
平成２７年度市民対話集会会議録

日 時：平成 27 年 10 月 20 日（火）10 時 00 分

場 所：福祉会館６階ホール

団体名：障がい者福祉団体連合会 94 名

内 容：①開会

②市政ビデオ

③市長挨拶・説明

④団体紹介・要望

⑤その他質問
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市長- 皆さん、こんにちは。市長の内田康宏でございます。本日は大変お忙しい中、本市

民対話集会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

皆さまがたには、日頃から障がい者福祉の向上を目指して、積極的に活動いただいており

ますことに、敬意を表しますと共に、福祉行政に対して、深いご理解と多大なご協力を賜っ

ておりますことを、厚く御礼申し上げる次第であります。

さて、岡崎市障がい者福祉団体連合会の皆さまにおきましては、NPO 法人である非営利団

体として、障がい者のために日々、ご尽力をいただきますとともに、各障がい者団体の意見

をまとめ、市に橋渡しをしていただいておるわけであります。こうした皆さまのご協力に対

しましても、あらためて深く御礼を申し上げる次第であります。

本市では、昨年度、皆さまのお力添えによりまして、第４次岡崎市障がい者基本計画、お

よび、福祉計画を作成いたしました。この計画では、障がい児、障がい者相談支援の総合拠

点の確立、相談支援体制の確立、発達に心配のある子の早期療育システムの構築、グループ

ホームの充実を重要政策に位置付けております。今後は、この計画に基づきまして、障がい

児、障がい者の方に安定したサービスを提供してまいりたい、このように考えております。

そして、平成 28 年、来年の４月には、障害者差別解消法が施行されることになります。

岡崎市といたしましては、職員に対しまして、この法律の趣旨や内容の理解とともに、障が

い者に配慮した対応をするための研修を実施する予定でおります。今後も皆さまがたにご

意見を伺いながら、法の趣旨に添った障がい者福祉を進めてまいりますので、引き続き、ご

理解とご協力をお願い申し上げます。

続きましては、最近の岡崎市政の動きと、私が目指しております岡崎の将来像につきまし

て、お話を申し上げたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

まず初めに、私の３年前の選挙公約の大きな柱の一つでありました、岡崎市の南部へ、総

合病院をつくるということにつきましては、学校法人の藤田学園と、５年後の平成 32 年に

開院を目指して、400 床程度の病床数の大学病院を建設することで合意することができたわ

けであります。これはちょうど今の市民病院の、半分よりちょっと大きいぐらいの病院にな

ると思います。これによりまして、岡崎市内の医療の地域格差が大きく是正されるとともに、

市民病院の負担が軽減されることにつながるわけであります。ご利用いただく市民の皆さ

まがたも、完成後は、時間短縮ができるのではないかと、市民病院に行くと、半日仕事だ、

１日仕事だということをお叱りを受けるわけでございますけれども、新しい病院ができて

からは、そういうことも少なくなるんじゃないかなと、このように思っています。市民病院

につきましてはさらに、年々増加する救急の外来の受診者に対応するために、９月には救命

救急センター棟をオープンしたところであります。

また、市民病院の周辺には、来年の４月愛知県の第二青い鳥学園が、重度の心身障がい児

のための入所機能を加えた新施設として移転オープンします。さらに翌 29 年の４月には、

発達障がい、またはその疑いがある子どもたちのために、こども発達センターを岡崎市が整

備いたしまして、オープンすることになっています。市民病院は、今後もそうした地域の中
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枢の病院としての役割をしっかりと果たしていくことになります。

次に、同じく選挙公約の一つでありました、岡崎の真ん中にあります市民会館についてで

ありますけれども、来年 10月のリニューアルオープンを目指しまして、ただ今改修工事を

行っているところであります。昨今の建設費の上昇でありますとか、職人の人手不足を見ま

すときに、改修という方針を採ったことは、これは国の方針にもかなっております。私は正

しい判断だったというふうに思っています。

今、皆さんにご覧いただいておりますのは、完成予想の、建設予想図であるわけでありま

す。改修といっても座席は全く新しく幅の広いものに変わりますし、それから、いろいろと

ご指摘をいただいておりました空調設備も一新化します。ですから今まで出ていました雑

音はなくなると思います。それから舞台は今までよりも幅広くいたしております。ただ座席

数が 1,400 から 1,100 になりますけれども、これは今、地方にあります公共施設としては、

一番回転率が、一番合理的なものの大きさというのが、使いやすい大きさというのが、座席

数 800 から 1,000 ぐらいのものだっていうことで、あるわけであります。お隣の幸田のさ

くらホールがちょうど 800 ぐらいになります。それより 300 人も入れる施設になりますの

で、岡崎市としてはちょうど手頃な施設になるのではないかと思います。

また、障がい者団体の皆さまがたからのご意見を取り入れまして、新たに会議棟とリハー

サル棟にエレベーターを設置するなど、バリアフリー化にも配慮しております。そして、今

回の工事で、ホール棟と外回りの高さをそろえて、敷地のフラット化を行うことによりまし

て、ホールエントランスまで段差なく移動ができるように改修をいたすつもりでおります。

改修工事中は市民の皆さまがたには、大変なご不便をお掛けすることになりますけれど、１

年後の改修の後には、本市の新たな文化芸術の拠点として、市民の皆さまがたから、改修し

て良かった、このように実感していただける施設になるものと確信をいたしておりますの

で、ご理解とご協力のほどをよろしくお願いいたします。

そして、岡崎市におきましては、今年は家康公四百年祭、そして来年の平成 28 度は市制

施行 100 周年といった、ともに岡崎の市にとって記念すべき年が続くわけであります。私ど

もはこれを絶好の機会と捉えまして、岡崎の歴史的な文化資産と乙川や矢作川といった、河

川空間を生かした観光産業都市としての岡崎のまちづくりを図りまして、ものづくりに並

ぶもう一つの岡崎の新しい経済の柱として育て上げていきたい、このように考えておりま

す。

まず、今年の家康公四百年祭におきましては、1月から家康公生誕の地であります、この

岡崎市とお隣の浜松市、静岡市、こういったゆかりの３市が連携して記念事業を展開してい

るところであります。岡崎は生誕の地であります。浜松は出生の地であります。静岡は大御

所の地であります。こういったことで、協力して連携事業を展開しているわけであります。

そしてそういったさまざまな連携事業のエンディングセレモニー、最終のセレモニーとし

て、12 月 26日の、家康公の生誕日には、乙川に、青白く光る直径８センチぐらいの LEDボ

ールを、３万個流すという、泰平の祈りプロジェクトというものを実施することになります
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ので、ちょっと寒いですけど、ぜひ、1 人でも多くの皆さまにご覧いただきたいと思ってお

