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第４回 安城市障害者福祉計画策定委員会 議事録 

 

日 時 平成 26 年９月 24 日（水） 

  午後１時 30 分～午後３時 00 分 

場 所 市役所本庁舎３階 第 10 会議室 

 

１．あいさつ 

  委員長：皆さんこんにちは、あいにくのお天気になってまいりましたけれども、皆さ 

んお忙しい中、定刻までにご出席いただきましてありがとうございます。今

日は第４回の障害者福祉計画の策定委員会でございます。いよいよ計画の核

心部分を皆さん方と協議しながらまとめていく段階に入ってきたかと思いま

す。前回、いわゆる推進テーマの案を皆さんからいただいたらどうかという

ことでお願い申し上げましたところ、大変たくさんの案を出していただきま

した。この推進テーマの案をできますれば今日一本化できればと考えており

ます。重要な案件でございますので、決して今日でなければならないという

ことはないですけれども、ただ時間をかけているだけでは意味を成さないか

と思いますので、真剣にこれらについても議論をいただければ幸いかと思い

ます。そして、いよいよ中身の案も審議をお願いするようでございます。時

間もだいぶ限られておりますので、効率的かつ中身の濃い議論を進めさせて

いただければ幸いかと思います、皆さんのご協力をお願い申し上げます。今

日はどうもありがとうございます。 

 

２．議題 

 (1) 推進テーマについて（資料１） 

   （事務局より資料説明） 

  委員長：案に対しての皆さんのご意見を聞かせていただきたい。 

  委 員：「助け合い みんなで暮らす 安城市」と「助け合い みんなで暮らす ねが

いまち」を書いたのだが、うちの小学３年生の子どもと一緒に考えたもので、

わかりやすい表現でこういう言葉を使ったらいいのではということで考えた。

あと安城市という言葉と七夕を含めてねがいまちという言葉がすごく響きが

いいと思って入れさせてもらった。安城市の中で一番有名なお祭りでもある

し、地域の方々も障害のある方も支え合うという意味でこういうお祭りも障

害福祉に必要という意味でこの言葉を入れさせてもらった。 

  委員長：「ねがいまち」の意図するところをよく理解させていただいた。 

  委 員：私の方は地域福祉も含めてとにかくみんなが幸せである“わが街 安城”で 

あってほしいという願いでシンプルに考えさせてもらった。いろんな言葉を
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たくさん羅列するより、小さい人から年配の方まで皆さんが理解できるよう

