
Ⅰ 第３期久留米市障害者計画（素案）

　計画全般について

整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

1 団体
―

（該当施策）

　第３部≪具体的施策≫表中の、施策内容下段に「久留米市障害
福祉計画・久留米市障害児福祉計画に基づく」と記載された施策
があるが、該当ページを記載。
【理由】
　数値目標をスムーズに参照できるようにするため。

　「久留米市障害者計画」と「久留米市障害福祉計画・久留米市障
害児福祉計画」では計画期間が異なるため、障害者計画の計画
期間の途中で障害福祉計画・障害児福祉計画の改定があり、そ
の時点での見込量等の推計が行われます。そのため、障害者計
画期間を通じての見込量の掲載ができず、このような記載方法に
なっております。また、改訂の際にページ番号の変更等が生じるこ
とも想定されますのでページ記載ができません。ご迷惑をおかけ
しますが、ご理解くださいますようお願いいたします。（素案のとお
り）

2 団体
―

（―）

◆用語についての配慮
　「障害」を「障がい」に変更して欲しい。福岡市をはじめ多くの自
治体が「障がい」に変更している。障がいを個性ととらえ、生きにく
くしている社会の問題だという考えが広がってきた今日では、「差
し障り」はまだしも「害」という漢字から受けるイメージが、偏見を生
むことも考えられる。

　国において、 障害者権利条約の考え方に基づき、障害者自身
は差し障りや害悪をもたらす存在ではなく、社会にある多くの障害
物や障壁こそが障害者を作り出してきたという「社会モデル」の考
え方が示される中、様々な主体がそれぞれの考え方に基づき、障
害について様々な表記を用いており、法令等における障害の表記
については、現時点において新たに特定のものに決定することは
困難であると言わざるを得ないとして、法令等における障害の表
記については、当面、障害（漢字表記）を用いるとしています。久
留米市においては、こうした国の動きを踏まえ、現時点では、当事
者等のご意見や国の動向も注視しながら、当面は漢字表記を用
いることとしています。なお、障害者が差別や偏見を受けることが
ないよう、啓発活動等に力を入れていきたいと考えております。
（素案のとおり）

3 団体
―

（―）

◆注釈希望
　下記の言葉は、市民には馴染みの薄い言葉のため、注釈を追
加。
　「ノーマライゼーション」「情報アクセシビリティ」「インクルーシブ
教育システム」「レスパイトケア」「福祉避難所」「Web１１９」「就労
継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）」「セルプ製品」「基幹相談支援セン
ター」「タウンモビリティ運営事業」

　ご意見を踏まえ、わかり易い計画となるよう、必要な注釈を付し
ます。

「第３期久留米市障害者計画（素案）」「第５期久留米市障害福祉計画及び第１期久留米市障害児福祉計画（素案）」
に対する意見及び市の考え方
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整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

4 団体
46

（99）
◆用語修正
　「福祉事業に対して」⇒「福祉事業所に対して」

　ご指摘のとおり修正を行います。

5 団体
63

（156）
◆用語修正
　「ボランティア要請講座」⇒「ボランティア養成講座」

　ご指摘のとおり修正を行います。

　第３部　計画の展開

　　第１章　壁をなくし認め合って生きるために

整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

6 団体
21
（2）

　広報について、年１回各家庭に配布される人権問題の冊子と同
様のものをわかり易く作成し、全戸配布すること。
【理由】
　久留米市では様々な機会をとらえて広報に努めているが、未だ
差別と偏見が残っている。個人が障害者支援を行う際、身体障害
者に対しては声かけも容易だが、精神障害者や知的障害者への
対応は難しいため、障害分野別の対応について記載した冊子を
望む。

　啓発事業につきましては、当事者や支援者、関係団体等の方々
のご意見等を踏まえながら、より効果的な事業運営に努めてまい
ります。（素案のとおり）

7 団体
22
（8）

　「障害者問題に関する意識啓発」を、「障害者問題に関し、体験
学習等も取り入れながら、意識啓発」に修正。
【理由】
　健常者ではわからないことが多く、想像だけでは補えないため、
体験を通じて社会的配慮の必要性を理解できるため。

　障害者問題に関する市職員研修において体験学習を取り入れ
ることは効果的な研修手法のひとつと考えており、新規採用職員
や窓口担当職員を対象とした研修等で体験学習等を実施してい
るところです。今後の研修実施に当たりましては、体験学習も含
め、様々な手法も併せながら効果的な研修を実施してまいりま
す。（素案のとおり）

8 団体
25

（19）

　個人経営の店舗等でも多目的トイレ整備の促進に努めること。
【理由】
　営業面積の関係もあり、個人経営の店舗等では多目的トイレの
整備があまりなされておらず、外出を控えると聞く。新設時や改装
時に整備費用の一部補助を検討するなどで整備促進に努めてほ
しい。

