
様式第２号－②会議結果通知

会 議 結 果 （ 書 面 会 議 ） の お 知 ら せ

会議の名称 令和３年度第３回朝霞市障害者プラン推進委員会

開 催 日 時 令和４年２月２５日（金）

開 催 場 所
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、書

面による開催とする。

出 席 者

委員１７名（大橋委員、川口委員、木舩委員、是枝委員長、坂本

委員、篠本委員、白木委員、須貝委員、菅田委員、鈴木委員、住田

委員、髙垣委員、竹田委員、近岡委員、戸田委員、森田副委員長、

横山委員）（五十音順））

議 題

（１）第５次朝霞市障害者プラン進行管理について

（２）第６期朝霞市障害福祉計画の評価方法について

（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

（４）その他

公開・非公開 傍 聴 者

【審議概要】

会議の開催に代えて、書面により資料を送付し、意見等収集を実施。

提出意見と事務局回答

別紙のとおり（「意見なし」は記載せず）。

問合せ先

（事務局）

朝霞市福祉部障害福祉課障害給付係 担当者 辻

電話番号 ０４８－４６３－１５９９（内線：２６６６）

ｅメール syogai_fukusi@city.asaka.lg.jp



委員氏名 内容 事務局からの回答

須貝委員
今年度の評価を元に次年度の対策プランがたてられると思いますが、継続以外に改善、新規の対策案をお示しお願いい
たします。

ご指摘の点を意識した上で、今後の自己評価や点検に取り組んでまいりたいと思いま
す。

菅田委員

基本目標１異なる障害をもつ当事者間においても、お互いの障害の理解が…
基本目標５災害時に加えてコロナの危機管理も体験した2年でしたので、災害だけでなく、感染症も加えた危機管理体制
づくりが必要。
この視点を評価に加えて欲しいと思います｡

是枝委員長
基本目標３の委員会コメントの最初の部分ですが、就労支援に関してとするほうが目標と対比して良いように思いまし
た。可能な範囲でご検討ください。

竹田委員
委員のみなさんからの意見はその通りであり、職場の理解と一般市民の関わり方であると思います。本人も家族も公的
援助が必要であり、市の活動力にもつながると思います。

ご意見ありがとうございます。今後も様々な支援に取り組んでまいります。

※評価コメント等については、各担当課に周知いたします。

（１）第５次朝霞市障害者プラン進行管理について

ご指摘の点を踏まえ、コメントを修正いたしました。

別紙
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委員氏名 内容 事務局からの回答

菅田委員 よく整理された項目と思います。

白木委員
評価については、これまでも年度ごとに評価方法を検討しながら模索してきているので、実施してみて少しずつ改善し
ていけばよいと感じます。検討事項として、基本目標の８項目を委員として意見を記入し提出するのは、業務上厳しい
と思われますので、ご検討いただければ幸いです。

竹田委員
基本目標２について、２０２３年までは現状維持ですが、コロナが発生している現在、新しい障害者が増加した時には
どのような対応を考えていますか。
基本目標５について、計画より早い達成はすごいです。これからを動かす行政力に期待します。

（２）第６期朝霞市障害福祉計画の評価方法について

ご意見ありがとうございます。令和４年度からの障害福祉計画の評価に関しては、次年
度以降も検討を重ね、わかりやすい形で評価をしていけるようにしていきたいと考えてお
ります。
また、新型コロナウイルス等の感染症の影響についても注視し、必要に応じて評価方法
等を見直すなど、柔軟な対応を図ってまいります。
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委員氏名 内容 事務局からの回答

須貝委員
手話言語条例への施策、更なる促進をお願いいたします。加えて、多種多様な障がいがある方へ適切な意思疎通支援の
仕組みができるように、朝霞市でも条例制定をお願いいたします。

意思疎通支援事業の重要性は認識しております。ご指摘の「多種多様な障がいがある
方へ適切な意思疎通支援の仕組み」に関する条例については、今後の検討課題とし、
他自治体の事例等を調査研究していきたいと考えております。

