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美浜町障害者計画 

パブリックコメントの結果について 

１ 実施状況 

（１）募集期間  平成 30年 1月 22 日（月）～平成 30年 2 月 9日（金） 

（２）意見の件数  46 件 

２ 意見の概要と町の考え方 

No.
該当 

箇所 
意見の概要 町の考え方 

１

パブリ

ックコ

メント

実施文

なぜこの文書のみ日付けが西暦なのでし

ょうか。 

みだし中「障害者計画・」は「障害者計

画及び」と表示すべきと思います。 

本文中の「障害者計画・障害（児）福祉

の」は、「障害者計画及び障害（児）福

祉計画の」と表示すべきと思います。 

本文中を始め「（案）」は、別添には「（素

案）」とあり、すべて「（素案）」に統

一すべきと思います。 

本文中「この計画案を」は、「この計画

を」と表示すべきと思います。 

募集案件中のこれらの計画（案）の名称

と別添の２つの計画（素案）の名称は同

一とすべきと思います。 

意見の提出方法中の提出用紙の名称と別

添の様式は同一とすべきと思います。 

意見の提出方法中の「美浜町地域福祉計

画」は、修正すべきと思います。 

これら計画（素案）に対するパブリック

コメントは、今後、どのように反映され、

いつごろどのような手続きを経てこれら

計画が確定し、公表されるのでしょうか。

パブリックコメントの実施文について、

不明確な表現による説明があったことを

お詫びします。 

パブリックコメントに出された意見につ

いて、修正すべき点は本文の修正を行い

ます。修正した案は、策定委員会の承認

を受け、公表します。 

２

１ｐ 

下から

２行目

「第３次の」を削除し、「美浜町障害者

計画」を「美浜町第３期障害者計画」に

改めては。 

「第 3 次美浜町障害者計画」と修正しま

す。 

３
２ｐ 

16行目

「別冊」を「別に」に改め、「美浜町障

害福祉計画・障害児福祉計画」を「美浜

町第５期障害福祉計画・第１期障害児福

「別冊」を「別に」と修正します。 

「美浜町障害福祉計画・障害児福祉計画」

については、この文中では第 5 期及び 1
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該当 

箇所 
意見の概要 町の考え方 

祉計画」に改めては。 期以降の障害福祉計画・障害児福祉計画

も含まれますので、現案のままとします。

４

２ｐ 

17、18行

目 

「障害福祉」を「障害者福祉」に改めて

は。 

17 行目の「障害福祉」は障害者総合支援

法に基づく「障害福祉サービス」を指し

ていますので、現案のままとします。 

18 行目の「障害福祉」は、障害のある人

に関わる施策全般を指す文面ですので、

ご指摘の通り「障害者福祉」に修正しま

す。 

５

２ｐ 

下段 

表中 

「美浜町障害者計画」を「美浜町第３期

障害者計画」に改めては。 

「第 3 次美浜町障害者計画」と修正しま

す。 

６
３ｐ 

表中 

「美浜町障害者計画」を「美浜町第３期

障害者計画」に改めては。 

ここでは第 5 期及び 1 期以降の障害福祉

計画・障害児福祉計画も含まれますので、

現案のままとします。 

７

３ｐ 

14、15行

目 

「美浜町障害者計画、」を「美浜町第３

期障害者計画及び」に改め、「策定委員

会を設置し、策定内容に関して検討を重

ねました。」を「策定委員会を平成●年

●月●日に設置し、本計画の策定に向け

て検討を重ねてきました。」に改めては。

「第 3 次美浜町障害者計画」と修正しま

す。 

策定委員会の経過については、巻末に資

料編を設け、記載する予定です。 

８

３ｐ 

下から

11、９

行目 

「障害福祉」を「障害者福祉」に改めて

は。 

ご指摘の通り修正します。 

９

３ｐ 

下から２

行目 

「本計画の」を「本計画をより良いもの