ります。

実はこれ、今年の 1 月に実証実験がありまして、3,000 個で、10 分の 1 でやったんですけ

ども、大変美しいものでありまして、偶然通りかかった女学生が大きな声で歓声を上げてい

たわけでございます。ぜひ、皆さまにもご覧いただきたいと思っているところであります。

そして流したものがごみになるんじゃないかと、こういったご心配をいただいた方もあり

ましたけれども、これは全て、網を張っております。全部回収して、また再利用することに

なっています。なお、これも乙川のリバーフロント計画の一環として、国の補助事業対象に

なっております。将来的には、これ、いつまでも岡崎市がやるんではなく、民間の皆さまが

たに、これを受け継いでやっていっていただけたらと、こんなふうに思っております。

それから、新聞をご覧いただいた方もあるかと思いますけれども、岡崎と浜松と静岡の３

市連携で、日本遺産の認定を目指して、これからも協力していこうと、こういうような話し

合いが進んでおりますことを、ご報告申し上げておきます。これは公に話をするのは今日が

初めてでございます。そして、来年の市制施行 100周年につきましては、岡崎の新たな世紀

の始まりとして、事業全体を、新世紀岡崎飛躍祭、ちょっとダジャレではありますけれども、

こう名付けまして、記念事業を展開してまいります。

主な事業といたしましては、平成 28 年７月１日の市政記念日の記念式典をはじめといた

しまして、翌７月２日と３日には、市民や子どもを対象とした、おかざき 100年祭を開催い

たします。また、市民の皆さまがたと一緒に、桜のまちづくりを進めるために、企業の協力

によりまして、千本の桜の苗木をご寄附頂く事になっておるわけですけども、これを元にし

て、岡崎さくら 100年プロジェクトを行います。全小学校学区ごとの地域の魅力をまとめま

した、おかざきまちものがたり作成事業、これも行うわけでございますが、こうしたものを

行うということは、単に 100年の一過性のお祭りにするのではなくて、これまでの岡崎の歩

みというものを振り返り、将来のまちづくりにつながる事業にしてまいりたい、こういった

考えであります。

その新しいまちづくりの第一歩であります、乙川の水辺空間を活用しました、乙川リバー

フロント計画につきましては、本年の３月の末に、愛知県の管理する川の事業としては初め

てになります、国土交通省のかわまちづくり支援事業の登録認定を受けることができたわ

けでございます。そして、これが一番肝心なんですけど、４月にはリバーフロント計画に対

する 27 年度の国からの交付金が、全国でも異例の私どもの要求どおりの満額回答をいただ

いたわけでありまして、これも大変うれしいニュースであります。この言い方すると、全部

国からやってもらえるのかという誤解をよく招いてしまいますけど、そうではなくて、総事

業費の約半分ぐらいを国が出してくれるということなんです。こんなことは、今、全国でさ

まざまな公共事業が行われておりますけど、本当に特例中の特例だということを、国交省の

昔の建設省でございますけども、行きますと恩着せがましく言われて帰ってきたわけでご

ざいます。
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この事業に対する、今、お話し申し上げていることは、この事業に対して国がいかに期待

をしてるか、こういった表れであって、国からお墨付きをもらってるようなものだと、この

ように思っております。

今回の整備では、そういったこともありまして、県もですね、乙川の整備に対しても大変

協力的でございます。河川敷へ降りるための階段でありますとか、スロープに手すりを設置

したり、段差や勾配を緩やかに改良するなど、そういった場所も増やしていきたいと思いま

す。さらに河川敷には舗装された遊歩道を整備しまして、バリアフリー化ということも考慮

しております。誰もが気軽に河川敷に降りて、川の水辺空間というものを楽しむことができ

るような、私たちが子どもの頃はそういう乙川だったんですけれども、そんな環境をつくっ

ていきたいと思っています。

また、仮称乙川人道橋の新設でございますけれども、人道橋の北側に位置します中央緑道

を、人道橋と連続して、幅 16 メートルの歩行者空間、歩いていって行ける空間、これも仮

称ですけれども、岡崎セントラルアベニューとして、再整備していきたいというふうに思っ

ております。今この、中央緑道の所にはヒマラヤ杉がございまして、これを残してほしいと

いう方もおありになるわけですけれども、戦後、日本は戦災復興を祈念して日本全国にいろ

んな所にヒマラヤ杉を植えたわけでありますけれども、ヒマラヤ杉っていうのは、短時間で

大きくなる木であります。それから常緑樹でありますので、そんなことで日本全国たくさん

植えられたんですけれど、これは大きくはなるけど、根が浅いんです。ですから台風が来た

ときに、最近よくあちこちで倒れています。ここも道路の近くにも大事なお寺があったりし

ますので、もしこれが倒れて民家に被害があってはいけませんし、それから、広島で枝が落

ちて、赤ちゃんが亡くなったり、お母さんがけがをされた、これ東京でもありましたけど、

そういうのが、このヒマラヤ杉なんですね。このヒマラヤ杉を違う木に植え替えていこうと

いうことも、考えているわけでございますのでどうかご理解いただきたいと思います。

そしてこの中央緑道を改築した、セントラルアベニューにおきましては、岡崎の石工業の

PR とともに、郷土の歴史を理解するきっかけとして、徳川四天王の石像を設置するわけで

あります。先般、デザインが決まりまして、今後は来年度のお披露目を目指しまして、作業

が進められていくわけでございますけれども、それぞれの武将を、歴史的な一場面というも

のを切り出した、躍動感のある石像だというふうに、このように期待をしているところであ

ります。

また、災害のときには、人道橋、および、セントラルアベニュー、そして籠田公園までの

空間ですけれども、人道橋は災害時のときには緊急輸送用の緊急車両が通れる橋としても、

活用することが予定されておりますし、セントラルアベニューから籠田公園の空間という

のを、現在、災害時の避難場所というのが、梅園の方は山の上の梅園小学校、連尺学区の方

は、伊賀川を越えた連尺小学校まで避難することになっているんですけども、今は中心市街

地は大変高齢者の方が多い。また、身障者の方もお見えになっておられまして、あんな遠く

まで、山の上のほうまで避難するというのは、私は大変なことだと思いますので、緊急時の
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避難場所として、この中央緑道、セントラルアベニュー、籠田公園までの空間を使いたい、

