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第３回さいたま市障害者政策委員会会議録 

日時：令和２年３月１７日（火）１４：００～ 

会場：ときわ会館 ５階 大ホール 

次 第 

配布資料 

１ 開  会 

２ 議  題 

（１）次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果について 

（２）次期障害者総合支援計画の体系案について 

３ その他 

（１）令和２年度予算案の概要について 

（２）さいたま市ソーシャルファームについて 

４ 閉  会 

① 第３回さいたま市障害者政策委員会次第 

② 第３回さいたま市障害者政策委員会座席表及び委員名簿 

③ 資料１ さいたま市障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果 

      報告書 

④ 資料２－１ 次期障害者総合支援計画の体系案について 

⑤ 資料２－２ 次期障害者総合支援計画策定の工程について 

⑥ 資料２－３ 次期障害者総合支援計画策定に関する市民会議委員からの 

        主な意見 

⑦ 資料３ 令和２年度予算案の概要～障害福祉関係予算抜粋版～ 

⑧ 資料４－１ 「わーくはぴねす農園さいたま岩槻」アンケート集計結果 

⑨ 資料４－２ さいたま市ソーシャルファームに関する指針 

⑩ 資料４－３ ソーシャルファーム事業に関する協定書 
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出席者 

委 員・・・平野委員長、赤尾委員、赤沼委員、荒井委員、黒澤委員、小島委員、斎藤

委員、榊田委員、庄司委員、髙濱委員、遅塚委員、長岡委員、中野委員、

横島委員、渡部委員 

事務局・・・参事兼障害政策課長、障害政策課課長補佐兼施設整備係長、障害政策課ノ

ーマライゼーション推進係長、障害政策課、障害支援課長、障害支援課課

長補佐兼地域生活支援係長、障害支援課審査指定係長、障害支援課自立支

援給付係長、障害者更生相談センター参事兼所長、障害者更生相談センタ

ー、障害者総合支援センター所長、障害者総合支援センター、福祉総務課、

健康増進課、こころの健康センター、疾病予防対策課、精神保健課、ひま

わり学園総務課、ひまわり学園育成課、特別支援教育室 

欠席者 

委 員・・・小山委員、島村委員、星委員、山﨑委員、渡邊委員 

事務局・・・なし 

傍聴者の数 ５名 

開 会 

（平野委員長） 

それでは、定刻となりましたので、第３回さいたま市障害者政策委員会を開催させてい

ただきます。 

皆様、本日はお忙しい中、障害者政策委員会にご出席いただきありがとうございます。 

まず、今回の委員の出席状況ですが、出席委員１５名、欠席委員５名ですので、さいた

ま市障害者政策委員会条例第５条第２項の規定により、委員の過半数がご出席されており

ますので、本日の会議は成立いたします。 

続きまして、本日の会議でございますが、さいたま市情報公開条例第 23 条の規定に基

づき、原則として一般の方に公開することとなっております。会議録も作成し、公開とな

ります。各区役所の情報公開コーナーにおいて、市民の閲覧に供することとなりますので、

会議資料につきましても公表したいと考えております。 

次に、会議の傍聴についてでございますが、先ほど申し上げましたように本日の会議は

公開となっておりまして、先ほど確認したところ、傍聴を希望する方５名がこの会場にお

越しでございますので、傍聴を許可するとのご了解をお願いいたします。 

～ 委員了承 ～ 
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はい、ありがとうございました。それでは、事務局より本日の資料の確認をお願いいた

します。 

（事務局） 

はい、それでは、お手元の資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

① 第３回さいたま市障害者政策委員会次第 

② 第３回さいたま市障害者政策委員会座席表及び委員名簿 

③ 資料１ さいたま市障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果報告書 

④ 資料２－１ 次期障害者総合支援計画の体系案について 

⑤ 資料２－２ 次期障害者総合支援計画策定の工程について 

⑥ 資料２－３ 次期障害者総合支援計画策定に関する市民会議委員からの主な意見 

⑦ 資料３ 令和２年度予算案の概要～障害福祉関係予算抜粋版～ 

⑧ 資料４－１ 「わーくはぴねす農園さいたま岩槻」アンケート集計結果 

⑨ 資料４－２ さいたま市ソーシャルファームに関する指針 

⑩ 資料４－３ ソーシャルファーム事業に関する協定書 

また本会議資料とは別に、「障害のある方への接客のヒント～飲食店における合理的配

慮等の好事例集～」を配布させていただいております。こちらにつきましては、第２回障

害者政策委員会におきまして委員の皆様からいただきましたご意見を踏まえ、第２回障害

者の権利の擁護に関する委員会にてご審議いただき、完成したものです。本市といたしま

しても、今後の周知啓発等に活用していきたいと考えております。 

以上、１１点でございます。皆様、不足等はございませんでしょうか。 

～ 不足等確認 ～ 

なお、会議開催にあたりまして、委員の皆様及び関係各課の職員にお願いがございます。

聴覚に障害がある方への配慮といたしまして、手話通訳者の方が通訳しやすいように、ご

発言いただく際には、ゆっくりと、そして、大きな声ではっきりとご発言いただきますよ

うお願いいたします。 

また本日マスクをしていらっしゃる方がいらっしゃいますが、本来ならば聴覚に障害が

ある方への配慮として、マスクを外してご発言等いただくところでございますが、風邪や

インフルエンザ、新型コロナウイルス感染拡大予防の観点からマスクを着用されていると

いうことで、大変申し訳ございませんが、マスクを着用したままでのご発言等をお許しい

ただきますよう、お願いいたします。 

本日の委員会ですが、昨今の新型コロナウイルス感染拡大予防の観点から、室内の換気

改善のため、出入り口の扉について一部開放させていただきます。 

また事務局からの議題に関する説明につきましては極力簡潔にまとめ、会議時間の短縮
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に努めさせていただきますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。 

事務局からは以上でございます。 

（平野委員長） 

はい、ありがとうございました。 

ただ今、事務局からご案内のありましたとおり新型コロナウイルス感染拡大予防の観点

から、スムーズな会議進行にご協力をお願いします。 

それでは議題に入らせていただきます。 

お手元の資料の次第をご覧ください。 

「２ 議題」として、「議題（１）次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調

査結果について」と「（２）次期障害者総合支援計画の体系案について」とありますが、

こちらについては関連する議題ですので、事務局から続けて説明をお願いします。事務局

からの説明後にまとめて委員の皆様からのご意見をいただきたいと思います。 

（事務局） 

はい、障害政策課の射場と申します。 

それでは、「議題（１）次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果につ

いて」と「（２）次期障害者総合支援計画の体系案について」、続けてご説明させていただ

きます。 

大変恐縮ですが、着座の上説明させていただきます。 

それでは、議題１「次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果」につい

てご説明いたします。 

資料１「障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果報告書」をご覧ください。 

前回の委員会において、調査結果を設問ごとに単純集計し、主な共通設問、特有設問ご

とにまとめた、速報概要版についてご報告させていただきました。 

本日は、すべての調査結果を載せた報告書がまとまりましたので、ご報告させていただ

きます。分量が多く時間の都合もありますので、前回の委員会にて報告させていただきま

した「速報概要版」からの主な変更点について、ご説明させていただきます。 

それでは、資料１を１枚おめくりいただき、目次をご覧ください。この報告書の構成で

すが、第１章に調査の概要を掲載し、第２章にＡからＦまでの調査票に共通する設問につ

いてまとめた部分、第３章から第９章にかけて各調査票ごとの【特有設問】や、より詳細

に集計を行った結果を掲載しております。また、設問の選択肢に「その他」がある設問に

ついては、記載された主な内容とともに掲載しております。 

最後になりますが、資料編として、各調査票を４ページ分割り付けで載せております。 

続きまして、委員の皆様からのご意見を踏まえ、前回（３年前）のアンケート調査報告

書から変更していることに関して、ご説明させていただきます。 
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まず、４７ページ以降の「第３章 障害者福祉に関する調査結果（Ａ身体障害者）」に

ついてでございますが、それぞれの設問に対し、「目が不自由」、「耳が不自由」、「言葉が

不自由」、「全身性障害」、「半身まひ」、「上肢障害」、「下肢障害」、「内部障害」と８つの障

害種別に分けて集計を行い、それぞれの傾向がわかるように掲載しております。 

続きまして、１２３ページ以降の「第５章 障害者福祉に関する調査結果（Ｃ精神障害

者・自立支援医療利用者）」では、精神障害者保健福祉手帳の等級を１～３級と回答いた

だいた方を「手帳あり」、自立支援医療のみと回答いただいた方を「手帳なし」として、

それぞれ分けて集計を行った結果を掲載しております。 

同様に、２０７ページ以降の「第８章 障害者福祉に関する調査結果（Ｆ発達障害者）」

では、「療育手帳所持者」と「手帳所持者以外」として、それぞれ分けて集計を行った結

果を掲載しております。 

また、「速報概要版」では省略させていただきました、自由記述欄につきましては、各

調査票ごとに抜粋した内容を掲載しております。 

なお、前回の委員会で、身体障害者向け調査票Ａについて、年齢の三区分（生産年齢人

口（15 歳~64 歳）と年少人口（０歳~14 歳）と老年人口（65 歳以上））を考慮して分析

をしたほうがよいのでないかといったご意見、事業所向け調査票Ｇについて、提供してい

るサービス種類を大きく３つに分けて分析をしたほうがよいのでないかといったご意見

をいただきました。 

こちらにつきましては、今回の委員会でご提示することができず、大変恐縮ではござい

ますが、今後事務局で分析、集計を行いまして、委員の皆様にお示しできればと考えてお

ります。 

大変簡単ではございますが、次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート結果報告

についての説明は以上となります。 

それでは、このままお時間をいただき、議題２「次期障害者総合支援計画の体系案につ

いて」ご説明させていただきたいと存じます。 

それでは、資料２－１「次期障害者総合支援計画の体系案について」をご覧ください。 

はじめに、次期計画策定にあたっての基本的な考え方について、ご確認させていただき

たいと思います。 

「１ 計画策定の前提」ですが、（１）といたしまして、国の障害者基本計画、障害福

祉計画、障害児福祉計画の方向性や内容を踏まえた上で、本市のノーマライゼーション条

例の理念に沿った計画といたします。 

次に、（２）になりますが、「障害者総合支援計画」は、本市の上位計画である「総合振

興計画」の下に、本市の地域福祉計画である「保健福祉総合計画」の障害者福祉分野に関

する部門別計画として位置づけるものでございまして、本市の他分野の関連計画との整合

性を図る必要がございます。 

また、（３）計画の基本方針、基本目標、基本施策等の計画の体系につきましては、計
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画の継続性の観点から、現行計画からの継承を基本といたします。 

