
パブリックコメント手続の実施結果について 

 

１ 案件名 

  平塚市障がい者福祉計画（第４期）（素案） 

 

２ 案件の概要 

 現行計画（第３期）は、平成２７年度から令和元年度までの５年間の計画となっており、今年度

末で計画期間の満了を迎えることから、新たに令和２年度から５か年を計画期間とする次期計画を

策定するものです。 

 次期計画は、障害者基本法第１１条第３項の規定に基づき、国の「障害者基本計画」や神奈川県

の「かながわ障がい者計画」を基本としてその理念を踏まえ、本市における障がい者福祉に関する

基本的な施策の方向性を定めるもので、本市の総合計画を上位計画とした個別計画です。 

支える人と支えられる人に分けられることなく対等な立場で地域を構成する一員として、障がい

の有無だけでなく、障がいのある人の年齢や性別に関わらず、お互いの人権や尊厳を大切にし、支

え合い、誰もがいきいきとした人生を送ることができる共生社会の実現を目指していきます。 

 

３ 募集概要 

（１）意見の募集期間 

令和元年１２月６日（金）～令和２年１月６日（月） 

（２）意見の提出方法 

持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール 

 

４ 実施結果 

（１）提出意見数 

個人から ７ 人 ３１ 件 

団体から １０ 団体 ５８ 件 

合計 １７  ８９ 件 

（２）意見内訳 

項目 件数 (件) 

全体に関する意見 ８ 

第１章 計画の策定にあたってに関する意見 １ 

第２章 障がい者福祉の現状に関する意見 ４ 

第３章 計画策定に向けてに関する意見 １ 

第４章 基本理念・重点目標・基本目標に関する意見 ２ 

第５章 施策の推進に関する意見 ７３ 

合計 ８９ 

（３）意見への対応区分 

項目 説明 件数 (件) 

ア：反映 意見を受けて計画案等を修正したもの １０ 

イ：反映済み 既に計画案等に記載されているもの又は既に対応しているもの ２７ 

ウ：参考 取組を推進する上で参考とするもの ３７ 

エ：その他 意見募集の範囲と異なるもの、反映が困難なもの、質問など １５ 

合計 ８９ 



 

５ 意見対応表 

番号 項目 市民意見の概要 市の考え方 
対応 

区分 

１  全体 

「平塚市障がい者福祉計画」は、

障がい児童も含まれているの

で、明確にするため「平塚市障

がい児・者福祉計画」にしたほ

うが適切である。国の制度名に

捉われずに「平塚市」としての

姿勢、方向性を打ち出すべきだ

と思います。とくに基本目標 1

は「育む」であり、子どもから

の切れ目のない支援を進めるこ

とをうたっている以上、表題も

整合性をとるべきだと思いま

す。 

本計画は障害者基本法に策定が

義務付けられている「市町村障

害者基本計画」であることから、

同じ表記としております。 

エ 

その他 

２  全体 

「障害」の「害」は「がい」と

表記する件について、結論は、

平塚市の方向性に賛成です。た

だし、関連するエピソードとし

て意見を述べます。 

私は以前、障がい当事者の方か

ら、「障害は社会の側にあり、

我々はその害を受けているのだ

から、害は漢字の害のままでよ

い」という説明を受けたことか

あります。しかし、その理屈で

あれば障害を受けているので

「被障害者」になると思います。

このような同じ意味の表記で、

成年後見制度では「被後見人」

という形で使われています。ま

た害を受けているのであれば文

字通り「被害者」となります。

しかし、「障害者」については、

このような使い方は通常ありま

せん。 

よって「障害者」は「差し障り

があって、害がある者」という

解釈になってしまいます。 

つきましては、「障害者」は「障

がい者」のほうが誤解はなく、

法令上の規定や制度を除き、「障

害」の表記を「障がい」とする

ことについて、引き続き全庁的

に取り組んでまいります。 

イ 

反映済

み 



 

害が与える負のイメージは軽減

されると思います。 

３  全体 

前期の計画とそれほど大きな変

化はないんだなという風に思わ

ざるを得ない。 

本計画は、庁内で議論を重ねる

とともに多くの関係者の皆様か

ら御意見をいただき策定してお

ります。 

エ 

その他 

４  全体 

懇話会では、障がい関連団体者

から、単語の一つからの意味か

らくるイメージを少しでも理解

しやすい訂正発言が出ていまし

た。 

高齢者、生活弱者関係者の参加

者がおられないため、この方面

の意見が出ていませんが民生委

員の立場では専門的な知識から

の意見ができなかったことは反

省しています。しかし、民生委

員は受け持ち地域内で支援を求

められた場合、包括などの専門

家に話を繋げるしかできません

し、専門的な知識は持ち合わせ

ていません。地区の自治会から

の推薦で選出されていますか

ら、過去に福祉関係の経験は殆

どありません。 

平塚市民生委員児童委員協議会

には、専門部会として「心身障

がい者部会」がありますが、福

祉の初歩的な研修と施設訪問で

終わっており、3年毎の改選で委

員が交代しています。 

福祉計画（3期）もほとんど手つ

かず利用できていないのが現状

です。発行までの懇話会での意

見具申はできませんでしたが、

（4期）については研修を含めた

活動に使用していきたいと思い

ます。 

素案を読んで事務局の活動と、

懇話会での関係者の熱意は受け

取らせていただきました。 

本計画を策定するにあたり、多

くの関係者の皆様から、御意見

と御協力をいただき進めてまい

りました。 

策定後は関係機関等と連携を図

りながら、この計画の推進に向

けて取り組んでまいります。 

エ 

その他 



 

５  全体 

平塚市障がい福祉計画第四期

（素案）につきまして、内容を

確認させていただき、僭越なが

ら意見を述べさせていただきま

す。当事業所は精神障がい者を

対象にした就 Bの施設であり、

障がい福祉課様とは、平作連を

通じて、福祉ショップありがと

う等の運営で大変お世話になっ

ております。 

平塚市の障がい者福祉に対する

熱意は素晴らしく、平塚市障が

い福祉計画第四期（素案）の内

容にもよく反映されていると感

じております。文中の一字一句

に配慮や拘りを感じます。とて

も素晴らしい福祉計画ができた

のではないかと考えておりま

す。 

今後は、この福祉計画をいかに

実行に移していけるか、また多

くの市民にこの取り組みを知っ

ていただくかが、鍵だと考えて

おります。 

今回、福祉計画の愛称を募集さ

れたことも素晴らしい取り組み

だと思います。素晴らしい福祉

計画も実行に移せなければ、意

味のないものになってしまいま

す。 

今後は、実施に向けた取り組み

を微力ながらお手伝い出来れば

と考えております。 

本計画を推進することで、障害

福祉サービス事業所や関係機関

等との連携は欠くことができな

いものと考えています。 

エ 

その他 



 

