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「共にささえあい生きる社会さがみはら障害者プランの改定（案）」に関する 
パブリックコメント手続の実施結果について 

 
１ 概要 
  共にささえあい生きる社会さがみはら障害者プランは、平成３０年度から令和５年度までを計

画期間として、障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画を一体的に策定したものです。 
この度、令和３年度から令和５年度までを計画期間とする第６期相模原市障害福祉計画及び第

２期相模原市障害児福祉計画を策定するとともに、第３期相模原市障害者計画における施策を推

進するための具体的な取組について、一部、時点修正や取組の追加を行うため、「共にささえあい

生きる社会さがみはら障害者プラン」を改定します。 
本プランを改定するに当たり、市民の皆様からのご意見を募集いたしました。 
その結果、８人の方から７５件のご意見をいただき、お寄せいただいたご意見についての意見

概要、ご意見の内容及びご意見に対する本市の考え方を次のとおり公表します。 
なお、いただいたご意見を踏まえまして、本プランの改定（案）を一部修正するとともに、今

後の取組にも生かしてまいります。 
 
２ 意見募集の概要 
 ・募集期間  令和２年１２月１５日（火）～令和３年２月１日（月） 
 ・募集方法  直接持参、郵送、ファクス、電子メール 
 ・周知方法  市ホームページ、広報さがみはら、窓口等への配架 
  ※ 資料の配架場所 

地域包括ケア推進課、高齢・障害者支援課、精神保健福祉課、各高齢・障害者相談

課、陽光園、各行政資料コーナー、各まちづくりセンター（城山・橋本・本庁地域・

大野南まちづくりセンターを除く）、各出張所、各公民館（沢井公民館を除く）、 
各図書館、市立公文書館、障害者支援センター松が丘園 

 
３ 結果 

（１）意見の提出方法 
 
 
 
 
 
 
 

（２）意見に対する本市の考え方の区分 
   ア：計画案等に意見を反映するもの 
   イ：意見の趣旨を踏まえて取組を推進するもの 
   ウ：今後の参考とするもの 
   エ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる意見など） 

意見数 ８人（７５件） 

内 

訳 

直接持参 ０人（ ０件） 
郵送 ０人（ ０件） 
ファクス １人（ ５件） 
電子メール ７人（７０件） 
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（３）件数と本市の考え方の区分 

項 目 件数 
市の考え方の区分 

ア イ ウ エ 

① 第１編 計画の策定に当たって ４ １ １ ２  

② 
第２編 分野別施策の基本的方向 

第１章 相互に「理解し尊重する」 
２０ １ ６ １２ １ 

③ 
第２編 分野別施策の基本的方向 

第２章 地域で安心して「暮らす」 
３０  ４ ２６  

④ 
第２編 分野別施策の基本的方向 

第３章 共に「学ぶ」 
４   ４  

⑤ 
第２編 分野別施策の基本的方向 

第４章 自分らしく「働く」 
３ １  ２  

⑥ 
第２編 分野別施策の基本的方向 

第５章 いきいきと「活動する」 
８ ２ １ ４ １ 

⑦ 
第３編 障害福祉サービス等の提供体制の確

保に係る目標及び見込量等 
第２章 令和５年度の成果目標 

１   １  

⑧ 

第３編 障害福祉サービス等の提供体制の確

保に係る目標及び見込量等 
第３章 障害福祉サービス等の見込量と確

保のための方策 

２ １  １  

⑨ 

第３編 障害福祉サービス等の提供体制の確

保に係る目標及び見込量等 
第６章 地域生活支援事業の見込量と確保

のための方策 

３  ３   

合 計 ７５ ６ １５ ５２ ２ 
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（４） 意見の内容及びご意見に対する本市の考え方 

 

通番 意見の趣旨 市の考え方 区分 

① 第１編 計画の策定に当たって 
１ 障害者の権利に関する条約（以下「条

約」という。）としているが、権利条約

として聞き馴染みがあるため、表記を修

正してはどうか。 

国において使用されている略称「障害

者権利条約」に表記を修正いたします。 
ア 

２ ４ページの中段「近年では、」の本文

について、本計画の読者や市民への各法

律の周知・啓発の観点から、「近年では、

いわゆる障害者文化芸術推進法、読書バ

リアフリー法、並びに聴覚障害者等電話

利用円滑化法といった、様々な関係法令

の整備が進められています。」のように

略称で表記してはどうか。 

近年の障害福祉関係法令の制定・改正

等については、同ページに表として整理

させていただいております。 

ウ 

３ やまゆり園の悲しい事件は相模原事

件と呼称される。そのようなことを乗り

越え、「共に生きる」の理念を相模原市

から発信することには、大きな意味があ

ると考える。 

本市では、障害の有無にかかわらずあ

らゆる人の尊厳が守られ、安全で安心し

て暮らせる「共にささえあい 生きる社

会」の実現を目標としており、ご意見の

趣旨を踏まえ、引き続き、取組を推進し

てまいります。 

イ 

４ 重点的な取組事項の（４）障害のある

児童への一貫した支援において、指標①

「今の生活で特に困っていることはな

いと回答した障害のある児童の割合」と

あるが、困ったことがあるのに「困って

いることはない」と答えてしまう方が潜

在的にいる可能性があると捉える必要

がある。 
よって、設定理由で、「関係機関が連

携して必要な情報の提供や支援を実施

することにより、」の後には、「おかげで

今は楽しく暮らしている」や「今の生活

は楽しい」「相模原市民でよかった」と

回答した人の割合の増加を目指します

といった表現を今後検討されてはどう

か。 

ご意見につきましては、今後の市民等

へのアンケート調査等を検討する際の

参考とさせていただきます。 

ウ 
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② 第２編 分野別施策の基本的方向 
第１章 相互に「理解し尊重する」 

