
令和３年度第３回朝霞市障害者プラン推進委員会（書面開催） 

議題趣旨説明 

 

 

 

議題 趣旨説明 

（１）第５次朝霞市障害者

プラン進行管理について 

資料１：委員の皆様からいただいた B票に関する個別コメント（一部、

誤字脱字や語尾等を修正しております）とそれを委員会の評価コメン

トとしてまとめた事務局作成案になります。評価コメントと個別コメ

ント合わせて各課にフィードバックする予定です。 

（２）第６期朝霞市障害福

祉計画の評価方法につい

て 

資料２：前回お示ししたイメージに「委員会意見」という欄を加えま

した。基本目標８つと活動指標６つ（地域生活支援事業含む）につい

て、まず①実施年度終了後、障害福祉課において進捗等を記載したも

のをお示しし、②障害者プラン推進委員会から意見等をいただき、③

委員会意見を踏まえ、障害福祉課において今後の展望等を記載すると

いう流れにしたいと思います。令和４年度に令和３年度分の評価を開

始しますが、進捗等の記載方法についてより具体的に、評価しやすい

形で記載していきたいと考えています。 

（３）朝霞市日本手話言語

条例に係る施策の実施状

況等について 

資料３-１：朝霞市日本手話に係る施策の推進方針推進方針です。 

資料３-２：朝霞市日本手話言語条例に定める推進方針に係る施策の実

施状況の報告です。 

（４）その他 

資料４-１：障害福祉課における令和４年度の主な事業（予定）のお知

らせです。 

資料４-２：次年度の障害者プラン推進委員会のスケジュール予定で

す。令和４年度と令和５年度にかけて、令和６年度から令和１１年度

までを計画期間とする「第６次朝霞市障害者プラン」、令和６年度から

令和８年度までを計画期間とする「第７期朝霞市障害福祉計画・第３

期朝霞市障害児福祉計画」の策定に着手し、令和４年度中にアンケー

ト調査等を行う予定です。 
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※令和４年２月２５日（金）までに下記担当までご提出ください。 

 

 

【担当】 

〒351-8501埼玉県朝霞市本町 1-1-1 

朝霞市役所 福祉部 障害福祉課 

障害給付係 担当：辻 

電話：048-463-1599（直通） 

FAX：048-463-1025 

メール：syogai_fukusi@city.asaka.lg.jp 

 
委員氏名  

議題 意見等 

（１）第５次朝霞市障害者

プラン進行管理について 

＊資料１ 

 

（２）第６期朝霞市障害福

祉計画の評価方法につい

て 

＊資料２ 

 

（３）朝霞市日本手話言語

条例に係る施策の実施状

況等について 

＊資料３-１、３-２ 

 

（４）その他 

＊資料４-１、４-２ 

 



基本目標１　共生社会の実現を目指す　【評価コメント】（令和２年度分）

３つの大柱（基本施策）の評価は、すべてCでした。
（前年：３つの大柱（基本施策）の評価は、Ｂが１つ、Ｃが２つでした。）

委員会コメント

障害の理解に関する普及啓発や広報活動に力をより一層充実していただくとともに、異なる障害をもつ当事者間においても
理解が深まるような施策を目指してほしい。また、新型コロナウイルス感染症の影響も見据えながらの事業のあり方につい
ては今後の検討課題であると思われる。このほか、虐待を未然に防ぐための支援体制の拡充などについても検討してほし
い。

委員個別意見

（１）－①－①『広報誌・ガイドブック等を活用しての啓発』については、３年連続Cの評価でした。市民が目にする機会だと思
います。更なる工夫に取り組んで頂きたいです。

虐待について。育てにくいお子さんを抱える家庭では虐待リスクが高まります。しかし、朝霞市では保育園、学童において緊
急預かり枠はないと聞いています。
ショ－トステイなどを利用して子どもを一時的に保護することを拒否する方もいて、せめて保育園、学童の利用ができればと
思えるケ－スが少なくありません。
養育者が精神疾患を抱えている場合は疾病の証明で入園が可能になったこともありましたが、養育者が病院の受診をため
らうことが多いです。
虐待を未然に防ぐ、ということに関しては受け皿や支援体制がまだ足りないように思います。
保育園の一時保育の利用は【集団保育が可能】と判断される場合に限られている現状なので、障がいのある子の緊急預か
り枠や育成保育の拡充についても、検討していただきたいと思います。

