
 令和３年３月８日 

 

 

「観音寺市障がい者計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画(案)」

についてのパブリック・コメント手続実施結果 

 

 令和２年 12 月 21 日から令和３年１月 22 日までの 33 日間「観音寺市障がい者

計画・第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画(案)」について実施したパ

ブリック・コメント手続では、１名から 26 件の意見をいただきました。ご意見を

いただき、ありがとうございました。 

 これらの意見について、内容を要約して整理し、それらに対する市の考え方とあ

わせて以下に示します。 

 今後とも市政につきまして、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。 

 

○意見を募集した施策等：「観音寺市障がい者計画・第６期障がい福祉計画・ 

第２期障がい児福祉計画(案)」 

○提出意見  <意見の提出者数>    １名 

  <意見の数>       26 件 

<意見の提出方法> 持参 １名 

※ 提出いただいたご意見は、趣旨を変えない範囲内で、簡略化または文言等の

調整をしています。また、内容が類似しているご意見につきましては、まと

めて１件分として市の考え方を示しています。 

 

№ 該当箇所 ご意見（要約） 意見に対する市の考え方 

１ 計画全体 

 

 

 

 

 

 

 

本計画が戦傷病者手帳の所持

者、自立支援医療受給者証の

所持者、難病疾患（特定疾

患・小児特定疾患）の方も対

象とすることを明記し、計画

の根本的な見直しを求める。

また、次回アンケート時に

は、対象者とすることを求め

る。 

本計画における「障害者」の

定義は、「障害者基本法」第２

条の定義に基づき、身体障

害、知的障害、精神障害（発

達障害を含む。）その他の心身

の機能の障害がある者であっ

て、障害及び社会的障壁によ

り継続的に日常生活又は社会

生活に相当な制限を受ける状

態にあるものとしていますの

で、その旨をＰ２に記載いた

します。また、次回の計画策

定時にはアンケートの対象者

について検討します。 



２ 「観音寺市高齢者計画・第８

期介護保険事業計画(素案)と

同様に、元号と西暦の併記を

求める。 

元号のみでの表記とします。 

３ 理解できる文章編集、使用文

字の拡大化、図表の拡大表

示、明確化を求める。 

全体的に文章を見直し、文字

と図表を拡大します。  

４ 香川県・観音寺市の関連計画

類について追加表記を求め

る。 

香川県の関連計画について

は、表記されていますので、

観音寺市の関連計画について

追記します。 

５ 第１章 

４ 計画策定の

体制 

【Ｐ５】 

（３）パブリック・コメント

の実施について、令和２年 

月 日・・とあるが、令和３

年への訂正を求める。 

パブリック・コメントを令和

２年 12 月 21 日(月)～令和３

年１月 22 日（金）まで実施し

ましたので、上記のとおり記

載します。 

６ 第３章計画の基

本的な考え方 

【Ｐ35～38】 

 

新型コロナウイルスの蔓延下

における、障がい者を取り巻

く現状を考慮した「計画の基

本的な考え方」の再検討を求

める。 

再検討を行い追記します。 

７ 第４章 

１ 地域の生活

を支える生活支

援の充実 

【Ｐ40】 

「地域生活支援拠点」、「面的

整備型」、「必要な機能の水準

や充足」についての解説・説

明の付記を求める。 

用語集に追記します。 

８ 第４章 

１ 地域の生活

を支える生活支

援の充実 

【Ｐ41】 

コミュニティーソーシャルワ

ーカーの育成の実施に関する

育成計画の作成・公表を求め

る。 

人材育成を行い、専門的な研

修等の充実を図っていきま

す。 

９ 

 

