
議案５

委員 所属 回答等

加藤委員 茅ヶ崎市社協
障害者生活支
援センター

コロナ禍の影響を踏まえ効果的な市民
への周知・啓発活動について検討し、
障害者週間等で障害理解の普及につい
て取り組んでいきます。（本市）

譲原委員 相談支援セン
ターつみき

他機関とも連携しながら必要な支援に
ついて考えていきます。（本市）

松永委員 茅ケ崎市障害
者施設連絡会

貴重なご意見をありがとうございま
す。
「負担が過重でない限り、必要な配慮
等対応することが求められていま
す。」という文言に修正いたします。
（本市）

上杉委員 茅ヶ崎寒川地
区自閉症児・
者親の会

貴重なご意見をありがとうございま
す。
より効果的な普及啓発活動について検
討していきます。（本市）

鈴木委員 当事者部会 貴重なご意見をありがとうございま
す。
昨年、障害理解促進部会で作成した
リーフレットの活用や障害者差別解消
法の周知啓発活動等を進めることで障
害理解への取組を実施していきます。
（本市）

委員 所属 回答等

加藤委員 茅ヶ崎市社協
障害者生活支
援センター

コロナ禍の影響を踏まえ効果的な市民
への周知・啓発活動について検討し、
障害者週間等で障害理解の普及につい
て取り組んでいきます。（本市）

譲原委員 相談支援セン
ターつみき

貴重なご意見ありがとうございます。
本市として課題として受けとめ、代表
者会議委員のみなさまにも支援方法等
について検討のほどお願いいたしま
す。（本市）

①「合理的配慮の提供」の文面ですが、「負担が重すぎない範囲で
対応することを求められています」には、違和感を感じます。「特
別に過重な負担にならない限り、必要な配慮、対応することが求め
られています」ではないでしょうか。

・通学の支援ということを、平等に学びの機会を得るための合理的
配慮として積極的に考えていく必要があると感じています。

・力や身体の動きへの対応の難しさもあって、保護者だけで病院に
連れて行くことが日頃から困難な児がコロナの疑いで受診が必要な
場合に、どうやって病院に連れて行くか。
・コロナにより短期入所の利用に大きな制限が掛かっている状況が
続いている。レスパイトが必要な家庭が利用ができない状況が発生
している。

市社協でも、コロナ禍の影響から、これまでのような駅頭・街頭で
の活動が制約をうけている状況で、障害者週間のキャンペーンにつ
いては規模を縮小し、市内関係機関・医療機関等に啓発パンフ・物
品等を配布してご協力いただくと共にイオンスタイルのご協力で店
頭でのパネル展示等実施となっています。
　これに限らず、本来は継続的に必要な理解啓発等の取り組みが縮
小傾向となることが懸念されます。コロナだから…と目に触れなく
なることが当たり前にならないよう、取り組み等を考えていく必要
はあると思います。

啓発活動について、今後はできたら市役所庁舎以外の、JR茅ヶ崎駅
構内やイオン・ヨーカドー等の商業施設などへのポスター掲示もご
検討願います。
また、地域課題としては、知的・精神・発達障がい者に対する差別
解消が、「心のバリアフリー」といった、情緒的な心の持ちよう
（そうした人たちに優しい気持ちを持てば良い）に偏るきらいがあ
ると思います。物理的なバリアフリー同様、彼らの障がい特性に合
わせた適切な合理的配慮を具体的に伝える啓発活動を継続するべき
だと思います。

各障害特性に対する理解をしてもらうための取り組みがより必要で
あると考える。

市社協でも、コロナ禍の影響から、これまでのような駅頭・街頭で
の活動が制約をうけている状況で、障害者週間のキャンペーンにつ
いては規模を縮小し、市内関係機関・医療機関等に啓発パンフ・物
品等を配布してご協力いただくと共にイオンスタイルのご協力で店
頭でのパネル展示等実施となっています。
　これに限らず、本来は継続的に必要な理解啓発等の取り組みが縮
小傾向となることが懸念されます。コロナだから…と目に触れなく
なることが当たり前にならないよう、取り組み等を考えていく必要
はあると思います。

