
様式２（第３の６関係） 

会 議 の 概 要 

１ 会議名（審議会名） 宝塚市社会福祉審議会小委員会（令和２年度第１回） 

２ 開催日時 令和２年（2020年）6月 29日（月）午後６時～午後８時 

３ 開催場所 宝塚市立中央公民館 ２階 学習室 

４ 出席委員（敬称略） 松岡克尚、井上聖、井出雄二、齊賀今日子 

（臨時委員）今北さゆり、川口圭子、伊藤恵美子、樋野暁子、

大谷喜久、志方龍、米田直人 

５ 公開不可・一部不可

の場合の理由 

 

６ 傍聴者数 ０人 

７ 公開の可否 ☑可   □不可   □一部不可 

８ 議題及び結果の概要 （議事） 

（１）宝塚市障害福祉計画（第６期計画）・宝塚市障害児福祉

計画（第２期計画）について 

（２）宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画の素案について 

（３）令和２年度計画策定のスケジュールについて 

 

（議事録） 

（１）宝塚市障害福祉計画（第６期計画）・宝塚市障害児福祉

計画（第２期計画）について 

【会長】 

それでは、議事に入りたいと思います。第６期の障害福祉計画

と第２期の障害児福祉計画について、今後の方針についての説

明と、それから今の計画の実績と見通しについての説明があり

ました。まだ、これからこれを基に今後、計画を作っていくこ

とになると思いますけど、まず１点目について、確認しておき

たいこととか要望とか、もしありましたらお願いできたらと思

います。 

 

【委員】 

 資料２で計画の部分で利用者の推移について説明いただき

ました。今までの実績は置いといて、今後の計画ということで、

例えば減ってしまっている部分、数と利用が減ってしまってい

る部分、現在の状況のままのときの話だと思いますが、新たな



計画の中に、きちっと情報発信をするとか、さらにいいサービ

スを補うとか、そういうことを盛り込んでいったら上昇してい

くという見込みも見えるということだと思うのです。今のまま

でいいのではなくて、見込みがあるというようなことで思って

おいてよろしいですか。 

 

【事務局】 

 確かに減少しているサービスというのは今、見ていただいて

お分かりのように、基本的に減少しているようなヘルパーのサ

ービスや、ほかにも日中系のサービスで減少しているものと

か、そういうのがございます。これにつきましても、このまま

減少している計画を立てるというのは、我々としては望ましい

と思っておりませんので、もちろん上昇というのを基本に計画

していきたいと思います。具体的に減少しているものを上昇方

向への計画を立てますので、何か具体的な施策がございました

ら、そちらのほうも計画に反映したいと考えております。 

 

【委員】 

 分かりました。 

 

【委員】 

 資料２を見ているのですけど、素朴な疑問ですけれども、利

用者が増えているのに利用時間が減っているというのが、何か

逆転しているのが、どういうふうになっているのか、私の見方

がおかしいのか。普通だったら利用者が増えていたら、１か月

の利用時間が増えていくはずではないかと思っているのです

けども、事業数が増えているのは分かるのですけども、どうい

うことなのかという素朴な疑問です。 

 

【事務局】 

 直接的な原因というのは、正直分からない現状があるのです

けれども、その原因をどう解消していけば利用人数と利用期間

が伸びていくかというところにつきましては、ここだけですぐ

に答えることができるものは、なかなかないというところが正

直なところです。今後また検討していく中で、利用時間とか利

用日数については検討していきたいと考えております。 



 

【委員】 

 それから、資料１の１ページ、基本指針見直しの主なポイン

トについて、前回の計画の中に全部入っている内容ではないの

ですか。全く入ってないのは、どれなのですか、その辺をお答

えいただけますか。 

 

【事務局】 

 資料１につきまして、前の計画に全く入っていないものにつ

きましては（新）と書いているところになります。あとは、例

えば①地域生活の移行につきましては第５期でも載っており

ますけれども、移行者数というのは、当時は平成 28 年度の入

所者の９％以上と具体的な数値が今回、例えば①番であれば変

わっているというところになっております。ほかに変わってい

るところは、（新）と書いているところが、あと新たな項目、

⑥番、⑦番というところが今回の第６期の計画に新たな基本指

針見直しとして載っているものという形です。 

 

【委員】 

 相談体制の充実・強化というのがありますが、基幹相談支援

センターをどうするのですか。これは、もう随分前から出てい

た話で、その評価というのが具体的に今どう進んでいて、どう

強化していくのかというのが、どうやったら私たちには分かる

のかというような問題もあります。 

 人材の確保について、前より介護の方が増えているのか、増

えていないのか。 

相談支援事業所であれば少し増やしてきたという形にはな

っているとは思うのですけれども、実際、近隣市を見ていると、

もう少しうちより多くありませんかという体制です。近隣市の

計画でいくと、重点施策として成果目標で身近な相談支援体制

の整備というところを上げておられたり、図で分かるような形

での説明があるのです。宝塚市の以前を見ていても非常に分か

りにくいし、どこが相談支援事業所なのだというのが分からな

いし、個々の相談体制というのは一体どうなっているのか。や

はり一般であれ、特定であれ、相談支援事業所がどんなふうに

苦労されていて、どんなふうにしていったらいいのかというよ



うな話も聞かせていただくようなことが必要ではないかと思

うのです。その中で、どういう体制をとっていくのかというよ

うなことを、やはりやっていかないと、ただ漠然として、こう

いうのをもらっても、この間の宝塚市障害者（児）団体連絡会

の中でも出ていたのですが、これを見ただけで何をどう言って

いいのか、よく分からない。やはり市の方向性というものが、

もう少し明確に出されるようにしておくべきではないかと思

うのですけども、その辺、お答えいただけたらと思います。 

 

【事務局】 

 今回、お示しさせていただいている資料につきましては、国

の指針が出ましたことのご説明と、現状の数値を見ますと、今

後どのようになっていくのかというのをお示しさせていただ

いている資料でございます。 

 今後の計画につきまして、どのように策定していくのかとい

う案につきましては、次回第２回でお示しをさせていただこう

と考えているところでございます。 

 