６  全体 

身近として地域交流が一番いい

のですが、ろう者はどちらかと

いうと消極的。なぜか。会話が

困難。関わりたくない。面倒く

さい。 

防災訓練、運動会、公民館での

イベント、フェステイバルなど

に参加に積極的に参加するよう

市の広報誌、自治会のチラシな

どでＰＲする。手話通訳、要約

筆記をご希望の場合はファック

スをくださいという文章の追記

を。ろう者の申請があったら自

治会や主催者側で手話通訳を手

配するという配慮を考慮して欲

しい。 

あるいは訓練やイベントの時、

自治会の役員が簡単でもいいか

ら手話で話しかけてみてくださ

い。継続的に続けていくことが

重要。 

今後の取組を進める上での参考

にさせていただきます。 

ウ 

参考 

７  全体 

「才能」や「能力」という言葉

について、優勢思想や価値に繋

がるような言葉ではなく、「可能

性」という言葉はどうか。 

一人一人の才能や能力に違いは

ありますが、優劣はないものと

考えています。 

イ 

反映済

み 

８  全体 

携帯電話の使用により道路など

で事故が起きています。路上や

公共の場所でのマナーを周知し

て下さい。 

本計画での対応は難しいと考え

ますが、ご意見として伺います。 

エ 

その他 

９  

第１章 計画

の策定にあた

って 

時系列に並べたほうが読みやす

いです。時代が逆戻りすること

は違和感があります。「平成 28

年に「障害者差別解消法」…」「平

成 29年 2月には…」「平成 30年

4月には…」から、次は SDGsの

話題となり「平成 27年 9月に誰

一人取り残さない…」と時代が

遡ります。 

当該記述は「本市の状況」「法律

等の新規施行や改正」「国・県に

おける計画の状況」の内容に分

けて記載しております。 

エ 

その他 



 

１０  

第２章 障が

い者福祉の現

状 

重度障害者医療費助成額につい

て、県の負担割合は 1/2で市の

負担割合は 1/2と思ったのだが、

この数字は正しいものか。 

重度障害者医療費助成に係る神

奈川県からの補助率について

は、1/2です。ただし、本市では

県の補助要綱を上回る助成を行

っているため、助成額の１/2 を

上回る負担をしています。 

エ 

その他 

１１  

第２章 障が

い者福祉の現

状 

現在の生活状況や将来につい

て、介助を行う人は家族が多い

結果となっているが、いつまで

も家族が面倒を見ないといけな

い結果とも捉えられる。これは、

経験や将来の選択肢が限られて

しまっているからではないか。

その背景を配慮して計画を作成

してほしい。 

ご意見を参考にしながら、共に

支え合えるまちづくりに向けた

取組を進めてまいります。 

イ 

反映済

み 

１２  

第２章 障が

い者福祉の現

状 

「障がい者が外出する時の移動

手段について」の設問が欠けて

いる。 

本文に掲載したアンケート調査

結果は、第３期アンケート調査

との比較結果及び今回新たに設

けた設問の結果について記載し

ています。 

ご意見の設問も含め、全体のア

ンケート調査結果については、

「資料編」に記載しました。 

ア 

反映 

１３  

第２章 障が

い者福祉の現

状 

「障がい者が外出する時の移動

手段について」の設問が欠けて

いる。今後の取組の中で検討を

加えていただきたい。 

本文に掲載したアンケート調査

結果は、第３期アンケート調査

との比較結果及び今回新たに設

けた設問の結果について記載し

ています。 

ご意見の設問も含め、全体のア

ンケート調査結果については、

「資料編」に記載しました。 

なお、アンケート調査結果につ

いては、取組の参考としていま

す。 

ア 

反映 



 

１４  
第３章 計画

策定に向けて 

本市における要支援者名簿の作

成はどうなっているのか。 

又、災害の発生に備えた地域の

避難支援の関係者（例えば民生

委員の方）への提供、更に支援

が必要（移動の移送手段）な障

がい者及び要介護高齢者などの

把握がどのくらい進んでいるの

か。今後は、この進捗度を大幅

に引き上げる必要があると考え

ます。 

「避難行動要支援者名簿」につ

いてですが、「避難行動要支援者

登録制度」の様式第１号により

制度登録された方の名簿を民生

委員児童委員等に提供していま

す。また、災害対策基本法第４

９条の１１の規定に基づき、本

市障がい福祉課の障害者手帳の

情報などから集めた情報を基

に、全対象者の名簿を整備して

おります。 

登録者と避難支援者のマッチン

グ率に目を向け、進捗率の向上

を図れるよう努めてまいりま

す。 

イ 

反映済

み 

１５  

第４章 基本

理念・重点目

標・基本目標 

障がい児・者の「個性、特性」

は、「障がい」も個性、特性の一

部であるかのようにとられがち

です。障がいのハンディ部分も

含めて総合的に成長の中で形成

された人格、性格であるので、

大きな意味では個性、特性とい

う意味はわかります。ただし、

それは医学モデルとしての「機

能障がい」を指します。基本理

念で訴えたいことは、社会モデ

ルとしての社会側にあるバリア

を取り払うことだと思います。

よって基本理念の前文の導入部

分で、以下のような趣旨を入れ

ていただきたいと思います。 

「障がい」とは、機能障がいを

有する人を取り巻く社会がつく

っているものです。社会の側に

ある壁(バリア)を取り払い、合

理的配慮をもって、多様性を認

め合う寛容な社会こそが共生社

会であり、誰もが安心して暮ら

せる社会です。」 

「障がいの社会モデル」に関す

る考え方は、基本理念の説明の

中で「「障がい」や「障がい者」

に対する理解や配慮がされた社

会的障壁のない社会が求められ

ており、障がいの有無にかかわ

らず、その人自身もそして、周

囲の人からも尊重される社会を

実現することが必要です。」と記

載しています。 

また、「障がいの社会モデル」に

ついては、重点目標の中で説明

をさせていただいており、取組

の中でも実現できるように推進

していきます。 

イ 

反映済

み 



 

１６  

第４章 基本

理念・重点目

標・基本目標 

「障がいのある人もない人も

…」は、「障がいに関らず、すべ

ての人が…」という表現のほう

が、市民ひとりひとりが自分も

対象であるのだということを認

識する表現だと思います。基本

理念であるので強い表現のほう

が、より伝わりやすいと思いま

す。 

ご意見を参考に「障がいの有無

にかかわらず、すべての人が」

に修正いたします。 

ア 

反映 

１７  

第５章 施策

の推進 

 

101事業の総合的評価として、各

目標で設定した成果指標が、あ

まりにもざっくりすぎます。そ

の指標をもって、評価できるの

は一部分に過ぎませんので全体

の評価にはなり得ません。各事

業の目標達成率の平均等で評価

すべきだと思います。 

本計画の評価につきましては、

各目標に掲げた KPI 及び成果指

標と合わせ、各取組についても

進行管理を進めながら、総合的

に評価をしてまいります。 

イ 

反映済

み 

１８  
第５章 施策

の推進 

計画はとてもいいと思います。 

ただ 1点、重点目標の施策１と

他にも出てくる「醸成」という

言葉が、意味は分かるのですが、

もう少し分かり易い平易な言葉

はないのでしょうか？なんとな

くちょっと違和感を感じてしま

います。  

上位計画である「平塚市地域福

祉リーディングプラン」と整合

を図り、統一しています。 

エ 

その他 

１９  
第５章 施策

の推進 

１．ｐ４９ 「施策１ 思いや

りの心の醸成」について 

p４０の重点目標に「社会的障壁

を取り除くのは社会の責務で

す」とあり非常に大切な示唆だ

と感銘を受けております。 

津久井やまゆり園事件が突きつ

けた優生思想という課題を胸に

刻み、 

社会モデルで障がいを捉えるこ

とが原点だと思っております。 

他人事ではなく、皆の意識が変

わらないと、バリアフリーは推

進されません。 

「障がいの社会モデル」につい

ては、重点目標の中で説明をさ

せていただいており、取組の中

でも実現できるように推進して

いきます。 

イ 

反映済

み 



 