　市では、中心市街地の空き店舗への出店者に対し、改装費の補
助を行っており、バリアフリー工事を伴う場合は、補助率を50%から
60%に優遇しております。また、障害の有無に関わらず誰もが利用
しやすい環境整備の推進のため、各商工団体と連携しながら啓発
活動にも努めており、今後も取り組みを進めてまいります。（素案
のとおり）
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整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

9 団体
26

（21）

　「警察署に対し、設置を」を、「警察署に対し、信号を渡り終える
時間を考慮した信号機の設置を」に修正。
【理由】
　視覚障害者の歩行速度に合わせた時間の長さの確保は安全性
の確保という命の保証でもあると考えるため、新設時には考慮し
てほしい。

　信号機の点灯時間については、交通管理者となる警察署が当
該箇所の交通状況を踏まえて決定しております。
　市としても様々な歩行者の歩行速度に合わせた時間の長さ確保
は必要と考えており、特に需要のある箇所に関して、警察署に対
し要望をしたいと考えており、ご意見を踏まえ下記のとおり修正を
いたします。
　【修正前】警察署に対し、設置を
　【修正後】警察署に対し、横断時間にも配慮した設置を

10 団体
26

（25）

　「放置自転車防止の指導を行い」を、「放置自転車防止の指導及
び点字ブロック上にある障害物等の除去を行い」に修正。
【理由】
　視覚障害者にとって点字ブロックは安心して移動できるツールで
あり、歩行空間の安全確保のためきちんと対応すべき。

　点字ブロック上は、視覚障害者が安全に通行できるように障害
物等が無いようにしておくことが大切であると考えており、ご意見
を踏まえ下記のとおり修正をいたします。
≪施策内容≫
　【修正前】放置自転車防止の指導を行い
　【修正後】放置自転車防止の指導及び点字ブロック上にある障
　　　　　　　害物等の除去を行い
≪所管部署≫
　【修正前】都市建設部 交通政策課
　【修正後】都市建設部 交通政策課、関係部局

　　第２章　安全と安心のために

整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

11
３０代
女性

29～30
（―）

◆防災対策・避難所運営について
　これまで福岡県看護協会から災害支援ナースとして指定避難所
へ派遣され、市町村保健師と共に活動を行う中で、災害時に避難
所の保健・医療・福祉に関する住民や外部支援者など、全ての窓
口が市町村保健師に集中する現状がある。県保健師の応援で各
種業務を行うが、市町村保健師の役割を代行するものとはなって
おらず、市職員や市町村保健師への中長期的かつ継続的なサ
ポート体制が大切。また、看護ケアを必要とする方々（化学療法中
の方、人工肛門をお持ちの方など）に専門的なケアを提供できる
看護師が、大学病院には大勢いるが、活用する仕組みが無い。
自分自身、久留米市の指定避難所・福祉避難所のあり方につい
て考えたい。高齢者や障害者だけでなく、普段から市民が互いに
助け合える町にしたい。

　災害時において、避難者のニーズに応じて、必要な支援を行うこ
とは非常に重要であると考えております。今回のご意見を参考に
しながら、今後も、被災者への必要な支援体制の確保について、
関係機関との連携を図りながら検討を進めてまいりたいと考えて
おります。また、現在久留米市では、高齢者・障害者などニーズの
違いに配慮した避難所運営体制の見直しなどマニュアルの策定
を進めておりますが、避難所の運営体制を整えることは重要だと
考えておりますので、ご意見を参考に今後も市の防災体制の充
実・強化に努めてまいります。（素案のとおり）

3 / 8 ページ



　　第３章　支援が必要な子どもの発達支援と保育・教育の充実のために

整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

12 団体
35

（64）

　「また、障害をもつ子どもが学童保育所に通うにあたり学校と情
報の共有及び連携を図る」を追加するとともに、所管部局に教育
部学校教育課を追加。
【理由】
　学校と学童保育所が情報を共有し、同じように対応することは、
障害児にとって大切であり、障害等のある子どもの個性に応じた
適切な指導ができるとともに、成長が育まれる。

　学童保育所での障害児の受け入れにあたっては、現在も学校だ
けでなく様々な関係機関と連携を図りながら受け入れを行ってお
り、今後も同様に進めてまいります。（素案のとおり）

13 団体
38

（76）

　「スクール・カウンセラーの人材確保」を、「スクール・カウンセ
ラー、スクール・ソーシャルワーカーの人材確保」に修正。
【理由】
　スクール・カウンセラーとともに、スクール・ソーシャルワーカーは
学校現場で適切な支援に結びついており、障害児に対し、卒業後
を見込んだ支援が重要と考える。

