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第３次八戸市障害者計画（案）について 
 
１ 委員の意見に係る対応 
 

意 見 アンケートの調査結果をこの計画のどこに取り込んでいくのかということが大事である。 

対 応 21 頁、22 頁、23 頁、24 頁、31 頁の各施策にアンケートの結果を受け、どのように進めていくかを記載し、概要欄もそれに対応する内
容に修正した。 
頁 修正前 修正後 
21 基本目標１：障がい者福祉の充実 

(1) 障がい福祉サービスの充実 
障がい者のニーズに応じ、ホームヘルパーによる居宅介護

やグループホームへの入居、生活能力向上のための自立訓練
などのほか、中核市への移行による身体障害者障害者手帳の
交付や障害者福祉サービス事業者の指定等により、福祉サー
ビスの充実を図ります。 

 
 
 
  

事業名 概要 
（以下略） （以下略） 

  

基本目標１：障がい者福祉の充実 
(1) 障がい福祉サービスの充実 

障がい者のニーズに応じ、ホームヘルパーによる居宅介護
やグループホームへの入居、生活能力向上のための自立訓練
などのほか、中核市への移行による身体障害者手帳の交付や
障害福祉サービス事業者の指定等により、障がい福祉サービ
スの充実を図ります。 
また、平成 27年度実施のアンケート調査において、障がい

福祉サービスの制度がわかりにくいとの意見が寄せられたこ
とから、事業の実施にあたっては、「障がい者のしおり」の活
用等により、丁寧な制度説明に努めます。  

事業名 概要 
（以下略） （以下略） 

  
22 (2) 生活支援の充実 

日常生活に関する相談や用具・手当等の給付、並びに福祉
サービスに関する相談や情報提供など、生活支援の充実を図
ります。また、成年後見制度の活用による権利擁護の推進を
図ります。 

 
 
 
  

事業名 概要 
（以下略） （以下略） 

  

(2) 生活支援の充実 
日常生活に関する相談や用具・手当等の給付、並びに福祉

サービスに関する相談や情報提供など、生活支援の充実を図
るとともに、成年後見制度の活用による権利擁護の推進を図
ります。 
また、平成 27年度実施のアンケート調査において、地域で

生活するために必要な支援として、相談対応等の充実との意
見が寄せられたことから、事業の実施にあたっては、さらな
る相談対応等の充実に努めます。  

事業名 概要 
（以下略） （以下略） 

  
 

 
 

資料１ 
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対 応 
(続き) 

頁 修正前 修正後 
23 基本目標２：社会参加の促進 

(2) 就労支援の充実 
関係団体と連携しながら、相談体制の整備や訓練機会の確

保などにより、障がい者の就労支援の充実を図ります。 
 
 
 
 
  

事業名 概要 
障がい者就労
支援団体ネッ
トワーク事業 

◇障がい者の就労に関する情報の提供・共
有 

◇意見交換等を行う会議及び市民を含め
た研修会を開催 

 
障がい者就労
サポーター養
成事業 

◇障がい者雇用（予定）企業や就労支援サ
ービス事業所の関係者、市民等を対象
に、障がい者就労サポーター養成講座を
開催 

 
障がい者就労
支援事業 

◇障害者就労施設からの調達拡大を図る
ため、障害者優先調達推進法パンフレッ
トを作成及び配布 

  

基本目標２：社会参加の促進 
(2) 就労支援の充実 

関係団体と連携しながら、相談体制の整備や訓練機会の確
保などにより、障がい者の就労支援の充実を図ります。 
また、平成 27年度実施のアンケート調査において、就労支

援として、職場の上司・同僚の障がいに対する理解が必要と
の意見が寄せられたことから、事業の実施にあたっては、職
場での障がいに対する理解が得られるための方策を講じま
す。  

事業名 概要 
障がい者就労
支援団体ネッ
トワーク事業 

◇障がい者の就労に関する情報の提供・共
有 

◇意見交換等を行う会議及び市民を含め
た障がい者の就労支援のための研修会
を開催 

障がい者就労
サポーター養
成事業 

◇障がい者雇用（予定）企業や就労支援サ
ービス事業所の関係者、市民等を対象
に、障がいや障がい者の就労に対する理
解を深めるための障がい者就労サポー
ター養成講座を開催 