続きまして、「２ 現行計画の構成」ですが、「誰もが権利の主体として安心して地域で

生活できる社会の実現を目指して」という基本指針に基づき、４つの基本目標、１６の基

本施策、９３の事業、２５事業を重点事業として位置づける構成となっております。 

続きまして、「３ 次期計画策定の方向性」でございますが、体系については現行計画

からの継承を基本とした上で、国の障害者基本計画を踏まえ、基本目標や基本施策を構成

いたします。また、事業の実施や評価に対する、障害者政策委員会の委員の皆様をはじめ

とした市民の皆様からのご意見を取り入れ、事業の実施に反映させていきたいと考えてお

ります。 

続きまして、資料２－１の２ページ「次期障害者総合支援計画の体系案」をご覧くださ

い。次期障害者総合支援計画の体系案についてご説明いたします。資料の見方ですが、向

かって左側に基本方針、基本目標を記載しており、資料右側の点線箇所に次期計画の考え

方を記載しております。 

また、重点事業につきましても、現行計画と同様に、各基本施策の中に位置付けた事業

の中から、特に重点的に取組を進める事業を重点事業として選定したいと考えております。 

続きまして、資料２－２「次期障害者総合支援計画策定の工程について」をご覧くださ

い。次期障害者総合支援計画策定のスケジュールについてご説明いたします。 

まず、事務局において、本日いただいたご意見を踏まえまして、体系を作成し、作成し

た体系を基に骨子案を作成し内部での決裁をとります。 

その後、令和２年６月頃に、骨子案や素案（案）を委員の皆様に送付させていただき、

ご意見をお伺いしたいと考えております。皆様からいただいたご意見や、６月頃に開催予

定の令和２年度第１回市民会議におきまして、いただいたご意見をもとに、７月頃に素案

策定に向けたワーキンググループを実施したいと考えております。ワーキンググループに

つきましては、あくまで任意での参加ということで、委員の皆様にご案内をさせていただ

きたいと考えております。ワーキンググループでいただいたご意見を踏まえ、事務局で素

案の作成を行い、８月下旬頃になりますが、第４回障害者政策委員会で素案の審議を行い、

内部での決裁と議会報告を経て、１０月頃にパブリックコメントを実施したいと考えてお

ります。 

その後、１１月に開催予定の第２回市民会議やパブリックコメントのご意見を参考にい

たしまして、１２月頃に計画案についてのワーキンググループを開催させていただきまし

て、令和３年１月頃開催予定の第５回障害者政策委員会で、計画案の審議を行っていただ

くといったスケジュールを考えております。 

続きまして、資料２－３「次期障害者総合支援計画策定に関する市民会議委員からの主

な意見」をご覧ください。３月２日（月）に開催を予定しておりました第３回市民会議で

すが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止といたしました。市民会議委員の

皆様には、会議当日活用いただく予定だった資料とともに、「意見シート」を送付し、次
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期障害者総合支援計画策定に関するご意見をいただいたところでございます。 

お時間の都合上、かいつまんでご紹介させていただきますが、 

「自宅にいる障害者も多く、介助者は家族が多いため、家族支援の充実が必要ではない

か。」といったご意見、「重度障害者が入れるグループホームや施設を増やすことが必要で

はないか。」といったご意見、「教育機関における障害者理解に関する教育の充実に向けた

対策が必要ではないか。」といったご意見、「災害時のコミュニケーション保障を課題とし

た計画に取り組んでほしい。」といったご意見をいただいているところです。 

令和２年度第１回の市民会議におきましても、引き続き、ご意見をいただき、次期計画

策定に活かしてまいりたいと考えております。 

以上、次期障害者総合支援計画策定のためのアンケート調査結果、体系案、及び、今後

のスケジュールについての説明となります。 

今後、事務局においてアンケート結果の分析を行うとともに、本日委員の皆様や市民会

議等でいただいたご意見を踏まえながら、来年度の次期計画策定や各事業の取組に生かし

てまいりたいと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（平野委員長） 

はい、ありがとうございました。 

確認でございますけれども、資料１は前回概要版でコンテだけで説明したと思いますが、

今回これは全体のものとなっているということで、細かいところまで作ってあります。そ

れから前回皆さん方からご指摘いただいた点については極力盛り込んで改善したと。それ

から、自由記載欄なども今回は全部載った形のものがお手元にいっているということでご

ざいます。 

それから次年度の計画の関係ですが、一つは資料２－１、こちらをご覧ください。基本

的に市の総合振興計画という地方自治法上の計画に基づいて今度は福祉保健関係の計画

があって、その一つを構成するという形で他の計画と整合性を持った形にしたいというこ

とです。 

そして次期の計画ですが、資料２－１の裏側ですね、今までも基本方針「誰もが権利の

主体として安心して地域で生活できる社会の実現を目指して」というのを基本テーマにし

まして、そして基本目標１.権利の擁護の推進と、２.質の高い地域生活の実現、３.自立

と社会参加の仕組みづくり、４.障害者の危機対策というこういう柱で現計画があり、次

の計画に関しても、これをそのまま基本的に引き継ぐ方向としてやっていきたいというこ

とです。 

理想を言えば今ある計画のものは全部達成されて、もうこういうのはなくてもいい、と

いうのが一番の理想ですが、残念ながらまだまだ権利の擁護に関しても引き続き進めてい

く必要があると思いますし、市の事務局としては今ある計画を充実していきたいというこ

とです。 
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次に資料２－２を見ていただけますか。逆に言えば柱が今のものを継承するということ

で今回、事務局の提案では計画をつくるプロセスをちょっと変えてみたいという、ご提案

になっています。お手元の今後のスケジュールは今度４月からのカレンダーになるんです

けれども、左から２番目の障害者政策委員会のところ、この部分がちょっと変わりまして、

今までは政策委員会で柱を決めてからワーキンググループという形でありましたが、今回

は市民会議とワーキンググループを前に持ってきたということが特徴になります。 

どういうことかといえば、今までと違って今回、柱をそのまま継承するので、むしろ柱

の中身のところ細かいところをより詳細に詰めたほうがいいのではないかということに

なりまして、そうすると政策委員会で意見聴取した後にワーキングチームを作ったり市民

会議でいろいろ意見を聞いたり自立支援協議会で意見を聞いて、そして細かい内容を煮詰

めて、そして８月に決めていきたいと。そしてパブリックコメントを踏まえてもう一回同

じように細かくやっていく。ですから、来年はどちらかといえば細かい内容、基本の柱の

細かい中身のほうをより詰めていきたいというように、ちょっとスタンスを変えてみたと

いうことが特徴になっています。そういった意味では、この柱の部分を変えないかわりに

中身のところ、細かいところをより細かく検討する時間を取るようなスタンスに切り替え

たということです。 

それから資料２－３は、本当は市民会議を開催したかったのですが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、できるだけ集中して集まらないようにしようということで中止と

なりました。見ていただければ分かるとおり、大変たくさんの方からアンケートをいただ

くことができました。 

ということで、アンケートの内容で、この辺のことをもっと詰めていきたい、あるいは

この辺はどうなのかというご意見と、それから来年の進め方という２つの議論になります。

まず最初にアンケートで確認しておきたいことや、この辺はちょっとどうなのだろうかと

いうことがありますでしょうか。先にそちらのほうをお聞きしたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

（渡部委員） 

高次脳機能障害ナノさいたま当事者会の渡部です。資料２－１の高齢保健福祉計画と介

護保険福祉計画が障害者総合支援計画の隣に書いてありますが、この部分で高次脳機能障

害というのは 40 歳以上の脳血管疾患なので、ここの部分と両方組み合わせたもの、中途

障害という定義を今度つくっていただければ非常に助かります。そういったものは考えて

いただくことはできるのでしょうか。 

私は中途障害なのですが。 
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（平野委員長） 

確かに中途障害というのは実は一般的な概念としてはあちこちにあります。例えば交通

事故などでそうなったとか。それとはまた別につくるということでしょうか。 

（渡部委員） 

私は今、脳血管疾患で、精神障害の２級を持っていますが、それは器質性精神障害とい

う精神障害の分類に当てはまります。統合失調症と同じ精神障害なので、その辺も書いて

いただきたい。ここはちょうど介護保険福祉計画と障害福祉計画で重なるところです。 

議論していただければいいと思っています。 

（事務局） 

事務局です。高次脳機能障害の方々の中には介護保険の１６疾病の脳血管疾患にも該当

する方々がいるけれどもという話ですね。 

（渡部委員） 

そうです。 

（事務局） 

 発達障害の方、高次脳の方などが今までの概念の中よりも少し広く捉えないとなかなか

施策のほうに反映できなかったので、先ほどの説明にもありましたが、今まで発達障害の

人や高次脳の人は細かい施策を書いていなかったので、これからそういったニーズの細か

いところを捉えて、ご意見を吸い上げてから今度の計画に反映していきたいと考えていま

す。 

（平野委員長） 

よろしいですか。 

（渡部委員） 

ありがとうございます。 

（平野委員長） 

他にアンケート以外のことでも構いませんが。では荒井委員。 

（荒井委員） 

公募委員の荒井です。体系について意見があります。これまでのものを継続するという

市の考え方には、それを最大限尊重します。それに加えて国の第４次障害者基本計画に沿
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って体系をもっとよくしていくということも必要ではないかと考えます。前年度の事業達

