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意見の概要および市の考え方 

 

No 意見の概要 意見数 市の考え方 

第一部 第 4期彦根市障害者計画（中間見直し） 

1 7頁 「位置づけと計画期間」について 

 プランの位置づけが図で示されている

が、現在、社会福祉法の改正により福祉関

連計画の上位計画に「地域福祉計画」が位

置づけられており、図のような表し方では

なくなっている。同様に、位置づけの説明

文も修正が必要と思われる。 

 ※彦根市の高齢分野・子ども分野の各計

画では、位置づけの変更が行われているの

で参考にされたい。 

1件 ご意見に基づき、他の計画の表記と

整合性を保つように修正いたしま

す。 

2 20 頁 「障害のある人を取り巻く課題」

について 

 市民アンケートの調査からの課題のひ

とつに障害のある高齢者（６５歳以上）の

重要課題が挙がっている。また、サービス

事業所からの意見においても、高齢化に伴

う課題への意見が散見される。 

しかしながら、「基本方針（第３章）」や

「各施策（第４章）」の中には項目建てさ

れておらず、障害高齢者への取組が体系的

には示されていないように思う。 

今後、高齢化していく中で、より重要な課

題になっていくと思われるため、計画内に

項目を設けて、取組を進めていく必要があ

るのではないか。 

1件 ご意見の通り、障害のある高齢者と

それを取り巻く課題については、今

後一層重要になっており、69頁の■

取組の基本方向にあるように、高齢

障害者に対する課題等について協議

する場の設置について検討していき

ます。また、141 頁にもありますよ

うに、地域全体で支える仕組みづく

りとして、地域生活支援拠点を確保

した上で、各事業所と連携を図りつ

つ、その機能の充実していくことと

します。なお、障害のある高齢者へ

の取組に関する項目の設定等につい

ては、貴重なご意見として承り、次

期計画の策定時に検討いたします。 

 

3 22 頁 「大人の放課後デイサービス」に

ついて 

・18 歳を超えた方の日中の居場所や活動

の場が不足している。 

・特別支援学校卒業後の行先として、作業

所ではない、新たな枠組みとして、日中一

時支援をはじめとした、支援施策の拡充が

1件 ご意見をもとに、日中一時支援をは

じめとした、支援施策の拡充に努め

てまいります。 
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必要ではないか。 

4 28頁、29頁 

「権利擁護、相談体制および地域福祉の充

実」について 

・各相談支援機関の更なる質の向上と同時

に、相談する人が惱みを抱えたときにどこ

へ相談するのかがわかりやすくすること 

・相談支援機関も機能分けされて多様化し

てきている中で、適切な機関にうまくつな

げられるような地域の仕組みこそが不十

分である。 

・相談者がファーストコンタクトをとった

機関が、まず何を求めているか？どういっ

た機関を巻き込むのがいいかなどインテ

ーク段階での丁寧な聞き取りと情報収集

に努めるべき。 

・圏域単位での相談情報収集フォーマット

になる共通なものを作成して活用するこ

と。 

1件 障害のある方の相談窓口として、市

障害福祉課や基幹相談支援センター

等があります。これらは手引きやホ

ームページ等で周知していますが、

どこへ相談されても適切な支援につ

ながるよう、関係機関での連携を強

化に努めてまいります。フォーマッ

トについては貴重なご意見として承

ります。 

 

 

 

5 42 頁「スポーツ・レクリエーション活動

への支援」について（■事業・取組内容に

ついて） 

県スポーツ課より、スペシャルスポーツカ

ーニバルの廃止、4会場に分け、スポーツ

広場、スポーツフェスタに変更、参加者が

スポーツ広場⇒各種目別スポーツフェス

タ⇒選考会へチャンレンジできるような

県大会になる様変更された。 

1件 ご意見に基づき、事業・取組「スポ

ーツ大会への参加促進」の記述内容

を、「全国障害者スポーツ大会・県

障害者スポーツ大会・県スペシャル

スポーツカーニバル等への参加を促

進します。」から「全国障害者スポ

ーツ大会、県障害者スポーツ大会等

への参加を促進します。」に修正い

たします。 

6 43頁 

「企業啓発等による雇用の促進」について 

（■取組の基本方向について） 

・公的機関での職業実習等取組の推進にむ

けて各部局での障害者雇用推進者が、率未

達成部局をカバーするには雇用率の上方

修正を意識的にすること。 

1件 公的機関での職業実習等取組の推進

が図られるよう、いただいたご意見、

ご指摘を踏まえ、本計画をはじめ、

「彦根市障害者活躍推進計画」等関

連計画において目指す取組施策を進

めていきます。 
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・公的機関の中で雇用されている人の知的

