
 

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 3回久喜市障がい者施策推進協議会 

開 催 年 月 日 平成 29年 3月 24日 

開始・終了時刻 午後 1時 30分から午後 4時 20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、荻野菖蒲福祉課長、

市川栗橋福祉課長、中村鷲宮福祉課長、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．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

実態調査の結果について 

 2）久喜市障がい者計画・障がい福祉計画策定に向けた

スケジュールについて 

 3）久喜市障がい者計画・障がい福祉計画策定に向けた

団体等へのヒアリングの実施について 

4) 久喜市手話言語条例について 

 5）その他 

３．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 ０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 

～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 

～配布資料の確認 

櫻井会長 皆さんこんにちは。本日はご多忙のところご出席を賜りまして誠にあり

がとうございます。今年は、平成３０年度からの生活関連分野に渡る障が

い者計画と障がい児・者の福祉計画を策定することになりましたので、生

活福祉サービス等の現状や障がい関係法制度の動向等をふまえながら、皆

さんと前向きに情報交換を行い、様々な課題を明確にして計画に反映して

いきたいと考えております。本日も議題に従いまして、円滑に効率良く進

めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 

（山﨑課長） 

ありがとうございました。それでは、議事に移らせていただきます。議

事につきましては、久喜市障がい者施策推進協議会条例第４条第１項の規

定に基づきまして、櫻井会長に議長となっていただき、議事進行をお願い

したいと存じます。櫻井会長、よろしくお願いいたします。 

櫻井会長 それでは、これから議長を務めさせていただきます。従来通り座ったま

ま進行させていただきますので、あらかじめご了承をお願いしたいと思い

ます。まず最初に、議事録の署名人を確認させていただきます。今回は名

簿の順によりまして、神博孝委員さん、鈴木美穂委員さん、ご両名よろし

くお願いいたします。それでは、早速議事に入らせていただきます。実態

調査の結果につきまして、事務局からよろしくお願いいたします。 

事務局 ～実態調査報告書について説明～ 

櫻井会長 ありがとうございました。今、調査結果のポイントを中心にお話をいた

だき、様々な問題が少し見えてきたかなというところでございます。感想

でも何でも結構ですので、私が日頃考えていた通りの結果が出たなど、い

ろいろあろうかと思います。これから計画を策定する中で、できるだけ活

かしていきたいと思っておりますので、何かあればお聞かせください。 

奈良委員 この結果の単純な感想なのですが、やはり災害時に不安を感じるのは健

常の人でも感じると思うのですが、特に避難中の薬や医療的ケアといった

部分は、やはり障がいを持つ方は特に感じるのではないかなということを

感じました。また、もう一つは、障がいを持つ方で差別や偏見をあまり感
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じないという人が 30.2％と結構多かったので疑問を持ったのですが、やは

り若い人は非常にいろいろなことに対して、成長過程や思春期などもある

ので、敏感に感じてしまうのだなと感じました。 

櫻井会長 今の避難所の話も、東日本大震災のときも大きな課題で、宿題として残

りました。内部障がいの方などがかなり亡くなりましたから、大きな課題

だと思います。災害が起きるたびに医療的ケアとか、避難所のあり方、避

難所と医療機関との連携の問題などいろいろあるので、このあたりについ

ても、少しでも前進するように今後考えていければと思います。差別・偏

見も確かにそうだと思います。私も福祉にずっと関わってきたものですか

ら、障がい者の仲間がたくさんいますが、やはり気にする人と気にしない

人がいます。私は一人でも気にする人がいれば、心の壁を低くしていきた

いと思っています。このあたりのことも、どのように理解を深めていった

ら良いのか、一緒に考えていければと思っています。 

小林芽美委員 外に出たいかどうか、交流したいかどうかという設問がありましたが、

知的障がいのある若い人たちは外に出てみたいというのが多くて、そのよ

うな面もあるのですが、出たくないと自分で決めている人もたくさんいる

のだなと思いました。そのような人たちはそれでいいと思うのか、それと

もみんなと社会に出て行けるような施策があったほうが良いのでしょう

か。自分で行きたくないと言っているのだから、それで良いのかなと疑問

に思っていました。若い知的障がいの人は不安がたくさんあるけれども、

高齢になると心配がないと書いてあるから、心配しなくても大丈夫なのか

なと思ったり、障がいがある人以外のアンケートには、自由回答のところ

ですごく理解してくださっていて、障がいのある人の目線で施策がなされ

たら良いとか、本当に共生社会ができれば良いといったことが一杯書いて

あったことがとてもうれしかったです。また、半分の人たちがボランティ

アにも関心を持っていると書いてあり、そういう人たちが回答してくださ

ったのかもしれませんが、とても希望に感じました。 

櫻井会長 確かに小林委員がおっしゃったように、まだまだ差別や偏見が根強く残

っているのが現状ですから、そうした中で一部の人が理解を示してくれる

のはうれしいです。私もほっとしながらこの自由意見を見ていました。こ

れから努力を続けていけば大丈夫だなと受け止めていたところです。 

鈴木委員 難病の方についてですが、まず就労についてで、難病の方は常勤で働い

ているという割合が多いということと、地域活動に関しては逆に参加して

いない割合が突出して多いというのは、やはり一般の方でもそうですけど、

外で働いている人だったら地域活動などに参加する機会は逆に少ないのか

なと、難病の方は普通の社会参加をしている人が多いという印象を受けま
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した。ただ自由意見にあるように、病気であることを隠しながら働き続け