（１）－①－①『広報紙、ガイドブック等を活用しての啓発』で、広報紙、ホ－ムペ－ジは現時点では市民に啓発する必須アイ
テムと思います。高次脳機能障害関連情報をネットで見たという市街の方からの問い合わせもありました。更に充実した内
容になるような創意工夫をお願いいたします。
（１）－①－①（２）『広報紙、ガイドブック等を活用しての啓発』で、広報あさかの掲載記事変更は、紙面の都合上で柔軟に
検討した結果ですのでC評価と思います（自己評価：D）。
（１）－①－③『「障害者週間」等のイベントの開催』の回数減は、コロナ禍の不可抗力でありC評価と思います（自己評価：
D）。
（１）－②―②『精神障害のある人（発達障害・高次脳機能障害を含む）への理解の促進』で、年4回行われる地域包括支援
センタ－の勉強会でも高次脳機能障害を取り上げていただくなど、少しずつ認知されてきたと思いますが、当事者家族でさ
え自覚がなく、行政の支援に繋がらないで苦しんでいる方が地域相談会で浮かび上がっています。このような方の早期発
見、早期治療、早期支援が受けられる制度の構築を次年度の施策に盛り込んで下さい。
（１）－③中柱『障害者団体の育成・交流促進』では、市主催の企画や各団体が予定する企画の日時が被らないよう調整で
きる場をお願いいたします。
（２）－①中柱『差別解消の推進』差別を恐れて障害を隠す方、表に出ない方もおられます。対して、無関心、無意識から、
知らず知らずのうちに差別している側立っている事も考えられます。広くみなさんが通年の中で受けられる講座等を各課で
の推進をお願いいたします。

前年度と比較して中柱６項目の内、B評価→C評価となったのが４項目、D評価→C評価が１項目でした。評価が低くなった
理由には、新型コロナ感染拡大との関連も見られたのでしょうか。この体験から、アフタ－コロナ後の啓発活動の新たな方
法の模索が課題と考えます。
障害者団体協議会が解散し（R元年）、障害の異なる当事者間の情報交換等の機会がなくなり、障害者間においてもお互い
の理解が深まらない状況にあり、障害者支援施策もややもすると、障害別支援施策になりがちに感じられる。横のつながり
（ネットワ－ク）が必要なのではないかと考えます。

資料1
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基本目標　２　地域生活を充実し、社会参加を支援する 【評価コメント】（令和２年度分）

４つの大柱（基本施策）の評価は、すべてCでした。
（前年：４つの大柱（基本施策）の評価は、Ｂが１つ、Ｃが3つでした。）

委員会コメント

相談支援事業について、基幹相談支援センターの設置と相談支援事業所、相談支援専門員等の質の向上に関する施策を
検討してほしい。また、評価が低かった項目に関しては、事業内容等の周知方法等も含め改善の余地がないかを検証して
ほしい。

委員個別意見

（１）－③－②『地域生活支援事業の充実』については、C→D→Dとの評価でした。『地域の実情に応じて柔軟に実施する事
業として、地域生活支援事業を位置付けています。』とありますが、事業内容が広く周知されていてこの評価だったのでしょ
うか。今後とも改善の余地があるのでしょうか。

計画相談の相談支援員は、福祉サ－ビスのコ－ディネ－トだけでなく、今後はよりいっそう障害児者の自己決定を支援して
いく役割を担っていく必要があるのではないでしょうか。
相談事業所が同じ法人内での事業所、施設の利用等サ－ビス計画を作成することが多いと思いますが、相談員は前文の
役割を担う「中立性」を守らなければならない立場であることなどを改めて共通認識として確認する機会をもっていただけれ
ばと思います。
また、困難なケ－スを抱えている相談事業所もあり、相談員のス－パ－バイザ－的な役割の基幹相談支援センタ－の設置
は急務だと考えられます。
はあとぴあ障害者支援センタ－が基幹相談支援センタ－を目指すための準備を進める、という事業目標もあるようですが、
質問の返答によると現時点では設置は未定とのこと。設置までの方向性をしっかりと示してほしいです。

(1)－①中柱『相談支援体制の整備』、医師から高次脳機能障害と診断された時、当事者も当事者家族の方もまずは
「？？？」何もわかりません。高次脳機能障害？てどんな障害？調べることから始まります。退院後に多種多様な症状が発
症を知るために、更に混乱状態になります。人によっては、窓口まで行けても何をどう相談したいのかを、うまく説明でずに
疲れて帰ってしまう方もおられます。最初の窓口でどんな相談をしたいのかを汲み取って、専門員に繋げていただきたいと
思います。
（２）基本施策『日中活動の場の充実』（３）基本施策『コミュニケーション支援』（４）基本施策『社会参加の支援』、高次脳機能
障害者、家族は最初は孤独です。居場所がなく引きこもりの傾向が強いと思います。同じ思いの方々が気軽に集まれる場
所の提供と、一人での外出が困難な方への移動支援等のサ－ビスで充実した生活が出来るように施策をお願いいたしま
す。