とするため」に改めては。 

パブリックコメントの実施目的は、計画

をより良いものにするために行うという

ことが前提となっていますので、現案の

ままとします。 

10
４～６ｐ

表中 

年齢区分等の■をもっと大きく、分かりや

すくしては。

分かりやすくなるよう配慮します。 

11
６ｐ 

３行目

「特に A判定と C判定が大きく増加」を「A

判定と C判定の障害者（児）が増加に改め

ては。

5 ページの身体障害者手帳所持者数の推

移をみた本文に合わせ、「手帳所持者数

が」を主語に挿入します。 

12

６ｐ 

本文下

１行目

「特に１級と２級が大きく増加」を「１

級と２級の障害者（児）が増加」に改め

ては。 

5 ページの身体障害者手帳所持者数の推

移をみた本文に合わせ、「手帳所持者数

が」を主語に挿入します。 

13
７ｐ 

３行目

「本調査は」を「このアンケート調査は」

に改め、「美浜町障害者計画」を「美浜

町第３期障害者計画」に改めては。 

「本調査」は、統一的に使用しているた

め、現案のままとします。 

「美浜町障害者計画」は、「第 3 次美浜
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町障害者計画」に修正します。また、ア

ンケート調査は、美浜町第 5 期障害福祉

計画・第 1 期障害児福祉計画の策定にも

活用していますので、末尾に「等」を挿

入します。 

14

７ｐ 

１、２、

７行目

「障害福祉」を「障害者福祉」に改めて

は。 

1、2 行目をご指摘の通り修正します。 

15

７ｐ 

調査 

概要 

対象者数と５、６ページの平成 29年３月

末現在の身体障害者手帳所持者数と療育

手帳所持者数が比較的大きく異なる事由

を教えてください。 

アンケート調査の抽出を平成29年 8月 1

日時点で行っており、3 月末時点の手帳

所持者数とは異なっています。 

16

７ｐ 

同上 

６行目

「発達障害児等、手帳を持っていない人

も対象に実施しました。」とありますが、

何人が対象者数であったのでしょうか。

調査概要にその人員は反映されているの

でしょうか。 

発達障害児等の人数は、町では把握でき

ていませんが、アンケートを郵送した人

以外にも窓口での手渡し等により配布し

て実施しています。これらは、回収数の

合計に含まれています。 

17

７ｐ 

回収 

結果 

「実施数」を「実施者数」に改め、「回

収数」を「回収者数」に改め、「1,271」

を「1,271 人」に改め、「796」を「796

人」に改めては。 

ご指摘の通り修正します。 

18
16ｐ 

全体 

「障害福祉」を「障害者福祉」に改め、

「ヒアリング調査」を「ヒアリングシー

ト調査」に改めては。 

ご指摘の通り修正します 

19
16ｐ 

３行目

「本調査は、「美浜町障害者計画」」を

「このヒアリングシート調査は「美浜町

第３期障害者計画」」に改めては。 

「本調査」は、統一的に使用しているた

め、現案のままとします。 

「美浜町障害者計画」は、「第 3 次美浜

町障害者計画」に修正します。また、ア

ンケート調査は、美浜町第 5 期障害福祉

計画・第 1 期障害児福祉計画の策定にも

活用していますので、末尾に「等」を挿

入します。 

20
18ｐ 

３行目

「障害福祉計画」を「障害者福祉計画」

に改めては。 

「障害福祉計画」は障害者総合支援法に

基づく名称であるため、現案のままとし

ます。 

21
18ｐ 

８行目

「障害福祉サービス」を「障害者福祉サ

ービス」に改めては。 

「障害福祉サービス」は障害者総合支援

法に基づく名称であるため、現案のまま

とします。 
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箇所 
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22
18ｐ 

