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岩国市障害者計画（素案）に対するパブリックコメントの結果について 

 

 令和２年１２月２５日から令和３年１月２５日まで、市民の皆様からご意見（パブリックコメント）を募集した結果、次のとおり提出されました。 

  ・提出者数：１１人  ・意見の総数：３６件 

 

 提出されたご意見の要旨と、そのご意見に対する市の考え方をまとめましたので、次のとおり公表します。 

 

【１０頁 障害者を支える体制づくり】 

 ご意見の概要 市の考え方 

1  専門部会が個々に連携して、全体にサポートができる体制に徐々にな

っていると思われるが、現場の方の個人のスキルアップや、スキルが乏

しい支援者に対しての育成をお願いしたい。 

 障害者自立支援協議会の活動の中で、地域の実態や課題等の情報を集約

し議論する場として相談支援事業所のメンバーを中心とした「専門部会」

を開催しており、その専門部会での取り組みのひとつとして、事業所の支

援者を対象とした研修会を実施し、スキルアップに繋がるよう努めていま

す。 

ご提言内容は、専門部会に伝え、今後の研修企画に活かしてまいりま

す。 

 

【６４頁～７０頁 障害福祉サービス提供基盤の整備】 

 ご意見の概要 市の考え方 

2 

 

生まれた直後から、支援が必要な方を取り残さず支援し、それが継続

的にでき、定期受診、療育、福祉支援へと家族の支援をお願いしたい。 

・障害の早期発見のために各種検診等の受診機会を確保・活用して、早期

療育につなげてまいります。また、乳幼児の療育から就学への移行期の相

談、学齢期に顕在化してきた子どもの障害や特性による課題への対応など

を含め、切れ目のない支援の提供に努めてまいります。 

・障害福祉施策のみならず、市としての切れ目のない支援は、障害者手帳

の有無にかかわらず行われるべきであるため、素案Ｐ68（１）の表中「障

害の早期発見と切れ目のない支援」の「取組内容」（下段）を「・乳幼児の

療育から就学への移行期の相談、学齢期に顕在化してきた子どもの障害や

特性による課題への対応などを含め、障害者手帳の所持の有無に関わら

ず、切れ目のない支援を提供します。」に修正（下線部を追加）します。 
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【６５頁～６６頁 相談支援・情報提供体制の強化】 

 ご意見の概要 市の考え方 

3 

 

相談支援体制において、各相談支援事業所の担当地域制を基本にしつ

つも、基幹相談支援センターでも柔軟に対応できるような「相談のしや

すさ」の基本を、今後も継続してほしい。ただ、熟知した担当者の異動

に関して今後も配慮いただきたい。 

相談支援事業所と基幹相談支援センターを中心とした現在の相談支援体

制を堅持していくとともに、相談支援専門員の人材の確保や育成、専門性

の向上に取り組み、相談支援体制の一層の充実を図ってまいります。 

4 「ふれあい eタウンいわくに」は、わかりやすい内容になっているが、

広く市民に周知する方法について今後も工夫が必要である。 

「ふれあい eタウンいわくに」についてはスマートフォンの普及に伴い、

広く閲覧が可能となるよう、平成 30年度にリニューアルいたしました。リ

ニューアル後は順調にアクセス数も伸びており、市民の方への周知は徐々

に広がっていると認識しておりますが、今後もあらゆる機会を通じて周知

を図ってまいります。 

 

【６８頁 障害の早期発見・早期療育等】 

 ご意見の概要 市の考え方 

5 

 

保健センターや子育て支援センターなどに発達障害に関するポスター

の掲示をし、パンフレットやチラシを置いてほしい。まず、子育て中の

保護者に発達障害のことを知ってもらい、各種支援体制があること、早

期の療育開始が大切であることを伝えることが重要であると思う。 

貴重なご意見として、今後の参考にさせていただき、発達障害の周知に

努めてまいります。 
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【６８頁～６９頁 障害児への療育と保護者への支援体制の充実】 

 ご意見の概要 市の考え方 
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「児童発達支援センター」に期待している。学校教育と連携して、サー