•精神•身体障害割合はどれぐらいでしょ

うか？ これにも意識した活躍推進計画が

作成されることを期待申し上げます。 

 

7 44頁 

「企業啓発等による雇用の促進」について 

（重度障害者多数雇用事業所への就労促

進について） 

・市内の公共交通機関アクセス面が悪い。 

・脳血管疾患から身体障害を負うというケ

ースも散見される中で“通勤”が大きな課

題。 

・民間バス会社も入った雇用捉進策の検討

と作成、実施を進める。 

1件 本市の公共交通施策は、湖東圏域公

共交通活性化協議会で策定した湖東

圏域地域公共交通網形成計画に基づ

き、住民や観光客、通勤客、学生な

どの活動を支え、まちに賑わいを与

える公共交通などを目指すこととし

ており、通勤に便利な公共交通の実

現も重要な課題と捉えています。今

後も、地域における公共交通の役割

を果たせるよう、利用環境整備や利

便性の向上などに努めてまいりま

す。 

8 44頁 

「企業啓発等による雇用の促進」について 

（一般企業と福祉施策の連携および障害

者優先調達推進法の推進について） 

・一般企業の仕事を福祉がとるということ

ではない、共存の方法がないものか。 

・湖東圏域の複数の就労継続支援事業所か

ら障害者を派遣してもらい、シュレッダー

を搭載した特殊車両を所有する民間企業

が出張して共同で対応した作業で最低賃

金換算して工賃はいただいた経過がある。 

施設外で単発的に、普段しない作業を体

験するという機会は障害者にとって就業

訓練に効果的である。 

優先調達に工賃保障という要素だけで

はない、雇用へと結び付ける要素も考慮し

た特色ある彦根市の調達事業を発案して

もらいたい。 

2件 いただいたご意見、ご指摘を踏まえ、

本計画をはじめ、「彦根市障害者活

躍推進計画」等関連計画において目

指す取組施策を進めるなど、優先調

達が有効に機能するよう検討してい

きます。 

 

9 45頁 

「就労相談・支援体制の充実」について 

（中学校や高等学校の進路指導について） 

1件 貴重なご意見として承ります。いた

だいたご意見は、障害福祉課および

関係機関等と情報共有を図り、今後
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・支援対象ではないが、特性のある在校生

について、職場開拓員と就労サポーターと

いう事業だけでの動きとは別機能で対応

できる事業が必要ではないか。  

 

の参考にさせていただきます。 

 

10 46頁 

「経済的自立の支援」について 

（■取組の基本方向における、本人の希望

や能力に応じたリハビリテーション活動

の支援について） 

 

セルフプランにおいてもリハビリテーシ

ョン活動の一つとして位置づけるかの議

論をしていただければと思います。 

 

1件 貴重なご意見として承ります。いた

だいたご意見は、障害福祉課および

関係機関等と情報共有を図り、今後

の参考にさせていただきます。 

 

11 48頁 

「職業リハビリテーションの充実」につい

て」 

自立生活支援ホームとは？自立生活支援

加算のついたホームのことですか？ 

1件 自立生活支援ホームとは、そこに入

所している障害のある人が職場に通

勤しながら、独立・自活に必要な支

援を受けることを目的としたホーム

です。 

この独立・自活に必要な支援サービ

スは県の事業として提供されること

から、障害福祉サービスに係る自立

生活支援加算とは異なります。 

 

12 49頁 

「福祉的就労環境の充実」について 

（■事業・取組内容について） 

・就労継続支援事業Ａ・Ｂの他にも自立訓

練などを活用して就業を柱にした支援が

行われていると思います。そこには実習制

度が整っておらず、定着支援も義務化され

ていないことから 就業障害者への不安定

な支援に至っているケースもあります。 

・この課題にどう取り組まれるかもご検討

願えればと思います。 

1件 実習制度については企業の理解が不

可欠であると考えます。43頁 

 ■事業・取組内容 「企業訪問等

による啓発」にもありますように、

企業訪問等を通じて障害者の雇用に

おける環境の整備を推進するよう、

今後も啓発に努めていきます。また、

関係機関等と連携を図りながら、障

害に対する一層の理解促進を進めて

いきます。 

 

