
保健福祉部福祉総務課

計画書㌻

項　目
ことばのリハビリの実施年齢は何歳位から
か。早期取り組みが重要で効果的と考え乳幼
児から取り組む必要性を感じる。

反映済
み

ことばのリハビリは、概ね40歳以上を対象
に老人保健事業（機能訓練）として実施し
ております。乳幼児については、言語のみ
ではなく全体の発達をとらえる必要がある
ことから、1歳6ヶ月健診、3歳児健診に発
達相談員を配置して対応しており、必要に
応じ相談員と保健師が訪問を実施しており
ます。また、乳幼児健診のほかに、こども
発達相談を実施して、言語発達等の相談指
導を行っております。

健康づくり
課

言語聴覚士の訪問対象となる年齢は何歳ぐら
いからか。上記と同じ理由から、早期取り組
みが重要で効果的と考え乳幼児から取り組む
必要がある。

反映済
み

言語聴覚士の訪問は、脳血管疾患等で言語
障がいを有する方を対象に実施しておりま
す。乳幼児の対応については上記のとおり
ですが、障がい等の早期発見、早期対応、
早期療育に結びつくよう努めております。
なお、市のこども発達支援センターにおい
て、療育の一環として言語聴覚士がことば
の相談、指導を行っております。

健康づくり
課、こども
発達支援セ
ンター

Ｐ７
(2)障がい
者の経済的
支援に関す
る施策

自立して地域で生活する障がい者が、グルー
プホームやケアホームで生活するために18
歳から20歳までは障害者年金などがもらえ
ず、その期間が経済的に不安定な期間でもあ
る。その期間の経済的支援を施策に入れるべ
き（特に、就労のための訓練をしているよう
な障がい者に対して）

反映せ
ず

18歳から20歳までに関する経済的支援に
つきましては、特別児童扶養手当や障害児
福祉手当が20歳まで継続して支給されるた
め経済的支援が途切れてしまうということ
はないと考えております。これらの経済的
支援に対して、市の単独施策として更なる
支援策を講ずることは財政的に困難なた
め、国や道に対し各種年金等の充実に向け
て要望して参ります。

児童家庭
課、福祉生
活課

相談事業の中に精神障がい者の相談件数が
載っていないがなぜか。精神障がい者の相談
指導も実施すべきと考えるが、市の考えを聞
きたい。

反映せ
ず

精神障がい者の保健・医療に関する相談、
指導等については、精神保健福祉法により
基本的に北海道（保健所）の事務とされて
いるため、相談件数は掲載しておりませ
ん。しかし、市としては障がい者に関わる
相談や指導は、障がいの区分に関わらず全
て対応しておりますので、精神障がい者の
方からの相談につきましても、保健所等と
連携を図りながら可能な限り対応しており
ます。

健康づくり
課

現在、幼稚園では障がい児を受け入れている
が、保育園では公・私立ともに受け入れない
が、障がい者計画の趣旨からも受け入れるべ
きと考えるが、市の考えを聞きたい。

反映済
み

現在、市内保育所2施設で障がい児保育を
実施し受け入れており、この計画において
も、P38（6）保育・教育・学習機会の充
実の主要な施策の中に、保育所における障
がい児の受入れの拡充について盛り込んで
おります。

児童家庭課

Ｐ10
(5)障がい
者の就労支
援に関する
施策

心身障がい者地域共同作業所の区分の施設数
は実利用者数と思うが。

反映す
る

実利用者数に統一して訂正します。
【図表Ⅱ－2－6中、下の2項目の区分の
「施設数」を「実利用者数」に改め、所要
の箇所（数字）の訂正を行います。】

Ｐ24
1　基本理
念

文中「地域の構成員として、その人権が尊重
され」というように「その人権が」を挿入し
て欲しい。

反映す
る

基本理念の「誰もが、地域の構成員として
尊重され、」とは、当然、市民一人ひとり
の人権を尊重するものと考えますが、昨今
の児童虐待や高齢者虐待など、「人権侵
害」が社会問題化されている状況を踏まえ
ますと、ご意見の通り基本理念にしっかり
「人権」を入れるべきと考え、「地域の構
成員として人権を尊重され、」に改めま
す。

Ｐ６
（1）障が
い者保健予
防及び健康
増進に関す
る主要施策

関係課等
協議経過

石狩市障がい者計画素案に対する意見検討結果

Ｐ9
(4)障がい
者の相談、
教育に関す
る施策

意見等の要旨
検討結

果
左の理由
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計画書㌻

項　目

関係課等
協議経過

意見等の要旨
検討結

果
左の理由

障がい者が自立してアパートや住宅を借りる
時、保証人のなり手がなく実際は通勤寮など
の指導員が保証人となっている現状がある。
その部分を公的な機関で取り扱うべきと考
え、行政システムの設置を望む。