成項目で、この委員会で出た意見や資料にもある、市民会議の意見なども踏まえた上で次

期計画の体系に以下の３点を盛り込んではどうかと思いまして、それを提案します。 

１点目です。あらゆる場面におけるアクセシビリティの向上、これは第４次基本計画に

あるものです。 

２番目、障害特性に合わせた総合的かつ分野横断的な支援、これもやはり第４次計画に

あります。 

３つ目、障害特性に合わせた各種リハビリテーションとの連携、こちらは障害者基本法

の第 14 条にあります。これを提案した理由は市民会議の意見やアンケート調査から読み

取れるように、市の施策の中で労働生産年齢や中途の視覚障害者、それからロービジョン

は、ほとんどフォーカスが当てられていないということは明らかではないかと思われます。 

ここからは、またもう一歩踏み込んだ提案になりますが、さいたま市からのご用命をい

ただけるのであればという条件付きではありますが、私たちは今ご提案したこの３点を次

期障害者支援計画に盛り込むお手伝いをする準備はできております。それから体系案に関

して細かい文言などの修正などについては参考として前もって事務局にお送りしている

ことも申し添えさせていただきます。以上です。 

（平野委員長） 

ありがとうございました。今３つアクセシビリティの問題、特性に合わせた分野横断的

な対応や、それからリハビリテーションとの連携、こういった点のご指摘をいただきまし

た。ありがとうございます。では遅塚委員。 

（遅塚委員） 

埼玉県社会福祉士会の遅塚でございます。 

まず資料２－１の体系案についての希望ですが、作っておられる市役所の方は多分何の

疑問もなくこれを作って、かつ読めると思うのですが、これを見ますと多分、まずこの障

害者総合支援計画、さいたま市における計画が障害者基本法に基づく障害者計画と障害者

総合支援法に基づく障害福祉計画が合体したものであるということが基本的なこととし

て書かれていたほうが読む人は理解がしやすいのではないかなということと、あとはさい

たま市における保健福祉総合計画というのが社会福祉法に基づく地域福祉計画であると

いうことも多分さいたま市役所の職員の方には当たり前だろうと思うんですが、一般的な

こととしては、そこも分かるように書いたほうがよろしいのではないかなと思いました。 

それともう一つ、裏面の体系案についてでございます。今、荒井委員からもお話があり

ましたが、国の基本計画が平成 30 年でしたか、既に出ているわけですが、その中の施策

の体系の大きい項目に出てきている言葉をこちらのほうのさいたま市のものとチェック

をしてみますと、大体は基本目標もしくは基本施策の中には類似の言葉が出て来ているよ
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うですが、国の基本計画に出ていてさいたま市のほうに名前が出てきていない言葉が２つ

あると思います。 

１つは「意思決定支援」という言葉が国のほうには出ていますが、さいたま市には基本

施策にも入っていない。もう一つは「防犯」という言葉が国のほうの計画には載っていま

すが、これもさいたま市のほうの体系には出てきていないので、このあたりも考慮されて

はいかがかということと、あと今、国でも審議中の障害福祉計画の国の基本指針の見直し

過程の資料を見ますと、どうも国のほうが新しく依存症対策について柱を立てるようです。

この間ギャンブル依存症についても新しい法律ができたこと等の情勢の変化等ございま

すので、ギャンブル依存、アルコール依存、薬物依存という、いわゆる依存症についてと

いうことも一つの柱として挙げてはいかがかと思いました。以上です。 

（平野委員長） 

ご提案ありがとうございました。 

今、遅塚委員からご指摘があったとおり、２－１の保健福祉総合計画、これが社会福祉

法に基づく地域福祉計画になりますし、それからこれもご指摘のとおりで障害者総合支援

計画というのが実は障害者基本法に基づく障害者計画と総合支援法に基づく障害福祉計

画と児童福祉法に基づく障害児計画であるということです。ですから発達障害に関しては、

できるだけ自治体は計画に基づきなさいというのがありますが、この４つが実は入ってい

るということなのですね。 

ですから、確かに市の職員の場合、一目瞭然、今おっしゃったけれども、一般市民の人

から見れば実はいろんなものが複合的に入っているということを書くということ。それか

ら、当然この計画をつくるときは国の計画を基本にしながらと、そして、その指針に基づ

いて進めなさいということですが、意思決定支援や防犯、それから今後の計画の指針では

依存症というものを盛り込まれる可能性が高いという中でこちらも考えるべきじゃない

かという、そういう積極的なご提案をいただきました。他はいかがでしょうか。よろしい

ですか。せっかくですので、いろいろ出していただければと思います。 

（黒澤委員） 

たくさんあり過ぎて、さいたま市はポイントをどこに持っているのかということをお聞

きしたいと思います。予算は限られていますし、人材も大変で、果たしてここの中のどこ

を重点的に今年目標としていくのかということをお聞かせ願えればと思います。 

（平野委員長） 

もちろん庁内で話し合って作っていくということなのでしょうが、もしこういう考えが

あればお聞かせいただければということです。 
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（事務局） 

事務局でございます。今ご説明させていただいた体系案につきましては、基本的に全て

重要だと思うところを柱にして、基本目標が４つ、それから基本施策として全部で 16 で

すか、掲げさせていただいております。これについてどれが大切ということを、はっきり

と申し上げることは難しいのですが、今後、個別の施策を他の部局等と連携しながら実施

していく中で重点事業というのをこちらのほうで選定させていただく、それをもって一応

重要なところをお示しさせていただきます。 

ただし、重点事業になっていないから、あるいは計画の中に入っていないからといって、

実施しないというわけではなく、あくまでもこの計画を策定するに当たって特に重点的な

ものがこの星印ですよ、その中でこの計画に基づいて行っている事業がこういう事業です

よというところになります。 

説明が回りくどくなってしまいましたが、どれが大事ということではなく、全て一体的

に実施しながら、こちらの大きな目標ですね、『誰もが権利の主体として安心して地域で

生活できる社会の実現』を目指していくというところになるかと思います。 

（平野委員長） 

多分これはこれからの議論の中で、深めていければいいと思います。例えば今度こうい

う問題をさいたま市として次のときに目玉にして、もっと力を入れてほしいということを

ここで決めて重点化していくという、そういうところもあるかと思っていますので、今、

事務局からあったように、これが一般的な位置づけになっているけれども、もっとこのと

ころを力を入れてやってほしいですとか、そういうものがあれば、ここで話し合ってやっ

ていくということになるかと思うんですけれども。他はどうでしょうか。 

（荒井委員） 

たびたび恐れ入ります。公募委員の荒井です。先ほど私が提案した３つの件について補

足をしたいと思います。これは全部さいたま市にやってほしいとは全く思っておりません。

各障害に特化した専門機関と連携をするとか専門機関につなぐとか、例えばアクセシビリ

ティのところで言えば国の様々な規格、JIS 規格などを有効活用して、できるだけさいた

ま市のご負担がそれほどかからず、かつ障害のある私たちにもメリットが大きいという、

そういう計画のつくり方をしてほしいというのが私の申し上げる趣旨です。お手伝いする

準備ができていますと申し上げましたが、それも含めて、できるだけ効率的にメリットの

ある計画になるようなお手伝いをする準備ができているという意味で申し上げました。一

応念のための補足でしたが、もしよろしければ市のお考えを伺えればありがたいです。 
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（事務局） 

事務局でございます。ありがとうございます。私の手元には荒井委員からこのように体

系案等変えたほうがいいのではないかというご意見、既にいただいているところでござい

ます。いただいたご指摘はごもっともなところもございまして、今後、基本施策、それか

ら基本施策の中の各事業を検討していくに当たって、必要に応じてご意見を頂戴したいと

思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

（平野委員長） 

他はいかがでしょうか。個人的な意見ですが、やはり皆さん方の思いの部分があっても

いいのではないかと思っております。例えば、さいたま市がノーマライゼーション条例を

つくってから約 10 年たったわけですね。そろそろノーマライゼーション条例の最初の 10

年から次のステージに上がっていくという、そういう意味でも最初の 10 年でいろいろと

権利擁護委員会や市民会議をつくってきましたから、今度は次のステップを考えていくと

いうその入り口の年になるということにもなりますので、そのようなこともちょっと考え

てほしいですとか、そういうことがあれば、ぜひここでご意見いただければと思いますが、

いかがでしょうか。特になければ、一言ずついただきたいと思います。 

（横島委員） 

さいたま市聴覚障害者協会の横島です。ノーマライゼーション条例が 10 年ということ

でしたが、私どものさいたま市聴覚障害者協会から手話言語条例についてお願いをしてお

ります。出しても出しても取り上げていただけないというのが私どものほうの10年です。

ですから、今後はきちっと議論をしていただきたいと思っております。 

（小島委員） 

発達障害の埼玉親の会「麦」の小島です。今回のアンケートのまとめで療育手帳を持っ

ている人と持っていない人ということで、アンケート結果をまとめていただいて発達障害

の特性がより分かりやすくなったと思いまして、すごくありがたいと思いました。特に私

どもの会には療育手帳を持っていない人が多くて、その人たちの声として自分たちででき

れば一人でというか、親が亡くなった後でも、できれば自分の力で生きていきたい、その

ためには自分たちのことを、自分たちの特性をより理解してもらえる環境が欲しいという

声、本当に大まかなんですけれども、そういう傾向がより分かった結果になったと思いま

した。 

それから、市民会議の意見の中にグループホームについてのご意見が幾つも見られます

が、その中の２ページの最初に出ている「計画では数値目標だけですが、内容もきちんと」

ということでグループホームでも「軽度の障害のグループホームで重度の障害者が入れる

グループホームは増えていないと思う」とあります。昨年度グループホームをすごくたく
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さんつくろうと努力してくれたと思いますが、実際に本当にできたのは、こういうことな

