
 

様式第１号（第５条関係）  

 

審議会等会議録概要 

会 議 の 名 称 平成 28年度第 1回久喜市障がい者施策推進協議会 

開 催 年 月 日 平成 28年 8月 19日 

開始・終了時刻 午後 1時 30分から午後 4時 30分 

開 催 場 所 鷲宮総合支所 407,408会議室 

議 長 氏 名 櫻井 邦夫 

出席委員（者）氏名 別紙のとおり 

欠席委員（者）氏名 別紙のとおり 

説明者の職氏名 山﨑障がい者福祉課長、岡田課長補佐、赤根主任 

事務局職員職氏名 

田中福祉部長、奥谷福祉部副部長、荻野菖蒲総合支所福

祉課長、白石栗橋総合支所福祉課長補佐、中村鷲宮総合

支所福祉課長、山﨑障がい者福祉課長、岡田課長補佐、

鳥海課長補佐、赤根主任 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．委員委嘱 

３．議事 

1）久喜市障がい者計画・障がい福祉計画策定のための

実態調査の実施及びスケジュールについて 

 2）久喜市手話言語条例の制定に向けた取組について 

 3）その他 

４．閉会 

配 布 資 料 別紙のとおり 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 １人 
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様式第２号（第５条関係） 

 

審議会等会議録 

 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

（山﨑課長） 

～開会を宣言 

～委嘱状交付 

～会議の成立について確認 

～会議の公開（傍聴・会議録）について説明 

～委員自己紹介・事務局紹介 

～配布資料の確認 

～櫻井会長よりあいさつ 

議長 

（櫻井会長） 

皆さんこんにちは。大変久しくご無沙汰いたしております。本日は猛暑、

ご多忙の中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

ご承知の通り、相模原市で前例のない殺傷事件が起こりまして、私も障

がい福祉関係者として大変ショックを受けているところでございます。亡

くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、社会の人々

が共生社会の実現に向けて、差別、偏見といった心の壁や人間の尊厳につ

きまして、改めて真剣に考え続けてほしいと思っているところでございま

す。この協議会でも、今後具体的な事案が生じましたら、テーマとして取

り上げていきたいと考えております。 

本日は、お配りした資料の通り、次期計画の策定のためのアンケート調

査を基本テーマとして、積極的に意見交換をしていきたいと思います。ど

うぞ、よろしくお願い申し上げます。 

議長 

（櫻井会長） 

～櫻井会長が議長となり議事を進行 

会議録署名人は従来から名簿順にお願いしてきたところですので、今回は

山路委員と池内委員にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

それでは早速、議題に入ってまいります。まず最初に、議題 1）久喜市

障がい者計画・障がい福祉計画策定のための実態調査の実施及びスケジュ

ールについて、事務局から説明をお願いします。 

事務局 ～資料１説明～ 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。各設問につきまして、前回の調査と比較しな

がら、丁寧にきめ細かくご説明いただきましたので、変更点等が明らかに

なったことと思います。約１時間、皆様方には集中してご静聴いただきま

したので、お疲れかと思いますので、ここで５分程度休憩を入れまして、
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その後ざっくばらんに意見交換をしていきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

～５分間休憩 

議長 

（櫻井会長） 

 ～コンサルタント紹介 

 ～資料 1 の訂正について説明 

それではアンケート調査について意見交換を進めていきたいと思いま

す。最初に設問数の少ない参考資料２の市民向け調査票から協議していき

たいと思います。参考資料２の内容について、早速ご意見をいただければ

と思います。このあたりがわかりにくい、選択肢を細かくした方が良いな

ど、いろいろあるかと思います。 

奈良委員 ３ページ「２．障がい者との関わりについて」の問６、問７、問８でお

伺いします。問６「障がいのある方に次のようなお手伝いをしたことはあ

りますか」、問７「今後、障がいのある方にどのようなことができると思い

ますか」の設問では、お手伝いということが二つの設問で書かれていて、

次に問８「ボランティア活動に関心がありますか」の設問ではボランティ

ア活動と書かれています。手伝いとボランティア活動の部分で、一般の方

が、「ボランティア活動をしたいし関心もあるが、どういった活動がボラン

ティア活動になるのか」といったときに、一般の方は手伝いとボランティ

ア活動の違いがわからないのではないでしょうか。勉強している人はわか

ると思いますが、そこが少しどうかと思いました。 

議長 

（櫻井会長） 

貴重なご意見をいただきました。お手伝いとボランティア活動の違いが

わかりにくいということですが、確かにお手伝いも角度を変えればボラン

ティアになるので、一部重なる部分はあると思います。お手伝いという言

葉について、他に何かご意見はありますか。このあたりの表現がわかりに

くいという意見が出ていますが、桜井委員はいかがですか。 

桜井委員 お手伝いはイメージ的に個人的な感じがしましたが、個人に対してボラ

ンティア活動をしていますという場面はあまり想像がつかないように思い

ます。やはり団体や団体に属している人に何かをしたときに、一般の方は

ボランティア活動というイメージがつくのではないかと思います。少し言

葉を付け加えてはいかがでしょうか。自分の団体も今度県外視察に行きま

すが、毎年２名の学生ボランティアの方に来てもらっています。やはり「団

体における」「団体に所属している方への」といった表現を少し付け加える

とイメージが湧くのではないでしょうか。 

神委員 そもそも一般市民の方に、障がいのある方がどなたかわかるかと言って

もわからないと思います。そのときにお手伝いしましょうかと言えるはず

がないと思います。例えば、私を見ても耳が聞こえないことはわからない
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でしょうし、それと同じことで難病の方などもそうだと思います。そこが