そういうふうに思っているわけでございます。

次に、岡崎に来られたお客さまをお迎えする玄関口であります、東岡崎駅についてであり

ますけども、子どもの頃から、岡崎は徳川家康のふるさとということで、偉そうに言ってる

けども、駅前に降りても何もないじゃないか、こういうことを皆さんも一度は言われたこと

もあるかと思いますけれども、今後はそんなことのないように、ぜひ岡崎市民のシンボルと

なるような立派な徳川家康公の像を設置したい、このように考えているわけであります。こ

れはイメージでありますけども、今、騎馬像の家康公の 19 歳から 29 歳若かりし日の徳川

家康公、その像を名前が松平元康から徳川家康に岡崎で変えたんですけど、その名前を変え

た 25 歳前後の若き騎馬像の徳川家康の像を造りたい、このように思っているわけでありま

す。

そしてこれは全部、税金で造っちゃうのではなく。今、ロータリークラブでライオンズの

方からも大変暖かい応援いただいていますけども、市民一般の皆さまがたにかけて、小さな

子どもさんでも 10 円、20円で、自分のお小遣いの中から寄付して、将来、この像、僕も造

るのに力を貸したっていうことで、いばれるようなそんな市民の本当の意味での象徴の像

にしたいというふうに思っております。こういうやり方というのは欧米ではよくやるやり

方だそうでありますので、どうぞその節にはよろしくお願い申し上げます。

今回、乙川リバーフロント地区の整備といいますのは、河川空間を使った岡崎の新しいま

ちづくりの第一歩でありまして、これで終わらしちゃうんじゃないです。よくまた中心市街

地ばっかり良くしてるなっていうお叱りを受けるのですがそうじゃなくて、これから引き

続いて伊賀八幡宮や大樹寺や瀧山寺また岩津天満宮、岡崎市内には矢作の方にも、東部にも

南部にもさまざまな歴史的なお寺だとか神社だとか、古いものがたくさんあります。そうし

たものを何とか観光資源にして生かせるように点を線でつなげてこれからしっかりとアピ

ールしていきたいと思います。岡崎市民にこれ言うとみんなびっくりするんですけど、岡崎

には国の文化財指定の建造物が実に 13 あるんです。これ名古屋よりも岡崎の数が多いです。

これが持ってはいるけどいままで生かされていない。これからはそうしたものをしっかり

生かしたまちづくりをしていきたい、このように思っているわけであります。

そして今、私どもが家康公の生誕の地である岡崎城を始めとしました、こうした歴史的文

化資産を生かして、国の歴史まちづくり事業というのがあるんですけれども、これの認定を

受けたいと、これも努力しているわけです。

またあわせて、市内にあります空地でありますとか、遊休の不動産、また公共用の施設の

活用によりまして、中心市街地の活性化、そうしたものもあわせて推進することによりまし

て、本市のさらなる活性化というものを図ってまいりたいと思っています。

こうした活性化策に加えまして、市民や外からお見えのお客さまを、町の中を歩いていた

だいて、そして満足をいただいてお帰りいただくためには、私は四つの要素が必要だという

ことをいつも言っているわけであります。
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まず第一に必要なこと、観光地を目指すには、どこに行ってもあそこに行けばこれが食べ

られるんだというおいしい食べ物があるんです。岡崎は今ちょっとまだそれが弱いと思い

ます。岡崎に行けばあれがあるといった、おいしい食べ物がぜひとも民間との協力でつくり

たい。そして魅力的なお土産、岡崎の独特のお土産、岡崎の石だとか、岡崎の山の木を活か

して、こういったものを考えていただくと。そして公共もいろいろと努力をしてさまざまな

イベントを行いますけれども、民間も地域のお祭りなどを主体とした、皆さまがたの興味を

引く催しでありますとか、民間の面白い施設、こういったものをぜひつくっていただきたい

と思っています。そして４番目が、これはどこの観光地でも必要になると思います。岡崎な

らではのサービス、こういったものをぜひ、皆さまがたの知恵をお借りして増やしていきた

いなと、こんなふうに思っています。そうしたことがかみ合うと、本当の意味での観光岡崎

というのが成り立つと思います。

そこで今回の乙川リバーフロント計画といいますのは、橋を造るだけ、河川敷を整備する

だけといったハードの整備だけではなくて、河川敷の堤防沿いには、今、レストランや喫茶

店とかが当然無いわけでございますけれども、今後はヨーロッパの町のようなカフェとか

レストランが河川に面してある、そういったのが進出しやすいような環境というものを、私

たちのほうで準備をいたしまして、民間のかたがたに出てきていただいて、大いにもうけて

いただいて、その結果として、行政には税金として収益がある、そういったあくまでも民間

を主体としたまちづくりを進めていきたいと思っております。

将来的には先ほどご説明を申し上げました、泰平の祈りプロジェクトや、東岡崎駅と岡崎

公園を乙川を使って結ばせます、木船の運航でありますとか、観光船ですね、それからてこ

ぎボート、またカヌー、こういったことの営業につきましても、これを収益事業として民間

のかたにお任せしていきたい、このように考えております。

こうした新たなまちづくりのためには、リバーフロント地区におけます、ソフトの事業や

新しい事業というものに取り組んでいただくための担い手づくりということが必要になっ

ていきます。

そこで今年の７月のキックオフフォーラムというものを皮切りといたしまして、８月に

は県内外の大学生で編成しました、六つのチームの皆さんに先ほどの中央緑道、セントラル

アベニュー再生計画と、太陽の城が今なくなって空地になっておりますけれども、あそこに

どんなホテルを誘致したらいいだろうか、そういったコンベンション施設を持ったホテル

が欲しいと思っているわけですけれどもこういったことを提案していただく短期集中型の

ワークショップを開催しまして、その結果、大変若さあふれる斬新な提案をいただくことが

できたのであります。

もし、これが実際に実現されたら、このホテルを見るためだけに、よそからお客さんが来

ていただけるんじゃないかと、こんなふうに思っています。今、岡崎はホテルがどうしても

弱いので、岡崎に用事があって、愛知県にお見えになる方も、泊まるのは安城に行っちゃっ

たり、豊田に行っちゃったりしている訳ですけれども、もしこの計画のようなホテルができ
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ますと、豊田に用事があって愛知県に来たんだけど、泊まるのはお城の見える岡崎市、そん

なふうになるんじゃないかと思うわけであります。もっともこれはあくまで民間でやって

いただく事業になりますので、私たちもぜひ、そうなるように努力したいと思っております。

そして今日は時間の都合がございまして、乙川リバーフロントの計画につきまして、中心

的にお話をさせていただきましたけれども、今後も福祉や医療、防災、教育といった、行政

の基本的な政策の充実にはこれからもしっかりと取り組み、この町に生まれた子どもたち

が、私たちのふるさと、岡崎に、今まで以上の愛着と誇りを持てるそんな夢ある次の新しい

取り組みを目指しまして、頑張っていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

あと、２、３年いたしますと、きっと皆さまがたも自分の目で見ていただいて、岡崎は変

わったなと、こういうふうに実感していただけると確信しているわけです。どうぞ皆さまが

たもご期待いただきますとともに、なお一層のご協力をお願い申し上げ、私の話を終わらせ

ていただきます。ご清聴ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。席の移動をお願いいたします。それでは障がい者福祉団

体連合会のご紹介と、要望、提案をお願いいたします。

障がい者福祉団体連合会代表者－ 岡崎市障がい者福祉団体連合会は、平成６年６月に岡

崎市福祉会館の完成と同時に、昭和 55 年のオープンよりお世話になっている次第でござい

ます。福祉の村よりこちらに移転したわけでございます。平成 21 年の４月に岡崎市の指導

もありまして、加入団体総員の情報交換とか親睦を深めるために、障がい者を地域で自立し

た生活を営んでいくために、必要な自助を行い、あわせて広く一般に対して、障がい者の理

解と交流の促進を図るなど、福祉の増進に寄与することを目的として NPO 法人を立ち上げ

ました。現在は岡崎市身体障がい者福祉協会、岡崎市手をつなぐ育成会、岡崎肢体不自由児

者父母の会、岡崎地域精神障がい者家族会せきれい会、４団体、約 1,000 名ほどで活動して

おります。連合会の活動内容につきましては、加入団体の親睦交流、ふれあいバザー、岡崎

市障がい者スポーツ大会、岡崎市障がい者作品展など、義援活動など、障がい者の職業的自

立のための事業も行っております。

連合会といたしましては、雇用問題が一番心配でございまして、われわれの障がい者自身

もそうなんですが、知的障がいの皆さんがたの働く場がないということで、市のご厚意を設

けまして、才栗作業所、または、図書館にありますりぶらの中での作業、中央クリーンセン

ター、本庁、市民病院いろんな所でお仕事をいただいております。ぜひこの一番われわれの

ネックにしております、才栗作業所の仕事場、りぶらの仕事場に対して、もっともっと障が

い者の人、重度のかたがたが働けるよう、私たちも努力しますので、才栗作業所を本当に障

がい者の作業所として立ち上げていけるように市長にもお願いしたいと思います。

連合会の４団体におきましても、年々、増加している課題でありますが、本人とか親の高
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齢化、会員の減少化など、いろいろな問題が出ております。愛知県にありましては、障がい