13 79 頁 「精神保健・医療の提供」につい

て 

1件 ご意見、ご指摘を踏まえ、本計画等

において、障害のある人に対する医
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 現在、精神科通院医療費は助成を頂いて

無料です。これを入院医療費や他科診療に

拡大する施策をお願いします。精神障害者

の多数の方は、就労できません。 

 

療費の公費負担制度の充実のために

国や県に対する要望等の取組に努め

るとともに、制度の周知を図ります。 

 

14 84頁 「相談支援体制」について 

（■事業・取組内容について） 

 相談支援の充実において、相談窓口や相

談支援体制の充実が記載されているが、彦

根市で取り組まれている「丸ごと連携の相

談体制」や、国が示している「重層的支援

体制」の構築の検討について触れられてい

ない。 

 現状の取組や今後の方向性を視野に入

れた内容を追記してはどうか。 

 

 

 

 

1件 ご意見に基づき、85頁の「相談支援

機関等の連携」に係る内容と主な取

組主体について、それぞれ以下の通

り、下線部の文を追記いたしました。 

 

・保健・医療・福祉、教育、労働等

の分野にまたがる相談に応じるた

め、市関係部局間や相談支援機関お

よびサービス提供事業所間の連携強

化を図り、包括的な相談支援のため

のネットワークを確立します。 

・社会福祉課、障害福祉課、健康推

進課、発達支援センター、学校支援・

人権・いじめ対策課、子ども・若者

課、社会福祉協議会 他 

15 99頁 「防災対策の推進」について 

（「■取組の基本方向」の 

「地域において災害時要配慮者の避難誘

導を含む自主防災活動が迅速に行われる

よう、避難支援マニュアルを作成し、避難

協力体制の確立を図る」について） 

 

この避難支援マニュアルはいつごろまでに

できるとかの記述をしてはどうでしょうか。

災害時要配慮者にも安心してもらえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2件  

 

 

 

 

 

 

避難支援マニュアル等については、

現在、国において、障害のある人等

避難行動要支援者の避難の実効性確

保に向け、地方公共団体に対し、個

別避難計画の作成について取組の充

実を求める内容を含んだ法改正の動

きがあります。今後は、本計画とこ

れから策定される個別避難計画との

整合性に留意し、災害時要配慮者が

安心できる体制づくりをめざしま

す。 
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自主防災会組織がないところがあります。

これについては、誰が、どう自主防災会組

織の立上げやアドバイスをしていくのか、

等の記述をしてください。これも災害時要

配慮者に安心してもらえます。 

 

 

自主防災組織に関する記述は、彦根

市地域防災計画にあります。 

自主防災組織は彦根市自主防災組織

整備推進要綱に基づき、各自治会単

位での設置を基本としており、組織

立ち上げの主体はあくまでも自治会

等の地域住民となりますが、本市で

は組織立ち上げに関するアドバイス

をはじめ、広報活動、防災教育、自

主防災組織用資機材整備の助成、防

災訓練の指導を行い、自主防災組織

の設置を推進しています。 

16 104頁「数値目標」について 

数値目標について新規就職者数を把握す

るには、求職登録など含めたうえでのデー

タ把握にするほうがいいかと思います。具

体的にはハローワーク彦根様を指標名と

するほうがいいかと思われます。ご検討く

ださい。 

1件 今回の第 4期彦根市障害者計画(6年

計画)は中間見直しであることから、

ハローワーク彦根における新規就職

者数の目標値については、次期計画

の策定時に検討いたします。 

17 104頁「数値目標」について 

数値目標のうち、区分６「安心・安全の地

域づくり」の指標について、災害時要支援

者登録数が目標値になっている。登録者数

を増やすことも重要であるが、地域におい

て助け合い・支え合いの取組が増えていく

ことのほうが重要と思われる。 

同時期に意見公募が行われている「第８期

彦根市高齢者保健福祉計画・介護保険事業

計画」では、同様の目標に「制度推進に向

けた取組を行う自治会数」を挙げており、

市の計画として統一の目標にしたほうが

いいのではないか。 

1件 災害時要支援者登録数の目標値につ

いては、第 4 期彦根市障害者計画(6

年計画)における指標で、今回、同計

画は中間見直しであることから、現

行のままとします。次期計画の策定

時には、「第８期彦根市高齢者保健

福祉計画・介護保険事業計画」等の

目標と整合性が図れるようにいたし

ます。 

第 5章 成年後見制度利用促進基本計画 

18 法人後見と市民後見に関して、実施稼働の

具体的タイムスケジュールを盛り込まれ

たい。 

 

