
「三郷市障がい者計画・第５期障がい福祉計画（素案）」に対する 

パブリック・コメント手続きの結果について 

（１） 政策等の題名    三郷市障がい者計画・第５期障がい福祉計画（素案） 

（２） 政策等の案の公表日 平成 29年 11月 28日（火） 

意見の募集期間   平成 29年 11月 28日（火）～平成 29年 12月 27日（水） 

（３）意見の提出状況   提出人数 7名、意見数 25件 

（４）寄せられた意見 

〇項目別の意見数 

項 目 意見数 項 目 意見数 

1 第 1章 0 5 第 5章 1 

2 第 2章 6 6 第 6章 0 

3 第 3章 0 7 その他 3 

4 第 4章 18 合 計（実数） 25 

※ひとつの意見で複数項目に該当する場合には、それぞれでカウント。合計は実数。 

〇意見の概要と市の考え方（方向性） 

整理

番号 

項目 

番号 
内容（要旨） 市の考え方（方向性） 

1-1 第 4章 

障害者のための福祉避難所について。

災害を想定した避難訓練の実施を。そ

のために、障がい者個人に対し避難所

の指定、避難ルートの確認、課題を抽

出することが大事である。 

基本目標４安心して暮らせるまちづ

くりの推進、主要課題２防災・災害時

の対策の推進にて、「防災計画の推進」

「防災マニュアルの作成支援」「障が

い者の防災訓練への参加促進」「災害

時避難行動要支援者支援体制の整備」

等の記載をしております。 

1-2 第 4章 
災害時において障がい者を支援する人

のためのマニュアルの作成を。 



1-3 第 4章 

「助け合いのあるまちづくり」につい

て。小中学校から高校、社会人に対し

て、障がいのある人の生活に関心を持

ち、ともに考える機会をつくり、地域

住民等と協働して具体的施策の検討を

進めることを願う。 

基本目標１自立と社会参加の支援体

制づくり、主要課題１心のバリアフリ

ーの推進にて、「障害者差別解消法の

推進」「障がい者福祉についての講座

の開催」「手話に対する理解促進と手

話の普及」等を記載しております。ま

た、基本目標３障がい児支援の体制づ

くり主要課題１障がい児保育・療育・

教育の充実の施策の方向（２）で「統

合保育の推進」、施策の方向（３）で

「福祉体験学習事業」等を記載してお

ります。 

1-4 第 4章 

小さい頃から障がいがある人とも触れ

合う機会があると良い。 

1-5 第 4章 

就労支援事業所のバリアフリーについ

て。車いす利用者も利用できるような

設備を。移行した事業所、新たに指定

を取った施設でも配慮されていないと

ころが多い。車いす利用者が差別され

ることのないように。 

基本目標２地域生活の支援基盤づく

り主要課題１施策の方向（３）の「通

所施設の確保」にて身体障がい者を受

け入れる通所施設について記載をし

ております。また、自立支援法（現障

害者総合支援法）に移行する以前の施

設は、障がい種別ごとの施設であった

ため、バリアフリー化にはなっていな

いところもありますのでご理解くだ

さい。 

1-6 第 4章 

障害者支援施設の支援者の充実ための

予算の検討を。 

障害者支援施設の報酬単価は一律に

決められております。 

通所施設職員の充実のための研修会

等について、基本目標２「地域生活の

支援基盤づくり」の主要課題１「福祉

施設・サービスの充実」施策の方向

（３）「福祉施設サービスの充実」に

追記いたします。 



2 第 2章 

ワークセンターしいの木の送迎バスの

運行について 

三郷市は南北に長く公共交通機関を

利用しての通所が困難となっている

方がいることは認識しております。

「地域バランス等を考慮した設置に

ついて」計画書に追記いたします。 

3-1 第 4章 

施策の方向８７「児童通所サービス」 

児童発達支援の質の良いサービス提供

を。 

質のよいサービス提供のため、児童発

達ガイドライン、放課後等デイサービ

スガイドラインの活用について計画

書に追記いたします。 

3-2 第 4章 

施策の方向（１）相談と情報提供体制

の充実 誰でもが安心して相談できる

よう、障がい福祉課の窓口をパーテー

ション等プライバシーに配慮した窓口

に改善を。 

安心して相談、手続きができるような

体制・環境整備を目指してまいりま

す。 

 