地域生活支援の充実では、相談支援事業所の質の向上に課題があると思います。事業所任せではなく、講師は外部でもよ
いのですが、市として研修を企画し実施してほしいと思います（人材育成）。
未設置の基幹相談支援センタ－の機能として、上記事業所の研修の企画も考えられるので、基幹相談支援センタ－設置に
取り組んで欲しいと思います。
新型コロナ感染拡大で、市内の虐待、DV、メンタル等の相談の動向（報道では増加とのこと）はどうでしょうか。危機管理の
視点からも支援の振り返りとこのような状況下での体制について、行政としての評価をしておいて欲しいです。
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基本目標　３　就労を支援する 【評価コメント】（令和２年度分）

大柱（基本施策）の評価は、Cでした。
（前年：大柱（基本施策）の評価は、Ｃでした。）

委員会コメント

就労に関して評価が低かった部分に関して、新型コロナウイルス感染症の影響があるのか、別の要因があるのか、分析や
実態の把握が必要と思われる。また、市役所などの公的機関においても、障害者雇用に率先して取り組んでほしい。

委員個別意見

（１）－②－①『相談窓口の整備』については、B→B→Dとあります。就労相談に来る方の数が減少されたからでしょうか。そ
れとも、別の要因によるものでしょうか。相談窓口から障害者就労支援センタ－への連携が取れてそこに繋がったのでしょ
うか。

まずは市役所で知的障害者の雇用をして下さい（昨年同様）。

（１）－①－➁『障害のある人の雇用の促進』、公的機関は率先して、法定雇用率まで精神障害（高次脳機能障害）、知的障
害の方を雇用する位の信念で望んでください。（達成しておりましたら、ごめんなさい。）一例ですが、高次脳機能障害の方
が元の職場に復帰されました。（民間企業です。）上司、同僚が高次脳機能障害について勉強して理解し、受け入れ準備を
して待っていて下さったそうです（職場の理解が大）。
（１）－②－①『相談窓口の整備』・④『就労移行支援の実施』、評価がDですが、コロナ禍の影響でありＣ評価が妥当と思い
ます。
（１）－②－⑤『就労定着支援の実施』・⑥『就労継続支援の実施』、朝霞市独自で、特化したボランティアのジョブコ－チの
育成する施策はできませんか。

就労の場の確保では、やはりコロナの影響で職場開拓などの活動が進まなかったと感じます。経済への影響があるなか、
障害者雇用への影響はどうだったのでしょうか。この評価も必要と考えます。また、障害者側の就労実態（仕事をなくなっ
た？等）の把握が必要かと思います。
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基本目標　４　共に育ち、共に学ぶ療育・教育を推進する  【評価コメント】（令和２年度分）

大柱（基本施策）の評価は、Bでした。
（前年：大柱（基本施策）の評価は、Ｂでした。）

委員会コメント

育成保育の受け入れなど柔軟に対応している部分もあり、基本施策の中でも良いレベルであると思われるが、一部の事業
については評価が低いものがあるため、事業の見直し等も含めて検討し、子育て支援の充実化を図ってほしい。

委員個別意見

（１）－①－④『保育園における受け入れ体制の整備及び促進』について、３年連続Dの評価でした。『受け入れ体制の整
備』が問題なのか、それとも『促進』が進んでいないのでしょうか。打開策は検討されているのでしょうか。
（１）－①－⑤『障害児放課後児童保育への支援』について、市内に児童発達支援事業所や放課後等デイサ－ビスが大幅
に増えていますが、保育課と障害福祉課との間では話し合いが行われているのでしょうか。事業の見直しの時期が来てい
ると思います。

児童発達支援の事業所が増えてお子さんの早期療育が進んでいる一方で、幼稚園において発達がゆっくりな子、課題があ
る子は療育に行ったほうが良いと言われるケ－スが増えているように思います。保育所訪問などの福祉サ－ビスを利用し
ながら、児発と上手に連携し、柔軟に子どもの社会体験ができる場の保証が増えないと、児発と幼稚園との分断が起きてき
ています。多様性の時代、と言いながら乳幼児期に生活の場が分離されつつあることに違和感を感じます。
また、児発に通いながら、また通うまでの間、保健センタ－でのフォロ－を待つ間の日常の親子の過ごす場所として、地域
の子育て支援センタ－を活用できるよう、子育て支援拠点の充実化（本当に支援が必要な親子が通いやすい環境作り）を
図ってほしいと思います。