　スクール･カウンセラーとスクール･ソーシャルワーカーについ
て、ご意見を踏まえ下記のとおり修正をいたします。
≪事業名≫
　【修正前】スクール・カウンセラー活用事業
　【修正後】スクール・カウンセラー及びスクール・ソーシャルワー
　　　　　　　カーの活用
≪施策内容≫
　【修正前】スクール・カウンセラーの人材確保
　【修正後】スクール・カウンセラー及びスクール・ソーシャルワー
　　　　　　　カーの人材確保

　　第４章　自立して暮らし続けるために

整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

14 団体
51

（―）

　≪現状と課題≫について、「相談支援事業所との連携を図って
いるところです。」の後に、「また、障害者・児がいる家族の性暴力
等の問題の対応については久留米市男女平等推進センター相談
室と連携していきます。」を追加。
【理由】
　障害女性は性犯罪など多種の犯罪被害を受けやすく、虐待被害
者の約１割が性的被害を受けていることからも専門性を持つ相談
機関と連携する必要性は大きい。

　各種相談については、基幹相談支援センターを中心に、必要に
応じて各種相談機関等と連携を図りながら対応しているところで
す。こうした点を踏まえ、下記のとおり修正をします。
≪現状と課題≫８行目
　【修正前】相談支援事業所との連携強化
　【修正後】相談支援事業所をはじめ各種相談機関等との連携強
　　　　　　　化
併せて、下記のとおり修正をします。
≪施策番号１２３≫施策内容
　【修正後】女性・子ども・高齢者・生活困窮者・就労・消費等の各
　　　　　　　種相談機関や、地域活動団体、医療機関等の連携強
　　　　　　　化を図ります。
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　　第５章　生きがいを持って自分らしく生きるために

整理
No.

意見者
該当頁

（施策番号）
意見の概要 市の考え方

15
５０代
女性

59
（144）

◆点字・録音図書資料の整備充実について
　この案に対する直接的な意見ではなく、中央図書館福祉室の運
営方法についての意見。市役所内で異動があるのは仕方ない
が、視覚障害を抱える方が利用する福祉室の職員が2～3年で異
動するのは残念。利用者と福祉室との主なやりとりは電話になる
が、信頼関係が構築された頃に職員が異動になるのは、利用者
にとってとても不安。安心して利用できるような福祉室を整備して
ほしい。

　「利用者の皆様との信頼関係」はもっとも重要であると認識して
おります。職員配置について様々な制約はございますが、利用者
が少しでも安心して利用して頂けるような福祉室をつくっていきた
いと思います。（素案のとおり）

　第４部　計画の推進

整理
No.

意見者 該当頁 意見の概要 市の考え方

16

５０代
女性

精神障
害

64～65
　各計画の進行管理までは記載があるが、それに対する責任の
所在が明確ではないのが気になる。いい政策があっても絵にかい
た餅になってしまう可能性があるので危惧している。

　計画の推進にあたっては、障害者福祉課が事務局となり、進捗
確認や外部会議等への報告、所管課へのフィードバックなどに努
めてまいります。ご指摘いただきました各計画の進捗の部分にお
きまして、「事務局：障害者福祉課」を明記させていただきます。
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Ⅱ 第５期久留米市障害福祉計画及び第１期久留米市障害児福祉計画（素案）

　計画全般について

整理
No.

意見者 該当頁 意見の概要 市の考え方

17

５０代
女性

精神障
害

38

　３月３日の市民説明会の時の「・・・国が決めたことをそのまま引
用しました」という説明に、市の政策姿勢が受け身すぎるように感
じた。当事者と福祉関係者の双方が能動的になれたらいいと思
う。

　障害福祉計画及び障害児福祉計画については、掲載する項目
や内容等について国の基本指針に準じて策定することとされてお
り、先日の市民説明会で行いました国の引用という部分はそのこ
とでございます。掲載項目を全国統一的にすることで、障害福祉
サービスの見込量等が今後どのように推移していくのかを整理し
やすくするための趣旨ですのでご理解いただきますようお願いい
たします。

18 団体 ―
◆単位
　日中活動系サービスのサービス見込量の単位「人日」はわかり
にくいので、注釈を付けること。

　ご意見を踏まえ、わかり易い計画となるよう、必要な注釈を付し
ます。

19 団体 19
◆用語修正（施設入所支援）
　表中タイトル「サービス」⇒「サービス名」

　ご指摘のとおり修正を行います。

20 団体 21
◆用語修正（児童発達支援）
　「実績と現状」内の文章「大きいものがあるますが」⇒「大きいも
のがありますが」

　ご指摘のとおり修正を行います。

　第２部　2020年度に向けた目標の設定

　　第１章　成果目標

整理
No.