菅田委員 手話通訳者の「頸肩腕健診」が用意されていますが、受診実績はありますか。
市の登録手話通訳者（R4.2時点11名）について、原則毎年1回受診していただいておりま
す。

竹田委員

１ 日本手話の理解の促進及び普及を図るための施策の「（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。」と「（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。」は一緒の項目にできると思います。市民とろう者にどのような声掛けや参加をしてもらうかだと
思います。
２ 日本手話による情報を得る機会の拡大のための施策の「（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。」に（５）にある事業者も含めればよいと思います。
４ 手話通訳者の養成及び確保のための施策の「頸肩腕健診」はどのような健診でしょうか。今まで行っていなかったの
でしょうか。

朝霞市日本手話に係る施策の推進方針についてご指摘の点については、今後、見直し
の機会の際などに、参考とさせていただきます。
頸肩腕健診とは、手話通訳者など手をよく使う人の、手や腕、肩に発生するこりやしび
れ、痛みを予防する健診のことで、視力や握力、聴力及び指の動き等を測定するもので
す。市の登録手話通訳者（R4.2時点11名）については、原則毎年1回健診を受けていた
だいております。

（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
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委員氏名 内容 事務局からの回答

須貝委員
次年度の予算では、部単位で一律に○○％の削減とお聞きしております。縮減項目は決定事項でしょうか。この他に
も、現在補助を受けておられる方に影響を及ぼす事項はございますか。

令和４年度の事業については、現在、令和４年３月議会において審議されており、市議
会において可決成立した段階で決定となります。
障害福祉課において、市民の方の直接的な補助に影響を及ぼす事業は、在宅重度心身
障害者手当と在宅重度心身障害者紙おむつ支給の２つです。

菅田委員
精神包括ケア部会の設置について、部会のメンバーはどのような構成で、開催頻度はどれくらいでしょうか。
期待しています。

精神包括ケア部会のメンバー構成は、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、保
健又は医療関係者、教育又は雇用関係者、障害者団体の代表者とし、保健又は医療関
係者では、新たに精神科医師及び訪問看護師を想定しています。開催頻度は年２回の
予定です。

高垣委員

パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金の創設について、朝霞市以外の埼玉県または全国的にもこのような奨
励金の創設等取り組まれている自治体はありますでしょうか。
在宅重度心身障害者手当について、「限りある財源の中において」は理解できますが、8,000円から5,000円に決めた根
拠はなんでしょうか。また、縮減された金額がどのようなことに活用されていくのでしょうか。

パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金については、埼玉県内では、三郷市や久
喜市、全国では、茨城県龍ケ崎市、静岡県清水町などが同様の取組みを行っておりま
す。
在宅重度心身障害者手当の金額の根拠については、埼玉県の補助基準額が月額5,000
円となっており、従前の月額8,000円のうち、市が独自に上乗せしていた3,000円の部分
について見直しを図ったものです。また、制度見直しで確保した財源を基に、障害福祉分
野では、新たに「パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金交付事業」を創設しまし
た。福祉部全体では、「生活保護つなぎ資金貸付事業」、「朝光苑に係る備品購入事
業」、「火災時宿泊費助成事業」などの新たな事業を行うために活用しております。

竹田委員
パラリンピック・デフリンピック参加選手奨励金については、奨励金よりも練習場所を確保するなどで育成者を増やし
たほうがいいと思います。
在宅重度心身障害者手当の3,000円減額は本人も家族もとても大変だと思います。

パラリンピック・デフリンピック参加選手練習場所の確保については、市としてもできる限
りの協力をしてまいりたいと考えております。
今後、在宅重度心身障害者手当受給者の方には、制度変更についての丁寧な説明と幅
広い周知を行うと同時に、生活のご相談などについて適切に対応してまいりたいと考え
ております。

（４）その他
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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
お互いの障害の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。

B-1 



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

就労支援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。また、災害時だけでなく新型コロナウイルスなどの感染症にも対応し
た危機管理体制づくりも検討課題としてもらいたい。

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。
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