５ 複数の同種の目的や類似した形式に

よる啓発イベントが掲げられている。こ

れらの活動は意義のある活動であるが、

イベントに携わってこられた多くの市

民・ボランティアの高齢化、現状のコロ

ナ禍での外出自粛に伴う活動の萎縮と

いった課題がある中、懸念することは、

啓発イベントを「開催すること自体が目

的化」してしまうこと、義務感から関係

者が参加するようになっていくことで

ある。 

ここは思い切って、趣旨や目的がほぼ

同じで、中身が類似したイベント同士を

融合・合同するなどし、様々な開催方法

を工夫・検討してはどうか。 

障害等に関する理解促進は、継続的に

啓発を実施していくことが重要であり、

イベントの開催そのものが目的化しな

いよう、様々な機会、手法を用いながら

取り組んでいく必要があると考えてお

ります。 

引き続き、効果的に理解促進が図られ

るよう、実施方法や内容等を精査しなが

ら取り組んでまいります。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 

６ 職員等への人権研修の実施や人権・福

祉に関する教育の推進において、障害の

ある人が講師やファシリテーター、コメ

ンテーターなど、企画の段階から協働参

画して実施できるよう、インクルーシブ

な方向性を打ち出すことが成功のカギ

になると考える。 

障害のある人を講師とした研修や学

習を実施する際には、講師のご意見や各

学校の学習計画等の情報共有を図りな

がら行ってまいりました。 
ご意見の趣旨を踏まえ、今後も、実施

状況や効果について把握し、好事例等の

学校間で相互に情報提供を行うなどに

より、共にささえあい生きる社会の実現

に向けた人権・福祉教育の推進を図って

まいります。 

イ 

７ 「みんないいひと体験講座の開催」の

うち、これまで行われてきた小・中学校

（義務教育学校含む。）での人権・福祉

教育の授業へ協力してきた部分を、人

権・福祉教育活動として独立・融合して

実施し、講師として障害のある人を各

園・各学校等に派遣し巡回する「当事者

講師巡回事業（仮称）」を、市の福祉教

育人材として位置付けて展開していた

だくのが望ましいと考える。 

社会福祉協議会に対し、これまでも各

学校における福祉教育の指導事例や障

害福祉施策等の情報提供を行ってまい

りました。 
ご意見の趣旨を踏まえ、引き続き、市

及び教育委員会として「みんないいひと

体験講座」の講師等を支援することによ

り人材育成を図り、福祉教育を推進して

まいります。 

イ 
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８ 障害のある人の生活に必要となる情

報をまとめた冊子の作成・配布だが、「届

けられるべき人のもとに届いているか」

「冊子の改正点がわからないため、毎年

もらうべきものなのか」といった心配の

声が聞かれる。 

一案だが、市からの配布物等の希望す

る媒体や受け取り方法について、計画相

談支援の方々を通じて把握をし、市と利

用者とを仲介して、着実に希望者に希望

の媒体で届けられるようにするといっ

た方法をとってはどうか。 

障害のある方のための福祉のしおり

は、各相談窓口等での配布に加え、新た

に手帳を取得された人についても配布

をしております。 

また、視覚障害のある人につきまして

は、毎年度、録音版及び点字版の送付希

望の有無の聞き取りをしており、今年度

からは、音声コードユニボイスを貼付し

たお知らせを送付する方法をとること

で、より正確なニーズの把握に努めてお

ります。 

ウ 

９ 市では近年、福祉のしおりをはじめ、

福祉タクシー利用料の助成の次年度の

希望の有無などを、点字や音訳ではない

墨字の封書で送り、ニーズを把握してい

るが、この把握方法では、視覚障害の当

事者から直接、正確なニーズを聞き取る

ことは難しいため、合理的配慮がなされ

ることを望む。 

障害のある人に対する事務事業の実

施に当たり、適切に対応するために必要

な事項を定めた職員対応要領を策定し、

職員に周知を行っておりますが、ご意見

を参考に、障害のある人のご希望に添っ

た合理的配慮に努めてまいります。 

ウ 

１０ 「音声コードを送付書類に積極的導

入することは、情報提供の手段としては

一つの方法ではある一方、音声コード

（ＳＰコード）に対応する機器は、一部

ユーザーを除き、音声読み上げ機能面の

課題などから当事者間ではあまり普及

していない。 

中長期的には、音声読み上げソフトや

ＯＣＲソフトのパソコンの活用、スマー

トフォンのアプリ設定サポート、使い方

指導の方に支援の軸足を置き、「音声コ

ード頼み」の施策には留意が必要であ

る。 

ご意見につきましては、今後の施策を

推進する上での参考とさせていただき

ます。 

ウ 

１１ 視覚障害者情報センターと図書館は

十分に連携して対応すること。 

障害のある人のための情報保障の充

実を図るため、障害の特性に応じた情報

提供サービスなどにつきまして、ご意見