どうであるかということを基本的に考えていかないと、設問としては意味

がないのではないでしょうか。 

議長 

（櫻井会長） 

確かにここでお手伝いした人というのは、自分の知っている身近な人な

のではないかと思います。対象を考えた場合、問６、問７は身近の知って

いる人で、問８はその他大勢の人になるのではないかと思います。工夫が

必要かもしれないと思います。 

石田委員 私のイメージでは、お手伝いは個別、単発であり、障がいのあるなしに

関わらず、あの人が困っているなとか、赤ちゃんが泣いているからお母さ

ん困っているなというときに、声を掛けたり、ベビーカーを押してあげた

りするといったことを含めたのがお手伝いではないでしょうか。ボランテ

ィア活動というのは、一回限りで終わっても良いのですが、もう少し継続

的なイメージがあるので、団体に向けた活動もありますし、自分が団体に

所属したり、社協を通じて、個々の方に対して、ボランティア精神をもっ

て接したりというのがボランティア活動ではないでしょうか。一言「継続

的な」といった言葉があるというように、受け取る側に、お手伝いは街中

で見かけた人にという感じで、ボランティア活動はもう少し踏み込んだ感

じのほうがより伝わるのではないかと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

貴重なご意見だと思います。神委員がおっしゃったように、障がいによ

っては障がいのある方とは一見わからないことがあります。手帳を持って

いるとは限らないですし、障がいの捉え方は難しいように思います。 

神委員 例えば、障がい者がある目的をもって集まっているようなときや、街の

中で障がい者であるということがわかったときに、あなたはお手伝いしま

すかということではないかと思います。視覚障がいの方は白杖を持ってい

ますが、他の方はどのように区別するのかといえば、何もないです。言語

障がい者は、例えば駅などで何をしたいのかと聞かれても、話すことがで

きません。そういうことを市民に聞くのであれば、あなたが障がい者に接

したときにどう思うか、そこから始まらないと駄目なのではないでしょう

か。お手伝いする気になるのか、ならないのか、知らんぷりしますかとい

うことをまず聞きたいと思います。今日はハローワークの方も来ています

が、例えば障がい者の窓口があればはっきりわかりますが、入ってきたと

きにはわからないので、そのときにどこに行けば良いのか教えてくれる人

が誰かいるのでしょうか。病院には案内があるからすぐわかりますし、す

ぐに来てドアを開けてくれたりします。駅も、足が悪い人や車いすの人の

場合はあらかじめ何番ホームに行って、何号車に乗ると案内してくれます

が、そういうことがわからない。そこから始めないと、何も解決しないの
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ではないでしょうか。 

押田委員 これは元々障がいがあることを前提とした上でのボランティア活動、お

手伝いの話ではないかと思います。我々がお手伝いするのはお年寄りであ

り、障がいのあるなしに関係なく、障がい者以上のお年寄りになった人も

お手伝いしますが、初めからボランティアのつもりでやっている訳ですか

ら、これもボランティアと言えばボランティアではないでしょうか。何か

一言付け加える必要があるのではないかと思います。 

柳田委員 私は４歳のときに失明して、70 年間全盲の世界におります。30 年前に

久喜市に引っ越してきましたが、そのときは私が杖を持って駅前などを歩

くと、物珍しそうにじっと見つめる人が多かったです。国際障害者年を機

に、いろいろ国民に対して障がいに関する啓蒙や理解を求める活動が盛ん

になって、今ではかなり変わってきています。私は一人で歩くことが多い

ので、１日に多いときは 10 回くらい「お手伝いしましょうか」と声を掛

けられることもあります。コンビニエンスストアに買い物に行ったときも、

お店の人が「何かお手伝いしましょうか」と必ず声をかけてくれるので、

非常に助かります。 

先ほどからボランティア活動とお手伝いの関係が問題になっております

が、ボランティア活動では、社協を通じていろいろな活動をしております。

お手伝いもソフト面のボランティア活動の一つだと思っております。時間

を費やして「お手伝いしましょうか」と言ってくれて、迷っているときに

自分の家の近くまで案内してくれる人も今は多くなりました。個々の障が

い者に対する理解と啓蒙も大変必要になってきているのではないでしょう

か。 

今、社協や教育委員会を通じて、子どもたちに対して障がい者に関する

福祉授業というのをやっていて、これが地域の中に根付いています。私の

知っている人が小・中学校に行っていろいろなお話をしていますが、子ど

もたちも街を歩いていると、必ず「○○小学校の○○です。お手伝いしま

しょうか」と言ってくれて、家まで送ってくれることも多くなっています。

そのような面で、これからは障がい者自身も啓蒙と理解を求めるように努

めた方が良いのではないかと思っています。 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。体験談参考になりました。今、何人かの方か

