
№ 意見の内容 市の考え方 反映結果
1
障害福祉計画の概要について

　「障害者総合支援法」という
法律の存在が当事者とその家族
に関係が有るという事実、また
自分たちがその対象者であるこ
との周知が行き届くように、対
策を検討してください。
　多くの精神障害者は他の障害
者と違って、行政の制度をほと
んど知りません。

　障害のある人を支えていくための福祉施策につ
いては、できるだけくわしく、わかりやすくお知
らせし、ご理解をいただく必要があります。
　そのため、障害者のための施策に関する基本的
な事項を定めた中・長期的な計画である第３次富
士市障害者計画では「障害の有無にかかわらず、
誰もが互いに尊重し支えあうまち」を目指すべき
姿として、啓発・広報活動の推進、福祉教育等の
推進、情報・コミュニケーション支援の充実につ
いての施策を規定しています。
　本計画は、富士市障害者計画に掲げる支援の実
現に向け、障害福祉サービスの見込量を算出し、
サービスの提供体制について目標値を定めたもの
であるため、障害者福祉施策の広報活動について
は記載しませんが、今後も富士市障害者計画に
のっとり、施策を推進していきます。

反映でき
ない

2
平成２９年度の成果目標の設定
の②入院中の精神障害者の地域
生活への移行について

　現在、精神科病院に入院する
精神障害者の人数に関するデー
ターが皆無という事実を重く受
け止めてほしいと思います。現
状把握は最重要課題だと思いま
す。

　本計画の策定に当たり、静岡県から平成２６年
６月３０日現在における出身市町別精神科病院入
院患者の状況が参考として示されており、精神科
病院に入院する精神障害者の人数に関するデータ
が皆無ということではないため、計画中の記述を
修正いたします。
　入院中の精神障害者の地域生活への移行を進め
るためには、支援の対象となる本人や家族の状況
を個別に把握し、個々のケースに合わせた適切な
支援を進めていく必要があります。今後は医療機
関や保健所とも連携し、状況の把握、分析を行
い、また、個別の支援の中で生じた課題や、方策
については、富士市障害者自立支援協議会に
フィードバックし、施策に反映していきます。

反映する

3
　平成２９年度の成果目標の設
定の③福祉施設から一般就労へ
の移行について

　一般企業に理解と協力を求め
ることは、現段階では非常に難
しいと思います。
　２６年９月の説明会に小長井
市長もご参加頂いた「アイエス
エフネットグループ」の誘致を
是非検討して下さい。このグ
ループは障害者の特性を十分に
理解し、適材適所を考えた就労
環境を整備しています。

　本計画では、福祉施設から一般就労への移行に
ついて成果目標を設定し、その実現のために就労
移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援
（Ｂ型）など障害福祉サービスの見込量を算出し
ています。３年間のサービス利用者の増加に対応
するため、基盤整備計画に新規施設等整備予定箇
所数を設定しましたが、具体的な事業者は想定し
ておらず、計画に記載することは出来ません。

反映でき
ない

パブリック・コメント制度による第４期富士市障害福祉計画（案）に対する意見内容及び反映結果
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4
障害福祉サービスの見込み数値
の⑤計画相談支援について

　「障害福祉課で障害福祉サー
ビスの申請ができる」という情
報を、診療所、病院等で得られ
るように関係機関に働きかけて
下さい。制度の周知が重要だと
思います。

　障害のある人を支えていくための福祉施策につ
いては、できるだけくわしく、わかりやすくお知
らせし、ご理解をいただく必要があります。
　そのため、障害者のための施策に関する基本的
な事項を定めた中・長期的な計画である第３次富
士市障害者計画では、「障害のある人の権利が守
られ、地域で必要な支援を受けて自立した生活が
できるまち」を目指すべき姿として、身近な相談
支援体制の整備のための諸施策を規定していま
す。
　本計画は、富士市障害者計画に掲げる支援の実
現に向け、障害福祉サービスの見込量を算出し、
サービスの提供体制について目標値を定めたもの
であるため、障害者福祉制度の周知については記
載しませんが、今後も富士市障害者計画にのっと
り、施策を推進していきます。