のでしょうか。 

（平野委員長） 

では、質問に関しましてはお答えしていただきます。 

（事務局） 

障害政策課の新藤です。よろしくお願いします。前回の障害者総合支援計画の中でグル

ープホームの目標として３年間の期間中に、そこの中ではアンケート調査を行って３年以

内に入りたい人は 180 人というところの計画を立てておりましたが、市民会議で出ている

意見のとおり、どちらかといえば重度障害者、特に医療的ケアを要する方、特に行動障害

がある方のグループホームが不足しているという声はいろんな所から聞かれています。そ

ういう部分で次期計画の中で、今ちょうどアンケート調査を行っているところですが、３

年以内にグループホームに入りたい方についても調査、その中で医療的ケアがある方、強

度行動障害がある方、その方が何人いるのかということを再度見直しして次期計画に載せ

て重度障害者のグループホームを創設したいと考えております。 

ただ、そこの中では、作るに当たって補助金を使って作っていただくのですが、やはり

事業者の方の協力も絶対的に必要だというところを今感じているところです。 

（長岡委員） 

社会福祉法人ささの会の長岡です。ノーマライゼーション条例ができたタイミングで確

か東日本大震災があって、今、平野委員長のお話、10 年間でいろんなことがあったと思い

ます。ちょうどタイミング的には今、相模原の事件の判決が出たところで、また改めて障

害のある方のそういう件等も含めて考えていくこれからの 10 年というのがいいのではな

いかと思います。 

またもう１つ、この 10 年間といいますか、ここ１年と言っていいでしょうか、１つは

埼玉県の台風 19 号の被害があって、確かこのアンケートの日付がちょうどその台風を挟

む期間のアンケートだったと思います。設問が３つぐらいしかなかったりしますけれども、

多分あれを経験して本当に当事者の方も支援者の人たちもすごく怖い思いをしている中

で、そういうことも今回の計画に間に合わないのかもしれないですけれども、ちゃんと考

えていかなければいけないと思いますし、また今、コロナウイルスの関係では私の地元で

は単身で暮らしている方の訪問看護と居宅介護が手を引くという事態になって市民セン

ターのスタッフが通院をしたり家事援助をしたりとか。どうしても駄目だったらうちの法

人の居宅介護とかがどうサポートするかと、そういう、民間で考えるべき話ではないなと

思いながらも、そういう新しい事態が起こったときのことは、その時その時でちゃんと立

ち止まってどうしていくべきかという話を考えるべきだと思いますし、そういうことが本
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当に反映されていく計画を目指していいのではないかと思いました。 

（榊田委員） 

埼玉労働局職業対策課の地方障害者雇用担当官、榊田と申します。私は今回の議題の中、

アンケート調査、こちらの結果報告を見させていただきまして、どの障害がある方もお仕

事を探したのが、ほぼ自力で探したといったところがほとんどで、その次にハローワーク

で探したという状況になっています。一方で事業所側がどうするのかといったところで企

業ではハローワークをほぼ中心に求人を出しているといった中で、力不足を痛感した調査

結果だったと思っております。さいたま市とは協定も結んでいるところでもございますの

で、もう少し労働局としてハローワーク、そういったところの力添えというか、計画に対

しての協力体制というのを強めていきたいと思ったところでございます。 

（庄司委員） 

埼玉県障害者雇用総合サポートセンターの庄司と申します。県内全般の企業の障害者雇

用の支援をやっております。13 年前にサポートセンターができたときに県別で企業の雇用

率というのは全国で最下位でした。それでできたというのもありますが、昨年の調査では

24 位となっています。一昨年より１つまた上がっております。企業の平均の雇用率が 2.22

ということで、これも法定雇用率のクリアをやっとしております。首都圏では埼玉だけで

すね、クリアしているのは。ですが、達成をしている企業というのは 48.8 ということで、

一昨年より 2.7 上がったのですけれども、それでもまだ半数以上の企業さんは雇用率達成

していないという状況です。 

さいたま市におきましても、やはり障害者を雇用したいという企業がありますし、さい

たま市に住んでいらっしゃる障害者で、さいたま市以外の企業の雇用というのも支援がで

きるわけで、さいたま市の総合支援センターと一緒に来年度についてもまた短期訓練とい

う、実習ですね、これを本年度も 500 件以上実施していますので、一緒に協力をさせてい

ただいて雇用、障害者が一人でも多く就業できるように努力していきたいと思います。そ

れについて資料２－１の裏側の目標３に障害者の就労支援ということで、ここについて具

体的な数値なども市でどうお考えになっているかを今後お聞かせいただければ、一緒にそ

れに向かってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（赤沼委員） 

公募委員の赤沼と申します。よろしくお願いします。もともとこちらに私が参加したの

は、職場の中に障害者を雇用している事業所でして、私の部下には身体障害者が１名、聴

覚障害者が２名、発達障害者が３名という状況で毎日仕事をしております。どうしてこれ

に応募したかといいますと、その中の聴覚障害者の方が、例えば引っ越しをするためには

いろいろな市の手続や連絡が必要になってくるのですが、そういう方に向けてのサービス、
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支援というところがなかなかその人のためになっていないという実感を感じました。 

例えば引っ越しをするときに荷物、要らなくなったものを市に廃棄してほしいというこ

とで連絡をする際にも、結局耳が聞こえないと連絡ができない。市のホームページを見た

ときに耳が聞こえない人のための支援者という名前が書いてあるものがありますが、やは

りそこに連絡をしても即座にそういった支援はなかなか受けられないというのを身をも

って感じ、こういう公募があったので、どのようにしたら市として本当の意味での障害者

支援になっているのかというところで、少しでも自分の知識を高めたいと思って参加しま

した。 

その中でいろいろな法律に基づいて体系案が作成されているということは分かったの

ですが、つくっていただくのは当然必要だと思いますが、やはり支援者その人その人の特

性を考えた、その人にとっても、健常者にとっても分かりやすい文章や、そういう案内な

ど、本当に力が、身が入ったような、そういった支援ができるようなことに少しでも協力

できればと思います。なので、これは法律なのでこういう形だと思いますが、細かな内容

になった場合、もうちょっと身が入った形をお願いしたいと思っています。 

（赤尾委員） 

浦和特別支援学校のＰＴＡ会長の赤尾です。浦和特別支援学校は知的の学校ですが、知

的障害でもあり、身体障害の児童生徒もいますし、発達障害でもあるので、こういった市

の施策、次期計画の体系案の中、どれを見ても重点的に実現というか、お願いしたいと本

当に思っています。浦和特別支援学校でも毎年さいたま市とは懇談会をしていただいて、

いつも学校の意見やお願いを聞いていただいてありがたいです。ありがとうございます。

先ほどもあったのですが、グループホームの件もそうですし、また、先日ソーシャルファ

ームに見学させていただいたこともそうなのですが、どちらかというと、軽度な障害の方

がほとんど対象とされていて、なかなか重度な障害の方にはあまり配慮されていないとこ

ろであって、やはり障害者就労などでも重度な方も就労できるよう考えていただけたらと

思っております。ぜひよろしくお願いします。 

（中野委員） 

ＮＰＯさいたま市障害難病団体協議会の中野です。今、小島委員がおっしゃった発達障

害のアンケート、手帳のある・なしで取ってくださったということですが、これは大変有

意義だったと思います。といいますのは、最初にアンケートをするに当たって実施要綱の

件などで、さいたま市は発達障害は知的障害がない人間だけ発達障害とみなすのかという

お叱りを一部受けてしまった面があってちょっと問題になっていたところがあったので

すが、このように発達障害の中には療育手帳がある人もいるし、手帳がない人もいるとい

うことをこのアンケートによって分かりやすくしてくれたので、さいたま市の誤解が解け

て大変よかったと思います。 
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あとは次年度総合支援計画策定の今後のスケジュール、すごく分かりやすく出してくだ

さったのですが、10 月にパブリックコメントが実施されます。先ほど平野先生のお話にも

ありましたけれども、柱の立て方は、最初は、今までの最初に素案ありきでワーキングだ

ったのが今度はパブリックコメントと市民会議の意見を柱としてワーキングが行われる

ということになりました。これは今までの柱は計画案が先だったのですが、このように細

かく柱の立て方を書いていただくということは、よりノーマライゼーション条例に近づい

たワーキングができると思って大変心強く思っております。 

（斎藤委員） 

鴻沼福祉会の斎藤です。次期計画策定に当たっては、私としては２点ほど意識しておき

たいと思っております。 

１点目は昨日、津久井やまゆり園の事件で判決が出ましたけれども、多くの方がおっし

ゃっているように一つの区切りではあってもいろんな真相や本質はまだまだこれからと

いうことで、決して終わりではないということが言われておりますが、本当にそのとおり

だと思います。やはりこの事件を通してつくづく考えさせられるのは、障害のある人たち

の暮らしぶりがよくなっている、その姿が本当に地域の中にあふれていないと差別や偏見

や優生思想をなくしていくということにはならないと思いますので、本当に障害のある人

たちの暮らしぶりを好転させていくためにどうしたらいいかという、そういう計画づくり

が必要だろうと思っています。 

それから２点目は、ノーマライゼーション条例をつくるときに、ちょうど障害者権利条

約を批准していく動きと重なっていた時期であって障害者権利条約の内容をノーマライ

ゼーション条例をつくるときの議論の中ですごく意識をしていたということを思い返し

ます。ちょうど今年、ちょっとコロナのことでどうなるか分からなくなってきたのですが、

予定では今年の８月に権利条約の日本国の審査が初めて国連でなされることになってい

ます。どのような勧告が日本に対して出されるのかということも念頭に置きながら、権利

条約の中にあるものをどうこのさいたま市で具現化できるのかという、そういう計画策定

に臨んでいけたらと思います。 

（平野委員長） 

今、皆さん方からご意見をいただきましたが、基本的なところでは、この柱の方向でご

了解いただいたと思っております。もちろんここで話し合ったのでこの柱で絶対変えない

というわけではなくて、これから荒井委員が言われた視点や、それから遅塚委員から出さ

れたいろんな視点など、こういったものを受けて今後議論の中で変わっていくということ

も一応織り込みで踏まえながら出していただいた点を考えていきたいと思います。取りあ

えず今のところはこの柱で最後は進めていくということでご了解いただきたいと思って

います。 
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それから今までの議論の中で横島委員から手話言語条例、これがなかなか議論できなか