の趣旨を踏まえ、視覚障害者情報センタ

ーと図書館が連携しながら取組を推進

してまいります。 

イ 
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１２ 「視覚障害者情報センターにおける

点字・録音図書・情報機器の貸出し」に、

テキストデータを含むアクセシブルな

電子書籍の製作と情報提供を加える必

要性を痛感しており、次の文案を提案す

る。 

「視覚障害者情報センターにおける

点字・録音図書・テキストデータなどの

アクセシブルな電子書籍の製作と情報

提供、並びにＩＣＴ機器の貸出し」 

障害のある人によるアクセシブルな

書籍等の利用を促進するために、ご意見

を参考に、様々な読書媒体の提供や情報

発信方法につきまして研究を進めてま

いります。 
ウ 

１３ 図書館においては、図書資料、点字・

録音図書、視聴覚資料の貸出だけでな

く、ＩＣＴなどあらゆる手段を通じた情

報提供を行うこと。 

地域における知の拠点として多様な

市民に等しく学びの機会を提供するこ

とが図書館の役割だと考えており、障害

のある人に対しましても、障害の特性等

に応じた様々な形態の資料を収集し、貸

出に供するよう努めてまいります。 

イ 

１４ 対面朗読は、情報提供に不可欠な手段

なので、ボランティアに任せるのではな

く、職員を中心とした責任ある体制で行

うこと。 

対面朗読につきましては、ボランティ

アを活用しながら、利用者にとって効果

的なサービスが提供できるよう努めて

まいります。 

イ 

１５ コロナ禍とあって、昨年３月以降、ボ

ランティアによる図書の対面朗読の実

施を希望しても、再開に至っていない

が、感染防止対策を徹底することを大前

提に、できるだけ早期の再開を切願す

る。 

対面朗読の再開につきましては、新型

コロナウイルスの感染状況等を踏まえ、

できるだけ早期に再開したいと考えて

おります。 
エ 

１６ 「点訳・録音ボランティアの養成講座

の支援」とあるが、ここでは録音を伴わ

ない読み上げのケースも含むことや、全

国的には「音訳ボランティア」と言われ

ていることから、「録音ボランティア」

の表記は、「音訳ボランティア」と修正

してほしい。 

ご意見のとおり「録音ボランティア」

を「音訳ボランティア」に修正いたしま

す。 

ア 
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１７ 「障害のある人に配慮したホームペ

ージ利用の調査・研究」は、アクセシビ

リティを保障する観点からも必須の取

り組みであり、音声読み上げソフトによ

るブラウザでのＨＰの解読が可能かど

うか、ＰＤＦデータなどの中身がきちん

と音声読み上げするかどうか、スマート

フォンの場合も類似の動作・音声読み上

げが可能かどうかといった検証を、音声

ブラウザなどのユーザーである視覚障

害のある人が職員らと協働でモニタリ

ングを行うなどの取り組みも大いに有

効と考える。 

障害のある人の視点を生かした取組

につきまして、障害福祉団体等のご意見

を伺いながら充実を図ってまいりたい

と考えており、ご意見につきましては、

今後の参考とさせていただきます。 

ウ 

１８ 視覚障害者情報センターに関連する

取組は多岐にわたるため、職員や支援

者・協力者の増員をはじめ、図書製作ス

ペースの確保など、市立図書館の中央図

書館としての再整備、複合施設化が目指

されている現在、市内図書館ネットワー

クの一環として、新たな中央図書館の

「分館・分室」とすることも含め、さら

なる機能強化が必要と考える。 

ご意見につきましては、今後の施策を

推進する上での参考とさせていただき

ます。 

ウ 

１９ 視覚障害者情報センターのネーミン

グについて、当初の計画段階では、点字

図書館化が目指されていたはずだが、市

民にはあまり親しみの持てない「視覚障

害者情報」という文言の名称となったこ

とは残念であった。 

ネーミングを関係者間の意見を聴取

した上で、再度検討いただくことも合わ

せて要望し、次のネーミング案を提案す

る。 

1.市立中央図書館分館・読書バリアフリ

ー情報センター 

2.市立読書バリアフリー情報センター 

3.市立中央図書館・あじさい分室 

4.市立バリアフリー図書情報館 

5.市立バリアフリー図書資料室 

6.市立バリアフリー図書資料コーナー 

7.市立あじさい声と点字の図書館 

視覚障害者情報センターの名称につ

きましては、当初の名称案を「点字図書

館」としておりましたが、点字以外にも

様々な方法で情報を発信していくこと

を踏まえ、利用者などから将来を見据え

た名称を求める声があったことから、現

在の名称に定めたものでございます。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 
ウ 
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２０ 「プライベートサービス」としての資

