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１ 計画策定の経過 

年 月 日 内 容 

平成 23 年 

7月29日～ 

8月25日 

基礎調査（障がい者福祉に関するアンケート調査）実施 

配布数 1,901、回収数 1,103、回収率 58.0％ 

平成 24 年 

6月27日 
杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会設置規程の制定 

8 月 1 日 第１回杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会の開催 

障がい者福祉計画の策定について 

8 月 7 日 第１回杉戸町障がい者計画推進懇話会 

障がい者福祉計画策定の趣旨及びスケジュールについて 

障がい者福祉計画の進捗状況について 

11 月 6 日 第２回杉戸町障がい者計画推進懇話会の開催 

障がい者福祉計画の素案について 

12 月 5 日 第２回杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会の開催 

障がい者福祉計画の素案について 

12 月 7 日 第３回杉戸町障がい者計画推進懇話会の開催 

障がい者福祉計画素案の修正報告について 

 

12 月 26 日～ 

平成 25 年 1 月 25 日 

パブリックコメントの実施 

意見数（提出者数５人、意見５件） 

1 月 31 日 第３回杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会の開催 

パブリックコメントの結果報告 

計画原案の承認 

2 月 5 日 第４回杉戸町障がい者計画推進懇話会の開催 

パブリックコメントの結果報告 

計画原案の承認 

3 月 12 日 障がい者福祉計画の決定 
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２ 杉戸町障がい者計画推進懇話会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第９条第３項の規定に基づく杉戸町障がい者福

祉計画及び障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第８８条第１項の規定に基づく杉戸町障

がい福祉計画（以下これらを「計画」という。）の策定に関する助言をすること及び進ちょく状況を点

検し、問題点を把握するとともに、計画を推進するための対策を検討することを目的として、杉戸町

障がい者計画推進懇話会（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 懇話会の所掌事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) 計画の進行管理に関すること。 

(3) 計画の推進のための提案に関すること。 

(4) 計画の評価、見直しに関すること。 

(5) その他計画の推進に必要と認められる事項に関すること。 

（組織） 

第３条 懇話会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 福祉関係者 

(2) 識見を有する者 

(3) 一般住民 

（任期） 

第４条 委員の任期は、平成２５年３月３１日までとする。 

２ 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 懇話会に会長及び副会長を置き、委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６条 懇話会の会議は、会長が招集し、懇話会の議長となる。 

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。 

（意見の聴取） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めて、意見を述べ

させ若しくは説明させ、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 懇話会の庶務は、福祉課において処理する。 

（その他） 

第９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、公布の日から施行する。 

附 則（平成２３年７月１日告示第８７号） 

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第４条第１項の任期の満了をもってその効力を失う。 
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３ 杉戸町障がい者計画推進懇話会委員 
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４ 杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会設置規程 

 

(設置) 

第１条 杉戸町障がい者福祉計画(以下「福祉計画」という。)に関する計画の立案及び素案の策定を

行うため、杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会（以下「検討委員会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項を所掌する。 

(1) 福祉計画の立案及び素案の策定に関すること。 

(2) 作業部会の調整に関すること。 

(3) その他福祉計画の策定において必要と認めること。 

(組織) 

第３条 検討委員会は、別表に掲げる委員をもって組織し、委員長に福祉課長を、副委員長に健康

増進課長をもって充てる。 

２ 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

(会議) 

第４条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。 

２ 検討委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

 (作業部会) 

第５条 第２条に掲げる事項に関して実務的な調査・研究を行うため、検討委員会に作業部会を置

くことができる。 

２ 作業部会は、別表に掲げる部署の主幹の職にある者及び委員長が認めた者をもって組織する。 

(庶務) 

第６条 検討委員会及び作業部会の庶務は、福祉課において処理する。 

(委任) 

第７条 この訓令に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮

って定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行し、福祉計画の策定をもってその効力を失う。 
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５ 杉戸町障がい者福祉計画策定検討委員会委員 
 