障がい者就労
支援事業 

◇障害者就労施設からの調達拡大を図る
ため、障害者優先調達推進法パンフレッ
トを作成及び配布 

  

24 (3) 差別解消の推進 
平成 24年 10月からの障害者虐待防止法の施行や平成 25 

年６月の障害者差別解消法の制定をうけ、障害のある人の尊
厳や自立、社会参加を尊重すると共に、障害のある人への虐
待の禁止や直接差別の禁止、合理的配慮の不提供の禁止等が
法定化されました。 
しかし、障害のある人や障害の特性について、市民の理解

が十分とは言えない状況であることから、あらゆる機会をと
らえ、市民ぐるみで啓発活動に努め、障害のある人への理解
を深めていくと共に、障害のある人もない人も互いに尊重し
支え合う共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の
解消を図ります。 

(3) 差別解消の推進 
平成 24年 10月からの障害者虐待防止法の施行や平成 25 

年６月の障害者差別解消法の制定をうけ、障がい者の尊厳や
自立、社会参加を尊重するとともに、障がい者への虐待の禁
止や差別の禁止、合理的配慮の不提供の禁止等が法定化され
ました。 
しかし、障がい者や障がい特性について、市民の理解が十

分とは言えない状況であることから、あらゆる機会をとらえ、
市民ぐるみで啓発活動に努め、障がい者への理解を深めてい
くとともに、障がいのある人もない人も互いに尊重し支え合
う共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を
図ります。 
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（以下略） 

 また、平成 27年度実施のアンケート調査において、差別や
嫌な思いをした場所として、医療機関や学校等との意見が寄
せられたことから、事業の実施にあたっては、こうした場所
での障がいを理由とする差別を解消するための方策を講じま
す。 

（以下略） 
31 基本目標３：各分野の施策との連携 

(1) 障がい者の支援に向けた施策の推進 
⑥ 地域防災の充実 

地域防災の充実を図るため、自助・共助・公助の適切な
役割分担のもと、防災力の強化に取り組むとともに、災害
に強い都市基盤の整備を進めます。 

 
 
 
  

事業名 概要 実施主体 市担当部署 
（中略） （中略） （中略） （中略） 

  

基本目標３：各分野の施策との連携 
(1) 障がい者の支援に向けた施策の推進 
⑥ 地域防災の充実 

地域防災の充実を図るため、自助・共助・公助の適切な
役割分担のもと、防災力の強化に取り組むとともに、災害
に強い都市基盤の整備を進めます。 
また、平成 27年度に実施したアンケート調査の結果から、

これら事業の実施にあたっては、障がい者が感じる不安の
払拭と、障がい特性に応じた配慮が得られるための方策を
講じます。  
事業名 概要 実施主体 市担当部署 
（中略） （中略） （中略） （中略） 
福祉避
難所の
整備 

◇災害時に福祉避難所とな
る施設の整備 

市 障がい福
祉課 

障がい
者への
災害情
報等伝
達事業 

◇視覚・聴覚障がい者への
災害発生情報や避難情報
等の伝達体制を構築 

・聴覚障がい者に対し、FAX
一 斉 送 信 シ ス テ ム
（BizFax）及びほっとす
るメールへの登録の推進 

・視覚障がい者に対し、緊
急警報受信機能付き地上
デジタル放送対応ラジオ
の購入費補助 

市 障がい福
祉課 
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意 見 ・差別解消の推進について、理解及び啓発に関する具体的な内容を盛り込んでほしい。 
・医療機関での差別について、医療機関受診の際に障がい者が持参するパンフレットの作成等、具体的な方法を盛り込んでほしい。 
・差別解消のためには、障害者差別解消法に関するマニュアルを公共施設に配布し、指導していく方法が望ましい。 