反映でき
ない

5
地域生活支援事業の見込み数値
について

　基幹相談支援センターの設置
に伴い、「ふじのくに型福祉
サービス」の充実に取り組んで
いただきたいと思います。「ふ
じのくに型福祉サービス」は平
成２２年度から始まっているの
に、利用者にあまり周知されて
いないし、高齢者用事業所もあ
まり積極的ではありません。な
かなか展開していかない理由は
多くありますが、相互理解を深
め、様々な制約を緩めて、せっ
かくの「垣根のない福祉」を広
めて頂きたいと思います。

　静岡県は、高齢者や障害者、子どもなど、年齢
や障害の有無に関わらず、地域にある身近な高齢
者施設等で垣根のないサービスが受けられる「ふ
じのくに型福祉サービス」を推進しています。本
市でも、５箇所の小規模多機能型居宅介護事業所
で生活介護と短期入所を、３箇所のデイサービス
事業所で生活介護を実施していただいております
が、介護保険事業者の受け入れ体制の問題なども
あり、多くの障害者に広く利用していただける状
況にはありません。
　本計画は、障害者総合支援法の規定に基づき障
害福祉サービスの提供体制の確保について策定す
る計画であり、ふじのくに型福祉サービスの利用
見込量については生活介護等の見込量に含めてい
ますが、今後も介護保険事業者へ制度についての
周知を行い、理解と協力を求め、ふじのくに型福
祉サービスを進めていきます。

反映でき
ない

6
１．①障害福祉計画とは　につ
いて

　第４行目に平成２１年度と記
入されていますが、平成２０年
度ではないか。

　第１期富士市障害福祉計画は平成１８年度から
平成２０年度までの３年間を計画期間としていま
す。ご指摘のとおり本文を修正します。

反映する
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7
１．②（１）３地域生活への移
行・継続、就労支援等の課題へ
の対応について

　「地域全体で支えるシステ
ム」とはありますが、具体例を
述べた方が解りやすいと思いま
す。

　本項では、障害者の自立と社会参加を基本とす
る障害者基本法の理念を踏まえ、障害福祉計画の
策定に当たり、障害者の地域生活への移行・定
着、就労支援等の課題への対応を基本理念のひと
つとすることを記述しています。
　障害者の地域での生活を支援するためには、対
象者の状況を把握するための地域相談支援、生活
の拠点となる居住系サービス、在宅生活を支援す
る訪問系サービス、日中活動の場や就労支援を行
う日中活動系サービスなど様々なサービスを活用
する必要がありますが、これらのサービスについ
ての説明と利用見込については３．障害福祉サー
ビスの見込数値の項に記載しました。
　対象者それぞれの状況により様々なサービス利
用が考えられ、サービス提供者の連携が求められ
るものであるため、この項目では特に具体的な支
援内容の例示はしません。

反映でき
ない

8
１．②（２）相談支援提供体制
の基本的な考え方について

　「基幹相談支援センターを設
置」とありますが、具体的に、
いつ・どこに・規模はと云った
ことを述べてほしい。

　本市では、平成２７年度から障害福祉課内に基
幹相談支援センターを設置し、これまでのように
障害者またはご家族からの相談に応じるほか、地
域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関が
連携するための支援を行っていきます。これによ
り、障害者が地域において自立した生活を営むた
めの相談支援体制の強化を図ります。
　本文中に、平成２７年度から障害福祉課内に基
幹相談支援センターを設置する旨を記載します。

反映する

9
１．④計画の進捗管理について

　④計画の進捗管理について
は、P・D・C・Ａを回すという意
味でとても良いことと思いま
す。定期的にとありますが、具
体的に、いつ・だれが等々を記
入した方が、より解りやすいと
思います。

