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パブリックコメントの実施結果 

 

 

 

１実施概要 

（１）募集期間 
 

平成 23 年 11 月 18 日(金)～平成 23 年 12 月 19 日(月) 

 

（２）募集対象者 
 

・市内に住所を有する方 

・市内在住・在学の方 

・その他案に関し利害関係を有する方 

 

（３）原案の閲覧方法 
 

・市役所本庁舎 1 階障害者福祉課、各出張所・連絡所・公民館・図書館に

おいて印刷した原案を閲覧 

・市ホームページにおける電子媒体での閲覧 

 

（４）意見の提出方法 
 

氏名、住所、連絡先、(電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅmail アドレス等)及び

意見をご記入の上、障害者福祉課へ持参、郵送、ＦＡＸによる提出又はイ

ンターネットによる提出 

 

（５）意見募集の結果 
 

意見を提出された方（実人数） 20名

総意見数 44件
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■項目別意見数（総意見数の内訳） 

項目 件数 

①移動支援に関すること 10件

②居住系サービスに関すること（グループホーム・ケアホーム等） 4件

③相談支援に関すること 3件

④日中活動の場に関すること 8件

⑤就労支援に関すること 2件

⑥生活支援に関すること（短期入所、日常生活用具） 3件

⑦障害児支援に関すること（総合保育、療育支援、放課後保育） 6件

⑧情報提供・情報バリアフリーに関すること 2件

⑨権利擁護に関すること 1件

⑩バリアフリーに関すること 1件

⑪統計データに関すること 2件

⑫あけぼの・ひかり児童園に関すること 2件
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２対応について 

 
寄せられたご意見のうち、類似のものと考えられるものについては、取りまとめた上

で【意見の概要】として掲載しております。取りまとめた意見数は【件数】とし、それ

ぞれの意見ごとに【市の考え方】【計画への反映】を掲載しております。 

また、本計画では、施策等の考え方や方向性について記述しています。そのため、個

別の施策や事業の具体的な実施方法、内容等に関するご意見については、【計画への反

映】では、 

① ご意見の趣旨が、本計画における考え方や方向性とほぼ一致している、と考えられ

るものは「反映済み」 

② ご意見の趣旨が、本計画における考え方や方向性と相反するものではなく、今後の

参考とすべきものは「今後の参考」 

としています。 

なお、ご意見の中には、修正個所を具体的に指摘しているものもございましたが、指

摘個所に関わらず、本計画の中に反映したものは「反映しました」としています。 

 

①移動支援に関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

施設入所者に移動支援事業

の利用を認めて欲しい。 
6 

本市において、外出や移動支援

の重要性について認識していま

す。本計画では、重点施策の１つ

に「暮らしを支える社会資源の充

実」を位置付け、外出や移動支援

の充実を目指しています。また、

基本目標５社会参加の拡充の中

で、外出や移動の支援を主要課題

に位置付け、移動支援事業の充実

や生活サポート事業の充実、福祉

タクシー等移動手段の充実等、

様々な施策に取り組んでいきま

す。 

個別施策等の実施方法、内容等

については、毎年点検・評価を行

い、必要に応じて見直しを図って

いきます。 

今後の参考

とします 

タクシー券は利用しづらい

のでガソリン代補助との選

択性などを導入して欲し

い。 

1 

同行援護や移動支援の利用

時間数の上限に対する柔軟

な対応をお願いしたい。 

1 

一人で移動することが難し

く困っている。 
2 

反映済みと

考えます 
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②居住系サービスに関すること（グループホーム・ケアホーム等） 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

生活施設をもっと増やして

欲しい。 
1 

本市において、生活基盤となる

障害のある人の住まいの場の重要

性を認識しています。本計画では、

重点施策の１つに「暮らしを支え

る社会資源の充実」を位置付け、

住まいの場の充実を目指していま

す。また、基本目標７福祉サービ

スの充実の中で、住まいの場の充

実を主要課題に位置付け、グルー

プホーム・ケアホーム等の充実に

取り組んでいきます。 

反映済みと

考えます（一

部 に つ い て

は、今後の参

考とします）

 

グループホームを充実して

欲しい。 
2 

ケアホームを充実して欲し

い。 
1 
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③相談支援に関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

地域自立支援協議会での検

討を踏まえ、相談員数と事

業所数の数値目標を設定し

て欲しい。 

1 

本市において、相談支援の重要

性について認識しています。本計

画では、重点施策の一つに「相談

支援体制の充実」を位置付け、総

合相談支援体制の充実やケアマネ

ジメントの充実、地域自立支援協

議会の充実を目指しています。一

人ひとりの生活ニーズに基づいた

サービスを一体的・総合的に提供

できるよう、相談支援の質的・量

的の両面から体制の整備に取り組

んでいきます。また、相談支援体

制の整備にあたっては、地域自立

支援協議会（特別支援学校の教員

を委員に含む）でのご意見を伺い

ながら進めて参ります。 

反映しまし

た（一部につ

いては、今後

の参考とし

ます） 

 