部  署  名 職 名 

秘書広報課 課長 

政策財政課 課長 

総務課 課長 

人権・男女共同参画担当 参事 

住民参加推進課 課長 

子育て支援課 課長 

健康増進課 課長 

保健センター 所長 

環境課 課長 

都市施設整備課 課長 

建築課 課長 

産業課 課長 

商業活性化推進室 室長 

教育総務課 課長 

学校教育課 課長 

社会教育課 課長 

消防本部 消防長 

杉戸町社会福祉協議会 事務局長 

福祉課 課長 
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６ 障がい者関係団体などヒアリングの概要 

活動を行う上での問題点、必要な支援など 

知的障がい児・者に対するボランティアの育成とそのボランティアを紹介できる態勢をつく

ってほしい。 

会員が少ないなか、都合を合わせながら録音をしていくのは大変。会員も高齢化しており、

今後継続できるかどうか心配。会でも自助努力しているが、町はこのボランティアがいなく

なれば視覚障がい者の方々に広報を届けられないということをもう少し重く受けとめて考

えてほしい。ボランティア育成もそうだが、社協におまかせではなく、町職員にもやってほ

しい。 

マッサージ奉仕は視力障がい者の団体としては最も大事な催しです。最近は老人会も減って

一部やりづらくなっていることもあります。幸手市の健康福祉まつりなど、若い人も対象に

した新しい試みもできてくるかと思います。 

支援が必要な方へ周知されていない。サービス事業所との連携。 

事業を実施する上で、社協会費や共同募金などが重要な財源となっている。社協会員加入率

は 54％となっており、各種募金も近年の経済状況の停滞に伴い、厳しい状況にある。自主

財源確保するためさらなる事業の見直しが必要である。 

対象となる人がどこに在住しているのか 2 ヵ月に 1 度の例会を伝える方法がわからない。

当協会の設立後、会員は 8 名でした。亡くなった方、他市へ移住された方高齢のため退会

された方などが続出したことで現在は 4 名の会員数です。 

今後、会員数の増加を図っていくためには、聞こえない障がいのある方がどこに住んでいる

のか、消息を確かめる必要があります。そのためには町行政の支援が是非必要と考えていま

す。 

●地域における社会資源（入所、通所施設、療養機関）の不足 

●問題の多様化（触法、ホームレスなど） 

年１回知的障がい者の支援内容について説明して下さい。会員の高齢化により記憶力、実行

力などの老化により忘れやすい。 

場所は主に西公民館を無料で利用していますから、助かっていますが、場所取りなど日々、

大変です。気兼ねなく、いつでも集まれる場所（障がい者福祉会館）などがあると良いなあ

と思わされます。また月１回病む子を残して出て来るのも大変で月に１回が精一杯という方

がほとんどです。町の巡回バスがせめて各路線 3～4 往復してくれるともっと気楽に集まる

ことも可能です。 
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■障がいのある子ども・人をめぐる状況について 

