
パブリックコメントに寄せられた意見と検討結果について

（実施期間：平成１８年１２月２５日から平成１９年１月２４日（水）まで）

（担当：保健福祉部福祉生活課）

【 意見の対応 】
採  用：意見に基づき素案を修正するもの（一部採用を含む）
不採用：意見を素案に反映しないもの
既記載：既に素案に盛り込まれているもの
参  考：素案に盛り込めないが今後参考とするもの
その他：意見として伺ったもの

【 意見の検討経過 】

２月  ５日：保健福祉部内で原案を検討。

２月２０日：第４回石狩市障害福祉計画作成委員会で原案を検討の上了承。
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石狩市障がい福祉計画（素案）に対する意見とその検討

４ページ （3)「障が
い者」の定義につ
いて

１ページ ９行目

  「発達障害者支援法」の範囲に入ると思わ
れる障がい者の中にも、手帳を持ったり、後
に（働くようになって）手帳を取得したりという
ケースもあるので、いずれ「障がい者福祉計
画」の対象になると思うが、どのように考えて
いるか。

下線部を挿入してはどうか。
  ⇒措置制度を基本とする仕組みから、障が
い者が主体的に選択する仕組みへ変わって
きています。

素案の箇所等 検討内容
全体に関する事項

【採用】
ご意見をふまえそのとおり修正します。

  本市の就学指導の実態や問題点の究明が
必要である。と同時に、特殊学級における指
導計画や課題も、公開を目途に関係者には
明示されるべきである。
  新年度から発足される、特殊学級やそれに
準ずる各校の特設学級の運営計画や問題点
の究明も急務であろう。

【参  考】
  就学指導や特別支援教室などの運営は、教育委員会で
行っておりますが、国において、来年度から発達障がいのあ
るこどもの支援として、専門支援員が全国公立小中学校に
配置され、強化が図られる予定です。今後におきましても、
教育委員会との連携を強化し、適切な対応が図られるよう
取り組んでまいります。

  障がい児の家庭の実態、保護の要望など
の把握が必要である。

【既記載】
  本計画策定の際に、障がい者団体、障がい者施設などの
１２団体・施設を対象に、現状の実態や課題などについて、
把握するためヒアリングの実施や１昨年には「障がい者計
画」策定時におきましても、アンケート調査を障がい者関係
団体、機関に実施し、計画に反映しております。また、日常
的に相談業務の中で障がい者の実情やニーズの把握に努
めております。さらに、早期療育の観点から、こども発達支
援センターと連携をとりながら、障がい児の家庭の実態把握
に努めてまいります。

意見の要旨
【その他】
  ご推察のとおり、本計画は障害福祉サービスの必要量や
確保の方策を定めることを義務付けられた計画であり、理念
については掲載しておりません。
  ただし、本市の障がい福祉施策の基本理念は、本計画の
上位計画である「石狩市障がい者計画（平成17年策定）」で
明確にしておりますので、本計画の推進につきましても、そ
の主旨を充分にふまえて実効性を確保してまいります。

【その他】
  計画には具体的施策について掲載しておりませんが、発
達障がい児（者）の方でも支援が必要な方は、手帳の所持・
不所持にかかわらずサービスの対象者と考えております。
  発達障がい者（児）の実態把握が進められた後に、本計画
を改定してまいりたいと考えております。

  理想の喪失ということが挙げられる。だが、
本計画が、今般施行の「障害者自立支援法」
によって義務づけられての策定という性格か
ら、止むを得ないことかもしれない。特に知的
障がい者の処遇については、単に、行政の一
部局の施策として論ぜられるべきものではな
く、民生や教育との連携を保つての行政全体
の基本的な理念として立案されることが望ま
しい。この計画の推進に当っては、福祉の理
念、これを明確にし、市政執行の前面に掲げ
ることが必要である。

  障がい児を雇用している企業の実態と、要
望などの把握が必要である。

【参  考】
  昨年末に、雇用義務のある大企業や障がい者を雇用して
いる市内企業50社を対象に、現状の実態や課題などについ
てアンケート調査を実施いたしました。特に、雇用していない
企業からは「障がい者に合った仕事がない」「環境を整備し
ていない」という回答をいただいており、今後は制度の周知
や啓発活動を通して、障がい者への理解を深めていただき
雇用の促進を図ってまいります。

