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会議録様式 

審 議 会 名 第３回 杉戸町障がい者計画推進懇話会 

開 催 日 時 平成２３年１２月２６日（月）９時３０分～１１時３０分 

開 催 場 所 杉戸町役場 本庁舎１階会議室 

会 議 の 議 題 
（１）杉戸町障がい者福祉計画の進捗状況について 

（２）杉戸町障がい福祉計画の素案について 

公開 ・ 非公開   （公開の場合傍聴者数    １ 人） 

公開・非公開の別 （非公開の場合理由） 

出 席 委 員 氏 名 

仁部前明委員長、柴田周子委員、鈴木義雄委員、居附正敏委員、青木一子委員、

猪股ふじ江委員、中島泉委員、岩上洋一委員、小河原正隆委員、山本文彦委員、

間宮佐委員 

審 議 の 概 要  

1 開 会 

（議長） 

これより第３回杉戸町障がい者計画推進懇話会を開催する。 

 

2 議題 

杉戸町障がい者福祉計画の進捗状況について 

（事務局） 

資料の訂正について。障害者福祉計画の進捗状況の地域活動支援センターについて「２

市６町」を「３市３町」に、福祉的就労施設の充実の平成２３年度見込みを「生活介護施

設として施設の内容の充実を検討する」に訂正をお願いしたい。 

 

（委員） 

広報誌・ホームページの充実について、広報誌の形が変わって工夫されているようだが、

読んでいて分かりにくい文章がある。こちらでも読み方に工夫をしているがカッコ書きが

多い。聞いていて分かりにくいところもあると思う。見てわかる書き方をしていることが

多いので、それはそれで良いが、内容が難しくなると文章がまわりくどい箇所もあり読み

にくいところもある。 

 

（委員） 

情報開示の推進について、平成２２年度は苦情は無かったとのことだが、平成２３年度

はどのような状況だったのか。 
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（事務局） 

特に問題になっている苦情はない。 

 

（委員） 

情報提供体制の整備について、平成２２年度実績では情報収集したということだが、実

際提供までは至っていないのか。平成２３年度の見込みとして継続実施するとあるが、具

体的にどの程度情報提供に向けた取組みがなされているのか。事業内容をみると総合的に

提供できるようにとある。発信出来る形をとるのが最終的なのかと思うが。平成２２年度

は情報収集の段階だということで２３年度はいかがか。 

 

（事務局） 

最終的に総合的な提供ができるよう目指しているが、具体的に発信できる状態での進捗

がなされていない。検討段階であり、具体的な取組みには至っていない。 

 

（議長） 

日常生活用具の給付について、パソコンも新しくなることで使用方法の説明会があるよ

うだが。 

 

（委員）１月にあるようだ。 

 

（委員） 

その際に要約筆記は依頼してあるのだろうか。去年のパソコン利用者の会合のときは、

要約筆記がついていなかったため、サークルの方で対応した。 

 

（委員） 

訪問相談等の充実について、訪問相談を実施しますとあるが具体的にはどの程度なされ

ているのか。全部の家庭とか何件とかケースがあれば教えて欲しい。 

 

（事務局） 

福祉課、保健センターで具体的な件数を確認して報告をしたい。 

 

（委員） 

事業者等評価体制の整備及び第三者評価機関の設置検討について、基盤作りには至らな

かったようだが行政の方で踏み込んだ形をとらないとなかなか進まない。今でも事業者の

方でお金の支払いは評価をしてくれる団体はあるが、なかなかそこまでは踏み込めないと

いうことで第三者評価などが進んでいないことが問題となっている。行政側でそういった

仕組みを取り入れられるような方法を考えていかないと進まないことになる。基盤作りを

示すだけでなく、どのように進めるのか具体的な案を出していかないと進まないのではな

いか。 
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（委員） 

生活ホーム・グループホームの整備について、具体的に事業者の相談がなかったという

ことだが、前にも話をしたが町がどのくらい補助をだすのか、そういったものを出さない

となかなか進まない。今のままでは３つネックになるものがある。１つは設立の場所を見

つけることが大変であること。もう１つは運営資金が足りないということ。またさらに地

域の理解を得なければならない。入りたいという人は結構いるがこれらのことがネックに

なっている。それは町の方で具体的に越えていただかないと状況はずっとかわらない。 

 