全体 

「ノーマライゼーション」及び「リハビ

リテーション」について、その言葉の意

味を（ ）書きで説明しては。 

本文中でこの意味を説明しているため、

現案のままとします。 

23

21ｐ下

９行目、

22ｐ表中

始め 

「自立支援協議会」を正式な名称に改め、

（以下「●●」という。）で整理しては。

21 ページにおいてご指摘の通り修正し、

以下「自立支援協議会」とします。 

24 21ｐ 

①啓発・広報活動の推進、差別の解消 

４行目のふれあい交流会についての記載

については、再確認をお願いしたい。  

ふれあい交流会について確認し、修正し

ます。 

25
22ｐ 

表中 

「社会福祉協議会」を正式名称に改め、

（以下「●●」という。）で整理しては。

22 ページにおいてご指摘の通り修正し、

以下「社会福祉協議会」とします。 

26 24ｐ～

①相談支援体制の充実 

第５期美浜町障がい福祉計画(案)のｐ32

に基幹相談支援センターの設置の検討に

ついての記載があるため、ここでも記載

したらどうか。  

基幹相談支援センタ―の設置について

は、障害福祉計画で記載しています。ま

た、相談体制の充実については、本計画

の「第４章 施策の方向 一人ひとりを大

切にするまちづくりの推進」に記載してい

ますので、現案のままとします。 

27
24ｐ 

中 

知多南部相談支援センター及び相談支援

事業所とは、どのような組織でしょうか。

巻末の資料編に用語解説を設け、記載す

る予定です。 

28 24ｐ中
「障害福祉サービス」及び「福祉サービ

ス」を「障害福祉サービス」に改めては。

ご指摘の通り修正します。 

29

25ｐ 

下 

11行目

「ピアカウンセリング」の言葉の意味を

（ ）書で説明しては。 

巻末の資料編に用語解説を設け、記載す

る予定です。 

30

26ｐ 

下 

10行目

「ＬＬブック」の言葉の意味を（ ）書

で説明しては。 

巻末の資料編に用語解説を設け、記載す

る予定です。 

31 28ｐ 

①障害福祉サービス等の充実 

２人材の確保・育成 

美浜町部会からの提言にも記載したが、

バスツアーなど具体的な取り組みの記載

をしたらどうか。 

貴重なご意見ありがとうございます。今後

の、施策検討の参考とさせていただきま

す。

32

28ｐ 

３行目

始め 

「障害福祉サービス」を「障害者福祉サ

ービス」に改めては。 

「障害福祉サービス」については、障害

者総合支援法に基づく場合は現案のまま

とします。 29ｐ 

２行目

33ｐ 

１行目

33 31ｐ 
①障害の予防と早期発見・早期治療 

【現状と課題】に障害の予防と早期発見

「障害の予防」とは、妊娠中のアルコール

摂取や喫煙等、障害の原因となる疾病の予
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箇所 
意見の概要 町の考え方 