らお聞きしておりますと、簡単にいえば、お手伝いは個人的で単発的なも

のであり、ボランティア活動は組織的で継続が前提となっているという感

じで、私は受けとめております。個人としてお手伝いしたことはあるかと

いっても、神委員がおっしゃったように、障がいが外見的にわからない場

合が多いのだから、一般の人はサポートしてくれるかどうかわからないと
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いうこともあると思います。問６の中に選択肢を追加して、「特に支援する

気がない」「お手伝いする気は全くない」といった否定的なことを付け加え

てはどうかと思います。内部障がいや難病の方を含めて、外から見ただけ

ではわかりにくい障がいが増えつつありますので、そのあたりを工夫すれ

ば良いのではないかと思います。ボランティア活動についてはもう少し丁

寧に説明するようにしてはいかがでしょうか。ボランティア活動には個人

ボランティアと組織ボランティアの二通りあると思いますが、そのあたり

はいかがでしょうか。 

野口委員 今社協のお話が少しありましたが、電車やバスで席を譲るのがボランテ

ィア活動なのか、お手伝いなのか子どもなどに聞くと、何年か前にテレビ

で「ちょボラ（ちょっとしたボランティアの意味で）」という CM をやっ

ていた時期もありましたが、どちらかというとマナー、席を譲った本人の

受け止め方によって、お手伝いという認識なのか、手伝いをしたとも思わ

ず自然に出た行為なのか、意識の違いによって変わるのではないかという

印象を持ちました。障がい者などの手助けを必要としている方は見た目だ

けではわからないということがそもそもあるので、設問の表現の工夫が必

要なのではないかと思います。ただ、これは計画をつくるための設問なの

で、ある程度障がいのある方と関わっている上でのやりとりということで、

そのような行動に移せるのか、やったことがあるのかという聞き方をする

他ないのかと思って聞いておりました。ボランティアの定義としては、無

償性や自主性などいくつかありますが、問６、問７の内容はやる人によっ

て変わる内容であるような気がします。お手伝いや関わりなど、そのよう

な行動をとったことがありますかというように言い換えてはどうかという

印象を持っています。 

中城委員 この場合、問６、問７はお手伝いであって、ボランティア活動とは少し

ニュアンスが違うと思います。先ほどお話があったように、マナーという

意識の方が強くて、日本語では適切な表現ができないですが、外国の言葉

だと「ヘルプ」という言葉になるのではないでしょうか。選択肢にたくさ

ん「手助け」とありますので、「お手伝い」の後にカッコして「手助け」と

してはいかがでしょうか。 

桜井委員 今のことに付け加えて、私は「心配り」ということを入れていただけた

らと思います。我が子もダウン症で、階段などを歩くのもゆっくりですが、

若干遅くても誰一人からも文句を言われたことがありません。電車が満員

のときでも、急いでいるときでも、我が子の様子を見て、がんばれと応援

してくれるように思えます。そういう風に待っていていただけるだけでも

ありがたいと思って毎日を過ごしています。そういう心配りであれば、た
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くさんの方が今までに経験があるのではないかと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

