすぐ 11 月なので、もし既に取りまとめられているので



あれば平成 29年度の実績と比較すると分かりやすいと思います。 

渡邊委員 １つ目に、資料２ページの３（２）に保育園等訪問相談事業とありますが、

桃山幼稚園で行っている児童福祉法に基づく保育所等訪問事業と似ており間違

えやすいため、名称を御検討いただきたいと思います。また、保育所等訪問事

業の実績についてもこの中に取り入れていただけるとよいかと思います。 

２つ目に、同じ項目の専門相談員の配置についてですが、上段の子育て支援

課の平成 28 年度実績は 118 件ですが、今年度は２件とのことで、どのような

理由が考えられますか。 

３つ目に、みよしつながりシートの平成 29 年度の実績について教えて下さ

い。 

事務局 １つ目については、市の事業として要綱があり、計画にもこの名称で掲載さ

れていますので、次期の計画見直し時に検討したいと思います。 

２つ目については、子育て支援課の臨床心理士は産休に入っており、代替の

資格保有者が入ったのが上半期の後半だったため件数が少なくなっています。 

３つ目については、みよしつながりシートの平成 29 年度実績は 55 件でし

た。 

浅野会長  みよし市の臨床心理士について、公認心理士への移行は進んでいますか。ど

のような科目を受講しているか等で、分野が変わっていくようです。現場がス

ムーズに対応できるよう配慮してください。計画にも臨床心理士という名称で

掲載されていますが、公認心理士に変える必要も出てくるかもしれません。公

認心理士の養成も含め、検討していただきたいと思います。 

岸野委員  資料４ページの７（３）の避難行動要支援者名簿の整備について、平成 28

年度実績は 814 件、平成 30 年度上半期で 816 件というのは、純粋に２件増え

たということですか。それとも、流動的に変化していく数値ですか。 

事務局  年に１回名簿の改訂があるため、登録者に確認の手紙を送っています。亡く

なった方、転入や転出をされた方等がいらっしゃいますので、単純に２件増え

たということではありません。年度途中でも受付をしておりますので、上半期

現在の登録数は 816件ですが、その内訳は随時変化します。 

野﨑委員  各行政区の区長が防災会長となりますが、区長の任期が１年という行政区で

は、個別計画の作成についても次期の区長に任せてしまう場合があります。整

備を怠っているように感じますが、民生委員からは言い出しづらい部分です。

全行政区で個別計画は提出されていますか。 

事務局 行政区によって差があります。 

浅野会長  名簿の作成や消防署等への情報提供等への同意はとっているかと思います

が、個人情報の取り扱いに関して厳しくなってきています。登録することのメ

リットを、できるだけ多くの人に知らせることが大切です。 

 まだ上半期ということでスタートしたばかりですので、今回は大きくつまず

いているところがないか確認しています。計画にも書かれていますが、PDCA サ

イクルにのせて、必要があれば変更をかけながらアクションを起こしていくた

めに、この審議会が開かれています。委員の皆様にはよく進捗確認していただ

き、気になることがあれば発言していただきたいと思います。事務局は、その

御意見や御質問を次回の審議会での報告や次期の計画に活かしてください。 

 