料の点訳などを担う点訳者にボランテ

ィアとして活動していただくのであれ

ば、活動を担う団体が、視覚障害者情報

センターや図書館・公的機関において、

障害のある人の情報保障のため、持続可

能な形で活動していただけるよう、きち

んと「協力団体」「市民福祉団体」ある

いは「文化団体」といった、市としての

公的な位置づけをした上で、予算的な支

援をする必要があるのではないか。 

点訳者を含めたボランティア団体の

位置づけや支援方法等、ご意見につきま

しては、今後の参考とさせていただきま

す。 

ウ 

２１ 音声訳による支援について、利用者か

らのリクエストによる「プライベートリ

ーディングサービス」をはじめ、「対面

朗読」も含めて、視覚障害のある人への

直接支援をメインに担っていただくの

が本来の支援かと思われるが、予算的な

サポート体制の不足やサービスへの時

間と労力を向けられるだけの余力を持

てていない面から利用者の方も依頼し

づらいなど、かねてからの課題となって

いる。 

視覚障害者情報センターの蔵書や一

部の定期刊行物製作への予算サポート

はなされてきたようだが、定期刊行物製

作においては職員も製作に協働して携

わるなど、予算も人的にも、本業である

リクエスト・プライベート依頼の活動に

皆さんが専念できるように、支援いただ

く必要があると考える。 

プライベートサービスを始めとする

障害のある人への直接支援の利用を促

進するため、音訳などを担うボランティ

ア団体などへの支援方法等、ご意見につ

きましては、今後の参考とさせていただ

きます。 

ウ 
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２２ 人権施策審議会をはじめ、全庁的な課

題、庁内横断的に障害者差別のない共生

社会の実現に向けた条例の検討を行う

際に開かれる検討会議等の場、障害者差

別解消支援地域協議会、並びに読書バリ

アフリーに資する事業に取り組む上で

必要な事項を協議する「障害者読書バリ

アフリー推進協議会（仮称）」といった

障害のある人に関わるテーマの審議・協

議を行う場において、さらなる当事者委

員の参画を推進されることを望む。 

障害のある人に関する問題について

の意思決定過程においては、障害のある

人のご意見を丁寧にお伺いするととも

に、検討の場に参画いただくよう、ご意

見の趣旨を踏まえ、取組を推進してまい

ります。 イ 

２３ 審議会等において、障害者団体から派

遣・選出された委員は、団体の役職の重

責の上に、委員を再任され複数任期を務

められているのに対し、公募委員での選

出者は、再任されることがなく、委員が

十分な審議協議に参画できないまま任

期を終えてしまうといったことが散見

されるため、人材の適正な選出と障害当

事者の視点を踏まえたより良い審議参

加の保障を検討されたい。 

相模原市審議会等の委員公募要綱に

おいて、公募による委員の資格のひとつ

として、応募日において「本市の他の審

議会等の委員でない者」としております

が、これは、幅広く多くの市民の方の意

見を反映するために定めています。 

いただきましたご意見の障害のある

人の視点の審議会等への反映につきま

しては、様々な機会を捉えながら意見聴

取に努めてまいります。 

ウ 

２４ 障害者団体の活動が、事業所などの他

のフォーマルな社会資源の「すき間」を

埋める存在として非常に重要な役割を

果たしていると思うが、「自前の拠点」

となる「当事者会運営の事業所」があれ

ば、社会資源としてより効果的な活動が

出来ると考える。 

障害者団体の活動の場所として、あじ

さい会館の福祉団体室などがございま

すが、ご意見につきましては、今後の障

害者団体の支援の参考とさせていただ

きます。 

ウ 

③ 第２編 分野別施策の基本的方向 
第２章 地域で安心して「暮らす」 

２５ ４２ページの現状と課題の一つ目に

は、近年、３回国家試験が行われた心理

分野の国家資格である「公認心理師」を

はじめ、重要な役割を果たしている臨床

心理士などの既存の心理職の現場も含

まれると解されるため、「▶福祉、保健、

医療、教育、心理、雇用など、様々な分

野で実施されている…」とするのが望ま

しいと考える。 

本市では、児童相談所における心理職

のほか、様々な機関で専門性を要する相

談支援を行っており、その重要性は認識

しております。 

本文では、具体的な取組との関連を踏

まえ、様々な分野のうち一部を具体的に

列記しております。 

ウ 
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２６ 各高齢・障害者相談課等とこども・若

者支援課の連携や情報共有をしてほし

い。 

児童クラブで障害のある児童をお預

かりする場合や、子どもの権利相談室等

で保護者の子育てに関する不安や悩み

の相談に応じる場合などにおきまして、

専門的な判断や対応が必要なときは、関

係機関と連携や情報共有を図っている

ところでございますが、より良い支援と

なるよう努めてまいります。 

ウ 

２７ 障害のある人に対する支援体制の強

化のため、介護保険制度における訪問介

護をする際のサービス責任提供者のよ

うな相談員の配置を希望する。 

本市では、総合的・専門的な相談支援

を行う基幹相談支援センターや障害者

相談支援キーステーションを設置し、相

談支援事業所等を支援するとともに、相

談支援専門員のスキルを向上させるた

めの本市独自の研修を実施しておりま

すが、ご意見につきましては、今後の参

考とさせていただきます。 

ウ 

２８ 「障害等の重度化・高齢化」とあるが、

障害の「重複化」を指す記載がなく、ま

た、「障害等」の「等」とは何を指し、

何が含まれるのか、わかりづらい面もあ

る。障害を「多様」な視点で見る必要が

あると思われるため、「障害の重度化・

重複化・高齢化など」のようにするとよ

いと考える。 

障害だけでなく、障害のある人や世帯

の高齢化を含めて表記しております。 

ウ 

２９ 日中活動系サービス事業所において、

重度の障害のある人を支援する場合、職

員数を増やす、障害に適した設備面の強

化を行なう、支援技術を習得するなどの

対応が必要となる。 

重度の障害のある人であっても本人

の意思が尊重され、通所したい事業所で

支援が受けられるよう、事業所の増加や

既存の事業所が支援をすることができ

るような体制づくりが重要である。 

重度の障害のある人であっても住み

慣れた地域で生活できるよう、ご意見の

趣旨を踏まえ、引き続き、取組を推進し

てまいります。 

イ 
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３０ 精神障害者保健福祉手帳１、２級と３

級の等級の差で福祉サービスの量を分

けるのではなく、必要な方に必要なサー

ビスが届くようにしてほしい。 

各種制度の目的や効果を踏まえつつ

可能な限り個々の状態に応じて、必要な

方に必要な支援の提供ができるよう努

めてまいります。 

ウ 

３１ ７１ページの市が行ったアンケート

で「外出しやすくなるために、希望する

もの」という質問に対し、３９％の人が

「交通費の助成」と答えており、「市重

度障害者等福祉手当」「福祉タクシー利

用料の助成」「自動車燃料費の助成」が、

計画に載っていないようだが、廃止か縮

小の方向で考えているのか。 

５１ページの「２）自立生活の支援」

及び「３）移動支援の充実」に掲載がご

ざいます。 

各制度の方向性につきましては、より

効果的な支援が提供できるよう、既存事

業の見直しと合わせて充実を図ってま