（事務局） 

課題として場所などがあり、グループホーム等の基盤整備においては課題となっており

ます。現実になかなか進まない状況である。具体的な進め方は現状では達せないが進めて

いかなければならないと思う。解決していくのは難しいこともあるがご理解いただきたい。 

 

（委員） 

居宅改善整備費助成事業の充実について、身体障害者手帳１・２級と書いてあるが、対

象の拡大は予定していないのか。日本家屋は間取りが狭いことや段差なども多く、３級や

４級の方は自費で住宅改修をしている。 

 

（委員） 

助成費の枠は１件いくらか。 

 

（事務局） 

２４万円の枠で助成している。 

 

（委員） 

実際の居宅改善において、２４万円でどのくらいの改修ができるのか。金額なり対象者

なりをご検討されるのもいいのか。そういった意味であまりメリットがなく申請が無かっ

たとも考えられる。今年度の申請はあったのでしょうか。 

 

（事務局） 

今のところ申請はない。 

 

（議長） 

この問題は高齢者が年金後障がい者になってトイレなどの改修を余儀なくされるが、手

続きが難しいという問題もある。値段が少ないということもある。 

 

（委員） 

成年後見制度利用支援事業の検討についても、町としてはやられていると思うが申請が

ないということで、町としてどのくらいＰＲをしているのか。 
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（事務局） 

ガイドブックを手帳交付の際の配布やホームページにおいて掲載しているところだが、

現状で十分であるか検討の余地はある。 

 

（委員） 

法的には契約制度を取り入れているが、契約である以上後見人がいない人と契約は結べ

ない。家族でも後見人となれる制度になったが、なかなか進まない。制度が進まない理由

は制度の複雑さと費用がかかる。最初は家族の後見を認めていなかったが、最近は認めて

いるようである。きちんとやっておかないとこれから色々な問題が起こると思う。推進す

る方向で、国にも働きかけて後見人をつけるようにしてほしい。費用においても一部公的

な助成をしてほしいと思う。 

 

（議長） 

制度は出来てもなかなか進まない。窓口で用意してほしいという利用者側からのご意見

だと思う。 

 

（委員） 

手続きが複雑すぎるのも今後改めていかなければならないと思う。書類を何枚も書かな

ければならないし、裁判所で手続きをすることに抵抗がある。 

 

（委員） 

地域活動支援センターは、少なくとも町で１箇所設置できるように検討してほしい。３

市３町であるが、杉戸町にあってほしい。 

 

（議長） 

採用の推進について、実は埼玉県県庁職員の教育部局に障がいのある職員がいないよう

で、だいぶ指摘をされたようだ。法的には受けざるを得ない状況であるから町においても

それぞれの機関で受け入れる対応をとっていただきたい。 

 

（委員） 

乳幼児健康診査の平成２３年度見込みのうち、子宮頸がんの予防ワクチン接種の実施と

あるが、これは全員か。 

 

（事務局） 

希望者だと思われるが保健センターに確認したいと思う。 

 

（委員） 

子宮頸がんの予防ワクチンは３回接種が必要だと思うが、その３回の費用も自己負担な

のか、それとも町がどのくらいか助成しているのか。自治体によっては助成があるような

ことも聞いているが。 
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（事務局） 

確認をする。 

 

（委員） 

精神障がい者への保健サービスの充実のうち、電話や訪問とあるが訪問はどのくらい行

っているのか。具体的に何件とかあるのか。 

 

（事務局） 

実施状況ですが随時となっており、相談等があった際に訪問等をおこなっている。集計

はしていない。また担当において必要に応じて訪問をおこなっているため集計していない。 

 

（委員） 

保健センターの数字とは別に数字が挙がってくるのか。 

 

（事務局） 

保健センターは保健センターで別に相談を受け付けている。福祉課の方で対応する内容

は福祉課で行っているため、件数としては別になる。 

 

（委員） 

幼稚園障がい児保育の充実について、一時期幼稚園と保育園の統合の話があったが、ど

のようになったのか。 

 

（事務局） 

平成１０年前後に町で幼稚園と保育園の一元化の方針を出したが、財政状況が厳しいこ

とから現在は白紙の状況です。 

 