ったということですが、この委員会の中でも何度か議論はしてきたわけですね。手話言語

条例をどのようにやるかということは議論しまして、残念ながらそこで明確な答えが出な

かったというのが今の到達点だと思っていただければと思います。 

そこで、これはお願いなのですが、実は今年の国会で読書バリアフリー法という法律が

通っております。それで視覚障害の方々が中心ですけれども、より読書や、そういう情報

収集を進めるという方法もありましたが、そういった内容も今回入れなければと思います

が、同じように手話言語条例に関しても、この手話言語条例をどうするかという議論はも

ちろん必要だと思いますし、それも考えなければいけないと思いますが、もう一方で、条

例をつくる・つくらないとはちょっと違う、それはもちろん議論しますけれども、聴覚障

害を持っている人たちの情報保障としてこういうのを入れてほしい、こういうのをやって

ほしいというのは、別に条例がなければできないというわけではなくて、そういったもの

は当然入れていかなければいけないと思います。今の聴覚障害者の人たちから見ればこう

いうのは必要だと、こういう施策は取り組んでほしいという部分は計画として議論はして

いきたいと思っています。乱暴な言い方ですが、それは条例があろうが、なかろうが、や

はり計画としてちゃんと聴覚障害者にどのように支援をしていくのかということは考え

なければならない。そういう議論は合わせてやっていきたいと思っていますので、そこは

ご理解いただければと思っています。 

では、一応基本的にはこの方向で、そして皆さん方のご議論あるいは市民会議、後の議

論で変わるかもしれない。それから先ほど言いましたように国の計画、国の指針によって

若干微調整があるかもしれないということだと思っております。 

続きまして、その他（１）といたしまして、令和２年度予算案の概要について、という

ことで、事務局から説明をお願いします。 

（事務局） 

はい、事務局でございます。それでは、その他の（１）「令和２年度予算案の概要につ

いて」ご説明させていただきます。 

お手元の、資料３「令和２年度予算案の概要～障害福祉関係予算抜粋版～」をご覧くだ

さい。 

本市の令和２年度予算につきましては、現在２月定例会が開会中でございまして、提出

している予算案が可決・成立しておりませんので、本日は、提出中の予算案の概要につい

て、簡単にご説明させていただきます。 

資料を１枚めくっていただきまして、１ページ目の「令和２年度当初予算案のポイント」

をご覧ください。 

予算の全体像でございますが、「２．予算規模」にございますとおり、「一般会計」の総

額が約５，６２７億円、国民健康保険や介護保険などの「特別会計」が約３，１６７億円、
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上下水道や病院などの「企業会計」が約１，２６４億円で、「全会計」の総額は、約１兆

５８億円となっており、前年度と比べて、０．１％の減額となっております。 

続きまして、２ページから３ページは、一般会計の歳入の主な内訳、４ページは、一般

会計の歳出の主な内訳となっておりますので、後ほどご覧いただきたいと存じます。 

続きまして、ページが少し飛びますが、資料の９ページ「保健福祉局 令和２年度 局

運営方針（案）」をご覧ください。 

本市では、各局や区役所ごとに、その年度の運営方針を定めております。 

本日は、保健福祉局の局運営方針のうち、障害福祉分野に関連する部分について、ご説

明させていただきます。 

それでは、資料の１２ページの（４）「障害者支援」をご覧ください。 

こちらには、障害の有無にかかわらず、誰もが自らの主体性を持って安心して生活を送

ることができる地域社会に向けて、障害のある方に対する理解促進、差別の解消や虐待の

防止、スポーツや文化芸術などの社会参加の促進、障害のある方一人ひとりのニーズに合

わせた相談支援体制の強化、地域共生社会の実現に向けた、地域ネットワークの構築、特

に、精神障害者を支える地域包括ケアシステムを構築するため、各支援機関の専門職が連

携し、ケア会議や訪問支援であるアウトリーチの実施を掲げさせております。 

また、１２ページ下段になりますが、ノーマライゼーションの理念に基づく就労支援及

び発達障害者支援に関わる環境を整備し、社会資源を開拓していく必要性等について、掲

げさせていただいております。 

続きまして、ページが少し飛びますが、１５ページ「２．基本方針・区分別主要事業」

をご覧ください。こちらには、保健福祉局の主要事業といたしまして、局の担う分野を７

つの主要な柱に分け、取組を進めていくこととしております。 

それでは、資料の１９ページ、（４）「ノーマライゼーションの理念に基づく環境を整備

します。」をご覧ください。こちらでは、「総合振興計画」や、「しあわせ倍増プラン 2017」、

「さいたま市成長加速化戦略」などの市の計画に基づきまして、ノーマライゼーション条

例及びその理念の普及啓発のためのイベントの開催や、冊子等の配布や研修等の啓発活動

の実施、グループホームの整備等を実施することとしております。 

この主要事業のうち、拡大事業といたしまして、上から４段目、「２９ 障害者相談支

援体制整備事業」をご覧ください。 

こちらは、障害のある方一人ひとりの実情に応じた、的確な情報提供や相談に対応する

ため、各障害者生活支援センターの拠点となる基幹相談支援センターを新たに整備するも

のでございます。 

また、「３０ 重症心身障害児のレスパイトケア事業」、及び、「３１ 重度障害者への

就労支援事業」につきましても、対象者や事業の拡大を行いたいということで、予算案を

提出しているところでございます。 

続きまして、資料の２２ページ以降には、福祉部で実施する障害福祉関係事業の内容と、
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予算を掲載しておりますので、後程、ご覧いただきたいと存じます。 

お時間の都合上、大変簡単ではございますが、説明は以上でございます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

（平野委員長） 

はい、ありがとうございました。 

今、事務局の説明がありましたが、まだこれは市議会で審議している最中なので確定版

ということではなくて、確定したものは次回、年度を越してからご説明になると思います

が、取りあえず今こういう案を提案しているということで、ご理解いただければと思って

おりますけれども、よろしいでしょうか。 

（荒井委員） 

公募委員の荒井です。毎年同じことを申し上げて本当に恐れ入りますが、福祉タクシー

券に関しまして、これは移動支援であるにも関わらず移動に全く関係がない市民税の納税

の有無というのが、給付の対象を決める基準となっております。最近、ゲリラ豪雨などの

突発的な災害が頻発しておりまして、重度の視覚障害を持つ労働者が本当に移動に大変困

っております。 

国連の権利条約の８条の意識の向上というところにあるように障害者が労働市場で貢

献をしていくこと、それから納税をしていくこと、もう少しそういうことを尊重した予算

措置を講じていただくわけにはいかないのでしょうか。市民税が支払える、そういう環境

を頑張ってつくったとしても決して視覚障害者は自分で自家用車を運転できるようにな

らないことを、どうかご理解いただきたいと存じます。 

（平野委員長） 

これは要望ということでよろしいですかね。 

（事務局） 

それでは荒井委員からご要望のございました福祉タクシー利用料金助成についてお答

えをいたします。 

こちらは障害のある方の生活圏の拡大と社会参加の推進ということを目的といたしま

して、タクシーの初乗り運賃相当額の助成を行う事業でございまして、特に重度の障害の

ある方にとってタクシーの利用が非常に重要な手段であるということは認識しておりま

すが、なかなか他にもいろいろと実現したい事業がたくさんありまして、そういった中で

優先順位をつけながら一つ一つ取り組んでいるところでありまして、また新たな事業の拡

大につきましては、それらの事業といろいろ検討しまして今後とも持続可能な事業の実現

に向けて取り組むとともに、また皆さまのご意見を伺いながら検討させていただきたいと、
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このように考えています。 

（遅塚委員） 

すみません、本当は質問する事項ではないのかもしれませんが、教えていただければと

思います。いただいた資料の 19 ページの一番上のグループホーム整備促進事業が、元年

度予算額に比べて激減しているここの理由だけ教えてください。 

（事務局） 

障害政策課の新藤です。遅塚委員のご質問のグループホームについて、先ほどもお話し

したとおりグループホームの創設に当たって国庫補助金を使って創設をしていただいて

いるところです。毎年公募を挙げて事業者に募集をしておりますが、その年度年度で手が

挙がった法人数が少なければ当然、予算が少なくなってしまう。一応市としては 60 人分

を増やすというところでグループホーム６人分掛ける 10 棟、60 人分の予算を財政に要求

しているところですが、手が挙がっていないところで下がったり上がったりしているとい

う現状です。 

（平野委員長） 

来年はもちろん上がっていないということですか。 

（事務局） 

令和２年度についてはちょっと少なかったという状況です。 

（平野委員長） 

では、今の荒井委員の件は引き続きご検討願えればということです。よろしくお願いし

ます。あとよろしいでしょうか。 

（渡部委員） 

高次脳機能障害ナノさいたま当事者会の渡部です。19 ページの 33 について、精神障害

者を支える地域包括ケアの構築ですが、ここにこころの健康センターというのが書いてあ

ります。高次脳機能障害の器質性精神障害の人はこちらにも含まれるのでしょうか。 

（事務局） 

こころの健康センターの滝澤と申します。ご質問にお答えさせていただきます。 

精神障害、一般的に全て含まれてはおります。ただ、この事業の対象となる方が未受診、

受診ができていない方、精神障害が疑われる方、そういった方が対象となってはおります。 
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（渡部委員） 

対象とはなっているということですね。 

（事務局） 

はい。 

（庄司委員） 

埼玉県障害者総合サポートセンター、庄司です。 

19 ページの 32 番で就労相談支援事業所訪問による就労の場の拡大、ジョブコーチの職

場訪問による定着支援などの充実と書いてありますが、今、さいたま市のほうでジョブコ

ーチは何名いらっしゃって、そのうち厚労省認可の訪問型職場適応援助者の研修就労され

ている方が何名ぐらいいらっしゃるのかを質問させていただきたいと思います。もし全員

でなければ、この予算を使って研修を、ぜひ就労した方をコーチとしていただきたいと思

います。 

（事務局） 

障害者総合支援センターの宇土と申します。庄司委員のご質問にお答えいたします。ジ

ョブコーチは現在８人が在籍していて、そのうち１名は雇用創出コーディネーターの兼務

となっております。先ほどお話しのありましたジョブコーチの研修の件については、秋口

などに行われている研修でよろしいでしょうか。JC -NET というところが行っているのが

真冬と真夏でして、それから幕張の機構が行っているのが年に、今だと多分２～３回だと

思うのですが、支援の質を上げていく必要から、研修の機会とか積極的に捉えて参加して

いきたいと考えております。 

（庄司委員） 

了解いたしました。 

（平野委員長） 

よろしいでしょうか。他にはございませんか。 

（黒澤委員） 

さいたま市手をつなぐ育成会の黒澤です。23 番の昨年度はない事業を立ち上げるという

ことで予算を要求されているようなのですが、10区にも相談支援センターがあるのとまた

別に相談センターモデル事業というのを立ち上げるというのはどういうものを想定して

いらっしゃるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
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（事務局） 