ているとか、相談のあり方のところで、プライバシーに十分配慮してほし

いという回答が一番多かったという面でも、背景でやはり病気ということ

を知られると何らかの差別を受けるのではないかとか、そのようなことが

あって、一見普通の社会生活を送っているようであっても、病気というこ

とを知られないように、ひっそりと普通の生活を送っている方が多いので

はないかと思っています。見えない状態の方は、公に患者さんの集まりを

しますよと言っても、それに食い付いてこない人が多いというのもつなが

ってくるのかと思います。それから、奈良委員の発言を受けてですが、災

害の問題について、難病患者さんとか、子どもの難病の方、小児慢性特定

疾患の方などに対して、毎年保健所で講演会や当事者同士のピアカウンセ

リングなどが行われているのですが、普段の医療講演に関しては、大体お

客さんが１～２名程度とかほとんど来ないような状態ですが、東日本大震

災を受けて、病気の方が災害が起きたときにどうすれば良いかをテーマと

した講演を行ったところ、満員でした。つまりそれだけ関心の高い方が多

いということが、実際に分かっていると思います。 

櫻井会長 難病についてはいろいろありますが、これからの計画にどのように盛り

込んでいくか、またいろいろと議論させていただきたいので、ご意見をい

ただければと思います。障害者総合支援法で難病が認められて、少し理解

が深まったのはそれからでしょうか。難病はいろいろなところで前より話

題やテーマになってきていて、マスコミもときどき取り上げていますので、

そのような関係もあるのではないかと思います。 

鈴木委員 当事者側の問題が大きいと思います。本人の気持ちの部分です。先ほど

櫻井会長がおっしゃったように、差別的な発言をされても全然気にしない

人もいれば、気にする人もいるというように、一般的な病気ではない、得

体の知れないような病気の状態を知られたら困るとか、知られたところで

何かご近所付き合いに支障が出るのではないかとか、そういう風に考えて

いる人が多いようです。一見見た目には分からない人が多いので、自分か

らオープンにすることはしないで暮らしている人が多いようです。 

櫻井会長 中城委員、精神障がいの方々も同じような思いではないでしょうか。 

中城委員 難病の方も精神の障がいも見た目ではあまり分からないけれども、非常

に深く重いものがあります。生活のしづらさにおいては一番しづらい病気

ではないかと私は思います。共同世話人をしておりまして、当事者の方と

接して、ご家族の苦労も見つけて、生活のしづらさというのを実感してい

ます。当人が一番実感していることだと思います。その原因として、コミ

ュニケーション能力の低さや、対人関係が非常に苦手で、ひきこもりの人
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が半分くらいいますが、引きこもらざるを得ない自分の精神的な病の障壁