な言葉がいいと思ったので８番を提案させていただいた。 

  委 員：私もシンプルに子どもでも言えるような言葉という気持ちから、２番の「安 

心して 共に暮らせる まちづくり」を提案した。安城市という言葉は入っ

ていないが、この計画自体が安城市の計画であるので、安心して共に暮らせ

るというメインテーマを含んでいるし、簡単にという意味合いももって提案

させていただいた。 

  委員長：他にないようなので、事務局の方から提案することはあるか。 

  事務局：選考の方法をご提案させていただきたい。選考の方法としては様々な方法は 

あると思うが、一つはせっかく皆様方からご提案をいただいたので、ご提案

いただいた 16 の案から多数決というか、先ほど説明をしたテーマの位置づけ、

それから全然かぶらないというのは難しいと思うが、メインのテーマとあま

りかぶらないような案を選考していただく方法があるかと思う。２番目とし

ては同様にテーマの位置づけ等を踏まえた上で、ご提案のあったうちの１つ

か２つぐらいをベースにして組み合わせたり、他のフレーズを持ってきたり、

新しいフレーズを考えてくっつけるといった方法があるかと思う。３番目と

してはご提案のあった案に多く使われているフレーズを組み合わせて作成す

る方法もあるかと思う。資料１の３、４の中からフレーズを導き出したり、

もっと他にいい言い回しがあると委員の方からご提案があれば、そういった

ものを加えて、第４次計画独自のテーマや表現を探していただくといいかと

思う。推進テーマの集約方法を決めていただいて、選考作業に入っていただ

くといいのではと事務局では考えるがいかがでしょうか。 

  委員長：16 も案があり、多数決だと１票とか２票入って決定となりかねないので、そ

ういう点では多数決はいかがかと思う。この中の１つか２つ、これをベース

にもう少し肉付けしたらどうかといった案があればご提案いただければあり

がたい。 

例えば基本理念のテーマに「ささえあう」とあり、今回の案にも多く入って

いるが、推進テーマの方にも入っても問題ないか。 

  事務局：「ささえあう」については今言われたように基本理念のテーマに入っているが、

第４次の重点施策の中にも「地域生活支援拠点の充実」、「就労支援の充実」、

「障害を通じた相談支援の充実と情報の共有」と支援という言葉が入ってい

るので、支援やささえあうといった言葉についてはかなり使われているので、

推進テーマにも使っても特に支障はないかと思う。 

  委 員：案の中にはない言葉だが、支え合ってお互いに切磋琢磨した結果、自立とか 

成長といった言葉が出てくるともっと前向きというか、将来に向けたヴィジ

ョンみたいなものも含んだテーマになるのではないか。 

  委員長：今回は障害者の計画なので、支援だけでなくご本人たちの自立も大事な要素 
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なので、十分吟味する必要のある言葉ではないかと思う。 

      他にご意見もないようなのでちょっとご相談したいが、先ほど事務局から３

つの選考方法をご提案いただき、多数決はいかがかと思うが、皆さんからの

反対もないようなので残りの２つ、１つは 16あるテーマ案の中から１つか２

つを選び出して、それをベースになんらかの言葉を肉付けしてこの計画に合

った推進テーマ案を求めたらどうかということと、もう１つは多く使われて

いるフレーズを組み合わせるということを言われたが、この２つの方法につ

いて皆さん方のご意見はあるか。 

  委 員：個人的には多数決で、３つぐらいでも構わないので大きなテーマを選んで肉 

付けする方がいいと思う。また、よく使われているフレーズをという話だが、

元々市からテーマとしてこの言葉を使ってくださいと出ていたので、また話

が戻ってしまう気がするがいかがか。 

  委 員：16 の案が出ているので、１回だけでなく３回か４回ぐらい手を挙げていただ

き、それでもう１回案を出して、最終的にその中から多数決で１番を決めて

はどうか。そうでないと決まらないと思うし、初めから文章をあわせて作る

のなら皆さんから意見を聞かなくてよかったと思うので。 

  委員長：いずれにしても基本的な選び方は同じ考え方であると思うが、今のお二人の 

ご意見に基本的には皆さん賛成していただけるか。 

  委 員：はい。 

  委員長：皆さん賛同していただいたので、ここの中からまず３つまで選んで挙手して 

いただき、その数を事務局の方でカウントして多いものから３つをベース案

として選びたいと思う。 

      （委員の挙手による選定作業） 

  事務局：２番「安心して 共に暮らせる まちづくり」が８票、３番「ささえあい み

んなでつくる まちづくり」が７票、４番「ささえあい みんなでつくる 共

生社会」と 11番「助け合い みんなで暮らす 安城市」が４票で同数であっ

た。 

  委員長：決して３つでなければだめなわけではなく、せっかくなので４つの案をベー 

スとして、先ほど自立とか成長といった言葉を加味した方がいいのではとい

うご提案もあったが、それ以外にこんなような表現を加味してはどうかとい

った提案があれば、まずそれをお伺いして、事務局の方で最終案を次回まで

にまとめていただき、次回皆さん方にご審議いただき、最終決定にもってい

ければありがたい。 

  委 員：基本理念テーマに「みんなしあわせ 安城市」とあるので、３番を「ささえ

あい みんなでつくる 安城市」にしてはどうか。 

  委員長：次回までにまだ日にちがあり、１週間や 10 日ぐらいは猶予があると思うの  
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で、他にも何かあれば事務局の方にご提案いただきたい。それが意見に反映

されるかは別として、せっかくなので皆さんのご意見は遠慮なしにどんどん

出していただきたい。 

  事務局：今ご指示をいただいたように４つの案とキーワード、それからまた委員の皆 

様方からやはりこういうキーワードが必要だということがあればご連絡をい

ただき、それらを含めて事務局の方で集約して２，３案にまとめさせていた

だき、次回いきなり出してということではなかなか決まらないので、事前に

資料を送付させていただくので、よろしくお願いしたい。 

 

