
第5号様式(第7条関係) 

 

会議録 

会議の名称 令和２年度第１回清須市保健福祉計画策定委員会（障害者部会） 

開催日時 
令和２年６月２５日 木曜日 

午後１時３０分から２時７分まで 

開催場所 清洲総合福祉センター ２階 第１会議室 

議題 

⑴ 会議の公開について 

⑵ 第５期清須市障害福祉計画・第1期清須市障害児福祉計画の進捗状

況について 

⑶ 第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計画策定の

考え方について 

⑷ その他 

会 議 資 料 

策定委員会名簿 

次第 

資料１   清須市保健福祉計画策定委員会設置要綱 

資料２   付属機関等の会議公開制度の概要 

資料３   第５期清須市障害福祉計画・第１期清須市障害児福祉計

画の進捗状況について 

資料４－１ 第６期清須市障害福祉計画・第２期清須市障害児福祉計

画策定の考え方について 

資料４－２ アンケート調査票（案） 

公 開 ・ 非 公 開 の 別 

(非公開の場合はその理由) 
公開 

傍 聴 人 の 数 

(公開した場合) 
０人 

出 席 委 員 
時田委員、太田委員、田中委員、渡辺委員、髙橋委員、伊藤委員、石

原委員、加藤委員、近藤委員、山口委員、山村委員（オブザーバー） 

欠 席 委 員 ０人 

出 席 者 ( 市 ) 永田市長 

事 務 局 

〔健康福祉部〕 

河口健康福祉部長 

〔社会福祉課〕 

鹿島社会福祉課長、近藤障害福祉係長、早川主任、隈田原主事 

会 議 の 経 過 

１ 開会 

（事務局） 

ただ今から、令和２年度第１回清須市保健福祉計画策定委員会を開

催いたします。 

 私は、本日司会を務めます健康福祉部社会福祉課長の鹿島でござい

ます。よろしくお願いします。 

 お手元の資料１清須市保健福祉計画策定委員会設置要綱第７条に規

定されておりますが、この委員会の庶務は、健康福祉部社会福祉課が

行います。 

 本日は、第１回目の策定委員会であり、会議の議長となる委員長が

まだ選出されていませんので、委員長の選出までは事務局の方で進行

させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 



恐縮ですが、以降、着座にて進行させていただきます。 

 始めに、本日の出席状況について御報告します。 

本日は、委員全員の方に御出席いただいております。 

 

２ 挨拶 

（事務局） 

 次に、永田純夫清須市長から御挨拶申し上げます。 

 

（永田市長） 

 永田市長から挨拶 

 

３ 委員紹介 

 事務局から委員紹介 

 

４ 役員選出 

（事務局） 

 続きまして、次第の４役員選出に移ります。 

 資料１清須市保健福祉計画策定委員会設置要綱第５条を御覧くださ

い。 

「委員会に委員長及び副委員長を１人置く。」、２項で「委員長は、

委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。」となっ

ています。 

これにつきまして御意見がございましたら、御発言をお願いいたし

ます。 

 

（髙橋委員） 

 はい。 

 社会福祉協議会の会長である時田委員にお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

 ただ今、髙橋委員から、「委員長は時田委員にお願いしてはどうか。」

という御意見がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

 「異議なし。」の声 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。それでは、時田委員に委員長をお願いし

たいと思います。 

委員長席を御用意してありますので、時田委員、席の移動をお願い

します。 

では、「副委員長は、委員長が指名する。」とありますので、時田

委員長には副委員長の指名を行っていただきたいと存じます。 

 

