
審 議 会 名 杉戸町障がい者福祉計画進行管理懇話会 

開 催 日 時 平成２３年３月２５日（金）午前10：00～12：00 

開 催 場 所 杉戸町役場第１庁舎３階会議室 

会 議 の 議 題 取組目標の評価に対する課題等について 

公開 ・ 非公開（公開の場合傍聴者数    人） 

公開・非公開の別 

 
 
 
 

出 席 委 員 氏 名 

会長 仁部前明  柴田周子  青木順一  居附正敏 

青木一子  中島泉  猪股ふじ江  岩上洋一 
藤田幸子 小河原正隆 鈴木義雄 

１ 審議事項 

各分野ごとの課題等 

２ 主な意見・質疑 

 

取組目標の評価に対する課題等について 

 
（議長） 
 各分野別の現状について報告をお願いしたい。進み具合

も違っていると思うが、方向性等についても報告できるこ

とは報告していただきたい。 
 
障がい児支援：（委員） 
 ３月１８日に保健師、担当者及びトマトの会のメンバー

で集まり検討した。先日送られた資料でいくつかの意見が

出た。 
№108 及び№111 について表記の仕方を統一してほしい
という意見があった。「介助員」「補助員」「指導員」の統一

について。されていることは同じだろうと思う。 
 №110の「障がいを持った」「障がいのある」の表記も統
一してほしい。「障がいを持った」ではなく「障がいのある」

にしてほしい話が前からある。 
 №117 の日帰りバス旅行について、健常者の参加が多か
った。評価がＡとなっていることに疑問である。趣旨とし

ては障がいのある子供の支援体制が主要課題であるにも関



わらず、参加されたのは一般の方ばかりで障がい者の参加

が無かった。基本目標としては、障がいのある子供に対す

る教育の支援体制だけれども、参加したのは健常者ばかり

だった。障がい児のためのサマーキャンプでは無かった。

障がい児の参加体制が整っていない。 
 №96学校に入る前の障がい児は、臨床心理士や言語聴覚
士、作業療法士の支援、訓練を受けているがあくまでも入

学前までであって、学校に入るとそこから先の支援がどの

くらい充実しているのか、障がいのあるお子さんは学校に

入る前は保健センターで見てもらえるが、学校に入ってか

らはどのくらい見てくれるのか不明である。 
 
（委員） 
 町交渉をやっているが、いつも障がい児の質問・課題が

出ている。乳幼児の検診について納得いかないと親から質

問が出ているが、実際は保健センターと相談していただい

てお互いの理解は深まったのか。 
 
（委員） 
 杉戸町の場合は、受入態勢は出来ているが、障がいのあ

るお子さんへの細かい所は親と担当者で話をしているらし

い。幼稚園・保育園と親との間では話し合いをしているら

しい。介助員も入っているので大分よくなってきた。介助

員の方が入っていただかないと目が届かないので、介助員

が入ってくれて良かった。よく見てくれるようになった。 
 
（委員） 
 保健分野から入って、障がい児であるときは小学校に入

る前は福祉の利用があり、保育園に入ると障がい児保育が

あり、しかし学校にはいると・・・・・。そのつながりが

課題だと思う。今まで関係保健領域とお話していただいて、

あるいは介助員のサポートが良くなってきた。次は学校関

係者に入っていただいて意見交換をしてもらえればいいの

では。 
 
 



