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（別紙６）      

令和４年３月７日公表 

審議会等会議録 

会 議 名 富良野市障がい者計画策定市民委員会 （令和３年度 第２回） 

開催日時 令和４年２月３日（木）午後５時２６分から午後５時４９分 

開催場所 富良野市総合保健センター２階 会議室 

出席者等 

＜委員＞ 濱本 渉、久田 到、桐澤 幸子、桑原 啓成、 

藤田 嗣人 （計５名） 

＜事務局＞ 柿本保健福祉部長、西尾福祉課長、岡田福祉係長、 

福祉係 向山 

公開・非公開 

の別 

■ 公  開   □一部公開   □ 非 公 開 

＜一部公開又は非公開の理由＞ 

傍聴の可否  ■  可     □ 不可 

傍聴の人数 0 人 

議事録の 

作成方法 
 □全文筆記   ■要点筆記   □録音テープ 

 会議の内容 

１．開 会  ２．保健福祉部長あいさつ ３．委員長あいさつ 

４．議 事 

 ・第 4期富良野市障がい者計画の評価について 

５．その他  ６．閉 会 

会議資料 

・第２回富良野市障がい者計画策定市民委員会議案 

・資料１ 富良野市障がい者計画策定のためのアンケート調査（第４期） 

・資料２ アンケート調査の概要（第４期） 

・資料３ 富良野市障がい福祉に関するアンケート（案）第５期 

・資料４ 計画策定の進め方・スケジュールについて 

その他特記事項  

問合せ先 保健福祉部福祉課福祉係 電話番号 ０１６７－３９－２２１１ 

 

□ 市のホームページへの掲載（掲載日  ３月 ７日） 

□ 行政情報コーナー供覧  （供覧日  月  日） 
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令和3年度 第２回 富良野市障がい者計画策定市民委員会議事録 

日 時 令和４年２月３日（木） 午後５時２６分～午後５時４９分 

場 所 富良野市総合保健センター 会議室 

出席者 濱本委員長、久田副委員長、桐澤委員、桑原委員、藤田委員 

事務局 柿本保健福祉部長、西尾福祉課長、岡田福祉係長、福祉係 向山 

 

 

１．開会（１７：２６～） 

（進行：事務局） 

皆様大変お疲れ様でございます。 

本日ご出席のご連絡をいただいてございます、委員の皆様が全員お揃いでございますの

で、予告の時間より早いのですが始めさせていただきたいと思います。 

皆様に於かれましては、公私ともに何かとご多用の中、ご出席いただきまして大変ありが

とうございます。 

 私、本日司会を務めさせていただきます、保健福祉部福祉課長の西尾でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 新型コロナが拡大してございますので、なるべく短時間で密の無いように進めさせてい

ただきたいと思いますのでご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは委員会を始めるにあたりまして、保健福祉部長よりご挨拶をいただきたいと思

います。 

 

２．保健福祉部長あいさつ 

 おばんでございます。保健福祉部長の柿本でございます。 

障がい者計画策定市民委員の皆様に於かれましては、お忙しい中、またこのような状況下

の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染が市内でも見られている中、本委員会への出席を心配される

方もおられたかと思います。開催につきましては、中止するかどうか検討いたしましたが、

この時期に皆様のご意見を頂戴しなければ今後計画策定までの日程上厳しいことが考慮さ

れましたので開催の判断をさせていただきました。 

 また、本日午後になりまして委員２名の方から欠席の連絡をいただきましたので、このよ

うな少人数の会議となってしまいましたが、欠席されました方々には後ほど、本日の討議結

果も踏まえまして、改めて書面等にてご意見を頂戴するように進めて参りたいと考えてご

ざいます。 

 北海道のマニュアルによりますと、お互いにマスクなしで１ｍ以内、15 分以上会話をす

ると濃厚接触者に該当し、感染の危険があるということですので、本日は間隔を十分に取り

など感染予防に万全を期し、できるだけスムーズな会議進行に努めてまいりたいと思いま

すので皆様のご協力をお願いいたします。 
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 また、昨年来、第４期富良野市障がい者計画の評価におきまして、実務に携わる関係機関

