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年月日 審議会・部会等 議題 

平成19年7月25日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定作業部会（第１回）

(1)計画の趣旨及びスケジュールについて 

(2)障がい者アンケート結果について 

(3)事業所調査実施について 

(4)障がい者福祉の現状と課題の検討（1） 

平成19年7月27日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定懇話会（第１回） 

(1)計画の趣旨及びスケジュールについて 

(2)障がい者アンケート結果について 

(3)事業所調査実施について 

(4)障がい者福祉の現状と課題の検討（1） 

平成19年7月19日 

～8月3日 
サービス提供事業者調査の実施 

平成19年8月20日 

～8月31日 
障がい者団体等ヒアリングの実施 

平成19年10月16日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定作業部会（第2回） 

(1)サービス提供事業者調査結果について 

(2)障がい者団体等ヒアリング結果について 

(3)障がい者福祉の現状と課題の検討（2） 

(4)基本理念、基本目標、施策体系、骨子案の検討

について 

平成19年10月25日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定懇話会（第2回） 

(1)サービス提供事業者調査結果について 

(2)障がい者団体等ヒアリング結果について 

(3)障がい者福祉の現状と課題の検討（2） 

(4)基本理念、基本目標、施策体系、骨子案の検討

について 

平成19年11月28日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定作業部会（第3回） 
(1)計画書素案の検討 

平成19年12月10日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定懇話会（第3回） 
(1)計画書素案の検討 

平成20年1月4日 

   ～1月31日 

パブリックコメントの実施 

 公共施設10箇所、ホームページにて意見を募集 

平成20年3月12日 
杉戸町障がい者福祉計画

策定懇話会（第4回） 
(1)計画書案の検討 

 

 １ 計画策定の経過
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 （設置） 

第１条 杉戸町障がい者福祉計画の策定に関し、幅広く町民の意見を求め、地域にふさわしい

計画づくりを行うため、杉戸町障がい者福祉計画策定懇話会（以下「懇話会」という。）を

置く。 

 （組織） 

第２条 懇話会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。 

（１） 関係団体代表者 

（２） 障がい者施設代表者 

（３） 識見を有する者 

（４） 公募による一般住民 

 （任期） 

第３条 委員の任期は、杉戸町障がい者福祉計画の策定が完了するまでの期間とする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 懇話会に会長及び副会長１人を置き、会長及び副会長は、会員の互選によって選出す

る。 

２ 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

 （会議） 

第５条 懇話会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会長は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くこ

とができる。 

 （庶務） 

第６条 懇話会の庶務は、福祉課において処理する。 

 （その他） 

第７条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行し、杉戸町障がい者福祉計画の策定の完了をもってその効力

を失う。 

杉戸町障がい者福祉計画策定懇話会設置要綱 ２ 
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NO. 氏  名 所  属 備考 

1 柴田 周子 杉戸町福祉ボランティア連絡会 
音訳ボランティア「あい

うえお」会長 

2 新井 せつ子 杉戸町民生委員児童委員協議会 障害者福祉部会長 

3 仁部 前明 杉戸町障がい者協議会 NPO 法人たすけ愛すぎと 

4 濱田 道代 杉戸町障がい者協議会 杉戸町手をつなぐ親の会 

5 本間 眞喜江 杉戸町障がい者協議会 みみの会 

6 青木 一子 杉戸町障がい者協議会 杉戸町身体障害者友の会 

7 中島 泉 杉戸町障がい者協議会 アイこばと 

8 石森 静子 あおいトマトの会 会長 

9 金子 史江 ダイヤの会 代表 

10 岩上 洋一 
埼北障がい者生活支援センター

ふれんだむ 
管理者 

11 小河原 正隆 知的障害者更生施設庄内 施設長 

12 井手 慎一 埼北福祉保健総合センター 地域福祉担当部長 

13 石山 町子 一般  

※順不同 

杉戸町障がい者福祉計画策定懇話会委員  ３ 
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 （設置） 