を、周りの人たちにも理解していただきたいと思います。それにはやはり

ここにも書いてあるように福祉教育の充実があると思います。小さい頃か

ら精神障がい者や知的障がい者、難病の人も一緒になって共に生きていく

社会なのだという教育を植えつけていかない限り、障がい者は私たちとは

違うと思ってしまい、福島の教師までもばい菌などと言ってしまうような、

いじめにつながってしまうのではないでしょうか。そういう差別がある社

会になっていることは何か悲しいと思います。そのような現実を突き付け

られたときに、もっと考えなければいけないと思います。今後もっと障が

いのある人たちの理解促進が必要ではないかと思います。それと、就労な

どもとても困難で、100 人いたら３人くらいできれば良いという形で、結

局持続が困難なんですね。知的障がいの方のほうがどちらかと言えばずっ

と続けることができる。精神障がいの場合は波がありまして、良いときに

は半年くらい続けられても、何かの障がいで続けられなくなることもあり、

大変困難な病気であるということは感じます。 

櫻井会長 ありがとうございました。確かに先ほど鈴木委員がおっしゃったように、

残念ながら社会参加しづらい状況下にあるのではないかと思います。その

あたりをこれからどのように改善していくかだと思います。 

宮原委員 精神障がいについての続きですが、精神障がいの方にはすごく差がある

と思います。その中の何割かは社会に出たいという気持ちがとてもたくさ

んあります。それで出てみたら難しいということが確かにあるのですが、

どうにか週３～４回働ける人はいますが、社会が週３日、週４日というの

をほとんど認めてくださらなくて、週５日でという就労先が多いようです。

それから、私は作業所をやっていますが、うちのところはいつも一杯です。

また、自由に週１～２回でも良いという作業所が、現状では少ないような

気がします。自由にやっているようなところにも全体の支援をしてほしい

と思います。就労継続支援 A型事業所は増えていますが、A型事業所で精

神障がいだけに特化したところは少ないです。三障がいの人が一緒にいる

と精神障がいの人はどうしても不安定になってうまくいかなくて、余計病

気がひどくなるという、そういう状態をよく見ます。精神障がいにも、少

し優しいところから、ちょっと厳しいところまで、何段階かの作業所があ

ると良いと思います。 

櫻井会長 ありがとうございました。今、方向としては、入所型施設も通所型施設

も四障がいで一緒にやっていこうということを目指しています。福祉資源

をあまり増やせないので、地域資源を効率良くうまく使っていこうという

ことだと思いますが、四障がいだと難しいのでしょうか。今、国は共生型
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社会を目指してなるべく一緒にやっていこうとしています。例えば、高齢

者と障がい者と児童を一緒にやっていこうと考えているようですが、なか

なか難しいのでしょうか。 

宮原委員 理想はそうだと思いますが、でもやはり難しいというのがあると思いま

す。各所で各々の手当てをしてくれれば、もう少しうまくいくのではない

かということがあります。私のところの人は A型事業所に行って、結局余

計に病気がひどくなって、薬の量が増えた人がいます。一回増えると少な

くするのにとても苦労します。どんどん悪くなる。それで、A 型事業所に

移った人には、悪いと思ったらすぐに戻ってくるようにと言っています。

実態と本人の希望が違っています。 

櫻井会長 Ａ型事業所は少ないのでしょうか。 

宮原委員 今、増えてはいるのですが、いろいろな評判を聞きますと、本当に良い

Ａ型事業所は少ないのではないかと言われているようです。東京のほうか

らはそういう声が聞こえてきます。賃金はＡ型事業所がとても良いので、

作業所でも最低１時間に 100円くらいの補助があると良いといつも思いま

す。 

櫻井会長 就労問題はこれからの大きな課題であり、久喜市でももっと力を入れて

いかなければならないと思います。先ほど中城委員から福祉教育の話が出

ていましたが、谷部委員いかがでしょうか。福祉教育にもっと力を入れる

べきだ、差別や偏見が問題だということがアンケート調査の結果でも出て

いましたが、一般の子どもたちと特別支援学校の交流はかなり進んでいる

のではないのでしょうか。交流関係は今どうなっていますか。 

谷部委員 今、本校では小学部の生徒が清久小学校の全学年の生徒と交流会を行っ

ています。中学部は久喜南中学校と交流会を行っています。高校は誠和福

祉高校と交流会を行っているところです。やはり障がいのあるお子さんと

接する機会がないという話を聞いたりしますので、そのような機会をたく

さん設けていくことにより、お互いを知るということが非常に大切なので

はないかと思いまして、学校では今後も続けていく方向で取り組んでいま

す。もう一つは、今団塊の世代の方がかなり退職されていて、そのような

方にいろいろなところで活躍の場を広げていただくことが非常に必要なの

ではないかと思っています。今回の結果を見ますと、ボランティア活動に

関心のある方が半数くらいおり、その中で経験のある人が 11 パーセント

くらい、機会があれば参加したいという人が 40 パーセントくらいいるこ

とがこの資料から読み取ることができます。本校でもそのような方にでき

るだけ学校の現場に来ていただいて、子どもたちの様子を知っていただく

ことで、関係する子どもたちにも話してもらうことができますので、そう
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いった形でいろいろなところに広まっていくのではないかと思います。そ