や市の担当部署からの評価・意見の吸い上げと分析に思いのほか時間を要しまして、本委員

会の開催が遅れてしまいましたことをこの場をお借りしてお詫び申し上げます。 

本日は第４期富良野市障がい者計画の中間の評価結果を報告させていただき、富良野市

障がい福祉に関するアンケート案についてご協議頂きます。限られた時間ではございます

が、忌憚のない意見を頂戴し、ご協議頂きますようよろしくお願いいたします。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。次に濱本委員長よりご挨拶をいただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

３．委員長あいさつ 

部長のご挨拶にもありましたけれども、富良野市内でも感染が続いている中、ご参集いた

だきまして誠にありがとうございます。 

私からの提案になりますが、次回の委員会の時にまた感染の状況が続いているようであ

れば、集まらなくても良い方法を事務局へ提案し、考えていければと思います。例えば、オ

ンラインの環境が整えばオンライン開催、書面決議が可能であれば書面にて開催するなど、

生の声の意見を聞く人数と、多くの方の声を聴く人数だと後者の方が計画の策定には良い

と思いますので、今後そのようなことが出来ればと思っております。 

 本日は第４期障がい者計画の評価と今後のスケジュールについてご相談することとなり

ます。ゴールが決まっているという作業でございますので、なるべく効率よく進めていきた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ありがとうございます。 

早速議事に入らせていただきたいと思いますが、ここからは委員会設置要綱第６条に基

づきまして、委員長に議長を担っていただきいと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

４．議  事 

（委員長） 

それでは議事に移らせていただきます。 

まず１つ目、第４期富良野市障がい者計画の評価についてでございます。事務局からご説

明をお願いします。 

  

（事務局） 

会議の案内時に同封している、「第４期富良野市障がい者計画の評価について」（Ａ３）に

ついて説明。 
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（要旨） 

 第４期富良野市障がい者計画の第４章に記載されている、基本施策１から７までの各種

事業等について、各担当課及び各事業所に評価を依頼し、主要事業の実績及び現状（これ

までの取り組みと課題）について記載。 

達成度についてはＡからＥまでの５段階評価として判定し、今後の方針については４項

目の中から選択することとし、施策実施に係る今後の考え方と再編方法等を記載。 

【達成度の評価基準】 

Ａ：概ね実施できた（１００％程度） 

Ｂ：多くを実施できた（７５％程度） 

Ｃ：半分程度実施できた（５０％程度） 

Ｄ：あまり実施できていない（２５％程度） 

Ｅ：ほとんど実施できていない（０％程度） 

【今後の方針項目】 

①：継続 

②：内容再考のもと継続 

③：施策の再編 

④：施策の廃止 

 

評価が高かった施策として、「保健・医療の推進」、「権利擁護の推進」、「教育・発達支援

の充実」の順となり、評価が低かった施策として、「生活環境の整備」、「雇用・就労の拡

大」の結果となった。 

課題として、第４期計画に記載されている事業の主体が市役所関係課に限定されていな

いことから、評価できない取り組みが複数含まれていたため、第５期計画では市役所の課

に可能な限り限定する必要。 

また、障がい福祉計画・障がい児福祉計画の対象となるサービスが、障がい者計画の中

に含まれており、義務的な取り組みの場合は評価が高くなる半面、定量的な他の事業の評

価は低くなってしまうことから、取り組みや事業との評価において公平性に欠ける場合も

あることから、全体的にバランスの取れた正しい評価行った上で計画を策定していくこと

が必要。 

今回の総括は、第４期計画の中間評価を兼ねるものとなるが、前回アンケート調査を行

った上で第４期計画が策定されているものと思われるが、評価の中では施策にアンケート

結果が結びついている部分か見えずらいことから、第５期計画策定時には、アンケート結

果を反映した施策等が求められる。 
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（委員長） 

只今、説明がございましたが、何か質疑等ございますでしょうか。 

 