第４章 

１ 地域の生活

を支える生活支

援の充実 

【Ｐ41】 

ピアサポーターの養成の実施

に関する計画の作成・公表を

求める。 

養成講座・研修会の開催案内

を関係者に呼びかけ増員に努

めます。 



10 第４章 

２ 切れ目のな

い障がい児支援 

【Ｐ44】 

発達障害総合支援センター機

能についての解説・説明の付

記を求める。 

用語集に追記します。 

11 第４章 

３ 差別の解消

及び権利擁護の

推進 

【Ｐ47】 

「中核機関を設置し」につい

て、すべての市民に理解でき

る文章に編集し、解説・説明

付記を求める。 

注釈を追記します。 

12 第４章 

３ 差別の解消

及び権利擁護の

推進 

【Ｐ48】 

③虐待の防止 

「児童や高齢者、障がいのあ

る人等」の児童の持つ意味を

再考し、適切な表現に変更す

ることを求める。 

次のように修正します。 

「子ども、高齢者、障がいのあ

る人等」 

13 第４章 

３ 差別の解消

及び権利擁護の

推進 

【Ｐ49】 

（３）行政サービスなどにお

ける配慮の推進 

「障がいのある人の差別の解

消に率先して」を「障がいの

ある人への差別の解消に率先

して」に修正を求める。 

ご指摘のとおり修正します。 

14 第４章 

４ 社会参加の

拡充 

【Ｐ50】 

観音寺市における「法定雇用

率」の実態、また「法定雇用

率」について数値的な解説・

説明の付記を求める。 

ここでは、実態ではなく取り

組みの内容を記載していま

す。 

法定雇用率の数値的な解説に

ついては、用語集に追記しま

す。 

15 第４章 

５ 安全・安心

なまちづくり 

【Ｐ54】 

点字広報の検討だけでなく、

実施に取り組むことを求め、

計画表の作成、公表を求め

る。 

広報担当課と協議します。 

16 第４章 

５ 安全・安心

なまちづくり 

【Ｐ55】 

避難行動要支援者の個別支援

計画の作成に関する計画表の

作成・公表を求める。 

避難行動要支援者の個別支援

計画については、登録を希望

する方について順次登録を行

っています。 

17 第５章 

１ 第５期計画

における成果目

標の進捗 

【Ｐ56.58】 

「施設入所者の削減」「削減見

込」の意味する内容の解説・

説明の付記を求める。 

施設へ入所している方が地域

で生活していくための目標と

してこのような表現としてお

ります。 



18 第５章 

２ 第６期計画

における成果目

標の設定 

【Ｐ58.59】 

本市の目標設定が国の基本指

針における成果目標を下回っ

ている項目ごとの理由の解

説・明記を求める。 

P58 の施設入所者の削減率で

すが国の基本指針を踏まえ

1.5％ から 1.6％へ修正いた

します。削減数については、

現行のとおりとします。 

P59 の就労定着支援利用者数

については、利用者数が少な

いこと、就労定着支援事業を

実施している事業所が少ない

ことを考慮し、1人（50%）と

しております。 

19 第５章 

３ 障害福祉サ

ービスの見込み

量と確保方策 

【Ｐ64】 

「日中活動系サービスの中で

も、生活介護、短期入所、就

労移行支援、就労継続支援(Ａ

型)、就労継続支援(Ｂ型)は第

５期における利用実績が増加

しており、特に短期入所は計

画値を上回る実績となってい

ます。」は、見込み量確保のた

めの方策の内容ではないの

で、削除を求める。 

実績であり、見込み量ではな

いため削除します。 

20 第６章 

１ 第１期計画

における成果目

標の進捗 

【Ｐ71】 

児童発達支援センター及び保

育所等訪問支援事業所の未設

置の原因分析とその解説・説

明の付記を求める。 

児童発達支援センター及び保

育所等訪問支援事業所につい

ては、近隣施設の視察や民間

事業所へ開設の働きかけを行

ってまいりましたが、開設場

所や費用面で設置に至りませ

んでした。今後も引き続き設

置に向けて検討します。 

21 第６章 

２ 第２期計画

における成果目

標の設定 

【Ｐ72】 

児童発達支援センター及び保

育所等訪問支援事業所の設置

については、目標を「設置」

ではなく「１か所以上設置」

とすることを求める。 

目標を「１か所以上設置」へ

修正します。 

22 第６章 

２ 第２期計画

における成果目

標の設定 

【Ｐ72】 

 

主に重症心身障害児を支援す

る放課後等デイサービス事業

所の設置数及び主に重症心身

障害児を支援する児童発達支

目標は国の基本指針に基づき

現行のとおりとしますが、新

規事業所の確保に向けて検討

します。 



援事業所の設置数について

は、目標を「1か所確保済

み」ではなく「1か所以上設

置・維持継続」とすることを

求める。 

23 第６章 

３ 障害児通所

支援等に関する

サービスの見込

み量と確保方策 

【Ｐ73】 

医療型児童発達支援の表に関

して解説・説明の付記を求め

る。 

医療型児童発達支援について

は、平成 28 年度から利用実績

がないため、今後の見込み量

についても 0としておりま

す。 

24 第６章 

３ 障害児通所

支援等に関する

サービスの見込

み量と確保方策 

【Ｐ74】 

障害児相談支援の計画値の正

しい計画値への修正を求め

る。 

平成 30 年 3 月に策定した「第

1期障がい児福祉計画」にお

いて設定した計画値に誤りが

あったため以下のとおり修正

いたします。 

平成 30 年度計画値 4 → 48 

令和元年度計画値 4 → 48 

令和 2年度計画値 5 → 60 

25 その他 観音寺市障害福祉計画等策定

委員会に公募委員・市民委員

が参加できるよう要望する。 

委員の選定については、次回

計画策定時に検討します。 

26 パブリックコメント実施時期

の集中緩和・分散実施につい

て真剣な検討を求める。 

貴重なご意見として検討しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

健康福祉部社会福祉課障がい者福祉係 

電 話：0875-23-3963 

ＦＡＸ：0875-23-3993 

E-mail：shakai@city.kanonji.lg.jp 