（３）「第５期みよし市障がい福祉計画」、「第１期障がい児福祉計画」の進捗状況について 

浅野会長 議題（３）「第５期みよし市障がい福祉計画」、「第１期みよし市障がい児福祉

計画」の進捗状況について、事務局から説明をお願いします。 

事務局  それでは、資料№３を御覧ください。 



両計画は、平成 30 年度から平成 32 年度までのサービス見込量を算出し、そ

れを達成できるよう、事業や体制整備等を実施していくこととなっています。

資料にありますように、第５期障がい者計画、第１期障がい児福祉計画から抜

粋して御説明させていただきます。 

第６章につきましては、国から示された項目について、平成 28 年度の数値を

基準として、平成 32 年度末の目標値を設定し、達成のための方策を記載しまし

た。この方策の平成 30 年度上半期の取り組みを、四角で囲った部分に記載して

おります。 

資料１ページの１は、福祉施設入所者の地域生活への移行です。基準値 14 人

に対し、平成 32 年度には地域生活移行者を１人として、入所者数を１人分削減

するよう取り組みを進めます。 

２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で、保健・医療・

福祉関係者による協議の場の設置を目指すこととされています。この協議の場

については、平成 28 年度、自立支援協議会内に精神保健福祉部会を設け、その

場で地域移行や地域定着支援を検討しているため、設置済みとしています。 

２ページの３は、地域生活支援拠点等の整備です。資料の右側の図にあるよ

うな地域生活支援拠点の整備を目指します。このことについては、自立支援協

議会内の地域生活推進部会で検討しています。本市においては、国が示す５つ

の機能を１つの法人や事業所で達成するのは困難であると考えられるため、そ

れぞれの法人や事業所の強みを活かした面的整備を目指す予定で、今後関係機

関との調整が必要となります。 

４ページの４は、福祉施設から一般就労への移行です。福祉施設を経て一般

就労移行した方の人数を目標値とします。平成 30 年８月末現在の利用者数は 21

人で、市内の事業所から移行したのは２人で、今後、内定が決まっているのが

２人です。 

５ページの５は、障がい児支援の提供体制の整備等です。児童発達支援セン

ターや重症心身障がい児支援体制の整備、医療的ケア児の支援について話し合

う場の設置等を掲げることとなっています。数値等は平成 32 年度末の目標値と

なっており、平成 30年８月末現在の状況を記載しております。 

続いて６ページの第７章、障がい福祉サービス等の見込量、活動指標と確保

策等ということで、この章は障がい福祉計画該当部分になります。これは平成

31年３月末の目標値に対し、平成 30年８月末の実績を記載してあります。 

以下、目標値と実績で実績の方がかなり多くなっている内容について、御説

明させていただきます。６ページの重度訪問介護ですが、対象者の体調悪化に

伴い介護者の負担が増し、利用量増の希望があったため多くなっているもので

す。７ページの生活介護ですが、学校の高等部卒業生が見込みより多かったこ

と、就労移行支援事業所からの移り変わりもあって利用人数が増え、それに伴

い利用量も増加しております。 

就労移行支援については、市内にある就労移行支援事業所が本格稼働し始め

たことや、相談支援事業、就労支援事業が積極的に動いていることから利用人

数が増え、それに伴って利用量も増加しております。 

続いて８ページの施設入所支援ですが、平成 29 年４月移行に施設入所した方

が２人おり、その分が増加となっています。平成 32 年度末までに３人減るこ

と、うち１人は地域生活移行を目標に、地域の支援体制を整え、施設と話し合

っていく必要があります。 

続いて 11 ページの表の中ほどにあります、手話奉仕員養成研修事業について

です。これは、10 人の受講者を見込んだところ、17 人の応募がありました。受

講者については年度によって差があり、平均して 10 人程度の受講と見込んだの



ですが、このような年もあります。 

最後に、14ページの第８章ですが、障がい児福祉計画該当部分になります。 

これ以外の事業については、平成 31 年３月の見込と大きな差はない、若しく

は平成 31 年３月にならないと判明しない数値であり、今後も計画にあるサービ

ス見込量確保のための方策に沿って取り組みを進め、来年度のこの会議で平成

30年度の実績報告をさせていただきたいと思います。 

以上で、議題（３）の説明を終わらせていただきます。 

石原委員  ２ページの「目標達成のための方策」の３つ目に利用者数の見込についての

記載がありますが、これは方策をとった結果この程度見込まれるということな

ので、「平成 30年度上半期の取組」の中に記載するとよいと思います。 

６ページの重度訪問介護についてですが、平成 31 年３月末の後に「目標数

値」と加えると勘違いが減るかと思います。目標数値よりも既に多くのサービ