「思いやりの心」ではまだ、距

離を感じます。 

「障がいを作り出しているの

は、周りの社会だと認識し、」な

ど社会モデルを明言した文章を

追記して下さると嬉しいです。 

誰もが障がい者になる可能性が

あります。 

それゆえ、健常と障がいは地続

きではないかと思っておりま

す。 

２０  

第５章 施策

の推進 

１ 障害者週

間における啓

発活動の促進 

障がい者の日キャンペーンを障

がい福祉課が中心となり開催し

ているが、もっと市全体で取り

組みをしていただきたい。 

障がい理解につながる啓発は、

総合的に重点目標の取組の中で

進めてまいります。 

イ 

反映済

み 

２１  

第５章 施策

の推進 

１ 障害者週

間における啓

発活動の促進 

現状「期間中のイベント数」が

「ベント数」になっている。誤

字。 

ご指摘のとおり、「イベント数」

に修正いたします。 

ア 

反映 

２２  

第５章 施策

の推進 

４ ふれあい

教育の推進 

重点目標「認め合う」の最も重

要な教育部門であり、共生社会

の推進の核心であると思いま

す。障がいに対しての差別、偏

見は無知、無関心からきます。

子ども時代からのインクルーシ

ブな教育環境が重要となります

ので、もっと具体的な内容を項

目を立てて説明して、しっかり

した目標を立ててください。 

ふれあい教育については、学校

教育活動全体を通して行うもの

であるため、具体的に内容項目

を立てるというものではないと

考えます。市内の各小中学校で

は、児童生徒や学校、地域の実

態に即し、学校教育全体を通し

て、福祉についての理解や関心

を深める学習をしております。

例えば、点字・車椅子・高齢者

疑似体験等の福祉体験や特別支

援学校、障がい者施設、高齢者

施設との交流が行われておりま

す。また、ボランティア活動の

参加も呼び掛けております。今

後も、計画的、継続的なふれあ

い教育を実施することを各園・

学校に働きかけてまいります。 

エ 

その他 



 

２３  

第５章 施策

の推進 

５ 手話・要約

筆記の普及 

手話、要約の普及は分かるが、

視覚障がいの場合、点字技能士

という資格がある。合格率は低

いが。受験するためには、講習

会と実際の試験費用が３万円程

度掛かる。平塚の点訳奉仕団の

人たちも受験したいという希望

はあるが、費用の掛からない点

字指導員の検定を受験してい

る。こういう普及をしてほしい。

そうゆう人が増えれば、事業所

で雇用され、市役所からの通知

が来ても今は文字がいっぱい書

いてあると読まない人がいる

が、読んでもらえる。 

点字技能士の重要性について

は、本市でも承知しております。

他市の状況等を参考に研究して

まいります。 

ウ 

参考 

２４  

第５章 施策

の推進 

７ 障がい者

への差別解消

と合理的配慮

の促進 

「西部」が「西武」となってお

り、誤字である。 

湘南西部保健福祉圏域障害者差

別解消法支援地域協議会のフォ

ーラムについて、関係者の参加

となってしまっているので、一

般の参加者が参加できるように

してほしい。 

ご指摘のとおり、「西部」に修正

いたします。 

湘南西部保健福祉圏域障害者差

別解消法支援地域協議会のフォ

ーラムにつきましては、現在も

一般の方に参加をしていただい

ておりますが、より多くの方に

参加していただけるよう工夫に

努めてまいります。 

ア 

反映 

２５  

第５章 施策

の推進 

７ 障がい者

への差別解消

と合理的配慮

の促進 

職員に向けた研修については知

っているが、一般市民向けに周

知をしてほしい。 

障がい者への差別解消と合理的

配慮については、各種イベント

で啓発用リーフレットを配布す

るほか、湘南西部保健福祉圏域

障害者差別解消法支援地域協議

会のフォーラムなどを通じ、市

民の皆様へ引き続き周知してま

いります。 

イ 

反映済

み 



 

２６  

第５章 施策

の推進 

８ 「心のバリ

アフリー」の推

進 

オリンピック・パラリンピック

は、契機となりますが、2020年

の単発であるので別立てにして

いいと思います。福祉計画の補

足的、追加的計画に位置付けて、

「共生社会ホストタウン」とし

て国に登録された経緯を説明す

ればいいと思います。 

心のバリアフリーの推進につい

ては、イベントにからめた PR活

動に終わらない、本質的な全市

を巻き込んだ取り組みにしてい

ただきたいと思います。 

共生社会ホストタウンについて

はオリンピック・パラリンピッ

ク大会終了後も継続して心のバ

リアフリーの取組を推進してい

くことを要件に登録されたこと

から、本計画に位置づけをしま

す。 

取組については庁内関係課や各

種団体・企業等と連携し、多く

の市民が参加できる内容となる

よう実施していきます。 

併せて、分かりやすくするため、

用語解説に「共生社会ホストタ

ウン」を追記しました。 

ア 

反映 

２７  

第５章 施策

の推進 

８ 「心のバリ

アフリー」の推

進 

オリパラ終了後の取組はどのよ

うになるのか。また、気持ちの

現れである「心のバリアフリー」

だが、人に対する与え方は非常

に難しいが、市民がやさしさを

求められる取組にしてほしい。 

お互いの「違い」や「良さ」を

知ること等を進めるため、地域

全体で障がいへの理解を深める

ことを重点目標「認め合う」と

して、各種取組を推進していき

ます。また、オリンピック・パ

ラリンピック大会終了後の取組

については庁内関係課や各種団

体・企業等と連携し、障がいの

ある人の社会参加に向けた意欲

喚起や市民の障がい理解を深め

る事業を実施していきます。 

イ 

反映済

み 

２８  

第５章 施策

の推進 

１３ 手話・要

約筆記の普及 

目標値について、現状値での数

値では回数が少なく、養成には

時間がかかるので、入門・基礎

コース、レベルアップコース、

通訳者養成コース、全体で 80回

コースになるようにしてほし

い。 

手話及び要約筆記の普及を図る

ために、意思疎通支援者の養成

の重要性は認識しており、今後

の取組の参考とさせていただき

ます。 

ウ 

参考 

２９  

第５章 施策

の推進 

１６ 意思決

定支援の推進 

必要な支援などが行われること

を推進するにあたり、もう少し

具体的な目標を立ててほしい。 

意思決定支援に向けて、まずは

その基礎となる国のガイドライ

ンの普及が大切だと考えていま

す。 

エ 

その他 



 