対 応 24～25頁の内容を見直し、表で整理した。 
頁 修正前 修正後 
24 
～
25 

基本目標２：社会参加の促進 
(3) 差別解消の推進 

平成 24年 10月からの障害者虐待防止法の施行や平成 25 
年６月の障害者差別解消法の制定をうけ、障害のある人の尊
厳や自立、社会参加を尊重すると共に、障害のある人への虐
待の禁止や直接差別の禁止、合理的配慮の不提供の禁止等が
法定化されました。 
しかし、障害のある人や障害の特性について、市民の理解

が十分とは言えない状況であることから、あらゆる機会をと
らえ、市民ぐるみで啓発活動に努め、障害のある人への理解
を深めていくと共に、障害のある人もない人も互いに尊重し
支え合う共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の
解消を図ります。 

 
 
 
 
 
・ 市庁各部署において、障害者差別解消法の施行にあたっ
て策定した職員対応マニュアルの適切な運用を図り、不当
な差別的取扱いの防止と障がいのある方からの意思表明に
基づく合理的配慮を提供します。 

・ 公共施設において、障害者差別解消法に基づく対応が行
われるよう、指定管理者等に対して研修等の適切な措置を
講じます。 

・ 障害者差別解消法の趣旨等が広く周知されるよう、市民
や事業者への広報や啓発活動を行います。 

  

基本目標２：社会参加の促進 
(3) 差別解消の推進 

平成 24年 10月からの障害者虐待防止法の施行や平成 25 
年６月の障害者差別解消法の制定をうけ、障がい者の尊厳や
自立、社会参加を尊重するとともに、障がい者への虐待の禁
止や差別の禁止、合理的配慮の不提供の禁止等が法定化され
ました。 
しかし、障がい者や障がい特性について、市民の理解が十

分とは言えない状況であることから、あらゆる機会をとらえ、
市民ぐるみで啓発活動に努め、障がい者への理解を深めてい
くとともに、障がいのある人もない人も互いに尊重し支え合
う共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を
図ります。 
 また、平成 27年度実施のアンケート調査において、差別や
嫌な思いをした場所として、医療機関や学校等との意見が寄
せられたことから、事業の実施にあたっては、こうした場所
での障がいを理由とする差別を解消するための方策を講じま
す。 

事業名 概要 
職員対応マニ
ュアルの運用 

◇障害者差別解消法の第 10 条に規定する
対応要領として、職員対応マニュアルを
策定 

◇市の各部署において、不当な差別的取扱
いの防止と障がい者からの意思表明に
基づく合理的配慮の提供を実施 

◇職員研修の実施 
公共施設での
障がい者差別
の解消 

◇市職員の対応マニュアルをもとに、指定
管理者に対する研修を実施 

◇指定管理者制度導入施設のモニタリン
グにおいて、評価項目に不当な差別的取
扱いの防止と障がい者からの意思表明
に基づく合理的配慮の提供を追加 
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   障がい者差別

に関する相談
への対応 

◇関係機関等との連携により、適切に対応 

障害者差別解
消のための啓
発活動 

◇法の趣旨等が広く周知されるための広
報や啓発活動の実施 

◇障がい者団体や医療機関及び教育機関
と連携した啓発活動の実施 

◇市民や事業者を対象とした研修会の開
催 

◇チラシや啓発グッズの配布 
【再掲】研修
会等開催・支
援事業 

◇障がい者福祉合同研修会やＮＨＫハー
ト展を開催 

◇障がい者団体が開催するイベントへの
講師派遣 

  
  

 
２ その他の修正 
 
 ・八戸市健康福祉審議会規則の平成 29年１月１日改正施行に伴う修正 

（八戸市健康福祉審議会の「障がい福祉部会」を「障がい者福祉専門分科会」に修正） 
 ・その他用字・字句の精査による修正 
 
３ 第３次八戸市障害者計画（案） 
 
  別冊のとおり 
 
４ パブリックコメントの実施 
 
 ・実施期間 平成 29年３月７日（火）～３月 20日（月） 
 ・提出意見 なし 
 