ビスの充実が図れたらと思う。研修等、「連携の機会」があると良い。

「ピアカウセリング」など、学齢期の保護者にも場が広がると良いと思

う。 

児童発達支援センターの役割の一つとして、関係機関との連携・協力に

より地域の支援機能を充実させることがありますので、学齢期のお子さん

の保護者の皆さんも含め、支援の輪がさらに広がるよう、市としましても

センターの運営に協力してまいります。 

                        

7 

保育所等訪問支援事業の活用が他地域に比べて少ないと思う。その意

味で「児童発達支援センター」に期待している。既に設置されている地

域を参考にし、情報提供し、活用が広がることを望む。 

児童発達支援センターは、「児童発達支援」のほか、地域支援として「保

育所等訪問支援」及び「相談支援」を行うこととされています。市内に

は、以前から「保育所等訪問支援」を実施している他事業所もありますの

で、当該既存事業所とともに、他地域の取り組みなどを参考にしながら、

利用促進に努めてまいります。 

また、ご提言につきましては、貴重なご意見として参考にさせていただ

くとともに、関係機関と協議を行いながら、活動内容の充実を図っていき

たいと考えております。 

8 児童発達支援センターで、定期的に親の会や保護者向けの講座を開催

してほしい。小さな子がいる保護者でも参加しやすいように託児がある

と良い。対面での開催ができない場合はＺＯＯＭでも参加できるように

してほしい。また、発達障害に関する本やDVDなどを置いてほしい。

貸し出しも可能にしてほしい。また、障害児と直接関わる教諭や保育士

に理解があるかどうかは、子供の心身に大きな影響を与えるため、正し

い知識と理解で適切な関り方ができるように、教育関係者や療育関係者

への研修の充実を願う。 

9 岩国市療育センターについては、地域の療育の拠点として、保健セン

ターとの連携のもと、障害の早期発見～診療・評価～療育という流れが

良好に定着していると思うが、もう少しスタッフの充実が図れれば、ゆ

っくり発達する学齢期のお子さんへの継続的療育も保障できるのではな

いかと思う。 

人材確保の難しさや多様化する療育ニーズへの対応などの課題もありま

すが、引き続き、指定管理者と協議しながら支援体制の充実に努めてまい

ります。 

10 市内の医療的ケア児他、重症心身障害児の実態把握ができず、後か

ら、また、他からの情報でわかる状況がある。支援を考える側（行政）

と支援を必要とする側（当事者）のミスマッチを無くすための情報の共

有をどのように行うべきか具体的に示してほしい。コーディネーターの

人材確保の見通しがカギであると思う。 

医療的ケア児や重症心身障害児への支援に関しましては、本市では、医

療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置を

拡充する予定としております。 

今後は、市、コーディネーター、相談支援事業所、医療機関等関係機関

が連携し、情報共有や支援体制の整備に努めてまいります。 
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11 難治性てんかん発作、多動で行動面でのコントロールが困難な児童の

ショートステイ先が限られている点を喫緊に整備いただきたい。また、

具体的な案を示していただきたい。 

障害児等のショートステイについては、ご指摘のとおり、障害の状況等

によって、対応可能な事業所が限られる場合があることは認識しておりま

す。現状においてお示しできる案はございませんが、必要なサービスであ

ることから、事業所への働きかけを行ってまいります。 

12 医療的ケア児が利用できる児童発達支援事業所がなく、切に困っている

方もおられる。さらに充実した支援をお願いしたい。 

ご指摘のとおり、市内に医療的ケア児受け入れ可能な児童発達支援事業

所が無いなど、多くの課題があるのが現状です。 

今後、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を進め、課題解

決に向けた取組みを推進してまいります。 

13 就学のために必要な書類の経費（医療費）も何らかの補助があればあり

がたい。 

貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。 

 

【６９頁 保護者への支援等】 

 ご意見の概要 市の考え方 

14 

 

 