３０  

第５章 施策

の推進 

１７ 職員の

研修の充実 

簡単な視覚障がい者の文字のこ

と、点字のことを研修に加えて

いただきたい。課名ぐらいかけ

たらいいなと思っている。 

福祉部や健康・こども部職員を

中心とした研修の中で点字に関

する基本的な情報を講義するな

ど、研修内容の充実を図ります。 

ウ 

参考 

３１  

第５章 施策

の推進 

１８ ティー

チャーズトレ

ーニングの推

進 

支援に関わる職員とはどのよう

な職員のことを指しているの

か。また、トレーニングの内容

について、当事者やその家族の

意見を取り入れてほしい。 

これまで、保育士や幼稚園教

諭・学校教諭、放課後等デイサ

ービスなどの事業所職員等が受

講しています。ティーチャー

ズ・トレーニングは、主に発達

障がいのある子どもの保護者向

けプログラム「ペアレント・ト

レーニング」を保育園や幼稚

園・学校の先生向けにアレンジ

したもので、全国各地で取り入

れられています。効果的な声か

けの方法など、発達障がい等が

ある子どもだけでなく、すべて

の子どもに応用できる内容とな

っています。 

エ 

その他 

３２  

第５章 施策

の推進 

２２ 障がい

福祉ＰＲ事業

の推進 

施設側の人員不足によりショー

トステイ等が利用できません。

職員の増員のための働きかけ

を。 

今後の取組を進める上での参考

にさせていただきます。 

ウ 

参考 

３３  

第５章 施策

の推進 

２２ 障がい

福祉ＰＲ事業

の推進 

説明文では「人材確保を図るた

め」とありますが、喫緊の課題

は、福祉人材の確保・育成です。

マンパワーがなければ福祉は成

り立ちません。保育、高齢の分

野では市行政が連携して求人活

動を既に行っています。障がい

分野も連携しての推進をお願い

したいと思っています。よって

表題を「障がい福祉に従事する

人材の確保・育成の推進につい

て」に変更したもらいたいと思

います。 

この取組は、事業所のイメージ

アップと事業内容の紹介を通じ

た職員のモチベーション向上を

図ることについても目的として

おり、それにより障がい福祉事

業所などの人材確保に繋がるも

のと考えております。今後、取

組を進めるにあたっては、事業

所と十分に連携を図っていきま

す。 

なお、人材の育成については「障

がい福祉事業所向け研修会の推

進」や「相談支援専門員などに

向けた研修会の推進」の中で取

り組むこととしております。 

ア 

反映 



 

３４  

第５章 施策

の推進 

２２ 障がい

福祉ＰＲ事業

の推進 

５８ページの「職員紹介」につ

いて 

どのような形で職員をウェブに

載せるのかは、慎重に行って頂

きたい。氏名や写真などは職員

のプライバシーに影響するの

で、無条件に掲載するのは危険

と感じる。例えば、DVから逃げ

てきた職員もいるかもしれない

し、以前には職員の氏名から自

宅を割り出して脅迫につながっ

た事例もある。職員退職や異動

に伴う管理も困難と思われる。 

職員紹介については、本人同意

のもと、プライバシーに十分配

慮してまいります。 

イ 

反映済

み 

３５  

第５章 施策

の推進 

２２ 障がい

福祉ＰＲ事業

の推進 

ショートステイで施設の部屋は

足りているのに、職員が不足し

て利用できない状況となってい

るので、しっかりと稼働できる

ようにしてほしい。 

ご意見は今後の取組を進める上

での参考にさせていただきま

す。 

ウ 

参考 

３６  
第５章 施策

の推進 

地域で就学する流れがある中

で、小学校は支援級で中学校は

養護学校となってしまう手薄い

支援では親子ともに不安になる

ので、教育の質を保証してほし

い。 

今後も一人一人の教育的ニーズ

に合った最も適切な教育の場を

踏まえ、保護者の意向を大切に

しながら就学相談を行ってまい

ります。また、より多くの教職

員が障がい特性を理解し指導力

が向上するように研修会等を開

催するとともに、支援を必要と

する児童・生徒に対する校内支

援体制が充実するよう努めてま

いります。 

イ 

反映済

み 

３７  

第５章 施策

の推進 

２３ 地域療

育システム事

業による連携

の推進・強化 

現状「未就学」が「未就額」に

なっている。誤字。 

ご指摘のとおり、誤字を修正い

たします。 

ア 

反映 



 

３８  
第５章 施策

の推進 

就学するにあたり、障がい者だ

からといって、支援学級に振り

分けられてしまわないようにし

てほしい。 

今後も一人一人の教育的ニーズ

に合った最も適切な教育の場を

踏まえ、保護者の意向を大切に

しながら就学相談を行ってまい

ります。また、平塚市教育支援

委員会において適正な就学相

談・指導及び必要な支援につい

ての審議を行ってまいります。 

イ 

反映済

み 

３９  

第５章 施策

の推進 

２５ 介助員

派遣事業の充

実 

特別支援学級だけでなく、普通

学級にも介助員を配置してほし

い。 

介助員の派遣については、一人

一人の教育的ニーズを考慮し、

児童・生徒が安全で円滑な学校

生活を送れるように適正な派遣

について検討してまいります。 

ウ 

参考 

４０  

第５章 施策

の推進 

２５ 介助員

派遣事業の充

実 

特別支援学級の生徒が増加して

おり、介助員の必要性が求めら

れているので、介助員の時間制

限などなくし、授業中にいられ

るようにしてほしい。 

通常の学級在籍の児童・生徒に

対しては、今後も平塚市教育支

援委員会の審議において、介助

員を派遣することで安心・安全

な学校生活を送ることができる

と判断された場合に派遣をいた

します。 

イ 

反映済

み 

４１  

第５章 施策

の推進 

２５ 介助員

派遣事業の充

実 

教室移動の際に移動が難しい子

どももいるので、介助員等の支

援をお願いしたい。 

介助員は児童・生徒の教育的ニ

ーズを考慮したうえで総合的に

検討して派遣しています。今後

も、児童・生徒が安全で円滑な

学校生活を送れるように一人一

人の教育的ニーズをしっかりと

把握し派遣してまいります。 

イ 

反映済

み 

４２  

第５章 施策

の推進 

３６ 障がい

者福祉ショッ

プ事業の推進 

福祉ショップについて、生産性

や売り上げだけが目的ではな

く、心無い言葉を掛けられるこ

ともあるということも認識して

いただきたい。 

障がい者の自立と就労支援及び

社会参加の促進を図るため実施

してしているため、工賃向上に

つながる取組を推奨していま

す。また、障がい理解を深める

取組も推進しているため、どち

らの取組も大切にしてきます。 

また、心無い言葉が掛からない

よう、すべての人が障がい者の

生き生きと活躍する姿を目の当

たりにして、障がいに対する理

イ 

反映済

み 



 

解や認識を深められる取組を推

進していきます。 

４３  

第５章 施策

の推進 

４２ 市職員

の障がい者採

用の推進 

目標のところに、「障がい種別な

ど、その特性に応じて力を発揮

できる環境づくりに取り組む」

と書いてあるが、「障がい別に採

用する」と明記してもらいたい。 

障がい者の就労については、障

がいの特性に応じた雇用の可能

性について、障がい者雇用推進

委員会等で研究し、積極的な雇

用確保に向けた取り組みを進め

てまいります。 

エ 

その他 

４４  

第５章 施策

の推進 

４３ ワーク

ステーション

による障がい

者就労の支援 

視覚障がい者の場合、就労が困

難なことがあるので、事務系に

就労する場合は不安や困難なこ

とがあると思うので、夢のタネ

で研修を受けて、一般のところ

に入る意欲が持てるようにし

て、その中で市の職員の採用に

繋がっていってもいいのかなと

思っている。 

ワークステーションひらつか

「夢のタネ」は、平成２７年２

月に開設して、知的障がい者及

び精神障がい者を対象として運

営しています。 

今後も、障がいの特性に応じた

雇用の可能性について、引き続

き研究を進めてまいります。 

ウ 

参考 

４５  

第５章 施策

の推進 

４３ ワーク

ステーション

による障がい

者就労の支援 

目標のなかで「すべてのスタッ

フが雇用期間内に一般就労が出

来るように支援します」とあり

ますが、ご本人の希望により、

引き続き市職員として採用継続

できるコースも検討してくださ

い。理由は、市がしっかり直接

雇用をして身分保障するという

姿勢を示すべきだと思います。

正式な市の採用試験の筆記試験

等は、身体、精神の方は受かる

可能性がありますが、知的の方

は不利であり難しい面がありま

す。だからといって知的の方は

就労移行支援方式の有期限の入

れ替わり制というのはおかしい

と思います。夢のタネの実績を

評価して採用継続として、各部

署へ配属すべきだと思います。

そうなれば市役所の各部署の心

のバリアフリーが進みます。 

ワークステーションひらつか

「夢のタネ」は、障がい者の働

く場の創出や障がい者の一般就

労への支援を主な目的に設立し

ました。 

「夢のタネ」は最終的な就労先

ではなく、一般就労へのステッ

プアップの場であることと、障

がい者を持つ多くの方に機会を

提供するため、有期雇用として

います。 

今後も、障がいの特性に応じた

雇用の可能性について、引き続

き研究を進めてまいります。 

ウ 

参考 



 