（１）－①－④『保育園における受け入れ体制の整備及び促進』３年ともD評価ですが整備が追い付かないのでしょうか。更
なる対応をお願いいたします。

基本施策５本の中では良いレベルで推移していると思います。各種サ－ビスも充実してきていますが、利用している特に家
族の評価を大事にしていくことが大切と思います。家族支援の視点を評価に加えていけたらと考えます。

親子グル－プの実施は、子育てに悩みを持つ保護者にとって貴重な存在と思います。今後も継続して、地域の療育機関と
連携・協力をしていただけると、親子それぞれの成長に大きな支援となると思います。
育成保育の受け入れも柔軟に対応いただいていると感じます。また、交流保育で集団同士の関わりの機会があることも、双
方の子ども達にとって、相手を思いやる・相手を意識できるよい交流だと感じています。コロナ禍で２年連続実施出来ないこ
とは残念ですが、状況が落ち着き次第再開されることを望んでいます。
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基本目標　５　安心・安全な暮らしをつくる   【評価コメント】（令和２年度分）

３つの大柱（基本施策）の評価は、Bが２つ、Cが１つでした。
（前年：３つの大柱（基本施策）の評価は、Ｂが２つ、Ｃが１つでした。）

委員会コメント

障害者の安心な暮らしを確保するため、個別支援計画の作成や見直し、各支援拠点との連携、サポートする人員の確保な
ど、安全な生活を送るための支援体制を希望したい。

委員個別意見

（１）－①－①『歩道の整備』について、A→A→Cとの評価でした。AからCになった要因は何でしょうか。今後、安全な生活を
送るためにも、対応を希望します。

朝霞台駅の不便さをあげる声が多いです。早急にエレベ－タ－、ホ－ムドアの設置を望みます。また、養育者が精神疾患、
子どもが障害あり、という場合それぞれに別の保健師が対応したほうが良いと思われる場合があります。そのような対応が
できる配置、人数確保が望まれます。保健師の担当するケ－スの数も増えていることから、地域の子育て支援拠点のサポ
－ト力を高め、支援拠点との連携ができると良いと思います。

（３）基本施策『安心なく暮らしの確保』、災害時の細かな対応マニュアルがありましたら、教えてください。避難所に避難する
時が、朝なのか、夜なのか、平日、休日か、天候などで、違って来ると思います。次年度も安心できるサ－ビスをお願い致し
ます。

（３）基本施策『安心なく暮らしの確保』がC評価でした。災害時特に支援が必要な障害者に対して、平時から災害時の個別
支援計画の作成、そして繰り返しの見直しが必要です。この支援はどこがになうのか。行政、相談支援員でしょうか。個別
支援計画が必要な対象者はどの位いて、計画が出来ている人はどの位いるのでしょうか。把握はできているのでしょうか。

B-5 



数値

5人

令和５（2023）年度の目標設定（計画書P４２～５４）

地域生活移行者数

区分

①入所施設の入所者の地域生活への移行

基本目標１　福祉施設入所からの地域生活への移行

施設入所者の削減数については、県では数値目標を設定しないこととしており、
本市でも同様とします。

次年度以降の展望等

　②障害者プラン推進委員会意見等

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

②入所施設の入所者数

委員会意見

　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

第６期障害福祉計画進行管理シートイメージ（基本目標） 資料2
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令和３年度
2021年度

令和４年度
2022年度

令和５年度
2023年度

検討 2回 2回

検討 16人 16人

2人 2人 2人

7人 7人 7人

15人 15人 15人

1人 1人 1人

基本目標２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

区分

保健、医療及び福祉関係者による協議の場
への関係者の参加者数

保健、医療及び福祉関係者による協議の場
の開催回数

精神障害者の自立生活援助の利用者数

目標設定
有り
2回

目標設定
有り
2回

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

検討
保健、医療及び福祉関係者による協議の場
における目標設定及び評価の実施回数

精神障害者の地域移行支援の利用者数

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等

精神障害者の地域定着支援の利用者数

精神障害者の共同生活援助の利用者数
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基本目標３　地域生活支援拠点等が有する機能の充実