とあるが、母子保健の分野で「障害の予

防」がありえるのか。私個人からすると、

遺伝子検査のイメージができてしまう実

際がある。【取り組みの内容】に記載があ

る「障害の原因となる疾病の予防」との

記載の方がいいのではないか。 

防を含め、障害の予防としているため、現

案のままとします。 

34
34ｐ 

１行目

「ジョブコーチ」について、その言葉の

意味を（ ）書で説明しては。 

巻末の資料編に用語解説を設け、記載す

る予定です。 

35 33ｐ～

①障害のある人の雇用の促進 

美浜町部会で取り組んできたチラシの作

成・配布についても記載できないか。 

本計画では、大綱を定めています。具体

的な取り組みは障害（児）福祉計画で記載

しています。

36 34ｐ 

取り組み内容 

１ 多様な就労支援の推進 

どうやって就労系事業所の参入を呼びか

けますか。町としての受け入れのサポー

ト体制を教えてください。 

本計画では、大綱を定めています。具体

的な取組は障害（児）福祉計画で記載し

ています。 

37
36ｐ 

14行目

「インクルーシブ教育」について、その

言葉の意味を（ ）書で説明しては。 

巻末の資料編に用語解説を設け、記載す

る予定です。 

38
36ｐ 

８行目

「状態や能力」を「状態と能力」に改め

ては。 

ご指摘の通り修正します。 

39
38ｐ 

表中 

「ユニバーサルデザイン」の言葉の意味

を（ ）書で説明しては。 

巻末の資料編に用語解説を設け、記載す

る予定です。 

40
42ｐ 

10行目

「住民、地域団体、行政、社協」を「住

民、自治組織（区）、町、社会福祉協議

会」に改めては。 

※「社協」に読み替え済でないと思いま

すが。 

「地域団体」は、自治組織に関わるもの

だけでなく、幅広い団体を捉えています

ので、現案のままとします。 

「行政」は、美浜町役場としての主体を

分かりやすく示すため、現案のままとし

ます。 

「社協」については、ご指摘の通り修正

します。 

41
42ｐ 

12行目

「協働」を「協同」に改めては。 「協働」は、より多くの力をあわせる意

味合いをもつため、現案のままとします。

42
44ｐ 

４行目

「関係部署」を「関係団体等」に改めて

は。 

ご指摘の通り修正します。 

43

44ｐ 

６行目

始め 

「地域福祉審議会」を「美浜町地域福祉

審議会」に改めては。 

※読み替え済でないと思いますが。 

現状では、「地域福祉審議会」を正式名

称としています。 
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44 44ｐ 

２計画の進捗管理について。協議機関が

「地域福祉審議会」となっているが、地

域福祉審議会の組織図などを一緒に記載

いただきたい。また、文章上では『地域

自立支援協議会などに随時意見を聴きな

がら』との記載もあるので、協議機関の

中に『地域自立支援協議会』をいれては

どうか。 

ご意見の通り、組織図を記載します。

地域自立支援協議会は３町で構成されて

いるため、協議機関には加えられません。

45
44ｐ 

16行目

「行っていきます」の次に、「また必要

に応じてこれらの進捗状況を公表してい

きます。」を加えては。 

進捗状況の公表については、地域福祉審

議会等の審議の状況に応じて検討します

ので、本計画では記載致しません。 

46
全体につ

いて 

この計画を進捗するに財政的なうらづけ

が見受けられませんが、人件費を除く財

政的計画はどのように考え、どのように

この計画に反映（表現）をされるのでし

ょうか。 

本計画では、障害者施策に全般にわたる

理念と大綱を示すものであり、財政的計

画を示すものではありません。 

47
全体につ

いて 

「計画の○ページ○行目を直していただ

きたいです。」とは記せません。今思うの

は、やはり、人と人とが向き合って、そ

れぞれの立場からの意見に耳を傾け合え

る、そんな穏やかな場があってこそ、よ

り良き策が見いだせるのではないか、と。

「パブコメに」と、母たちからのメール

が届きました。この思いは、本当の気持

ちです。 

貴重なご意見ありがとうございます。本

計画の策定には、保健医療従事者、障害福

祉団体・事業者等の代表から構成される策

定委員会や、アンケート及びヒアリング調

査、パブリックコメント等、様々な方から

ご意見をいただきながら策定いたしまし

た。今後も、多くの方からご意見をいただ

きながら、福祉行政を推進してまいりま

す。

48
全体につ

いて 

広く意見を吸い上げる集いを、と育成会

先輩、福祉課さんに求めましたが「アン

ケートの後は、パブコメでご意見どうぞ」

でした。良いのでしょうか。 

本計画の策定にあたり、アンケートやヒ

アリング調査、パブリックコメントで多

くの当事者の方や市民の方からご意見を

いただきました。随時、ご意見は受け付

けておりますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 

49
全体につ

いて 

福祉サービスをいただけ感謝しています

が、周知がされているかはまったくわか

らず、「不公平」が生じていることは確か

です。知る人のみ。 

現在、法律等に基づき多様な障害福祉サ

ービスを各事業者と連携しながら、推進

しています。サービスが必要な方が適切

にサービスを受給できるよう、周知に努

めてまいります。 

50
全体につ

いて 

福祉計画策定委員会に伺うことができ

（第１回目は叶いませんでした←確認

を！）、母達はすばらしい計画の基本的な

策定委員会にご出席いただきありがとう

ございました。皆様のご意見があり、計

画がまとまりましたので今後も計画の推
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考え方「第３章 ２ 計画の基本的視点」