４６  

第５章 施策

の推進 

４４ 就労定

着支援の促進 

就労者の雇用継続の状況把握と

長期雇用となるように支援と見

守り、企業への働きかけ。 

ひらつか就労援助センターやハ

ローワーク平塚等と情報共有を

図りながら支援等を進めてまい

ります。 

イ 

反映済

み 

４７  
第５章 施策

の推進 

ふれあいキャンプが廃止された

が、他の学校との交流できる大

きな意味があると思うので、体

制を整えてほしい。 

文化・芸術活動やスポーツなど

の振興での取組の中で、様々な

形での交流促進を図ります。 

ウ 

参考 

４８  

第５章 施策

の推進 

４９ 当事者

自主活動の促

進 

最近、中途失明の方が多くヘル

パー利用が多いが、ヘルパーの

確保が中々できない状況。そう

すると、ひとりで出掛かられる

交通手段がないと困ると思うの

で、交通手段の確保のことを考

えていただきたい。このことは、

福祉有償運送を利用しやすいよ

うにしていただけたらいいのか

なと思う。急遽医療機関に行く

ときにヘルパーの確保ができな

いとどうしてもタクシーで行か

ないといけないこともでてくる

ので、タクシー券の枚数をもと

に戻してほしい。 

外出支援については、障害福祉

サービスや福祉有償運送、タク

シー利用料金の助成等で総合的

に対応してまいります。 

イ 

反映済

み 

４９  

第５章 施策

の推進 

５４ 文化芸

術活動の機会

の拡大 

平塚文化センターへ行くまでの

アクセスや移動手段についても

考慮してほしい 

平塚文化芸術ホールは、来場者

には公共交通機関の利用をお願

いする計画となっています。 

なお、車いす専用駐車場の整備

や大ホールにおける車いす専用

座席を確保する等、バリアフリ

ーに配慮した施設といたしま

す。 

エ 

その他 

５０  
第５章 施策

の推進 

情報の発信について、ウェブ発

信が多くなってきましたが、文

字の発信も必要と思われます。 

障がい者に配慮した情報提供の

促進や利用しやすさの向上を推

進してまいります。 

イ 

反映済

み 



 

５１  

第５章 施策

の推進 

５５ 点字広

報紙・声の広報

紙の発行の継

続 

点字と声の広報を現状出してい

るが、現状と同じ目標というの

はどうなのか。もう少し目標は

高くしていただきたい。市議会

だよりは、議会でだしているも

のだが、市で出しているので、

今は抜粋になっているが、全文

でだしていただくような、目標

を広報紙だけにしないでいただ

けたら。 

点字広報紙・声の広報紙は、広

報ひらつかの発行に合わせて発

行しています。発行にあたって

は、利用者の声などを聴きつつ、

適正な情報発信に取り組みま

す。 

なお、議会だよりについても議

会だよりの発行に合わせて点字

版と音訳版を発行しています。

音訳版は全文を紹介しています

ので、点字版と合わせてご利用

いただければと思います。今後

も適正な情報発信に努めてまい

ります。 

ウ 

参考 

５２  

第５章 施策

の推進 

５６ きめ細

やかな情報提

供の推進 

情報収集について、視覚障がい

者や聴覚障がい者だけでなく知

的障がい者や発達障がい者の方

も情報収集が難しいので、計画

に取り入れてほしい。 

取組５６「きめ細やかな情報提

供の推進」では、「障がい特性に

応じた配慮を行う」としていま

す。 

イ 

反映済

み 

５３  

第５章 施策

の推進 

５６ きめ細

やかな情報提

供の推進 

調査件数１回とあるがどういう

調査を行うのか尋ねたい。 

次期計画を改定する際に広く意

見を伺うために障がいのある人

やご家族を対象として行うアン

ケート調査を想定しています。 

エ 

その他 

５４  

第５章 施策

の推進 

５７ 自己選

択ができる情

報提供の促進 

自己選択ができるだけの情報提

供ができるように代読の研修を

事業所ではヘルパーに対して行

っていると思うが、事業所では

なく市で行っていただきたい。

事業所で行っている研修ではど

のような研修を行っているのか

わからない。どのような研修を

行っているか分かるようにして

ほしい。 

本市が事業所職員に対する研修

については、虐待防止や差別解

消等の障がいに対する理解啓発

に関するものを中心に行います

が、今後の参考とさせていただ

きます。 

ウ 

参考 



 

５５  

第５章 施策

の推進 

５７ 自己選

択ができる情

報提供の促進 

７３ページの項目５７の「自己

選択ができる・・・」について 

：現状の欄で、自立支援協議会

を通じて情報提供を実施したと

の記載があるが、具体的にはど

のような事業を指すのか？ 自

立支援協議会の委員として出席

しているが、当事者やご家族向

けに、自立支援協議会が当事者

の自己選択・意思決定に資する

程の情報提供の事業を行った記

憶がない。 

相談支援専門員を対象とした研

修を通じて、障害福祉サービス

を必要とする方が効果的にサー

ビスを活用できるように、計画

相談支援体制の充実等を行って

います。 

イ 

反映済

み 

５６  

第５章 施策

の推進 

５８ ウェブ

アクセシビリ

ティ方針の推

進 

視覚障害者でもわかるようなウ

ェブサイトにしてほしい。 

本取組は、障がいの有無にかか

わらず、すべての方に見やすい

ウェブサイトを目指すもので

す。 

イ 

反映済

み 

５７  

第５章 施策

の推進 

５９ 意思疎

通支援事業の

推進 

ここは聴覚障がいの方のことが

書いてあると思うが、視覚障が

い者は意思疎通に問題がないよ

うに思われるが、言葉だけでな

く文字が介在すると意思疎通に

はやはりならないので、情報提

供はしっかりしていないと、意

思疎通も十分にはできないとい

うことになるので、その点も考

えていただきたい。 

視覚障がいのある方に対する情

報提供については、「きめ細やか

な情報提供の推進」の中で取り

組んでまいります。 

イ 

反映済

み 

５８  

第５章 施策

の推進 

６０ 歩道の

バリアフリー

化の推進 

平塚駅南口に障がい者用駐車ス

ペースがなく、目標の中にも掲

げられていないので、推進して

いただきたい。 

平塚駅南口広場は、限られた敷

地の中に路線バス、タクシー、

一般車両が乗り入れており、現

状の利用形態で障がい者用駐車

スペースを設置することは難し

い状況です。そのため、障がい

者用駐車スペースを設置するに

は、広場の全体的な改修が必要

ですが、その実現には長期的な

取り組みが必要となります。い

ただいた御意見は、広場の全体

的な改修が具体化される際の参

考とさせていただきます。 

ウ 

参考 



 

