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一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）策定委員会（第 1回）会議録 

平成 29 年６月 30 日（金）午後１時 30分～３時 30 分 

思いやり会館 ４階 会議室 

出 席：１４名  欠 席：５名（内１名代理出席）

１ 開会 

（１）あいさつ 

（福祉課長） 

こんにちは、一宮市福祉こども部福祉課の橋本です。只今から、第１回一宮市障害福祉計画

（含障害児福祉計画）策定委員会を開催します。 

本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りありがとうございます。また、日頃は市の福祉行政に

ご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

会議に先立ちまして、福祉部長の真野よりご挨拶を申し上げます。 

（福祉部長） 

皆さんこんにちは。福祉部長の真野と申します。日頃は一宮市福祉行政にご理解とご協力を

賜りまして、この場を借りてお礼を申し上げます。 

さて、前計画であります第４期の一宮市障害者障害福祉計画は今年度が最終年度ということ

になっております。今年度におきまして平成 30 年度から３か年の第５期計画を策定しなくては

ならないということです。今回から障害児の福祉計画も併せて策定することが求められており

ます。この策定は障害児及び障害者の施策の計画目標である活動指標を含め障害のある方の日

常生活及び社会生活に関わって参りますので、何卒ご審議の程よろしくお願いいたします。 

いわゆる障害者総合支援法が施行されており、この法律に基づく国の指針が４月に示された

ところです。この指針と第４期障害者福祉計画の十隻等を踏まえまして、計画を策定して参り

たいと思いますが、今日から来年３月末までの間に策定ということで、非常にタイトな計画の

策定ということになります。皆さんのお知恵を借りながら４期に続く５期の継続性と内容を充

実したものにしたいと思いますので、よろしくお願い申し上げて、私からの挨拶とさせていた

だきます。 

（２）委嘱ならびに委員自己紹介 

（福祉課長） 

当委員会の委員の委嘱について、過日送付させていただきました委嘱状のとおり、平成 30年

３月 31 日まで第５期一宮市障害福祉計画策定委員会委員として幅広い視野と専門的な見地か

らご意見をいただき、平成 30 年度から平成 32 年度までの障害児者支援施策に関する計画づく

りにご協力を頂くことになります。 

尚、本日の会議は脇田委員、細野委員、山村委員がご欠席、澁谷委員がご欠席のため代理で
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丹羽様がご出席です。滝川委員がまだおみえになっていないようですが、委員定数の過半数の

出席ですので、一宮市障害者基本計画策定委員会設置要綱第５条第２項に基づき成立している

ことを報告させていただきます。 

委嘱後初めての会議ですので、会長及び副会長の選出までは事務局により進行を務めさせて

いただきます。 

第１回の会議ということで、お手元の委員名簿の上から順に自己紹介をお願いいたします。 

《委員名簿に従って各委員自己紹介》 

本日は事務局として福祉部長、次長、福祉課職員が出席しております。そして、計画策定に

あたり業務の一部を委託しております株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所の職員

も事務局として同席させていただいておりますので、ご了承お願いいたします。 

２ 議事 

（１）会長、副会長の選任について 

（福祉課長） 

委員の皆様には、要綱第４条の規定によりまして、会長１名、副会長１名を皆様の互選で選

出していただきたいと思います。 

まず、会長の選出について、いかがいたしましょうか。 

（委員） 

第４期の障害福祉計画について会長をお願いしました内山委員にお願いできたらと推薦しま

す。 

（福祉課長） 

内山委員というご発言ですが、内山委員に会長をお願いするということで皆様異議ございま

せんか。 

《異議なしの声》 

（福祉課長） 

異議なしと認め、内山委員に会長をお願いすることとさせていただきます。内山委員、お願

いいたします。 

続きまして、副会長の選出についてご発言をお願いします。 

（委員） 

野田委員にお願いしたいと思いますが、皆さんどうでしょうか。 
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（福祉課長） 