（委員） 
 学校教育の方とも意見を交えたいと思っているが、学校

に入るとコーディネーターが関わってくる。普通学級にい

る障がいのあるお子さんは、コーディネーターが関わって、

担任が関わって、親が関わって、そこに私たちトマトの会

が入って行きたいが、許可などが大変なのだろうと思う。

学校教育課に対して敷居が高いと感じる。相談に行きたい

けど行っていいのか思う所もある。 
 
（委員） 
 障がい児の親との話し合いで出てくるのが、学校に入る

ときの敷居の高さが課題だと思う。ただ教育分野の方がよ

っぽどマンパワーが高く、逆に卒業後の方がサポートが薄

い一面もある。障がい児が保健・福祉を使いながら学校に、

というライフサポートが必要で、来年度は学校関係の方に

も意見交換に加わっていただいて、保健センターの対応も

変わると思うし、来年度の課題としてこの計画に反映でき

ればよいと思う。 
 
（議長） 
 事務局を通して分野別に教育委員会を参加してもらいた

いという要請はできますよね。事務局を通してお願いして

もらえれば、担当の方が分野別に来て、現状を話していた

だければ良いのではないか。 
 
（事務局） 
 １２ページの「障がいのある子供の保育支援」と「特別

支援教育の推進」こういった部分で関係していると思う。

保育の支援と教育の支援、保育から教育への転換の部分で

もっとつながりのある支援が必要だと思う。課題として提

案してもよいと思う。 
 
（議長） 
 用語について、「保育補助員」「教育指導員」「介助員」そ

れぞれの役割は様々か。 
 



コミュニケーション支援：（委員） 
 №9 から№19 について、１回目の会議に集まった人は視
覚障害者３名、聴覚障害者２名、分野別委員及び福祉課で

話し合いをした。その中で事業についての課題を挙げた。 
 №9の広報誌・ＨＰの充実について、ＣＤ化が進んでおら
ず、テープだと聞きたい所がなかなか検索できない、とい