心配りというのは良いと思いますので、問６あたりに入れられないでし

ょうか。 

押田委員 この文面から見ますと、ボランティア「活動」になりますから、何か組

織に入って、組織的にやることであるような感じを受けます。 

山路委員 ２ページの説明に「周囲の理解や配慮があれば・・・」という説明があ

り、４ページには「４．障がい理解について」とありますので、文面から

「配慮」ということがあるのではないかと思いますが、問６、問７の選択

肢８、９はマナーとか配慮といったこととは若干違うのではないかと思い

ます。食事や掃除など家事を行ったというのが手伝いというのはどのよう

なニュアンスなのか私にはあまり理解できないので、説明をいただけると

助かります。 

２ページの説明の「周囲の理解や配慮があれば活躍できることがたくさ

んあります」、「障がいのある方への理解を深めましょう」ということから、

３ページの「２．障がい者との関わりについて」は、配慮のようなものが

前提にあるのではないかと文章から読み取れるのではないかと思います

が、先ほどの議論から言うと、問６、問７ではほとんどの選択肢がマナー

や配慮についてなのに、選択肢８、９は出会う場面が少ないのではないか

と思います。駅など外のことだと思いますが、選択肢８、９はあまり外の

ことではないので、なぜ入れたのかわからないように思います。この選択

肢８、９はどちらかと言うと支援のような感じがします。 

奈良委員 選択肢８、９を入るとお手伝いということになりますが、お手伝いとい

うと上から目線のような気がして、考え方が違うかもしれませんが、先ほ

どの「関わり」や「心配り」という言葉が柔らかくて、私は良いと思いま

した。ただ、選択肢８、９が入ると、全体を大きくまとめるとやはりお手

伝いなのかとも思ったので、選択肢８、９をもし抜くのであれば違う表現

にしたほうが良いのではないかと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

確かに、選択肢８、９は家の中と外が混じっているのでわかりにくいか

もしれません。心配りや気づきというのがポイントなのではないかと思い

ます。整理すると、「お手伝い」はカッコして「手助け」とする、選択肢８、

９は外と中が混ざっているから仕切りが必要ではないか、「心配り」を追加

する、「手伝う気がない」といった選択肢を入れるというご意見があったと

思います。もう少し工夫が必要ではないかと思います。ここで答えを出す

ことは難しいと思いますので、事務局としては今のご意見を参考に検討す

るということでよろしいでしょうか。 

事務局 事務局としては、前回調査の設問を踏襲しましたので、今いただいたご
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意見につきましては、それほど複雑には考えていなかったところです。今

ご意見をいただいて、いろいろ思い当たるところがございますので、ここ

ですぐにという訳にはいきませんが、ご意見を整理した上で工夫して、で

きるだけ皆様のご意見をふまえた表現になるように考えたいと思います。 

野口委員 5 ページのイベントのところで、社協が市から受託している「くりの木

フレンドリーウィーク」は、昨年度から「くりの木フレンドリーデイ」に

なっておりますので、説明と問 17 の選択肢を訂正していただければと思

います。 

小林委員 菖蒲地区の人は騎西特別支援学校に通っていますが、騎西特別支援学校

のイベントは載せなくても良いでしょうか。 

中山委員 旧菖蒲町が学区なので、菖蒲地区の方にはなじみがあると思います。騎

西特別支援学校の文化祭は「きよう祭」といい、内容は久喜特別支援学校

とほぼ変わりません。 

議長 

（櫻井会長） 

騎西特別支援学校のイベントも追加した方が良いと思います。 

一般市民向け調査票については、まだ課題もありますが、よろしいでし

ょうか。それでは参考資料 1、障がい者向けアンケートに入ります。 

石田委員 「○はいくつでも」という設問がたくさんありますが、この調査票が届

いて回答したら、ほとんどが必要なのでほとんどに○をつけるという設問

が多いように思います。例えば、4 ページの問 16 は介助や支援をしている

人が困っていることについての設問ですが、ほとんど○をつけて出すこと

になると思います。アンケートとしては広く皆さんの意見を取るというこ

とで、たくさん○をつけてもらっても良いのかもしれませんが、計画を立

てることにつなげるのであれば、その中でどれが本当に困っていることな

のかがわかったほうがプラスになるのではないでしょうか。例えば、特に

困っていることに二重丸を一つつけていただくといったことがあったほう

が具体的な回答が得られるのではないかと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

貴重なご意見だと思います。確かに、どれを特に必要としているかがわ

かった方が、計画をつくる上では参考になると思います。 

神委員 今の関連で、市民アンケートでは大まかに障がい者ということで良いと

思いますが、障がい者アンケートの分析のときに、それぞれの障がいに基

づいた分析ができないと、問題が明確になってこないのではないでしょう

か。障がいを全部、知的障がいも、視覚障がいも、聴覚障がいも一緒に統

計を取ってそれで良いのでしょうか。せっかくアンケートを取るのであれ

ば、障がい別に問題を分析したほうが、より計画や対策がはっきり見えて

くるのではないでしょうか。 

議長 ご意見は私も理解できます。ただ行政が行うアンケートの場合、どうし
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（櫻井会長） ても前回と比較しながら、どのような意識やニーズの変化があったのか知