只今、野田委員とのご発言ですが、他にございますか。他にないようであれば、野田委員に

副会長をお願いするということで、皆様異議ございませんか。 

《異議なしの声》 

（福祉課長） 

異議なしと認め、野田委員に副会長をお願いすることとさせていただきます。野田委員、よ

ろしくお願いいたします。 

内山会長、野田副会長、席の移動をお願いします。 

それでは、会長、副会長のお二人からご挨拶をいただきたいと思います。最初に内山会長、

お願いします。 

（会長） 

平成 27 年の３月に４期の計画を策定し、その後、平成 28 年の３月に基本計画も策定しまし

た。特に記憶に残っているのは、神奈川県のやまゆり園の殺人事件です。これが社会にいろい

ろな影響を与えて、特に入所者の家族･保護者に対する不安が全国に広がりました。もう一つは、

精神障害者に対する誤った理解が広がり、今度、措置入院に関して改正案が出ているようです

が、少し人権侵害の部分もあるような気がします。ただ、やまゆり園の話だけでなく、その後

にも高齢者のグループホームが流されて９人の方が亡くなったという事故も立て続けにありま

した。その中で考えなくてはならないことがたくさんあります。学生とも、事故を防ぐ手立て

はなかったのか、職員の教育はどうだったのか、施設側の危機管理体制はどうだったのか、そ

ういうところも実はいろいろと問題があったのではないかと話しています。福祉サービスの質

とは一体何なのかという議論をしています。福祉サービスの質をどう高めるかということで、

福祉サービスの組織と経営という授業をやっています。福祉サービスの質というのは、結局は

人間の活動そのものなので、人材教育、人材育成が重要だということがいえるのではないでし

ょうか。学生には、どういう指導者になるのか、あるいは介護福祉士なり社会福祉士になる場

合でも、どういう人材になるのかということを教えています。いろいろな事態があっても、自

分の頭で感じて、判断して、実践できる、あるいは言語化できる人間に、職員になりなさいと

教えています。計画だけでははかれないことが、福祉サービスの中にはいっぱい詰まっている

ということを含めながら、いろいろと計画について考えていきたいと思っております。よろし

くお願いいたします。 

（福祉課長） 

続きまして、野田副会長よろしくお願いします。 

（副会長） 

３月に退職しましたが、４月以来こういう立場になり、ある意味では原点に戻りまして、こ
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の機会に勉強させていただければと思います。内山会長からお話がありましたように、第４期