う話も出ている。ボランティアの立場からすれば、住民参

加推進課の取組実績を読むと、いかにも自分たちはやって

いるという自分たちのことのみ載せているが、私たちボラ

ンティアに対し、ほとんどのことをやっていただいていな

い。ボランティアも高齢なので講習会をやっても若い人が

入ってこない現状がある。結局ボランティアなので、出来

なくなればテープを届けられないことを視覚障害者に言っ

たら、そのような状況だとは知らなかったといった状態。

もう少しボランティアの育成が必要である。 
また、ボランティアまかせではなく、もっと町が関わっ

てほしい。社協については、助成金をいただいているし、

講習会も要望すれば年に何回かやっていただいている。こ

れに対し町は何もやっていただいていない。それをもっと

言いたい。町が視覚障害者に対し広報を出す方法として、

ボランティアを使っている意識がほとんど無く、ボランテ

ィアまかせなのではないか。もう少し役場が関わってほし

い。視覚障害者も聴覚障害者も９０名から１００名位はい

ると思うが、利用者が少なく１０名くらいずつしか利用し

ていない。もっとＰＲして欲しい。テープの利用が公民館

で貸出状況が年１回くらい、知らない人が多いのだろう。

放送などでテープの利用について流して欲しいという意見

があった。ＨＰも広報も見れない訳だから知る方法は家族

しかない。何か利用を高める方法はないかという意見もあ

った。 
 №16視覚障害者のパソコンについて、パソコンの指導者
がいない。普通の指導と違って視覚障害者はマウスを使わ

ない方法なので、普通の事だけを知っている方だとなかな

か教えられない。指導者の養成が必要という意見があった。

また、ＨＰで障害者のページを作って欲しい。そこをクリ

ックすれば障害者の情報が出てくるようなアイコンを作っ



て欲しい。視覚障害者も見れるような大きなアイコンが欲

しいという意見もあった。それも含めて障害者が集まれる

場所があると誰かがいて情報を得られるという意見もあっ

た。また、パソコンの音声ソフトの給付について知らない

人もいた。 
全てにおいてだが、障害者側がアンテナを張っておかな

いと、どのようなことをやってもらえるのか分からない状

況である。視覚障害者も聴覚障害者もボランティアがサポ

ートすることも大事だが、出来ることに対して町から言っ

てはくれないので、こちらが相談して聞けば言ってくれる

みたいな事が多い。サービス等のＰＲを工夫していただき

たい。 
 №17コミュニケーション支援事業については、委託でや
っていただいているが、要綱の見直しが必要なのではとい

う意見が出た。今日の派遣でも３名来ているが、２名で良

いのではないか。その辺りを情報センターと相談して・・・

ダメだったのですね。要綱改正の要望は出来ると思う。結

局予算が足りなくなって派遣の依頼が出来なくなると言う

よりも、もちろん予算を増やしてほしいというのもあるが、

その辺のかねあいで要綱の改正ができないのかという意見

も出た。 
 また、視覚障害者の移動支援について、自立支援法で出

来る部分と地域生活支援事業で出来る部分、どちらでも出

来ない部分と３通りあると聞いたが、３つとも利用してい

る人はあまりいないと聞いたが、それによって頼むところ

が違うなど結構複雑なようなのでどうにかできないか。コ

ミュニケーション支援だが移動支援をどの分野でもなかな

か扱ってくれないという意見もあった。自立支援法の改正

案が通った中で、重度の視覚障害者の移動支援が、自立支

援の方で認められるようになった（同行支援）が、単なる

移動支援ではなく、移動中に情報を与えてあげる。要はコ

ミュニケーション支援も加わっている。同行支援について

意見を取り上げて欲しい。国の動向が決まっていないが、

説明会を開いて欲しいという意見があった。地域生活支援

事業と自立支援とどちらにも当てはまらない部分とあるが

窓口を一本化できないか。視覚障害者の移動支援が大変に



感じる。まとめて町の制度として出来ないかと思う。３通

りあるにしても頼むところは１箇所でよいように。事業者

の委託だけではなく、町の手話通訳派遣制度みたいに視覚

障害者の移動支援の制度を作って欲しい。 
 
（議長） 
 ３箇所とは県の方へお願いするときに３つあるのか。 
 
（委員） 
 地域生活支援事業は日常生活の買い物・散歩、自立支援

は病院、どちらにも当てはまらないものは事業者に頼むと

されてるようです。 
 
（委員） 
 そういったことを分かっている視覚障害者は色々使う

が、分からない人は町の支援だけで終わってしまっている

から使いたくても使えない。窓口を１つにして利用しやす

いように行政に考えていただきたい。障がい者個人が考え

るのではなく。また車の移動も事業者により単価が異なっ

ているようなのでその辺の情報も不足している。 
 
障がい者の生活支援：（委員） 
 №29成年後見制度の活用と促進について、後見制度が進
んでいない。財産の管理と契約について後見人が行うこと

になるが、多くは家族が行っている。なぜ進まないのか。

手続きの複雑さ、費用などの問題がある。助成と簡素化が

必要。法人を立ち上げて資格のある人に登録してやっても

らうことも提案したい。 
 №58グループホームの整備については進んでいない。建
設の場所が難しいためである。住民の反対、土地の確保（資

金）、設立建設費（家賃等）などの運営費が不足している。

町有地や町営住宅のグループホーム化をして貸し出すなど

を町に積極的にやってもらいたい。また設立の際の住民へ

の説明をお願いしたい。 
 №63医療費の助成制度について、医療費を医療機関に払
い、後でもらいに行く、この制度が煩雑である。立て替え



て後で町にもらうまでの間、お金が無い人もいる。医療機

関の方で解決できないか。 
 №66 施設やＮＰＯ等にも公共料金の減免を認めてほし
い。 
 №69地域活動支援センターを町にも設置してほしい。利
用するのに利用しやすい。 
 №76施設利用者も土日の利用がしたい。 
 
バリアフリー：（委員） 
 公共施設のバリアフリーについて、平成２２年度に見学

をしたかったが、諸般の事情により実現できなかった。東

武動物公園駅の駅のエレベーターが出来たが駅前通の凹凸

の直しや、施設に行くまでの道のりを直してもらいたいと

思う。ただ改善にはお金が必要で進展には時間がかかると

思う。今後はアンケートを取ってどこから改善していくべ

きかを考えていきたい。予算の関係もあることで、改善で

きることから改善していきたい。まだ進展するには時間が

かかると思う。 
 
雇用・就労支援：（委員） 
 障害者就労支援連絡会議で（杉戸町障がい者就労支援セ

ンターを評価する会議であるが）次のような内容が出た。 
 №77については産業課に進めてほしい。深輪産業団地の
計画会議や本郷工業団地の企業側のネットワークに障がい

者雇用の受入れの懇談会を産業課の方で進めてほしい。 
 №80障がいのある人の就労トレーニングについて、障が
い者の立場からすれば、町が色々なものを発注する際に町