（時田委員長） 

 私から御指名ということですので、他の委員会においても活躍され

ておられます薬剤師会代表の山口委員にお願いしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

ただ今、時田委員長から、「副委員長には山口委員を。」と御指名

がありましたので、山口委員、副委員長席を御用意してありますので、



席の移動をお願いします。 

ここで、事務局から委員長に御提案がございます。 

これまでは、高齢者、子育てなどに関する計画についても、この策

定委員会で策定や見直しをすることになっておりましたが、法的に義

務付けられている審議委員会などもあり、実態にそぐわない事情も現

れてきたため、実態に沿うように、第２条の計画の種類を障害者に関

する計画と保健福祉に関する計画に、今年の４月から改めております。 

 また、今年度策定します第６期清須市障害福祉計画・第２期障害児

福祉計画は、清須市保健福祉計画策定委員会設置要綱第２条第１号に

規定する障害者に関する計画でございます。 

第２号の保健福祉に関する計画につきましては、今年度は策定する

予定はありませんが、今後策定することとなった段階で、皆様を合わ

せて２０名以内になるように、保健福祉分野で御活躍の方に委員とし

て就任していただき、役割を分担していただくことを想定しておりま

す。 

 そこで、委員の皆様方の役割分担を明確にするため、第６条に規定

します部会を設置し、今後の策定委員会につきましては、障害者部会

という位置付けで開催したいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（時田委員長） 

ただ今、事務局から「障害者部会を設けて、今年度の策定委員会に

ついては、障害者部会として位置付けをしてはどうか。」という提案

がありました。 

私としては、今年度策定します第６期清須市障害福祉計画・第２期

清須市障害児福祉計画は、まさに、障害者に関する計画となっていま

すので、保健福祉に関する計画とは性質が異なると思われますので、

障害者部会を設けまして、今年度の策定委員会は、障害者部会という

位置付けで問題はないと考えますが、皆さんはいかがでしょうか。 

 

「異議なし。」の声 

 

（時田委員長） 

「異議なし。」をいただきましたので、事務局のとおり、対応させ

ていただきます。 

 それでは、本策定委員会に障害者部会を設置することとします。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

それでは、委員長に障害者部会の設置をお認めいただきましたので、

第６条第３項に、「部会長は、委員の互選により選出し、副部会長は、

部会長が指名する。」となっております。 

これにつきまして御意見がございましたら、御発言をお願いします。 

 

（髙橋委員） 

 はい。 

 策定委員会の委員長の時田委員長にお願いしたいと思います。 

 

（事務局） 

 ただ今、髙橋委員から、「部会長も時田委員長にお願いしてはどう

か。」という御意見がございましたが、皆様いかがでしょうか。 

 



 「異議なし。」の声 

 

（事務局） 

 ありがとうございます。それでは、時田委員長に障害者部会の部会

長も併せてお願いしたいと存じます。よろしくお願いします。 

 また、設置要綱には「副部会長は、部会長が指名する。」とありま

すので、時田部会長には、副部会長の指名を行っていただきたいと存

じます。 

 

（時田部会長） 

 副部会長には、山口副委員長にお願いしたいと思いますので、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。 

それでは、山口副委員長に副部会長もお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 それでは、ここで、時田委員長・部会長から一言、御挨拶を賜りた

いと思います。 

 

（時田部会長） 

 時田部会長から挨拶 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

永田市長につきましては、他の公務がありますので、ここで退席と

させていただきます。あしからず御了承ください。 

 

５ 議事 

（事務局） 

それでは、これより議事に入りますが、ここで議事運営についてお

願いを申し上げます。 

会議での発言方法ですが、会議で発言していただく際は、必ず挙手

をしていただき、部会長の指名を受けた後、係の者がマイクをお持ち

しますので、マイクを通じて御発言いただくといった形でお願いした

いと存じます。 

 それでは、この後の会議の進行は、時田部会長にお願いしたいと存

じます。よろしくお願いします。 

 

（時田部会長） 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

まず、議事（１）の会議の公開について、事務局から説明をよろし

くお願いします。 

 

（事務局） 

 【資料２を説明】 

 

（時田部会長） 

ただ今、事務局から説明がありました。これにつきまして、御意見、

御質問は何かありますか。 

 ないようですので、それでは、議事（１）の会議の公開については、



原則公開していくということでよろしいでしょうか。 

 

「異議なし。」の声 

 

（時田委員長） 

 ありがとうございました。 

それでは、本日の会議録署名委員は、座席順に太田委員と田中委員

にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 続きまして、議事（２）の第５期清須市障害福祉計画・第１期清須

市障害児福祉計画の進捗状況について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

（事務局） 

 【資料３を説明】 

 

（時田部会長） 

ただ今、事務局からの説明がありました。これにつきまして、御意

見、御質問がありましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

 

（太田委員） 

 はい。 

 

（時田部会長） 

 太田委員、お願いします。 

 

（太田委員） 

清須市心身障者福祉協会の太田です。 

最初の障害者手帳の所持者数というのは、全体のです。私たちは、

心身障害者福祉協会として、昨年名前が変わってから、子どもたちに

もたくさん入会していただきました。 

個人情報の問題があり障害別の割合を調べることができず、全然つ

かめないのですけれども、障害児ということで、１８歳までのグラフ

を別に作っていただくということはできないでしょうか。 

大人と子どもでは、障害別割合が異なると思いますので、それを知

ることによって、今後の活動に役立てたいと考えています。要望です。

よろしくお願いします。 

 

（時田部会長） 

太田委員、障害児の手帳所持者数を表として示して欲しいというこ

とでよろしいですか。 

 

