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１ 審議事項 

障がい者福祉計画の進捗状況 

２ 主な意見・質疑 

 

障がい者福祉計画の進捗状況 

 

（委員） 
進捗状況を把握することは大事なことであり、杉戸町が

取り組んでくれたことは良かったと思う。そこで計画の立

て方が非常に抽象的だということがわかった。つまり具体

的に何と何とを取り組んで、どうゆうことができなかった

のか、課題が何かが見えてきていない状態ではないか。そ

れが今後の計画の立て方で重要になってくる。 
Ａ評価となっているものは、確かに全て実施しているわ

けだが、実施していても課題はあるはず。その課題をどう

次の計画に位置付けるかというのが無い。進捗状況は、１

つは実績、もう１つは課題を、この 2 つを挙げていただく
ことで、「２２年度何が出来た、しかし出来ないことはこう

いうこと。そこで２３年度はこのように取り組む。」という

ことによって計画というのは進む。きちんと課題が見える

ような評価の仕方を、町にお願いしなければいけないと思

った。 
 
 



（委員） 
Ａ評価はＡ評価で平成２１年度の目標に対して達成でき

たからＡ評価なのだろうけど、次はもっと上を目指さない

といけないと思う。絶対的な目標はもっと上なのだから。

細かく言えば色々あるが、もっと上の目標を設定していか

ないと、このままの評価が続いてしまっては進歩が無く、

課題を出して次の目標につなげるということが必要だと思

う。 
 
（委員） 
今年の目標としてやってそれが「出来ましたＡ」と、Ａ

評価でかまわないがＡ評価ならＡ評価なりの課題があるは

ず。その課題を挙げといてもらうことが大事で、仮に次の

年その課題が取り組めるかというと、難しすぎて取り組め

ないかもしれない。取り組めなければその課題を積み残し

ていって、その積み残したものを次回の計画を作るときに

反映していけるかどうか。それが大事だと思う。出来たこ

と、うまくいったことと、いかなかったことを挙げ、その

上で課題を挙げる。その両方が見える形で評価をしていく

ことは、計画を進めるという意味だけではなく次回の計画

に生かすこともできるので、計画を進めるために課題が見

えてきたことは良いことだと思う。 
 
（議長） 
Ｎo.128「災害時要援護者対策の推進」について、いま民
生委員を通して実際にモデル地区で取り組んでいるが、大

きな課題が出てきている。具体的には支援者を求められな

い要援護者がいる。例えば「自治会に入ってない」、「隣の

うちと交際していない」など応援を頼めない、そういう問

題が今出てきている。このような課題をどう克服するか。

この選定を推進したことにより見つけられたことだが、そ

の課題解決をどうするかが大変な問題だと思う。しかし、

課題を乗り超えないと要援護者が災害時に安心した生活が

できないのではないか。このような取組みをしたことに対

して、大変ありがたいことであるが、実際に取り組んでみ

たら、そういう問題・課題が出てきている。 



（委員） 
要援護者をどのようにしたらいいか、まだ、実際には嫌

っている人もいるらしいのでそこが問題である。私達（の

会）は杉戸町の聞こえない方たちに周知をしたいという希

望は持っている。しかし方法がない。個人情報の問題や色々

あってうまくいかないらしい。それを何とか取り払えない

か。そう思っている。 
 
（委員） 
やったからＡ評価というわけだが、そこには色々な課題

があると思う。どの程度のところからＡ評価なのかよく分

からない。１つ１つの事業についても分からないし、かな

り色々な問題が出て来たが、大事なことはその辺を次回に

どのような形で進めていくかを話し合うことが必要なので

はないか。 
 
（議長） 
評価基準がどうなっているかということをいっているよ

うな気もする。どのような基準でＡなのか、その辺は非常

に難しいところである。先ほどの実績についても出ていた

が。 
 
（事務局） 
評価についてはあくまでも事業課の自主評価で、Ａでよ

いのかという疑問もあるかと思う。評価にあたり、仮にＡ

だとすればどういう考え方でＡにしたのか、そういったこ

とも明らかにしておく必要があるかと思う。この評価の仕

方が全てだということではなく皆さんの意見も踏まえて、

評価の説明や実績の表現など評価をする上でもっとわかり

易くしていきたいと考えている。 
 
（議長） 
評価基準については、１ページの右の上にＡ・Ｂ・Ｃ・