の入札の条件に障がい者雇用を条件としてほしい。障がい

者雇用に積極的でないと入札できないということを考えて

いただきたい。すでに取り組んでいる自治体もあるはず。

来年度、雇用就労の会議の中で委員が勉強して町の方にお

話できればと思う。現状では町の就労支援センターは、９

３人が登録し、６０人は働き続けている。引きこもりがち

で何もサービスは使っていないが働く力はある。つまり一

旦は特別支援学校を出て、あるいは障がい者雇用で働いて、

その後仕事を辞めて家庭生活に戻ってしまう。そういう



方々がもう１度手を挙げていただけるようなサポートがさ

らに出来ればよいと思う。 
 
（委員） 
 工業団地との関係で、説明会等の中で工賃アップもお願

いしたい。 
 
相談支援体制整備：（委員） 
 相談支援の会議については、県からの委託を受けている

相談員として身体障害者相談員の青木氏と渡辺氏、知的障

害者相談員の篠原氏がいらっしゃる。この３名とフレンダ

ムの吉澤氏、れんげそうの江森氏、社協の菊地氏、福祉課

の横井氏に参加していただいた。この中で相談支援体制の

充実について、保健センターの項目にもあがっているが、

保健センターの中でも障がい者向けの支援を、健康相談で

あるとか、体操等の相談・支援を健康の面でしていただい

ている。 
 
 №22障がい者向けの相談支援、保健と福祉の連携、来年
の会議でも保健センターからも来て欲しいと思う。 
 №24産業課で消費生活相談のトラブル解消もやっている
が、一般と障がいが混じっている。そこを見直してもらっ

て障がいの方へのトラブルの取り上げ方をしてもらいた

い。 
 №26障害者相談員の役割が分かりにくい。分かりやすく
するような形にしたい。相談日を決めるなども必要なので

はないか。これについては相談の学習会の中で実施したい

と思っている。５月に学習会を開いて相談やサービスにつ

いてご案内したい。 
 №27地域活動支援センターの話でもありましたが、みん
なの集まれる場所が必要である。役場庁舎内で使用してい

ない場所（元水道課など）をみんなが集まれる場所に開放

してほしい。みんなが集まれる支援センターとしてやれた

らいいという話も出た。障がいのある方がお互いにサポー

トできる体制を。平成２４年度・平成２５年度に向けて町

にあった相談支援体制が必要である。 



 
（議長） 
 全体的な質問はありますか。柴田委員に質問したいが、

住民参加推進課のテープについては、社協の委託ですか。 
 
（委員） 
 委託ではない。ボランティアでやっているだけ。育成だ

けという意味ではない。行政は委託かもしれないが、広報

を発行しているのは町であるが、視覚障害者が読めるよう

に変えているのはボランティアなのに、私たちに対して町

が関わってほしい。例えば視覚障害者のお宅に１件１件ボ

ランティアが届けているが、他のある市ではボランティア

が基本のテープだけを作って市が障がい者に郵送している

自治体もある。杉戸町は何もやってくれない。全てボラン

ティアがやっている。役場にも福祉課・住民参加推進課・

受付と置いているが、一度聞いてみてくださいと言っても

聞いてくれたこともない。デッキがないとか言って。変わ

って聞いてくれた人もいたが、前の人はそんな感じだった。

だから何も関わっていないというか。例えばボランティア

が何も出来なくなったら町はどうするのか。障がい者はど

うなるの。広報を聞けなくなる。 
 
（委員） 
 目標設定が漠然としている。今のボランティアにお願い

するだけではなく、住民参加推進課はコミュニケーション

支援のために何をやるかを来年度の目標設定に掲げてあげ

ていただいて、それについて取組みはどうだったかの評価

をしていただかないと。目標設定が大きすぎる。今年はボ

ランティアの人にはこれをお願いする、住民参加推進課と

してはこれをします、それ位は掲げていただきたい。 
 
（委員） 
 お願いすらしてもらっていない。ここに書いているのは

「ご協力をしていただき・・・・・・」。それは私たちが設

置している。 
 



（委員） 
 来年度の目標設定の中には「住民参加推進課はボランテ

ィアと広報誌の作成について意見交換を行います。」と、本

来計画から言えば全然関係ないことだが、それが無いから

「全然お願いされていないです」ということになってしま

うのなら、ちゃんと意見交換をした上で住民参加推進課は

何々をします。ボランティアには何々をお願いします。と

いう目標設定になって次年度に取組みが出来たかを評価し

ないとまた来年この会議で何もお願いされないまま私たち

は、ということになってしまう。 
 
（委員） 
 近隣で行政がどのような関わり合いをしているのかを一

度調べてもらいたい。私たちが調べてあれをしています、

これをしていますではなく、住民参加推進課自体がボラン

ティアに助けてもらっているのだから自分たちがまず近隣

を調べて、担当課として自分たちがまず何を手伝えるかを

やってもらいたいという話もした。要望として受け止めて

もらいたい。 
 
（議長） 
 民生委員にも以前は相談員がいたが。 
 
（委員） 
 №129だが、民生委員は一番身近な相談場所である。 
 
（議長） 
 各分野の報告を中心にお願いしました。 

 

 

 

 

 