ご意見

障害者差別解消における地域課題等について

新型コロナウイルス感染症に関する地域課題等について

そのほか（資料１２）

ご意見



松永委員 茅ケ崎市障害
者施設連絡会

貴重なご意見ありがとうございます。
本市においても、制限すべき事業等の
精査を行っている状況です。代表者会
議委員のみなさまにも支援方法等につ
いて検討のほどお願いいたします。
（本市）

瀬川委員 地域生活支援
センター元町
の家

相談支援事業所の職員等に感染者が出
た場合、保健所との協議の中で事業所
を休所せざるを得ないのか、消毒をす
れば運営できるかなどを決定すること
になります。
なお、事業所に出入り、相談員と相対
する当事者や関係者、取引先などに電
話等で事業所の方針を周知することは
もちろん、必要に応じて運営法人にて
記者発表（ホームページ上への掲載
等）をするケースが一般的です。（本
市）

柴田委員 くらしの安心
部会

●市（障害福祉課）としての対応いた
だいた御意見は重々理解しています
が、次のいずれかに該当しない限り、
記者発表（公表）しません。また、発
表する場合も個人が特定されることの
ないよう配慮します。
 ・クラスターが発生しているとき
 ・市中感染のおそれがあるとき
 ・感染を抑え込めていないとき
 ・不特定多数の人が利用する施設であ
るとき
●施設の対応
　 職員・利用者に感染者が判明した場
合、運営法人の責務として記者発表す
るケースが見られます。また、そうで
なくとも（感染者以外の）利用者が通
所している個々の施設に状況を伝える
ことが一般的です。（本市）

田邉委員 茅ヶ崎作業所
連絡会

貴重なご意見ありがとうございます。
課題として受けとめ、代表者会議委員
のみなさまにも支援方法等について検
討のほどお願いいたします。（本市）

田島委員 居宅介護事業
所連絡会

貴重なご意見ありがとうございます。
課題として受けとめ、代表者会議委員
のみなさまにも支援方法等について検
討のほどお願いいたします。（本市）

上杉委員 茅ヶ崎寒川地
区自閉症児・
者親の会

貴重なご意見ありがとうございます。
年末年始の休暇期間については、県か
らの通知（令和２年１２月２８日付 新
型コロナウイルス感染症に係る住宅障
害者等の対応について)にて介護者が感
染した場合は、初めに市が利用可能な
サービスの調整を行うことされていま
す。対応について市内の入所事業所と
共有しています。
年末年始以降の対応については、県か
ら示されておりませんが、本市として
は課題として受けとめ引き続き検討し
ていきます。（本市）

三瓶委員 湘南地域就労
援助センター

貴重なご意見ありがとうございます。
コロナ禍における課題は引き続き、代
表者会議委員のみなさまに共有させて
いただきます。（本市）

吉田委員 茅ケ崎養護学
校

貴重なご意見ありがとうございます。
今後も代表者会議の課題とし、委員の
みなさまと共有させていただければと
思います。
（本市）

鈴木委員 当事者部会 貴重なご意見ありがとうございます。
課題として受けとめ、代表者会議委員
のみなさまにも支援方法等について検
討のほどお願いいたします。（本市）

施設利用や行動が制限されると今後健康面での影響があるのではな
いかと心配される。

現段階では、茅ケ崎養護学校在校生およびご家庭では、新型コロナ
ウイルス感染症の罹患者は出ていませんが、児童生徒が罹患した場
合、ご家族が罹患した場合、それぞれにどのように対応するのかに
ついて、さまざまなご意見をうかがっています。
　地域課題として、各関係機関と共有できる内容がありましたら、
教えていただきたいです。

・地域のイベントが開催できなくなった中で、障害の方の余暇の場
が減っています。
・楽しめる場、集える場所を失ったことで強くストレスを感じる
方々も多く見られます。
・オンラインを活用した余暇支援など、新たなつながり方を地域で
作り出していく必要性を感じています。
・コロナ禍における課題については、ぜひ具体的な事例を集約した
上で今後の対策につなげていただきたいです。