者が約、全部合わせますと 34 万 1,120 人、いろいろ障がい者手帳を持っている方がおると

思います。岡崎市につきましても、約 1 万 5,000 人ぐらいがいるんじゃないかと思います

が、その会員の中のかたがたが、なかなか会に入ってくれない、任意団体でございますので、

会に入ってくれないということで、だんだん、会がさびれてくるような状態、また、会員が

先ほども言いましたとおり、高齢化となってまいりましたので、役員のやり手がなくて、な

かなか入れない次第でございます。連合会の団体といたしましては、特に雇用問題に対する

ことをお願いして終わりたいと思います。あとは各団体がそれぞれの申し出を申し上げる

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

司会－ ありがとうございました。それでは回答について、よろしくお願いいたします。

市長－ 今日は本当にお忙しい中、ありがとうございました。御礼申し上げたいと思います。

今のご質問に対してでございますが、従業員が 50人以上の民間企業の障がい者の法定雇用

率っていうのが 2.0 パーセントとなっておりますけれども、昨年の愛知県の障がい者雇用

状況を見ますと、民間企業におきましては実雇用率が 1.74 パーセントということでありま

して、全国平均の 1.82 パーセントに比べまして、若干低い状況になっております。岡崎市

といたしましては、今年度から始まりました、第４期の障がい者基本計画におきまして、い

きいきと働けるしくみをつくるといたしまして、障がい者の方が望んでおられます働き方

ができるよう、一般就労への支援でありますとか、行政自身の障がい者雇用、福祉的な就労

の場の確保に努めてまいりたいと思っております。

計画に沿って自立支援協議会の就労支援専門部会を活用しまして、関係機関が連携して

情報提供や障がい者雇用への理解と協力を働き掛けていきたいと思います。また、西三河障

害者就業生活支援センター輪輪や、ジョブコーチの充実にも協力していきたいと考えてい

ます。

来年４月から改正障害者雇用促進法が施行されまして、事業主には障がい者に対する不

当な差別的な扱いが禁止されることになります。また、合理的な配慮を行うように努めなけ

ればならないと思います。ハローワークや商工会議所と協力しまして、こうした法律の周知

にも努めてまいりたいと思います。

市内の就労継続支援の B 型の事業所の 1 人当たりの平均工賃につきましては、平成 25年

度が月額 1 万 1,179 円、平成 26 年度は、1 万 1,304 円とわずかではありますけど伸びてお

りますが、愛知県の平均よりも若干これも低い状況となっております。

平成 25 年には障害者優先調達推進法という法律が施行されまして、岡崎市といたしまし

ても調達方針を策定いたしまして、障がい者就労施設等からの物品購入や役務提供の推進

に取り組んでいるところであります。

今後も市役所庁舎周辺管理業務でありますとか、中央図書館、図書の仕分け業務、また、
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資源物の選別処理業務等につきましては、今まで同様に継続してお願いしてまいりたいと

思っております。また、障がい福祉サービスの就労系サービスは、充実してきておりますの

で、自立支援協議会の就労支援専門部会でのご意見、ご要望をお聞きしまして、今後も質の

向上ということに取り組んでいきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し

上げます。私からは以上でございます。

司会－ ありがとうございました。それでは引き続き、身体障がい者福祉協会のご紹介と要

望、提案をお願いいたします。

岡崎市身体障がい者福祉協会代表者－ お願いします。岡崎市身体障がい者福祉協会の事

務局長でございます。岡崎市身体障がい者福祉協会は、昭和 25年にできまして、現在に至

っています。会は、身体障がい者手帳の保持者の中で、肢体、視覚、聴覚、難聴といったそ

ういった人からなっています。行事としては年間を通じて各種スポーツ行事、あるいは残存

機能の訓練を中心としたレクリエーション、また、会員研修などで会員相互の親睦を図って

おります。

次に要望事項ですけれども、当会、会員の高齢化に伴いまして、会員数の減少を防ぐため

に新規会員の拡大を図るための募集に対し、ご協力のほどをお願いしたいということでご

ざいます。当会を紹介する周知パンフレット等を窓口においていただきたい。また、新規身

体障がい者手帳交付者に、窓口で紹介していただきたい。

要望 2、新しくなる福祉の村に対し、多目的で使える部屋があれば、一部に舞台といいま

すか、そこを車いすが利用できるようにスロープを付けていただいて、全体にそうした車い

すの方も使えるようにしていただきたい。あとは、部屋に音響設備のいい設備をしていただ

きたい。このようにお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございます。

司会－ ありがとうございました。それでは回答、部長、お願いいたします。

福祉部長－回答につきましては、福祉部長からお答えさせていただきます。まず最初の、障

がい者団体を紹介するパンフレットの設置につきましてでございますが、岡崎市役所の窓

口にありますパンフレットスタンド、数が限られておりますので、ご要望の全てのパンフレ

ットを置くということはかなわないと思います。ただ、パンフレット等を拝見した上で、ど

のようなものを設置するかと、置くかということについては前向きに検討していきますの

で、ご提示のほうをお願いいたします。

次に、新規の方の障がい者手帳の交付時に、その紹介をというお話でございますが、身体

障がい者手帳の一斉交付、これが月に４回ございます。会場は別の会場で行っておりますの

で、パンフレット等を置くスペースが確保できますので、ご要望どおり可能ではないかと思

っております。
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次に福祉の村の中の、新友愛ができたときに、舞台をと、身体障がい者の方に配慮した舞