いります。 

ウ 

３２ 介護者が正社員で働ける時間を確保

できるようになることが、重症心身障害

児者が地域で暮らすことにつながるた

め、被介護者の家族の就労時間の確保を

めざすことを記載してほしい。 

被介護者の家族の就労時間が確保さ

れるよう、重症心身障害児者が利用でき

る事業所の整備促進、一時預かりや放課

後対策等の充実を図ってまいります。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 

３３ 「障害児通学支援事業の検討」を記載

してほしい。 

通学支援につきましては、５２ページ

中段の「３）送迎支援などの実施」に位

置付けております。 

本市では、ご家族が病気等で送迎がで

きない場合の移動支援サービスを実施

しているほか、各団体による各種送迎サ

ービスについての周知を図るとともに、

更なる充実に向けて課題の整理を行っ

てまいります。 

ウ 

３４ 日中サービス支援型グループホーム

など、重度の障害のある人を支援できる

グループホームが圧倒的に少なく、その

主な要因は介護報酬による収入だけで

は必要な職員数が確保できない、身体介

助など専門的な知識のある職員がいな

いなどであると思われる。 

重度の障害のある人を含めた地域移

行や自立支援を促進するならば、事業者

が円滑に支援できるよう、障害の重度

化、高齢化への対応を強化する必要があ

る。 

重度の障害のある人の地域移行の役

割を担うものとして、日中サービス支援

型共同生活援助があり、本市における事

業所数は増加傾向にあります。 

重度の障害のある人の受け皿づくり

と支援の質の向上に向けた取組に当た

り、ご意見につきましては、今後の参考

とさせていただきます。 

ウ 
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３５ 生活介護や放課後等デイサービス等

での車の送迎が、１人で行われている場

合もあり、送迎を不安に思っている福祉

職員や利用者の家族も多い。障害児者は

発作がある人や他害や自傷などされる

人もいることから、２人体制の送迎で事

業所が運営できるよう加算をしてほし

い。 

送迎加算につきましては、国の報酬に

おける加算だけでなく、市においても独

自で補助を行うことで、送迎時の体制確

保における負担軽減を図っております。 

ご意見につきましては、今後の運営事

業者への適切な支援を検討する際の参

考とさせていただきます。 

ウ 

３６ 障害福祉施設や病院への介護用リフ

ト増設に対する支援を希望する。 

ご意見につきましては、障害福祉施設

等における問題や課題を解決するため

の支援策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

ウ 

３７ 障害のある人などの緊急時の受入先

となる障害福祉施設の整備を希望する。 

８０５０問題への対応や親亡き後の

支援等も見据えまして、障害のある人を

緊急で受け入れることができる障害福

祉施設の拡充や体制の整備に努めてま

いります。 

ウ 

３８ 相模原市はカラーバリアフリーを推

進していることから、色覚補正メガネに

も焦点をあててほしいこととともに、ま

だ高額であるため、「色覚補正メガネの

助成の検討」を記載してほしい。 

福祉用具は日々新しいものが開発・販

売されており、引き続き、様々なニーズ

やご要望をお聞きしながら、福祉用具の

給付について研究・検討を進めてまいり

ます。 

ウ 

３９ 特別児童扶養手当や産科医療補償制

度の支援を受けられる人もいれば、障害

の度合いに関係なく支援を受けられな

い人もいるため、障害のある児童を介護

する家族に対する補償において、多様な

選択ができるものを創設してほしい。 

福祉制度等の対象とならない人への

支援について、実態等の把握に努め、ご

意見につきましては、国への働きかけ等

の参考とさせていただきます。 
ウ 

４０ 福祉事業全体として人材確保が恒久

的な課題であり、就職相談会などを活用

している事業所も多いが、来場者が少な

く雇用に結びつかないため、民間の求人

情報媒体を利用することとなり、これに

対する費用負担が大きくなっている。費

用負担に対する補助など、雇用に結びつ

くようなサポートを考えてほしい。 

障害福祉への就労を目指す人などを

対象に、事業所を運営する法人の採用担

当者やハローワーク等と協力して相談

会の開催や、雇用された後の職員の資質

向上のための知識・技術の習得のための

研修を実施しております。 

ご意見につきましては、今後の多様な

人材確保に向けた新たな支援策を検討

する際の参考とさせていただきます。 

ウ 
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４１ 障害福祉サービス事業所の利用者の

高齢化に伴い、医療的な支援が必要にな

ってきているが、事業所職員が喀痰吸引

等第三号研修などを受講したくても、す

ぐに定員となることが多々あり、迅速な

体制整備ができないため、実務的研修の

実施や資格・専門技術取得のための支援

が必要である。 

ご意見につきましては、多様な障害の

特性等に応じた専門性を持つ人材の定

着・育成に向けた新たな支援策を検討す

る際の参考とさせていただきます。 
ウ 

４２ 重度訪問介護従業者の資格は短期間

で取得できるが、実際の支援においては

複雑で困難なケアが必要な場合が多い

ため、資格取得方法の見直しを希望す

る。 

重度訪問介護従業者養成研修につき

ましては、国によりカリキュラム等が定

められており、その実施主体は都道府県

となっておりますことから、国等の動向

を注視してまいります。 

ウ 

４３ 精神障害のある人を増やさない、減ら

すという発想を計画に盛り込んでほし

い。 

精神障害のある人への差別を学んで

しまう環境に晒されている状況を変え

なければならないと考える。 

また、コミュニケーションのコツや心

理学、コーピング（ストレス対処法）や

マインドフルネス（瞑想法）なども教育

に取り入れることで、メンタルヘルスの

維持能力が高められ、結果、精神障害に

なってしまうリスクを減らすことにも

繋がると考える。 

精神障害のある人の増加につきまし

ては、精神疾患を患う方の増加だけが要

因ではなく、医療機関へのアクセスのし

づらさや回復支援サービスの不足も要

因と考えられます。 

また、精神障害のある人を取り巻く環

境については、心の健康や精神疾患に関

する市民の理解促進に努めるとともに、

メンタルヘルス向上に役立つセミナー

などを開催しております。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 

４４ 「こころのホットライン」という自殺

予防の相談電話があるが、２２時までで

あり、それでは夜間から深夜の相談に対

応ができないため、２４時間３６５日、

回線もニーズに合わせた数を開くこと

が必要だと考える。 

自殺予防につきましては「こころのホ

ットライン」のほか、国が実施している

「こころの健康相談統一ダイヤル」やＬ

ＩＮＥ相談等の周知に努めております。 

また、外来診療ができる医療機関や入

院可能な病院を紹介する精神科救急医

療情報窓口を夜間から深夜につきまし

ても開設しております。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 
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４５ 計画の中には「福祉施設から地域生活