 (2) 計画の素案について（資料２） 

  ア．計画の概要及び分野別計画について 

   （事務局より資料説明） 

  委員長：まずは第１章～第３章の計画の概要についてご意見ご質問等あるか。 

  委 員：16 頁の下の方に“本市のアンケート調査で「発達障害と診断されたことがあ

る」と回答した障害のある児童は 64.3％であり”とあるが、この文章だと全

体の 64.3％ととれるがどうなのか。 

  事務局：障害児で回答数が 112 とあり、その対象者が障害手帳をお持ちの 18 歳未満の

方という括りになり、その中から回答をいただいた中で発達障害と診断され

たことがあると回答された方が 64.3％だという調査の結果である。 

  委 員：それはわかるが、頭の文章ではアンケート調査で回答した障害のある児童は

64.3％だから、この下のグラフで障害児 112 人のうち 64.3％ということか。 

  事務局：“本市のアンケート調査で「発達障害と診断されたことがある」と回答した障

害のある児童”ということなので先ほど説明した通りではあるが、ただ「発

達障害と診断されたことがある」のあとに障害のある児童ときているので、

“障害のある児童のうち「発達障害と診断されたことがある」と回答した”

とか並び替えた方が理解はしやすいかとは思う。 

  委 員：８頁に回収結果があり、障害児の有効回答が 112 人で、その中の 64.3％とい

うことだと思うので、もう少し文章をわかりやすくした方がいいのでは。 

  事務局：確かに主語がちょっとわかりにくいという部分はあるので、このあたり工夫 

した表現にしてまいりたい。 

  委 員：障害の問題とは直接関係ないかもしれないが、20 頁の推計人口をみると少し

ずつ増えているが、この数字はこの計画だけでなく、他の安城市役所が関わ

っている学校教育とか消防関係とか都市計画といった他の計画にも使われて

いる公の数字なのか。 

  事務局：国立人口問題研究所というのが全国の市町村ごとに人口推計を発表していて、

こちらは国勢調査をベースにして推計している。もう一つ住民基本台帳を中
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心に推計をする人口推計があり、この計画で使っているのは住民基本台帳を