台をというお話でございます。新友愛の家には 20人程度が利用できる活動室を 2 部屋、15

人程度が利用できる活動室を 1 部屋、その他に 60人程度が利用できる 160 平米の多目的室

というものをつくる予定でございます。この多目的室には音響設備も設置いたしますし、室

内のスポーツですとか、講演会等、名のとおり、多目的にご利用できるというものでござい

ます。現在の友愛の家で行っております、カラオケ講座ももちろん新友愛の家のこの多目的

室で活動できるということでございます。

また、バリアフリー化につきましても、車いすで利用可能の仕様にいたします。ただ、多

目的室には備え付け型の舞台装置というものを予定しておりませんので、この舞台装置に

つきましては、簡易型ポータブルステージ等を用意するという方向で検討しておりますの

で、よろしくお願いします。以上でございます。

司会－ ありがとうございました。それでは、手をつなぐ育成会のご紹介と要望、提案をお

願いいたします。

岡崎市手をつなぐ育成会会長－よろしくお願いします。岡崎市手をつなぐ育成会は、岡崎市

内に居住する知的障がい児の保護者で構成しております。活動としましては、知的障がい者

の育成、療育ための研修や事業を行って、会員の質向上とか、親睦などを図っております。

または、これが一番、会としての大きな根っこなんですけども、知的障がい者は自分の考え

をうまく表現できません。伝えられません。ということで、親の私たちが、子どもたちの声

を代弁するというのが、大きな活動の一つになっています。

また、具体的な例としましては、本人たちについては、余暇活動、社会参加ということで、

利用して、スポーツだとか、ボーリング、料理、音楽などのサークル活動、それから本人た

ちが主体で動く本人部会、その他に、親、会員を対象にした成人部会、それから、会員です

けども、中学生以下の障がい者を持っている親を対象にした、修学部会という形で活動して

おります。

沿革だけちょっと簡単に説明させていただきますけれども、東京の方で、３人のお母さん

から知的障がいの３人のお母さんが、まずは自分たちの子どもの幸せを願って、教育だとか、

福祉、就労などの施策だとか、そういうものの充実を普段からしていきたいということで、

仲間のお母さんがたとか、関係者のほうに働き掛けた、そこからスタートしておりますけれ

ども、その一環の昭和 27 年、精神薄弱児育成会というのが設立されています。これは通称、

手をつなぐ親の会ということで、この活動が全国に波及しまして、昭和 37 年に岡崎市でも

岡崎手をつなぐ親の会が設立されております。

その設立当初は、会員 56人と言われてますけれども、その半数は民生委員、それから学

校の先生がた、これが会員の半数を占めていたというふうに記録されております。こういう

団体でございます。
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次に要望と提案のほうですけれども、まず一つ目ですが、これ、岡崎市の障がい者基本計

画の重点施策でもあるんですけど、グループホームの充実ということでございますけれど

も、知的障がい者が住み慣れた地域で安心して生活していくには、家族からの自立だとか、

地域の理解、支援などが必要になります。その親からの自立達成の体験とか訓練の場として、

グループホームはぜひ必要なのものでございます。しかしながら岡崎市においては、グルー

プホームの整備が遅れております。愛知県自身も全国ワースト２と言われておりまして、普

及率としては、県も取り組んでいますけれども、岡崎市の場合はその県の大体半分ぐらいの

充足率でございます。岡崎近隣市町では、幸田町はもうないんですけど、幸田町を除くと、

岡崎市が実は普及率一番悪い状況です。そういうこともあるので、ぜひ、親の高齢化とか親

亡き後も考えると、生活の場としてグループホームは必要な受け皿になりますので、ぜひ強

力にグループホームの推進をお願いしたいというふうに思っております。

グループホームも今、なかなか事業所のほうで進まないものですから、親がお金を出し合

って、グループホームをつくって運用を委託という形を取っております。しかしながら、そ

の新設に当たっては、やっぱり市の基準でも確かに厳しいというか、愛知県はゆるめられて

も岡崎はまだそのままという形を取っておりますので、ちょっと厳しく感じますので、それ

から防火壁ですね、とかスプリンクラーに多額の費用が掛かるということで、なかなか個人

の新築は今、補助金がございません。補助金はあくまでも事業所がやる法人が対象で、われ

われ親がいくらつくっても補助金は一切出ませんので、全て親のお金でやっていると。また

後々、施設ということで固定資産税も高くなるというような形で、なかなかうまくいかない

というところがあります。

それから、これ近隣市では、国の補助以外にもグループホームに補助を出している所もあ

るんですけど、岡崎市も、これからもだんだん増やしていくという可能性もあるものですか

ら、岡崎市もご配慮いただきたいなというところはございます。

それからもう一つですけど、この中で、管理、運営を今、われわれがお願いしていますけ

れども、親がつくった場合、対象がどうしても愛恵さんしか受けていただけません。他の法

人で、事業所で、そういうの受けてもらえないかということについても、市のほうで考えて

いただきたいという形でお願いしたいと思います。それから、全部で四つ入れさせていただ

いていますけれども、二つ目が、居宅介護事業所の確保というか、そういうことですね。特

に行動援護ができる事業所、これが少なく、またヘルパーさんが少ないということもあるん

ですけど、大変競争率が高くて支援が受けにくい。これが行動援護が難しいということは、

新しく使えるようになりました重度訪問介護というのがあるんですけれども、重度の人た

ちはなかなかこういうサービスが受けにくいんではないかというふうに思っております。

それから、勉強会の実施についてという、これは地域の方への勉強会、いわゆる啓発活動、

これをぜひお願いしたいということでございます。民生委員や学校の先生、総代などの地域

福祉に関わる人へ、障がいへの理解のために、理解、促進のために、障がい特性に関わる勉

強会を実施していただきたいということです。高齢者に比べて、障がい者に対する、障がい
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者に割いてる時間が少ないんじゃないかなというふうに思っています。

四つ目に成年後見についてでございます。市のほうで成年後見の専門的な支援、サポート

してくれる組織づくりをお願いいたしたいということです。これについては、市の基本計画

では来年度、成年後見センターを設置するとありますので、それと含めてお話していただけ

ればというところです。以上でございます。

司会－ ありがとうございました。それでは回答、よろしくお願いいたします。

市長－ それでは、私のほうからグループホームと成年後見の件についてお答え申し上げ

たいと思います。グループホームが不足していることにつきましては、先ほどもご指摘があ

りましたとおり、岡崎のみならず、愛知県全体で不足しておるわけでありまして、設立、運

営のための相談の場を確保するなどしまして、グループホームの整備の後押しを進めてい

きたいというふうに考えております。

また、基準等の緩和につきましては、自治体に委任されております事務の範囲内で、でき

る限り、安全性を考慮しながら検討していきたいというふうに考えております。

家賃補助につきましては、平成 23 年から国の給付金が補助されるようになりまして、現

在、市の単独では今のところ給付するっていうことはちょっと考えていないわけでありま

す。グループホームの管理、運営を依頼できる法人等につきましては、先ほどお話がありま

したとおり、今、愛恵協会だけでやってますけども、今後は愛恵協会以外の法人へも働き掛

けていきたい、このように考えております。

次に成年後見につきましてですけれども、判断能力が十分でない方が、家庭や地域で通常

の生活をしていただくためには、これは欠かすことのできない重要な制度であると考えま

す。岡崎市といたしましては、平成 28 年度中に成年後見センターを開設できるように、た

だ今準備を進めておるところでありますので、どうぞよろしくご理解いただきたいと思い

ます。以上であります。

福祉部長－ 引き続き、私のほうから居宅支援事業所と勉強会について、お答えをさせてい

ただきます。居宅支援事業所、ヘルパーですが、これにつきましては居宅支援を行っている

事業者が、10 月１日現在で、27 カ所ございます。そのうち、行動援護を行っている事業所

が６カ所、居宅介護や行動援護につきましては、昨年度、障がい者基本計画を策定したとき

に行ったアンケートでも、利用したい日時に利用できないですとか、利用回数、時間に制限

があるといったご意見を伺っております。障がい者の方が住み慣れた地域で暮らしていく

ためには、先ほどのグループホームと同様に、居宅支援も必要なサービスとなります。毎年

1 カ所以上の事業所は増えておりますが、まだまだ不足していることを念頭に置きまして、

岡崎市では介護保険事業者の参入ですとか、ヘルパー資格取得者の掘り起こしというとこ

ろで、検討をしております。また、居宅介護支援事業者を対象にした研修会を開催すること
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により、質の向上にも努めております。