福祉総務課です。23 番の仮称福祉丸ごと相談センターモデル事業については、ただ今お

っしゃっていただきましたとおり総合支援の今、10 区にあるものとまた別で１個浦和区に

おいて創設するものでありまして、実際の業務内容についてですが、本日分かる者が来お

りませんので、後日ご回答させていただければと思います。 

（黒澤委員） 

すみません、分かる方がいらっしゃらないということですが、一番懸念しているのは 10

区に相談支援センターがあって、なおかつこれをつくるということは 10 区の相談支援セ

ンターと何かの連携を取るか、もしくは家族全体を見るなど何かしら違った活動をしてい

ただかないと、これで予算を付けて何かするというのにはメリットがないかと思うので、

次回からもそれを検討した上で内容を精査していただければという思いがあります。 

（事務局） 

本来であれば福祉総務課のほうで詳しい者が話せたらいいのですけれども、私もこの福

祉丸ごと相談センターの会議に出席していましたので、そのときの状況についてですが、

国が「我が事・丸ごと」といいまして、今、福祉の問題を、例えば区役所の支援課や生活

保護の福祉課など、いろいろなところで高齢の窓口とか受けておりますが、年々その問題

に対しましては複雑で専門性が高くなって一つの家庭に対してさまざまな問題が含まれ

ています。１つの課で到底解決ができる問題じゃない、いわゆる多職種連携でその問題に

当たらないと問題解決にならないということがあって、障害者総合支援センターでという

わけではないのですけれども、先ほど福祉総務課の職員が申しましたように来年、モデル

的に浦和区で、まずは、浦和区役所の中でそういった窓口をつくって、いくつもの課所を

回らないで、そこの場所で問題が解決できるような相談窓口をつくりたいというのが大体

大まかな内容でございます。 

つまり、今おっしゃるような障害者生活支援センターや社協など、また地域の民生委員

さんや地域活動支援センターなど、様々な機関と連携をしてその問題に対して取り組んで

いくという、かなり大がかりな相談支援をやっていこうというものであります。他の都市

でも既に始めている所もあるのですが、市の規模や地域の事情が、全く違うので、他の地

域が行っているところをまねしてもしようがないのですね。さいたま市はさいたま市のあ

る資源を何とか利用して、また新しい組織をつくるとお金も人も大変なことになってしま

いますので、ある資源を何とか活用しながら、そういう多職種が連携できるような相談窓

口を構築していけたらというのが理想だとされております。 



 24

（平野委員長） 

他よろしいですか。先ほど言いましたように、まだ予算案ですので、確定したときにま

た次回の政策委員会のときに詳しい質問を、福祉総務課で次回またさらに詳しい説明をし

ていただこうと思います。 

続きまして、その他（２）さいたま市ソーシャルファームについて、事務局から説明を

お願いします。 

（事務局） 

はい、障害者総合支援センターの矢部と申します。それでは、ご説明させていただきま

す。大変恐縮ですが、着座の上説明させていただきます。 

まずは、２月２６日にわーくはぴねす農園さいたま岩槻に見学いただきました７名の委

員の皆様には、ご足労いただきましてありがとうございました。エスプールプラス社から

の説明や農場長の生の声を聴いていただき、また、実際に、障害のある方の働いている現

場の様子を見ていただき、農園の状況が把握いただけたことと思います。 

なお、エスプールプラス社から見学時の資料を預かっておりますので、当日見学できな

かった方でご希望の方は事務局までお声がけください。 

それでは、アンケートの結果につきましてご報告をいたします。 

この「わーくはぴねす農園さいたま岩槻」は、「しあわせ倍増プラン２０１７」に基づ

き市の重要事業として位置づけられた「障害者の働く場づくり」を進める事業の一つで、

アンケートはＰＤＣＡサイクルの「Ｃ」チェック、つまり検証として実施したものです。 

委員の皆様には、この農園で働く障害のある方が、生きがいを持って長く働ける環境づ

くりを進めるためにもご意見をいただければと思います。 

お手元の「わーくはぴねす農園さいたま岩槻」アンケート 集計結果をご覧ください。 

アンケートは、所属している会社や氏名等が分からない状態で、２月４日から２月１４

日の間で実施し、９０名の方から回答をいただきました。回収率は９０％です。 

アンケート結果につきましては、事前に配布されておりましたので、すでにご覧いただ

いているとは思いますが、大まかに回答結果について申しますと、問２の「農園で働く前

は何か仕事をしていましたか」につきましては、「施設に通っていた」方が約半数の４４

人、「民間企業で働いていた」方が２６人と、多くの方がどこかしらで働くなり、所属し

ていた方々でした。 

また、「特に仕事はせず、在宅で過ごしていた」方が１３人おりまして、これまで社会

と関わりのなかった方も外に出て働き続けることができているという、大変大きな意味を

もった結果と見て取れます。 

続いて、問４の「農園で働く前と比べて、今の仕事は楽しいですか」につきましては、 

「はい」と答えた方が６８人、「いいえ」が６人、「分からない」が１４人となってお 

り、多くの方が農園での仕事が楽しいと感じている結果となっております。 
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続いて、問５の「農園の仕事の中で、一番楽しいと思う時はどんなときですか」につき

ましては、「農場長や仲間と一緒に作業しているとき」が４３人とほぼ半数を占めており、

「周りの人から感謝の言葉を聞いたとき」が１２人、「給料をもらったとき」が１１人、「で

きた野菜を出荷するとき」が１０人となっております。「楽しいと思うことはない」とい

う方も５人おりました。 

問８の「これからも農園で働き続けたいですか」につきましては、７２人の方が「はい」

と回答。「いいえ」と回答された方も９人となっております。 

問８で「働き続けたくない」と回答された９人の方に「これからどうしたいか」の問い

では、「今働いている会社で違う仕事をしたい」が５人、「農園を辞めて他の会社で働きた

い」が４人、「元の施設や職場に戻りたい」という方はいませんでした。 

「今働いている会社で違う仕事をしたい」方につきましては、これまでもステップアッ

プについてエスプールプラス社をとおして各企業に依頼してきたところですが、引き続き

依頼していきたいと思います。 

また、農園を辞めて他の会社で働きたいという方につきましては、具体的に相談があ 

った場合には、しっかりと就労に向けての支援をしていきたいと思います。 

問９から問１１につきましては記述回答ですが、抜粋したものを記載させていただき 

ました。 

問９のうち、「夏のハウスの中は暑いので対策してほしい」につきましては、農園でも

ハウス内が４０度を超えた場合にはクーラーのあるトレーラーハウスで休憩を取ったり、

また、トレーラーハウス間の通路に天幕を張って暑さ対策はとっているところですが、施

設環境について、改善できる点は対応していただくようエスプールプラス社と調整を図っ

ていきたいと思います。 

以上、アンケート結果の報告でした。 

つづきまして、お手元の資料「さいたま市ソーシャルファームに関する指針」をご覧く

ださい。こちらをご覧いただきながら、ご説明いたします。 

これまでの政策委員会でご指摘いただいた内容を踏まえ、「健常者」という文言を改め

たことと、第３の「役割」の中で「検証」を追加しました。 

今後は、この指針に基づきまして、引き続きソーシャルファームの創設支援を進めてま

いります。 

以上、指針の説明となります。 

最後となりますが、参考といたしまして、株式会社エスプールプラスと締結した、「ソ

ーシャルファーム事業に関する協定書」を机上に配布させていただきました。後ほどご確 

認ください。 

「その他」といたしましては以上となります。 
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（平野委員長） 

はい、ありがとうございました。 

エスプールプラス社については、いろいろその後の状況についてこの委員会に報告して

もらうということでアンケート調査の結果の部分と、それから指針の部分のご報告でした

が、何かご質問ございますでしょうか。 

（荒井委員） 

公募委員の荒井です。この委員会に指針を示してくださり、第１回の委員会での参考意

見を付加して「健常者」という言葉を「障害のある方」に訂正してくださったことに感謝

を申し上げます。 

１つお願いしたいことがございまして、挙手をいたしました。この事業に限ってですけ

れども、この事業の行政機関としてのさいたま市のお仕事のなさりよう、つまりプロセス

ですね。それを他の事業の前例としたり踏襲したりするということのないように、ぜひお

願いしたいと思います。 

といいますのは、幾つか理由がありまして、１つ目は、指針案は昨年度第６回の委員会

までに提示されるという計画になっておりました。ですが、第６回の委員会では提示がご

ざいませんでした。にもかかわらず、事業達成報告で事業評価はＢとお付けになられまし

た。それから普通は何かの事業を開始するときには指針があり、そして事業を開始すると

いう順番ですが、今回は逆でございました。この委員会でさまざまな委員がさまざまな質

問やコメントをしましたが、さいたま市からのご答弁の多くは、既に市の上位計画で決ま

っているからであるとか、市の幹部が了承したものであるからという、さいたま市の市庁

舎の中ではきっとこのご説明で通るのではないかと思いますが、私にとっては合理的な説

明とはお見受けできませんでした。 

どうしてこんなことを申し上げたかというと、視覚障害に関連する事業でこのようなプ

ロセスを実行されますと視覚障害のある私どもは大混乱してしまいます。そのためにこの

ようなお願いをしました。決してさいたま市を責めているとか批判しているということで

はなくて、できるだけ計画に沿って順番どおりに事業を進めていただきたい、そうしてい

ただくことが視覚障害のある私たちにとってとてもありがたいことだということを、それ

が今、私が申し上げたお願いの趣旨です。 

（事務局） 

障害者総合支援センターの宇土と申します。まず指針につきまして、大変策定が遅れま

したことに関しましては申し訳ございません。指針の内容については、平成 30 年度から

策定自体を相当揉んでおりまして、その中で、この場の政策委員会のご意見を伺いながら

進めていければと考えておりました。評定に関してのＢ評価ということに関しましては、

新策定以外の協定書、事業者との協定書等を策定したこと、結んだことなどを含め、それ
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からソーシャルファームのモデル事業の推進にそのことがつながったことを鑑みて一応