放課後等デイサービスについて、サービス利用時間と場所が限られ

る。手のかかる児童は職員配置や他利用者の兼ね合いがあるようだ。兄

弟児の用事や保護者の体調悪化時等、利用しやすいようサービスを充実

させてほしい。障害児に対するホームヘルプサービスについて、以前は

サービス提供事業所があったが、現在は市内にないと思う。保護者在宅

時等は利用できないと思うが、他市では、兄弟時の用事がある時に利用

できると聞く。岩国市でも利用できるようになれば良い。障害児のショ

ートステイサービスについて、保護者が家庭で養育できない状態でない

限り、受け入れ先が市内には 1ヶ所しかない。冠婚葬祭や急病時は、市

外・県外の事業所を探さざるをえない。また、手のかかる児童は利用を

断られることが多い。 

障害児への福祉サービスにつきましては、利用希望は年々増加傾向であ

るものの、受入可能な事業者数や障害特性に合わせた対応など、依然とし

て十分ではない状況がございます。 

市といたしましては、引き続き障害児福祉サービスの提供体制の拡充に

努めてまいります。 
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【７０頁 障害福祉を担う人材の確保】 

 ご意見の概要 市の考え方 

15 

 

 

相談支援専門員等の研修について、具体案を示されたい。児童発達支

援センターが岩国市にも開設されれば、研修を担う部門が保障されるの

か。 

・相談支援専門員は、国の定めるカリキュラムに沿った都道府県等の研修

を受講することとされております。更に本市では、基幹相談支援センター

による市内相談支援事業所向け研修会、訪問による個別指導等を実施して

おります。 

・児童発達支援センターは、研修実施が義務付けられているわけではあり

ませんが、支援者向け研修会等の開催は、センターの重要な役割である

「関係機関連携による支援体制の構築」に資すると思れますので、センタ

ー運営法人と協議してまいります。 

 

