
 

 

印西市障がい者プラン（印西市第４次障害者基本計画・第６期障害福祉計画）（案） 

市民意見公募手続き（パブリックコメント）の結果 

 

 

 

 

件 名 印西市障がい者プラン（印西市第４次障害者基本計画・第６期障害福祉計画）（案） 

募集期間 令和３年１月６日（水）～ 令和３年１月１９日（火） 

意見の提出 １８件（６名） 

意見の取扱い 

修正 案を修正するもの ９件 

概記載 既に案に盛り込んでいるもの ４件 

参考 案には反映できないが今後の参考とするもの ２件 

その他 案には反映できないが意見として伺ったもの ３件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 
該当 
ページ 

意見の概要 対応 

1 全体 

基本理念にあります、①人が地域で共に生きる、②心

豊かで安心した生活が送れる、③社会参加や自己実現出

来る社会の促進を掲げ、地域社会で健常者、障害者が共

に支え合い、安心して暮らせるまちづくりを目指してい

るこの「印西市障がい者プラン」に賛成します。 

意見の取扱い：【その他】 

 基本理念を基に、将来像にあり

ます「地域社会で支えあい 誰も

が自分らしく 安心して暮らせる

まち」を目指し、各施策を推進し

てまいります。 

2 P43 

 印西市障がい者プランの内容について、障がいのある

人に対する資料・情報提供と生涯学習の機会提供を市立

図書館に求める意見を提出します。 

 障がいのある人に必要な情報は、暮らしに関わる様々

な情報に加え、暮らしに還元したり新たな知識を積み上

げる基としたりするための幅広い情報であるとし、教育

課程の外にある立場でそれらの情報にアクセスするため

には図書館がその役割を担うと考えるためです。 

 生涯学習については教育基本法での生涯学習の理念の

明記のほか、令和２年１月には文部科学省の「障害者活

躍推進プラン」の発表があり、その中の「３．障害者の

生涯学習推進プラン」には「学校卒業後障害者の生涯に

わたる主体的・継続的な学びの場の充実に向けて教育・

学習面の条件整備を行い、障害者の真の社会参加や自立

の実現を目指す」とあります。 

 社会的にも障がいのある人の生涯学習の機会拡充が望

まれている状況です。 

 また、印西市の総合計画第 1 次基本計画の「生涯学習

の推進と青少年の健全育成」中、「取組方針②図書館サー

ビスの充実」に、「誰でも利用しやすい環境整備に努め

る」、とあり、図書館の多様な資料に障がいを持っていて

もアクセスできれば、また、障がいを持っていても使用

できる資料が増え、情報が提供されれば、障がい者の生

涯学習の機会拡充という課題に対して図書館が行えるこ

とは大きいと考えます。 

 また、2019年に県より県立図書館三館の統合の計画が

発表されています。印西市に比較的近い松戸の県立図書

館も閉鎖予定です。障がい者向けサービスを行っていた

この館でのサービス終了により、地域の図書館の障がい

者サービスの質が落ちないよう支える必要もあります。 

 これらを理由として、ｐ.４３「施策２ 知る≪情報 

≫」中の、「施策の目標」に、「■どのような障がいがあ

っても、暮らしに還元したり新たな知識を積み上げる基

としたりするための幅広い情報を入手する機会を得られ

意見の取扱い：【修正】 

基本目標１施策２ 知る≪情報

≫の施策の目標において、「■既存

の情報媒体の充実を図るととも

に、障がいのある人の暮らしに関

わる様々な情報を気軽に入手でき

る体制づくりを進めます。」中、

「障がいのある人の暮らしに関わ

る様々な情報」の後に「や、暮ら

しに還元したり新たな知識を積み

上げるもととするための幅広い情

報」を追加いたします。 

 



 

 