会員や障がいのある子ども・人から今までに受けた相談 

児童館、学童保育で中学生まで利用できるようにしてほしい。 

町立幼稚園での入園態勢に問題あります。障がい児の入園拒否が水面下で起きている。 

視覚障がい者・・・移動支援、同行援護。 

目的によって使う事業所、負担金がちがう。がん検診の無料券使えなかった。 

聴覚障がい者・・・健診の時、聞こえないことに対しての配慮がない。レントゲンや胃透視

などの時、聞こえないので工夫してほしい。 

生活や障がい福祉サービスに関する相談。 

車イスを借りたい。リフト付き車両を借りたいなど、サービスの利用に関する相談。 

１．施設の利用申し込み 

２．利用の方法 

障がい等級について、補装具や日常生活で福祉サービスとして受けられるものは何か？町内

に専門のリハビリ施設がないのでどういう内容のリハビリを行っているか。就労について。

☆行政福祉サービスの内容などをわかりやすく、迅速に伝えてほしい。ともすると、行政は

利用者が聞かない限り教えてくれないので、不公平感が残る。 

☆役場に手話のできる人を常駐してほしい。 

両親（親族）が亡くなった後の行き場の相談。 

（児） 

●就学前のデイサービスの利用希望 

●就学児童の放課後などの余暇支援 

●不登校 

●知能検査の希望 

（者） 

●福祉サービス利用について（利用方法、社会資源について、施設入所利用するなかでの困

り事など） 

●医療機関（精神科）の紹介 

相談することがわからない。何をどのように。 

日常生活、福祉サービスの利用、居住支援、退院支援、家族調整、仲間づくり、就労支援、

不安の解消、生きがい支援。 

町の巡回バスをもっと増やし、3～4 往復してほしい。旭バスを精神障がい者も他の障がい

者並みに手帳を見せることで半額にしてほしい。病が悪くなると乗り合いバスや他人と同じ

バスに乗ることも難しくなるときもあるが、少し調子の良いときには、気分転換にもなるの

で、出かけ易くしてほしい。それが治療やリハビリになります。 
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ボランティアや地域との関わり、地域の行事への参加などについて 

町民体育祭などの競技にボランティアの方々が付いて一緒に競技に同行してほしい。いつも

保護者・親族が付き添っている。せめて、競技中だけでも・・・。 

地域の防災訓練に参加できない。 

視覚障がい者・・・介助者いない。 

聴覚障がい者・・・通訳、要約筆記者がない 

地元で対応できるようなマニュアルがほしい。 

楽な年金生活者でなく、まだまだ働いている人の方が多く、本部での仕事・行事も忙しく、

地域活動は控えめになると思います。 

地域との関わり、地域の行事への参加については、地域住民の障がいに対しての理解が必要

不可欠である。地域住民に対して、より一層の啓発が必要 

ボランティアの人を募集していますが、行事などに来てくれますが、普段はほとんど来られ

ないので、来てほしいと考えています。 

障がい者が一同に集う機会を行政サイドで行ってもらいたい。また、ほほえみなど、障がい

者が運営する事業を町全体で支援していく。例えば庄内などの施設で育てた野菜を広報など

で紹介、希望者へ宅配するなど。 

聞こえないことで人との関わりが重荷になり、周囲と疎通になっていきますので聞こえない

障がいのある人たちが、外へ出かけやすい環境を整備することが、必要と思います。周囲に

手話や要約筆記に理解のある方がいると知るだけでも安心できると思いますので、手話や要

約筆記を取得する機会を増やしてほしい。 

障がいをもたれた方の週末余暇支援（サークル）の場がほしい。との声をよく聴きます。人

的資源など、課題もあるかと思いますが、そのような場が町内にできればと思います。 

町内に地域活動支援センターを設立することで、地域交流がすすめることができる。 

精神障がいは特に良くなったり、悪くなったり、少しのストレスも回りに影響されやすい病

気ですから、黙ってあたたかい目で見守って下さい。少しでも自信をつけるために福祉的仕

事であってもきちんと最低賃金法にのっとって、働いた分の賃金を保障して下さい。お恵み

の生活保護しか生きる道がないのは悲しすぎます。能力に応じた仕事ができたら、障がい者

全般にいえることですが、きちんと最低賃金が支払われ、それで自立に向けて希望をもって

生きてゆける道を開いて下さい。 
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■次期障がい者福祉計画について 