のときには「障害者虐待防止法」が施行されたということがあり、また今期では「障害者差別

解消法」が施行されています。かつては支援する側が、そんなつもりでなくても結果的に今の

法律に照らせば、障害者虐待であったり、障害者に対する差別であったりそういうことが無意

識のうちにしてしまっていた可能性がたくさんありましたが、これからは許されないわけです。

今回の計画策定にあたりましても、そういったことに対する目配りが求められるのではないか

と思います。 

（福祉課長） 

ここからは、要綱第５条の規定によりまして、内山会長に議長をお願いし、以降の議事進行

をお願いしたいと思いますので、内山会長よろしくお願いいたします。 

（会長） 

それでは、議事に従いまして実施したいと思いますが、議事に入る前に、代理の出席につい

てはオブザーバーということになりますので、発言はされますが決議には参加されないという

ことになりますので、よろしくお願いします。会議に先立ちまして、本日の会議の議事録署名

人を決めさせていただきたいと思います。今までの慣例に基づいて、第１回目は私と、名簿順

で野田副会長、今岡委員にお願いするということでよろしいでしょうか。異議ないようですの

で、私と野田副会長、今岡委員が本日の会議議事録署名を行うこととなりました。以後は、議

事録署名人は順番にいきますので、よろしくお願いします。 

今日の策定委員会は公開の場で実施することになっておりますが、今日は傍聴人がいらっし

ゃいませんので、特に取り扱いはありません。 

（２）第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）の策定について 

（会長） 

では、議事の（２）第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）の策定について、事務局

から説明をお願いします。 

《資料１について説明》 

（会長） 

只今、事務局から第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）の策定について説明がご

ざいましたが、ご意見、ご質問などございませんでしょうか。 

（副会長） 

５ページの３行目ですが、第４期は平成 30年３月が期間満了になると思います。 

（事務局） 
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おっしゃるとおりです。間違いです。 

（会長） 

他にいかがでしょうでしょうか。 

（委員） 

５ページの一番下。計画の位置付けについてですが、今年は並行して高齢者福祉計画の策定

があります。国では地域福祉計画は任意が努力義務に変わっており、地域における高齢者福祉、

障害者福祉、児童福祉は共通して取り組む事項であるとされています。縦割りでなく、横断的

に進めていかないといけません。ただし、他市では策定されていますが一宮市には地域福祉は

ないので、これを掲げるわけにはいかないということになります。次の６期以降にはそういっ

たものが入るよう、地域福祉計画を今後検討課題として取り組むことが必要と思います。 

（会長） 

事務局から何かご意見はありますか。 

（委員） 

７ページの主なポイントの６つ目の○の２行目の冒頭に「発」が抜けているのではないか。 

（事務局） 

抜けています。ありがとうございます。 

（会長） 

河村委員から地域福祉計画が努力義務になったという話がありました。地域福祉計画がすべ

ての福祉計画を網羅するということですので整合を図る必要があると思いますが、一宮市は地

域福祉計画を策定していません。努力義務なのでこれからは努力しなければならないというこ

とですが、ほとんどの市町村で、特に市の場合はほとんどの所が既に策定されているので、い

ずれつくることになると思います。 

（事務局） 

おっしゃるとおりつくっていない市の方が少ない状況です。地域福祉計画の策定については、

内部でもいろいろな議論がなされてきてはいますが、結果として策定を見送ってきた状況です。

先程、河村委員がおっしゃったように任意から努力義務とステージが上がったような形になり、

各方面からご意見をいただいているので、検討課題、研究課題と受け止めております。 

（委員） 

それに併せて社会福祉協議会でも地域福祉活動計画を策定しないといけないということで、

県内の社協すべて 100％にするという県社協の目標があります。社会福祉協議会が単独で策定
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することも可能ですが、例えつくったとしても行政の協力がないといけないですから、できた

ら検討していただきたいです。 

（会長） 

7 ページのポイントなどにつきましては、事務局がつけてくれた資料を参考にしていただい

て、次回の内容を審査するときに指摘していただきたいと思います。一度自宅で見ていただい

て、次回にご意見いただいて、反映させたいと思います。 

（２）については、以上でよろしいでしょうか。 

では、（３）の市民アンケート等について、事務局から説明をお願いします。 

（３）市民アンケート等について 

《資料２について説明》 

（会長） 

ありがとうございました。では、アンケートの説明について、皆さんからご意見、ご質問が

ありましたらどうぞ。 

（委員） 

４ページが１枚の紙になるということでしょうか。 

（事務局） 

Ａ３を折り畳んで重ねていくという製本方法なので、１ページだけ増やすということできま

せん。 

（委員） 

サイズとしては、このサイズになるということですか。 

（事務局） 

そうです。 

（委員） 

５ページの問 12 からのところですが、他の質問は選択したものに対して矢印が進んでいる

が、問 13では４以外を選択したと書いてあるので、ここで止まってしまうなと思いました。選

択肢４は、矢印で問 15へとあるが、他のこういったどこどこへといった矢印のところには、一

文字二文字のところもあれば、こういう長いものもあれば、まったくないところもあります。

見やすさを考えて何か工夫があるのかなと思ったので、製本のサイズを伺いました。 
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（事務局） 