のあたりを本校では次の課題に挙げて、地域の方の力を学校の教育に活か

していければと考えています。 

櫻井会長 福祉教育も障がい者計画の課題の一つですので、どのような形で盛り込

むのか考えていきたいと思います。 

関根委員 いくつか感想を述べたいと思いますが、例えば 10 ページを見ますと、

現在自宅で暮らしている人が 91パーセントくらいいますが、13ページを

見ますと、自宅で暮らしたいという人は 63 パーセントくらいと、将来の

希望では 30 ポイントくらい少なくなっているということはどういうこと

なのか考えたのですが、一人で暮らしたいという意味なのか、親に面倒を

かけたくないという意味があるのか、いろいろあると思います。そのあた

りを今後分析して、自宅で暮らしたいという回答がかなり少なくなってい

ることを考えれば、行政などがどのような援助ができるのか考えることが

必要ではないでしょうか。 

また、８ページの年齢を見ますと、65歳以上の高齢者が約 55パーセン

トとなっており、久喜市の高齢化率は 26～27 パーセントくらいだったと

思いますので、回答している方には高齢者の方が多いと思います。内容的

には自由意見などでも多様な意見がありますが、不安要素がかなり入って

います。そのあたりを考慮しながら今後計画をお願いしたいし、私たちも

考えて行かなければならないと思います。一つの例を言いますと、18ペー

ジでは要介護３以上の人が 30 パーセントくらいいます。ということは、

介護を要する人がかなり多いということだと思います。差別を感じるとい

う人が、障がい者では 33パーセントくらいなのに、一般の方では 50パー

セントくらいとなっており、反対かなと思ったのでちょっと気になりまし

た。逆転しているので、そのあたりが私にはわからなかったところです。

災害の関係で、63ページでは要援護者名簿に登録している人は割と少ない

ですが、登録したいという人は 25 パーセントくらい、登録したくないと

いう人は２割弱となっています。ということは、登録したいという感じは

かなりあるのではないかと思います。登録の際に要件などがあるのかお伺

いできればと思います。 

櫻井会長 登録の関係については、私も同じように感じました。登録するメリット

がわからないのか、メリットが不十分だから登録していないのか、登録す

るのに何か条件があるのでしょうか。特に条件がないのであれば、メリッ

トがないということでしょうか。 

関根委員がおっしゃっていたように、私も一般の人が差別や偏見を感じ

ているというのは、どこで感じているのかが分からないように思います。 
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神委員 今もそうですが、登録していない人が多いと、なぜかということになり

ますが、この中身は現象は把握できたけれども、何が問題なのかが見えて

こない部分がかなりあります。アンケートで質問して答えたことに対して、

それはなぜかというところがもう一つほしいのですが、それを要求し始め

ると莫大なことになるので、アンケートも返ってこなくなってしまうので

はないかと思います。そのあたりがアンケート調査では非常に難しいと思

います。策定のための実態調査というのは良いのですが、それを本当にう

まく活用できるのでしょうか。問題がどこにあるのかという探求が何もな

されないと、どうしたら良いのだろうということになってしまうのではな

いでしょうか。役所の方の思惑が私たちの思惑になってしまうと、本当の

意味の推進になっていくのか、ここをもう少し考えないと、問題が山積み

になって隠れてしまうのではないでしょうか。 

櫻井会長 神委員がおっしゃったように、そのあたりがアンケート調査の限界なの

ではないかと思います。本当は掘り下げて聞くことができれば良いのです

が、この場で当事者の方にお聞きしてフォローしていただく以外にないの

ではないかと思います。アンケート調査をこれだけの方に出すとあまり細

かく質問できないので、そのあたりに限界があるのではないかと思います。 

神委員 例えば、女性が話し相手がほしいというときに、若い方なのか高齢者な

のかが分からない。社協でやっている傾聴ボランティアの講習会には 20

人くらい出ているはずで、そのような方をどんどん活用しても良いのでは

ないでしょうか。そうすると、本当に問題点と解決策というのが見えてき

ます。そういう風にならないとうまくいかないのではないでしょうか。 

櫻井会長 そのあたりは、次回以降の会議の中で是非にという方がいればきめ細か

なお話をお聞かせいただければと思います。 

奥澤委員 私は数十年前に特別支援学校におりました。就労の問題に関して、私も

大宮や地方の特別支援学校を見学して感じたことなのですが、就労支援に

大変熱心で、特に就労については学校を卒業したらすぐ手助けしていて、

学校の中に就労の施設があり、業者を呼んで何時間かカリキュラムを盛り

込んで、それについて子どもたちが一所懸命やっており、生きがいを持っ

てやっていました。久喜市ではそのような取り組みはまだしていないので

しょうか。 

谷部委員 作業学習として、７つの分野に分かれて取り組んでいます。 

奥澤委員 就労関係の取り組みはあるかもしれませんが、実務的なものではないと

思いますので、できればそのようなものを取り入れながら、子どもたちに

いくらかでも勤労意欲を持たせるようにふくらませていくと大変良い結果

が出るのだと感じました。見学していますと、学校も行政もおとなしいで
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すが、もっと自分たちがこのようなことをやっているのだということを示

していくと、違ってくるのではないでしょうか。自宅が学校の近くなので、

たまに挨拶もしますが、もう少し地域との結びつきや就労関係をふくらま

せていくと、もっと幸せになるのではないかなと感じています。 

赤池委員 

 