●障害特性故にマスクをつけられない、ソーシャルディスタンスを
理解できない、換気のため窓を「少し」開けておくことができない
（全開か全閉かどちらか）、等の行為について理解が得られず社会
的に孤立してしまう障がい者について、どう理解を広めていくかが
課題となっています。●また、介護者が感染し入院した場合に、県
は障がい者の一時預かり施設を指定しているが、慣れていない施設
に収容されることでの本人の不安定さが強まることが懸念されま
す。住み慣れた地域での預かりは難しいでしょうか？●不要不急の
外出自粛等で、イベントや移動サービスの中止・縮小が行われ、余
暇の機会が極端に減っています。発達障がい者の場合、ストレスの
増大に合わせて余暇もその分増やしていかないといけないため、非
常に困難さを感じています。

①新型コロナウィルスの感染予防のため、施設に入居している方、
グループホームに入居している方あるいは、ご家庭で暮らしている
方も、生活の制限が求められており、見通しも持てないなか、健常
者よりもさらにガマンを強いられる状況にあると思います。感染を
防止しながら、交流ができたり、外出ができるような工夫が求めら
れていると思います。市の関係の事業も、感染を防止するが、利用
もできる、制限をむやみに大きくしないことも必要ではないかと思
います。

・相談事業所としては、面談や訪問など、対象者に応じ必要と思わ
れる支援は止めるわけにはいかない現状がある。相談員に感染者が
出る事も想定されるが、その際に関係機関や当事者への公表をどの
ようにすればいいか。

感染拡大への予防では人と人とが接しないことが一番なことですが
サービス提供者は困難です。発生した施設等の情報が不足している
ためせめて市内のどのサービス事業者で発生したのかは知りたいと
思います。利用者さんも併用している場合や支援者も事業所を掛け
持ちしている方もいます。

　障害者を感染から守り、地域から取り残されないためにはどうし
たらよいかが課題のように感じています。人と人の関係が希薄化す
る中にあっていかに人と人のつながりや絆を築いていくかが課題の
ように感じています。人と人の絆がコロナを乗り切るために必要な
気がします。作業所で仕事をしていて利用者様職員、関係者の心の
交流がコロナウイルスと戦うための力になっているように感じてい
ます。
コロナ発生時は通所施設は閉鎖、入所施設は感染拡大を予防し継続
となると考えるがヘルパー事業所は利用者の了解によって訪問の可
否を判断するということになるのか。事業所による判断（従事環境
に違いもあると思われるが）が大きく分かれることは予測されるの
で発生時の事業所方針などの情報集約が大切になると思われる。



そのほかご意見・ご質問等がございましたらご記入ください。

委員 所属 回答等

青木委員 つながり支援
部会

貴重なご意見ありがとうございます。
本市として課題として受けとめ、代表
者会議委員のみなさまにも支援方法等
について検討のほどお願いいたしま
す。（本市）

瀧井委員 茅ヶ崎手をつ
なぐ育成会

今年度におきましては、代表者会議を
対面で行うことは
コロナ禍における会議室の調整等の影
響もあり困難です。
来年度以降につきましては、状況等を
見極めつつ開催を検討いたします。
（本市）

上杉委員 茅ヶ崎寒川地
区自閉症児・
者親の会

貴重なご意見ありがとうございます。
各部会の事務局と共有し、検討いたし
ます。
（本市）

髙丸委員 特定非営利活
動法人茅ヶ崎
市身体障害者
福祉協会

貴重なご意見ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
（本市）

吉田委員 茅ケ崎養護学
校

貴重なご意見ありがとうございます。
本市では、「通学送迎に関する対応
ケースの積み上げをすることで経験の
蓄積から通学の問題が解決できるケー
スを増やしていくこと」「解決できな
いケースに共通する課題を洗い出すこ
と」を目的に社会福祉協議会を事務局
通学送迎に関するネットワーク会議を
行っており、通学として通学通所にか
かる移動支援の課題の洗い出しと共
有、その対策について検討しておりま
す。
引き続き、通学通所の移動支援サービ
スの充実について取り組んでいきま
す。（本市）