一方、次に勉強会についてですが、障がい者基幹相談支援センターが、市民の方を対象と

して講演会を毎年行っておりますので、その講演会の中に、会長がおっしゃった民生委員さ

んですとか、総代さんなど、より多くの方も参加いただけるように周知方法等を検討してま

いりたいと思っております。今年度は年明けの２月に開催を予定しておりますので、詳細が

決まりましたらご案内をいたします。また、職員が行っている出前講座も活用いただけたら、

講義内容を活用いただきますよう、講義内容も見直してまいりますので、よろしくお願いい

たします。以上です。

司会－ ありがとうございます。それでは肢体不自由児者父母の会のご紹介と要望、提案を

よろしくお願いいたします。

岡崎肢体不自由児・者父母の会会長－ お願いいたします。肢体不自由児者父母の会は、肢

体不自由児者の親が集まり、比較的重度の障がいを持つ子の幸せを願って活動しておりま

す団体でございます。社会に出る機会の少ない子たちでございますので、家から出る機会を

積極的につくり、この子たちの認知度を上げ、社会に知ってもらうよう、心掛けております。

知ることで、各方面からの支援を受けやすくして、生活の質を高めるよう、活動してまいり

たいと思います。要望としてですが、重度障がい者の生活に必要な社会的資源は、全くとい

っていいほど不足してございます。医療的ケアの必要な人に至りましては、選択肢の少なさ

どころか、その選ぶべき選択肢がないという現実がございます。

また、中程度の障がい者の働く場所につきましては、一般就労では要求されるレベルが高

く、その環境が合わない場合が多く、また、福祉的就労に行かざるを得ないという場合もあ

ります。障がいの特性を考慮した働く場所は、現状、その関係者によってつくられることが

多く、積極的な後押しを望んでいるところでございます。

岡崎特別支援学校と第二青い鳥学園の移転に伴う分割ということは、重度の障がいを持

つ親にとりまして、大変不安を抱くところでございます。同一地への移転を含めた構想を、

県へ働き掛けていただきますよう、強く望むところでございます。お願いします。

司会－ はい、ありがとうございました。

福祉部長－ 肢体不自由児者父母の会からのご要望について、お答えをさせていただきま

す。まず一点目、障がいの特性を考慮した働ける場ということにつきましては、冒頭、連合

会からの要望の回答に市長が申し上げましたとおり、一般就労に結び付けるために、ハロー

ワークや就業・生活支援センターとともに、連携して推進してまいりたいと考えております

ので、よろしくお願いします。

次に２点目、岡崎特別支援学校と第二青い鳥学園、これは青い鳥学園が移転することによ
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って分かれてしまうという点につきましてですが、私どもも心配し、利用者の立場にも立っ

て、その利用者が不安を感じないような対策を何とか図るようにということで、愛知県には

働き掛けておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。

司会－ それでは続きまして、地域精神障がい者家族会せきれい会のご紹介と要望、提案を

お願いいたします。

地域精神障がい者家族会せきれい会会長－ まず最初に、私のほうから市長さんにぜひ、お

礼を言ってほしいというみなさんがおりますので、お礼を申し上げたいと思います。それは、

精神障がい者の医療費助成制度において、岡崎市は県下で一早く、平成８年から全科無料に

していただきまして、精神障がい者が非常に助かっております。全国的にも１級から３級ま

で、全科無料というのは非常に珍しい、また、愛知県下でまだ、一部の市町村では一部負担

という中において岡崎市は非常に恵まれておりますので、私たち家族会は全員、とにかくあ

りがとうございますということを最初に言ってほしいということなので、最初にお礼を申

し上げたいと思います。

次に、団体紹介をさせていただきます。私ども家族会は平成２年に保健所の指導もありま

して、岡崎地域の精神障がい者の福祉向上を高めることを目的として設立されました。その

後、平成３年、ステップやまなか愛恵協会組合員として参加しまして、作業所の必要性を非

常に強く感じまして、各家族会と同じなんですが、作業所の設立に努めてまいりました。平

成 17 年、ワークスあおい、かもみぃるを法人化しまして、現在の社会福祉法人せきれいと

して設立しまして、家族会は本局から別組織として運営しております。

現在、NPO 法人愛知県精神障がい者家族会連合会、愛家連の傘下に属しておりまして、愛

家連傘下ではみんなで 51 の家族会があります。会員数としては 1,284 人の家族会ですけれ

ども、せきれい会は現在、85 名と非常に多くて、元気のある家族会として一応認められて

おります。

私たち家族会の活動としては、一つ目は、地域への働き掛け、これは愛家連の指導の下、

精神障がい者の差別の解消、福祉の向上などに取り組んでおります。二つ目、家族会員の研

修ということで、毎月、家族会員を対象とした、家族研修会を開催しまして家族会員の知識

の向上、意識の変革に取り組んでおります。三つ目、家族による家族相談、これは悩み苦し

む家族の話を聞くことによりまして、同じ悩みを経験してきた家族、私たち役員からのアド

バイスが非常に役立つことが実証されております。より多くの家族の相談による支援を、今

後も続けていきたいと思います。

次に課題と要望についてお話しいたします。一つ目、３障がい、身体、知的、精神が、差

別のない社会をつくってほしい、これは、現在、精神障がい者に対する福祉サービスにおい

て、例えば身体、知的に比べまして、差があるものがかなりあります。例えば、交通運賃割

引制度、あるいは相談支援制度、グループホームなどの居住施設、医療費補助制度、これ医
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療費助成は、先ほど言いましたように、岡崎市は恵まれているんですが、愛知県の中でまだ

活性されてない所ありますので、これは私たちも、今、愛家連の下で交渉しているところで

ございます。いずれにしても３障がい同立ということで、本来ならば同じだと思うのですが、

なかなか精神障がい者、これが前のほうに出ないとかいろんなことがありまして、遅れてい

るのは事実ですので、その辺も差別のない社会をつくっていただきたいなというふうに思

います。

それから二つ目、地域における相談支援員の充実を急いで進めてほしい。国の方針で入院

患者が地域移行することが進められております。この方針の中で二つの課題があります。一

つの課題は、先ほども出ていましたけれども、当事者を迎える家族も高齢化しておりまして、

なかなか迎えることができないような家族が多いということで、グループホームの受け入

れ施設の増設を特にお願いしたい。精神障がい者は、他の障がい者と比べて、グループホー

ムが非常に難しいということで遅れていますので、特にお願いいたしたいと思います。

それから医療の問題、これは、地域で生活を支えることができる相談支援員、精神保健福

祉士とか社会福祉士の充実ということで、これを急いでいただかないと、なかなか地域には

出たけれどもまた入院するということを繰り返している人が何名もいますので、特にこの

地域での支援員の充実をお願いしたいと思います。

それから先ほども出てましたけれども、市民後見制度の組織をつくっていただきたい。こ

れは高齢化した親が多く、成年後見制度の活用が急がれますけれども、現在の成年後見制度

では、年金生活者は費用の面で活用できない。従って、市民後見的なものをということで、

取り入れている市町村もありますので、そういうことも含めて、安い費用で制度が活用でき

るようなことを考えていただきたいというふうに思いますので、以上をよろしくお願いい

たします。

司会－ ありがとうございました。それでは回答をお願いいたします。

福祉部長－ せきれい会さんから大きく三つ。ご要望と質問していただきましたので、まず

は、私のほうから２点、お答えをさせていただきます。最初の３障がい、身体、知的、精神

の方の差別のない社会をということでございますが、岡崎市におけるサービスについて、岡

崎市としてもできるだけ差別のないように取り組んでいくつもりですが、何かありました

らご意見等、お願いしたいと思います。精神の方の交通制度、割引制度でございますが、名

鉄バスが精神保健福祉手帳を所持する方については、この 10月１日から割り引きが始まり

ました。ただ、鉄道はまだその対象になっておりませんので、鉄道となりますと、直接名鉄

だけではありませんので市からも国へ、要望をさせていただきたいと考えております。

次に、大きな二つ目の相談支援員の件でございます。この中を分けて、二つございました。

まず、グループホームの充実につきましては、先ほどお答えさせていただきましたが、設立、

運営のための相談の場を確保する、安全性に配慮しながらも整備に関する基準の緩和につ
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いて検討するということで、対応を進めていきたいと考えております。なかなか一気にここ