私が活動している久喜身体障害者福祉会では、段々会員さんが減ってき

ているので、今若い方でも 50 歳以上の方で、それ以下の人は全然おりま

せん。今回この年齢別の集計が書いてあったので、非常に参考になりまし

た。実際見ても、若い方というのは少なくて、やはり 50 歳以上の方のほ

うが多いので、現在会員を増やそうと考えて、いろいろやっておりますの

で、非常に参考になりました。 

櫻井会長 それも課題の一つですね。確かに高齢化が進んできているので、いろい

ろあろうと思います。ありがとうございました。まだまだご意見、感想等

いただきたいところですが、時間の制約もありますので、とりあえずよろ

しいでしょうか。どうしても言っておきたいということがありましたら、

最後に少々時間を取りますので、よろしくお願いします。 

事務局 先ほどの要援護者の関係で、ご回答させていただきたいと思います。先

ほど、要援護者見守り支援登録台帳がどのようなものかということで、該

当になる対象の方の限定があるのかというお話でしたが、現在久喜市で行

っている見守り支援事業の対象は、まず 65 歳以上の高齢者の方で、一人

暮らしの方や日中夜間一人暮らしの方、高齢者だけの世帯の方、介護保険

の要介護３以上の認定を受けている方でございます。それから、障がいの

ある方につきましては、手帳による区分けをしています。身体障害者手帳

１・２級の方、療育手帳○Ａ、Ａの方、精神障害者保健福祉手帳１級の方、

難病患者の方、障害支援区分３以上の方が対象となっています。このほか

にも、妊産婦の方、乳幼児や児童、外国人の方も対象となっています。こ

の要援護者見守り支援登録台帳に自己申告で登録することによって、個人

情報を支援する方たちに提供しても良いという了解が得られたということ

になりますので、民生委員さん、地域の区長さん、最近では自主防災組織

が地域によっては立ち上がっていますので、そうした地域のさまざまな組

織の方たちの支援を受けることがこの台帳を通じて広がっていくというシ

ステムをつくっておりまして、現在取り組みを進めている状況でございま

す。 

櫻井会長 ありがとうございます。関根委員よろしいでしょうか。私も参考になり

ました。 
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事務局 ～資料２説明～ 

～資料３説明～ 

櫻井会長 スケジュールはあくまでも予定だと思いますので、団体ヒアリングに関

して何かございますか。 

桜井直美委員 昨日質問したことを含めて、障がい児福祉計画の作成について事務局に

伺ってからでもよろしいでしょうか。 

事務局 桜井委員から事前にご質問がございまして、国のほうで新たに障がい児

に関する計画も策定するようにということが今回入ってきたところでござ

います。今回皆様にお示ししているアンケート調査は、久喜市障がい者計

画・障がい福祉計画を策定するためのものですが、この障がい者計画とい

うのが、今後久喜市の６年間の施策を明らかにするものです。障がい福祉

計画というのは、様々なサービスの見込量をどの程度見込んでいくかにつ

いて、３年間の計画をつくるものです。さらに、障がい児の部分につきま

しても計画をつくるようにということが示されましたので、この具体的な

つくり方につきましては、国の示す資料を見ながら判断していきたいと考

えております。現在も障がい福祉計画の中には児童に関するサービスもそ

れぞれ数値目標を入れておりますので、それらをさらに充実させて明らか

な形にしていきたいと考えています。いずれにしても、そこの部分は障が

い児の計画であることがきちんと分かるような書き方をしていきたいと考

えています。 

桜井直美委員 その一つとして、もう少し発達障がいのお子さんたちにスポットを当て

ていただきたいと思います。対象団体として私が入っている手をつなぐ育

成会を入れていただいてうれしいのですが、発達障がいに特化した会も久

喜市では活動を始めてきているので、そこのお母さん方の意見も聞いてい

ただきたいと思います。地域療育センターという県の施設がありますが、

そこのお母さん方が自分たちの会を立ち上げて毎月勉強会や情報交換をし

ておりますので、是非そのお母さん方の声も聞いていただけたら、発達障

がいのお子さんのお母さん方のつらさやご家族のご苦労が分かるのではな

いかと思います。代表には確認を取ってあり、是非ということでしたので、

皆様のご賛同をいただけたら、是非発達障がいという枠で「でこぼこジャ

ンプ」も含めていただけたらと思います。 

櫻井会長 発達障がいは新しい計画の大きな課題の一つだと思います。今までは少

し不十分だったかもしれないので、是非対象に含める方向でよろしいでし

ょうか。 

事務局 そのように対応させていただきたいと思います。後ほど詳しく教えてい

ただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 



10 

 