  障がい者の福祉（特に知的障がい）の情
報、明るい話題が、もっと広報活動の上で活
用されるべきである。

【参  考】
  障がい者への理解を深める上で、日常の活動をお知らせ
することは大事なことだと考えます。今後は、障がい者団体
で発行している機関紙を市の公共機関に配置することや、
広報等を活用するなど、プライバシーに配慮した上で障がい
者の活動を広くお知らせしてまいりたいと考えております。
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石狩市障がい福祉計画（素案）に対する意見とその検討

素案の箇所等 検討内容意見の要旨
６ページ （1）制度
の狙い

□地域生活支援事業
   その他の日常生活または社会生活支援事
業の中には、余暇活動への支援も含まれる
のでしょうか。是非、必要なので考えの中に
入れるべき。

７ページ （2）新し
い制度の概要
「サービス給付を
新たな体系に再
編」

【その他】
  2004年に文部科学省が行った「通常の学級に在籍する特
別な教育的支援を必要とする全国調査」では、軽度の発達
障がいといわれる、LD、ＡDＨDなどの小中学生が６．３％と
なっており、近年、国におきましても「特殊教育」から「特別教
育支援」への転換が目指されております。
  ご指摘のありました、発達障がい児（者）で障がい者手帳
の交付を受けている方は障がい者数の推計値に含んでおり
ますが、今後、本計画における障がい者に該当になる方も
相当数いると考られることから、教育委員会や関係機関など
と連携を密接にし、適切に対応してまいりたいと考えており
ます。
【既記載】
  障がい者施策のビジョン欄には方向性を記載していること
から、「情報のバリアフリー化を徹底する」につきましての明
記はしませんが、35ページの 「第６章　計画の実現に向けて
の方策」■コミュニケーションや移動等の社会参加に向けた
バックアップ支援に情報のバリアフリー化について具体的な
記述をしています。

【採用】
タイトルはそのままとし、説明文を加えます。
・障害福祉サービスに関し、実施主体が都道府県、市町村
に二分化していたものを、市町村に実施体制を一元化する
仕組みにするとともに、従来、

【不採用】
  ご意見の内容は、計画策定の体制の記載欄にはなじまな
いものと考えます。
  なお、本計画については、平成17年に策定した基本計画
（石狩市障がい者計画）の実施計画の位置付けであること
から、全市民と対象とした説明会ではなく、団体の会合等に
出向く「出前説明会」の実施を考えております。また、ルビを
ふるなど分かりやすい概要版を作成し配布したいと考えて
おります。

【一部採用】
  本計画において、障がい者の方々が安心して地域で生活
するための基盤整備を取り進め、福祉施設入所者の地域生
活への移行の目標値を掲載しております。「地域生活への
移行」は障害者自立支援法の大きな目的でありますので、
前文に下記のとおり加筆いたします。
（１）制度の狙い 「障害者自立支援法」は、障がい者が活き
活きと地域で安心して生活できる社会にすることを目的に、
次のような狙いをもって制定されました。

【既記載】
  現在実施しております、地域生活支援事業の中の、移動
支援事業につきましては、余暇活動などの社会参加をする
際の支援も含んだ事業となっておりますので、ご理解願いま
す。

  入所施設から目標値を示しながら地域移行
させるといっているので、障がい者全体に地
域で生活できるような地域生活への移行支援
も含まれるのではないか。例えば、「地域生
活への移行 」といった項目を追加してはどう
か。

８ページ （1）計画
策定の体制

２２ページ （2）将来
障がい者数

２３ページ ２．障が
い者施策のビジョ
ンは
（上段）

２３ページ ２．障が
い者施策のビジョ
ンは
（中段）

市町村を基本とする仕組みへの統一と３障害
の制度の一元化
  ・５行目：均てん化の意味をわかりやすい言
葉にして欲しい。

⑤として追加すべき。
・計画ができた段階で、障がい当事者に対し
てわかりやすい概要版を作成したり、計画を
周知するための説明会を行うべきと思う。

  障がい者数の推計の中に、「発達障害 」と
いわれる方々の数も含んでいるのか。文科省
では、６．３％の数存在しているといっている
が、その方々が全員手帳等の取得をすると
は思われないが、いずれ取得するケースも増
える思われる。

障がい者の自己決定と自己選択の尊重
  情報のバリアフリー化を徹底するなどを追
加してはどうか。理由：自己決定、自己選択
するにも、難しいものでは判断のしようがない
ので。

市町村を基本とする仕組みへの統一と３障害
の制度の一元化
  ・１行目：仕組みを統一する、という意味がよ
くわからない説明が必要。

【採用】
ご意見のとおり以下に修正します。
・地域間で大きな格差のあるサービスの平準化を図ること。

２３ページ ３．障が
い者施策のビジョ
ンは
（中段）
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石狩市障がい福祉計画（素案）に対する意見とその検討