【委員】 

 資料２の 63 ページ、先ほどの計画相談の実数ですけども、

これは計画相談の事業所のほうから給付が上がっている件数

を記載しているということの理解でよろしいのですか。それか

ら、令和２年の２月に色がついていて、実績から、そこに対し

て近似値の計算をしていって数値が上がっていくというご説

明だったと思うのですけれども、例えば令和３年度ということ

になると、面的整備がなされて、その上で年間、延べであれば

4,545 という形になっているので、現在からすると、延べにな

るのでしょうけど、利用人数が 1,000人ぐらい増えているとい

う計算になると思っているのですが、例えば実際にプランを担

当する職員の配置人数等は、これぐらいの人数が要るのではな

いかという予測の数値という見方でいいのかどうかという、そ

のあたりをお聞きしたいと思います。 

 

【事務局】 

 委員のおっしゃっていただいた相談支援の報酬請求件数に

ついて、利用人数はおっしゃっていただいているように報酬請



求のあった人数を記載させていただいておりますので、実人数

とか担当件数とかではなくて、報酬請求のあった件数です。 

 

【委員】 

全部そういうことですか。 

 

【事務局】 

 はい、そうです。 

 今後の令和３年度以降の見通しですけれども、報酬の改定と

か、モニタリングの頻度であるとか、そういうところが、また

制度として変わってきましたら、この数字も今後、また変わっ

て来るだろうと思っておりますし、ほかのサービスもルールが

変われば利用人数が増えたり減ったりするのも可能性として

は考えられると思いますので、今後報酬改定の方針というの

も、また出てくると思いますので、それをぎりぎりまで待たせ

ていただいて計画のほうへ上げるであるとか、もっと直近の分

の数字を当てはめさせていただきながら、できるだけぎりぎり

まで数値を見越していきたいと考えております。 

 

【委員】 

報酬請求の人数ということであれば、報酬請求に至らなくて

相談に来ておられる方とか、相談支援事業所として人手が多く

取られているということを把握する上でも、報酬請求の人数と

いうよりは実際にどれだけの人が、どんな相談に来られたのか

というのが、ここが大きな要になってくると思うのです。計画

を立てる上であっても、実際に報酬請求した人数だけでは、人

手の問題があるわけです。ですから、少し聞きたい、寄ってい

きたい、相談に乗りたい、誰でも気軽に来たいというのであれ

ば、相談体制をしっかりしていかなければならないわけです。

そうすると、報酬請求だけの人数というのは、やはり問題があ

ると思うのです。 

 

【委員】 

 実際に報酬請求できるケース以外の対応も一般相談してい

る事業所が多いということでございますし、その辺、一つの課

題だとは思いますが。 



 

【事務局】 

 確かにこの人数だけで全てを把握するというのは難しいと

思います。ただ、今回の障害福祉計画につきましては、サービ

ス量を決めていく計画でございますので一定、特定の報酬請求

人数を基に計画を立てていくというのは必要な部分だと思っ

ております。 

 ただ、相談支援体制ということで考えるに当たりましては、

この障害福祉計画だけではなくて、この後の議題 2の長期推進

計画の中で相談支援体制のあり方がどうなのか、今後どうして

いくのかというのは考えていくべきものであろうと考えてい

るところでございます。 

 

【委員】 

 67ページの医療型児童発達支援というのは、平成 30年度か

ら令和２年度までは実数としてマイナスになっているという

のはどういうことなのですか。 

 

【事務局】 

こちらの数値につきましては、ほかのサービスと同様ですけど

も、これまでの傾向を見たときに下がってきているというのが

ございまして、そのまま今後も同じ傾向で動いたときにマイナ

スになるという数字を今回示させてもらっているというとこ

ろでございます。ですので、マイナスの目標を立てるというこ

とはないと思っておりますので、ここの書き方としては、今回

の表示ではなく変わってくるであろうとは考えております。 

 医療型児童発達支援について、この顕著な減少というのがご

ざいますので、次回の第２回の小委員会の際には、担当を出席

させていただきまして、今考えていることについてご説明をさ

せていただく予定となっておりますので、その際にまたご議論

いただけたらと思っております。 

 

 

【委員】 

 わかりました。 

 



【委員】 

 コロナの状況を受けて、今年の４月、５月、６月の実績の数

が減ってきていると、あくまでも特別な影響があって、長期計

画の見通し、見込みが、コロナがないことを前提で考えるべき

かと思いますが、そこの確認をしておきたいのですけれども。 

 

【事務局】 

 令和２年２月ということなので、コロナがちょうど出始めぐ

らいだったと思います。これから３月、４月、５月と実績が上

がってきましたら数値というのが明らかになるかと思います

けれども、今、傾向として見ていると、サービスによって異な

るのですけれども、実は特例措置というのも設けられておりま

して、伸びている数字もあるのです。なので、それを含めるか

どうかというところも、全国的にどうしていくかというところ

はあるかと思いますので、県のご意見も伺いながら計画を定め

ていきたいと思っております。 

 

【委員】 

68ページの放課後等デイサービスの説明のときに、総量規制で

見込みを上回るというお話があったかと思うのですけど、この

たびは第２期のときも一応、利用日数とか利用人数というの

は、これはずっと増えているような形になっていると思ってい

るのですけど、特に問題がないというか、総量規制というのは、

まだそこに至ってないのか、見込みを上回っているのか、正直

なところどうなのかというあたりを聞かせてください。 

 

 

【事務局】 

総量規制につきましては、年度ごとの見込みを上げさせていた

だいて、その年の数字が、その見込みを上回ったときに、事業

所の指定について指定を制限するという形になっております。 

 例えば、68ページの分につきましては、資料として説明して

いませんが、一番右のところ、令和３年度の一番右に 6,651と

いう数値があったり、令和４年度では 6,966という数値がある

かと思います。基本的には、そういう平均を取りまして、その

日数を計画のほうに上げるという形になりますので、仮に今の



ままの伸びでいくという想定で行くなら、この日数を計画のほ

うに上げるという形になるかと思います。ただ、コロナ等の影

響で、また数値のほうも変わる可能性は十分考えられるところ

ですので、直近の数字を基に、お示ししていきたいと考えてお

ります。 

 