意見者 該当頁 意見の概要 市の考え方

21 団体 4

◆成果目標１
　福祉施設入所者の地域生活への移行について、国の目標値と
同値で設定しているが、地域生活移行には十分に本人の状態や
家族がケアできるかを見極めてほしい。無理な移行は両者に大き
な負担をかける結果になりかねず、特に母親の負担が大きくなる
と推測される。

　障害者が福祉施設等からの地域生活へ移行していくためには、
本人や家族、施設職員や相談支援専門員など、関係者でニーズ
や現状課題等を十分に確認・協議を行った上で、適切に対応して
おりますが、今後も十分に留意しながら対応してまいります。（素
案のとおり）
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　　第２章　活動指標

整理
No.

意見者 該当頁 意見の概要 市の考え方

22 団体 11

◆保育所等訪問支援
　「保育所等訪問支援」を、「保育所・学童保育所等訪問支援」に
名称変更し、内容も「保育所など」を「保育所・学童保育所」に変
更。
【理由】
　学童保育所でも障害児の受け入れは増えており、明記する方が
良い。

　「保育所等訪問支援」は、制度の根拠法である児童福祉法で定
められた全国統一のサービス名称となりますので、修正はできま
せん。なお、学童保育所への訪問も可能であり、必要に応じて実
施されている状況です。（素案のとおり）

23 団体 21

◆放課後等デイサービス
　整備促進にあたっては、設置数とともに内容の充実も図るよう希
望する。現在も数は多くなっているが、テレビを見せるだけの施設
もあると聞き及ぶので、内容面の充実を図ってほしい。

　現在、久留米市内の放課後等デイサービスを含む障害児通所
支援事業所の指定・指導の権限は、福岡県となっており、必要に
応じて連携を図りながら各種対応を行っているところです。平成３
１年度からは、権限移譲により久留米市が障害児通所支援事業
所の指定・指導を行うこととなっており、ご意見を踏まえながら質
の向上にも努めてまいります。（素案のとおり）

24 団体 30

◆意思疎通支援事業（手話通訳者・要約筆記者派遣事業）
　「確保のための方策」に、「手話通訳者、要約筆記者が不足して
いる現状を踏まえ、手話通訳者、要約筆記者養成講座を継続して
開催することで、人材確保及び育成等に努めます」とあるが、具体
的内容を明記してほしい。
【理由】
　手話通訳者を例にとると、養成講座（講座期間：約１年）の継続
は必要だが、それだけでは通訳者になれない。養成講座受講後、
全国手話検定２級に合格して初めて通訳講座（講座期間：約１年
半）を受けることができ、そして全国手話統一試験に合格する必要
がある。こうした個人の努力の積み重ねで成り立っているのに、毎
年養成講座を開催すれば人材確保ができるかのように勘違いし
てしまう表現になっている。人材養成講座の具体的な内容につい
て述べてもらいたい。

　手話通訳及び要約筆記に従事いただくにあたり、個人の努力で
成り立っている状況は十分に認識しております。今後については、
関係団体の皆様と、ニーズや課題等について十分に協議を行い
ながら、久留米市の地域の実情を踏まえた人材確保・育成に努め
てまいります。なお、ご意見を踏まえ、下記のとおり修正を行いま
す。
≪手話通訳者・要約筆記者派遣事業（確保のための方策）≫
　【修正前】養成講座を継続して開催することで、人材確保
　【修正後】養成講座を継続して開催するなど、関係団体と協議を
　　　　　　　行いながら人材確保

25 団体 32

◆日常生活用具給付事業（情報・意思疎通支援用具）
　「確保のための方策」の用具品目の見直しとあるが、その見直し
として「緘黙症」の者・児にパソコン給付を検討すること。
【理由】
　緘黙の人は、音声での意思疎通は難しいが、メールによる疎通
はできる場合が多く、コミュニケーション手段として必要と考える。

　給付対象となる用具品目や対象要件の見直しについては、当事
者ニーズや他自治体の状況等を踏まえ、優先順位を決めながら
入れ替えを検討しています。いただいたご意見については、今後
の事業展開の参考とさせていただきます。なお、パソコンについて
は障害の有無に関わらず一般に広く普及している機器として、現
在は給付対象としておりません。（素案のとおり）
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26 団体 20

◆生活実態調査（主な介助者）
　主な介助者の設問で、選択肢が「親」とされているが、今後は
「親」を「母親」「父親」と分けて調査すること。
【理由】
　「基礎データ」の主な介助者の、性別役割分担意識が介助にど
れだけ影響を与えているかを把握するためにも、出た結果から
もっと必要とされる施策もみえてくると思われる。

　本設問は、家庭内外での支援者の状況を把握することを目的と
しており、各介助者の課題やニーズについては、当事者団体や事
業所等へのヒアリング等を通じて把握していく必要があると考えて
おります。（素案のとおり）
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