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

本市では、地域における複数の機関がそれぞれの機能を担う面的整備型を目指
すこととしており、現在、それぞれの機能の個別の体制は整いつつありますが、
全体としての地域生活支援拠点等の体制は、未整備となっています。今後、障害
者自立支援協議会専門部会（地域生活支援拠点部会）において、年１回以上運用
状況の検証及び検討を行います。

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等
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数値

23人

数値

18人

数値

21人

3人

1人

数値

2か所

区分

令和５（2023）年度中に就労移行支援事
業を通じて一般就労へ移行する者

令和５（2023）年度中に就労継続支援Ａ
型事業を通じて一般就労へ移行する者

基本目標4　福祉施設から一般就労への移行等

①福祉施設から一般就労への移行

③就労移行支援事業の利用者の一般就労への移行
④就労継続支援Ａ型の利用者の一般就労への移行
⑤就労継続支援Ｂ型の利用者の一般就労への移行

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

⑥就労定着支援事業所の就労定着率

令和５（2023）年度中に就労継続支援Ｂ
型事業を通じて一般就労へ移行する者

区分

令和５（2023）年度において就労定着率
が８割以上の就労定着支援事業所数

②就労定着支援事業の利用者数

区分

令和５（2023）年度中に福祉施設から一
般就労へ移行する者

区分

令和５（2023）年度中に一般就労に移行
した者の就労定着支援事業利用者数

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載
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数値

令和５（2023）年度末までの児童発達支
援事業所の設置数

1か所
（達成済）

令和５（2023）年度末までの放課後等デ
イサービス事業所の設置数

1か所
（達成済）

②重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保

区分

令和５（2023）年度末までの協議の場の
設置

1か所
（達成済）

令和５（2023）年度末までのコーディ
ネーターの配置

３か所

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

③医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置

区分 数値

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等

①児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実

区分

令和５（2023）年度末までの児童発達支
援センターの設置

数値等

1か所
（達成済）

基本目標5　障害児支援の提供体制の整備等

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

令和５（2023）年度末までの保育所等訪
問支援の利用体制の構築

体制有
（達成済）
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　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等

基本目標６　発達障害者等に対する支援

「ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プログラム等の受
講者数」、「ペアレントメンターの人数」、「ピアサポートの活動への参加人数」
の見込みについては、新たに実施方法等を検討する必要があるため、数値目標の
設定は行わず、令和５（2023）年度までに検討することとします。
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令和３年度
2021年度

令和４年度
2022年度

令和５年度
2023年度

6件 6件 6件

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

相談支援事業者の人材育成の支援件数

令和３（２０２１）年
度の進捗等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等

区分

基本目標７　相談支援体制の充実・強化のための取組
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数値

４人

基本目標８　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築

次年度以降の展望等 　③委員会意見を踏まえ、障害福祉課において記載

区分

令和５（2023）年度末までの都道府県が実施する障害福祉サー
ビス等に係る研修その他の研修への市職員の参加人数

令和３（２０２１）年
度の進捗・課題等 　①実施年度終了後、障害福祉課において記載

委員会意見 　②障害者プラン推進委員会意見等
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＊第６期計画は令和３年度からです。