（委員） 

幼稚園では障がい児を支援するとの事だが、保育園ではどのようになっているのか。 

 

（事務局） 

保育園も障がいのあるお子さんについては、各保育園で支援を実施している。 

 

（委員） 

保育園に臨時職員はどのくらいいるのか。 

 

（事務局） 

障害のある子を受け入れるための職員配置はしている。 

 

（議長） 
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障害者スポーツ大会への参加支援は福祉課で行っているが、教育委員会の所管なのか、

福祉課の所管なのか。 

 

（事務局） 

福祉課が窓口となり事務を行っている。 

 

（議長） 

社会教育課でご理解いただくには、そういった部分にも参加していただきご理解を得な

いと、なかなか目が届かないのではないかと思う。また、体育指導委員の名称についても

変わったのではないか。 

 

（委員） 

アンケート調査等の実施について、必要に応じてアンケート調査やヒアリング調査を行

うとあるが、必要に応じてとはどのような場合を指しているのか。 

 

（事務局） 

障がい福祉計画策定においてアンケートを実施し、それを利用している。定期的なアン

ケートではないので、必要に応じてとなる。アンケートの際のヒアリングは行ったが、単

独でのヒアリングについては行っていない。 

 

（議長） 

就学相談の充実について、用語で「就学相談」は使っているのか。確認してほしい。 

 

（議長） 

体験活動の推進について、青少年相談員の方が推進しているが評価はＤである。参加を

募ってやっていると思われるが、青少年相談員の役割も含めて心配している。 

 

（議長） 

災害時要援護者対策の推進について事務局に取組みを説明していただきたい。 

 

（事務局） 

今年度５月から７月にかけて、要援護者の個別プランを作成した。民生委員にご協力を

いただき、障がいのある方のお宅に訪問して災害があったときにどのように避難できるの

か、また誰が支援できるのかを個別プランとして作り、現在集計をしている段階である。

今後も必要な方には民生委員に訪問していただき個別プランを作成する。 

 

（委員） 

安心カードの配布について、民生委員が配布をしたが役立っているのか。 

 

（委員） 
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障がい者相談において、３人から報告があった。救急隊がどこに置いてあるのかも分か

らない、冷蔵庫にも入っていない。また何を書いていいかわからないという人もいたので、

行政と民生委員が一緒になって、きちんとした物を冷蔵庫に保管するように徹底しなけれ

ばならない。また障がい者だけでなく家族もまじえて徹底させることが大切。 

 

（委員） 

安心カードについては、社会福祉協議会で、安心キットについては町で実施しており、

どちらも同じようなものであるが、キットについては冷蔵庫に、カードについては携帯用

なので外出の際にお財布などに入れていただければ、もしもの時に活用がなされる。 

同じような事業だが分けていただいて、今後も実施を続ける。 

 

 

杉戸町障がい福祉計画の素案について 

 

（事務局） 

資料及び追加資料の説明 

・第３期杉戸町障がい福祉計画（素案） 

・「入院中の精神障がい者の地域生活への移行」など修正差替分 

 

（議長） 

１部、２部についてご意見・ご質問はありますか。教育や子どもの問題等については、

どうなっているのでしょうか。 

 

（委員） 

前回作ったのが障害者基本法に基づいた障がい者福祉計画で、今回の障がい福祉計画は

その中の障害福祉サービスや相談支援事業などに関するものであり、杉戸町障がい者福祉

計画の基本目標の１番と２番についての計画になっているので、教育や子供の問題はその

まま障がい者福祉計画に活きているということではないか。 

 

（事務局） 

素案の６ページに障がい者の計画として、障がい者福祉計画と障がい福祉計画の２本が

ある。 

障がい者福祉計画については障害者基本法に基づいた、「障がい者のための施策に関する

基本的な事項を定める基本計画」となっている。障がい者福祉について作られており、ご

指摘のあった教育部門も含んでいる。 

今後３年間の計画で策定する障がい福祉計画は、障害者自立支援法に基づいて、障がい

福祉サービス、相談支援といった自立支援法で定める各種サービスの具体的な数値目標を

定める計画である。 

指摘のあった教育等については、来年度更新する予定の障がい者福祉計画の中で策定を

行い、今回の障がい福祉計画では具体的な法定サービスや町の福祉サービスの目標量を定
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める。 