【７４頁 障害に関する理解の促進、障害者差別化解消法の周知】 

 ご意見の概要 市の考え方 

16 福祉にあまり関心がなかったり、関わりのない人たちも多く集まる市

民参加イベントや、よく利用する施設でも啓発・広報活動をし、「知る

きっかけ」にしてほしい。また、市報に発達障害の特集記事を載せてほ

しい。 

平成 29年度より、市及び障害者団体、相談支援事業所、障害者支援施

設、療育センターなどと協働による理解促進イベント「架け橋プロジェク

ト」を開催し、講演会やコンサート、福祉施設などによる飲食の提供や体

験・相談コーナーなどを通じて、障害のある人ない人も関係なく交流する

ことで理解の促進を図っています。また、障害者差別解消法の周知は障害

を理由とする差別を解消するため、広報いわくにやホームページにおいて

関連する記事などを掲載して、市民や民間事業所等への周知と啓発を行っ

ています。 

ご提言につきましては、今後の参考にさせていただき、引き続き、障害

者への理解促進や障害者差別解消法の周知に努めてまいります。 

17 世界自閉症啓発デーにあわせて、図書館に特設コーナーを設け、発達

障害に関する本やDVDなどの紹介をしてほしい。 

18 アンケートでは、障害児で差別を受けた場所として「幼稚園・保育

園・学校」の割合が最も高くなっている。この結果から、障害の理解促

進は大人だけではなく、子供にも必要であると思う。幼児期から障害者

理解の教育を行ってほしい。発達障害は目に見えない障害なので難しい

かもしれないが、その年齢に合わせた方法で障害者理解の教育をするこ

とが必要と思う。 
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【７４頁 社会活動への参加促進】 

 ご意見の概要 市の考え方 

19  障害者対象のスポーツ大会も必要である。今後、障害者スポーツの意

識の高まりに向けて、「市民健康スポーツのつどい」「スポレクフェス

タ」等で、「障害者スポーツ」のコーナーなどを積極的に設けることも

有用だと思われる。 

障害者スポーツへの取り組みとして、山口県障害者スポーツ大会「キラ

リンピック」への参加やスポーツの楽しさを体験する催しとして、岩国市

心身障害者（児）体育大会を毎年 10月に開催しています。 

また、障害者スポーツの普及に関しては、日本体育大学との協定により

「障害者スポーツ強化支援事業」を活用し、障害者スポーツの裾野を広げ

るイベントを他市と共同で開催するほか、スポーツ部局と連携したパラ・

アスリートの育成にも取り組んでいます。 

ご提言は今後の参考にさせていただき、各スポーツ大会への参加も含

め、岩国市の障害者スポーツの普及と啓発及び情報提供に取り組んでまい

ります。 

20 障害者スポーツ・キラリンピック等の大会の参加要請、普及・周知活

動はどのように行われているのか。広報誌は自治会未加入世帯に届か

ず、また、インターネットは高齢者には扱いにくい媒体であるが、情報

発信についてはどう考えるか。 

21 

 

 

岩国市からのキラリンピック（水泳）参加者が非常に少ない。これ

は、岩国市で障害がある方々がスポーツをする機会が少ない・環境が整

っていない・指導者がいない・理解の促進が進んでいない・キラリンピ

ック等の大会を知らない事等も一因なのではないか。キラリンピック等

の参加者数を見る限り、岩国市内において障害者スポーツ自体経験のな

い方が多いのではないか。磨けば光る原石が埋もれているのではないか

と思う。ある全国大会の開催目的に「この大会において自己の有する能

力に挑戦し、社会へ参加する意欲を大いに喚起するとともに障がい者の

スポーツ振興を図ることを目的とする。」とあるが、岩国からの参加者

は一人しかいなかった。スポーツから得るものは大きい。自分に自信が

持てるようになったり、仲間ができたり、目標ができたり、またやって

みたいという意欲がでたりと、健常者と何一つ変わらない。コロナ禍に

おいては感染拡大防止に精一杯なのが現状だと思うが、障害者もスポー

ツを楽しみたい・体を動かしたいという気持ちは健常者と同じではない

か。コロナ禍においても日常生活の活動が少しずつ可能になった際、全

国大会・国際大会・パラリンピックに出場する岩国の選手を見てみたい

と思われないか。障害者スポーツは年齢層が幅広い競技。皆に可能性が

あると思う。是非、障害者スポーツを経験する機会を、そして可能性を

広げるチャンスを作っていただきたい。山口県内で岩国市における障害

者スポーツの促進は進んでいるようには感じない。岩国市における障害

者スポーツを元気づけて他市町村のように取り組んで欲しい。 



7 

 

【７５頁 社会活動への参加と共生・協働の推進 等】 

 ご意見の概要 市の考え方 

22 

 

軽度知的障害者の実態調査の必要がある。既に独居となっている者も

いるので、早急に課題解決の指針を計画に記載されたい。 

本計画（素案）の作成にあたっては、知的障害を含む障害者の方々に対

するアンケート調査を行い、ニーズの把握を行っております。 

ご指摘の点につきましては、障害者の方々が安心して地域で生活を送れ

るよう、78頁の「地域での『助け合い』の促進（地域福祉計画）」の項

目、また、居住支援の機能を担う「地域生活支援拠点等」に関する項目

（79頁、81頁、83頁、85頁、98頁）にその指針を記載しておりますの

で、原案のとおりとします。 

 

【８１頁 地域移行の推進と安心して生活するための支援の充実】 

 ご意見の概要 市の考え方 

23 

 

地域の交番や消防、スーパー、図書館等、障害がある方への理解と適

切な関わり方をお願いし、よき理解者を増やして、活動の場を増やして

ほしい。 

様々な障害の特性や障害のある方が困っていること、そしてそれぞれに

必要な配慮を理解し、日常生活でちょっとした配慮を実践していく「あい

サポーター」の活動を通じて、誰もが暮らしやすい地域社会（共生社会）

をつくっていく運動（あいサポート運動）を推進してまいります。 

24 災害時、多くは家族だけで過ごすことになると思われるが、各地域が

把握し、安心して過ごせる環境の提供などを具体的に知りたい。（どう

支援してもらえるのか） 

災害時には障害者の世帯は孤立する可能性が高く、特に注意が必要だと

思います。本市としましては、障害者への支援として、緊急通報システム

やWeb119番、聴覚障害者用防災ケーブルラジオの設置、「災害時要援護者

制度」への登録などを勧めています。その他にも、ヘルプマークやヘルプ

カード、あんしん情報カプセルなどを活用し、災害時への備えも併せてご

案内しています。 

今後も安心して過ごせる環境の提供に努めてまいります。 

 