例えば、６ページの問 17では、「していない」の後にスペースがないということでしょうか。 

（委員） 

そこではフォント１マス分ですね。12 ページの問 31 では、まったくスペースがないですね。

フォントを小さくするのであれば、少し見づらくなるかと思います。何かわかりやすくする工

夫があって、こういうことになっているのかなと思いました。 

（会長） 

市民アンケートは 1,500 人に送付するとしていますが、障害者に送るということでしょうか。 

（事務局） 

はい、そうです。 

（会長） 

障害者の中には、手帳を持っていない方もいますよね。精神障害者で 32 条の通院医療費公費

負担制度を利用している人は、対象から漏れているのではないでしょうか。 

（事務局） 

自立支援医療を想定されてご質問なさっているのかなと思いますが、そこが少しセンシティ

ブな話になってきます。あくまで精神通院医療という医療という側面で捉えられている方もい

らっしゃいますから、障害アンケートという形で送ると、本人が障害をもっているという自覚

がない場合に難しいところがあります。明らかに手帳保持者、あくまで本人ないし家族が申請

していただいた方で、それによって障害手帳を保持する方を対象とさせていただいた方がいい

かということです。前回計画アンケートのときもそうでしたが、手帳保持者に限っての対象と

させていただいています。難病に関しては、市役所としては難病の方のデータはございません

ので、それに関しては正直難しいところがあります。問 7 の⑤で難病の認定を受けているかど

うかの項目を付けて少しでも拾い出そうという形にはしています。 

（会長） 

手帳のある人プラス障害支援区分を受ける人などの母集団の中で 1､500 人を選ぶということ

にすればよいのではないでしょうか。 

（事務局） 

手帳ではなくサービスで区分がついている方というのはあり得ると思います。自立支援医療

だけで抽出は難しいので、今ご提案いただいた支援区分でサービスを使っている方も含めて母

集団をつくるのは可能だと思うので、一度検討させていただければと思います。 
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（会長） 

問６で手帳のない人は答えられないから、手帳があるのかないのか先に聞いた方がよいです。 

（事務局） 

なしという選択肢をつくるというのはおっしゃるとおりで、母集団の作り方によってそれは

入れていく必要があります。 

（副会長） 

答えやすいというか選択できる方法がなくなるようでは回答に困ってしまうので、手帳を持

っていない人も母集団に入れて、その人が答えやすい形で検討して下さい。 

（事務局） 

わかりました。 

（副会長） 

合理的配慮を考えると、例えば、投票に行っても候補者とか政党名にふりがなが振ってあり

ます。アンケートの対象が視覚障害の人でも原則本人にアンケートをするのであって、やむを

得ない場合に支援者の方に答えてもらうことになります。問４はふりがなが振ってあるが、そ

れ以外はまったく振っていません。合理的配慮は求められていると思うので、最低ふりがなは

振った方がよいのではないかと思う。もう一つ、視覚障害の人がアンケートを受け取ったとき

に、最初から本人ではなくて家族に回答してもらうと考えてもらうのか、視覚障害の人でも読

み取れるような種類の用紙を作るのか、形式に関して皆さんのお考えを承りたいと思います。 

もう一点は、問 27 では「３ 保育園（認可保育所）」と限定していますが、認可外も多くあ

ることから、私は認可外も入れてほしいと思っています。 

それから、問 42 介助という語が引っかかって、問題がなければよろしいですが、もう少し

別の表現がないかなと思います。 

（会長） 

皆さんのご意見はいかがですか。 

（委員） 

３ページの問５と問７ですが、精神障害者保健福祉手帳の中のどのような障害があるのかと

いう箇所で、ここに抜き出してある以外に、認知症は介護保険の分野なので除いたと思います

が、例えば、問７にもある発達障害を入れられなかったというのは、敢えて問７で抜き出して

きたと思えばよいでしょうか。 

もう一点は、1,500 名で前回の回収が 50％強の 800 名位の回収の中で、いろいろな障害を見

つけていこうとしたときに、難病特定疾患の公費負担を受けておられる方が、一宮市の場合は

2､700 名前後なので、抽出は可能でしょうか。 
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（事務局） 