地域自立支援協議会での検

討を踏まえ、相談支援事業

のあり方について、独立性

の担保を追加記述して欲し

い。 

1 

特別支援学校卒業後も継続

して相談支援が受けられる

体制が必要である。また、

卒業してから社会に受け入

れられるまでの支援体制も

盛り込んで欲しい。 

1 
反映済みと

考えます 
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④日中活動の場に関すること 

意見の概要 
件

数 
市の考え方 計画への反映 

特別支援学校卒業後の日

中活動の場に課題がある

ことを記述し、その確保に

ついて記載して欲しい。 

4 

本市において、地域生活を支え

る拠点として通所サービスをは

じめ、さまざまな日中活動の場の

確保の重要性を認識しています。

本計画では、重点施策の一つとし

て「暮らしを支える社会資源の充

実」を位置付け、日中活動の場の

充実（※重度の障害のある人の活

動の場の確保に配慮）を目指して

います。また、基本目標７福祉サ

ービスの充実の中で日中活動の

場の充実を主要課題に位置付け、

通所サービス等の充実等に取り

組んでいきます。 

ご指摘の点を踏まえ、同主要課

題に日中活動について、心身の状

況に応じた（医療的ケアを含む）

日中活動の場の必要性及びＱＯ

Ｌの観点からの重要性に関する

記述を追加しました。また、医療

的ケアを伴う日中活動の場の充

実にあたっては、関係機関と連携

を図ることは重要ですが、民間法

人の事業計画については、本計画

に位置付ける立場にないと考え

ます。なお、日中活動の場は重度

の人はもちろん、軽度の障害の人

にも必要なものであり、重度だけ

と誤解されかねない表現への修

正はできません。 

反映しました 

市内で予定されている重

症心身障害児施設に通所

施設を併設し、医療機関と

連携した医療的ケアを必

要とする人の受け皿とな

るよう計画に盛り込んで

欲しい。 

2 
一部反映しまし

た 

日中活動の場は、重度重複

障害児者にとっては、障害

の軽い子どもたちの「就

労」に匹敵する人権保障、

QOL の保障という意味で重

要である旨を記載して欲

しい。 

1 反映しました 

重点施策３の「※重度の障

害のある人の活動の場の

確保に配慮」を「※重度の

障害のある人の活動の場

の確保」として欲しい。 

1 
反 映 で き ま せ

ん。 



 7

 

⑤就労支援に関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

就労支援 B 型施設を市で実

施して欲しい。 
1 

本市において、障害のある人の

雇用・就労機会の確保の重要性を

認識しています。本計画では、基

本目標４雇用・就労の促進の中で、

雇用・就労機会の拡大を主要課題

に位置付け、雇用の場の創出や多

様な就労の場の確保など、様々な

施策に取り組んでいきます。また、

平成24年度から市の２箇所の施設

が就労継続 B 型支援施設へ移行す

る予定です。 

反映済みと

考えます 

障害者の自立・生活支援の

充実・整備を重点政策とし

て取り組んで欲しい。（特

に授産製品の販路拡大への

支援、雇用開拓、職場定着

支援等） 

1 

本計画では、重点施策の一つに

「暮らしを支える社会資源の充

実」を位置付け、住まいの場の充

実や日中活動の場の充実を目指し

ています。また、就労支援に関し

ては、基本目標４雇用・就労の促

進の中で、障害者施設への委託種

目の拡大及び授産製品の販路拡

大、雇用・就労機会の拡充、就労

と職場の定着の支援等に取り組ん

でいきます。 

反映済みと

考えます 
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⑥生活支援に関すること（短期入所、日常生活用具） 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

点字ディスプレイ（日常生活用

具）の支給対象を視覚と聴覚の

重複障害者から視覚障害のみ

の人でも対象として欲しい。 

2

本計画では、基本目標７福祉

サービスの充実の中で、主要課

題である自立生活支援の充実の

一つの施策として、日常生活用

具費支給事業の充実を位置づ

け、重度障害者等の日常生活が

より円滑に行われるための支援

に取り組んでいきます。 

個別施策等の実施方法、内容

等については、毎年点検・評価

を行い、必要に応じて見直しを

図っていきます。 

今後の参考

とします 

ショートステイを充実して欲

しい。 
1

本計画では、基本目標７福祉

サービスの充実の中で、主要課

題である自立生活支援の充実の

一つの施策として、短期入所等

の充実を位置づけ、一時的に介

護が困難な方のために短期入所

や日中一時支援の充実に取り組

んでいきます。 

反映済みと

考えます 
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⑦障害児支援に関すること（統合保育、放課後活動） 
※あけぼの・ひかり児童園に関することは⑫ 