【８４頁 福祉施設の入所者の地域生活への移行】 

 ご意見の概要 市の考え方 

25 理念、方向性としては理解できるが、現実的には様々なケースがあ

り、ある一定数の「入所施設への入所者数」の維持は必要ではないか。 

福祉施設の入所者の地域生活への移行は、在宅生活を希望している入所

者に、その希望に沿った形での支援を推進することと考えております。 

ご指摘のとおり、入所者の希望や状況は様々でありますので、入所施設

も必要な居住施設として、その維持は必要と考えております。 
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【８７頁 相談支援体制の充実・強化等】 

 ご意見の概要 市の考え方 

26 障害者の支援において、「障害者の自己決定を尊重し、その意思決定

の支援に配慮する」ことは前提である。その上で「一人ひとりの障害の

特性やニーズに適したサービスを提供するため」には基幹相談支援セン

ターではなく、対象者に直接寄り添いアセスメント等を行い、計画相談

などを作成する特定相談支援事業所や一般相談支援事業所の役割が重要

である。しかしながら、サービス提供事業所と相談支援事業所が同一法

人の場合、当事者の意向が尊重されているかという客観的視点に欠ける

支援が行われる恐れがある。特に入居施設を運営する法人が相談支援事

業所を運営している場合、当事者の意向より組織（法人）の意向が優先

される例がある。つまり、「障害者の自己決定」が尊重されず、「その意

思決定の支援に配慮」を欠き、「一人ひとりの障害の特性やニーズに適

したサービス」が提供されないことになる。このようなことを回避する

ために、計画相談を作成する相談支援事業所とサービス提供事業所は別

法人であるようにし、支援内容の透明性を高め、障害当事者の意向が尊

重されやすい支援体制にするべきである。特に入居施設に関してはその

必要性が高いと思われる。 

一人ひとりの障害の特性やニーズに適したサービスの提供は、相談支援

事業者と基幹相談支援センターとが連携して行っていく必要があることか

ら、87頁の三行目からの「基幹相談支援センターにおいて総合的・専門的

な相談支援を実施します。」を、「相談支援事業者と基幹相談支援センター

とが連携し、総合的・専門的な相談支援を実施します。」に修正します。

（下線部が修正部分） また、障害者本人の選択に基づき、適切にサービ

スが提供されるよう、指定特定相談支援事業者に対して定期的に実地指導

を行うとともに、障害者自立支援協議会の評価機能を活用するなどして、

中立・公平な相談支援体制を推進してまいります。 

 

【９７頁 共同生活援助（グループホーム）】 

 ご意見の概要 市の考え方 

27 援助を受けながら地域で暮らせるように願っている保護者の意見を多

く聞く。アンケート調査でも主な介護者が父母等の家族の割合が高くな

っており、負担を軽減するためにも必要。 

共同生活援助（グループホーム）は、地域での生活を希望する障害者に

とっても、重要な居住機能でありますことから、市といたしましても、事

業所への働きかけなどを行い、拡充を推進してまいります。 
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【１１２頁 障害児支援の提供体制の整備等】 

 ご意見の概要 市の考え方 

28 「福祉・保育・保健・医療・教育の連携」はまだ十分ではないと感じ

る。研修会・連携協議会などで、もっと人と人が繋がれるような、少人

数で直接話を深めるような取組で連携が図れるようになると良い。 

ご提言のとおり、障害者自立支援協議会や相談支援機関の研修会等を通

じて、更に連携と情報共有を図ってまいります。 

29 保護者が就学に関して相談できるところが増え、有難い。ただ、相談

機関において誤った情報を伝えてしまわないように、相談機関間の情報

共有が必要と思う。 

 