素案の箇所等 検討内容意見の要旨

【不採用】
  現在、グループホームの設置基準には、夜間の世話人の
設置については含まれていない状況にありますことから、困
難と考えております。なお、市内による現行の制度での夜間
支援につきましては、障がいの程度にもよりますが、ケア
ホームの利用も考えられます。

２８ページ （２）地
域生活支援事業

２８ページ （２）地
域生活支援事業

２６ページ （１）指
定障害福祉サービ
ス
 ①居住系サービ
ス

２６ページ （２）指
定障害福祉サービ
ス
 ①居住系サービ
ス

共同生活援助（グループホーム）
   ・居住系サービスの中に、現在の通勤寮的
な位置付けのグループホームも必要と思う
が。例えば、門限があって夜間も世話人（泊
まる）がいて、食事や金銭管理などの世話な
どもしてくれるような。

【一部採用】
  グループホームで共同生活を営むうえでの食事の提供や
個々の状況により金銭管理の支援の実施つきましては、そ
の他日常生活上の援助に含まれており、重要な支援と考え
ております。正確に記述すべきであることから、ご意見のと
おり以下に修正します。
・相談その他食事等の日常生活の援助を行います。

共同生活援助（グループホーム）
  ・２行目の中に食事（夜昼）の援助と金銭管
理への支援も必要と思うがどう考えている
か。

【参考】
  現在、相談支援事業は市の担当窓口を設置し、相談ケー
スに応じた総合的な相談支援を実施しておりますが、利用
者の皆様が地域において、気軽に相談できる相談支援体制
の拠点として「地域活動支援センター」が想定されますことか
ら、ご意見のあった支援を含めて関係機関と連携し、相談体
制の強化を図ってまいります。

【既記載】
  本事業は一時的に見守りなどの支援が必要な障がい者・
児の日中においての活動の場の確保や、家族の就労支
援、介護者の一時的な休息などを目的に支援するものであ
ります。

【その他】
  本事業は一時的に見守りなどの支援が必要な障がい者・
児の日中においての活動の場の確保や、家族の就労支
援、介護者の一時的な休息などを目的に支援するものであ
ります。
  また、ご意見のありました「余暇活動を支援する事業」につ
いてでありますが、現在、実施しております、高齢者・身体障
がい者合同スポーツ大会の開催や来年度から実施予定の
本人会への補助など余暇活動の推進を図っております
が、、今後におきましても幅広い支援の方策について検討を
進めて参りたいと考えております。

日中一時支援事業へ追加してはどうか。
●余暇活動を支援する事業
   青年学級的のものやスポーツ交流など、地
域活動支援センターなどと連携して休日など
に実施する。また、本人会などのサポートな
ど。

相談支援事業
  ・地域生活のサポート、具体的な生活支援、
例えば、住居を移るときの様々な支援、引っ
越し、保証人、資金面などの支援、また、職
場の変更を余儀なくされた場合、訓練機関の
斡旋、実習先検討、実習期間、新しい職場開
拓、ジョブコーチの手配など 、また、異性との
交際や結婚相談、結婚生活へのサポートな
ど、また養護学校を卒業して直接就労したよ
うな方の、一括した情報掌握なども含まれる
と思うが。（例えば、誰がどこに勤め、何をして
いるか、会社との連携、必要に応じて巡回（３
年目以降）などの情報を高等養護と連携しな
がら）

日中一時支援事業
  ・この中に、現在の日中ショートにあたる支
援も入っていると考えてよいのか。特に、障害
児の長期の休み中に使われることが多いが。
是非必要なので、入れて欲しい。

２７ページ （２）地
域生活支援事業

２３ページ ３．障が
い者施策のビジョ
ンは
（下段）

地域生活移行や就労支援等の課題に対応し
たサービス基盤の整備
  ・この中に、相談機能というものが含まれて
いると思うが、非常に重要なことなので、文章
の中に「相談機能」を明記する必要があるの
ではないか。

【既記載】
  障がい者が地域で安心して暮らすためには、相談体制の
強化は不可欠と考えておりますことから、３６ページの「計画
の実現に向けての方策」に具体的な記述をしております。

２３ページ ２．障が
い者施策のビジョ
ンは
（下段）

【採用】
巻末の用語集に掲載いたします。

地域生活移行や就労支援等の課題に対応し
たサービス基盤の整備
  ・３行目：インフォーマルサービスの提供、と
あるが「インフォーマルサービス」の用語の説
明が必要。
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石狩市障がい福祉計画（素案）に対する意見とその検討