【会長】 

ほかに何かありましたら。よろしいでしょうか。 

 では、特になければ、まだ今の段階では、具体的な計画の中

身までは、まだ踏み込んでいませんので、あくまでも国の方針

と、それから今の現行の計画に基づいて出ている見通しという

話ですから、ただ皆様からいろいろ意見というか、やはりこう

いうところは今後、考えてほしいという要望がたくさんあった

のではないかと思います。 

 その辺を確認しておけばと思いますが、例えば、実績が減っ

てきているからといって、計画も減らしていこうという話では

なくて、やはり必要なものだということで、きちんと計画して

いくということ。それから、減っているということであれば、

やはりきちんと要因を分析して、ちゃんと利用してもらえるよ

うに、利用していただけるようにしていくということを、きち

んと考えていく。それに人材を確保していくということも、そ

うではないかなと思います。 

 それから、今の段階はまだ、大きな方針とかというレベルで

すので、実際の計画に落とし込んでいくときには分かりやすい

ものでやっていくということもポイントになるのではないか

と思います。そういうことを心がけていただいて、次回、素案

の提出がありますので、それを基に、もう少し丁寧な議論をし

ていっていただけたらと思いますので、よろしくお願いしま

す。では、次に２番目に移りたいと思います。 

 

（２）宝塚市第５次障碍
がい

者施策長期推進計画の素案について 

【会長】 

 まだ素案ですので、これから、もっとより充実したものにし

ていけたらと思いますので、何かお気づきの点とかあれば、お

っしゃっていただけたらと思います。 

  



【委員】 

アンケート結果に偏りがあったのではないかということです

が、そういう傾向というのは、私は、ふと思った程度でして、

割といろんな、世の中、アンケートをとるときに何か、こうい

う偏った、そういう傾向が何か出てきたりするので、そういう

ようなことがあるという事実からして、特にこういう大事な障

碍
がい

福祉制度の計画を立てるに当たっては、アンケートが本当に

実態を示しているのだろうかと。もしかして、少しずれていた

りしたり、もし行政のほうで、そういうようなことをアジャス

トするとか、いや、それはそれで全くそのとおり、アンケート

の結果に基づいて計画を立てていくというのも、それはそれで

いいのだと僕は思うのですけども、ふと思ったことを述べさせ

ていただいた程度です。 

 

【会長】 

 アンケート結果については、既に昨年度のところで議論は終

わってはいるのですけども、再度、確認しておきたいというこ

とではないかと思いますので、その辺、事務局のほうで何かあ

れば。 

 

【事務局】 

 確かに今、ご指摘いただきましたアンケート結果の偏りとい

うのはある部分も正直出てきているかとは思っているところ

です。この計画を立てるに当たりましては、これまでも皆さん

にご審議いただきましたが、アンケート結果から全て立ててい

るわけではなくて、これまでの課題も含めて、このアンケート

結果を参考に作っていくと考えております。 

 このアンケートの中から見える課題というのも、85ページ以

降、幾つかまとめている部分がございまして、例えばですが、

85ページのところの一番下のところ、手話言語条例の認知度が

低いのが現状というところで、名前も内容も知らないというふ

うな方は 74.4％というような状況がございます。こういったと

ころについては、我々も真摯に受けとめて、この認知度を上げ

ていくということが必要であろうとは思っております。 

 ですので、このアンケートをとった意味として、そういった

ところが今後、また生かされていくのではないかとは思ってい



るところです。ですので、大きな骨組みの部分につきましては、

これまでも議論していただいた中で、この障碍
がい

施策の体系であ

りますとか重点項目というのはご議論いただいておりました

ので、実際にアンケートをとった中で、やはり皆さんも、こう

いうところを考えておられると一致しているところもござい

ますので、そういったところは確実に盛り込んでいく必要があ

るとは思っております。 

 

【委員】 

 今後の計画の中で、俗にいう福祉国家と称する、例えば北欧

諸国ですとか、先進諸国、福祉関係に非常に配慮された進んだ

国、そういう諸外国の福祉政策というか、そういうようなもの

も、参考にするというのも、何か一つの方法かと。また、我々

も知りたいところです。 

 

【会長】 

ご意見として受けられたらと思います。アンケートに関して

は、これは無作為でやったので、だから、確かに、どうしても

多少の偏りが出てくるのかもしれないですけども、そういう前

提として無作為でやったから、母集団をこれだけ代表している

だろうという前提があったと思いますので、それは、もう一遍

確認しときたいと思います。一応、それを前提で我々は議論し

ているということを、まずご承知置きいただけたらと思いま

す。 

 ただ、あえて言えば、意欲のある、積極的にアンケートに参

加しようと思う人が回答してくれているわけですから、逆にど

うでもいいと思っている人たちは回答してくれない。そこ自体

も偏りが起こっていると言ったら、確かに偏りが起こっている

というわけですけど、でも何度も言いましたように一応、無作

為でやったことで母集団を代表しているだろうという前提で

議論を進めていっていただけたらと思います。 

 

 