まで、何でもオッケーだよというわけにはまいりませんので、徐々に検討させてもらいます

のでよろしくお願いします。

次に、地域の相談支援体制の充実ということでございます。市内に６カ所あります相談支

援事業所と、相談支援の中間的な役割を担っていただいております、基幹相談支援センター

を中心にと考えております。地域の相談支援事業所には、社会福祉士、精神保健福祉士等の、

専門的な資格がある相談員を各２名以上配置するとしております。また、障がい福祉サービ

ス等の事業計画を作成します指定特定相談事業所なるものも、市内に 17 カ所と、徐々に増

えてきておりますので、その従業員等に、研修ですとか講演会を開催いたしまして、相談員

等の質も向上に取り組んでいるところでございます。続きまして、市長と替わります。

市長－ 先ほどの冒頭にお礼の言葉を頂きまして、大変恐縮している次第でございます。ち

ょうど私が県会議員に、まだ若い頃でしたけれども、当時、今もあるかどうか分かりません

けれども、精神障がい者社会認定委員による会がありまして、私もその会に入って、若干勉

強させていただけたので、私なりに心配りはしているつもりでございます。かえってありが

とうございました。

そこで３つ目の市民後見制度についてでありますけれども、こちらも先ほどお話し申し

上げましたとおり、平成 28年度中に開設できるように、今、準備を進めております成年後

見センターの中で、後見制度の相談や周知を図ってまいりたいというふうに考えています。

センターにおきましては、まずは、国が推進している法人後見制度を充実させる方向で検討

していきたいというふうに考えていますので、段階的にそういうふうに考えていきます。ど

うぞよろしくお願いいただきたいと思います。

司会－ ありがとうございました。それでは、最後に聴覚障がい者福祉協会のご紹介と要望、

提案をお願いいたします。

聴覚障がい者福祉協会会長－ 聴覚障がい者福祉協会は昭和 22年に設立して、２年後で 70

周年記念になります。先ほど理事長からお話がありましたが、手帳を持つ 1 万 5,000 人の

中で、聴覚障がい者の手帳持つ人は 1,100 人が持っています。その中で私たちの協会の会員

は、70 人です。福祉向上だけではなく、聞こえない人の生活などの要望の活動もやってお

ります。毎年、市への要望も出しております。

また、去年、手話言語法の陳情が成立しまして、来年度、手話言語条例がいろいろ始まっ

ていきます。東海として三重の松阪市とか、伊勢市とか、静岡の浜松とかで見通しが立って

おります。愛知県はまだまだなんですが、これから岡崎も頑張っていきたいと思っています。

聴覚障がい者だけではなく、手話サークルも一緒に活動してまいりました。手話を広めるだ

けではなく、ろうあ者の理解を広める。市民にアピールをする。当協会としては毎土曜日に
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懇談会もやっております。情報提供等、悩みなどの話をしております。年間行事として５月

には総会、その他にはハイキング、旅行、いろいろな研修会もやっております。

要望としてです。障がい者団体として、団体は四つです。岡崎市の障がい者団体、四つあ

ります。聴覚障がい者団体は、部会であるために、市政に声がなかなか聞いてもらえません。

そのために岡崎市の身体障がい者団体、なかなか言いにくい状況にあります。それも身体障

がい者、特にニーズの在り方、障がい者の差別、私たちの団体としては、民主的に対等に活

動団体の組織とできるように要望します。

それと私たち当事者に決めさせていただきたいと思います。いろんな計画ですが、聴覚障

がい者の状況、たくさんあります。やっぱり聴覚障がい者の当事者の声をみますと、支援、

いろいろな会議の場に、そういう所に、支援協議会等に、当事者として参加したいと思って

います。公的な施設だとかそういうところに、市民センター、地域交流センター、早急、地

震等の緊急連絡のために、字幕の電光表示板等を要望します。

司会－ ありがとうございました。回答お願いいたします。

福祉部長－ はい、ありがとうございました。では、大きく３点ほど、事前に伺っておりま

すので、そのお答えをさせていただきます。まず一点目、障がい者の団体の組織につきまし

て、岡崎市障がい者福祉団体連合会というのが、岡崎では一番上にございます。そのところ

に四つの団体が加盟しております。部会というわけではなくて、それぞれの団体が独立して

活動をということになっております。各団体の活動とは別に連合会として加盟している団

体が、障がい種別を超えた交流ですとか情報交換を行っている他、市からの委託を受けて障

がい者スポーツ大会ですとか、作品展を開催しております。それぞれの障がいの種別への理

解の他、広く障がいについての理解を促進する活動というのでいただいておりますので、聴

覚障がい者の団体さんも、この岡崎市の連合会の団体と話し合って、一緒に進めていだたけ

るように市としては願っております。

２点目、自立支援協議会の委員についてどうであろうかということでございますが、先ほ

ど申しました、障がい者団体の代表の方もこの構成員には入っております。その中で、身体

障がい者については障がいの部位によりまして特殊性がございますので、今後、障がい福祉

を考えていく中で、ご要望のありました、聴覚障がいの代表の方にも意見を聞いて充実を図

っていくように進めたいと考えております。

３点目、本市の公共施設全体に関わるバリアフリーについてでございます。お話がありま

した、市民センターや地域交流センターの地震時の緊急通報パトですとか、地震警報表示電

子掲示板を設置することについては、現在、地震時の施設の緊急体制に加えまして、さまざ

まな状況で内容で、かつ、信頼性のある地震時の通報装置、パトライト、掲示板などを設置

することは必要であります。また、その運用に対する各施設の緊急体制ですとか、地震の伝

達システム等も変えていく必要もございます。いわゆるハードの面とソフトの面で両方必
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要であろうということでございます。