（委 員） 

質問ではないですが、良くこれだけの評価結果を資料にまとめられたことに対し、敬意を

表したいと思います。 

 

（委員長） 

○委員、どうぞ。 

 

（委 員） 

第４期計画策定時のアンケート結果が施策に反映されていないと説明がありましたが、

アンケート結果を読み直してみたところ、切実な意見が多く、今回策定する計画に意見を

取り入れていただければと切に思いました。 

また、富良野駅の近くの歩行者用信号機の音が出ていなくて危ないと意見がありまし

たが、今も音が出ていないと思うので、警察署に交渉などしていただけるのでしょうか。 

   

（事務局） 

まず１点目につきまして、前回計画策定時のアンケート結果が反映されていないわけ

ではなく、結果を各施策のどの部分に反映しているのかが中々見えてこないものになっ

ておりましたので、第５期につきましては、アンケート結果を各施策に反映しているかが

見えるような形にしたいと思っております。 

  また、信号機の件につきましては、警察署や交通安全協会等の関係部署に確認し、ご意

見を届けさせていただきたいと思います。 

 

（委員長） 

○委員、よろしいでしょうか。 

 

（委 員） 

はい。よろしくお願いします。 

 

（委員長） 

他に質疑等がある方いらっしゃいますか。 

よろしいですか。 

  なければ次の議事に進みたいと思います。次はその他についてですけれども、スケジュ

ール関係について事務局より説明をお願いします。 
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（事務局） 

 スケジュールの見直しについて・アンケート調査（案）の修正箇所について、議案資料に

より説明。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（委員長） 

 事務局より今後のスケジュールとアンケートの変更点について説明がありましたが、

何かその点について質疑のある方いらっしゃいますでしょうか。 

 ○委員如何でしょうか。 

 

（委 員） 

前回の市民委員会で色々お願いをして、十分な資料を用意していただいたので、今後は

委員として計画が策定されるように頑張りたいと思います。今日は意見ありません。 

 

（委員長） 

 ○委員、ご意見ありがとうございます。 

 ○委員如何ですか。 

 

（委 員） 

  意見ではありませんが、評価の資料をまとめていただいて、ありがとうございます。 

  私も、委託を受けている事業の評価を書かせていただきました。引き続き、障がい者計

画策定に尽力していき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。 

 

（委員長） 

もし質疑等なければこれで終了してもよろしいですか。 

今回の委員会につきましては終了したいと思います。 

事務局より何かありますか。 

 

（要旨） 

９月中旬に発送していましたアンケート調査を３月上旬に発送し、３月中旬を回収

期限と設定し進める。 

アンケート調査の集計・分析については、令和４年３月～４月にかけて行い、第３

回の市民委員会（４月下旬）の中で、アンケート調査結果報告を行う。 

 アンケート調査（案）の修正箇所については、第１回市民委員会の中で、「ルビ」の

記載についての意見もございましたので、アンケート調査票の表紙に「ルビ」につい

ての表示を加え、問５の設問の「害」表示については、ひらがなの「がい」に変更し

て作成。問 18 の点線の囲み範囲が１・２としていた部分が誤りであったため、１のみ

囲いに変更した。 
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（事務局） 

前回の委員会時に、前計画作成時と違う内容のアンケートにしたらどうか、というご意

見もございましたが、前回のアンケート調査からどのように状況が変化しているか等の

比較をするためから、今回も同じような項目でのアンケート調査をさせていただければ

と思います。 

今日の委員会で皆様にご承諾をいただけましたので、早期に取り組みたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（委員長） 

それでは、お忙しい中、本日はお集まりいただきましてありがとうございます。 

冒頭にも申し上げました通り、富良野市内の感染状況を今後見ながら、会議を柔軟に対

応で事務局と相談しながら進めていきたいと考えておりますので、今後ともよろしくお

願いいたします。 

本日はありがとうございました。 

 

                           （閉会 １７時４９分） 