【委員】 

 重点項目についてですけれども、これはどこまで書けばいい

のか、書けるのかというのが、皆さん、分かりにくいのではな



いかと思います。93ページであれば、雇用に関しては「あとむ」

のことは書いてあります。では、ほかのところで、具体的なこ

とが書かれていませんので、どういう方法でするのかまで、こ

こに表記するのですか。 

 ということが１つと、それから、相談支援体制については、

基幹相談支援センターで相談体制の質の強化を図ります。で

は、目標としては、増やしていくということに対して、どこま

で書いていいの、どこまで言っていいのと、それはここにおら

れる方の中でも悩んでおられるのだと思います。 

 相談員の研修や積極的な情報の提供。この間、部長のほうか

ら市がやりますということであれば、市の研修という形も入っ

てくるのだろうし、そういう具体的なことが、どこでどういう

ふうに、方向性についてもう少し書く必要があるのではないか

と思います。 

 それと権利擁護支援、次のページの 94ページですけれども、

障碍
がい

者の差別解消に関する条例があります。宝塚市はガイドラ

インを作られております。医療でやるとか、事業所でやるとか、

医療関係のところも含めたいろんなガイドラインが出ていま

すけども、これについての見直しというのが必要になってくる

のではないかと思っています。というのは、研修を含めて、職

員の方で、市民に合わせてもう少し理解してもらうという点で

は何らかの方法を考えなければならないと思うので、もう少し

具体的な方法を出していかなければならないと思っています。

その辺を皆さんとして、どうやったらいいのかという話ができ

たらと思います。 

 あと、地域生活支援の充実ですけども、外出先等での合理的

配慮の浸透。合理的配慮というのは、ここのハード面だけの話

が出てきているのです。ソフト面は入ってこないのかと。それ

から、情報受信やコミュニケーションの支援というところは、

宝塚市手話言語条例をやっていて、あまり認知度は上がってい

ませんということですが、コミュニケーションへの支援につい

てもどうしていくのかというところです。 

 感染症対策からの生活支援、これは災害も入ってくるので、

宝塚市は避難所の数は、福祉避難所に関しては極めて大きすぎ

て、数も少なくてという形が指摘されています。その辺、今後

どうしていくのかというようなことは、ここでは出てこないの



かと思っています。 

 

【事務局】 

 今回、重点項目ということで８つ上げさせていただいており

まして、それぞれの項目での取組を何本かの柱を立てて書いて

いるというところです。 

 個別、具体の施策として、この計画に、どこまで盛り込んで

いくのかというのは、皆さんのご意見をお聞きしないといけな

いところかとも思っておりますし、例えば年度で対応するよう

なことでございましたら、これまででしたら行動計画というよ

うなものの中で進捗管理をしていっているものもございます

ので、この計画の中で、どこまで今回書くのかというのは、我々

も迷うところではあります。 

 先ほどの情報受信やコミュニケーションの支援の部分につ

きましても、確かにコミュニケーションの必要な部分というの

は、いろいろあると思いますので、そういったことをもう少し

明記していくとかというのは、もちろんしていく必要があると

は思っているところです。 

 

【委員】 

情報が少ないというのが、このアンケートの中でも取り上げら

れていたと思うのですが、宝塚市総合福祉センターがあります

けども、団体事務所にはＷｉ－Ｆｉも通ってないし、そこから

情報を発信するだの、それから、あそこは福祉避難所にもなっ

ていますけれども、福祉避難所であれば当然、それなりに耳の

聞こえない人とかの対策として情報提供が要るのですけども、

そういう情報提供のあり方、拠点となるようなところの、そう

いうパソコンを使った情報であるとか、発信の仕方であると

か、そういうハード面でできてない部分というのはあります。

そういうことは、やはりきっちり書いていかなければいけない

のではないか。あるべき姿だと私は思うのです。 

 まずは制度について知る、情報を得る、その後、携帯電話で

あったりパソコンであったり。しかし、団体事務所にそれがな

い。また、そういうことであれば、避難についても分からない

し、情報の提供の受け取り方が分からない。やはり公共施設で

の、そういう提供のあり方というのはペーパーだけではないで



しょうということを、書くべきだと私は思います。 

 

【事務局】 

 確かにハード面として、今できていないことにつきまして、

一定この計画の中に書いていく部分も必要になってくると思

います。ただ、あまり細かいところを、全てここに上げました

ときに、この計画自体が６年間の計画ということになってきま

すので、その書いたことが１年、２年で終わるような書き方と

いうのは、あまり計画としては良くないのではないかとも思っ

ていますので、長く６年間の中でやっていくことというのは、

基本的に書いていくべきものと考えております。 

 

【委員】 

100 ページの８番、制度の狭間への支援の取組の方向性のと

ころですけれども、全く外出していないなど、外との接触がな

い障碍
がい

者に対してとか、そこに障碍
がい

者が３回出てくるのですけ

れども、これは障碍
がい

者だけではなくて、それこそ制度の狭間な

ので、支援の要る方のことも入ると思います。それで、下の１

番、２番、支援の必要にもかかわらずというようなことも入っ

ているのですけど、上にも障碍
がい

者という言葉があってくくって

いるので、障碍
がい

者でない方向けの言葉も要るのではないかと。

支援を必要とする方とか、そのほうがいいと、思ったところで

す。 

 

【事務局】 

 この制度の狭間部分につきましては、昨年度の皆さんの中で

もご議論いただいたところかと思っております。その中で事務

局として整理しております部分につきましては、制度の狭間と

いったときに、いろいろな方が想定はされるかとは思っていま

す。その想定される中で、我々がこの計画の中で、しっかりと

支援していかないといけないのは、どこにもつながっていな

い、ただ障碍
がい

の支援が受けられる方をベースに考えていくべき

ものなのかと思っております。その障碍
がい

の施策に今後も乗らな

い方につきましては、障碍
がい

者の計画ではなくて、別のものの中

で支援をしていくという必要性も出てくるのかと。今、我々が

感じていますのは、制度の狭間というところで、恐らく手続き



すれば手帳交付の該当や障碍
がい

福祉サービスが受けられるであ

ろうと。ただ、そこにつながっていない方というのが、まだま

だ埋もれていると思っていますので、そこに対する支援という

のが、この制度の狭間というところで盛り込んでいくべきでは

ないかと定義はしているところでございます。 

 

【会長】 

 この取組の方向性の全く外出をしていないなど外との接触

がないというところについては、委員は、少し違和感を覚えら

れたということですか。多分、引きこもりとか、そういうとこ

ろでイメージされているのではないかと思うのですけども。 

 

【委員】 

 もちろん引きこもりとかもあるのですけれども、今おっしゃ

っていたように調べれば障碍
がい

だろうという方がいらっしゃる

のですけども、そういう方の支援は、また別ということになる

のですか。その方たちの受け取り方ですけれども、障碍
がい

者と書

くことによって、その人自身が、そうかもしれないけど、そう

ではない、認めたくないという方も正直あったりなので、これ

を見たら、私は違うからというような方も正直出てくるかと思

うので、そういう方に対しては、この文字はどうなのかという

ことです。 

 