現行の体制では、緊急時には施設の職員が、障がいのある方も含めて施設利用者の全員の

安全な避難誘導をするという体制になっております。その中で、表示版だけを充実して、自

己判断でかえって危険性を増すという話も聞いております。ただ、それが必要であるという

意見も聞いております。このような中で、当該システムの実施、運用を図っている他の自治

体もあると認識しておりますので、その内容に関する調査を行いまして、聴覚障がい者にと

ってどのような避難誘導がよいのかを検討してまいりますのでよろしくお願いいたします。

以上でございます。

司会－ ありがとうございました。事前に、いただいているご要望は以上でございます。ま

だ若干お時間がございますので、最後にお一人、その他、ご意見がある方がいらっしゃいま

したら、挙手をお願いいたします。発言前にお名前をお願いいたします。よろしくお願いい

たします。では、一番早かった女性の方で。

市民Ａ－ここに補聴器を掛けてはおりますが、目の前のお話が全く聞こえません。今日はこ

のスクリーンにある要約筆記の文字を読んで話を聞いております。市長さんにお尋ねしま

す。このマーク、ご承知でしょうか。ありがとうございます。このマークのある所では、配

慮をいただいておりますが、もし市長さんが私に話されるときは、どのような配慮をしてい

ただけますでしょうか。

市長－ その人の障がいのレベルによって、配慮が異なってくると思うんですけれども、い

つもの僕はもっと早口でしゃべるんです。今日は極力ゆっくり話をしたつもりでおります。

まず、ですから、ゆっくり話をするということです。特に重度の皆さんがた、筆談、書いて

話をするようにしたいと思います。

市民Ａ－ ありがとうございます。とても安心しました。市役所の中では、こういった表示

板も 100 個ぐらい置いていただいておりますので、大変感謝しております。お願いがありま

す。先ほどもあいさつの中で述べられましたので安心しましたが、市の職員、新人研修の中

に、障がい者の知識と対応を知る講座を組み入れていただきたいということです。障がいが

違うとニーズも対応も違います。例えば、聴覚障がい者ですと、市役所全体を見ますと、耳

マークがあっても配慮できない職員さんがおられます。それでは、市政だよりを見てみます

と、聴覚障がい者は電話ができません。問い合わせ先が電話のみですと、1人でやることは

できませんので、ファックス番号を併記していただけると助かります。

それから一番困るのが、緊急時の医療機関の連絡先が電話のみのことです。夜間など、本

当に困りました。ファックス番号とかいろんな連絡でやり取りができるようにしていただ

ければ、助かります。こういったことは毎年の職員研修に組み入れることで、高い意識を持
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たれて、いろいろな障がい者の対応が可能になると信じています。よろしくお願いします。

司会－ ありがとうございました。

福祉部長－ ご意見ありがとうございました。先ほどもお話をしましたが、まず、市の職員

から改めるべきだということで、例えば、一般的に見ると目の悪い方、耳の悪い方、体の悪

い方、内臓の悪い方、それぞれ、障がいがあると思います。ただそれは一般的に言うと、配

慮しなさいねって言って、分かるんですけど、じゃあ行動をどうするか、設備をどうするか

というところになると、まだまだその自分の担当になっちゃうとちょっとというところが

ありますので、今年の何月からか、12 月からか、12 月にまず市の職員を対象に、障がい者

の差別をなくしましょうと、対応についてはいろんな部位の人がいますんで、一律対応では

なくて、それぞれ配慮しましょうという研修から、順次始めていきたいと考えております。

来年成果を見て、まだだよ、ちょっと進んだよというご意見をいただけたらなと思います。

それと医療機関についても、私ども福祉部のみではなく、市民病院ですとか、保健所さんと

もこの今日のご意見をお伝えして、医療に、生活していくのに医療必要ですもんね、それが

緊急のときに使えないというのは困りますので、そういうときの何らかの配慮をお願いし

ますというので進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうござい

ました。

司会－ はい、ありがとうございます。

市長－ 今、教えていただいて、私たち一生懸命やっているつもりですけど、ファックスが

必要だっていうのは、ちょっと気が付かなかったです、申し訳ございませんでした。こうい

うことがありますので、もし、皆さん、何かお困りのことがあったら、何でも目安箱という

のが市役所にもありますし、あちこちの公共施設に置いてありますので、書いて入れておい

てください。必ず読んでいますので。

司会－ ありがとうございました。先ほどお一人ということでしたが、先ほどもう一人、一

番前の方、挙手がございましたので、よろしければあとお一人。せっかくの機会ですので、

よろしくお願いいたします。

市民Ｂ－ 私、要望ではありませんけど、お話の中で分からない言葉がありましたので、ち

ょっとご説明をいただきたいと思っております。行動援護という言葉がありましたと思い

ますけれども、視覚障がいの支援の中には、同行援護というのが今つくんですけれども、そ

れと一緒なのか、それとも別なのか、ちょっと私、勉強不足で承知しておりませんので、お

願いいたします。
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司会－ ありがとうございました。

障がい福祉課長－ 行動援護の語句、説明をさせていただきます。まず行動援護というのは、

常時介護が、介護というか要するに知的障がい、また、精神障がい、いわゆる自己判断能力

が制限があるという方に対しまして、行動する際に生じ得る危険を回避する行動とか、そう

いうのを支援する必要性もございますし、外出時に、移動中でございますが、移動の介護、

排せつを介助とか食事の介護、そういうものを行う事業でございます。これは行動する際に

必要な援助をするというような意味合いもあるというので、行動援護というふうにいって

おりますので、よろしくお願いします。

同行援護につきましては、移動に著しい困難を要する、視覚に障がいのある方の、外出時

に同行をしていく支援が、ヘルパーさんでございますが、同行するという意味でございまし

て、移動に必要な情報の提供や、移動の援助、これも排せつ、食事の介護等の、外出時に必

要な援助を行う事業ということでございますので、よろしくお願いします。以上でございま

す。

司会－ ありがとうございました。それではお時間もせまっております。最後に内田市長か

らごあいさつをお願いいたします。

市長－ 今日は日中のお忙しい中、皆さまがた、本当にわざわざ市役所のほうまでお運びい

ただきまして、ありがとうございました。今日は皆さまがたの話をお聞きして、本当にさっ

きの話じゃないですけど、僕たちも一生懸命考えてやってるつもりですけれども、やはり当

事者ではありませんので、見えないところ、分からないところが多々あるわけであります。

ですので、またぜひ、そういうことでお気付きの点がありましたら、ぜひ、役所のほうにお

知らせいただきたいと思います。私は昔、目の悪い方がつえをついてバス停にお見えになっ

たんですけれども、立っている位置がちょっと危ないもので、一言声を掛けてから、肩でも

触れば良かったんですけど、うっかり話し掛ける前に、「危ない」と言って触っちゃったん

ですよ。そしたら、女の人が、手をバシッて払いのけられたことがあるんですけれども、だ

からわれわれは善意でやってても気が付かないということがありますので、ぜひ、皆さまが

たもそういうことで、今言ったように、気が付いたことがあったらぜひお知らせいただきた

いと思います。今日は本当に私自身も勉強になりました。ありがとうございました。それで

はまたよろしくお願いいたします。

障がい者福祉団体連合会会長－ 本日のような本当にこういう対話を設けていただきまし

てありがとうございました。市長、お聞きいただいたとおり、本当に障がい者にはいろんな

障がいがあるわけですね。だから本当に、その障がいにならないと自分の悩みが分からない
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ことがたくさんあります。それをまとめて連合会がやっているわけでございますけれど、い

ろんな障がいを持っている人が本当に仲良く、自分たちのグループに入ってやっていただ

ければ、だんだん障がい者団体も大きくなり、障がい者団体 1本で陳情もできるような形を

取らせて頂いておりますので、その点もまたご協力願いたいと思います。今日みたいなこの

対話、本当にありがたかったです。市長に拍手をお願いいたします。