反映せ
ず

通勤寮を出られる人はグループホームに入
る方が多く、支援費により賄われるため保
証人が不要となりますが、グループホーム
からも独立して一人暮らしができる方には
何らかの制度があった方が良いと思われま
す。しかし、現状では公的な機関が賃貸住
宅等の保証機関となることは難しいと考え
られます。このような場合、市としては市
営住宅への優先的入居について配慮するこ
となどにより対応していきたいと考えてお
ります。

福祉生活課

住環境の整備について、障がい者の生活実態
では、精神障がい者の方も住みやすい市営住
宅を増やしてほしいと希望しているが、２１
年度末整備目標の５戸で対応できるのか。

反映せ
ず

市営住宅の建替の計画はありますが目標と
してもこれ以上の対応は難しいと考えてお
りますが、公営住宅の入居資格の緩和が予
定（H１７～）されていることもあり、精
神障がい者の方でも条件が整えば単身でも
入居できる等、公営住宅へ入居しやすくな
ることもあり、精神障がい者の方への対応
としては、同頁の主要な施策オ．の「優先
入居」により、より一層配慮していきたい
と考えております。

建築課

石狩市公営住宅ストック総合活用計画にある
南花川団地建替の計画があり、住みやすさか
ら考えても建替時期に障がい者に対応できる
公営住宅が必要。

他の計
画にお
いて措
置済み

ご意見のとおり、建替の際の障がい者対応
の住宅については「石狩市公営住宅ストッ
ク総合活用計画」において、お年寄りから
障がい者まで安全に暮らせる住宅の確保に
ついて触れております。

建築課

住環境については、高齢者対応としてシニア
住宅を視野に入れることも今後の課題である
と思う。（独居の世帯と複数で構成されてい
る世帯と、部屋の広さが同じでなくてもよい
のではないか）

他の計
画にお
いて措
置済み

シニア住宅につきましては、石狩市公営住
宅ストック総合活用計画におけるシルバー
ハウジングとほぼ同じ概念によるものと考
えられることから、同計画による対応とと
もに、次期高齢者保健福祉計画の策定の中
で、高齢者向けの住環境のあり方を含め幅
広く検討を進めていきます。

建築課

Ｐ29～30
（3）在宅
生活で必要
なサービス
の充実

児童デイサービス事業の対象年齢を18歳ま
でに拡大し、市の独自サービスとして、事業
を推進すべき。

一部反
映する

この計画に位置づけた「児童デイサービス
事業」の対象年齢は、国が定めている小学
生までとなっております。現在市の「こど
も発達支援センター」においては、主に就
学前児童（低学年の学齢児も一部受入れ）
の療育を中心に実施していますが、既に民
間事業者（１施設）により学齢児（小学
生）を受入れる体制も一部図られており、
また、現在国においては中高生の放課後の
活動の場となる「障がい児タイムケア事
業」なども検討されていることから、その
動向も見定めながら、今後も民間活力の導
入を図り、事業の拡充に努めて参ります。

こども発達
支援セン
ター、福祉
生活課

デイサービス事業に精神障がい者区分も入れ
るべき。

反映せ
ず

P30のデイサービス事業の整備目標量は、
現在支援費の対象となる事業項目を載せて
おります。現在、支援費の対象となってい
ない精神障がい者の場合は、デイケア事業
となり、特に数値目標を載せてませんが、
P29に（主要な施策）のエ．に当該事業の
促進について載せています。

福祉生活課

キ．について「在宅の重度の身体障がい者」
を「在宅の身体障がい者」に訂正する。理由
としては重度、軽度に関わらずヘッドギア、
矯正靴、自助具（スプーン、皿など）が、必
要な人がいるので。

一部反
映する

障がいのある方の日常生活上で不可欠な
「日常生活用具」や「補装具」等は、軽度
の方も支給対象となりますので、「在宅の
重度の身体障がい者」を「在宅等（入院も
対象となる場合があるので）の身体障がい
者」に訂正します。

福祉生活課

Ｐ28
（1）住環
境の整備
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計画書㌻

項　目

関係課等
協議経過

意見等の要旨
検討結

果
左の理由

（計画全
体）

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい
者、心身障がい者、重度心身障がい者、重度
の身体障がい者、全身性障がい者などについ
ては、使われ方や区分がわかりづらいので注
釈などを設けるべき。