3件 本計画は令和 3 年度から令和 5 年度

までの 3 年間を計画期間としてお

り、この期間中の重点取組事項とし

て、118 頁の「第 9 節 重点取組事
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年度も明記した工程表を掲示すべきであ

る。 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の利用に関する助成制度の

在り方について、圏域の社会福祉法人およ

びＮＰＯ法人の法人後見参入を検討して

貰うため、厚生労働省の地域生活支援事業

の補助が存在することを明記すべきだと

考える。 

また、市の支出実態との整合のため、「（後

見人）報酬助成の交付実績」は、彦根市が

支出した実額の記載に訂正されたい。若し

くは案の記載金額をそのままとする場合

は、内４分の１が市の負担である注釈を追

記されたい。 

 

項」に法人後見に係る目標を追記し

ました。今回の計画期間においては、

まずは法人後見について重点的に取

り組むこととし、市民後見に関して

は、117 頁下部に記載のとおり、受

任者養成に係る取組等について情報

収集を進めることとします。 

 

 

本計画は令和 3 年度から令和 5 年度

までの 3 年間を計画期間としてお

り、年度毎の工程表は計画には記載

しませんが、第 6 章（189 頁）のと

おり、毎年進捗管理を実施し、取組

内容の評価を行います。 

 

 

ご意見に基づき、108 頁に「報酬助

成に係る費用には、国庫補助金約３

０％、県補助金約１５％の割合で充

当されており、本市の実支出額は下

表の交付総額のうち、約５５％とな

っています。」を追記いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 成年後見制度について、制度の内容や相談

窓口について障害者にもわかりやすいよ

うにしてほしい。障害者が親亡き後、成年

後見制度を利用する場合、どこに申し込め

ばいいのかわかりやすく説明してほしい。 

 

4件 成年後見制度の理解や相談窓口がま

だまだ浸透していない状況ですの

で、ご意見を賜ったとおり制度の周

知・啓発については効果的なアプロ

ーチ先や手法を検討してまいりま

す。 
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成年後見人等の不正防止のための監視機

能を公的機関がもつべきではないか。 

 

 

 

 

親亡き後の支援について、障害者の SOSを

キャッチし対応できる機関が必要と考え

る。 

 

 

 

 

 

親亡き後の生活相談、親の葬式支援、相続

相談、遺産整理等を代行する制度を構築し

てほしい。 

117 頁基本目標３「後見人等への支

援の充実」施策６「後見人等への支

援施策の整備」により、後見人等に

よる支援内容を検証できる仕組みづ

くりを進めることとします 

。 

114 頁基本目標１「広報・啓発の充

実」施策１「成年後見制度に関する

広報・啓発」で、相談支援専門員や

福祉施設関係者などに対して、成年

後見制度を理解し、ニーズを拾い上

げられるように、勉強会や研修会を

開催してまいります。 

 

ご意見の内容については、権利擁護

支援や成年後見制度による支援がご

ざいます。 

第二部 第 6期 彦根市障害福祉計画 

20 128頁 

「精神障害者にも対応した地域包括ケア

システムの構築」について 

・具体的な施策を強く押し進めてくださ

い。 

・財源や人材は、限りがありますが精神障

害者が健全な生活を送れるように障害者

の 3施策を同一にお願いします。 

2件 ご意見、ご指摘を踏まえ、本計画等

において精神に障害のある人が、地

域の一員として安心して自分らしい

暮らしをすることができるよう、目

指す取組施策を進めていきます。 

 

21 102頁、154頁、157頁 

「住環境の整備」、「居住系サービス」「自

立生活援助」について 

・一人暮らしをするためにグループホーム

の整備をお願いしたいが、費用が高額にな

るのでアパートなどを借り上げて支援を

お願いしたいです。 

・共同生活援助や自立生活援助のサービス

量を上げてください。 

2件 ご意見、ご指摘を踏まえ、本計画等

において地域における障害のある人

の生活の場を確保するため、グルー

プホームの確保とこれらのホームに

おける支援内容の充実など目指す取

組施策を進めていきます。 

 

〔注意事項〕 

 提出された意見が複数の内容にまたがる場合は、個別の内容ごとに 1 件として数え、整理して

ください。 