桜井直美委員 もう一つ、繰り返し言っていることですが、いろいろな問題の原因とし

て、やはり学校教育における福祉教育や、実際に交流しているかどうか、

インクルーシブ教育が進んでいるかというところが原因とつながっていく

のではないかと思います。先ほどのアンケート調査の結果にも出ていたの

ではないかと思いますが、一緒に身近にいる方と身近でない方の違い、や

はりときどき会うくらいであったり、親戚にいるくらいではなかなか理解

は進まないのではないかという感じています。そのようなことも含めて、

小・中学校や幼稚園、保育園の先生方ともう少し議論させていただかない

と、本当の解決にはつながらないのではないかと思います。前回の障がい

者計画を見ていただいても良いでしょうか。53ページには特別支援教育の

充実、さらには「教育支援プランの作成と、それに基づいた教育活動を実

施します」ということが書いてあります。言葉は悪いですが当たり前のこ

とが書いてあるだけで、実際にそのプランが作成されてきちんと保護者と

面談をしているかとか、評価をしているかとか、そのようなところを確認

していただきたいなというところがあります。私の情報だと、プランは立

てていますが、それをきちんと保護者と共有していなかったり、年度途中

や年度末にきちんとプランの評価をしていたりというケースは少ないで

す。もう少し立ち入ったところ、実際にプランが検証されているかどうか

というところを確認するためにも、もう少し学校教育の先生方に、この協

議会で計画を立てる際に携わっていただかないと、本当の解決にはならな

いのではないかと思います。 

谷部委員 教育支援プランについては、確かに書かれているのは当たり前のことで

あり、プランをつくってそれに沿って子どもたちを育てるというのは当た

り前のことです。ただ、それをつくる過程が非常に大切なので、今年も保

護者と話し合いをしながらつくるようにという話はしています。特に昨年

４月１日から障害者差別解消法が施行され、教育支援プランの中にそうし

た項目を含めてしっかりやるように、今取り組んでいるところです。さら

に、桜井委員のお話にありましたように、できるだけいろいろなところで

お互いに活動する場を増やしていくことが非常に大切だと思っています。

今、学校でも取り組んでいる支援籍学習というものがあります。本来は小・

中学校に行くべきだけれども特別支援学校に来ている子どもが、小・中学

校で一緒に勉強する機会を設けています。回数は年３～４回くらいとそれ

ほど多くはないのですが、一緒に登校したり、一緒に勉強したりして帰っ

てくるという取り組みも進めています。県としても、支援籍制度について

はできるだけ一所懸命取り組んでほしいという考えを持っています。また、

教育全体としてはかなり進んできていて、高校においても、現在小・中学
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校でやっている通級指導が、平成 30年度から法制化されて入ってきます。

一度に全部は入らないと思いますが、何校か実際に一緒に勉強しながら、

ある授業だけは別のところで勉強するといった取り組みも進んできていま

すので、さらに高校にも入ってくると思います。 

櫻井会長 インクルージョン教育の流れが少しずつ前面に出されてきているという

ことでしょうか。 

桜井直美委員 谷部先生がおっしゃっていることはもちろんわかるのですが、小・中学

校、幼稚園、保育園で考えていただきたいと思います。特別支援学校の先

生が一所懸命やってくださっていることはわかりますが、一般の学校でど

うかということがありまして、この場には残念ながら一般の学校の先生は

いらっしゃらないのですが、支援籍学習に行っても出席を取るときに名前

を呼んでもらえなかったケースもあり、一般の先生方の支援籍学習に対す

る意識が高まっていません。何で私のクラスにこの子が来ているのという

ようなことが実際にありました。それでそのお母さんは二度と支援籍学習

には行かないと決めて、ただつらかったということも実際に久喜市でもあ

りました。やはりまだまだ小・中学校の先生には難しいところがあって、

実際に言葉ではみんなで一緒にとか、障がいの子を大事にしようと言って

くださるのですが、実際に目の前に来た子に対して自分がどのように接し

たら良いのか分からなかったり、対応策が考えられなかったり、どうして

もまだ区別すること、障がいのある子は別で、ときどき会うくらいという

考え方が根強いのではないかと思います。 

櫻井会長 今の問題は障がい者福祉課だけでは難しいと思いますので、教育委員会

との連携の中で考えていかなければならないのではないでしょうか。今ど

うするとは言えないと思いますので、検討していただければと思います。 

神委員 あまりそちらの方面は詳しくはないのですが、先日テレビを見ていたら、

ダウン症のお子さんが出ていました。その親子は普通学校に通っていると

いうことでした。他に頼らないで、自分たちでも変えていくような強い姿

勢があるのでしょうか。私も驚きましたが、普通の会社に行ってパソコン

を操作していました。そのようにできる子がどの程度いるのかは分かりま

せんが、そのような子もいるので、非常に参考になるのではないでしょう

か。保護者にも役所に対するアピールが必要だと思いますが、そのような

動きはしているのでしょうか。 

桜井直美委員 そのような取り組みもしています。 

神委員 そうすると、役所の動きが悪いということだと思います。保護者の方の

働きかけが足りないのではないかと私は思います。そのあたりはどうなの

でしょうか。真面目に受け止めているのであれば、地区としてもっと発展
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していくのではないでしょうか。会があるのなら、会としてもっと進めて