　本計画の策定に当たり、国の「障害福祉サービ
ス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域
生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給
付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針」では、障害福祉計画に盛り
込んだ成果目標及び障害福祉サービスの利用見込
量について、少なくとも年一回は実績を把握し、
障害者施策及び関連施策の動向も踏まえながら、
障害福祉計画の中間評価として分析及び評価を行
うこととされています。
　このため、本項に記載したように、障害福祉
サービスの見込量と提供実績について、毎年の進
捗状況を富士市福祉計画推進会議に報告するとと
もに、その意見も踏まえ、富士市障害者自立支援
協議会等による検証を行い、施策の円滑な推進に
努めます。

既に盛り
込み済み
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11
平成２９年度の成果目標の設定
の③福祉施設から一般就労への
移行について

　目標値①で、２６年度実績見
込み数値及び福祉施設（移行・
Ａ型・Ｂ型etc）別の実績を入れ
てほしい。目標値②、③につい
て、事業所数が記入されている
ほうが進捗を確認しやすいと思
います。また、２６年度（実績
見込み）の就労移行率を記入し
ておくべきと考えます。

　目標値①について、平成２６年度における福祉
施設別の一般就労移行者数は現段階での見込であ
り、本計画の目標値設定にも用いられていないこ
とから、本計画中への記載は行いませんが、第３
期障害福祉計画に盛りこまれた成果目標とその実
績として進捗状況を公表する予定です。
　目標値②、③について、就労移行支援事業所数
は今後の実績に大きく影響するものと考えられま
すが、目標値の設定には用いられていないことか
ら、本計画への記載は行いません。また、平成２
６年度の就労移行率は、平成２６年度における一
般就労移行者数を平成２７年４月１日現在のサー
ビス支給決定者数で割ったものであるため、本計
画に記載することができません。

反映でき
ない

10
平成２９年度の成果目標の設定
の③福祉施設から一般就労への
移行について

　平成２９年度の成果目標の設
定ですが、第３期の目標値及び
２６年度実績（見込）を記入し
た方が、流れが解りやすいと思
います。

　本項では、障害者の自立と社会参加を目指すた
め、福祉施設から一般就労への移行を積極的に進
めるものとし、①平成２９年度における一般就労
移行者数、②平成２９年度末時点における就労移
行支援事業利用者数、③平成２９年度における就
労移行支援事業所の就労移行率の目標値を設定し
ています。②、③については本計画より新たに設
定された成果目標となります。
　目標値の設定に当たり、平成２３年度から平成
２５年度までの実績と、訓練等給付事業利用者の
状況調査により、目標値を①については平成２４
年度における福祉施設から一般就労への移行者数
の２倍である２４人、②については平成２５年度
末の就労移行支援事業所利用者数の１．５倍であ
る９９人としました。③については、これまで就
労移行支援事業所ごとの一般就労移行率（その事
業所における、ある年度の一般就労移行者数を次
年度の４月１日現在の利用者数で割ったもの）を
把握してこなかったことから、国の基本方針に示
された目標設定に沿い、一般就労移行率３割以上
の就労移行支援事業所が全体の５割以上としまし
た。
　平成２６年度における一般就労移行者数、平成
２６年度末時点における就労移行支援事業利用者
数、平成２６年度における就労移行率はいずれも
現段階での見込であり、本計画の目標値設定にも
用いられていないことから、本計画中への記載は
行いませんが、平成２６年度における一般就労移
行者数については、第３期富士市障害福祉計画に
設定された成果目標とその実績として、進捗状況
を公表する予定です。

反映でき
ない



№ 意見の内容 市の考え方 反映結果
12

３．（２）日中活動系サービス
について

　就労移行支援、就労継続支援
（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ
型）の事業所数の推移を入れた
ほうが良い（第3期～）、そうす
れば世の中の趨勢が把握できる
と思います。

　就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）、就労継
続支援（Ｂ型）に限らず、各障害福祉サービスの
実施事業所数の推移は、各サービスの利用者数と
密接に関係していると考えられますが、本計画は
これから３年間のサービス見込量を算出し、サー
ビスの提供体制について目標値を定めたものであ
るため、これまでの事業所数の推移は記載しませ
ん。

