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市民意見提出制度（パブリック・コメント） 

 

第２次久喜市障がい者計画・第５期久喜市障がい福祉

計画・第１期久喜市障がい児福祉計画（案）に対する

意見募集の実施結果 

 

第２次久喜市障がい者計画・第５期久喜市障がい福祉計画・第１期久喜市障がい児福祉計

画（案）に対する意見募集を実施したところ、１２件の意見が提出されましたので、意見の

概要とそれに対する市の考え方を公表します。なお、意見は内容ごとに集約させていただき

ました。 

 

意見提出期間 平成２９年１１月２８日～平成２９年１２月２７日 

意見件数 ２人 １２件 

 

○提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等 

番

号 
意見の概要 市の考え方 計画案への反映 

１ P34～P83 

全体的に抽象的すぎて、何が計画

されたのか、何をもって計画が達成

できたと言えるのかがわからない。

行財政には精度、確度が求められる

ことから、福祉計画の具体化、数理

化を図らないと全市民的な合意を得

るのは難しいのではないか。各事業

の目標に「推進」と表記されている

が、各事業には計画達成のための目

標（具体的な数値）があるはずで、

これでは計画達成の程度が評価でき

ない。目標を具体的な数値で表現し

直すべきである。 

本計画は、第２次久喜市障がい

者計画、第５期久喜市障がい福祉

計画、第１期久喜市障がい児福祉

計画の三部構成となっておりま

す。 

第一部の第２次久喜市障がい者

計画では、本市の障害福祉全般に

関する基本的な方向性や施策の体

系等を定めております。 

また、第二部の第５期久喜市障

がい福祉計画では、各年度におけ

る障害福祉サービスや地域生活支

援事業の直近３か年の実績や今後

３か年の見込み量等について、項

目ごとに数値化して掲載していま

す。 

第三部の第１期久喜市障がい児

福祉計画についても各年度におけ

原案どおり 
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る障がい児への福祉サービスの直

近３か年の実績や今後３か年の見

込み量等について、項目ごとに数

値化しています。 

２ P61 

「４ 保健・医療」では、医療周

辺の側面支援や給付支援について具

体性がなく、事業手段の具現化を図

るべきではないか。障がい者や難病

患者を直接診療できる医療機関が久

喜市にないことが根本的問題であ

り、最低でも二次保健医療圏レベル

での設置を目標化すべきではない

か。当該医療機関の整備については、

久喜市地域医療推進協議会でも審議

すべきであり、障がいの有無に関わ

らず全市民のクリティカルパスを創

造すべきではないか。可能であれば

埼玉県にも提言・働き掛けすべきで

ある。 

障がい者や難病患者が、地域に

おいていつでも安心して必要な医

療を受けられることは大変重要な

ことと認識しております。 

本市を含む医療体制の整備等に

つきましては、埼玉県において地

域保健医療計画が策定されており

ます。 

ご提案の内容につきましては、

本市の障害福祉にも関わる重要な

事項であることから、関係機関等

にお伝えするとともに、今後の検

討課題とさせていただきます。 

 

 

 