いくことができる訳で、それを役所が受け止めることができるのではない

でしょうか。そうすれば、地区としてもっと広めていくこともできるので

はないかと思います。いろいろな方法があるので、もっと方法論を考えた

ほうが良いのではないでしょうか。 

小林芽美委員 私の子どももダウン症で、小・中学校は地域の学校の普通学級に行きま

した。アンケート調査の結果にもありますように、私たちは共にあること

こそがインクルージョンだと信じています。その中で先生方がいろいろ考

えて支援してくださることが、障がい者の理解にもつながりますし、多様

性を認めていくことにつながると信じています。障がいのある人たちが出

ていくからこそ、どのような人たちなのか、どのような支援が必要なのか

ということが分かっていくと信じて見守り活動をしてきたし、そのような

思いで来ています。そのことを願いながらやっていくのですが、対応は本

当に簡単でも一律でもありません。一つ言ってすぐ分かる訳でもありませ

ん。みんなの中に障がいのある子が一人いることで、良いこともたくさん

あるけれど、それは大変手間がかかります。先生にとっては大変なことだ

ろうと思います。しかし、そのことがきっと良い方向に行くと私は信じら

れますが、そこのところが校長先生や先生方の研修などの努力につながっ

ていくのではないかと思います。その子が一人の私の生徒と思っていろい

ろ考えてくださることで、広がっていけるのではないかと思います。ヒア

リングのことでお伺いしようと思っていたのですが、今回は障がい者計画

に関わるので、福祉だけでなく教育のことや保健のこと、スポーツなど全

部のことに関わることを策定しようとしているのだと思います。そのこと

を福祉の人たちの中で検討しても良いのでしょうか。計画には載っていて

も、教育に関わっている人が本当にそうだと思ってくださっているのかと

思います。こうしたほうが良いという意見はなかなか言えませんが、ここ

で話を聞いて、アンケートを取って、やりましたという形だけになるのだ

ったら嫌だなと思っています。 

櫻井会長 今いろいろな意見が出ましたが、事務局から何かありますか。障がい者

計画は生活全般に渡る計画ですので、いろいろな問題があると思います。

大変重要な計画になりますので、これからも貴重な意見をお願いいたしま

す。事務局でまとめていただければと思います。 

事務局 今回策定する計画は二つあります。久喜市障がい者計画は先ほど申し上

げたように６年間の計画になります。お手元の平成 24 年度策定の障がい

者計画・障がい福祉計画の 105・106 ページをご覧いただければと思いま

す。ここに久喜市障がい者計画策定庁内会議の設置規程がございます。こ
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の計画は、小林委員がおっしゃったように、障がい福祉だけに限らず様々

な分野に渡ることから、市役所の中の多くの課に入ってもらって、今後協

議を進めていく訳でございます。106 ページをご覧いただきますと、当時

と少し組織が変わっていて、今はもう少し増えてますが、総務部、市民部、

福祉部、福祉部は全課長になります。健康増進部、建設部、教育部と市の

関係部署が全て集まって協議を進めることになります。さらに、市内の全

部の課に計画を見ていただいて文書等で照会を行い、必要があれば個別に

障がい者福祉課と協議を進めます。また、久喜市において市を形づくる計

画として、総合振興計画というものがございます。この総合振興計画の後

期５か年計画を同じく平成 29 年度に策定することになりますので、そち

らとも連携して協議をしながら進めていきます。市の全ての部署が関わっ

てこの計画をつくっていくことになりますので、ご理解いただければと思

います。 

櫻井会長 生活関連分野全般に渡る障がい者に関する総合計画ですので、関係諸機

関、団体と連携を図りながら、いろいろな形で問題点を明らかにして計画

に反映する他ないのではないかと思います。プロセスが大事ですので、い

ろいろ皆さんにお聞きしながら進めていきたいと思います。よろしくお願

いします。 

事務局 ～資料４説明 

神委員 ろう者は第一言語が手話だと言いますが、例えば「人」というものをど

のように認識させるのでしょうか。手話にも「人」という言葉はあると思

いますが、それをどのように人というように認識させるのでしょうか。そ

うするとやはり文字が必要なのではないでしょうか。文字があって、手話

ができるのではないかと思いますが、違うのでしょうか。基本的には日本

語という文字があって、それで覚えていかないと、手話も言葉になってい

かない、共通認識を持てないのではないでしょうか。そのあたりが会議の

中でどのように話されたのでしょうか。その会議にいた方は手話ができる

方だと思いますので、当然文字がなくても手話ができるのではないでしょ

うか。だから、基本的に考え方が違うのではないかと思います。 

事務局 手話が言語であるということが注目されるようになりまして、手話言語

条例は最近のデータでは全国で 90 まで増えており、これからもどんどん

増えていくのだと思います。手話を使う方に、手話をどのように習ったの

かとお聞きしましたら、それではあなたは日本語をどのように習ったのか

と聞かれました。人は、生まれてから常に何を話しているのか分からなく

ても家族が話す言葉を聞いていて、音声言語として自然に何を言い、何を

指しているのかどんどん理解していくことになります。聞こえない人は全
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く無音の中で、最初は指で指したりして何らかの意思表示をしますが、こ