りたいということもあります。不十分なところをカバーしたり、意識が低

いところは高めたりというように、ニーズ把握の点から言うと、どうして

も前回を参考につくらざるを得ないという理由もあるのではないかと思い

ます。ただ確かに障がいによってニーズは異なると思いますので、一部追

加することは可能ではないかと思います。全体を大まかに聞いて、障がい

別に特性に応じたニーズを把握するために若干設問を追加すればカバーで

きるのではないでしょうか。行政のアンケートにはそのような欠点は確か

にあると思います。 

谷部委員 今の点につきましては、集計の仕方によって反映できるのではないかと

思います。問８で障がいについて聞いていますので、データを集計すると

きに仕分けして集計すれば、それぞれの障がいでどのようなニーズがある

のか読み取れると思います。○の数につきましては、確かに全部に○をつ

ける方もいらっしゃると思います。ですから、特にやりたいのかを明確に

するという観点から、上位三つに○をつけていただくようにしたほうが明

確化してくるのではないかと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

では「いくつでも」ではなく、「特に三つ」というように絞ってはどうで

しょうか。問８でうまくクロス分析をすれば出るのではないかというご意

見がありましたが、コンサルタントの方、いかがでしょうか。 

コンサルタン

ト 

クロス集計という、他の設問で答えた回答別に分けて集計していくとい

う方法があります。問８で手帳の種類を聞いておりますので、身体障害者

手帳をお持ちの方だけの結果、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持

ちの方だけの結果を出すこともできます。また、問９で聴覚障がいの方の

結果、視覚障がいの方の結果などをそれぞれ出すことができますので、全

ての設問について、例えば聴覚障がいの方の結果を出すことができます。 

「○はいくつでも」についてですが、私どもはいろいろなアンケートを

実施してまいりまして、先ほどお話のあった二重丸や「○は三つ」という

こともやってまいりましたが、いろいろ問題がありまして、やはり「○は

いくつでも」が最も良いという結論に達しまして、このような形にしてお

ります。と言いますのは、「○は三つ」と書いても、やはり四つ、五つ○を

つけてくる方が必ずいらっしゃいます。そうなりますと、厳密に言えば無

効回答になってしまいますので、有効な回答が減ってしまうということが

あります。また、例えば問 48 の障がい者施策の充実についての設問です

が、選択肢を見ると全て重要なことばかりで、全てに○がつきそうですが、

実際には必ず差がついて、多いものと少ないものが出てきます。制限をつ

けないで全て書いていただいて、その上でどれが多いか少ないか分析する
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のが一番正当な方法ですので、やはりここは「○はいくつでも」が最も適

していると私どもでは考えております。 

議長 

（櫻井会長） 

 確かに三つと言っても五つ付ける人がいますので、そのような回答は無

効になるということです。従来も絞っていなかったと思いますので、この

ような形でやってみたいと思います。また、前回の調査結果を見ても、障

がい別に整理して特徴を載せてありますので、クロス集計で結果を出した

のだと思います。クロス集計をきちんとやることで、個別の設問はつくら

なくても分析は可能だということだと思います。 

神委員 視覚障がいの方には、点字で対応した調査票を送るのでしょうか。送る

ときに視覚障がいの方であることはわかると思いますので、そのような対

応も必要なのではないでしょうか。同居している方がいれば良いと思いま

すが、一人で住んでいる方などは対応できないのではないでしょうか。 

事務局 事務局といたしましては、抽出の段階でお一人ずつ調べていけばどのよ

うな障がいの方かわかるのですが、それに全て対応するのは時間がかかる

のでどうしても難しい面があります。点字の調査票をお送りするのは難し

いのですが、音声コードをつけたものをお送りする予定ですので、読み上

げ機に調査票をかざしていただければ、機械が手元で読み上げるというこ

とになります。 

神委員 自分が重度身体障がい者になり、このような委員会に出席するようにな

ってから、障がいというものについて随分考えるようになりましたが、非

常に問題が大きくて、訳がわからなくなってしまいます。今回の相模原市

の事件についても、障がい者に対する考え方がひどいのは、言葉や文言が

悪いのではないかと考えています。久喜市では障がいの「がい」をひらが

なにしましたが、これは表記上の問題であって、音声上はやはり同じ「が

い」なのです。そうすると、実現する可能性はないと思いますが、文言自

体を他の文言に変えることはできないかと考えています。アンケートを取

るときに、障がい者に「障がい」という文言についてどう思っているのか、

他に言い換えてほしいかといったことを伺えないかと思いますが、難しい

でしょうか。 

議長 

（櫻井会長） 

そういう設問を設けた方が良いということでしょうか。 

神委員 できればそうしていただいて、福祉だけでも変えていただければ、久喜

市がもっと進んだ市になっていくのではないでしょうか。 

議長 

（櫻井会長） 

古くは石偏の「碍」と書きましたが、これが常用漢字ではなくなって、

「害」という字になりました。イメージが悪いので「碍」に戻す議論もあ

りましたが、やはりマイナスイメージが強いということで、市町村を中心
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にひらがなになってきています。ご意見のように別な言葉があれば良いの