Ｄと分かれている。自己評価でやっているように思われる

ので、いま事務局のほうから言われましたのでこの内容に

ついては、この手立ての中で行われてきているのは理解で



きる。 
 
（委員） 
例えば、町民体育祭にしても障がい者が町民体育祭に参

加するためには、場所のテントを張ってくれる人や手伝い

をしてくれる人が必要ということ。もう１つは種目を増や

してほしい、内容が目いっぱいであればどのような形で障

がい者が参加できるのか、参加できる種目があるにもかか

わらず、申し込んだ順番等で切られてしまったということ

もあったり、色々なことを聞く。問題をあげればきりがな

いのに、やったことに対しての評価となっている。できれ

ば評価を出す前に懇話会を開いて評価を検討したほうがい

いのではないか。 
 
（委員） 
すり合わせて評価する必要はないと思う。あくまで行政

側がどう評価するかである。 
そこで１つの方法としては、出てきた評価に対して懇話

会として課題を別途作るというのが１つの方法。課題が積

み残したままなのであれば、私たちが次年度取り組むにあ

たり、「このあたりを検討してください」と該当する項目を

あらかじめ提示する。 
もう１つは、次年度を取り組むときに必ず実績と課題を

乗せといていただく。それに基づいて難易度をどれにする

のかをあげていただく。課題は何か、それを次年度の当初

の段階でそれに基づいて平成２３年度何を行うのか、５月

くらいにこの委員会を開いていただいて、そこで出してい

ただく。 
この 2つの方法、どちらでもいいと思う。 

 
（委員） 
事業そのものはそれぞれ違うわけであって、それをまず

計画をつくるときに踏み込んで作らないといけない。 
 
（議長） 
ご意見を頂戴しているが、このことも踏まえて会議を部



会で開く必要があると思う。今の話を分野別会議でも論議

すべきか。 
 
（委員） 
知的は先に進まない。そういう話をしても予算的に無理

と言われると話が進まない。 
 
 
分野別会議報告 

 
・コミュニケーション支援のための会議 
コミュニケーションや情報という支援に関してどのよう

なことに困っているのか、現状と意見を出していただいた。

同じ障がいを持った人たちと集まって話をしたい、仲間作

りをしたいという意見もあった。町の中には視覚障がいの

方も聴覚障がいの方も１００名近くいるが、知っているの

は１０名ずつ位なので、町のほうから情報発信していただ

けないかということ。それについてはアンケート調査がで

きないかということで話をしている。 
コミュニケーション支援事業として、町としては要約筆

記の派遣事業をやっていただいているが、この事業につい

てもＰＲが必要である。また、町からの情報発信方法につ

いて、手話通訳・要約筆記がチラシに記載されていなかっ

たとか、そういったことも色々と意見が出されている。ま

た、ボランティアの育成や男性のヘルパーが欲しいとか、

これは手話通訳でもあるのだが、同姓どうしでという話が

ある。アンケート調査をして同じ障がいを持った人同士が

集まれる場を役場のほうで作ってもらえないか、町から発

信できないか等の話をしている。 
 
・障がい児支援のための会議 
昨年、要望のほうで未就学児の幼稚園・保育園等の障が

い児の介護を早々にしていただいて保護者から助かりまし

たという意見をいただいた。今年度は、現在、障がい児学

級が高野台小の青空教室、杉小のひまわり学級、泉小のな

かよし学級の３つの教室があるが、トマトの会員のお子さ



んの利用されているのが高野台の青空教室だけであり、そ

ちらにおいては、先生１人に対し児童が５人の障害児学級

となっており、サポートに２人女性の方がいる。先生１人、

サポート２人の計３人で児童５人を見ているので非常に安

心して通っていられるという意見を伺っている。以前はよ

く保護者に自宅待機で呼び出しがあったが、今年来られた

先生に関してはサポートが２人いてくださるということも

あり、安心して子供を通わせることができますとのことで

あった。 
 
・障がい者の生活支援のための会議 
生活支援サービス・在宅サービス等をやっていただけれ

ばいいのではないか、こういったことを要望する話をした。

生活支援サービスについては経済的にも厳しいため、なる

べくお金のかからない方法で何とかサービスをしていただ

けるものを見つけていただくということを話した。 
また、障がい者を昼間受け入れる。例えば朝から夕方ま

で受け入れてくれるというのをできればいいなという話を