【事務局】 

 確かに、最初に書いております取組の方向性のところ、外と

の接触がない障碍
がい

者ということを書いてしまいますと、少し限

定しすぎというところがあると思いますので、ここの表現は見

直しをさせていただきたいと思います。 

 

【会長】 

これは、もともと社会的孤立の話から出てきたのではないかと

思うので、全く外出をしていないというのは、これは、引きこ

もりの定義です。社会的孤立には、別に外出していても孤立し

ているわけですから、だから社会的孤立の定義になってない。

社会的孤立といったら相談相手が誰もいないという、外に出て

いても、かかわっていても相談できる人がいないとか、そうい



うのが社会的孤立ですから、少し定義が違うから、もう少し整

理したほうがいいかもしれません。このままだったら、引きこ

もりとごっちゃになってしまって、その中で障碍
がい

者の人たちが

いるのか、いないのか、そんな話になってしまいますので。 

 （計画内容にどこまで記載し、どこの施設のどんな整備まで

限定することなど）委員がおっしゃってくださっているのは、

とても本質を突いているところだとは思うのですけれども、た

だ、できたら、これは施策の方向性を示す計画ですので、あま

り細かい具体的に、例えば避難所を何個作るとか、将来的に何

個増やすとかいうものではないのです。だから、増やすとか強

化していくとか、そんな言い方しかできないと。だから、具体

的なＰＤＣＡを回しながら、多分年度ごとに、ちゃんとその目

標が達成できているかどうかということを、進捗だけチェック

していくということで、やっていくしかないのではないかと思

いますので、むしろ、この計画を作った後の運用の仕方が多分、

皆さんのほうから、厳しくチェック、監視していただかないと

いけないのではないかと思います。 

 そのことを覚えておいていただいて、もう少し具体的に多く

文言を入れたほうがいいとか、ここは、もう少しこういうふう

に変えてほしいとか、もう少し具体的なところで皆さんのご意

見とかアドバイスをいただけたら、ありがたいのですが。 

 

【委員】 

これは、あくまでも方向性を示しているもので、そういうもの

だとは思うのですが、コミュニケーション手段として手話を使

う場合、視覚的に表現する、受ける、これが、少しこの領域が

足りないかと。例えばですが、手話等を使って基本の説明とか、

動画を作るとか、また文字や、見えない方、知的障碍
がい

の方とか、

簡単な絵を出して、絵だけで全てを説明することは難しいです

が、補完的にはできると思います。文字だけではなく、文字以

外の手段を使ってということを検討していただいて、その中で

ご検討いただきたいです。そのほうが、希望を持てるようなイ

メージ、それにつながるのではないかと思います。文章だけで

は見えない部分があります。ぜひ、横断的な材料として使って

いただければとは思います。 

 議論ではなくて、あくまでも一つの手段ということで、方法



を検討していただきたい、そのことを念頭に書いていただきた

いという意味合いで言いました。 

 

【事務局】 

 確認させていただいてよろしいでしょうか。今おっしゃられ

ているのは、この計画の冊子の中に、何かそういうビジュアル

的に分かりやすく書くということでしょうか。施策として。 

 

【委員】 

 例えば、障碍
がい

者の権利条約、2006年に作ったと思いますが、

発表されていると思います。文章では非常に分かりにくいとい

うところがありまして、分かりやすい平仮名である、ルビを振

るであるとか、文章にルビを振る、これは識字障碍
がい

の方に対し

ての配慮だと思いますけれども、それとか、権利条約の文章の

説明と、またそれとは別に、もっと分かりやすい、かみ砕いた

文章というか、冊子があるのです。絵をつけるというのは本質

的な問題ではないです。あくまでも、誰に対しても理解しやす

いとか、伝えるためにということで、もともとのものは置いと

いて、例えば手話でやることも大事ですけれども、それはそれ

で置いといて、もう少し分かりやすく平易な文章に変えて。絵

も加えて、意味が伝えやすいという、そういう配慮をしていた

だきたいということです。 

 

【事務局】 

 この計画の本編にプラスアルファして、概要版みたいなもの

を作成させていただいて、そこには絵を使うであるとか、ふり

がなをつけるであるとか、いろんな方が読みやすいものを作っ

たらどうかというご指摘でよろしいでしょうか。分かりまし

た。それは検討させていただけたらと思います。 

 

【委員】 

お願いいたします。 

 

【委員】 

 93ページ、相談支援体制のところですけども、ここに関して

今、予定されているような面的整備というところ、１から７ブ



ロックという、もう少し突っ込んだ表現というのは何か具合が

悪いのかと。悪いことはないのかもしれないですけれども、も

う少し具体的に記載されてもいいのではないかと思いました。 

 それから、その次のページの 94 ページの権利擁護支援のと

ころですけれども、今、こういう成年後見制度とか、それから

よく出てくるキーワードというところで意思決定支援という

言葉、これはここを見ている限り、あまり出てきてはいないの

ですけれども、例えば権利侵害を受けた人の解決につながる支

援を行いますとか、こういうくだりがあるのであれば、これは

検討していただいたらと思う内容ですけれども、意思決定支援

を丁寧に行っていくとか、こういった内容というのは、やはり

意思決定をするには丁寧な情報が要るし、コミュニケーション

をしっかりした上でないと、なかなかできないところもあると

思いますし、全般につながってくるところもございますので、

そういったことも検討いただけたらいいと思いました。 

 

【事務局】 

 確かに権利擁護の部分で、意思決定支援の部分につきまして

は、これは国も言っていることですし、今後宝塚市として取り

組んでいかなければいけない大事な要素だと思いますので、盛

り込んでいく方向で考えさせていただきます。 

 体制のところは、どこまで相談支援体制を書くのかというと

ころにつきましても、書いたらまずいということは、特にはな

いかと思いますので、表現の仕方等、考えさせていただきます。 

 