ですが、いろいろな意見があって、なかなか次のことばが出てきません。

国や県は法律用語である漢字の「害」を使っており、市町村はかなりひら

がなになってきています。そのような名称についての設問を設けたほうが

良いということでしょうか。コンサルタントの方は、そのような設問を扱

ったことはありますか。 

コンサルタン

ト 

「障害」の表記については、市町村によって方針が決まっていることが

多いので、アンケートに盛り込んだことはありません。国の委員会でいろ

いろ議論があって、なかなか難しいので当面は従来通り漢字の「害」で行

こうという形に決まったことがあったと思いますが、他の意見を持った方

ももちろんたくさんいらっしゃいますので、とりあえずという形だったと

思います。ただ、先ほどのお話にもあったように、市町村ではかなりひら

がな表記が普及しているのが現状だと思います。アンケートにそのような

設問を盛り込むことは可能ですので、もしご希望が多いようでしたら、そ

のようにさせていただきたいと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

表記について他に何かありますか。今回のアンケートで障がい者の方に

ご意見を聞いてみたいですか。 

柳田委員 難しいところですが、私は言葉には全くこだわっておりません。昔は「座

頭」などとも言われましたが、それでもこだわりはありません。 

押田委員 こだわっているというのは、本人が差別的な考えを持っているからでは

ないでしょうか。きちんと辞典にも出ている言葉ですし、そのような考え

がなければこだわる必要は全くないと思います。 

桜井委員 アンケートで選択肢もないのにいきなり書くのは難しいと思います。も

う少し議論が深まってからでないと、選択肢がつくれないのではないかと

思います。 

中城委員 精神障がいや知的障がいの人は、明治時代には隔離されていた状態で、

障害者という名前もなくて、人権も侵害されて、人であって人でないよう

な時代もありました。日常生活に差し障りはある訳ですので、この漢字に

ついて言っていたらきりがないように思います。私は「害」という字にこ

だわっていたので、一度厚生労働省の国民の声コーナーに聞いてみました

が、国全体で「障害」の「害」をひらがなにしてほしいという運動で、毎

年 10 万人の署名活動をする団体があって、国としてもひらがなにしても

良いのではないかということで動いているが、法律用語は一度決めたらな

かなか変えられないということらしいです。久喜市はそのような発言があ

ったときにすぐ受け入れて、広報紙や公文書で全てひらがなにしたことは

大変良いということで、久喜市は障がい者に対して理解のある市として厚
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生労働省でも評価していました。ひらがなにはできても、すぐに別な言葉

に変えるのは難しいと思いますが、昔は知的障がい者の方も精神薄弱者・

児などと呼ばれていましたので、そのような歴史から見ると、今は大分開

かれているのではないでしょうか。当事者の方がそのような気持ちはない

とおっしゃっているので、私たちもそれほどこだわる必要はないと思いま

すが、ただ、「害」の字は「害悪」「害虫」くらいしか熟語がないので、私

は不適切だと思っています。 

奈良委員 職業上、障がいのあるお子さんも預かっているので、「害」の字が非常に

気になっていて、研修などにも出ております。ある大学の先生は、障がい

者の方が「害」なのではなく、生きていく上での周りの困難さが「害」な

のだとおっしゃっていたのがよく理解できました。障がいのある方は「害」

の字が嫌だと思いますし、私も嫌ですが、周りが害にならないように関わ

っていかなければいけないのだという気持ちになりましたので、そのこと

をお伝えしておきたいと思います。 

小林委員 その子が害なのではなく、環境が害になっているということで、私自身

は「害」の字を使うことには全然こだわりはありません。私の子どもはダ

ウン症を持っています。昔はダウン症児などと言われていましたが、「ダウ

ン症のある人」「ダウン症のある子」と言い換えましょうとダウン症協会で

も言っているところです。自分の中に差別意識がなければそれで良いと思

いますが、障がい者、障がい児と言われるとやはり嫌ですので、ダウン症

を持っているという意味合いの言葉が良いと思います。「ダウンちゃん」な

どと言われると非常に頭にきますので、やめてほしいと思っています。 

神委員 先日もテレビでパラリンピックの目の見えないマラソン選手のことをや

っていました。絆という輪を持って伴走者の方と走る訳ですが、その方も

自分を障がい者として認知していないようでした。実際私もそうです。私

もこのように話していて、皆さんの話は聞こえる訳ですし、どんどん社会

に出ていますので、私自身は障がい者だとは思っていません。そうすると、

一般の方が逆に障がい者を意識しているのではないでしょうか。障がいの

ことがわかったときに、「障がい者」なのだという考えに変わってしまうの

ではないでしょうか。 

議長 

（櫻井会長） 

名称をどうするか総合的にお聞きすると、こだわっている方も、こだわ

っていない方もいるので非常に難しいところだと思います。いろいろとご

意見を伺って、設問までは設けなくても良いのではないかというように受

け取めておりますが、それでよろしいでしょうか。それでは、このことは

今後の課題として、今回は含めないことにしたいと思います。 

桜井委員 今回は手帳を持っている方、難病の方に配布するということですが、発
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達障がいや高次脳機能障がいについては、手帳を持っている方ということ