した。短期のショートステイをお願いしても、部屋が空か

ない。デイケアを１日～２日お願いしたいといっても受け

入れられない施設が大変多いとのことであった。グループ

ホームにしても資金が大変であり、施設で働いている人た

ちのお金も大変安く辞めていく人も多いため、給与の問題

を解消できればと思っている。 
 
・バリアフリーのための会議 
バリアフリーの範囲が広いため、最初のスタートをどの

ようにしようかと、２回目からは少し具体的なことを考え

た。建物の中を色々と移動するのに問題が生じるか、まず

最初に役場の庁舎からバリアフリーの点検をしてはどうだ

ろうと、そういう方法で今進んでいる。 
 
・雇用・就労支援のための会議 
雇用・就労については、もともと就労に関する町の会議

がある。その会議だけだと、杉戸町で障がい者が就労でき

る仕組みを作ることができないため、その就労支援の会議



に実務に携わっている人たちを呼んで、どういう課題があ

るのか、それをどう改善していくと多くの方が採用になれ

るのか話し合いたい。どこにも、作業所にも行かずにいる

という方がたくさんいらっしゃると思う。実際に働く力は

あるけれどもあまり問題を起こさず生活されている障がい

者をサポートしていこうと。そのための課題については、

会議に反映できるような形をとりたいと思っている。 
杉戸町の就労支援センターは２年間で５２人いる。３障

害で。かなり多くの方が利用していらっしゃるが、ただ、

働きたいというニーズが高いため色々な方に協力して進め

ていきたい。 
 
・相談支援体制整備のための会議 
１つの課題は県から委嘱されている身体障がい者相談

員、知的障がい者相談員の相談員制度が有効に活用されて

いない。 
もう１つは、この地域で障がい福祉事務所など相談の出

来るところは色々あるのだが、そこがきちんと連携してや

っているのか、なかなかそこまでいかない。 
この２つを大きな柱として相談支援事業の部会の中で勉

強していきたい。１つは相談員を含めた、きちんとした相

談体制があることの情報提供、もう１つは、色々なところ

が相談をしているが、連携が取れる仕組みを作りたい。 
 
 
その他意見等 

 
（委員） 
団体に属している障がい者ではなく、手帳は持っている

けれども、どこにいてどういった生活をしているのか分か

らない方について町のサービスとかのＰＲをどのようにし

ているのか。 
 
（事務局） 
手帳取得の際に福祉ガイドを配布して説明している。サ

ービスが該当するものについては説明しながら申請をして



いただく。知的・精神についても同様である。 
 
（委員） 
新たな事業についての周知というのはないのか。町とし

て新たなサービスやるときにどうするのか。 
 
（事務局） 
例えば精神障害１級の方が今年の１月から在宅手当の対象

となったが、そのようなときは全ての対象者に通知をして

いる。ものによっては広報で掲載している。ホームページ

に載せたり、すぎメーで発信したこともある。 
 
（議長） 
団体の立場からすれば障害者手帳を交付した人の名前が

知りたい。情報公開してほしいと思っている。守秘義務の

関係で難しいのか。 
 
（事務局） 
出せない。 

 
（委員） 
福祉サービスを利用するために手帳を持っているわけだ

から、町としては情報提供ができる。例えば、福祉タクシ

ーとかの通知をするときに、１枚同封するとか。通知の中

にいかにうまく情報を提供してご本人の方からアプローチ

していただく。あるいは民生委員さんは地域の相談役にも

なっているわけだから、民生委員さんに身体障がい者相談

員がいることをもっと知っていただいて、相談員が協力で

きることを伝えられるのではないか。 
 
（委員） 
計画の中で重点事業にあたっているものについては、やは

り課題は福祉課のほうで集めておいていただきたい。すべ

てというわけにはいかないが。「Ａ評価していただいたが実

際に課題はないのか」ということを聞いといていただく。

その報告をしていただきたい。 



（委員） 
分野別会議の中で、自分たちとしては課題としなければ

ならないことを話し合ってもらってもいいのではないか。

評価とは別に、私達の中では今こういった課題を抱えてい

ることを共通認識として持ってもらうことが大事なのでは

ないか。 
 
（議長） 
その辺の要望を受け止めていただいて、年度内には開催

していただきたい。分野別会議はそれぞれの分野の人が、

適宜開催していただきたい。 
 

 

 

 