 

（委員） 

１７ページ、身体障害者手帳所持者数の推移とあり、部位別になっているが、聴覚障が

い者の中での内訳が分からないとサービスの利用の具体的な数値は挙げられないのではな

いかと思う。 

また、障がいでも１級から６級で必要とされるサービスの内容は異なってくるので、そ

の辺が数字として明確にあがっていない中、具体的にどのように見込んでいるのか。 

 

（事務局） 

今回の計画策定にあたりメインになる部分が数値目標ということで、各種サービスの目

標値を設定している。ご指摘の部分は具体的な事業を行っていく上で、非常に重要な部分

と考えている。 

障がい者全体へのサービス提供が初期目標になっており、現実的には今回の計画内容に

は障がい者の部位別、さらに等級別という所までの細かい差が出ていないという所がある。

今回の計画内容から、身体障がい者手帳所持者数の推移という表現になっており、具体的

な計画の中身が等級別まで詳細に含めた数値目標になっていないため、手帳所持者の推移

という表現にとどめている次第である。具体的な個々の事業の実施に関しては、詳細に等

級まで考慮する必要があると思っている。今回は計画ということでここまでの表記にして

いる。 

 

（委員） 

計画を立てるにあたっての考え方が示されていないので、どういう状況を想定している

かわからない。障がい者手帳交付状況よりも調査によって把握した状況を考慮するという

ような、計画にあたっての考え方を加えていただきたいと思う。また、障がい別の手帳所

持者の実績を教えてほしいという声も出てくるのではないか。 

 

（事務局） 

お配りした資料の６ページ目がアンケートの集計表となっている。年齢別に集計されて

いるので手帳所持者数とは違うがご利用いただけるかと思う。 

 

（議長） 

それでは第３部と第４部についてご意見、ご質問をお願いしたい。 

 

（委員） 

２８ページ実績の所に「年間一般就労者数」とあるが、意味がよくわからないので教え

てほしい。継続して就労している人のことなのか。 

 

（委員） 

２８ページと２９ページで同じ「年間一般就労者数」という単語が使われているが、と
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らえ方が違うのか。２２年の実績が２１人で、目標値は４人となっている。「福祉施設を退

所し」という備考がないと意味がわかりにくいが。 

 

（委員） 

目標値が０というのは計画としてどうなのか。目標値０%という所もあある。 

 

（委員） 

３０,３１ページに継続支援で３割の人はＡ型事業を利用することを基本とするとある。

国の指針でも県の指針でもＡ型事業を必要としており、Ａ型を目指したほうがいい方もい

らっしゃる。ずっと目標値を０のままでいいのかということだと思う。利用希望者の数が

どれくらいなのかは分かるので、目標値は作った方がいいと思う。 

 

（事務局） 

Ａ型の事業所がないので０人としているが、ご指摘のあったようにこのままでいいのか

というところはある。 

 

（議長） 

ここは検討が必要である。 

 

（事務局） 

ご指摘のあったようにＡ型は過去にも現在も実績はなく、また県内で実施している事業

所自体が少なく、近辺にもないために、０という形にしてあるが、将来的な目標でもある

ので、検討したいと思う。 

２８,２９ページの「年間一般就労者数」の関係はご指摘の通りである。２８ページの実

績値で挙げている年間一般就労者数はその下の【現状と今後の方針】の所に「福祉施設や

在宅等を含めた一般就労の実績をみると」とあり、実績値は在宅等から一般就労した人の

数となる。また、２９ページの目標値の「年間一般就労者数」は福祉施設から一般就労し

た人の数となる。同じ表現のため解りにくくなっているため、表現を変えて解りやすくし

たいと思う。 

 

（委員） 

２６ページの【現状と今後の方針】で「施設入所ニーズは高い」とあるが、施設入居者

数の増員や施設自体を増やすといった考えはないのか。 

 