計画に盛り込んでほしい事業名、事業内容など 

●知的障がい児・者に対するボランティアの育成。 

●57（障がい者施設の確保）、58（生活ホーム・グループホームの整備）、59（障害者生

活支援センターの充実）は必ず充実、実現して下さい。 

ボランティア育成事業。 

視覚障がい者が使いやすい移動支援、同行援護。町独自の手話通訳者、要約筆記者派遣事業。

施設サービス及び、サービス提供事業所の整備・充実。 

① 障がいのある方への情報・コミュニケーション保障。特に災害時いかに迅速に情報を伝

えるか、また東日本大震災では避難所での手話通訳者・要約筆記者の不足が問題となっ

ていた。町としてどのような対策をとるのか。②障がい者の文化活動、スポーツ活動に

対し、積極的な取組をお願いいたします。 

グループホームのために町営住宅、町有地の利用を考えてほしい。できれば町で建設してほ

しい。 

流灯祭りの燈灯に、障がい者団体も参加させていただきたい。各団体で参加できる費用はな

いが、障がい者も祭りの主体者として参加できるよう町で考慮していただきたい。 

事業名 12 の事業内容を、“行政からの情報は、各種メディアによる幅広い提供と共に、地

域のネットワークを利用して、それぞれの障がいのある人々に具体的に伝える手段・方策を

検討する。”として欲しい。例えば、聞こえない障がいのある人には、「手話通訳、要約筆記

が付きます」という情報を必ず加えるように情報を構築してほしい。 

●計画相談 

●虐待防止法 

●触法障がい者への支援 

●障がいのある方の通所、入手先の受皿の確保 

知的障がい者の移動支援を推進してほしい。ふれあいの集いのような障がい者の楽しめる場

がもう少しほしい。 

町内に障がいに関わらず利用できる地域活動支援センターを設置すること。 

アクト多職種（ドクター、看護師、ＰＳＷ、ケースワーカー、作業療法士など）。先進国で

は 3 大疾病「精神疾患」「ガン」「循環器疾患」に指定され、昨年日本でも 5 大疾病「精神

疾患」「ガン」「脳卒中」「心臓病」「糖尿病」と位置づけ重点対策を行うことを決めました。

精神疾患の予防策や在宅療養化は入院治療よりも 3 割～4 割も安くあがり、アウトリーチ

（地域支援化）の充実は結果、青少年の非行をも防ぐ結果となったというイギリス発表もあ

ります。糖尿病を上まわる人々の精神科受診率はもう放っておけない問題です。14 年間続

けざまに自殺者 3 万人以上しかも増加傾向、壮年男子の死因の 1 位です。 
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見直しに向けての視点について必要と思うこと 

事業内容をもっと具体的にわかるようなものにしてほしい。 

障がい者の立場になって考えてほしい。声を聞いてほしい。障がい者にも情報を届けてほし

い。 

制度や福祉サービスに合わない。谷間の方へ町独自のサービスの構築をお願いします。 

グループホームのために町営住宅、町有地の利用を考えてほしい。できれば町で建設してほ

しい。 

流灯祭りの燈灯に、障がい者団体も参加させていただきたい。各団体で参加できる費用はな

いが、障がい者も祭りの主体者として参加できるよう町で考慮していただきたい。 

事業名 12 の事業内容を、“行政からの情報は、各種メディアによる幅広い提供と共に、地

域のネットワークを利用して、それぞれの障がいのある人々に具体的に伝える手段・方策を

検討する。”として欲しい。例えば、聞こえない障がいのある人には、「手話通訳、要約筆記

が付きます」という情報を必ず加えるように情報を構築してほしい。 

問題行動があるもののＡＤＬが自立しているために区分が軽く出てしまい福祉サービスを

利用できない。「制度の狭間」にいる障がい者への支援について。 

分野別会議の活用なども含めて、民間の活用。 

世界保健機関（ＷＨＯ）は病気が命を奪い生活を障がいする。命と暮らしに最も影響するの

は心の病（精神疾患）と明らかにしました。（ＰＡＬＹ）杉戸町でもどうぞ心の病をないが

しろにせず最重要課題としてその予防、早期発見、早期治療に全力を注いで下さい。小中学

校への心の病の予防法や「登校拒否」や「いじめ」への対策を真剣に取り組んで下さい。高

校生は思春期、大学生ともに身近な病気であることの認識と対策予防に努めて下さい。啓蒙

活動をお願いします。48（ショートステイ事業の充実）にはショートステイはありません。
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■杉戸町で目指すべき方向について 