では難しいのではないかと思いますので、今回対象からはずされたのでは

ないかと思いますが、手帳を持っていない発達障がい児・者や高次脳機能

障がい者のご意見を吸い取るのに、ヒアリング調査などをお考えなのかど

うか伺いたいと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

手帳を持っていない方については、行政では把握しきれていないのでは

ないでしょうか。 

山路委員 発達障がい児・者や高次脳機能障がい者は精神障害者保健福祉手帳を持

っている場合があります。身体障がいについては部位をお聞きしますが、

精神障がいについては統合失調症なのか、高次脳機能障がいなのか、発達

障がいなのかわからないのではないかと思います。 

事務局 手帳をお持ちの方から機械的に抽出をさせていただきますが、久喜市で

は難病患者見舞金を支給しているため、難病の方は手帳をお持ちではなく

ても把握できる範囲の方がいらっしゃいますので、その中から抽出させて

いただきました。残念ながら、発達障がいのお子さんで手帳をお持ちでな

い方については、全員をきちんと把握することが難しいため、まずはアン

ケートで実態を把握した上で、今後皆様方を含め各団体ヒアリングを行い、

ご意見をいただいて、計画に反映できるように役立てていきたいと考えて

おります。 

小林委員 私の子どもは 18 歳です。このアンケートで「あなた」とあるのは本人

なので、彼の立場に立って考えてみましたが、なかなか難しいと感じまし

た。成人したときにどこに住みたいか、情報の入手方法、サービスの利用

など、本人にはさっぱりわかりませんが、親はわかるというときに、本人

の立場に立って、わからないと回答するということになるのでしょうか。 

事務局 ご指摘の点は、私どもがアンケートをする上でなかなか難しいテーマだ

と感じています。昨年度、差別解消法のアンケートをさせていただいたと

きにも、お子さんに全て答えられるのかというご意見をいただきました。

今回は調査票の案という段階ですが、1 ページに「ご記入にあたってのお

願い」という欄がありまして、①には「あて名ご本人のことについてご回

答ください（この調査票で｢あなた｣とあるのは、「封筒のあて名ラベルにお

名前が記載された方」のことを指しています）」とあります。②では「ご本

人が障がいや病気、あるいはまだ小さいお子さんであることなどの理由で

回答できない場合は、ご家族や介助者の方がご本人の立場に立ってお答え

ください」とあります。ここは考え方が二つに分かれるところだと思いま

す。一つは、ご本人が回答するのが難しいので、家族が本人に代わって答

えるという方がいらっしゃると思います。それとは別に、本人は答えられ
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ないので、回答は無理だと考えられる方もいらっしゃると思います。これ

は仕方がないことかと思います。ただ、私どもとしては、結果をできるだ

け計画に生かしていきたいと考えております。障がいのある方お一人の人

生ではなく、ご家族も含めての人生ですので、ご家族がご本人についてど

のように願うのか、どのようになれば将来良い形になるのかを考えてご回

答いただければ良いのかなと考えているところです。 

小林委員 今のお話を聞けたので、私の願いを書いても良いのだとわかりましたが、

ただ調査票をもらってお願いのところをそのまま読むと、自分の思いを入

れてはいけないと思って書くのではないかと思います。ただ、自分が死ん

だ後、本人がどのようになってほしいという願いはたくさんあります。受

け取った人に任せるということでしょうか。 

事務局 できればご本人に代わって、いろいろ想像して書いていただきたいとい

うのが市のスタンスです。市の意向をうまく汲み取っていただけない場合

も考えられますので、そのあたりを含めた表現を検討させていただきたい

と思います。 

桜井委員 14 ページの問 48 の選択肢４に「障がい児教育の充実」とあります。こ

れは学校教育のことだと思いますが、私としてはインクルーシブ教育につ

いても入れていただきたいと思います。一般市民向け調査票の問 14 では

インクルーシブの観点の選択肢がありますが、できましたら障がい者向け

調査票にも入れていただきたいと思います。インクルーシブ教育という言

葉は、障がいのある方ならわかるかもしれませんが、もう少し柔らかい表

現でも良いので、入れていただければと思います。 

中山委員 インクルーシブ教育は県でも進めておりますので、教育関係者の間では

かなり一般的だと思います。障がい児の保護者も知っていると思いますが、

全員の方にわかるかどうかは疑問ですので、言い方は横文字ではなく、長

くなるかもしれませんが、日本語で丁寧に書いたほうが良いと思います。 

谷部委員 「障がいのあるなしに関わらずともに学ぶ」という表現はいかがでしょ

うか。 

議長 

（櫻井会長） 

その表現はわかりやすいと思います。 

桜井委員 問 48 の選択肢４と一緒にするのではなく、選択肢を一つ追加していた

だきたいと思います。健常の子どもの中に障がいの子どもを入れることに

はまだまだ風当たりが強いので、母親が非常に困っているところです。 

鈴木委員 私は身体障害者手帳と難病医療受給者証を持っている立場でこのアンケ

ートに回答してみましたが、問 12 で選択肢３「受けていない」を選択す

ると、問 17 まで回答する設問がなくなり、丸１ページ空いてしまうこと
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になります。これだけ飛ぶとわかりにくいので、設問が飛ぶところは、「問