第１条 杉戸町障がい者福祉計画（以下「計画」という。）素案作成に当たり、専門的に調査

及び研究をするため、杉戸町障がい者福祉計画策定作業部会（以下「作業部会」という。）

を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 作業部会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 計画の素案作成に必要な調査、研究に関すること。 

（２） 計画の素案作成における各課の調整に関すること。 

（３） その他必要な事項に関すること。 

 （組織） 

第３条 作業部会の委員（以下「部会委員」という。）は、別表に掲げる関係機関の主幹又は

主査相当職にある者をもって組織する。 

 （任期） 

第４条 部会委員の任期は、杉戸町障がい者福祉計画の策定が完了するまでの期間とする。 

 （部長及び副部長） 

第５条 作業部会に部長及び副部長をそれぞれ１人置き、部長及び副部長は、部会委員の互選

によって選出する。 

２ 部長は、会務を総理し、作業部会を代表する。 

３ 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第６条 作業部会の会議は、部長が招集し、会議の議長となる。 

２ 作業部会は、部会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くこ

とができる。 

 （庶務） 

第７条 作業部会の庶務は、福祉課において処理する。 

 （その他） 

第８条この訓令に定めるもののほか、必要な事項は部長が会議に諮って定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、杉戸町障がい者福祉計画の策定の完了をもって効力を失う。 

 

 

 

 

杉戸町障がい者福祉計画策定作業部会設置規程 ４ 
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NO. 関係機関 職名 氏名 

1 秘書政策課 主幹 門脇 利夫 

2 財政課 主査 武井 洋樹 

3 総務課 主査 田中 誠之 

4 住民参加推進課 主幹 渡辺 和子 

5 福祉課 主査 福田 とし子 

6 健康増進課 主査 伊藤 直子 

7 保健センター 主査 小松 晋子 

8 都市施設整備課 主査 小野寺 満 

9 建築課 主幹 土渕 康弘 

10 産業課 主幹 増田 和夫 

11 教育総務課 主査 木村 好子 

12 学校教育課 主査 佐藤 道保 

13 社会教育課 主査 鈴木 司郎 

14 杉戸町社会福祉協議会 主査 林 由美子 

 

杉戸町障がい者福祉計画策定作業部会委員  ５ 
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１ 調査の目的 

平成19年度の障がい者計画の策定に向けて、広く事業者の方から意見等を収

集するために、事業者アンケート調査を実施した。 

 

 
２ 調査の方法と回収結果 

  （１）調査対象    杉戸町民がサービスを受けている事業所 75事業所 

  （２）調査方法    郵送配布－郵送回収法 

  （３）調査期間    平成19年７月19日～８月３日 

  （４）回収結果    48票（回収率：64.0％） 
 

 
３ 調査内容 

  （１）事業所の概要 

  （２）運営状況について 

  （３）利用者やその家族について 

  （４）新サービス体系に向けて 
 

杉戸町サービス提供事業者調査の概要 ６ 
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１ 調査の目的 

障害者基本法を法的根拠とする「杉戸町障がい者福祉計画」策定の資料を

得るために，町の障がい者団体等の皆様方のご意見等をうかがうためにヒア

リング調査を実施した。 

 

 
２ 調査の方法と回収結果 

  （１）調査対象    町内の障がい者団体等 10団体 
杉戸町手をつなぐ育成会、あおいトマトの会、ダイヤの

会 
精神障害者家族親和会、幸手地区視力障害者協会（杉戸

地区）、アイこばと、杉戸町身体障害者友の会、杉戸町

聴覚障害者協会、みみの会、ふれんだむの会 

 

  （２）調査方法    個別ヒアリング 

  （３）調査期間    平成19年8月20日～8月31日 
 

 
３ ヒアリング内容 

  （１）団体の活動内容について 

  （２）障がいのある子ども・人をめぐる状況について 

  （３）杉戸町で目指すべき方向について 

  （４）基本理念を実現させるために必要なこと 

  （５）見直しに向けての視点について 

  （６）基本目標について 

  （７）その他意見について 

障がい者団体等ヒアリングの概要  ７ 
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杉戸町障がい者福祉計画 

 
発行 杉戸町福祉課 
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