５９  

第５章 施策

の推進 

６３ タクシ

ー利用料金の

助成 

移動するにあたり、タクシーの

利用頻度は高いので、タクシー

利用料金の助成を増額してほし

い。 

タクシー利用料金の助成につい

ては、引き続き、近隣市町の動

向を注視するとともに、制度の

維持に努めてまいります。 

ウ 

参考 

６０  

第５章 施策

の推進 

６４ ノンス

テップバス導

入の促進 

ノンステップバスは普及してき

たが、まだ乗り降りに不便があ

るので、リフト付バスも検討し

てほしい。 

本市では、関係機関や市民団体

等で構成する「バリアフリー推

進協議会」を設置して、国の「移

動等円滑化の促進に関する基本

方針」に基づくバリアフリー化

を進めており、路線バス車両に

つきましては、事業者と連携し

てノンステップバスの導入を推

進しております。 

ご意見をいただきましたリフト

付きバスは、床下に収納スペー

スを設ける必要があるために低

床化が困難な高速バス、定期観

光バス等への導入が目標として

掲げられおり、日常生活で多く

の方が利用される路線バスにつ

きましては、今後も、ノンステ

ップバスの導入を推進してまい

ります。 

ウ 

参考 

６１  

第５章 施策

の推進 

６３ タクシ

ー利用料金の

助成 

障がい者の行動範囲の拡大や社

会参加の促進を図るうえで、今

後利用者の増加が見込まれま

す。「助成の拡大を図る」に文言

を修正できないかご検討下さ

い。 

また、「現状」は利用券の交付枚

数ではなく利用人数で表示すべ

きと考えます。 

障がいのある方の行動範囲の拡

大や社会参加の促進は、タクシ

ー利用料金の助成と合わせ様々

なサービス等によって取り組ん

でまいります。なお、交付件数

は、どれだけ利用されたのかを

表すために使っています。 

イ 

反映済

み 

６２  

第５章 施策

の推進 

６５ 福祉有

償運送・住民主

体地域内移送

の推進 

外出支援の方法が増える意味で

は、福祉有償運送をもう少し周

知してほしい。利用をもう少し

できる方法と量を増やしてほし

い。 

自力移動が困難な障がい者や高

齢者の移送を支える福祉有償運

送については着実に事業所数が

増加しているところですが、よ

り効果的な周知を図り、利用者

の増加を目指します。 

ウ 

参考 



 

６３  

第５章 施策

の推進 

６６ ＵＤ（ユ

ニバーサルデ

ザイン）タクシ

ー導入の促進 

電動車椅子等外出時、タクシー

に乗れない場合があります。Ｕ

Ｄタクシーのさらなる促進を。 

本市では、関係機関や市民団体

等で構成する「バリアフリー推

進協議会」を設置して、国の「移

動等円滑化の促進に関する基本

方針」に基づくバリアフリー化

を進めており、タクシー車両に

つきましては、事業者と連携し

てＵＤタクシーの導入を推進し

ております。今後も、多くの方

にご利用いただけるように、Ｕ

Ｄタクシーの導入を推進してま

いります。 

ウ 

参考 

６４  
第５章 施策

の推進 

知的障がいを持っていると、病

院から懸念する病院もあるの

で、病院や医師会と平塚市が連

携をして、受診できる体制を整

えてほしい。 

障がいを持っていることを理由

に受診者を差別することはあっ

てはなりませんので、平塚市医

師会へもそのようなことがない

ようお願いしていきたいと考え

ます。 

ウ 

参考 

６５  

第５章 施策

の推進 

６９ 障がい

者歯科二次診

療の支援 

神奈川県の歯科医師会からもな

るべく一次診療にするよう動い

ており、平塚歯科医師会と情報

共有をして適切に一次診療も受

けられるようにしてもらいた

い。 

障がい者歯科診療所は、一般診

療所で受診が困難な方が予約制

で受診をする二次医療機関とな

っています。現在、受診希望者

が多く、予約が取りづらい状況

となっておりますので、平塚歯

科医師会へもお願いし、なるべ

く一般診療所で受け入れていた

だけるようお願いしていきたい

と考えます。 

ウ 

参考 

６６  

第５章 施策

の推進 

７４ 重度障

害者医療費の

支援 

健康でなければ色々な活動もで

きないので、より充実していた

だきたい。現状を継続してほし

い。目標に「継続」という言葉

を入れてほしい。 

５か年計画のため、その間の内

容をまとめています。 

エ 

その他 



 

６７  

第５章 施策

の推進 

７４ 重度障

害者医療費の

支援 

本制度の支援について毎年要望

の 1番目に明記しております。

透析者は年間 156日（1日おきの

通院・治療が必要なため）とそ

の治療の多さ、透析時間も一般

的に 4時間、その前後をいれれ

ば 5～6時間拘束されます。だか

ら重度障がい者に認定されてい

ると理解しております。平塚市

は 1月から小児医療助成の所得

制限を撤廃するという英断を下

しました。重度障害者医療費の

支援についても、踏み込んだ表

現ができないかご検討下さい。 

今後の取組を進める上での参考

にさせていただきます。 

ウ 

参考 

６８  

第５章 施策

の推進 

７４ 重度障

害者医療費の

支援 

目標の「適切な支給を推進しま

す」の意味が分からない。 

ご意見を踏まえ、「適切な支給を

推進します」から「周知と合わ

せ、適切な支給を行います。」へ

修正します。 

ア 

反映 

６９  

第５章 施策

の推進 

８０ 相談支

援事業所によ

る相談体制の

充実 

障がい福祉課職員の相談を聞く

体制を見直していただきたい。

また、相談の方向性を示し、相

談支援事業所と連携をして相談

に乗ってほしい。 

今後の取組を進める上での参考

にさせていただきます。 

ウ 

参考 

７０  

第５章 施策

の推進 

８０ 相談支

援事業所によ

る相談体制の

充実 

８３ページの項目８０および、

８８ページの項目９２について 

・相談件数について：市障がい

者自立支援協議会でも再三指摘

されている通り、この集計数は

適切な数字ではない。ソーレ平

塚生活支援センターとサンシテ

ィ平塚においては、計画相談支

援の相談件数も上乗せした数字

となっており、地域生活支援事

業における委託相談支援事業の

相談件数としては正確ではな

い。また、サンシティにおいて

は国から委託されている障害者

就業・生活支援センターにおけ

る相談件数も含まれている可能

現状の相談件数は、各相談支援

事業所から提出されたものを集

計しています。ご意見は今後の

集計方法や相談員数を検討する

際の参考にさせていただきま

す。 

ウ 

参考 



 