反映でき
ない

13
３．（２）日中活動系サービス
について

　Ｂ型について～工賃アップに
絡めて「優先調達推進法」の進
め方について記入する必要があ
ると思います。

　優先調達推進法は、「障害者就労施設、在宅就
業障害者及び在宅就業支援団体の受注の機会を確
保するために必要な事項等を定めることにより、
障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要
の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労す
る障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資す
る」（第一条）ことを目的として、平成２５年４
月１日に施行されました。
　障害のある人が経済的に自立し、社会参加や社
会貢献など生きがいとなるものを得るために、地
域で生活していく上での就労の機会を確保するこ
とは重要な施策であることから、障害者のための
施策に関する基本的な事項を定めた中・長期的な
計画である第３次富士市障害者計画では「一人ひ
とりの個性と能力に応じた働く環境が整備され、
能力に応じて働くことができるまち」を目指して
さまざまな施策を規定しています。優先調達推進
法の施行による諸施策の見直しについては、次回
の富士市障害者計画策定に反映いたします。

今後の参
考

14
３．（２）日中活動系サービス
について

　Ｂ型について～工賃アップに
ついて「チャレンジ」がどのよ
うにかかわるのか（第3期にはな
かった）

　障害をもつ人の経済的自立に向けては、一般就
労への取り組みに加え、非雇用形態での利用とな
る就労継続支援（Ｂ型）の工賃を引き上げる取り
組みが必要なことから、各事業所において工賃向
上計画を策定し、就労機能パワーアップ事業、障
害者就業・生活支援センター「チャレンジ」と連
携して、供給する物品などの品質向上や市場開拓
に取り組んでいただいているところです。
　本計画でも、就労継続支援（Ｂ型）のサービス
提供体制確保の方策として、就労機能パワーアッ
プ事業、障害者就業・生活支援センターと連携し
て工賃アップを図るなど事業所の効果的な運営を
支援するとしていますが、今後もより効果的な支
援の実現に向けての協議を続けていきます。

今後の参
考

15
３．（２）日中活動系サービス
について

　障害者就労・生活支援セン
ターとあるが、障害者就業・生
活支援センターである。

　ご指摘のとおり本文を修正します。
反映する
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16

１．②（２）相談支援提供体制
の基本的な考え方について

　基幹相談支援センターの実施
主体は直営か、委託事業か。ま
た設置時期はいつか。

　本市では、平成２７年度から障害福祉課内に直
営の基幹相談支援センターを設置し、これまでの
ように障害者またはご家族からの相談に応じるほ
か、地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係
機関の連携の支援を行っていきます。これによ
り、障害者が地域において自立した生活を営むた
めの相談支援体制の強化を図ります。
　本文中に、平成２７年度から障害福祉課内に基
幹相談支援センターを設置する旨を記載します。

反映する

17
４．地域生活支援事業の見込み
数値のうち相談支援事業につ
いて

　平成２９年度に実施箇所が一
箇所増えているが、この事業所
の取り扱う障害分野はなにか。

　本計画では、これから３年間のサービス見込量
を算出していますが、相談支援事業についても、
障害福祉サービスの対象となる方の増加などか
ら、実施箇所数の増加を見込みました。しかし、
具体的な事業者は想定しておらず、取り扱う障害
分野については、今後の利用状況を見極めていき
たいと考えています。

反映でき
ない

18
７．基盤整備計画の新規施設等
整備予定箇所数について

　生活介護、就労継続支援（Ａ
型）、就労継続支援（Ｂ型）の
予定箇所数について、事業を行
う者は決まっているのか。予定
箇所数を満たした場合、新規の
設置はないのか。

　本計画では、福祉施設から一般就労への移行に
ついて成果目標を設定し、その実現のために生活
介護、就労継続支援（Ａ型）、就労継続支援（Ｂ
型）など障害福祉サービスの見込量を算出してい
ます。３年間のサービス利用者の増加に対応する
ため、基盤整備計画に新規施設等整備予定箇所数
を設定しましたが、具体的な事業者は想定してい
ません。
　本計画に盛り込んだ成果目標及び障害福祉サー
ビスの利用見込量については、少なくとも年一回
は実績を把握し、障害者施策及び関連施策の動向
も踏まえながら、障害福祉計画の中間評価として
分析及び評価を行うこととされています。今後、
サービス利用者が見込より増加し、さらなる施設
整備の必要があった場合、本計画の見直しを行う
ことになり、現時点での新規施設等整備予定箇所
数を超えた施設整備がされないということではあ
りません。