る体制づくりをすすめます」を入れることを提案します。 

3 P45 

≪理由：NO.2にあるとおり≫ 

「取組２ 情報バリアフリーの推進」に「（２）市立図

書館の障がいに対応する資料の充実とそれにアクセスす

るための体制づくり」を入れることを提案します。 

 現在、老眼鏡の貸し出しや軽度の視覚障がいの人向け

の拡大読書機などが導入されているようなので、そのほ

か障がいのある人に配慮した資料や備品などの現状の様

子と、これからの展望、特に、電子書籍や電子ジャーナ

ルの館内閲覧・イヤホンによる視聴や、デイジー図書な

どの導入の計画はあるのか、図書館ではアクセスできな

い資料があった場合、個人所有の情報端末で視覚や聴覚

に障がいのある場合でも利用できる書籍や音声データな

どの情報にアクセスする方法などを教えてもらえたりす

るのか、それらの端末の貸し出しなどは可能か、カウン

ター窓口では障がいの種類によらず対応してもらえるの

か、などを入れてほしいです。 

意見の取扱い：【修正】 

図書館で現在行っていること及

び今後進めていくことを踏まえ、

下記のとおり掲載いたします。 

 取組２の「（２）」番として市立

図書館の障がいに対応する資料の

充実とそれにアクセスするための

体制づくり」とします。 

‐事業概要と現状‐ 

図書館では、拡大読書機の設置

等、障がいのある人に配慮した備

品の貸出や大活字本等の資料提供

を行っています。また、障がいの

ある人に向けて、無料で資料の宅

配や録音資料の郵送を行うととも

に、窓口では筆談による対応や、

館内で利用できる老眼鏡の貸し出

しを行っています。 

‐事業実施の方針‐ 

 引き続き、備品の貸出や資料の

提供を行います。 

 今後はこれらに加え、非来館型

サービスとして電子書籍による情

報提供を行います。 

4 P63 

≪理由：NO.2にあるとおり≫ 

 ｐ.６４「施策２ ふれあう・楽しむ≪社会参加・地域

活動≫」の「取組Ⅰ 生涯学習・スポーツ活動等の推進」

の「（２）生涯学習活動の推進」に、市立図書館での現状

とこれからの方針を入れることを提案します。 

 特に、図書館法で図書館奉仕に挙げられている読書会

などで、障がいのある人に向けた、または障がいがあっ

ても参加できる読書会などの取り組みをしていってもら

えるかなどを入れてほしいです。 

意見の取扱い：【修正】 

図書館で現在行っていることと

今後進めていくことを踏まえ、下

記のとおり記載いたします。 

 －事業概要と現状‐ 

 また、図書館のイベント等にお

いても、障がいのある人でも気軽

に参加できるよう筆談等の必要な

支援をしています。 

5 P74～75 

 常時人工呼吸器、痰等の吸引、人工透析が必要な市民

が居ると思います。 

 一方、台風等の災害により大規模停電のリスクは高ま

っております。 

 そこで、上記医療機器を必要としている方々への災害

時の具体的な対策を立てておいてほしい。 

 ちなみに、①人工呼吸器、②痰等を吸引する機器、③

意見の取扱い：【概記載】 

基本目標５施策１取組４「災害

等から障がいのある人を守る体制

づくり」において、各避難所での

蓄電池等の備蓄や、災害協定に基

づき電力の確保に努めます。 

また、医療機器を利用している



 

 