性もある。３つの事業所の集計

方法を合わせた数字を記載して

頂きたい。 

・相談員数について：なぜ認定

調査員研修修了者数を職員数算

定の基礎資料としたのかが疑

問。もし職員数を記載するので

あれば、仕様書に記載されてい

る人員配置基準を基にするべ

き。また、資格を問うのであれ

ば認定調査員ではなく、相談支

援専門員とするべき。 

７１  

第５章 施策

の推進 

８０ 相談支

援事業所によ

る相談体制の

充実 

６ページ以降にある障がい者数

の推移を分析して、相談支援事

業所における目指すべき人員配

置基準について、見直しを検討

して頂きたい。特に精神障がい

者数については、増加率が著し

いが、相談支援事業所の人員配

置には大きな見直しがなされて

いない。 

ご意見は今後の集計方法や相談

員数を検討する際の参考にさせ

ていただきます。 

ウ 

参考 

７２  

第５章 施策

の推進 

８２ 障がい

福祉相談への

支援 

８４ページの項目８２の「障が

い福祉相談員」について 

：日々の活動で、障がい福祉課

のケースワーカーの皆さんが、

市民の方からの相談だけでな

く、私たち相談支援事業所から

の多くの依頼や相談にも応じて

下さり、非常に心強い。計画に

記載されている「障がい福祉相

談員」には、おそらく市の窓口

で市民からの相談に応じている

事務職の方も含まれていると思

われる。一方、地区担当を持つ

ケースワーカーは７～８名程度

で、不足を感じる。相談支援事

業所の人員配置基準と同様に、

障がい者数の増加に応じて、専

門的な資格や経験を持つケース

ワーカーの増員を希望する。 

障がい福祉相談員には市のケー

スワーカーは含まれていませ

ん。 

ご意見の人員配置基準等につい

ては、今後の取組の参考とさせ

ていただきます。 

ウ 

参考 



 

７３  

第５章 施策

の推進 

８９ 障がい

者福祉団体な

どへの支援 

目標に会員増としているのは結

構だが、実情、どこの団体も会

員は減っている。それは、会員

を増やす手立てがないから。個

人情報ということで市から情報

は出していただけないが、手帳

交付説明会で本人が受け取りに

来るのが分かっているのだか

ら、連絡をもらえれば、伺える

時は伺い、ちょっとお話ができ

たらいいなと思っている。視覚

障がい者の場合は特に本人が来

るのではなくて、家族が取りに

くるのではないかと推測してい

る。そうすると本人の希望が捉

えられないのではかと思うの

で、直接家族の方に先輩として

の話をしたいと思っている。こ

ういうことをしていけば会員増

にもつながるのではないかと思

うし個人情報の問題もないので

はないか。 

団体の紹介等はこれまでも手帳

交付説明会やイベント開催時行

っています。また、制度案内、

市のホームページでも掲載し、

広く周知しています。 

ア 

反映 

７４  

第５章 施策

の推進 

９０ 地域作

業所移行型地

域活動センタ

ー事業の支援 

８７ページの項目９０の地域活

動支援センター事業について 

：今後も利用者数の増加を見込

んでいただき、非常にありがた

い。他市町の傾向を見ると、国

給付の事業への転換を促すとこ

ろも散見されるが、地域性や利

用者それぞれの特性に応じて柔

軟に支援ができる地域活動支援

センターの存在は重要。 

ご意見は今後の取組の参考にさ

せていただきます。 

ウ 

参考 

７５  

第５章 施策

の推進 

９１ 障がい

者自立支援協

議会の充実 

自立支援協議会の取り組みにつ

いて、先進的に取り組んでいる

地域を参考にして、よりよく進

行していただきたい。 

ご意見は今後の取組の参考にさ

せていただきます。 

ウ 

参考 



 

７６  

第５章 施策

の推進 

９１ 障がい

者自立支援協

議会の充実 

委員としてうまく報告ができて

いないのかもしれないが、協議

だけで虚しさを感じる。協議だ

けでなく、行動を伴うようなこ

とに進んでいけたらと思う。協

議会の委員に当事者が少ない。

参加者がいるかいないかという

問題はあるが、もう少し当事者

を増やして話をすると意見が活

発になると思う。 

ご意見は今後の取組の参考にさ

せていただきます。 

ウ 

参考 

７７  

第５章 施策

の推進 

９２ 相談支

援事業所によ

る相談体制の

充実 

ここには相談員の人数は書いて

いないが、取り扱い件数はすご

い件数。相談員は恐らくいても

３～４名なのではないかと思っ

ている。そんな人数で本当に相

談支援になっているのかと思

う。かかえている問題はずいぶ

ん大きく、警察や裁判所と関わ

ったり、本当に大変だなと思う。

この件数を人数が少ない中で行

い、計画も立てたり、相談にの

ったり、頭の下がる思い。もう

少し相談員の人数を増やしたら

どうなのかなと思う。そうしな

いとよくなっていかないのでは

ないか。 

様々な相談にきめ細かく応じら

れている結果だと思っていま

す。ご意見は、今後の取組の参

考とさせていただきます。 

ウ 

参考 

７８  

第５章 施策

の推進 

９３ 障がい

者グループホ

ーム設置の支

援 

８７ページの施策１１ 「地域

生活移行・・・・」について 

項目９３のグルーホーム設置の

支援と同じような位置づけで、

「地域相談支援（地域移行支

援・地域定着支援）」を行う「指

定一般相談支援事業所」の設置

の支援も検討して頂きたい。精

神科病院に長期の社会的入院を

強いられている方の数に対し

て、事業所の数が著しく少ない。

事業所数の増加と相談員の資質

の向上を計る必要がある。 

ご意見は今後の取組の参考にさ

せていただきます。 

ウ 

参考 



 

７９  

第５章 施策

の推進 

９３ 障がい

者グループホ

ーム設置の支

援 

親の高齢化が進み、子の面倒を

見ることができないので、精神

障がい者向けのグループホーム

を増やしてほしい。 

ご意見は今後の取組を進める上

で参考にさせていただきます。 

ウ 

参考 

８０  

第５章 施策

の推進 

９３ 障がい

者グループホ

ーム設置の支

援 

グループホームの介助員やヘル

パーの人員不足（特に夜間帯）

が問題であり、職員を派遣して

もらえるサービスなどを提供し

てほしい。 

ご意見は今後の取組を進める上

で参考にさせていただきます。 

ウ 

参考 

８１  

第５章 施策

の推進 

９４ 地域生

活支援拠点等

の推進 

P８８ ９４番 地域生活支援

拠点等の推進   

目標に「支援体制の構築を推進

します」とありますが、ぜひ、

多くの機関と面的整備で拠点を

作って頂きたいです。 

重度障がい者や行動に難のある

大変な人は、短期入所等の利用

を断られる事があり常に家族が

支えざるを得ない状況です。 

自身の手術を先延ばしにし、旅

行もせず様々な制約の中で生活

している家族が多々おります。 

地域生活支援拠点等の推進に際

してのご意見として参考にさせ

ていただきます。 

ウ 

参考 

８２  

第５章 施策

の推進 

９５ 精神障

がい者にも対

応した地域包

括ケアシステ

ムの推進 

この取組を早急に実施していた

だき、家庭内での問題を地域で

気軽に相談できる環境整備を進

めてほしい。 

本市の精神障がい福祉に係る相

談体制の在り方については、現

在「平塚市障がい者自立支援協

議会」などにおいて検討してい

るところです。 

支援者や医療機関などの関係事

業所間で連携し、精神障がい者

が地域生活で安心して暮らせる

よう、取組を推進していきます。 

イ 

反映済

み 



 