反映でき
ない

19
３．（２）日中活動系サービス
のうち自立訓練（生活訓練）に
ついて

　自立訓練（生活訓練）につい
ては、全国的な事例として、自
立訓練を利用後、就労移行から
一般就労を目指すという流れが
出てきているが、富士市として
の見解はどうか。

　障害福祉サービスを利用する場合には、利用希
望者がそのサービスを利用することが適切である
かを客観的に判断した上で、本人合意のもと利用
するべきであり、一律に「就労移行支援を利用す
る場合には、就労移行支援を利用する前に自立訓
練（生活訓練）の利用が必須である」という条件
を付ける必要はないと考えています。

反映でき
ない
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20

計画にもられている目標数値の
根拠について

　計画目標数字のもとになる現
状の数値分析資料を提示しない
と。目標の妥当性についての判
断が出来ません。資料提示を求
めます。

　本計画の策定に当たり、国の「障害福祉サービ
ス及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域
生活支援事業の提供体制の整備並びに自立支援給
付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保する
ための基本的な指針」では、障害福祉計画に盛り
込んだ成果目標及び障害福祉サービスの利用見込
量について、少なくとも年一回は実績を把握し、
障害者施策及び関連施策の動向も踏まえながら、
障害福祉計画の中間評価として分析及び評価を行
うこととされています。
　本計画に設定した障害福祉サービス見込量につ
いては、これまでのサービス利用状況を分析する
とともに、年度ごとに進捗状況を報告している富
士市福祉計画推進会議からいただいたご意見、障
害福祉サービスを利用している方へのアンケート
調査、当事者団体への聞き取りなどにより現状把
握を行い、富士市自立支援協議会の各部会におい
て現状と課題を協議していただき、これらを参考
に算定しました。
　本計画に設定した障害福祉サービスの見込量と
提供実績については、毎年の進捗状況を富士市福
祉計画推進会議に報告するとともに、その意見も
踏まえ、富士市障害者自立支援協議会等による検
証を行い、施策の円滑な推進に努めます。また、
本計画の前期となる第３期富士市障害福祉計画に
設定した障害福祉サービスの見込量と提供実績に
ついても同様に報告したします。

反映でき
ない

21
計画にもられている目標数値の
根拠について

　１１頁記載、就労継続支援
（Ａ型）第３期の平成２６年度
見込み人員３５人利用日数７７
０日が４期計画の平成２６年度
実績見込では１００人、２２０
０日と人員で２．８５倍、利用
日数で２．９３倍です。
　このような急増の要因の分析
が示されないまま今期計画で人
員、利用日数とも１．３９倍の
目標となっています。心配な目
標数字です。

　就労継続支援（Ａ型）については、第３期富士
市障害福祉計画での平成２４年度のサービス見込
量が利用人員２８人、利用日数６１６人日に対し
実績は利用人員６６人、利用日数１，３５４人日
であり、平成２５年度のサービス見込量が利用人
員３２人、利用日数７０４人日に対し実績は利用
人員９１人、利用日数１，８９２人日、平成２６
年度は見込量の利用人員３５人、利用日数７７０
人日に対し実績見込が利用人員１００人、利用日
数２，２００人日となっています。
　これは、市内の就労継続支援（Ａ型）事業所
が、平成２３年度に１箇所、平成２４年度に２箇
所開所したほか、近隣市にも多数開所したため、
利用者数が増となったものです。就労継続支援
（Ａ型）事業所は需要の高いサービスでありなが
ら、市内には事業所が３箇所しかないことから、
今後も事業所の参入が進み、利用者は増加すると
見込んでいます。