鈴木委員 当事者部会 貴重なご意見をありがとうございま
す。
・相談案件により窓口は異なり、悩ま
れることもあるかと思います。本市
（障害福祉課）にご連絡いただいた場
合は適切な担当機関に繋げるように努
めていきます。
代表者会議委員のみなさまにおかれま
しても、ご協力のほどお願いいたしま
す。
・各部会において議論を深めるうえ
で、当事者視点の意見は不可欠ですの
で、積極的に連携を図っていただけれ
ばと思います。引き続きよろしくお願
いいたします。（本市）

市、福祉関係、地域の皆さん達にささえられて成り立っていると思
います。障害者として何が出来るのか考えさせられます。障害者
（重度の方）について、もっと理解できるように努力したいと思っ
ています。これからもよろしくお願いします。

気軽に悩みが相談できるような体制があればよいと思う。（まずど
こに相談したらよいのかわからないという話が、視覚障害者協会の
なかで出ていることがある。）（市に連絡をして調べてから連絡を
しますと言われたが連絡がなかったこともある。）
各部会との連携を密に図る必要がある。（各部会の報告書からより
当事者の視点で議論を深めたいと感じられたため）

医療的ケアのある学齢期の児童生徒は、送迎付きで通所できる放課
後等デイサービスや日中一時支援事業所があることで、放課後や週
末に通所することが日常化していることは、大変ありがたく感じて
います。また、人工呼吸器を使用している児童生徒も、送迎付きで
の通所経験を重ねていることもあり、卒業後の送迎付きでの通所の
希望は、近隣の市町より高いと感じています。今後は、地域にも医
療と連携した多機能型の施設がより必要となってくると思います。
　養護学校卒業後、事業所の受け入れは可だが送迎手段がない、と
いう生徒がいます。通所に使える移動支援サービスが充実すれば卒
業後の進路選択の幅が拡がるとともに、茅ヶ崎市までは送迎できな
いと言われている他市の事業所を利用することもできます。ぜひ、
通学通所の移動支援サービスの充実を図っていただきたいと思いま
す。

相談支援事業所の報告資料にもあったように、GHや通所施設等、障
害福祉サービスの不足、通学通勤支援が市内で大きな課題となって
いる。自立支援協議会で取り組む優先的な課題だと思うのでご検討
願いたい。

(障害者雇用等について)
日本はこの30年間で経済成長が見られず、先進国の中でもＧＤＰの伸び率は最低と
なっています。その理由はいろいろあるかと思いますが、この間、各企業の中では、
いつ業績が落ち込むかもしれないと設備投資や雇用を控えその分内部留保を確保し将
来に備えている状況が見て取れ、また、最小の費用で最大の効果をあげるべく企業努
力を続けていると思われます。この状況下で障害者の方を雇用していくことは　そも
そもが困難な問題なのではないでしょうか。しかしながら、心ある経営者や企業の
トップの方々（以下、経営者等という）の思いによって障害者雇用は改善させていく
ことはできると思います。そのためには、経営者等にノーブレスオブリージュ（高貴
なる義務）を自覚していただくことであり、それと同時に障害者雇用に関する理念も
浸透させていくことが肝心で、これらは公的な機関が担わなければいけないと思いま
す。ちなみにノーブレスオブリージュとは欧米社会における基本的な道徳観で、日本
にたとえてみると武士道にあたるのではないかと思います。この精神のもとで本当の
リーダーは、利己主義ではなく、周りの人々への支援や地域への貢献などが求められ
るのです。企業は業績が上がらないと倒産してしまいますが、ノーブレスオブリー
ジュの精神を基に、日々の運営の中で障害者に目を向けていただき雇用への道筋を立
て、また、広い視野でもって障害者の生活全般にまで思いを寄せていただけるような
工夫を凝らした啓発を行っていくことは意味のあることではないかと思います。同時
に、心ある人の寄付やボランティアなどの積極的な啓発も必要であり、ギブアンドテ
イクではない与えきりの精神を醸成し、国等の支援金や補助金に頼らない土壌を作っ
ていくことも必要であると思います。

ご意見

大人数での会議は無理でも、２回に分けるなどして、出来るだけ対
面での会議を行う工夫をしてほしい。意見は発言されている方だけ
でなく、その場にいる方の表情・その場の雰囲気も含めて考える物
なので、書面では伝わらないことが多い。