素案の箇所等 検討内容意見の要旨

【一部採用】
ご意見をふまえ以下のとおり修正します。
・就労の場から居住地域を結ぶ新交通システムなど多様な
交通体系の調査・研究

３４ページ （１）障
がい者の自立と就
労支援

３１ページ （３）グ
ループホーム等の
整備による地域生
活への移行につい
て

【既記載】
  「第６章　計画の実現に向けての方策」■障がい者の就労
に向けた支援システムの構築（34ページ）に、ジョブコーチの
利用促進や就労継続支援システムの確立について具体的
な記述をしています。

３１ページ （４）一
般就労への移行等
の推進について

【既記載】
  「第６章　計画の実現に向けての方策」の■施設・病院か
ら地域生活への移行を促す生活の場づくり支援（34～35
ページ）に、民間アパートや公営住宅への入居支援などの
具体的な記述をしています。

【既記載】
  支援システムには、民間アパートで保証人が必要となる場
合の調整など、総合的な入居・居住継続支援を含めて考え
ております。また、公営住宅については保証人を必要としな
いなど優先入居への配慮を考えております。

職場への定着を図るために、ジョブコーチの
導入や定期的な巡回サポート、失業した場合
の再訓練の場と再チャレンジのための支援も
含むと思うが。

この中に、アパート（市営住宅なども）での一
人暮らしや結婚後のアパート（市営住宅など）
暮らしも含むと思うが。

３４ページ （１）障
がい者の自立と就
労支援

【一部採用】
ご意見をふまえ以下のとおり修正します。
・障がい特性に合った市の公共施設内での、実習等受け入
れや就労に向けた検討

【一部採用】
ご意見をふまえ以下のとおり修正します。
・生活面など多様な相談への対応や、余暇活動を支援する
地域活動センターの機能強化

３４ページ （２）障
がい者の自立と地
域生活

■障がい者の就労に向けた支援システムの
構築の変更（下線部）
・障がい特性に合った市役所はじめ公共施設
内での、実習等受け入れや就労に向けた検
討

■地域活動支援センターの充実 への追加
・「余暇活動の推進」などを文章で追加が必
要ではないか。

【参考】
 上記のとおり、就労環境整備の推進については、今後も重
要であると考えていることから、ご指摘の「障がい者協働事
業」に対する補助制度の導入については、現状の課題、施
策の内容など総合的に検討を進めてまいります。

３４ページ （１）障
がい者の自立と就
労支援

【その他】
  都道府県で設置する「就業・生活支援センター」は就業及
びこれに伴う日常生活・社会生活上の相談・支援を一体的
に行う施設です。「就労支援センター」の役割ですが、ご意
見のとおり、就労に関する総合的な相談窓口や雇用・教育・
福祉等の連携の拠点を想定しております。

【参考】
  本市においては、障がい者の雇用率が全国平均の１/2程
度と低く推移しており、就労環境整備の推進が必要と考えて
いることから、ご指摘の「障がい者多数雇用企業認定制度」
の導入については、今後検討を進めてまいります。

■就労支援センターの設置
  ・このとらえ方として、就労・生活支援セン
ター的なものと考えてよいか。就労だけでな
なく自立を支援するための様々な支援が必
要。例えば、就労に失敗したときに、再チャレ
ンジとか、高等養護学校との卒業後の情報連
携など、生活の場の変更（ＧＨ）へ）などの相
談の場として。

■多様な働く場の確保　への追加
  ・「障がい者協働事業」に対する補助制度な
どの導入を検討すべき。既に、札幌市では、
今年度３箇所を指定し動いている。

３４ページ （１）障
がい者の自立と就
労支援

■多様な働く場の確保　への追加
  ・障がい者を一定以上就労させた企業を対
象に、「障がい者多数雇用企業認定制度」を
導入すべき。

■コミュニケーションや移動等の社会参加に
向けたバックアップ支援 への追加（下線部）
・就労の場である新港地域から居住地域を結
ぶ新交通システムなど多様な交通体系の調
査・研究

３５ページ  （２）障
がい者の自立と地
域生活

３５ページ  （２）障
がい者の自立と地
域生活

■施設・病院から地域生活への移行を促す
生活の場づくり支援 への追加（下線部）
・入居支援・居住継続など公営住宅や民間ア
パート生活に対する、保証人となるなど支援
システムの確立
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