への移行」はあるが、市内の病院からの

退院促進の内容が見当たらないため、退

院促進に関する内容を入れて、しっかり

取り組んでほしい。 

５０ページに地域移行支援及び地域

定着支援に関する項目を記載しており、

今後につきましても、精神科病院に入院

している障害のある人の地域への移

行・定着に関する支援の充実を図り、退

院促進に取り組んでまいります。 

イ 

４６ 相模原市ひきこもり支援ステーショ

ンの運営について、人員体制は常時２人

と聞いているが、もっと人員を増やさな

ければ十分な対応ができないと考える。 

相模原市ひきこもり支援ステーショ

ンの人員体制は国のひきこもり対策推

進事業実施要領に基づいております。対

応につきましては、相談者一人ひとりの

支援ニーズにおいて、当ステーションの

職員だけでなく、その人が必要とする生

活支援や就労支援等を担う関係機関や

地域の支援者等と連携より、十分な対応

に努めてまいります。 

ウ 

４７ 神奈川県大和市では、引きこもりの方

のことを、「こもりびと」と言うように

なり、担当部署も「こもりびと支援課」

にしたら、相談される方が大幅に増えた

そうで、相模原市でも担当部署の名称

を、例えば「相模原市こもりびと支援ス

テーション」と変えてもいいのではない

か。名称を変えるだけでは偏見や差別は

解消できないが、困っている方が少しで

も相談しやすくなるのであればやるべ

きであり、言葉を変えイメージを変える

ことは、偏見や差別解消の第一歩になる

とも考える。 

相模原市ひきこもり支援ステーショ

ンは、国のひきこもり地域支援センター

設置運営事業に基づき、長期の社会的ひ

きこもり状態にあるご本人やご家族か

らの相談に対応するほか、関係機関に対

する技術支援や情報提供など、幅広い機

能を有していることをわかりやすく示

すため、このような名称としておりま

す。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただきます。 

ウ 

４８ 現状と課題のユニバーサルデザイン

の記載について、「初めから」とある箇

所を、「計画や設計の段階で、」もしくは

「初めの設計の段階から」とすると、よ

りデザインのことだとわかり、考え方の

啓発にもつながるのではないか。 

福祉のまちづくりに当たっての現状

と課題を表現したものであるため、ユニ

バーサルデザインの考え方の啓発につ

いては、具体的な取組を通じて推進して

まいります。 

ウ 

４９ 公共的建築物で「みんなのトイレ」の

表記はやめてほしい。「必要な人のトイ

レ」といったニュアンスでないと、本当

に必要な人が必要な時に使用できない。 

「みんなのトイレ」という名称は、神

奈川県みんなのバリアフリー街づくり

条例施行規則の規定によるものであり、

だれもが利用しやすいトイレが整備さ

れていることをお知らせするために表

示しております。 

ウ 
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５０ 視覚障害者誘導用ブロックとあわせ

て、青を知らせる「音響信号機の設置の

推進」を加筆してほしい。 

音響信号機の設置は、事業主体が県警

察本部となっておりますが、本市では、

各地域のまちづくりセンター等に寄せ

られた市民のみなさまや障害福祉団体

からの要望等を集め、毎年県に対して設

置要望を行っております。 

ウ 

５１ 神奈中バスの運賃半額を精神保健福

祉手帳所持者にも適用させてほしいと

願う。これは精神障害があることで引き

こもりがちな方の外出支援・社会参加に

もなる。 

これまで相模原市公共交通整備促進

協議会を通じ、バス交通事業者に対し、

精神障害者への運賃割引制度の導入を

要望するとともに、国に対しましても、

精神障害者に対する割引制度が早期に

実現されるよう要望しており、引き続き

継続してまいります。 

ウ 

５２ 「インクルーシブ公園の推進。誰でも

遊ぶことができる遊具の開発と設置」を

記載してほしい。 

相模原市パークマネジメントプラン

やバリアフリー法等の趣旨に基づき、誰

もが公園を利用できるように、今後も引

き続き、バリアフリー化等のハード整備

のほか、ソフト面も含めた充実を図るな

ど、ユニバーサルデザインの視点を踏ま

えた公園づくりに努めてまいります。 

イ 

５３ 施策の方向性（１）の冒頭に「市民」

とあるが、日々のネットワークづくりに

は、可能な限り障害当事者の参画と連携

が重要となる。防災マイスターの方々を

はじめ、地区・自治会の皆様とも、ぜひ

ネットワーク的な関わりが築けること

を願っており、「障害当事者を含む市民」

もしくは「障害のある人を含む市民」と

してはどうか。 

市民の表現は、障害の有無を分けるこ

とを意図しておりませんが、ご意見を参

考に、障害のある人との関わりも意識し

ながら、防災ネットワークなどの整備を

推進してまいります。 ウ 

５４ 防災ガイドブックやマップを特に情

報障害でもある視覚障害、聴覚障害のあ

る市民一人ひとりに届けることや、ガイ

ドブックやマップづくりの企画・製作段

階から情報障害のある人も一緒に参画

して作っていく取組をお願いしたい。 

防災ガイドブックについては、現在も

点字版や録音版を作成しているところ

ですが、今後も防災ガイドブックの改訂

やマップ等の作成の際には、ユニバーサ

ルデザインの考え方を踏まえることや、

障害のある人や支援団体などのご意見

を伺うことなど、より多くの人へ適切に

情報を伝えられるよう配慮してまいり

ます。 

イ 
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④ 第２編 分野別施策の基本的方向 
第３章 共に「学ぶ」 