【会長】 

 そうしたら、今のお話は、93ページの相談支援体制の強化の

１番の相談支援体制の強化、ここの地域生活拠点等の整備、こ

こをもう少し踏み込んだ表現にしてほしいということです。 

 それから、94ページの権利擁護支援の充実で、１番の障碍
がい

者

の権利擁護支援の充実、ここに成年後見の、これはこれで出し

ておきながら、もっと広く意思決定支援ということも盛り込ん

だら、書いておくというお話だったと思います。 

 それから、95ページの地域生活支援の充実のところで、２番

の外出等での合理的配慮の浸透のところが、少しハード面が偏

っているような感じがするので、この文言を生かしつつ、もう



少し意識を変えていくとか、そういうところも文章を工夫して

ほしいということだったと思うし、それから 03 番の情報受信

やコミュニケーションへの支援というところも、個別の障碍
がい

の

ある人の状況に応じたというようなニュアンスを、もう少し踏

み込んで書いていただいたらと。 

 それから、99ページ、災害時支援充実のところも、設備的な

ところを、もう少し踏み込んで書いてもらってもいいのではな

いかという、そういうお話だったのではないかと思います。福

祉避難所は、来るだけではなくて、やはりそこはハード面を整

備できたら、していかないといけないということだったと思い

ますし、それから 100ページの制度の狭間の支援も問題提起が

ありましたけど、（今の表記では）引きこもり（のみを対象と

した）みたいな感じになっているので、そこは（社会的）孤立

のほうに（視点を）当ててほしいという、そういうお話だった

のではないかと思います。 

 今までのところが、皆様から得たご意見や、修正したほうが

いいのではないかというところがあったと思いますが、それ以

外にも何かありましたら、まだ少し時間がありますので、お願

いできたらと思います。 

 

【委員】 

 97ページの５番の乳幼児期からの療育・発達支援の２番、切

れ目のない支援のほうで、このままでもいいといえば、いいと

は思うのですけれども、「その子のライフステージに合わせた

切れ目のない支援のために、各関係機関と本人・保護者との」

の、この各関係機関があまりにもざっくりし過ぎているかとい

う感じはしたのですが。学校とか保育所とか、いろいろあるか

と思うのですけれども、分かっている人間は多分、ああ、こん

なものかと思うのですけど、もう少し何か具体的にあってもい

いと感じました。 

 

【事務局】 

 確かに、各関係機関だけでは、少し広すぎる部分もあると思

いますので、ご指摘いただいたように、学校だったら学校、保

育所だったら保育所とか、少し具体的な名称も入れながら、そ

ういったところなどという形で表現できるようにさせていた



だこうと思います。 

 

【会長】 

 93ページの雇用・就労に関しての相談窓口だったら、個別の

「あとむ」は、名前が出ているにもかかわらず、ここはざっく

りしている、そういう意味でバランスを取る意味でも、もう少

し具体的にどういうところか、固有名詞まで上げなくてもいい

と思いますけど、書いていただいたほうがいいのではないかと

いうお話だったと思います。 

 

【委員】 

 95ページの１の生活場所の確保、これはグループホームのこ

とを書いておられると思うのですが、入居サポート、いわゆる

入るためのサポートもしていきますみたいな、いわゆる入り口

の部分である入居のサポートということも、病院から地域へで

あるとか、親元から地域であるとか、そういうための入居のサ

ポートの強化を図るみたいなことも入れたらどうかと思うの

ですが。 

 

【事務局】 

 確かに、入居のサポートを支援していくという部分は必要な

視点だろうと思いますので、この計画の中でも書いていったほ

うがいいと思っているのですけども、少し悩ましいと思ってい

ますのが、障害福祉計画のほうの通常のサービスとしての支援

としてもありますので、そちらのほうでの強化をうたうべきも

のなのか、ここの中にも入れるべきものなのかというのは、今、

お聞きしながら迷っているところはあるのですけども、何らか

の形で、それは盛り込むべきものだと思っておりますので、少

し検討させていただきます。 

 

【会長】 

でも、少し考えてみたら、生活場所というのも変な日本語です。

生活場所と言うのですか。住む場所とか言いませんか。生活場

所といったら働く場だって全部入ってくるような感じがする

ので、少し変な感じだと思いましたのと、あと、グループホー

ムに、少し偏ったイメージがありますので、生活の場所となる



グループホームや一般住宅の確保と、入居サポートに取り組み

ますとか、そんな文言にしていただいたらいいかと思いまし

た。 

 

【委員】 

こちらを、目を通させていただいたときに、すごく分かりやす

く書いていただいているというのが、第一印象だったので、ご

苦労でなかったのではないかと思って、ありがとうございま

す。 

 ご説明のほうも、すごく分かりやすくて読み込むことができ

ましたし、ここにいらっしゃる方は専門的知識がおありの方が

多いと思うのですけども、私が聞いていて、この言葉一つにも、

こんな意味の取り方があったのだとか、そういうことに気づけ

たのも、今回すごく大きなことでしたので、もっと私自身も勉

強しながら、この委員会に参加しないといけないなと思いまし

た。 

 具体的な表現があったほうが、やはり一般市民が見たとき

に、これだけ頑張っているのだというのが、すごく簡単に分か

りやすいですし、これだけ市が力を入れてくれているのだとい

うのが分かるので、やはりどこかで、この素案とか方向性の施

策のことに関して入れる必要はないかもしれないですけれど

も、年度でしっかりと、そういった数や、具体的なのをどこか

で上げて、それが目に触れるような場所にあってほしいと思い

ます。 

 

【委員】 

 94ページに、すべての市民への周知の文言というか説明を見

ていると、えらい堅いような、何とかの条例があります。宝塚

市手話言語条例、それから権利擁護の話でしたら、周知の認知

度の向上とか、何かそういう言葉は、ものすごく堅く感じるの

です。一方で、突然「シンシアのまち宝塚」とか、分かる人は

分かるのでしょうけども、何か急に言葉が変わったりして、何

か違和感を覚えるので。それと、それから障碍
がい

と障碍
がい

者への理

解促進を図りますというのは、また堅苦しいという印象を受け

て、何か別の表現の仕方はないのかと、考えていたわけですが、

思いつかないということです。 



 

【会長】 

 全体的に文章が堅いので、最後に、もう少し柔らかいしてい

くということを心がけていくことにしたいと思います。 

 