難病に関していうと、もともと対象者を把握していないという前提です。前回、難病の認定

に関する設問はありました。しかし、それが分析に反映されて使われているかというと、デー

タ上の数値で終わっているというところはあります。総合支援法において難病は障害として取

り扱うということになっているので、どのように把握していくか、保健所はある程度データを

持っているということがあるので、データを提供していただいて、このアンケートの項目以外

ということで、反映させていただこうと考えています。 

（会長） 

その他はいかがですか。 

前回のときは、アンケート以外に当事者から話を聞く機会をつくったと思います。実際の当

事者から話を聞くという機会を設けずに、アンケートだけで進めてしまうのは少し怖いと思い

ます。 

（事務局） 

２年前の基本計画のときに、当事者の方にアンケートをしていただいています。これをどう

捉えるかというのは、当事者含めて難しいところはありますが、期間があまり空いていないし、

負担もかかりますので、これに関しては基本計画時のデータを使わせていただこうと考えてお

りました。 

（会長） 

工程表にあるヒアリング調査というのはどういうものでしょうか。 

（事務局） 

アンケートと同義です。 

（会長） 

前回、当事者のヒアリングがあったので、工程表にあれば聞くまでもなくやるのだなと

思ったが、説明がないので伺いました。 

（事務局） 

今回の計画の性格上、障害福祉計画というとどうしても量の見込みとその確保体制の検討が

メインとなり、あまり障害者施策全般を載せるものではありません。団体の方のお声を聞くこ

ともとても大事ですが、それに対する方向性を計画の中で打ち出しづらい部分もあります。量

の見込みを把握することは市民アンケート調査の方でさせていただければと思っています。 

（内山会長） 
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８月にヒアリング調査結果とあるが、これはどういうことですか。 

（事務局） 

これは、事業所アンケートのことです。事務局内部でヒアリングという言葉を使っていたも

ので、修正漏れです。 

（会長） 

障害福祉計画は見込み量がどれだけ必要なのかということを図るという意味もわかりま

すので、福祉目標をどこへ定めるかという意味であればわかります。皆さんのご意見はど

うですか。前回のデータを使って反映させるということでよろしいでしょうか。 

あとは、野田副会長が言われたふりがなを振る話はどうでしょうか。 

（事務局） 

最終的に、すべての言葉が決まってからふりがなを入れていく予定です。 

視覚対象者への配慮についても、いろいろとやり方は考えられるので、内部で検討させて下

さい。 

（事務局） 

認可保育所について、この項目を設けたのは、保育所と放課後児童クラブ、認定こども園に

関しての障害児の受け入れの数字を出さなくてはならないということがあって、認可外は枠が

別ということになっているため、今回、項目から外させていただきました。 

（副会長） 

枠に入れないとはどういうことですか。 

（事務局） 

保育所と放課後児童クラブ、認定こども園の３つに関して障害児の受け入れ数を成果目標と

して定めるということがあるので、今回、この中には認可外は敢えて外させていただきました。 

（事務局） 

認可保育所の括弧書きをなくして、認可無認可を問わず、保育所に対してどれくらいニーズ

があるかという聞き方でも、成果目標の設定に関して問題はないと思うが、項目の説明が少し

変わります。 

（副会長） 

児童福祉法の基準ではなくて、市が独自に認める場合も現実にはあるでしょう。 

（事務局） 
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何のためのアンケートかというと、カテゴリー別にどれだけの希望があるのを探り出す