反映でき
ない
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22

計画にもられている目標数値の
根拠について

　４頁では入院中の精神障害者
の地域生活への移行について市
町村別人員データーがないので
目標設定しない旨の記述となっ
ています。
　第3期計画の記述も第２期計画
策定の際実績把握できず目標設
定出来ないとあり、これでは今
期を含めると９年間も空白とな
る実情を教えて下さい。県では
状況把握出来ていると思うので
すが。

　本計画の策定に当たり、静岡県から平成２６年
６月３０日現在における出身市町別精神科病院入
院患者の状況が参考として示されました。精神科
病院に入院する精神障害者の人数に関するデータ
が皆無ということではないため、計画中の記述を
修正いたします。
　入院中の精神障害者の地域生活への移行を進め
るためには、支援の対象となる本人や家族の状況
を個別に把握し、個々のケースに合わせた適切な
支援を進めていく必要があります。今後は医療機
関や保健所とも連携し、情報把握、分析を行い、
また、個別の支援の中で生じた課題や、方策につ
いては、富士市障害者自立支援協議会にフィード
バックし、施策に反映していきます。

反映する

23
２．②入院中の精神障害者の地
域生活への移行について

　精神障害者の入院から地域生
活への移行が今日声高に論じら
れている状況下、基礎数字の把
握を保健所（県）と連携して
やって下さい。又通院患者の通
院医療助成や精神保健福祉手帳
所持状況は市が掌握しているの
で地域での生活支援、就労支援
内容を把握して（精神保健担当
の保健師を増員して家庭訪問強
化が必須）サービス目標の具体
化を要望します。そのためには
精神医療機関、保健所、ハロー
ワーク等関係機関の連絡協議の
強化が必要と思います。

　入院中の精神障害者の地域生活への移行を進め
るためには、支援の対象となる本人や家族の状況
を個別に把握し、個々のケースに合わせた適切な
支援を進めていく必要があります。これまでも、
個々のケースについては医療機関や保健所とも連
携し、状況の把握、分析を行ってきましたが、今
後、より効果的な支援の実現に向けての協議を続
けていきます。
　また、障害者が地域において安心して生活を続
けていくために、様々な障害福祉サービスの提供
体制を確保するとともに、本人の状況を把握し、
適切な支援を行う相談支援体制が必要となること
から、平成２７年度から障害福祉課内に基幹相談
支援センターを設置し、これまでのように障害者
またはご家族からの相談に応じるほか、地域の相
談支援事業者間の連絡調整や、関係機関が連携す
るための支援を行っていきます。

今後の参
考
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24 介護保険計画との整合について

　介護保険計画の中でも障害者
対応、連携の記載も余りなく、
障害福祉計画との整合性を要望
します。障害者サービス提示の
中でもヘルパーの量、質ともに
不足と記述があちこちにありま
すが、マンパワー計画の目標設
定がありません。これから認知
症急増の中で身障手帳交付も出
てくるなど介護と障害の関わり
についても両計画に記載を要望
します。

　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、老
人福祉法と介護保険法とに基づき、市町村の高齢
者に関する施策を総合的かつ計画的に推進すると
ともに、介護保険事業の円滑な実施を図るために
一体的に策定するものであり、本計画は、障害者
総合支援法に基づき策定する、障害福祉サービス
の提供体制の確保に関する計画です。計画の目的
が異なるため、個別に策定されますが、市民の皆
様が健やかに安心して暮らせるまちを目指す第五
次富士市総合計画のもと、高齢者福祉、障害者福
祉の推進のため策定するものであり、それぞれの
計画は関連する各分野の計画との整合性に配慮し
ています。
　ヘルパーについては、高齢者と障害者のどちら
も対象にしている事業所も多く、サービス提供体
制の整備を進める上では介護保険との連携が必要
となりますが、サービス提供体制の確保の方策に
記載したとおり、ホームヘルパー養成研修などの
情報提供を行い人材の確保に努めるとともに、必
要とする人が適切なサービスを受けられるよう提
供体制の充実を図ります。

既に盛り
込み済み