【委員】 

 ちょっと気になったのが、96ページ４の就労と工賃の向上支

援、１番、雇用の確保と就労定着への支援という文章があるの

ですけれども、これだけ読んでいたら、何か市が理解して配慮

して定着しますというか、何か市が雇ってみたいな感じに私は

捉えてしまっていて、もっと他の民間とかに特性を知ってもら

う。環境の整備なども配慮していきましょうということを知っ

てもらうということでの就労定着という支援です、本来は。だ

から、もう少しそんな感じになりませんということです。これ

だけ読んでいると、どうも市が、もう全部、こっち側をやるで

はないですけど、障碍
がい

の人に対して支援をしましょうという捉

え方しか、私にはならなかったので。 

 

【委員】 

 私が思うのは、94ページですけれども、権利擁護充実の足り

ないところ、すべての市民に対して周知をするということで、

少し引っかかったのです。何かというと、最後の障碍
がい

と障碍
がい

者

に対する理解促進の文章のところです。それが分かりにくかっ

たのです。私としては、最初の基本の理念のところの 90 ペー

ジにあります、先ほどご説明いただいたときに、新しく加えた

４つ目のところ、「社会にある障壁と、それにより自分らしく

暮らすことができない人がいることを全ての人が理解し」、そ

この点ですけれども、社会の障壁によって生活ができない人が

いること、自分らしく生活ができない人たちの理解促進と変え

て、堅い文章から柔らかいイメージにしたほうがいいのではな

いかということと、だけれども、理解だけでは共生社会は難し

いということで、理解をしつつコミュニケーションまたは交流

のきっかけづくりの働きがけをしていこうという、それが共生

社会という言い方にはならないのかというような、そう思いま

した。つまりタイトルを、すべての人々に充実するように周知

をすることと、コミュニケーション、交流のきっかけづくりと



いうような、そういった内容のものをつけ加えてはどうかと思

います。それを載せることによって多分、市のイベントなどで、

障碍
がい

がある、ない人も皆一緒にかかわれるイベントづくりとい

うものも、つながっていくのではないかと、そう思っています。 

 とにかく、コロナの話が気になったのですけれども、５年、

６年の長期計画ですが、コロナについて載せるのは当然だと思

いますが、それに加えて、別にこれに関して、目の前に迫って

おりますので、緊急に話し合う、何をどんなふうに具体的に進

めていくのかというような、そういうことも確認したいと思い

ます。 

 

【会長】 

 ここまでで、福祉教育と、それから雇用のところ、就業のと

ころと、それから理念のところも含めて、もう少し具体化した

ほうがとか、主語が分かりにくい、文章が分かりにくいとかい

うのがあったと思いますので、それぞれ、具体的に、どういう

文章にすればいいかということを次回、事務局のほうにご提案

いただけたら、ありがたいと思います。 

 

【委員】 

 基本的にということで、ずっと読んでいたのですけど、ここ

へ来て、やっと一つずつが理解できるというような、理念です

か、こんなものなのかというお話ありました。 

 それで、少し話が戻るのですけど、アンケートの最終的な段

階のときに、他市では宝塚市の窓口はどう思っていますか、宝

塚市に対してどう思っていますかという市に対してのアンケ

ートがあったのです。宝塚も、そういうのも入れていただいた

ら良かったと思って、あのときは発言できなかったのですけ

ど、そういうことも漠然と、市のほうが真摯に受けとめられる

ような回答が、きちっと返ってくるのではないかという思いが

していましたけど、数が少ないので、言いませんでしたけど、

感じていたことですので 

 

【会長】 

 また次のアンケートのときに参考にしたいと思います。 

 



【委員】 

 思ったことは、例えば手話言語条例のことに関しても知らな

いという方がたくさんいらっしゃるとか、それは、やはり全て

いろんな部分で、自分自身がそういう立場になったときには結

構、その辺のところは耳にしていくのですけれども、そうでな

い障碍
がい

とか、それに関係のない部分というのは、目にしたり耳

に触れているのだけども、自分の意識、心に残ってないという

のが正直あるので、そういうところで、いろいろ市の方とか、

広報とか、いろんなものを見てみたら、きちっと載っているの

だけども、関係のない部分には皆さん、残らないという、その

辺の思いやりというか。だから正直、自分自身を見ても、聴覚

に関しては分かるけども、それ以外のことは、そういう会議に

出させていただいていても、ここに書かれていることが全く分

からない部分というのが正直あると感じて、だから、どんなふ

うにすべての市民の人に、そういう部分が、もう少し、どうい

うふうにやっていったらいいのかというのが、大きな課題だ

と。中にはボランティアとか、いろんなことに取り組んでいる

方は、そういうことに関心があるので、目に触れても分かるけ

ど、そういうことを、これはもう一人一人のという意識を変え

ていかない限り、こういうアンケートをとっても、何をしても、

自分の関係のないことは、もういいやという方がいる。だけど、

そういうことを、そういう部分の一人一人の市民の意識改革と

いうのが大切だと。だから、自分自身も、これを見て、分から

ないで終わっているということを、変えていかなければならな

いというのを痛感しました、今回、特に。 

 

【会長】 

 とても重要なことをおっしゃってくださったと思うのです

が、聴覚障碍
がい

者のほかの障碍
がい

者は、聴覚障碍
がい

者はどうでもいい

のです、極端な話。障碍
がい

者であっても考えられないです。それ

を一般市民には、なかなか難しいです。そのことを分かった上

で、どうしたらいいかということを、考えていただけたらと思

います。 

 

【委員】 

 98ページの２番の交流による福祉教育というところで、低学



年から障碍
がい

のある児童とない児童の交流機会を設けることだ

ということで書いてあるのですけど、実情、小学校に上がると

きの判定に、ほとんど今、知的障碍
がい

の子というのは、普通の地

域の学校の判定が少ないのです。もう障碍
がい

だけで、こやの里で

す、本校ですと判定が出たり、あと学校で受け入れがされない

というのがあるのです。何で今、みんな地域生活の視点に戻っ

ていきましょうという話がありますけど、やはり小さいときか

ら地域の方々と触れ合っていないと、地域には、やはり戻れな

いので、そこのところを、もっと考えて、学校教育のほうなの

で、違うかも分からないのですけども、やはり考えていってい

ただかないと、なかなか学校での受け入れとか、指導員の人数

の関係とかもあるとは思うのですけれども、やはり学校で地域

のお友達と一緒になってするからこそ、大きくなっても地域に

戻れるというのがあるので、そのあたりを、大きく考えていっ

ていただきたいと思います。 

 