相談・情報窓口、保健・健康など、行政への提言 

計画された事業が達成、充実したときは、すぐにその情報を知ることができる方法を考えて

ほしい。 

町には手話通訳者がいない。難聴者には筆談してくれているのか。 

今年度、試行的に実施する相談日を強化し、総合相談窓口を設置する。 

地域活動センターなどの充実により 24 時間いつでも相談ができるような対策を考えてほし

い。 

１．町会議員の障がい者への関心がとても低く残念。 

２．健康診断を受けに行けない在宅障がい者の健康管理のため、訪問制度を確立してほしい。

３．障がい者をサポートとしている福祉ボランティアの養成。一人がいくつもの福祉ボラン

ティアをしている現状を考慮し、より多くのメンバーが関われるよう考えていただきたい。

杉戸町の年齢別の人口構成は 65 歳以上が 20～30 パーセントと聞いています。ですから、

将来の杉戸町は確実に人口が減っていくといわれています。その原因の一つが、出生率の低

下と聞いています。したがって、町として若い世代に対して就業・結婚などの相談支援や情

報窓口などを設けるなど、できることを優先すべきです。 

同時に、高齢世代に対して、医療費の増大を抑える必要から健康相談、診査などを充実すべ

きですが、同時に聞こえない障がいのある高齢者が利用しやすい方策を工夫してほしい。 

相談員が在席する日を広報などに載せてわかるようにして下さい。場所、時間曜日など。 

杉戸町障がい者就労支援センターの庁舎内への移転。将来的には、官民協働による相談支援

センターを設置すること。 

努力目標として「心の健康を守り推進する基本法」を杉戸町でも多くの市町村同様に議会で

採択して下さい。それにそってすべての心の健康に関する施策を実行して下さい。先日、国

会へ親和会から 4 名（杉戸在住者 2 名）も参加して議員文法化してもらうように請願書 72

万筆を（持って）届けて参りました。施設や病院に収容入院するよりも 3 割～4 割も安上が

りな地域支援事業地域医療への方向転換をお願いします。保護者制度の廃止や福祉的就職で

あっても将来の自立のために最低賃金法を守って下さい。お恵みの生活保護でなく、誰しも

能力に応じて誇りをもって働きたいのです。働いて自立して生活したいのです。完全なるノ

ーマライゼーションの実施をお願いいたします。心の病と深く関わっている育児困難の象徴

の年間 5 万件を超える「児童（幼児）虐待」家庭では「ひきこもり」「ドメスティックバイ

オレンス」学校では「不登校」「いじめ」青少年の「薬物汚染」職場では「うつ」また「飲酒

運転」や「路上生活者」高齢者では「孤立」「孤絶」など、これらの解決の糸口も心の健康法

にあると思います。 
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■その他意見・希望 

●支援やサービスには、どのようなものがあるのか知りたい。それらを利用することにより、

もっと生活の質の向上できることが多々あると思われる。 

●障がい者計画による具体的な事業内容とその結果が伝わってきません。どのように変わっ

たのか年度ごとに反省し、それを知らせてほしい。●災害時における障がい別避難所の確保。

町ができないことをボランティアが担っている部分がかなりあるのに、町はボランティアの

ことを真剣に考えてくれているのか。ボランティアは無償で行ってくれる便利なものではな

いはず。障がい者福祉計画をつくるのにそれを担う製作会社には大金を払うのに、ボランテ

ィアには無償では、おかしくないだろうか。たて前に金を払い、身内には使わない。もう少

し真剣に考えてほしい。町から委託を受けてやってもいいような事業だと思うのに無償で行

うのは町民の善意に甘えすぎていないか。 

町が中心になって政策を進めてほしい。支援の中心が町で他が補助するようにしていくのが

望まれます。 

障がい者も社会資源として捉らえ、どう力を活かせられるか障がい者に添った福祉行政をお

願いします。また、杉戸町障がい者週間記念事業に小中高の学生や教師なども参画できるよ

う、作文コンクールや絵画展などをこの週間に合わせて実施することで、より広く町民への

啓蒙となるよう教育委員会などでお考え頂きたい。 

☆事業名 32（各種講習会の支援）と 36（障がい者団体への支援）は独立した事業と思い

ますが、事業内容が同じ文言で書かれています。誤解を招く恐れがあると思いますので事業

内容の記述を変更できないでしょうか。 

☆全体の事業内容の記述は、抽象的な内容が多いようで、もっと具体的に記述した方がよい

のではないでしょうか。 

☆「杉戸町障がい福祉計画」は「障害者自立支援法」に基づく「杉戸町障がい福祉計画」の

生活支援に基づく実施計画と位置づけていくと記載されています。（Ｐ5 計画見直しの視点）

しかし、今回の「障害者自立支援法」は「障害者総合支援法」と法律名が変わりました。追

加された条文もあるようです。杉戸町では「杉戸町障がい福祉計画」は計画期間が平成 26

年度までですので、実施計画が先行制定されていることになると受け取りますが、もしそう

であれば、「見直しの視点１」は書き換えてほしいと思います。 
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精神障がい者が、杉戸町では 4 万 7 千人余りの人口に 163 人（Ｈ19 年 3 月現在福祉統計