4-1 第 4章 

施策の方向４６ 具体的にはどのよう

な支援のことでしょうか。 

現在制度化されているものとしては、

「三郷市在宅心身障害児者一時介護

委託料助成事業」「超重症心身障害児

等短期入所促進事業補助金」です。 

4-2 第 4章 

施策の方向５２ 市内に障害児の受け

入れ可能な短期入所施設設置が可能な

援助等の計画を。 

市内に障がい児の受け入れ可能な短

期入所施設が必要なことは認識して

おりますので、基本目標２「地域生活

の支援基盤づくり」主要課題１施策の

方向（３）５２に記載通り取り組んで

まいります。 

5-1 第 2章 

就労継続支援B型施設を南地区に設置

できるような事業計画を。 

南部地域に通所施設が不足している

ことは認識しております。整理番号２

で回答した通り取り組んでまいりま

す。 

  



5-2 第 4章 

就労支援として、今ある形以外のもの

を。 

基本目標１「自立と社会参加の支援体

制づくり」主要課題２施策の方向（１）

２０が三郷市就労支援センターでの

就労相談の内容になっております。就

労移行支援・就労継続支援施設とは違

った形での支援を今後も提供してま

いります。 

5-3 その他 
分かりやすい表記の仕方である。他の

計画書も同様に。 

ご意見を伝えます。 

6-1 第 4章 

地域ネットワークの強化 地域ネットワークの強化は重要な課

題であると認識しております。基本目

標２「地域生活の支援基盤づくり」主

要課題１施策の方向（１）３２、３４、

３５、３６、３７の記載通り取り組ん

でまいります。 

6-2 その他 
申請から給付までの迅速化 全ての手続きにおいて、事務遅延のな

いように取り組んでまいります。 

6-3 第 2章 

訪問入浴、生活介護、短期入所等の資

源の増加 

訪問入浴：現在、需要に見合った事業

所数となっております。 

生活介護：施設の不足については認識

しております。整理番号２で回答した

通り取り組んでまいります。 

短期入所：施設の不足については認識

しております。整理番号４－２で回答

した通りとなります。 

6-4 その他 

福祉用具のレンタルを可能に 補装具、日常生活用具の性質上、貸与

は困難なものが多く現在は給付とな

っております。現在国では貸与も検討

されています。今後も国の動向を注視

してまいります。 



6-5 第 4章 

障がい者が一人で地域で暮らせる街

づくりを。 

基本目標２「地域生活の支援基盤づく

り」に記載どおり取り組んでまいりま

す。 

7-1 
第 2章

第 4章 

高次脳機能障がい専従の職員、相談支

援事業の設置の記載を。 

障がい種別ごとの明記はいたしませ

んが、第 2章「障がい者を取り巻く状

況」の５「取り組むべき主な課題」及

び第 4章「施策の展開」基本目標２主

要課題１施策の方向（１）で記載され

ている内容に含まれております。 

高次脳機能障がい、若年認知症等につ

いてのグループホームの整備促進、支

援を。 

高次脳機能障がい等を含む就労継続支

援Ｂ型施設の設立。南部地域での相談・

支援体制の充実 

7-2 第 4章 

65 歳以上の障がい者に対し介護保険

優先原則ではなく、実態にあった行政

サービスを。高齢になっても切れ目の

ないサービスを。 

介護保険への円滑な移行については

現在も取り組んでおります。今後も基

本目標２「地域生活の支援基盤づく

り」主要課題２施策の方向（１）の「介

護保険との連携強化」で記載した通り

に取り組んでまいります。 

8-1 第 4章 

基本目標３障がい児支援の体制づくり 

小児の高次脳機能障がいへの支援につ

いて記載を。 

具体的な障がい名についての記載は

しておりませんが、障がい児として小

児の高次脳機能障がいも含まれてお

ります。 

8-2 第 5章 

第 5章障害福祉サービスの推進 意思

疎通支援事業 意思疎通支援事業の対

象に高次脳機能障がいなどが含まれる

こと、入院中も意思疎通支援事業が利

用できることについて記載を。  

第 5章では意思疎通支援事業として、

国で示している「手話通訳者・要約筆

記者派遣事業」「手話通訳者設置事業」

の見込み量を記載します。意思疎通支

援事業の対象者に高次脳機能障がい

が含まれること、入院中も意思疎通支

援事業が利用できることについては、

障がい福祉ガイドブック等で周知を

行います。 

 