れがなかなか伝わらない訳です。ろう学校に入りますと、先輩方がお互い

に離れたところで手や指、体や表情を使ってやりとりをしています。それ

を毎回毎回決まった形でやっていると、これがそうなのだということを先

輩から教わるのだということです。例えば、「時計」という言葉は腕のとこ

ろに丸い形を示すようにするのだそうですが、そのようなことをろう学校

で教わってきたということです。時計という言葉は知らなくても、これが

時計なのだということは手話で理解するということです。私たちは寝てい

る間、夢の中で無意識のうちに会話をしていますが、ろう者はそれを手話

でやっているそうです。それがまさに言語ではないですかというお話でし

た。言葉ではなく手話でイメージしていて、日本語を見て覚えてそれに置

き換えているということのようです。そのような考え方を理解してほしい

のですが、今までの社会ではなかなか理解してもらえなかったので、この

ことを社会全体で受けとめて、手話が必要なのだということを是非とも皆

さんに知ってもらいたいということでした。 

神委員 私は手話を否定している訳ではありません。耳が聞こえない方は手話が

ないと困る訳で、手話は必要だと思います。だからこの条例をつくるのは

良いことだと思います。ただ、ろう者の第一言語が日本語ではないという

ところが納得いかないところです。日本人には日本語であり、文字ではな

いでしょうか。ろう者の言語が手話だというのは分かるのですが。 

事務局 「手話語」と申し上げると違和感があるのかもしれませんが、世界的に

は手話言語法、手話法ができている国が結構ありまして、「手話語」あるい

は「手語」と表現して、それがもう言葉なのだという言い方をしている国

もあります。 

神委員 私が問題にしているのはそのようなことではなく、手話は耳が聞こえな

い人だけのものなのかということを言っている訳です。そのことがこの条

例の中には見えてこない訳です。「手話を必要とする全ての人」というとこ

ろが唯一だと思います。一番最初の「手話は耳が聞こえない人や聞こえづ

らい人が物事を考え会話するときに…」というところは私には違和感があ

ります。耳が聞こえない人だけでなく、聞こえても言葉を話せない人も手

話を使っている訳ですが、そのようなことが抜けているのではないでしょ

うか。この協議会は決定機関ではありませんし、条例ができてしまったか

ら今更言っても仕方がないかもしれませんが、前回私がそのように言った

のに、結局はこのような形になってしまいました。そうなると、聞こえる

けれど話せない人たちに対するものはどのようになってしまうのか。ろう

者だけのものではないということです。会議の中心になっているのがおそ
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らく聴覚障がい者の団体なので、このような文言になったのかもしれませ

んが、少し違うのではないでしょうか。そこをもう少し議員の方たちに考

えてほしいと私は言ったのです。できてしまったのだから仕方ないですが、

だから私はこの前納得いかない、理解できない、妥協できないと言ったの

です。結局このようになってしまうのは最初から見えていました。だから

真剣に手話という条例を考えていたのかということです。これは本当に難

しい問題です。例えば、推進方針があると思いますが、理解及び普及に関

することと言っても、どこからどのようにやっていくのかだと思います。

ある市では小学校から手話を取り入れているところもあります。久喜市は

これからですが、本当にそこまで考えてやっていけるのでしょうか。その

ようなこともこの前少しお話しました。単純にこうやって条例だけつくっ

て進めましょうという問題ではない気がします。 

櫻井会長 今後推進方針を議論する場がありますので、その中で少しでも今のよう

な問題が含められれば良いのではないかと思います。今の問題提起につい

ては、また皆さんと考えていければと思います。 

鈴木委員 ヒアリングの実施についてですが、私たちセルフヘルプグループたんぽ

ぽは、実際には今のところ私１人で、あとは協力していただける方で活動

しているような状態ですが、それでは広い意見が集まらないということで、

埼玉県内には大きな難病患者団体が 22 団体ほどあり、障がい難病団体協

議会が取りまとめをしていますので、そこから各団体で久喜市にお住まい

の難病患者の方に参加していただけるように依頼しています。ただ実態調

査の結果にもありますように、難病患者の方は常勤で就労している方が多

く、ほぼ毎日外出している状態なので、実施の数日前になって平日に市役

所に来てほしいと言ってもそれがかなわない場合もありますので、障がい

特性を理解していただいて、なるべく早いうちに日時を決定して、たくさ

んの意見を集められるようにしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。私自身も一般就労しており、この協議会に出席するときは有給休暇を

取ったり、残業分を時間給に変えて来ているような状態です。おそらく他

の難病患者の方もそういうことをしなければならない状況にある方が多い

と思いますので、患者の特性を理解して実施の日時などを決めていただけ

ればと思います。 

事務局 了解いたしました。 

櫻井会長 本日は長時間に渡りまして、熱心にいろいろなご意見、ご要望、感想な

どをいただきまして誠にありがとうございました。いただいたご意見等に

つきましては、今後の計画づくりの参考にさせていければと思います。あ

りがとうございました。これで議長の職を解かせていただきます。事務局
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にバトンタッチしますので、よろしくお願いします。 

司会 

（山﨑課長） 

ありがとうございました。 

以上で、本日予定していた議事が全て終了いたしました。 

委員の皆様には、公私ご多忙中のところ、ご出席いただきまして、誠に

ありがとうございました。 

なお、次回の会議の日程でございますが、７月上旬を予定しております。

詳細が決まりましたら、改めてご連絡をさせていただきますので、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３回久喜市障がい者施策推進協議会

を閉会といたします。ご協力ありがとうございました。 

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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