ためのアンケートであるため、こういうカテゴリーで希望者数を把握したい、そのカテゴ

リーの中に認可外がないということです。 

（副会長） 

ということは、わざわざ認可ということを言わなくてもよいのではないか。 

（事務局） 

一般的なご希望としてどこに入れたいのかというアンケートであれば、ここに当てはま

らないケースも含めて選択肢に入れるのが真っ当なアンケートだと思いますが、先程申し

上げた事情で、導き出す答えに合わせた質問です。 

（副会長） 

１番と２番は幼稚園一つでよいのではないでしょうか。 

（事務局） 

幼稚園は、延長できる、長い時間居られる幼稚園が２番というカテゴリーで答えを出さ

ないといけないため、この形にしています。 

（会長） 

アンケートの項目は数量を把握するために、この選択肢になっているということでよろ

しいでしょうか。 

（副会長） 

今後の利用を考えるときに、客観的に見て国の基準に満たした保育所には入れないけれ

ど、認可外でも入れるなら入れさせたということはあると思います。 

（事務局） 

一宮市の場合は、認可外もあるがそれ程大きなウェイトを占めているわけではありません。

認可保育所と幼稚園で収まっている状況です。 

（会長） 

他に意見はありますか。 

（副会長） 

先程、保健所さんから質問があった件ですが、問６の３ 精神障害者保健福祉手帳のど

のような障害があるかに発達障害を入れていただきたいです。 
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（事務局） 

そうすると、問７でも聞いているので、問６で項目を入れると、問７は削除するということ

でよいでしょうか。ただ、手帳をお持ちでない方が診断だけ受けているという可能性も否定で

きないので、入れておくという選択肢もあると思います。 

（会長） 

問６の３の一番右側の四角は前回なかったのが、それにバリエーションを付けて聞きた

いと思った理由は何ですか。 

（事務局） 

手帳によって様々な特性があるし、精神障害の方も増えてきているので、どういった状況、

特性があるかを把握しておくべきであろうということで付け加えさせていただきました。 

（副会長） 

問６の３の右欄に発達障害を入れて、問７は削除してはいかがでしょうか。 

（事務局） 

そうすると、精神障害者保健福祉手帳を持っている方の中での発達障害しか把握できなくな

ります。 

（会長） 

両方入れておいても構わないというか、入れておいた方がよいと思う。問６の３に発達

障害を入れても構わないでしょう。 

（会長） 

他にはいかがでしょうか。 

なければ、（３）のアンケート等についてはこれで終了し、皆さんのご意見を整理していただ

いて、アンケート調査票に反映させていただきたいと思います。 

（４）計画策定スケジュールについて 

（会長） 

では、議事（４）計画策定スケジュールについて、事務局からご説明をお願いします。 

《資料３について説明》 

（会長） 

何かございますか。 

前回の計画策定のときに、委員による福祉施設の視察を行ったことがあるが、今回はどうし
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ましょうか。皆さんは行きたいでしょうか。 

（事務局） 

前回は、半日で回りました。今、会長からご提案がございましたが、この後審議していただ

いて行うということになれば、事務局として準備しますが、策定委員会とは別枠という位置付

けになりますので、ご参加いただく際、委員の皆様には無報酬ということになることはご了承

ください。 

（会長） 

どうでしょうか。特に児童に関係するような施設の視察をしたらどうかと思いますが、皆さ

んのご意見はいかがでしょうか。もちろん、希望者だけです。強制ではありません。多数決で

決めたいと思います。実施に賛成の方、挙手をお願いします。 

多数ということで、事務局で調整していただいて、時期は８月ぐらいでしょうか。 

（事務局） 

計画策定のスケジュールもありまして、９月ぐらいに実施するということで準備させてくだ

さい。 

（会長） 

では、９月ぐらいにスケジュールが決まったら、皆さんにお知らせしますので、参加不参加

のご返事をいただければと思います。 

（副会長） 

アンケートの内容について、実施前に会長に目を通していただきたいと思います。 

（会長） 

最終チェックを会長と副会長に一任するということで、いかがでしょうか。 

《異議なし》 

（会長） 

では、そういうことでお願いします。 

（事務局） 

承知いたしました。 

（会長） 

他にご意見ございますか。 
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（委員） 

第５期の計画を策定するにあたって、第４期の実績や課題、成功例などがあって第５期

の計画策定に進むのかと思っていましたが、そういったことはしないのでしょうか。 

（事務局） 

数値に関しては、次回に提示させていただく予定です。今回の議題にはそこまで踏み込まな

い内容だったので、まだ準備はしていないが、数値を資料としてお配りさせていただきます 

以上 