酸素ボンベ、④人工透析を必要としている市民の数は何

人でしょうか。 

市民の数につきましては、印西市

障がい者福祉に関するアンケート

調査結果において、在宅時医療機

器を利用している人の割合が、有

効回収数の内、18歳以上で

10.1％、18歳未満で 8.8％となっ

ております。 

6 P90 

障害者が自立して生活するための福祉サービスの拡充

について 

福祉事業所、グループホームの入所待ちはどこの自治

体も同じような状況かと思います。 

しかし、印西市は人口が多く障害者数も増えてきてい

るにも関わらず、周辺地域と比較し障害福祉サービスを

行う事業所が圧倒的にすくないため、以前から不安をか

んじています。 

計画案ではグループホームは１年に 1 ヶ所の増加ペー

スです。またショートステイについても、本来障害者の

自立に向けた訓練の場としての用途もあるはずですが、

施設と人材の不足で使えないという現状があります。 

現状の課題解決に向けた現実的な数に計画を修正して

いただき、市からの福祉事業への支援を見える形にして

下さい。 

意見の取扱い：【概記載】 

基本目標２施策２取組２「日常

生活を支える福祉サービスの充

実」及び基本目標５施策１取組１

「多様な住まいの確保と地域で生

活するための支援」において、不

足する障害福祉サービスの確保を

推進してまいります。 

7 P86 

強度行動障害を伴う知的障害者の居宅自立について 

強度行動障害がある場合、グループホームや事業所で

の受け入れが難しいケースがあります。 

必然的に家庭で保護することになり、それにより愛知

県では痛ましい事件もありました。 

障害者総合支援法により、大型入所施設は淘汰傾向で

す。そんな中、東京都大田区では重度知的障害者が重度

訪問介護支援事業を使い、居宅自立しているケースがあ

ります。 

３つの事業所のヘルパーが交代制で２４時間支援にあ

たっています。知的障害者が重度訪問介護を受けること

は採算が悪く非常にハードルが高いとは思いますが、我

孫子市でも利用事例は出始めています。 

重度訪問介護支援事業者は障害者が地域で自立して暮

らすという国の方針を考えると、今後ますますニーズの

高まるサービスであると考えます。 

印西市では重度訪問介護支援事業を利用している実績

が無いですが、計画には数として盛り込まれているため、

今後の体制整備に期待しています。 

意見の取扱い：【概記載】 

基本目標２施策２取組２（１）

「事業者への支援」にて行ってい

る強度行動障害のある人の受入の

ための支援及び、ご意見にていた

だきました先進事例等を調査研究

し、強度行動障害がある方が地域

で暮らすための体制整備の確保を

推進してまいります。 



 

 

8 
P64 

P96 

きょうだいへの支援事業について 

障害者のきょうだいについては、現状公的な支援が何

もありません。 

きょうだい支援団体ができてきてはいますが、数はま

だまだ少なく、若いきょうだい当事者のボランティア運

営が多いため、活動がなかなか広がらないのが現状かと

思います。 

また、そのような支援団体の情報が障害者の家族やき

ょうだい当事者に届かないこと、きょうだい児が同じよ

うな状況にある子どもと交流できる機会が全く無いこと

も問題と考えます。 

市として、きょうだい支援団体の創設推進や、既存の

支援団体に繋げるためのきょうだい当事者に届く啓蒙活

動を事業に盛り込むことはできないでしょうか。 

また、きょうだい児が集まって活動できるようなプロ

グラムの企画、サークル活動等きょうだいコミュニティ

のきっかけ作りをサポートしていただけるような支援を

求めます。 

意見の取扱い：【修正】 

基本目標３施策２取組２「障害

者団体等の活動支援」及び各論Ⅱ

第５章第１節②「自発的活動支援

事業」において、団体活動の支援

及び障がいのある人達との交流の

機会確保を推進してまいります。 

また、各論Ⅱ第５章第１節②

「自発的活動支援事業」の事業概

要と現状中、「その家族」とあるの

を、「その家族（親、きょうだい

等）」に修正いたします。 

9 全体 

パブリックコメントの広報及び実施要領について 

今回私自身はネットで情報を得て印西市のＨＰを確認

し、印西市障がい者プランの意見公募が行われているこ

とをしりました。 

周りの保護者等で障害者プランの存在もパブリックコ

メントについても知っている人は一人もいませんでし

た。いざ自分が書いてみようと、パブリックコメントの

結果も確認したところ、前々回の２０１５年にたったの

１件しか来ておらず、驚くと同時に提出するのも躊躇し

ました。 

パブリックコメントの告知方法についても、時代を踏

まえてＳＮＳを使う等もっと広く広報してほしいと思い

ました。 

また、意見提出の方法についても当事者の障害に応じた

柔軟な対応ができるよう体制を整えた上で、実施要領に

明記していただきたいと思います。 

意見の取扱い：【参考】 

 いただきましたご意見を参考と

させていただき、障がい特性を考

慮し、より広くご意見をいただけ

る方法を検討してまいります。 

10 表紙 

 表紙について、印西市の印字の上部に、裏表紙にある

「奥付」の発行年月を掲示すべきである。 

意見の取扱い：【修正】 

 表紙に発行年月を掲示いたしま

す。 

11 P7 

 障害者自立支援法施行以降の主な国の動きについて、

最下段に「令和 3 年 4 月施行【改正】障害者法定雇用率

〈民間 企業 2.3％、国・地方自治体 2.6％、教育委員会

2.5％（従業員 43.5人以上）〉」を追記すべきである。 

意見の取扱い：【修正】 

本文中に掲載されている「法定

雇用率」を用語解説に掲載し、障

害者雇用率制度の内容を記載いた



 