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

月間実利用者数
（見込）

169 177 187 161 168 175

月間実利用者数
（実績）

143 152 159

月間延利用時間
（見込）

2,247 2,354 2,487 3,525 3,659 3,799

月間延利用時間
（実績）

2,987 3,275 4,330

月間実利用者数
（見込）

141 148 155

月間実利用者数
（実績）

125 134 138

月間延利用時間
（見込）

2,787 2,921 3,061

月間延利用時間
（実績）

2,405 2,701 2,846

月間実利用者数
（見込）

2 2 2

月間実利用者数
（実績）

1 1 3

月間延利用時間
（見込）

288 288 288

月間延利用時間
（実績）

113 175 1,032

月間実利用者数
（見込）

15 15 15

月間実利用者数
（実績）

15 15 15

月間延利用時間
（見込）

403 403 403

月間延利用時間
（実績）

429 377 423

月間実利用者数
（見込）

3 3 3

月間実利用者数
（実績）

2 2 3

月間延利用時間
（見込）

47 47 47

月間延利用時間
（実績）

40 22 29

月間実利用者数
（見込）

検討 検討 検討

月間実利用者数
（実績）

0 0 0

月間延利用時間
（見込）

検討 検討 検討

月間延利用時間
（実績）

0 0 0

②重度訪問介護

③同行援護

④行動援護

⑤重度障害者等
包括支援

計画

↓

実施

活動指標等

訪問系サービス
合計

下記①～⑤

区分

①居宅介護

その他・
特記事項等

＊訪問系サービスについては、令和元年度までは、個別サービスごとの見込無し。
＊市内/市外の利用の区別なし。

1訪問系サービス　（計画書P５５～６１）

令和３年度分
（２０２１年度分）

①実施年度終了後、障害福
祉課において記載（数値の
ほか、特筆すべき具体例
等）

進捗・課題・分析等

③委員会意見を踏まえ、障害福
祉課において記載

次年度に向けた展望等

②障害者プラン推進委員会意見等

委員会意見

第６期障害福祉計画進行管理シートイメージ（活動指標）

各サービスごとのシートとする。

1訪問系サービス（55～61P）

2日中活動系サービス（62～77P）

3居住系サービス（78～80P）

4相談支援（81～82P）

5障害のある児童への支援（83～92P）

6地域生活支援事業（93～112P）

9 / 9 ページ



朝霞市日本手話に係る施策の推進方針 

 

平成２８年５月２６日制定 

令和２年１０月２８日改定 

 

 朝霞市は、日本手話が言語であるとの認識に立ち、ろう者及び日本手話への理解を広げ、日

本手話が使いやすい環境となるよう、朝霞市日本手話言語条例（平成２７年朝霞市条例第３８

号。以下「条例」という。）第８条の規定に基づき、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推

進するための方針（以下「推進方針」という。）を次のとおり定める。 

 施策の推進に当たっては、当事者団体や関係機関等との連携を図るものとする。 

 

１ 日本手話の理解の促進及び普及を図るための施策（条例第８条第２項第１号） 

（１）日本手話及び日本手話を使用するろう者に対する理解を促進するため、講演会を開催す

る。 

（２）日本手話がろう者の言語であることを市民に対し周知するため、リーフレット等を作成

し配布する。 

（３）市の広報紙やホームページなどを活用し、日本手話の普及を行う。 

（４）市民が日本手話に親しむことができるよう、日本手話に関する講座や講習会を開催する。 

 

２ 日本手話による情報を得る機会の拡大のための施策（条例第８条第２項第２号） 

（１）市主催の各種行事を行う際に手話通訳者を配置するように努める。 

（２）市議会の会議の際に必要に応じて手話通訳者を配置するものとする。 

（３）市の公共施設等において日本手話による対応ができる体制を目指し、職員等に対し、日

本手話の研修を実施する。 

（４）保育園、幼稚園、小学校、中学校などにおいて、子供たちや教職員等が日本手話に親し

み、学ぶ機会を提供する。 

（５）事業者に対し日本手話の周知を行い、学ぶ機会を提供する。 

 

３ 日本手話を使用することができる環境整備のための施策（条例第８条第２項第３号） 

（１）日本手話を必要とする市民が市役所等で日本手話を使用することができるよう、手話通

訳者を配置する。 

（２）手話通訳者等派遣事務所の体制の整備に努める。 

（３）保育園、幼稚園、小学校、中学校などにおいて手話が必要な子供及び保護者等に対する

支援に努める。 

 

４ 手話通訳者の養成及び確保のための施策（条例第８条第２項第４号） 

（１）手話通訳者を養成するため、手話講習会等を開催する。 

（２）手話通訳者の技術向上を目的として、研修に参加する機会を提供する。 

（３）手話通訳者の健康に配慮するため、頸肩腕健診を受ける機会を提供する。 

 

５ 日本手話以外の手話 

  本推進方針に基づく施策の推進に当たっては、原則として日本手話を対象とするが、日本 

手話以外のものを排除するものではない。 
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６ 推進方針の検証及び見直し 

  本推進方針に係る各施策の実施状況を朝霞市障害者プラン推進委員会条例（平成２５年朝 

霞市条例第１４号）に規定する朝霞市障害者プラン推進委員会（以下「委員会」という。） 

において、検証するものとし、推進方針は必要に応じて見直すことができるものとする。 

  なお、検証に当たっては、ろう者及び関係者で組織される懇談会を設け、各施策について

の意見等を聴取し、その内容を委員会に報告するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和３年度】 朝霞市日本手話言語条例に定める推進方針に係る施策の実施状況（報告） 

朝霞市日本手話言語条例第 8条に規定する施策の推進方針に基づき、施策を推進してきました。 

（令和４年１月３１日現在） 

事項 推進方針に掲げる施策 実施した具体的な取組み 

１ 日本手話の理

解の促進及び普

及を図るための

施策 

（１）日本手話及び日本手話を使用するろう者に対する 

理解を促進するため、講演会を開催する。 

 