５５ 「教職員・職員への研修の実施」では、

いわゆる人権・福祉教育の活動に参画し

ている障害当事者に講師を依頼するな

ど、当事者協働参画型で研修をデザイン

していけると考えるため、次のような文

案を提案する。 

「障害のある人を講師に招くなどし

て、専門性の向上及び障害等に関する理

解を促進するため、関係機関と連携を取

りながら、積極的に研修を行います。」 

講師については、障害の有無にかかわ

らず、障害等に関する理解を促進するこ

とができるような方に依頼することと

し、関係機関と連携を取りながら、あら

ゆる人の尊厳が守られ、安全で安心して

暮らせる「共にささえあい 生きる社

会」の実現を目指す研修を行ってまいり

ます。 

ウ 

５６ 居宅介護サービスにおける身体介護

の食事介助などを、普通級、支援級、児

童クラブの学校給食への拡大を検討し

てほしい。 

給食がペーストや刻み食のため、特別

支援学校しか選択肢のない子供達の食

事提供が公立校でも可能になり、学校の

先生方、児童クラブの先生方の負担軽減

にもなるとともに、親の校内待機がなく

なることによって、親の就労が可能にな

る。 

居宅介護サービスは、現在の国の基準

において居宅でのサービス提供を前提

としたものであるため、学校や児童クラ

ブでのサービスの提供は難しいものと

考えております。 

また、学校給食の提供につきまして

は、本人の健康状態や各学校の状況に応

じて対応しているところですが、ご意見

につきましては、今後の参考とさせてい

ただきます。 

ウ 

５７ 介護者の就労支援のため、特別支援学

校内に児童クラブの設置に対する働き

かけをしていくことを検討してほしい。 

特別支援学校に在籍している児童の

就労している介護者の多くは、送迎付き

の放課後等デイサービスや日中短期入

所事業等を利用し、就労されていると認

識しております。 

特別支援学校内に新たに児童クラブ

を設置するためには、施設の整備や専門

的知識を有する職員の配置等課題があ

りますことから、児童クラブ利用のニー

ズも含め、研究してまいります。 

ウ 
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５８ 長期休みの期間を特別支援学校と普

通級と一緒にしてほしい。 

特別支援学校の方が市立小・中学校よ

り休みが長いため、地域の児童クラブに

通っている子供達のためだけに、児童ク

ラブの先生方は午前中から出勤しなけ

ればならない。 

長期休業は、様々な実情に応じて管理

運営規則で自治体として定めており、県

立の特別支援学校だけでなく通常の学

級においても、他自治体と多少の期間差

が生じてしまうことがございます。 

ご意見につきましては、今後の参考と

させていただき、県等とも可能な限り情

報共有に努めてまいります。 

ウ 

⑤ 第２編 分野別施策の基本的方向 
第４章 自分らしく「働く」 

５９ ９１ページ中段の合理的配慮に関し

て、一人ひとりの障害により、労働場面

での配慮の仕方はケースバイケースで

あるとともに、個々で労務上の能力発揮

と遂行可能性がある。 

そうした視点に立って、「障害のある

人に対する差別の禁止及び個々の異な

る障害のある人が職場で働くに当たっ

ての合理的配慮の提供などについての

普及啓発を行います。」のように加筆を

いただけたら幸いである。 

ご意見のとおり反映させていただき

ます。 

ア 

６０ 自分らしく「働く」は精神障害のある

人にとっても望ましいことであるが、一

般就労は簡単ではなく、障害特性に合わ

せた職種や勤務時間などが無く、「雇用

のミスマッチ」があることが原因だと考

える。 

精神障害のある人の就労支援につい

ては、相模原市障害者就業・生活支援セ

ンター等様々な機関による本人の特性

に合わせた就労先の開拓を行っており

ます。 

ご意見を参考に、今後も関係機関と連

携し、障害の特性や程度に配慮した適切

な就労先とのマッチング、企業開拓等に

取り組んでまいります。 

ウ 

６１ 一般就労と就労継続支援Ｂ型が併用

できると、徐々に福祉的就労から一般就

労に移行しやすくなるため、就労支援と

して有効な方法だと考える。 

一般就労と日中活動サービスの併用

につきましては、本人の特性や障害の程

度に応じて支給決定を行っております。 

今後も一人ひとりに対して適切な支

援ができるよう努めてまいります。 

ウ 
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⑥ 第２編 分野別施策の基本的方向 
第５章 いきいきと「活動する」 

６２ 現状と課題において「２０２０年東京

パラリンピック開催を契機として」との

記載がなされているが、現在は「東京２

０２０オリンピック・パラリンピック」

のように使われているため修正しては

どうか。 

正式名称の「東京２０２０パラリンピ

ック競技大会」に表記を修正いたしま

す。 
ア 

６３ 相模原市行財政構造改革プラン（案）

の中で銀河アリーナの廃止が示されて

いるが、プールは水中ウォーキングなど

知的や肢体に障害のある人にも参加し

やすいスポーツであるとともに、銀河ア

リーナのある淵野辺公園は、近隣の福祉

施設等からの利用も多いため、障害のあ

る人がスポーツを手軽に親しむ施設と

して再活用することはできないか。 

銀河アリーナにつきましては、相模原

市行財政構造改革プランに基づく取組

を進めてまいります。 

エ 

６４ スポーツへの支援においては、障害者

スポーツの運動をする場所や、テニスで

障害のある人とない人がミックスペア

でダブルスゲームをする大会（ニューミ

ックス大会）の開催できる環境といった

スポーツ施設の改修との連携を考えて

いただくことをお願いしたい。 

けやき体育館を障害者スポーツ、文化

活動の拠点として位置づけ、障害者スポ

ーツ団体の皆様をはじめ、多くの人にご

利用いただいているところです。 

ご意見につきましては、障害の有無に

関わらず誰もがスポーツを楽しめる環

境づくりへ取り組む上での参考とさせ

ていただきます。 

ウ 

６５ 文化活動の表記を文化芸術活動とし

てはどうか。 

改正「文化芸術基本法」や「障害者に

よる文化芸術活動の推進に関する法律」

と「障害者による文化芸術活動の推進に

関する基本的な計画」を参酌して施策に

生かしていく必要があると思われる。 

ご意見のとおり、近年、障害のある人

の文化芸術活動の推進のための法令の

整備等が進められております。 

本項目については、障害のある人の地

域活動への社会参加等も含めた支援と

しております。 

ウ 

６６ 「視覚に障害のある人のパソコン講

座・スマートフォン講座の開催」は、文

化的な側面も多分にあり、時宜にもかな

った障害のある人にとっても切実かつ

重要な取り組みであるため、情報バリア

フリーの推進及び生涯学習機会の充実

の項目にも位置づけるのが望ましいと

考える。 

ご意見を踏まえ、３３ページ下段の

「２）情報保障の充実」及び１０５ペー

ジの「５－３（１）学びやすい環境づく

りの充実を図ります」の取組に再掲いた

します。 
ア 
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６７ 「生涯学習機会の充実」の視点をもっ