【１１３頁 ペアレントトレーニング、ペアレントメンター】 

 ご意見の概要 市の考え方 

30 ペアレントトレーニング、ペアレントメンターは、今後更に拡充でき

れば良い。また、ペアレントメンターの活動に関する情報、ペアレント

メンターと話がしたい場合はいつどこに行けばよいかといった情報も市

報やふれあいｅタウンなどに載せてほしい。 

ペアレントメンターの活動は、発達障害の理解と保護者支援において大

変重要なことと認識していますので、今後、メンター登録者を拡充し市内

各地域で活動が可能となるよう情報発信に努めてまいります。 

 

【１１８頁 障害者等総合療育相談訓練事業】 

 ご意見の概要 市の考え方 

31 岩国市療育センター以外の医療機関がかかりつけである場合に、障害

児等総合療育相談訓練事業が利用できるかどうか分かりにくい。市ホー

ムページや岩国市こども療育ガイドなどに分かりやすく記述してほし

い。 

ご提言につきましては、市ホームページや岩国市こども療育ガイドの説

明に追記します。 
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【１１８頁 ことば・きこえの教室（幼児部）】 

 ご意見の概要 市の考え方 

32 アンケート調査でも「学校で指導・訓練を受けたい」との希望が多く

上がっていることや学校との連携を図る意味からも、小学校の中にある

「ことば・きこえの教室（幼児部）」の役割は大きいと感じる。第２期

計画では現状維持となっているが、少しずつ利用できる人数や時間が増

えることを期待している。 

「ことば・きこえの教室（幼児部）」につきましては、学童部の通級指導教

室に併設する形で、昭和 56年に、麻里布小学校内に開設しており、近年、

「発達障害」への理解が広まり、療育訓練のニーズも高まったことから、

平成 25年に２人から３人体制に増員しています。また、平成 27年には玖

珂分室を開設し、翌年には３人から４人体制にさらに増員しております。

その後、平成 30年に由宇小学校内に分室を開設し、麻里布小学校を拠点に

市内３か所で支援を行っています。 

今後も状況を見て、対応してまいります。 

 

【１１８頁、１１９頁 セラピストの充実】 

 ご意見の概要 市の考え方 

33 言語、コミュニケーション訓練に関するニーズの高さが伺われる。 

ＳＴ（言語聴覚士）の増員や資質向上に向けた体制作りが望まれる。 

人材確保の難しさや多様化する療育ニーズへの対応などの課題もありま

すが、引き続き、指定管理者と協議しながら支援体制の充実に努めてまい

ります。 
34 岩国市療育センターにおいて、セラピスト（理学療法士、言語聴覚

士、作業療法士など）による支援を充実してほしい。現在、岩国市療育

センターではセラピスト不足により就学児の利用ができない状況である

と聞く。セラピスト不足で療育センターでの個別訓練が難しいのであれ

ば、不足が解消されるまでの間、セラピストの学校巡回や障害児通所支

援事業所での集団訓練も考えられるので、早急に実施してほしい。 
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【全体、その他】 

 ご意見の概要 市の考え方 

35 人材育成のニーズの高まりを感じる。人材育成には、「資質等求めら

れるもの」だけでなく、関わる職員の「モチベーション」や「やりが

い」の創出が大切だと考える。その「やりがい」の１つに、「人とのつ

ながり」があると思われる。似た立場の者（支援学級・通級指導・放課

後デイサービス・療育センター等）のつながりの場が持てると良いと思

われる。研修会等を通して、「つながりの場」を創出し、そこで生まれ

たつながりから、さらなるつながりへ発展できることが理想である。 

ご提言のとおり、障害者自立支援協議会や研修会等を通じて「つながり

の場」の創出に努めてまいります。 

36 主に家族が支援を続けている場合が多いが、家族の負担軽減や障害が

ある方自身がより充実した生活ができるように願う。また、他県や他の

市町の良い面を取り入れて、常により良い体制を目指して進化してほし

い。一人で行動できにくい方の移動支援や余暇活動の支援等、新たな取

組も期待したい。 

貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、より良い

支援体制の構築等を図ってまいります。 

 