ベースにした推計なので、若干人数的にズレは出るが、傾向としては同じよ

うな傾向となっているということをご理解いただきたい。 

  委員長：ということは安城市の他の計画とはまた違うということか。 

  事務局：安城市の大元の計画が総合計画で、それに伴って各種の計画が策定されると 

いうことから、国勢調査ベースに合わせるべきだというご意見だと思うが、

私どもの保健福祉関係の計画が４つあるが、これが過去からずっと住民基本

台帳を基本とした推計で策定されているので、ここで急に変えるわけにいか

ず、従来の方法を取らせていただいているのでご理解いただきたい。 

  委員長：福祉関係の計画はいずれもこの考え方で推計しているので整合性は取れると

いうことか。 

  事務局：はい。 

  委 員：31 頁の下から４行目に「訪問相談支援についても検討していきます」と書い

てあり、これは基本的な考え方だから当然後ろの方の項目にも出ているかと

思って調べたが訪問相談支援という言葉が見当たらない。 

  事務局：訪問相談支援の必要性についても認識はしているが、まだそれに対して具体 

的にどういうことをやっていくかは今後の検討課題という意味でここに記載

させていただいているので、具体的な施策が挙がってくるといいが、その段

階まではまだ至っていないということである。 

  委員長：検討していきますと書いてあるのだから、例えば 73 頁に相談窓口の充実云々

というのがあるので、このへんに文章で一言入れるなりすれば安心できると

思うので一度ご検討いただきたい。 

  委 員：今言われたように 73 頁 No.127 に２行ぐらい入れていただけると、一応はそ

ういう方向で行くのだなということがわかるかと思う。 

  委 員：19 頁の障害者手帳所持者数・難病患者数の推移のところで、私どもが対象と

している知的と身体のダブルの方、いわゆる重心といわれる方たちはこの身

体障害者の中に入っているが、この中に埋もれているために重心の方たちが

地域の中に何％ぐらいいるのか、重症心身障害児という括りの判定が児童相

談所経由で安城市も含めて地方自治体で曖昧になっているところがあり、そ

の数字がはっきりと出ていないので、今、計画の中にある医療というのが予

防も含めて早期発見、早期治療という部分と、精神障害の方の医療について

の方向性は示してあるが、知的と身体のダブルの方で、呼吸器や気管切開を

している地域に住んでいる重症の方々の計画や地域の仕組みが何も謳ってい

ない状態なので、そこらへんの方向性みたいな数字を示すことが必要なので

はないか。 

  事務局：言われたように重心の定義が、安城市では児童相談所で重心と判定された方々

という形でやっている。重心の人数も最近になってやっと把握できてきた状
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況なので、それについて今後重心の基準づくりも検討していきたい。 

  委員長：データが出てこないと実態がわからない、そうすると対策も取れないという 

ことで計画に現れてこないということを心配しておられる。例えば数字はこ

の計画に間に合うのか、それとも載せられるほどの確たる数字がないのか。 

  事務局：18 歳以上の方のデータは西三河へ台帳が移管されたのに伴い、把握があるの

でわかるが、児童については何人取得しているかが全然わからないという状

況で、まず市独自の基準を持つかどうかも含めて基準を検討していかないと

児童についてはわからないという状況である。 

  委 員：全国的に地方自治体の方で重心の括りについて定義を定めているところがあ

って、知的でも身体でもすべてが全面介助の方を重心というような括りをし

ているところがあるので、児童だけでなく者についても曖昧になった部分の

物差しを改めて計画に載せていかないと、個別でご家庭の負担が大きいまま

になっている部分があるので、医療関係と障害の介護の連携が取れていない

と大変なことになるのではと思う。そういう人に手を差し伸べないといけな

いのに、家族ぐるみで負担を強いられている部分があるので、そういう人た

ちの数字を、区分を明確にして数字を拾って、サービスにつながっていない

ものはどうしたらいいのかということで、安城市の方で重心の方についての

運営費補助は今年度から付けていただいているが、それは事業所に対してで

あって地域全体ではまだ行き届いていないので、ここに載っていない数字が

あるということでまた努めていただき、少しそこらへんの数字が曖昧になっ

ているのかなというところで今後進めていっていただきたい。 

  委員長：やっていかないといけない問題だと思うが、今回の計画には間に合わないか。 

  事務局：誠に申し訳ないが今回の計画には間に合わないと思うので、そういう問題に 

ついてこの委員会でなく、自立支援協議会などの場でそういう問題提起をさ

れたということで検討していきたい。 

  委 員：28,29 頁のところで、地域生活の中で医療と介護の連携といった仕組みがこ 

こで構築されていないときっと障害の重い人たちが生きていく術がないのか

なということと、早期治療・早期発見のところも更生病院等の NICU から出て

きた子どもたちがまた保育園に行ったり、学齢期になったりすることについ

ても医療と介護が連携しないとやっていけないような対象者の人たちがみえ

るので、その部分の兆しがあればいいが、この計画が平成 32 年度までの計画

だがその文言がまったく謳われていないので、物差しや数字については自立

支援協議会の方で研究していいと思うが、具体的でなくていいので何かこの

指針に謳ってあると皆さんが目指すのではないかと思う。 

  事務局：団塊の世代が平成 37年に後期高齢者になり、医療と介護両方が必要になる高

齢者が増えるということがあって、医療と介護の連携を図りましょうという

のが進んでいる。国が考えているのが、当面は高齢者を対象として医療と介
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護の連携、なおかつ地域でそういった方々を支える体制を作りましょうと言