反映す
る

分かりづらい面もありますので、用語説明
を設けて所要な注釈をつけることとしま
す。
※用語説明はこの表の別表に載せてありま
す。

福祉生活課

Ｐ30～32
（4）就労
支援体制の
整備

「障がい者の就労促進のため、企業と福祉・
行政などで組織する障がい者雇用を支える組
織として、『職親会』などの設立を進め
る。」という項目を追加してほしい。

一部反
映する

国の制度である「職親制度」は、本市にお
いても申請受付の窓口を開設しております
が、登録業者が１件もない状況にありま
す。しかし、制度の促進を図る上で必要な
ことと考えますので、（主要な施策）の
オ．に「法定雇用率の向上を働きかけると
ともに、職親制度の周知を図ります。」と
いう文言を追加し、制度の浸透を図りなが
ら組織づくりについても検討してまいりた
いと考えます。

福祉生活課

就労支援や再訓練や再就職も含めた支援をす
るところとして雇用支援センターが必要であ
り、設置すべき。

一部反
映する

ご意見のような「雇用支援センター」は広
域的に対応されているため、（主要な施
策）のエ．の文中に「北海道障害者職業セ
ンターやハローワーク等と連携を図りなが
ら、」と一部加筆するとともに、カ．に
「ジョブコーチの利用を促進するととも
に、多様な就労相談を支援する知的障がい
者の就労援助センター（仮称）の開設を促
進します。」を追加します。

福祉生活課

ク．の通勤寮の設置促進については、石狩湾
新港工業団地が近隣にあるので、早期実現を
求める。

反映せ
ず

近々国において「障害者自立支援給付法」
（仮称）の成立が見込まれいており、この
中で通勤寮等の施設支援サービスが再編さ
れることも予定されております。今後は国
の制度見直しの動向を見定め、この法律に
沿った支援体制を推進していかなければな
らないと考えておりますが、現時点では、
本計画において「通勤寮の設置の促進に努
める。」に止め、通勤寮の早期実現は難し
いものと考えております。

福祉生活課

P27の課題にあるように障がい者の「就労
による経済的自立」が求められており、具体
的な対策を盛り込むべき。

反映せ
ず

就労支援施策については、上記でも触れて
いますが、現在国において、障がい者の総
合的な自立支援システムの構築に向けて、
新法案の制定が急がれており、現時点で本
計画において具体的な就労支援施策を盛り
込むことは難しい状況と考えております。
近々に成立する新法の趣旨に沿って、本市
の就労支援施策について必要な施策・事業
を実施してまいりたいと考えております。

福祉生活課

主要な施策のウ．福祉ショップの設置は早急
に対応できると考える。例えば、りんくるの
ホール。市役所の１階ホール、市民プールの
１階ホール等で対応しながら、空き店舗の活
用を並行してすすめることができることが考
えられる。

反映済
み

市としては、りんくるの空きスペース等を
利用した福祉ショップの開設については、
開設側で店番等の体制整備が解決できれば
現状でも受け入れることは可能と考えてお
ります。従って、本計画の施策としては
「設置を促進する」ものとしております
が、早期開設に向けて障がい者関係団体等
に働きかけて参ります。

福祉生活課

P33早期発見・予防、P35の障がいの予
防・早期発見とあるが、この予防という意味
は何をさすのか。適切な言葉にかえるべき。

反映せ
ず

予防については、障がいの発生を未然に防
ぐ（1次予防）、障がい等を早期に発見
し、治療する（2次予防）、治療後の機能
維持、再発の防止（3次予防）というよう
な意味で使っています。

健康づくり
課

Ｐ33
2　地域で
安心して生
活をおくる
ために
【課　題】

2-3



計画書㌻

項　目

関係課等
協議経過

意見等の要旨
検討結

果
左の理由

課題の５行目に「保健、医療、福祉などの行
政的支援」とあるが、「全庁的な支援」とす
べきでは。P４２の２．計画の推進体制にお
いても全庁的な取り組みが明記されている
が、この場面でも必要と考える。

一部反
映する

Ｐ33の課題の中で言っている「保健、医
療、福祉などの行政的支援」とは、フォー
マル（公的）なサービスへの支援を意味し
ていますが、表現的にわかりづらい面があ
りますので、「保健、医療、福祉などの公
的サービスをはじめ、」に改めます。ま
た、Ｐ42の２計画の推進体制には、ご意見
を踏まえ、同項2行目の「庁内の推進体制
の充実を図ります。」を「全庁的に推進体
制の充実を図ります。」に改めます。

課題中、ITを活用した情報のバリアフリーを
進めるために、IT講習の実施の位置づけを明
確にすべき。

反映せ
ず

現状では市単独でのIT講習会の実施は、費
用対効果の面から効率性を欠くものと思い
ますので、本計画では北海道で実施してい
る「パソコン・ボランティア」の養成講習
（今年は9月にりんくるでも2日間講習会が
開催される予定とのこと）にに力を入れ、
まずは障がい者にパソコン等の使い方を教
えることが出来る人材を育てていきたいと
考えます。