自立支援受給者証）人口の 0.35%とありますが、疑問を感じます。肢体不自由者が多いの

は超高齢社会の昨今ですから、わかりますが、知的障がい者よりも少ないのは納得できませ

ん。統合失調症は民族を問わず、人口 100 人に付き 1 人といわれますから、その計算から

すると 400 人以上は疑われるわけです。18 才以上、以下も不明。しかも精神障がい者に

対する社会的偏見や差別は依然として根強く、障がいのあることを自ら言えない、言うより

むしろ言わない方がまだ無事でいられる現実が埼玉県にも杉戸町にもあるのではないかと

疑いたくなります。こんな埼玉県や杉戸町では本当に恥ずかしいと思います。糖尿病以上に

誰しもかかり得る病気や障がいですからもっとオープンにできるメリットを精神障がい者

にもください。見えない障がいの 2 重 3 重の苦しみをもっと理解して下さい。ここに精神

障がい者の苦しみ、病気の苦しい胸の内を綴った杉戸町在住の何人かの方の俳句がありま

す。 

「あの時を決して忘れぬ副作用」「苦悩の日、尽き果てぬ夢の花園」「ろれつなど回らなかっ

た５年前」「ぬけがらになりし我が身の穴ふさげず」「目にささる心にささる世間のトゲ」「矢

のように飛んではささる無知の声」「へこたれてなるものかよと歯くいしばる」「限界をもの

とはせずにいどむ我」 

心の健康など強いストレスが３～４つ重なると誰しもわけなくバランスを崩してしまいま

す。誰でもかかり得る病気です。 
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７ 分野別会議ヒアリングの概要 

■団体の活動内容について 

分野別会議を行う上での問題点 

聴覚・視覚障がい者とも、会議に出席する人数は少ない。 

コミュニケーション支援分野別会議の目的を充足する上で、多くの聴覚・視覚障がいのある

方々から本当に必要とする支援などの意見を集積することが必要になってくる。手段として

アンケート調査がありますが、このような調査は、行政でしかできません。聴覚障がい者は

聞くことに障がいがあり、視覚障がい者は見ることに障がいがあるので、会議の進行はテー

マを絞った障がいの特性に合わせた資料を用意する必要があると思う。（点字の利用・大き

な字）聴覚障がい者は聞くことに障がいがありますから、情報保障として手話通訳者、要約

筆記者の派遣をお願いしたい。（杉戸町障がい者計画推進懇話会は県からの派遣で行われて

いる）。 

町も積極的に取り組んでくれている。 

町行政がとても協力的である。 

 

 

■障がいのある子ども・人をめぐる状況について 

会員や障がいのある子ども・人から今までに受けた相談 

☆行政福祉サービスの内容などをわかりやすく、迅速に伝えてほしい。ともすると、行政は

利用者が聞かない限り教えてくれないので、不公平感が残る。 

☆役場に手話のできる人を常駐してほしい。 

情報のバリアの問題がある。パソコンによるホームページ上での情報発信がされても情報を

得る側のパソコン操作が難しく、操作講習が必要であるが、講師が不足している。 

現在サービスを利用していないひきこもりがちな人などへの支援が必要。孤独死を避けて、

両親亡きあとのサポート体制をつくっておくことができる。 

ボランティアや地域との関わり、地域の行事への参加などについて 

聞こえないことで人との関わりが重荷になり、周囲と疎通になっていきますので、聞こえな

い障がいのある人たちが、外へ出かけやすい環境を整備することが必要と思います。周囲に

手話や、要約筆記に理解のある方がいると知るだけでも安心できると思いますので、手話や

要約筆記を取得する機会を増やしてほしい。 

福祉教育の充実。 

障がい児、障がい者、高齢者との交流の機会。富山県のこの指よとまれ方式。 
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■次期障がい者福祉計画について 