っている。それがある程度目安のついた段階から障害者も含めていくという

スケジュールが組まれている。そうしたことから全国的な話をするともう少

し時間が経たないと障害者まで目が向いてこないかなという部分が正直ある

が、先ほど言われたように安城市として重心の部分の医療と介護の連携とい

うことで今年度から実際に事業に取り組まれる方々に対しての運営費補助を

始めているのは、安城市はご承知の通り更生病院に総合周産期母子医療セン

ターを設けているが、そこで毎年そういった低体重児による障害児の発生が

ある程度の数見込まれる。そうしたところから、それらの方々を支援する、

あるいは家族介護を支援するという形のことから体制整理をさせていただい

た。今後それがどの程度増えていくか、あるいは重心の者の方の場合をどう

するかといったことも含めて検討課題になっていて、今から６年間の計画な

ので、若干なりとも方向性の見えるような表現を少し加えていけたらと思っ

ている。 

  委員長：続いて分野別計画の中でご意見ご質問等あるか。この計画は今日ここで決定 

するという予定か。 

  事務局：はい。 

  委員長：一点確認するが、★は新規事業、◎は拡充事業とあるが、この新規事業とい

うのは前回の計画に載っていない事業を新規事業と言っているのか、それと

も安城市が今までに取り組んでいない、これから取り組む事業を新規事業と

言っているのか。 

  事務局：現計画の★の付け方は前の計画になかったものを新規という形で付けていた

が、実際その中でももう始めているものもあった。今回の新しい計画の策定

についてはこれから事業に取り組んでいくものを新規という形で★を付けて

いる。中には★が付いていなくて、現計画に載っていないがすでにやってい

るからというものもある。 

  委員長：例えば No.67「乳児家庭全戸訪問の実施」、これはもうずっと健康推進課がや

っていないか。 

  事務局：一度確認して整合性を確かめさせていただく。 

  委 員：No.77「（仮称）子ども発達センターの整備」のところだが、子ども発達セン

ターを中央にということで、今までいろいろ散っていた施設を中央図書館に

集約となり、それはとても保護者はありがたいかなと思っているが、ただ今

の図書館で全てのものを網羅するということに無理があるのではないか。図

書館が児童施設になるということと、障害の重い方たちがそこでなんらかの

支援を受けるとなったときにそのスペースで大丈夫なのか心配である。 

  事務局：子ども発達支援センターについてはたて割りで申し訳ないが子ども課で検討

していただいていて、基本的にはいろんな要素を詰め込んだ形で整備をして
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いくという方向で進んでいるが、その方向の具体的な検討の中では自立支援

協議会の方から委員さんにある程度参加していただいて検討する部分もあろ

うかと思うので、そういった中で今後検討を進めていきたいのでよろしくお

願いしたい。 

  事務局：今言われた主旨でお答えすると、現在私たちが考えている子ども発達支援セ 

ンターそのものが医療系と福祉系とある。当面、安城市は福祉系の部分で施

設を一ヶ所に集めて、そこで皆さん方が相談にあちこち行かなくても一括で

済ますことができるような体制をまずつくり、その後については次の計画の

段階からと思っているのでご理解いただきたい。 

  委 員：47 頁のスポーツ・文化芸術活動の推進のところで、情報はたくさん来るが、

特にスポーツは親ではいろいろあって出ていけないので、支援してくれる人

が一緒に付いていってくれたら参加しやすいのでは。 

  事務局：検討させていただきたい。 

  事務局：本日説明した計画の概要分野別計画については本日ご欠席の増田教授からも

ご助言いただいていて、このご助言を今現在事務局で検討しているところで、

また修正を加えていく可能性があるので、変わった部分については次回の委

員会でご説明することをあらかじめご了承ください。 

 

  イ．障害福祉計画について 

   （事務局より資料説明） 

  委員長：ご質問等あるか。 

  委 員：110 頁の平成 27 年度からのコミュニケーション支援事業の見込量について、

項目はこの３つだけでいいのか。 

  委員長：例えばこんな言葉を項目として入れてほしいといったことをもう少し事務局

にわかりやすく言っていただきたい。 

  委 員：もう１度しっかり見直さないといけないと思っているが、項目をずっと見て 

いておかしいぞと思ったので。 

  委員長：今日はちょっと時間がなく、内容的にも皆さんが吟味する時間もないので、 

障害福祉計画についてはまた次回議題の一つとして取り上げさせていただく。 

 

３．その他 

  第５回安城市障害者福祉計画策定委員会について 

  平成 26 年 11 月 14 日（金） 午後１時 30分～（予定） 

  安城市役所 本庁舎３階 第 10 会議室 

 

以 上 