など、皆で読みました。計画の基本的な

考え方にふれ、それぞれに、今回はお伝

えするというかたちで記させていただき

ます。 

進にご協力をお願いいたします。 

51
全体につ

いて 

福祉計画学習会をＮＰＯチャレンジドと

ともに、３回持たせていただきました。

①知ろうの会（福祉計画の●●と意味）、

②考えようの会（傍聴のあと）、③お伝え

しようをまとめる会（３年後にお願いし

たいことを含めて） 

計画について深くご審議いただきありが

とうございます。今後も計画の推進にご

協力をお願いいたします。 

52
全体につ

いて 

自立支援協議会の活用が、真に生きるよ

うに願う。当事者の声がどこにも聞こえ

ない。見えてこない。支援者側だけでは、

相互の理解、共通理解に至らない。 

ご意見の通り、支援者側からの意見だけ

では、本計画の基本理念でもある「共生

のまち」の実現はかないません。本計画

の策定にあたっても、アンケートやヒア

リング等で、当事者の方々からご意見を

いただいています。今後も当事者の方々、

支援者の方々など、障害福祉に関わる

様々な方から意見をいただきながら、施

策を推進してまいります。 

53
全体につ

いて 

働く場についての現状が、知らされてい

ない。緩やかなつながりの中で、障害者

が自分の生きがいを感じられる場の創出

を願います。現状把握と 10 年先を見据え

た場での意見交換の場を。 

障害を持つ方の社会参画を推進していく

ためにも、雇用や生きがいの創出は大変

重要だと考えています。長期的な視点で

の対策を講じてまいります。 

54
全体につ

いて 

当事者とその親の学ぶ場こそが、必要と

感じた。今回の学習したことをここにお

伝えさせていただきます。 

計画についてご審議いただきありがとう

ございます。今後も計画の推進にご協力

をお願いいたします。 

55
全体につ

いて 

「平成 29 年までの計画の振返りの記録

を見せてください。」と伺うも、次回から

との返答。よろしくお願いします。 

計画の進捗状況については、随時公表し

てまいります。 

56
全体につ

いて 

今回はよき学びの場となりました。知多

南部地域各町の傍聴に伺うことの意味も

大切なことも、皆さまのご苦労もわかり

ました。ありがとうございました。 

計画についてご審議いただきありがとう

ございます。今後も計画の推進にご協力

をお願いいたします。 

57
全体につ

いて 

福祉計画アンケートは、町説明会の日ま

でに届きませんでした。 

こちらの不手際もあり、大変申し訳あり

ませんでした。 
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No.
該当 

箇所 
意見の概要 町の考え方 

58
全体につ

いて 

アンケートの答え方が、わかりませんで

した。学齢期の子どもの親たちに、介護

の問は必要でしょうか。 

アンケートの回答者によってそれぞれ現

状が異なるため、多くの意見を抽出でき

るよう、様々な状況を想定し設問を記載

させていただきました。ご理解の程、よ

ろしくお願いいたします。 

59
全体につ

いて 

アンケート配布の際、「福祉計画とは何

か」と「アンケートの活用の意味」の説

明会の開催。わかれば、前向きに取り組

める。 

配慮が足らず、申し訳ありませんでした。

時間の都合もあり、事前説明会は開催で

きませんでした。今後、いただいた意見

を踏まえ、実施していきます。 

60
全体につ

いて 

アンケートを記入する前に、当事者と福

祉課ともに「現状把握」のための懇談会

開催。自分の考えた回答ができる。（今回

は、わからない・不安で記入しない） 

61
全体につ

いて 

●●●では、個別記入の助けがいただけ

たら良かったと。記入に際しての個別説

明会の開催。 

個別記入の支援については、行政窓口に

て個別対応をさせていただきました。 

62
全体につ

いて 

アンケート内容（18 歳まで、成人、高齢

者、難しい言葉）見直しと、配布の検討

を。 

貴重なご意見ありがとうございます。回

答者のご負担が少しでも減らせるよう、

見直しをしていきます。 