・1月 22日（土） 朝霞市日本手話言語条例講演会を開催 

中央公民館コミュニティセンター 3Ｆホール  午後 2時～4時 

講師：棚田茂氏・戸田康之氏   

テーマ：「デフフッド～ろうであること～」 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

（２）日本手話がろう者の言語であることを市民に対し 

周知するため、リーフレット等を作成し配布する。 

・朝霞市日本手話言語条例リーフレット配布 

 

（３）市の広報紙やホームページなどを活用し、日本手話

の普及を行う。 

・広報あさかに「日本手話情報コーナー」を継続掲載 （平成 28年 5月号より掲載開始） 

・市ホームページに「朝霞市日本手話に係る施策の推進方針」を掲載 

・市ホームページに「朝霞市日本手話言語条例リーフレット」を掲載 

・市ホームページに「NET１１９緊急通報システムについてを掲載 

」を掲載 （４）市民が日本手話に親しむことができるよう、日本手

話に関する講座や講習会を開催する。 

・「あさか学習おとどけ講座」を実施  

・「手話体験講座」を開講 7月 29日、8月 5、12、26日（木曜日） 全 4回 

 ※小学生以上の市民が対象  申込者 11人（うち、修了者 9人） 

２ 日本手話によ

る情報を得る機

会の拡大のため

の施策 

 

（１）市主催の各種行事を行う際に手話通訳者を配置す

るよう努める。 

・市主催の各種行事における手話通訳者の配置、ヒアリングループ（磁気ループ）、要約

筆記及び耳マークの適切な設置についての周知を庁内各課へ通知 

（２）市議会の会議の際に必要に応じて手話通訳者を配

置するものとする。 

・傍聴者が手話通訳を希望した場合、事前に予約をすることで、本会議及び各常任委員

会の場で手話通訳設置が可能 

（平成 31年 3月、令和元年 6月、12月に傍聴依頼あり）※令和 3年度は依頼なし 

（３）市の公共施設等において日本手話による対応がで

きる体制を目指し、職員等に対し、日本手話の研修を

実施する。 

・初級職員・上級職員・主任研修に手話講座を実施（講師協力：朝霞市聴覚障害者協会） 

・R３年１1月 9日～１1月 10日（2日間） 「障害者差別解消法」及び「朝霞市日本手話言

語条例」に係る職員研修を実施 （全 6回） 

 （講師：差別解消法・障害福祉課職員、朝霞市日本手話言語条例・沼倉昌明氏） 

・受講者数：388人 
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（４）保育園、幼稚園、小学校、中学校などにおいて、子