意見の概要 
件

数 
市の考え方 計画への反映

施策番号 48「統合保育の

充実」の対象で「発達の

ため集団保育が必要とさ

れる子ども」ではなく、

「障害児のうち保育を必

要とする子ども」に修正

して欲しい。 

1 

児童の就学前の期間は、子どもの

成長の過程で重要な時期であるた

め、子どもの将来の発達のためには、

保育園で集団保育を行うより、少人

数での保育や療育を優先させた方が

望ましいと判断をさせていただくこ

とがあります。このようなことから、

統合保育の実施にあたっては、「集

団保育が必要とされる子どもを」と

いう表現にしているものです。 

反映できませ

ん 

障害児の放課後支援の充

実に向け、既存の障害児

学童の位置付けと今後の

方向性を盛り込んで欲し

い。 

1 

本市において、障害児の放課後や

夏休みなどの児童生徒の居場所づく

りの重要性を認識しています。本計

画では、基本目標３生涯にわたる学

習機会の充実の中で、主要課題であ

る学校教育の充実の施策として、放

課後児童健全育成事業の充実、障害

児放課後対策事業（障害児学童）の

充実に取り組んでいきます。また、

日中一時支援事業や児童福祉法の改

正により平成 24 年４月から開始さ

れる放課後等デイサービスの充実を

含め、障害児の放課後や夏休みなど

の児童生徒の居場所づくりに取り組

んでいきます。 

個別施策等の実施方法、内容等に

ついては、毎年点検・評価を行い、

必要に応じて見直しを図っていきま

す。 

反映済みと考

えます 

（一部につい

ては、今後の

参 考 と し ま

す） 

 

障害児学童保育室を市と

して計画的に整備してい

って欲しい。 

3 

障害児学童保育室の指導

員の人件費補助を拡充し

て欲しい。 

1 
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⑧情報提供・情報バリアフリーに関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

災害時の避難所でのコミュニ

ケーション支援や情報保障、ボ

ランティアの協力体制を充実

して欲しい。 

1

本市において、災害時の適切

な支援体制の重要性を認識して

います。本計画では、基本目標

６住みよい福祉のまちづくりの

中で防災・防犯対策の確立を主

要課題に位置付け、情報提供、

コミュニケーション支援の充実

に取り組んでいきます。 

反映済みと

考えます（一

部 に つ い て

は、今後の参

考とします）

 

障害者福祉や就労支援等を情

報提供することと、情報バリア

フリーを推進し、必要な情報を

入手しやすい環境を整えて欲

しい。 

1

本市において、情報へのアク

セスは基本的な権利の一つで、

必要な情報を適切な方法で伝え

ることの重要性を認識していま

す。本計画では、基本目標５社

会参加の拡充の中で情報提供の

充実を主要課題に位置付け、広

報活動の充実等、障害の状況に

配慮したさまざまな情報提供方

法を検討していきます。 

反映済みと

考えます（一

部 に つ い て

は、今後の参

考とします）
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⑨権利擁護に関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

虐待防止の体制整備だけでな

く、意思決定に支援が必要とな

る人すべてに対しての体制整

備が必要です。地域自立支援協

議会での議論を踏まえ、高齢

者、児童、障害などの縦割りを

排除した権利擁護に関する身

近な窓口体制の整備を位置付

けて欲しい。 

1

本市において、権利擁護の推

進の重要性を認識しています。

本計画では、重点施策の１つに

「啓発、理解、権利擁護の推進」

を位置付け、意思決定の支援を

含めた権利擁護の各種体制の整

備や地域に残る差別や偏見の解

消に取り組んでいきます。また、

権利擁護体制の整備にあたって

は、地域自立支援協議会でのご

意見を伺いながら進めて参りま

す。 

反映しまし

た 

 

 



 12

 

⑩バリアフリーに関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

公共施設へのベンチ型トイレ

チェアの設置と商業施設への

普及啓発を望む。 

1

本計画では、基本目標６住み

よい福祉のまちづくりの中で生

活環境の整備を主要課題に位置

付け、バリアフリー・ユニバー

サルデザインの観点から施設整

備に取り組んでいきます。また、

民間事業者等への普及啓発活動

も併せて行って参ります。 

反映済みと

考えます（一

部 に つ い て

は、今後の参

考とします）

 

 

 

 

⑪統計データに関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映 

重度重複障害の人数を掲載し

て欲しい。 
2

特に支援が必要となる重度

重複障害のある人の人数につ

いて、把握しておくことは必

要であることから、ご意見を

踏まえ追加します。 

反映しました
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⑫あけぼの・ひかり児童園に関すること 

意見の概要 
件

数
市の考え方 計画への反映

施策番号 50「あけぼの・ひか

り児童園の充実」に、医療機関

と連携し、児童期から成人期ま

での支援を行う地域の療育支

援施設として整備する旨を記

載して欲しい。 

1

あけぼの・ひかり児童園の施

設整備につきましては、改正児

童福祉法に基づき、通所利用障

害児やその家族に対する支援は

もちろん、施設の専門機能を生

かし、地域の障害児やその家族

への相談支援、障害児を預かる

施設への援助・助言を合わせて

行うなど、地域の中核的な療育

支援施設としての機能が必要に

なると認識しています。しかし

ながら、施設の機能につきまし

ては検討中です。現時点では具

体的な内容をお示しすることが

できません。 

今後、保護者の皆様など様々

な方のご意見等を精査しつつ、

導入機能の検討を重ねまして、

時代にあった新しい施設をつく

ってまいりたいと考えておりま

す。 

今後の参考

とします 

日常生活の場の充実に「あけぼ

の・ひかり児童園の充実」を再

掲して欲しい。 

1
反映できま

せん 

 