原案どおり 

３ P69 

久喜市の特別支援教育は埼玉県に

依存し、教育計画も埼玉県付教員に

依存している。久喜市付教員が教育

計画の立案、実行後評価を行うよう

な行動目標がないのでは久喜市教育

委員会の関与が不明確である。特別

支援教育の主導権は市町村が持つべ

きであり、特別支援学校での久喜市

民の児童生徒の教育計画の立案、実

行後評価は久喜市付教員が主担任と

してすべきである。 

特別支援学校の設置運営につい

ては、埼玉県の所管となっており、

児童・生徒一人ひとりの障がいの

状況や心身の発達に応じて、その

能力と個性を伸ばすよう、適切な

指導が行われているものと認識し

ております。 

今後も市内の児童・生徒が、それ

ぞれの特性に合った指導が受けら

れるよう、県との連携に努めてま

いります。 

原案どおり 

４ P39 

一般的に、壮年期までは生活の主

要軸が社会（外部）に置かれ、老年

期からは自分（内部）に置かれると

されており、前者では障害者総合支

援法、後者では介護保険法が主体と

第２次久喜市障がい者計画部分

の P30「（２）総合的な支援が受け

られる地域社会の実現」の中で、そ

れぞれのライフステージに応じた

切れ目のない支援を得ることが必

要であり、様々な分野にわたる支

原案どおり 
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なると考えられる。ライフステージ

移行時の障害者総合支援法から介護

保険法への移行のケアパスを構築す

べきではないか。 

援や連携の強化など、総合的な支

援が受けられる地域社会の実現に

向けて取り組んでいくことを、本

計画に位置付けております。 

５ P39 

「障がい者の範囲に難病や発達障

がい、高次脳機能障がい等が加えら

れ」とありますが、高次脳機能障害

は平成１２年度から精神障害に位置

づいておりますので、適切な表現に

改めてください。 

ご意見を踏まえて、必要な修正

を行います。 

原案の修正 

P39 障がい者の

範囲の表現を修

正します。 

６ P44 

高次脳機能障害の方への支援も、

地域生活支援拠点等の整備の一環で

考えていくことを計画に記してくだ

さい。 

地域生活支援拠点とは、障がい

者（児）が住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるよう、障がいの

ある方の重度化・高齢化や親亡き

後を見据え、居住支援のための体

制を強化しようとするもので、相

談体制や体験の機会、緊急時の受

け入れ対応等の機能を備えた拠点

（体制整備）を指します。 

高次脳機能障がいを含めた全て

の障がいに対応した体制整備に努

めてまいります。 

原案どおり 

７ P54 

２つの事業（「精神保健相談の充

実」、「関係機関との連携」）の対象に

高次脳機能障害も含まれることを明

記してください。 

第２次久喜市障がい者計画部分

の P4「４ 計画の対象」の中で、

精神障がいには発達障がい、高次

脳機能障がいを含むことを、本計

画に位置付けております。 

原案どおり 

８ P63 

高次脳機能障害支援モデル事業の

成果の活用や、高次脳機能障害及び

その関連障害に対する支援普及事業

の支援を受けて、高次脳機能障害者

の早期発見・早期対応、その後の対

応について、計画に記してください。 

あわせて、４０歳以上の脳卒中の

後遺症で高次脳機能障害となった方

や若年性認知症など、介護保険制度

高次脳機能障がいについて、早

期発見・早期対応に繋げていくた

めには、障がい者本人やその家族

をはじめ、周囲の関わりのある方

に、高次脳機能障がいに関する正

しい知識や理解を深めていくこと

が重要です。 

広く市民に周知及び啓発を図る

ことで、早期発見・早期治療に繋ぐ

とともに、その後の福祉や就労等

原案どおり 
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の利用が優先される方について、早

期に発見し器質性精神障害（高次脳

機能障害、若年性認知症）という診

断に結び付け、介護保険制度だけで

なく、障害福祉制度や障害年金制度

などのサービスに繋げる組織横断的

な体制を整備していくことを明記し

てください。 

の円滑な支援が可能となるものと

考えています。 

そのようなことから、P63「啓発

活動の推進」において、広報くきや

ホームページなどでの周知及び啓

発等について掲載しています。 

また、介護保険の利用が優先さ

れる方への体制整備については、

高次脳機能障がいの方だけでな

く、介護保険利用者で障害福祉サ

ービスが必要とされる方を介護保

険と障害福祉で連携を図ることが

重要であると考えています。 

こうしたことから、庁内だけで

なく、関係機関との連携を図り、障

害福祉サービスが円滑に提供でき

るよう、適切に対応してまいりま

す。 

９ P89 

「精神障害に対応した地域包括ケ

アシステム」と記されている部分を

「精神障害（発達障害及び高次脳機

能障害を含む。）にも対応した地域包

括ケアシステム」に直してください。 

７番の意見に対する考え方と同

じ。 

原案どおり 

10 P113 

意思疎通支援事業の対象に高次脳

機能障害などが含まれること、入院

中も意思疎通支援事業が利用できる

ことを記してください。 

厚生労働省の地域生活支援事業

実施要綱では、意思疎通支援事業

の対象に高次脳機能障がいが含ま

れていますので、本計画の P113「聴

覚、言語機能、音声機能等」におい

て、同様に高次脳機能障がいも含

むものと考えています。 

また、本計画の P39「２ 地域生

活支援事業」の「◆取り組みの方

向」に、意思疎通を図ることに支障

がある全ての障がい者に、必要な

意思疎通支援事業の充実を図るこ

とを明記します。 

 

原案の修正 

P39 必要な意思

疎通支援事業の

充実を図る旨を

追加します。 
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11 P122 

高次脳機能障害の方が徘徊高齢者

等探索システムを受けることができ

ることを計画に記してください。 

久喜市徘徊高齢者・障がい者探

索システム事業では、認知症によ

り徘徊行動のある65歳以上の人や

40 歳以上 65 歳未満の介護保険の

要支援・要介護認定を受けた第２

号被保険者、18歳以上で療育手帳

の交付を受けている人を在宅で介

護する家族を対象としています。 

このため、高次脳機能障がいの

ある方については、40歳以上で介

護保険の要支援・要介護認定を受

けている方が対象となります。 

介護保険の要支援・要介護認定

の有無に関わらず、利用を可能と

することにつきましては今後の検

討課題とさせていただきます。 

原案どおり 

12 P66、P128～P136 

小児の高次脳機能障害への支援に

ついて、計画で記してください。 

小児の高次脳機能障がいについ

ては、早期発見・早期対応が特に重

要であると考えています。 

こうしたことから、高次脳機能

障がいに関する正しい知識や理解

を深めるため、広報くきやホーム

ページなどでの周知及び啓発に努

めるため、本計画の P63「啓発活動

の推進」を掲載しています。 

原案どおり 

 

【問い合わせ】 

障がい者福祉課 障がい者福祉係 

電話 0480-22-1111 内線 3243 

shogaifukushi@city.kuki.lg.jp 