計画に盛り込んでほしい事業名、事業内容など 

事業名 12 の事業内容を“行政からの情報は、各種メディアによる幅広い提供と共に、地域

のネットワークを利用して、それぞれの障がいのある人々に具体的に伝える手段・方策を検

討する。”として欲しい。例えば、聞こえない障がいのある人には「手話通訳、要約筆記が

付きます」という情報を必ず加えるように情報を構築してほしい。 

事業名 16 パソコンの利用支援は、今後、聴・視覚障がい者にとってパソコンは必要度が増

してくる。したがって、その利用支援とともに機器の購入支援も必要になってくる。 

●障がい者 100 人委員会。 

障がい者自身が計画に参画する機会を増やす。 

●スポーツや芸術分野で活躍できる機会を増やす。 

家族が就労させることに不安を抱いていることも多いので、家族が理解を深める機会が必

要。 

就労先が、障害者用の仕事を考えることも重要だが、障がい者や支援者が、企業内で仕事を

見つける機会も重要。 

町内の企業への働きかけはには、町産業課との連携も必要。 

見直しに向けての視点について必要と思うこと 

それぞれの障がいのある人が真に必要とすることを見極めて盛り込み、行政施策として必ず

実施するようにすべきです。例として、聞こえない障がいのある人でも要約筆記など文字情

報を必要とする人々が多いので、研修などに参加する人数が少ないという理由だけで、行政

施策として実施をとりやめるというようなことはやめてほしい。視点として計画倒れを防ぐ

方向性を示すべき。 

●町職員への福祉教育の機会の充実。 

●障がい者自身の参加 

町広報に、障がい者福祉の欄をつくって、元気に働いている障がい者について連携で紹介し

たい。 
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■杉戸町で目指すべき方向について 

相談・情報窓口、保健・健康など、行政への提言 

杉戸町の年齢別の人口構成は 65 歳以上が 20～30 パーセントと聞いています。ですから、

将来の杉戸町は確実に人口が減っていくといわれています。その原因の一つが、出生率の低

下と聞いています。したがって、町として若い世代に対して就業・結婚などの相談支援や情

報など窓口を設けるなど、できることを優先すべきです。 

同時に、高齢世代に対して、医療費の増大を抑える必要から健康相談、審査などを充実すべ

きですが、聞こえない障がいのある高齢者が利用しやすい方策を工夫してほしい。 

●分野別会議をつくっていただき、行政と一緒に取り組ませていただいている意識が根強い

てきている。 

●杉戸町障がい者就労支援センターの庁舎内への移転と官民協働の支援センターの新設を

ご検討ください。 

杉戸町障がい者就労支援センターの庁舎内への移設をお願いします。 

 

 

■その他意見・希望 

☆事業名 32（各種講習会への支援）と 36（障がい者団体への支援）は独立した事業と思

いますが、事業内容が同じ文言で書かれています。誤解を招く恐れがあると思いますので事

業内容の記述を変更できないでしょうか。 

☆全体の事業内容の記述は、抽象的な内容が多いようで、もっと具体的に記述した方がよい

のではないでしょうか。 

☆「杉戸町障がい福祉計画」は「障がい者自立支援法」に基づく「杉戸町障がい福祉計画」

の生活支援に基づく実施計画と位置づけていくと記載されています。（Ｐ５計画見直しの視

点）しかし、今回の「障害者自立支援支援法は障害者総合支援法」と法律名が変わりました。

追加された条文もあるようです。杉戸町では「杉戸町障がい福祉計画」は計画期間が平成

26 年度までですので、実施計画が先行されていることになると受け取りますが、もしそう

であれば、「見直しの視点１」は書き換えてほしいと思います。 

障がいによってバリアとなるものが異なり、範囲も広い。視覚障がいの立場では行動範囲の

拡大のためには道路上の点字ブロックの不足など、移動の際の危険を回避していく必要があ

ると感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

杉戸町マスコットキャラクター 

すぎぴょん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