と強調して表現する必要があると感じ

た。例えば、現状と課題において「障害

のある人の日々の生活にゆとりと潤い

を持たせるため、社会の様々な場におい

て、個人の希望にあった学習が進められ

るよう、生涯にわたる学習機会の充実に

向けた環境づくりを進めることが必要

です。」としてはどうか。 

また、施策の方向性において「（１）

障害のある人が必要なときに自分の希

望する学習の機会が得られるよう、生涯

学習・社会教育の機会を保障し、及び情

報提供に努めるとともに、講座などの開

催場所、開催時間などの配慮に努めま

す。」としてはどうか。 

本基本施策のサブタイトルにおいて、

生涯を通じて学習する機会の充実とし

ており、ご意見につきましては、今後の

各種取組を実施する上での参考とさせ

ていただきます。 

ウ 

６８ 今日まさしく推進が言われておりま

す視覚障害者等の読書バリアフリーを

目指す観点から、１０４ページの施策の

方向性を次のように加筆・修正してはど

うか。 

（２）読書バリアフリーに配慮した資

料などの提供の充実を図ります。 

生涯学習に必要な資料及び情報の提

供のため、図書館などの障害者の読書バ

リアフリーに資する事業やサービス機

能の充実を図ります。 

生涯学習におきましては、読書環境に

限らず広く充実を図るものであります

ことから、記載のとおりの表現としてお

りますが、視覚障害のある人などの読書

環境の充実につきましては、関係機関と

連携をしながら取組を検討してまいり

ます。 

ウ 
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６９ 文部科学省と厚生労働省とで策定・公

表された「視覚障害者等の読書環境の整

備の推進に関する基本的な計画」で使用

されている用語（例えばアクセシブルな

電子書籍、大活字、音訳者、図書館協力

者など）を援用いただき、より実態を考

慮して、１０５ページの記載を次のよう

に修正してはどうか。 

①図書資料、点字・録音図書などを含

むアクセシブルな電子書籍、視聴覚資料

の提供など各図書館における障害者の

読書バリアフリーに資する資料や情報

提供の充実を図ります。 

○大活字などの読みやすい図書資料、

音訳者によって製作された聞きやすい

録音図書、わかりやすい視聴覚資料の提

供など各図書館において製作・収集した

資料や情報提供の充実 

地域における知の拠点として多様な

市民に等しく学びの機会を提供するこ

とが図書館の役割だと考えており、障害

のある人に対しましても、障害の特性等

に応じた様々な形態の資料を収集し、貸

出に供するよう努めてまいります。 

イ 

⑦ 第３編 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標及び見込量等 
第２章 令和５年度の成果目標 

７０ 重症心身障害児を支援している放課

後等デイサービス事業所は増えている

一方、生活介護事業所は増えていないた

め、放課後等デイサービス事業所のよう

に、重症心身障害児を対象とした生活介

護としての請求コードの増設とともに、

看護師を配置して運営できるようにし

てほしい。 

重症心身障害児を対象とした生活介

護事業所につきましては、令和２年度に

新たに２事業所を指定しているところ

ございますが、ご意見につきましては、

国への要望の参考とさせていただきま

す。 

ウ 
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⑧ 第３編 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標及び見込量等 
第３章 障害福祉サービス等の見込量と確保のための方策 

７１ 同行援護は、歩行などの移動の行為を

伴う際の支援をはじめ、外出時・同行先

において、同行援護従業者（ガイドヘル

パー）による適切な声掛けや「代読・代

筆」などの“視覚障害のある利用者の目

の代わり”となって情報提供を行うとと

もに、外出時の安全の確保・配慮に勤め

る援護が主な業務であるため、「移動の

援護」とある箇所は、「外出時の援護」

と表記していただくのが望ましいと考

える。 

他のサービスにおける表記を踏まえ、

「移動の援護」を「外出の援護」に表記

を修正いたします。 

ア 

７２ 訪問系サービスを担っている各事業

所において、「意思疎通支援」としての

代筆・代読事業に参入いただき、事業所

関係者への十分な研修のサポートをし

た上で、「同行援護と意思疎通支援」「家

事援助と意思疎通支援」といった柔軟か

つ適切な組み合わせにより、１回で類似

したサービスが利用できる体制が望ま

れるため、検討に期待する。 

いただいたご意見とともに、他自治体

の制度等も参考に研究してまいります。 

ウ 

⑨ 第３編 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標及び見込量等 
第６章 地域生活支援事業の見込量と確保のための方策 

７３ 障害の「社会モデル」の考え方に立っ

た明記を高く評価する。 

具体的な方策が本章には記載されて

いないが、第２編の各所で記載のあった

取組の実施を応援する。 

本プランに基づき、障害者の理解促進

等について取組を推進してまいります。 

イ 
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７４ 「視覚その他の障害のため、意思疎通

を図る事に支障がある方に対し、手話通

訳者や要約筆記者の派遣、点訳、代筆、

代読、音声訳による支援などを行いま

す。」とあるが、具体的にどのような支

援活動と事業を想定されているのか記

載してほしい。 

本項目は、健康福祉局の各所管課はも

ちろん、視覚障害者情報センターに携わ

る職員や協力者・利用者などの関係者の

活動と特に深く関わる内容でもあり、整

理・具体化を丁寧に行って実施する必要

がある。 

意思疎通支援事業につきましては、手

話通訳者や要約筆記者の派遣、各高齢・

障害者相談課への手話通訳者の配置及

び対面朗読等などを行っておりますが、

事業の実施に当たりましては、ご意見の

趣旨を踏まえ、取組を推進してまいりま

す。 イ 

７５ 手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向

け通訳・介助員、点訳者及び音訳者の皆

さんは個々に専門性を有し、それぞれの

技術習得やレベルアップされるプロセ

スで、利用者や先輩活動者などからスー

パーバイズを受けるなどして向上され

ている。 

こうした方々を大切にしなくてはな

らない専門支援者であるという認識を

持って施策に反映いただくことが重要

と考える。 

専門性の高い意思疎通支援を行う者

の養成研修事業につきまして、ご意見の

趣旨を踏まえ、取組を推進してまいりま

す。 

イ 