Ｂ評価とさせていただいたというところが経緯でございます。 

それからソーシャルファームのスキーム自体、他の事業に転嫁しないかというようなお

話があったのですが、一応この中ではソーシャルファーム、働く場づくりの推進事業とし

てモデル事業として定めさせていただいているところでございますので、一応この事業の

中でのお話という形でご理解いただければと思います。 

（荒井委員) 

すみません、私の説明がいけなかったのかもしれませんが、ソーシャルファームという

事業の中身に関して申し上げてはおりません。担当部署ではなくて、さいたま市全体で今

回の行政プロセスのやり方を前提や踏襲としないでいただきたいというのが趣旨です。事

業の内容ではなく、あくまで仕事のプロセスの問題を申し上げておりますので、さいたま

市としてお答えになれる方がいらしたら伺えたらありがたく存じます。 

（平野委員長） 

確認ということですか。ですからソーシャルファームでこうやったから、今度もこうや

るということはないということですね。 

（荒井委員) 

そのとおりです。それを約束していただきたいのです。 

（事務局） 

事務局でございます。荒井委員のご指摘については、以前斎藤委員からもご指摘をいた

だきました。この点につきましては、この事業が市の内部だけで協議が進み、最初に私が

お詫び申し上げたとおり、障害者の方々に案内の通知をいきなり差し上げ、それでこの事

業が開始された経緯がございます。今、荒井委員からご指摘をいただいているとおり、こ

れからは前もって、今後きちっと計画に定め、事業を行い、検証を行い、皆さまのご意見

を頂戴してから事業の展開を図ってまいりたいと、お約束をいたします。申し訳ございま

せんでした。 

今回、重要事業としてのＰＤＣＡサイクルの検証の意味合いで、本日ご報告をさせてい

ただいているわけですけれども、よろしいでしょうか。 

（平野委員長） 

よろしいですか。 
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（荒井委員） 

ありがとうございます。決してさいたま市を責めてはおりませんので、計画どおりにし

ていただくことが本当に私たちにとっても大変ありがたいことだということをご理解い

ただけただけで十分です。もし私の言い方がちょっときつい言い方になってしまったとこ

ろがあるとしたら、こちらのほうこそお詫び申し上げます。 

（平野委員長） 

確認としてはソーシャルファームは前例としないと。ソーシャルファームでやったから

次はまたこのように進めるということのないようにしていただくということでよろしい

ですか。 

（荒井委員） 

はい、その１点のみです。 

（斎藤委員） 

鴻沼福祉会の斎藤です。事業の検証という仕組みはとても大事だと思いますが、事業の

中身だけではなくて、やはりこの政策そのものの検証ということも今後やはり大きなテー

マにすべきだろうと思います。私も毎度同じことを申し上げていますけれども、確かに参

加企業の中の障害者雇用率には貢献していると思いますが、その参加企業の雇用率達成の

あり方をさいたま市がこういう仕組みで後押しするというのはどうなんだろうかという、

そういう観点から、やはりこの政策の在り方についての検証も今後、ぜひ計画をつくると

きに議論をさせていただきたいなと思います。 

（遅塚委員） 

社会福祉士会の遅塚でございます。少々場違いな発言になってしまいますが、まずお詫

びしておきます。 

先日エスプールプラスを見学させていただきまして、非常に清潔な環境の中できちんと

やっておられて、そうしたエスプールプラス、会社の側のご説明についても、やはりさす

が民間企業だというか、いろいろ法的な面や、あるいは批判のありそうなことについても

きちんと対応しておられるということがよく分かりました。その中の一つとして見学した

委員からの質問に答えて、他の場所では雇われた会社の、ソーシャルファームで働いてい

る方が本社の別の所に移動した例も既にあるというようなお話もいただきました。やはり

そのあたりが１つのポイントになってくるということを十分ご承知なのだろうなと思っ

ておりました。 

そもそも我々が障害福祉領域で事業をして予算を使うということが、そもそも何が基盤

になっているかと考えると、これはやはり障害のある方に対する共感というものがベース
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にあって初めて事業があるという具合に考えております。お金を使うということは同じ人

間としてこれは必要なんだという意思があるから事業にお金を使わせていただいている

んだと思っております。そういう意味では共感というのが、本来は例えば小学校であった

り中学校であったり一緒に過ごすとか、あるいは地域社会にそういう方がいらっしゃると

いうことをベースにして多分共感というものが存在すると思っております。 

今回もエスプールプラスのやり方について現時点ではこういうやり方もありかなとは

思いますが、例えば企業の側がすごくお金を使っているなという印象で最低賃金を払って

ちゃんと３人の方を雇った上に、さらにそれを見守る方も１人雇用されて、かつエスプー

ルプラスさんに農業の使用料もお支払いし、かつ本社の方とかが相当高頻度でちゃんと巡

回していらっしゃっているということを考えると企業側はものすごくいろんなコストを

支払っている。それだけのコストを支払っても会社で受け入れるのではなくて農園で受け

入れたいという決断をそれぞれの会社がされたということはちょっと寂しい思いがいた

しました。 

そういうことから考えますと、先ほど申し上げましたとおり現時点でのやり方の一つで

はあると確かに思いますが、決して最終的な理想ではないということを我々は忘れてはい

けないと思っております。皆さんもとうにご承知、大前提の話だとは思いますが、あえて

ちょっとこの場で一言言って確認しておいたほうがいいと思って申し上げました。 

（平野委員長） 

ありがとうございました。遅塚委員の言うことはその通りだと思います。他いかがでし

ょうか。 

それでは、よろしければ、これで本日の議事を終えたいと思いますが、事務局から何か

連絡事項ありますでしょうか。 

（横島委員） 

すみません、ちょっとその他で意見があるのですが、よろしいでしょうか。 

聴覚障害者協会の横島です。さいたま市聴覚障害者協会の会長から要望もあったのです

が、手話言語条例のことについて、市議会の議員の方から政策委員会で手話言語条例の討

議がないのかということを聞かれているそうです。ですから、そのあたりのことをちょっ

とお聞きしたいと思っております。今後も分かりませんが、政策委員会の場できちんと手

話言語条例のことを討議いただきたいと思っております。非常に今、討議をしていただき

たいと思っているのですが、出ていない状況で非常に苦しい思いをしております。 

（平野委員長） 

よろしいですか。事実関係だけちょっとお話ししたいと思います。手話言語条例につい

てここで議論しないということは決めたことは一度もないですし、それから今まで聴覚障



 30

害者の問題についての話し合いもしてきたということもありますし、それから手話言語条

例の説明やそういったこともずっとこの間話されてきた、機会を設定してきたという、こ

こはよろしいですよね。この場所で何度か手話言語条例の説明をされたこともありますし、

話し合いをしたこともありますし。 

（横島委員） 

ここでご理解をいただけないというところを、お話しをしてもご理解いただけないとい

うところを問題としております。 

というのは、差別のところですね、理解をいただいているというのは分かるのですが、

例えば企業との関係ですね、労働局の皆さんにもお聞きしたいということがあるわけです。

企業の中で、例えば私は聞こえないので、この企業に入りたいというふうに言ってもどの

ような、聞こえない人はどんな人なのか、コミュニケーションはどんなことをしたらいい

のかということを、その都度聞かれてしまいます。そういった機会がなかなか広まってい

ないということですから、手話言語条例があれば手話を言語とするというところの理解が

広まるという意味で、ぜひここで議論をお願いしたいと思っているわけです。 

（平野委員長） 

そういう議論をすることについて、これまで否定したことはないと思っているのですが、

ただ、手話言語条例という形でここで扱うかどうかについては、これまでいろんな意見が

あった。だから聴覚障害を持っている人だけに限らずコミュニケーションがうまくいかな

いことでさっき言われたような問題になって、これは何とかしましょうということは、こ

の中でも話し合ってきたし、これからも話す必要があると思っています。 

ただ、手話言語条例をどうするかというときに、これまでのときに委員の皆さん方から

もいろんな意見がありました。聴覚障害に限らず、いろんなコミュニケーションの問題を

どうするかは引き続き考えていきたいと思いますし、いろんな計画にも入れていきたいと

思っています。ただ、手話言語条例をどうするかというときになると、この委員会として

まとまった答えが出なかったというのが今の到達点だと思っています。だから決して否定

しているつもりは全くないです。 

（横島委員） 

ここの中でまとまり切れなかったというところはどういうところなのでしょうか。 

（平野委員長） 

これまでの議事録を見てもらえば分かると思いますが、例えばそういうコミュニケーシ

ョンの問題をやるのであれば聴覚障害者に限らずもっと他の障害も含めた条例にすべき

ではないかという意見もありましたし、それから今のノーマライゼーション条例のところ
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の項目を広げればいいのではないかという意見もあって、いろんな意見があったというこ

とですね。私たちは決して否定はしていないということですね。 

（横島委員） 

よろしいでしょうか。おっしゃることはよく分かります。聞こえない人のためではなく、

やっぱり幅広くということはよく分かります。ただ、例えば皆さんお話しされますよね、

日本語として。私たちには手話という言語がある。日本語と手話というのは対等な言語で

あるというところがやはりまだまだ理解されていないというところ、それがやはり手話言

語条例があればきちんと対等な言語であるということが認められる。我々は、やはり対等

な言語としてまだまだ認められていないがために差別を感じるということがあるわけで

す。手話は要らないのか、音声だけが優性で手話は劣ったものなのかというような考えで

はなく、対等な日本語と同じ言語なのだということを、やはり認めてもらうために手話言

語条例が必要だというところを訴えたいと思っています。 

（平野委員長） 

結論から言うと、そのことについて全く否定したつもりはないと思っています。手話は

言語であるということは、この委員会としては否定しませんし、ノーマライゼーション条

例にもそういう形で書いてあります。だから話し合っていきたいとは思っている。ただ、

どういう形にするかということがまだ答えが出ていないと、そういう理解だと思います。

よろしいですか。 

（横島委員） 

考えていただければと思います。 

（平野委員長） 

この問題については引き続き検討していきたいと思っていますけれども、冒頭言いまし

たように手話言語条例はここでは否定したことは一度もありませんし、それから先ほど言

いましたように手話は言語というのは条例にもはっきり書き込んでありますから、その精

神は変わっていない。それを、では、どういう形でやるかということについての合意点は

まだどうするかはこれから考えていきたいと整理させていただきたい。 

（斎藤委員） 

鴻沼福祉会の斎藤です。今の新型コロナ感染症のことでちょっと一言お願いといいます

か、実情も含めて発言させていただきたいのですけれども、よろしいでしょうか。 

障害者支援の現場のところでは本当にこの新型コロナの関係で障害のある人たちの命

と健康を守るためにどういう対策を講じるかということと同時に、障害のある方たちの生
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活ができるだけ変わらないように、どう支えていくかという本当にそのせめぎ合いで日々