（太田委員） 

 はい。 

 

（時田部会長） 

 事務局、よろしいですか。 

 

（事務局） 

 障害児の数字も把握しておりますので、児と者を分けた同じような

ものを作成して、皆様方にお見せできるようにさせていただきます。 

 皆様方に提供する時期なのですけれども、この後でお話をするので



すが、２回目を９月に予定しており、時間が少したってしまいますが、

そのタイミングでいいのか、もっと早く必要なのか、というところを

お聞かせいただいた上で、対応したいと思いますが、いつ頃がよろし

いでしょうか。 

 

（太田委員） 

 ８月に私たちの理事会がありますので、ゆっくりで結構です。 

 

（事務局） 

承知しました。 

では、次回の策定委員会のときに、児と者を分けたような形で、資

料を提供させていただきたいと思います。 

 

（時田部会長） 

あとは、よろしかったですか。 

 それでは、他に質問もないようですので、次に進めさせていただき

ます。 

それでは、次に、議事（３）の第６期清須市障害福祉計画・第２期

清須市障害児福祉計画策定の考え方について、事務局から説明をお願

いします。 

 

（事務局） 

 【資料４－１、４－２を説明】 

 

（時田部会長） 

ただ今、事務局からの説明がありました。今の説明の中で、御質問、

御意見がありましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

太田委員、お願いします。 

 

（太田委員） 

質問ではないのですが、アンケートは、私たち障害者に配付される

ものですね。ルビが振ってあって、非常に分かりやすくてよいと思い

ます。 

細かいことですが、全体に配るものですので、気付いたことをお話

しします。 

ルビが振っていないところが、１ページの５行目の括弧の中の「障

害のある方」の「かた」が抜けています。同じように、７ページの上

から２行目の「外出しない」の「がいしゅつ」のルビが抜けています。

あとはよいと思うのですけれども。 

それから、２ページの上から３行目の「乳幼児等の場合」の「とう」、

それから一番下の「その他の人（ボランティア等）」と、「とう」と

「など」と分けて書いてあります。こう読むのだと、やはり公用文と

して、「とう」に統一したほうがよいと思うのです。ですので、下の

方を「とう」のルビに直した方がよいと思います。 

非常に細かいことで、すみません。一人一人に配られるということ

ですから、よろしくお願いします。以上です。 

 

（事務局） 

御指摘ありがとうございます。 

こちらでも、本日の委員会が終わり次第、再度精査して、皆様にお

送りするときには、このようなミスがないようにしたいと思います。 



（時田部会長） 

今の太田委員の指摘については、訂正して出すということでよろし

いですか。 

 

（事務局） 

 はい。 

 

（時田部会長） 

 よろしくお願いします。 

その他は、よろしいでしょうか。 

他に質問がなければ、これで議事（３）を終わりたいと思いますが、

よろしいでしょうか。 

 それでは、議事３は終了とさせていただきます。 

以上で、本日予定されています議事は全て終了となりましたが、最

後に、特に何かありましたら。よろしいですか。 

 なければ、事務局から何かありますか。 

 

（事務局） 

 本日は、皆様方から貴重な御意見をいただきまして、どうもありが

とうございました。 

御指摘のあったミスにつきましては、誠に申し訳ありませんでした。 

再度、事務局でしっかりと精査して、皆様にアンケートをお送りし

たいと思います。 

今後の予定としましては、アンケート調査が７月、８月にかけて関

係団体ヒアリングを実施した上で、９月に第２回策定委員会を開催し

たいと考えております。 

 本来であれば、市役所で会議を行う予定でいたのですが、現在、定

額給付金の会場等にもなっており、密を避けるというところで、大き

な会場がなかなか取れないような状況でございます。 

 次回の会場につきましては、今ここでしっかりとお約束することが

できません。市役所になるのか、また、こちらの総合福祉センターを

借りて行うのかというところは、第２回策定委員会の御案内をさせて

いただく際に、皆さま方に御連絡させていただきたいと思います。 

 皆様方にはいろいろな形で御協力を賜りたいと存じますので、今後

ともよろしくお願いします。 

 

６ 閉会 

（時田部会長） 

それでは、これで令和２年度第１回清須市保健福祉計画策定委員会

障害者部会を終了します。 

どうも、ありがとうございました。 

問 合 せ 先 
健康福祉部 社会福祉課 

電話 ０５２－４００－２９１１（内線１５５１） 

 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためここに署名する。 

 

署 名 委 員  太田 良治 
 

署 名 委 員  田中 亜希 