８３  

第５章 施策

の推進 

９５ 精神障

がい者にも対

応した地域包

括ケアシステ

ムの推進 

８９ページの項目９５の「精神

障がいにも対応した・・・・」

について：担当課が障がい福祉

課となっているが、精神障がい

のある方についても高齢化が著

しい。そのため、地域包括ケア

推進課や高齢福祉課にも積極的

に関わって頂けるように働きか

けて頂きたい。  

精神障がいがあっても、また、

精神科病院に長く入院していた

としても、地域に戻って地域で

生活するために、高齢者の支援

を滞りなく受けられるように、

市の担当課も意識を共有して頂

きたい。 

精神障がい者にも対応した地域

包括ケアシステムでは、精神障

がいのある方の地域移行を進め

る上で、様々な関係機関との連

携が大切であると考えていま

す。ご意見は今後の取組の参考

にさせていただきます。 

ウ 

参考 

８４  

第５章 施策

の推進 

９７ 避難行

動要支援者登

録制度の推進 

登録者数が増加しているが、そ

れをサポートする人である人的

パワーが足りおらず、実際に災

害が起きた時にサポートに行け

るのか不安を感じるので、市で

対応を考えてほしい。 

「避難行動要支援者避難支援プ

ラン（全体計画）」を「避難行動

要支援者避難支援指針」に改訂

し、避難支援者を決める方式に

ついて、個別に避難支援者を決

める従来のマッチング方式に加

え、災害発生時等にあらかじめ

決められた場所に集合した自治

会等のメンバーで避難支援を行

うチームディフェンス方式を提

示し、地域の実情に応じた支援

体制の構築を促進します。 

イ 

反映済

み 

８５  

第５章 施策

の推進 

９７ 避難行

動要支援者登

録制度の推進 

特に災害の避難行動要支援者の

問題も、登録者に対して支援者

が３３％くらいだが、こういう

ことについてどのように取り組

もうとしているのかわからな

い。一度、障がい者の避難訓練

に参加したことがあるが、その

ことを参考にしていると思えな

い。今までやったことを書いて

いるだけで、今後、どういうこ

とをやるのかわからない。もっ

と具体的に、障がい者が参加す

る避難訓練を是非やってもらい

地域の方が避難支援に取り組み

やすい環境づくりを進め、避難

行動要支援者の方の安心安全を

充実することを改訂の主眼とし

「避難行動要支援者避難支援プ

ラン（全体計画）」を「避難行動

要支援者避難支援指針」に改訂

します。避難行動要支援者名簿

の提供先である避難支援等関係

者について、従来の自治会及び

民生委員児童委員に、警察・消

防・市社協・高齢者よろず相談

センターを加え、支援体制の拡

ウ 

参考 



 

たい。その際、色々なボランテ

ィアに頼んで、色々な障がい者

がどこかの場所を選んで一晩泊

まってみるという計画を是非、

市が立ててもらいたい。 

充を図っています。また、避難

支援者を決める方式について、

個別に避難支援者を決める従来

のマッチング方式だけではな

く、災害発生時等にあらかじめ

決められた場所に集合した自治

会等のメンバーで避難支援を行

うチームディフェンス方式を地

域が選択できるよう提案してい

ます。 

障がい者の避難訓練参加につい

ては、避難行動要支援者支援の

取り組みがより実効性のあるも

のになるよう、今後の訓練の参

考とさせていただきます。 

８６  

第５章 施策

の推進 

９７ 避難行

動要支援者登

録制度の推進 

地震、風水害等の自然気象災害

に備えて、防災体制の整備を引

き続きお願いします。市内福祉

施設は、障がい児・者の被災時

の受入れ協定を結んでいます

が、具体的なシュミレーション

ができる情報提供、情報共有と

防災ネットワークの連携をお願

いします。 

災害発生時などに円滑な障がい

者等の受け入れができるよう

に、緊急受け入れ協定を締結し

ている福祉施設等と災害時の受

入れ手順について確認する等、

情報共有の連携に努めてまいり

ます。 

ウ 

参考 

８７  

第５章 施策

の推進 

９７ 避難行

動要支援者登

録制度の推進 

災害時、吸引機等電気を必要と

している障がい者、お年寄り等

電力の確保、バッテリ等の予備、

水等当事者の自助努力も必要で

すが、病院・施設等の協力が出

来るよう働きかけ。 

自分自身ができる備えを日頃か

ら行うことがとても大切ですの

で、ご自宅でバッテリーを確保

することも備えの一つです。ま

た、災害発生時等には、病院や

福祉施設では入院・入所者や傷

病者の対応がありますが、市と

しましては連携に努めるととも

に、福祉避難所等の備蓄につい

て検討してまいります。 

ウ 

参考 



 

８８  

第５章 施策

の推進 

９７ 避難行

動要支援者登

録制度の推進 

・P９０ ９７番 避難行動要支

援者登録制度の推進 

支援者名を記載する現状では心

理的な負担も大きく、 

隣人や組内での支援が一番なの

で、制度の広がりは困難かと思

います。目標はこの制度の強化

となっておりますが、もっと具

体的な施策がよいです。 

例えばモデル地区を設定し、障

がい者が参加できる避難訓練を

目指し、地域と障がい者（家族）

と第３者としての支援者による

話し合いの場を何度も持ち、理

解を深めていく取組など。 

地域の中で孤立しがちな障がい

者（家族）に、さあ、避難訓練

に出ましょうと言ってもなかな

か厳しいものがあります。 

けれど、寄り添ってくれ、障が

いの説明をしてくれたり、トラ

ブル時に間に入ってくれたりす

る第３者の存在があると、全然

違います。 

モデル地区で出てきた課題等を

検討し、全市に広げていければ

と思うのです。  

私事で恐縮ですが、長時間にわ

たる厳粛な中学校の卒業式に放

課後等デイの職員さんが卒業生

だからと同行して下さり、針の

むしろ状態ではなく式を眺める

ことができました。寄り添って

下さる人がいるだけで、こんな

にも風景が違うのかとありがた

かったです。 

ご指摘のとおり、個別に避難支

援者を決める従来のマッチング

方式では避難支援者個人への負

担が大きいため、自治会の組内

（チーム）で支援をできるよう、

庁内外で検討してまいりまし

た。「避難行動要支援者避難支援

プラン（全体計画）」を「避難行

動要支援者避難支援指針」に改

訂し、従来のマッチング方式に

加えて、災害発生時等にあらか

じめ決められた場所に集合した

自治会等のメンバーで避難支援

を行うチームディフェンス方式

を提案し、地域の実情に応じた

支援体制の構築を推進します。 

ご指摘のモデル地区について

は、今後の取り組みの参考とさ

せていただきます。 

ウ 

参考 



 

８９  

第５章 施策

の推進 

１０１ 防犯

対策の推進 

ハード面のことはどこにかかれ

るのか。当然防犯意識は持って

いただきたい。これは、私たち

に対して書いているのか。意識

だけ高まっても犯罪はなくなら

ないと思う。ハードも進めるよ

うなことを考えていただきた

い。 

ハード面については、防犯対策

として、平塚市総合計画の「基

本施策２－⑨日常生活の安心・

安全を高める」において、防犯

設備の整備・充実を図ることに

ついて記載し、防犯街路灯及び

防犯カメラの設置・維持管理に

関する事業を進めています。 

個別計画である平塚市障がい者

福祉計画においても、県計画の

内容に合わせて、防犯の啓発に

関する内容を位置付け、防犯意

識を高める取組について記載し

ています。 

イ 

反映済

み 

 

＜お問い合わせ先＞ 

平塚市福祉部障がい福祉課 

電   話：０４６３－２１－８７７４ 

電子メール：shogai@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 

 

 