供たちや教職員等が日本手話に親しみ、学ぶ機会を

提供する。 

・市内小学校（4 年生）を対象とした総合学習において、手話学習を実施（講師協力：朝霞

市聴覚障害者協会） 

実施小学校： １小、５小、８小  

（５）事業者に対し日本手話の周知を行い、学ぶ機会を

提供する。 

・朝霞市日本手話言語条例リーフレットを設置する。 

（市内公共施設、朝霞警察署、朝霞消防署・分室、朝霞保健所、ハローワーク朝霞、  

すずらん、みつばすみれ学園、すわ緑風園、あさか向陽園、朝霞市商工会、朝霞県土整

備事務所） 

（６）その他 ・聴覚に障害のある人（手話が必要な人）へ迅速な情報提供をするため、メールアドレス

を登録（任意）し、関連情報についてメール配信開始。 

（令和 3年 12月 31日現在 35人登録） 

３ 日本手話を使

用することができ

る環境整備のた

めの施策 

（１）日本手話を必要とする市民が市役所等で日本手話

を使用することができるよう、手話通訳者を配置する。 

・平成 25年 6月 手話通訳者設置開始（対応範囲：庁舎内、保健センターまで） 

 開始当初は、週 5 日、午前又は午後の半日体制で対応していたが、平成 27 年度より 

週 5日、終日（午前 9時～午後 5時）で対応 

・令和 2年度より設置手話通訳者が 1人増員、開庁時間(午前 8時半～午後 5時 15分）

で対応が可能となった。 

（２）手話通訳者等派遣事務所の体制の整備に努める。 ・平成 28年4月１日 朝霞市手話通訳者等派遣事務所の専任手話通訳者（一般非常勤）

１名を正職員として採用し、専任手話通訳者（正職員）2名体制とした。 

（３）保育園・幼稚園・小学校・中学校において手話が必

要な子供及び保護者等に対する支援に努める。 

・入学式や卒業式、授業参観や懇談会など、学校行事の際に、手話が必要な保護者が

いる場合、主催する学校側が朝霞市手話通訳者等派遣事務所に手話通訳者の派遣

依頼を行う。 

４ 手話通訳者の

養成及び確保の

ための施策 

（１）手話通訳者を養成するため、手話講習会等を開催

する。 

・令和 3年度手話講習会 実施内容 

（昼の部）前期…養成前半（8人受講）、 後期…養成後半（8人受講） 

（夜の部）前期…養成後半（受講者 4人うち修了者１人）、後期…入門講座（8人受講） 

・9月 朝霞市登録手話通訳者試験 （1人合格） 

※令和 3年 12月末日現在、朝霞市登録手話通訳者は 11人 

（２）手話通訳者の技術向上を目的として、研修に参加

する機会を提供する。 

・朝霞市登録手話通訳者研修：年 3回実施予定（4市合同研修会を含む） 

・埼玉県 市登録手話通訳者研修：新型コロナウイルス感染拡大防止により中止 

（３）手話通訳者の健康に配慮するため、頸肩腕健診を

受ける機会を提供する。 

・年 1回実施（会場：埼玉県浦和合同庁舎及び健康づくり事業団（北本市）） 

 



障害福祉課 
≪令和４年度主な事業（予定）について≫ 

 

新規・拡充 

【新規】 

 

・第６次朝霞市障害者プラン等の策定 

  令和６年度から令和１１年度を計画期間とする「第６次朝霞市障害者プラン」及び令

和６年度から令和８年度を計画期間とする「第７期朝霞市障害福祉計画・第３期朝霞市

障害児福祉計画」の策定に着手します。 

 

・パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金の創設 

  市内に住所を有する個人が、パラリンピック競技大会又はデフリンピック競技大会に

選手として参加した際に、その栄誉を称え、市独自の奨励金を交付します。 

 

【拡充】 

 

・障害者自立支援協議会精神包括ケア部会の設置 

  朝霞市障害者自立支援協議会において、精神包括ケアに関する専門部会を新たに設置

します。 

 

・重度心身障害者医療の県内窓口支払無料化 

福祉３医療（重度心身障害者医療費、こども医療費、ひとり親家庭等医療費）につい

て、４市（朝霞市、志木市、和光市、新座市）の医療機関で受診した場合の窓口支払を

一定限度額まで無料（現物給付）としている事業の適用地域を令和４年１０月（ひとり

親家庭等医療費は令和５年１月）から埼玉県内全域に拡大します。 

 

縮減 

【縮減】 

 

・在宅重度心身障害者手当 

限りある財源の中において、制度の安定的な運営を図るため、支給月額を８，０００円

から５，０００円とし、対象年齢を原則６５歳未満に見直します。 

 

・在宅重度心身障害者紙おむつ支給 

  重複支給及び所得要件の均衡を図るため、長寿はつらつ課や生活援護課の制度との重複

支給を廃止するほか、対象年齢を原則６５歳未満とし、所得制限を設けるなど支給要件を

見直します。 
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時期 障害者プラン推進委員会 主な議題（予定） その他関連会議（予定）

４月

５月 ●第１回障害者プラン推進委員会
第５次障害者プランの進行管理・評価等について
第６期朝霞市障害福祉計画の進行管理・評価等について
今年度のスケジュールについて

６月

７月 ●第２回障害者プラン推進委員会
第５次障害者プランの進行管理・評価等について
第６期朝霞市障害福祉計画の進行管理・評価等について
第６次障害者プラン等策定について

●障害者自立支援協議会（第１回本会議・第１回地
域生活支援拠点部会）

８月
●障害者自立支援協議会（第１回医療的ケア児部
会・第１回精神包括ケア部会）

９月

１０月 ●第３回障害者プラン推進委員会 第６次障害者プラン等策定について

１１月 ●障害者自立支援協議会（第１回権利擁護部会）

１２月

１月 ●第４回障害者プラン推進委員会
第６次障害者プラン等策定について
障害者自立支援協議会の報告
朝霞市日本手話言語条例に係る施策の実施状況等について

●障害者自立支援協議会（第２回地域生活支援拠
点部会・第２回医療的ケア児部会）

２月
●障害者自立支援協議会（第２回精神包括ケア部
会）

３月

令和４年度スケジュール（予定） 資料４-２