 

します。 

なお、令和 3年の障害者法定雇

用率の引き上げに関しましては、

平成 25年【改正】障害者雇用促進

法（一部平成 30年 4月施行）にお

ける経過措置が終了することによ

る引き上げとなりますことから、

障害者自立支援法施行以降の主な

国の動きにおいては（案）のとお

りとさせていただきます。 

12 全体 

余白部分に「挿絵」を掲載すべきである。 意見の取扱い：【修正】 

 余白部分を活用し、挿絵を掲載

いたします。 

13 P62 

≪NO.11を理由とし≫ 

 障がい者雇用の促進について、「障害者法定雇用率」に

言及すべきである。 

意見の取扱い：【その他】 

項目１１にある法定雇用率の引

き上げ、また今後法定雇用率が改

正されることもありうることか

ら、それらを踏まえたうえでの表

記としています。 

14 P75 

 災害時避難行動要支援者の避難体制整備について 

 同避難計画・要支援者名簿の作成、運用、管理に関す

る主体（責任）部署が不明瞭であり、「市の関係部署、地

域支援組織に提供」とあることから、体系図等での明示

をしておくべきである。 

意見の取扱い：【その他】 

令和２年４月に策定された印西

市避難行動要支援者避難支援計画

において詳しい内容が掲載されて

いるため、障がい者プランにおい

ては（案）のとおりとさせていた

だきます。 

15 P75 

 災害時避難行動要支援者の避難体制整備について 

 印西消防組合による「緊急時要援護者登録制度」との

調整を具体的に案内しておくべきである。因みに、広報

（1 月 1 日号）では「避難行動要支援者名簿を消防署に

も情報提供して活用する」とあった。 

意見の取扱い：【参考】 

 基本目標５施策１取組４（３）

「災害時避難行動要支援者の避難

体制の整備」において、印西市避

難行動要支援者避難支援計画を基

に関係部署及び関係機関と連携を

図ってまいります。 

16 P75 

 災害時避難行動要支援者の避難体制整備について 

 第８期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員

会での同計画【素案】P.61では「令和 2年に策定した『印

西市避難行動要支援者避難行動計画』に基づき『避難行

動要支援者対象名簿』を作成」とあり、その【担当課】

としては社会福祉課・高齢者福祉課・障がい福祉課・健

康増進課・市民活動推進課・防災課が列記されており、

当該障がい者プラン【担当課】との整合性を図るべきで

意見の取扱い：【修正】 

本市における関連計画との整合

性を図る形で担当課を追記させて

いただきます。 



 

 

ある。 

17 P27 

 第２章 用語解説について、P.28③「持続可能な開発

目標（SDGｓ）」の実現に関して（SDGｓ）の GOALSの拡

大・鮮明化及び目標となる各標語を判読できるように案

内すべきである。 

意見の取扱い：【修正】 

「持続可能な開発目標（SDGｓ）」

について内容が解りやすくなるよ

うな標記に修正いたします。 

18 P65～70 

 障がいのある子どもの成長支援について 
 乳幼児から学校卒業後の就労等に至るまでの、障がい
の特性に応じた一貫した支援体制の整備の実現を早急に
望みます。 
 特に重症心身障害児、医療ケア児の乳幼児からの医療、
障害福祉、保育、教育等の相談を一括して管理してもら
うコーディネーターの配置には期待しています。 
 また、重症心身障害児、医療ケア児が日中、安心して
過ごせる児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス
事業所の確保が、実現に向けて動き出せた事も大きな一
歩だと思っております。 

意見の取扱い：【概記載】 

基本目標４「障がいのある子ど

もの成長支援」及び各論Ⅱ第１章

第５節「障がいのある子どもへの

支援提供体制の整備等」において

支援体制の整備を推進してまいり

ます。 

 