苦労しているところです。つくづくやはり障害者支援の現場というのは障害のある人たち

の暮らしに関わって本当にセーフティネットの役割を果たしているなと思っています。 

市内の障害者事業所に緊急アンケートを取りましたところ、まずマスクと消毒液が既に

ないとか、まもなく無くなるという悲鳴が上がっております。今週月曜日から市のほうで

市の備蓄の分の配布をしていただいて期待を込めて区役所に取りに行ったら５０枚入り

１箱だったので、みんなとても残念な思いで帰ってきています。実際にはない所がいっぱ

いあるという現状なので引き続き対策を講じていただきたいと思っています。 

それから感染予防のために利用を控えてしまう方がいらっしゃるのですが、そうすると

生活リズムが崩れたりご家族の負担が増えたりということをとても心配をして、いろんな

形で支援は継続していきたいということに対して厚労省の方も柔軟に対応するというこ

とで市のほうでも文書を出していただいたりしてくださって、電話や訪問などの支援もオ

ーケーというような道は開いていただいたのですけれども、ちょっとやっぱりさいたま市

さんの基準が手続とかがとても厳しいという声が挙がっています。これは災害のときの対

応と同じ考えで厚労省さんも柔軟に対応するということですので、あれだけの要件をクリ

アしなければ事前に申請をするとか家に持ち帰って仕事をする実態があるのかだとか、そ

の後報告だとかという、あれだとちょっと本当に柔軟に即応できないなと思っているので、

もう少しご検討いただきたいなと思っています。 

それと長岡委員からも言われましたけれども、居宅支援に関わるところの事業所さんが

少し手を引かれるということで、では、その人をどうするということがたちまち起きてい

て本当に障害のある人たちの暮らしぶりが後退したりしないようにどうするかというこ

とを公的機関の皆さまと一緒に考えていきたいと思っていますが、市の職員の方にも不要

不急の対応はしないという全体の網がかかっていて外部の方と一緒に検討する会議など

もちょっと遠慮したいというお話があって、私たちとしてはちょっとびっくりしておりま

すので、本当に福祉のところが一番セーフティネットになると思いますので、その上での

迅速な柔軟なご対応をぜひ一緒に取っていけたらと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

（事務局） 

障害支援課長でございます。今、斎藤委員から本当に現場の苦しいところを本当につぶ

さにお伝えいただきまして私どもも深刻に受け止めておるところでございます。マスクの

配布につきましては本当に残念な思いをさせてしまいまして、こちらとしても肩身の狭い

思いをしておりますが、今いかんせん手に入らないというようなところがありまして、防

災で備蓄していたものをわずかながらお配りをさせていただいたというところで、これは

市の障害者福祉だけに限らず高齢者福祉あるいは児童福祉の分野、あらゆるところで相談

をして割合を決めてお配りしたのですけれども、なかなか数が少なくて申し訳ありません。
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第２、第３の今後考えておりますのがアルコールの消毒液とかその辺もなるべくお届けで

きるように検討しているところですので、またちょっとご理解いただきたいということと、

請求の関係ですね、ちょっとなかなか煩雑な部分があってお手数をかけてしまっておりま

すので、これについてはまた別途検討させていただいてその都度ご連絡をさせていただき

たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（髙濱委員） 

 委員会の中で、わーくはぴねす農園のことはちょっと際立った形になって、みんな同じ

で、やっぱり緩やかな隔離政策ではないのかというような気持ちがどこかに感じつつ、た

だ当事者の働く人たちを見ると８割は前よりはよっぽどいいということでいうと前進は

絶対していると僕は思います。給料の高さといい、上手に企業からお金を引っ張ってきて

成立させたというのはなかなか良いアイデアだと思ったので、市の方は萎縮しないでほし

いということです。むしろ民間で面白いアイデアがあったら、さっきのように順番を間違

えさえしなければ、こういうのもありますよというのはどんどん見つけてきていただいて、

やはり障害の人自身が本当に生き生きと毎日過ごすということを考えて恐れずにやって

ほしいなと思います。 

（平野委員長） 

他はよろしいですか。 

（事務局） 

障害者総合支援センターです。先ほど遅塚委員からお話いただいていた、わーくはぴね

すへ就業していただいている方のステップアップについてのことですが、千葉の農園で１

例あったという場所、見学兼ねて見させていただいていたのですけれども、引き続きステ

ップアップについてエスプールプラス社を通しまして各企業のほうに依頼をしていきた

いと考えております。それから農作物の販売のことなどにつきましても引き続きエスプー

ルプラス社と協議をしていきたいと考えております。改めてですが、今のところ新たに 30

名ほど今から働くことができますか、空きがあるのかというのがエスプールプラス社にお

問い合わせが入っているとのことでございます。また特別支援学校から見学やお問い合わ

せが相次いでいる状況ということがございますので、今の農園の拡張等についてご相談を

受けております。市といたしましても「しあわせ倍増 2017」の重要事業として障害のある

方の働く場を増やしていく必要があるということがございますので、農園の拡張等につき

まして委員の皆さん方のご意見を尊重させていただき、引き続き検討し、関わっていきた

いと考えております。 
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（平野委員長） 

よろしいでしょうか。最後に事務局何かありますか。よろしいですか。 

（事務局） 

事務局です。私どもというよりも委員の方々には先日ソーシャルファームにわざわざ足

を運んでいただきました。髙濱委員以外の方からも、もしご意見がございましたら頂戴い

ただければ大変ありがたいのですが。 

（渡部委員） 

さいたま市は農業政策をやっているのですが、ソーシャルファームは僕も行ったんです

けれども、ビジネススキームがすごくて企業がお金出せるような状況になっています。税

金の件も含めて。普通の一般企業だと、これは納税もしなければいけない。さいたま市で

もさいたま市の経済局農業政策部農業政策課でカタログが出ているのですけれども、これ

とコラボみたいなのができれば、もっとすぐに農業政策といいますか、できるのに、こう

いったものが知らされていないのでちょっと悔しいかなと。もうちょっといろんなことが

できれば政策に反映していくのかなと思いました。 

（庄司委員） 

雇用総合サポートセンター、庄司です。私も見学に行かせていただきました。見学して

いるので考え方は斎藤委員等がおっしゃったことと変わらないので、きょうはあまり控え

ておこうかなと思ったのですが、働いていらっしゃる方々は交流の場を家族も含めてとい

うことで、それはそれである程度理解はします。ただ、やり方自体というよりも、あそこ

を利用している企業さんのやり方が本当にそれでいいのかというのは思います。何社か、

ここでやらなくても自分の会社でできるのにと思った会社が何社もありましたし、それか

ら企業のパンフレットの中に特例子会社が入っていたのでびっくりしました。特例子会社

は自分でやればいいのに。私も特例子会社を経営していたので、なぜだろうとちょっと思

った次第であります。 

（事務局） 

ありがとうございました。本当ですね。特例子会社は自分のところでやればいいのです

が、そのとおりだと思います。決してさいたま市がソーシャルファームをやろうと、みん

なでやらなければと決めたときには別に企業の肩を持ってやろうと思ったわけではなく

て、全て障害者の働く場が一つでも増えるようにという思いで始めたことだけは申し上げ

ておきたいと思います。斎藤委員はじめ皆さまから、きょう庄司委員からもありましたよ

うに、この形がわれわれの理想だとは思っていない。改めるところは改めて障害者の方が

一日でも長く働き続けられるところが１つでもあればいいという思いでやっております。 
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多少理想の形とは、多少どころかうんと違うかもしれません。そこを今日の検証を含め

て少し野菜の販売や、採用された企業の中のステップアップ、地域への、何といいますか、

地元自治会とか随分仲がよくて地域に溶け込んでおりましたし、交差点のところにファー

ムができて岩槻警察署の信号の歩道の点滅を付けようという話も始まっていますし、地域

に溶け込んできたという感覚は持っています。このファーム以外にもこれから障害者の働

く場づくりは進めていきます。またそのときには先ほど申し上げたように今度はきちんと

政策委員会の皆さまにご提示申し上げて、今回のこのソーシャルファーム以外のこういっ

たものも今考えていますので、皆さんからご意見をいただきながら多種多様な働き方がさ

いたま市の中で生まれていくようにというような思いで今後も取り組んでまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

最後に、今回の委員会は令和元年度最後の委員会となりますので、閉会にあたりまして

一言ご挨拶申し上げたいと思います。 

皆様におかれましては、年度末の大変お忙しい中にもかかわらず、この第３回の委員会

にご出席いただくとともに、この一年間、ワーキンググループ、委員会の開催及び会議の

運営に、多大なるご協力をいただきましたことに、心より感謝申し上げます。 

今年度を振り返りますと、委員の皆様のお力添えをいただくことにより、次期障害者総

合支援計画策定のためのアンケート調査を実施することができました。皆様からいただい

た貴重なご意見は、次期障害者総合支援計画の策定や各事業の取組に生かしてまいりたい

と考えております。 

委員の皆様におかれましては、来年度も引き続き、本市の障害福祉政策の更なる発展に

是非とも、ご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。１年間本当にどうもあ

りがとうございました。 

なお、次回の令和２年度第４回障害者政策委員会につきましては、詳細が決まり次第ご

連絡いたしますので、よろしくお願いします。 

事務局からは以上でございます。ありがとうございました。 

（平野委員長） 

はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして第３回さいたま市障害者政

策委員会を閉会とさせていただきます。委員の皆さま方には会の進行にご協力くださいま

してありがとうございました。 

以上 