スを提供できているということで、市民も安心するのではないでしょうか。 

浅野会長  重度訪問介護については、季節変動があるものですか。また、利用者が増え

てきたときに環境整備が必要ではないでしょうか。 

事務局  御意見ありがとうございます。「目標数値」と付け加えさせていただきます。 

 重度訪問介護については季節変動もありますが、３月末時点で利用がなけれ

ばそれ以前に利用をしていても数値は０になってしまいます。実態の見えづら

い表ではありますが、国から示された記載方法で記載しています。 

 現在重度訪問介護のサービスを提供していただいているのは、市外の事業所

です。１人のニーズを満たすために、相談支援専門員やケアマネージャーが動

いた結果、市外の事業所がサービスを提供していただいています。記載してあ

る事業所数は指定を受けている事業所数ですが、実際にサービスを提供できる

かどうかは事業所の都合もあります。 

長谷川委

員 

 ７ページの日中活動系サービスについてですが、就労継続支援Ａ型とＢ型の

事業所数が少ないのが見てとれます。市外の事業所へ通う必要が出てきます

が、長距離を移動して通うことが難しい障がい者もいます。どのようにすれば

みよし市で事業所が増えていくのか、検討していただきたいと思います。 

 自分自身も日進市のＡ型事業所で働きながら、将来事業所を起こすにはどう

したらいいのかを考えたいと思い、今回参加させていただきました。 

事務局  ８ページのサービス見込量確保のための方策にも記載しておりますが、事業

所誘致のために動いていきたいと考えています。事業所が来てくれるのを待つ

だけではなく、真摯に対応し、なるべく市内に事業所が増えるように関係機関

と協議しながら進めていきます。 

岸野委員  10 ページに相談支援事業に関する記載がありますが、人材の確保や育成が主

であるように読みとれます。相談支援事業所自体を増やすという考えはありま

すか。 

また、12 ページのサービス見込量確保のための方策の１つ目に、障がいのあ

る人の話を聞いたり交流する機会を設けるとありますが、具体的な案はありま

すか。 

事務局  １点目については、相談支援専門員の従事者研修を受けた職員のいる事業所

が、相談支援事業所としての指定を受けることができます。研修受講にあたっ

ては、事業所から市へ受講希望があり、それに応じて市から愛知県へ推薦する

という流れです。計画相談は福祉サービスを使うために必要ですが、事業所と

しては収支が合わないこともあり、手を出しづらいのではないかと理解してい

ます。市としては、研修を受講した暁には指定を受けていただけないかと相談

しながら、事業所を増やしていきたいと考えています。 



２点目については、既に行われているものでは福祉実践教室がありますが、

例えば視覚障害のある人の話を聞く機会や、精神障がいのある方のピアサポー

ターとしての活動について経験者の話を聞く機会等を考えています。 

浅野委員  電球の交換等のサポートを民間企業がやり始めたときにボランティアとの競

合がありましたが、社会福祉協議会が頑張っている自治体が全国的に多いで

す。ボランティアをしたいという人はたくさんいますが、ボランティアを受け

たいという人は多くありません。地道に、色々な方法で広報を試みるしかない

かと思います。相談支援事業所についても、地域の中で信頼関係をつくってい

くことが大切です。 

 

４ その他 

今後のスケジュールについて 

浅野会長 次第４の今後のスケジュールについて事務局から説明をお願いします。 

事務局 それでは、資料 No.４を御覧ください。 

障がい者計画は６年間、障がい福祉計画と障がい児福祉計画は３年間が計画

期間となっており、委員の皆様には、次期障がい福祉計画、障がい児福祉計画

の策定について審議していただくこととなります。平成 31 年度は、今回と同じ

ように平成 30 年度の進捗確認のため審議会を１回開催、平成 32 年度は、障が

い福祉計画、障がい児福祉計画の策定の年となるため、進捗確認と併せ３回の

会議開催を予定しております。時期は目安であり、日程等は決まり次第、すぐ

に委員の皆様にお伝えします。 

以上で、今後のスケジュールについての説明を終わらせていただきます。 

浅野会長  委員の皆様から何か御質問はありますか。 

  － 意見なし － 

 意見がないようですので、みよし市障がい者福祉計画審議会の議題は以上で

終了となりますが、その他事務局より補足はありますか。 

 － 補足なし － 

 それでは、本日は慎重に御審議いただき、ありがとうございました。これに

て本日の議長職を終了させていただきます。 

事務局  ありがとうございました。 

 以上をもちまして、平成 30 年度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、御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。 

 