福祉生活
課、情報管
理課

P34
（1）相談
体制・機能
の充実

障がい者が結婚後も含め地域でくらす事を支
えていけるような地域生活支援センター（身
近な相談やサポートを行う）のようなものの
設置も必要と考えるが、市の考えを聞きた
い。

反映せ
ず

障がい者に対する「地域生活支援」といっ
た新たな課題への対応については、現在、
国において障がい者の総合的な自立支援シ
ステムの構築に向けて新法案が成立される
予定であり、同法において市町村が果たす
べく｢地域生活支援事業」が明らかになるも
のと考えております。市としても地域生活
支援事業の重要性を強く認識しており、現
時点では本計画に、市町村の地域生活支援
事業の一つとされる「地域生活支援セン
ター」の設置など具体的な施策を盛り込ん
でいませんが、今後、本計画期間中にあっ
ても、新法により当該センターの位置づけ
が明らかになった段階で、その設置を促進
するなど柔軟に対応してまいりたいと考え
ております。

福祉生活課

P34
（1）相談
体制・機能
の充実

障がい者の多くは人と人とのコミュニケー
ションが出来ず通院して、家にこもったま
ま、何年も過ぎてしまいます。外に出る手助
けとしてピアカウンセラーの養成を強く望み
ます。そして、一歩外へ出るため、気楽に
よってほっと出来る場所をいくつか作ってい
ただきたい。

措置済
み

ピアカウンセラーは障がい者自らが障がい
者の相談を受けることが役割であり、外出
支援の役割を果たすことは難しいと思いま
すので、計画では外出支援としてガイドヘ
ルパーの養成について促進することとして
おります。また、障がい者の方が気楽に集
える居場所作りについては、Ｐ３２（６）
の「社会参加、本人活動、余暇活動の充
実」の（主要施策）のエ．で「サロンの開
設」を促進することとしております。

福祉生活課

P35
（3）情報
提供機能の
充実

ア．に「また、大型店舗など誰でも気軽に行
く場所に情報提供スポットを設置する。」と
いう考えを入れる。

反映済
み

現在もあい・ボードが大型店舗にも（市内
に約30箇所）設置されており何か伝えたい
情報等あれば、これを利用していただける
ものと考えます。
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項　目

関係課等
協議経過

意見等の要旨
検討結

果
左の理由

Ｐ36
（４）都
市・生活環
境のバリア
フリー

主要な施策のイ．の中の公共施設等の「等」
のところには公共性の高い一般大型店舗や地
域の商店なども入ると考えられるが、具体的
にその部分も表記すべきと思う。

一部反
映済み

ここでいう「公共施設等」とは、市が管理
している総合保健福祉センター、コミュニ
ティセンター、道路、公園などの「公共施
設」のほか、市役所や出張所などの「公用
施設」を含めて「公共施設等」としており
ます。ご指摘の一般大型店舗等について
は、この「公共施設等」には含まれません
が、同頁の主要な施策のア．に載せた「公
共的建築物」には「石狩市福祉のまちづく
り条例」に基づき、商業施設として含んで
おりますが、イ．に記している「既存施設
の改修」については、民間施設のため本計
画の施策として講じることは難しいものと
考えます。

P40
（1）ここ
ろのバリア
フリーの推
進

（施策の方向）にある「ノーマライゼーショ
ン理念の浸透」の前に「ひとりひとりの人権
を尊重した」を挿入する。

一部反
映する

P1の「基本理念」でも「権利」を、ご意見
の趣旨を踏まえて挿入することとしました
が、ここでも同じく、ご意見を踏まえ「一
人ひとりの人権を尊重したノーマライゼー
ション理念の下に」に改めます。

区　　分

障  が  い  者

心身障がい者

全身性障がい者

重度身体障がい者

重度心身障がい者

身体障害者手帳の等級が１級・２級の方

身体障害者手帳１級・２級の方、療育手帳Ａ判定の
方、精神障害者保健福祉手帳１級の方など障がいの程
度が重い方

説　　　　　　　　明

身体、知的、精神に障がいのある方や難病等による身
体又は精神上の障がいのある方のほか、注意欠陥／多
動性障がい（ADHD）、学習障がい（LD）、高機能
自閉症など発達障がいのあるすべての人を言います。

身体、知的、精神のいずれか1つ以上の障がいに該当
する方

両上下肢に障がいのある肢体不自由者で身体障害手帳
１級の重度障がいを有している方

（別表）　　用語説明
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