○へ」といった説明を一言入れていただくと良いのではないかと思います。

問 17 も同様です。問 22「外出するとき困ること」は外出することが前提

となっていると思いますが、選択肢 13 は「外出の機会や行き先がない」

となっており、設問と合わないのではないでしょうか。問 32「災害時名簿

への登録」では、「登録している人は１、登録していない人は２~４からお

選びください」と言い換えをしていただいたほうが理解しやすいと思いま

す。問 45「サービス利用に関して困っていること」で「必要とするサービ

スがない」という選択肢は設問と合わないのではないでしょうか。 

議長 

（櫻井会長） 

コンサルタントの方、いかがでしょうか。 

コンサルタン

ト 

個別にすぐにはご回答できませんので、ご意見をいただいた点について

は、事務局の方とご相談して検討したいと思います。 

奈良委員 ８ページの問 30「災害時に不安なこと」の選択肢６に「病気や障がいに

配慮した避難場所に避難できるか心配」とありますが、そのような避難場

所についての情報提供は既にできているのでしょうか。 

事務局 市では、災害が起こった場合には福祉避難所を設置する予定です。お配

りしている資料をよくご覧いただきますと、その中に福祉避難所というの

がございます。ただ、これはすぐに立ち上がるものではありません。最初

は通常の避難所が立ち上がり、さらに配慮が必要な人を把握した上で、状

況を見ながら福祉避難所を立ち上げることになっています。 

また、災害時要援護者という登録をしております。一人暮らしの高齢者

や障がいのある方に登録していただいて、災害が起きた際には見守りをし

ていただく支援者に状況把握に行っていただきます。その上で、救助や避

難が必要な場合には市に連絡していただいて、必要な避難所に避難してい

ただくことになります。登録されている方には、最寄りの避難所がどこか

をお知らせしている場合もあります。 

議長 

（櫻井会長） 

いろいろなご意見が出ましたが、アンケート全体について他に何かあり

ますか。とりあえずよろしければ、事務局で今後詰めていただきたいと思

います。長くかかりましたが、議題 2 の方に入らせていただきます。 

事務局 ～資料２説明～ 

神委員 ここで言っている手話というのは、日本手話でしょうか、日本語対応手

話でしょうか。他市の条例では、はっきり日本手話と言っているところも

ありますが、久喜市はどのように捉えたら良いのでしょうか。また、小学

生なども手話体験をしているようですが、どのレベルまで教育するのでし

ょうか。例えば、市役所の方は 10 回程度で手話を覚えられるのでしょう
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か。本気でやる気があるのでしょうか。時流に乗って条例をつくるのは良

いと思いますが、議員の方も条例をつくる上で手話をしっかり勉強した上

でやっておられるのでしょうか。 

事務局 日本手話と日本語対応手話については、検討会の中でも意見が分かれて

いるところですので、協議中のため、ここで今のご質問に全てお答えでき

る段階ではないということで、申し訳ありませんがご理解いただければと

思います。日本手話というのは、表情や身ぶり手ぶりを含めて一つの動き

で意味を表すものだそうです。手で 50 音を表示したり、文章をその通り

に表示するのが日本語対応手話ということです。通常手話と言っているの

は日本手話であると聴覚障がい者団体の方から伺っております。久喜市も

日本手話を普及させてほしいという意見もあります。ただ、手話になじみ

のない方に日本手話と日本語対応手話を敢えて分けてご説明して、そこま

で理解していただけるのかというご意見もあり、はっきり区別をつける必

要はないのではないかというご意見もありますので、今のところどちらと

いうことではなく、そのような状況となっております。 

どの程度まで教育をするのかというお話ですが、市の職員が 10 回で手

話ができるようになるという訳ではなく、手話というものをどの程度覚え

られたかという状況でございます。参考資料４の２ページに手話奉仕員養

成講座とありますが、これは初めての方に日常会話に必要な手話の知識、

実技を習得し、ボランティアの養成を行うものです。まず 1 年目に入門課

程を、2 年目に基礎課程を行い、さらにその次に進んでいただける方は、

手話通訳者講座に進んでいただいて、全部で４～５年かかって手話通訳者

というレベルになるので、本当に手話で全ての意思疎通ができるようにな

るにはそれくらいはかかります。どこの自治体でも手話通訳者の養成は急

務になっていますが、これが非常に難しいということも理解しております。

ただ、聴覚障がいの団体の方や手話をお使いになる方には、例えばあいさ

つをしてくれるだけでもうれしいとおっしゃる方もいますので、非常に時

間がかかることですが、少しずつでもそういったことを広めていきたいと

考えております。 

議長 

（櫻井会長） 

これに関しては鋭意検討中ということですので、市の方にお任せしたい

と思います。それではまとめに入りますが、その他として、アンケート全

体を通じて何かございますか。特にないようでしたら、調査の実施時期が

迫っていますので、追加・修正については事務局一任ということでよろし

いでしょうか。（承認） 

それでは、そのようにご了解いただければと思います。 

鈴木委員から配布した資料について何かありますか。 
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鈴木委員 以前この場をお借りして、難病患者の会を始めるとお知らせいたしまし

た。その後なかなか思うように進まない状況でしたが、今年度から活動を

具体化することができましたので、資料をお配りいたしました。お仲間に

なっていただける方がいらっしゃいましたら、是非よろしくお願いいたし

ます。 

事務局 今年の 11 月 27 日に、埼玉県が実施主体となります「みんなのしあわせ 

共生社会 県民のつどい」が栗橋地区のイリスで開催されることになって

おります。埼玉県内の各種団体の交流会が予定されておりますので、是非

足を運んでいただければと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

それでは、これで閉会にしたいと思います。長時間に渡りまして、いろ

いろなご意見をいただき、本当にありがとうございました。 

事務局 委員の皆様には、公私ご多忙の中ご出席をいただき、長時間にわたって

貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。本日をも

ってこの 2 年間の任期で予定されている会議が全て終了いたしました。2

年間にわたり本市の障がい者施策の発展にご尽力をいただきまして、誠に

ありがとうございました。次期も委員を務めていただける方につきまして

は、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、平成 28 年度第 1 回久喜市障がい者施策推進協議会

を閉会いたします。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 
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