【会長】 

 この 98 ページの２番のあたりでも、またどういう文章にす

ればいいか、ぜひ具体的なのを、またお聞きいただけますでし

ょうか。 

 

【委員】 

 99ページの２のところですけども、防災の推進について、県

のほうが、こういう冊子を出しております。その中で、災害時

要援護者支援指針を全面見直しという形で来ているのですけ

ども、広報に少し出ていたと思うのですが、ただ個別支援計画、

地域の中でどうやって具体的に、そういう障碍
がい

を持った人や高

齢者とか、災害弱者に対してどうしていくのかという個別支援

計画も、やはり立てなければいけないので、今の状態では情報

の提供はオーケーですかぐらいのことにしかなってないので、

やはり、ここの防災推進のところについては、具体的な個別支

援計画を立てていくみたいなことを入れていかないと、実効性

が伴ってこないのではないかと思います。 

 それと、これを、ずっと見ていて思ったのは、楽しみの部分

が、どこかなかったのかと。いわゆるスポーツ、文化とか、そ

ういう視点の捉え方の部分というのは、以前はあったようには



思うのですけれども、競技場もできたりしています。そういう

中でパラリンピックが、今年開催されませんでしたけども、ス

ポーツを楽しもう、外へ出ていこう、制度を利用していこうと

いうときに、社会参加という形からいえば、そういう社会参加

のあり方の部分が、どこかに書かなければならないのではない

かと思うのですけれども。 

 

【会長】 

これは個別支援計画に防災を盛り込んだらどうかという話で

すけど、それは可能ですか。 

 

【事務局】 

 個別支援計画につきましては、災害時要援護者制度の中に、

要援護者の対象となる方、それから、その人を見守る、安否確

認して、実際に誰がその方を支援するのかというところまで、

求められていますので、個別支援計画までできて、実際にその

人の支援が、災害のときにどうするかというところまでが最終

目標でありますので、そこについては、この場で書くのか、災

害時要援護者制度という中で、しっかりやっていくということ

でできるのか、少しそこは検討したいと思います。 

あと、楽しいことであるとか、他の部分のことについてですけ

ども、今回上げさせていただいていますのが重点項目として抜

き出した形のものを上げさせていただいておりまして、また次

回以降、各分野別施策の中には、そういった項目も入れさせて

いただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

【会長】 

 サービス等利用計画ではなくて、個別支援計画のほうで書く

ということですか。 

 

【事務局】 

 災害時要援護者の制度の部分、実は地域福祉計画の中にも災

害時要援護者制度についてのことをキープするようなことも

なっています。個々の、それぞれの計画の中に書くのがいいの

か、最終的に、災害時の対応というのでいけば、地域防災計画



等もありますので、それぞれの計画の中で役割分担、記述とい

うのは、どこまでどう書くのかというのが一つの整理の仕方か

と考えていますので、そういった意味で、地域福祉計画も並行

で動いておりまして、今日も午後から地域福祉計画の中の災害

時要援護者制度で、どこまで書くのかという話し合いをしたと

ころです。それを整理したいという意味でございます。 

 

【会長】 

取りあえず、これは、事務局にお任せします。一括でお任せし

ますので、もう一遍考えてきていただいて、次回またどういう

ふうになったかというふうにさせていただいてよろしいでし

ょうか。お願いいたします。 

 それでは、何か言い残していることとかありますか。大丈夫

でしょうか。もしありましたら、また直接事務局のほうにおっ

しゃっていただけたら、ありがたいと思います。 

 

（３）令和２年度計画策定のスケジュールについて 

【会長】 

 スケジュールですけど、何か質問とかありますでしょうか。 

 

【委員】 

書面会議の１回目に書いた分ですが、これはどのような形にな

るのか、教えてください。 

 

【事務局】 

 ４月に開催させていただいた全体会の書面手続きの回答に

つきましては、各委員にも回答としてお送りさせていただいて

いるかと思います。この部分のご意見等につきまして、一部反

映させていただいているようなところもあるかとは思います

ので、また回答をいただきながら、次回小委員会もございます

ので、またご意見いただければと。そのときにはお願いします 

 

【委員】 

ここに小委員会での議論と書いてあるから聞いているのです

が。 

 



【事務局】 

 以前の部分については、第３章からということで今回、ご報

告させていただいた形だと思っておりますけれども。 

 

【会長】 

理念についても議論するかということですか。理念というの

は、どっちの理念ですかね。障碍
がい

福祉計画のほうですか。 

 

【事務局】 

 この意見取りまとめにつきましては、前回、小委員会でまと

めました基本的理念等を、全体会のほうでもお配りしたという

ところです。そこで出たご意見につきまして、回答を作成させ

ていただきまして、それを反映させたものが今日、お出しして

おります長期推進計画のほうの基本的理念というところでご

ざいますので、先ほど皆さんのほうに議論いただくときに、こ

こも合わせて見ていただいたというふうには、我々としては考

えていたところでございます。 

 

【会長】 

よろしいですか。 

 

【委員】 

その説明はありましたか。 

 

【会長】 

前回、書面で皆さんから意見を求めて、それが意見で出てきた

ものが今回、どういうふうに反映されたかというところについ

てのフィードバックがないということのお話だったのではな

いかと思いますので、それは受けとめていただいて、次回、ま

た改めて、ご意見について、こういうふうに修正しましたとい

うことを、もう一遍、確認の場を持っていただけたら、ありが

たいと思います。 

 ということで、理念も、改めて次回、多分皆さんのほうから

細かい文章で具体的な提案があって、また修正案が上がってく

ると思いますので、そのときに併せて審議していただけたらな

と思いますが、お願いできますでしょうか。 



では、長時間お疲れさまでした。 

 

 