（委員） 

同じところで、「特に、身体障がい者の入所施設よりも知的障がい者の入所施設にその傾

向が強く」とあるが、身体障がい者を入所させる施設はほとんどなく、知的障がい者の施

設のほうが数は多い。杉戸町でも身体障がいの方を施設に入れたいが、なかなか入れられ

なった例が今年あった。身体障がい者の入所施設は６５歳まで待たないといけないので、

若年層の身体障がい者を受け入れる施設がない。両親が子どもの介護をしていて、短期間
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でも入所させたいと思っても不可能である。場所の紹介だけでもしていただきたいのだが、

福祉課でも特に県外の場所についてはよく分からないという状況もあって、障がい者が自

分で探すしか方法がない。人数でいえば知的障がい者のニーズが高いかもしれないが、知

的障がい者はある程度入所できる施設がある。高齢者以外の身体障がい者が入所できる施

設は本当にない状況である。 

 

（事務局） 

「特に」という表現に意図はないため表現を考えたいと思う。 

 

（事務局） 

施設の建設の件であるが、国では地域生活を進めている。グループホームや在宅など、

健常者と同様に地域で生活できるようにというのが国の方針である。一方埼玉県では、大

きな施設に入りたいという要望が多く、大きな施設を建設していこうという方向性であり、

国とは異なる方針を持っている。杉戸町では施設整備は難しい状況にある。 

 

（委員） 

３８、３９ページに居住系サービスの計画があるが、特に施設入所の部分はこの計画上

では情報提供にとどまる内容、ケアホーム、グループホームについても特にこの計画では

町の方で特に財政的な援助等に踏み込んだ内容ではないということだと思う。 

県は施設整備に軸足があるとのことだが、入所のニーズが非常に高い中で、なかなか施

設が造られていない。 

地域でケアしていくというのは理想ではあるが、親御さんの高齢化の問題もあり、町の

姿勢として、計画には施設整備も含めるべきではと思う。 

 

（委員） 

４０ページの相談支援について、利用者数や実績数はどういうものか。 

 

（事務局） 

指定相談支援については、実際のサービス利用者数ということで、０人となる。この指

定相談支援についてはサービス等利用計画という計画作成のための相談を受けたかどう

か、という実績になり実績は０となる。 

また３期計画では「サービス等利用計画」が変更になる。今後は利用者全てがサービス

対象となり、今までの計画実績と取り扱いが変わる。現状の実績は０に、今までの計画相

談支援は実績が０になっていますが、これからはサービス利用者が全て計画対象となり今

後は増加していく。 

 

（委員） 

今までは特にサービス等利用計画は必要なかったが、今後サービス利用者は計画を立て

る必要があり、また新規利用者や施設利用者の計画も必要となる。現状の月５人では足り

ないと思うので人数の見直しが必要ではないか。 
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また、利用計画のモニタリング（見直し）も必要となる。施設に入っている方だけでな

く居宅介護、ホームヘルパー使用者など、就労的なサービス利用者も見直しが必要となる

と思う。 

地域相談支援についても、地域移行支援は社会的入院に限らずかなり幅広い範囲が対象

になるので、この人数も見直しが必要かと思う。特に地域定着支援は在宅でサポートが必

要な方への支援であり、適用範囲が広がることも考えられるため、人数を見直していただ

ければと思う。 

 

（委員） 

新しいサービスの相談はこれまでは福祉課に話をしていたが、そういった相談もここに

含まれるのか。 

 

（委員） 

福祉課への相談は、４２ページ、地域生活支援事業の中の相談支援事業に今までどおり

残ることとなる。本人が利用計画を作らない場合は指定特定相談支援事業所が利用計画を

作成することになる。この数値も計画相談支援の中に織り込むが、国の最終的な数値も出

ていないので数値はまた見直すことになるだろう。以前は施設任せの所があったのを独立

させて、計画書を造りその方向に則って相談等を行おうというのが来年からの計画の意図

である。 

障がい者が今後の生活プランを作成し、その中でサービスを選択する形が望ましいのだ

が、今はそこまで行っていないので、まずサービス利用者のトータル的な計画を作成する

というのが来年の考えである。計画を造ったからといってサービス利用の為の計画ではな

く、その人が生活していくための計画を造ることが求められており、それを３年間かけて

行うのというのが今の流れなので来年だけの話ではない。 

 

（議長） 

ご意見がなければ今日の話し合いはこれで終了とさせていただきたい。 

 

 


