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平成３０年度第１回青森県障害者施策推進協議会 

 

日 時  平成３０年１２月１７日（月） 

１３：３０～１５：００    

場 所  ウェディングプラザアラスカ  

４階「ダイヤモンド」     

 

 

１ 開  会 

 

２ あいさつ 

 

３ 議  事 

（１）第３次青森県障害者計画関連事業の実施状況について 

   資料１に基づき事務局から説明 

 

（山越委員） 

 まず、資料１の４ページ、８番、スポーツ・文化の促進の中の障害者スポーツ教室の開催

についてです。 

 参加者１，７４９名、その中に聾者、聞こえない人が入っていないのではないかと思うの

ですけども。それと、もう１つ、スポーツ研修会について、聾者が参加する時に手話通訳者

の派遣ができますでしょうか。 

 続いて参考資料ですけど、１ページ目の（２）広域の啓発活動について、その中で３番目、

障害者本人の意見の反映ですが、その文章の中に各種審議会、手話の研修がないようですが、

いかがなものでしょうか。 

 更に５ページ、地域生活支援事業サービスの充実、（４）手話講師員養成事業の中にやっ

ているという意味は、要約筆記、手話要約点字朗読をやっていますか。県がやっているので

しょうか。 

 ３４ページについて、今年１月に聾者がスポーツ指導員の研修会に参加したいので手話

通訳の派遣をお願いしたのですが、断られたということがありまして、それはどういう理由

でしょうか。何故派遣できなかったのでしょうか。 

 ３５ページの③、文化・芸術活動の参加の機会の拡大、文化講演などの手話通訳、要約筆

記の派遣と書いてございます。実際、スポーツ教室の派遣は認められないので、それとはそ

ぐわないのではないかと思うのですが、いかがなものでしょうか。 
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（事務局） 

 質問を沢山いただきましたので、確認して、後ほどまた改めて御回答差し上げたいと思い

ます。 

 １点、確認したかったのが、御質問の中で参考資料の１ページのところ、（２）の③につ

いて御質問をいただいたかと思いますが。こちらが、各種審議会のお話だったのですが、研

修のことについて、ということだったでしょうか、審議会ではなくて。 

 

（山越委員） 

 そうです。 

 

（事務局） 

 すみません、何の研修になりますか。 

 

（山越委員） 

 手話を学ぶ研修という意味合いで捉えていましたけども。 

 

（事務局） 

 わかりました。 

 

（山越委員） 

 職員の養成のための手話育成のための手話の研修です。 

 例えば、スポーツ教室を開催する場合に手話通訳がいないと、私は職員に手話で話した方

が楽ですよね。そのための職員の研修ということです。 

 職員で手話が使える方が少しで、手話に対してもあまり知識を持っていない方がいらっ

しゃるので、職員研修を開催してもらいたいという意味合いでお話しました。 

 

（事務局） 

 分かりました。ありがとうございます。 

 すみません、後ほど整理してお答えできるかどうか回答差し上げたいと思います。 

 

（議長） 

 よろしいですか。他にありませんか。はい、どうぞ。 

 

（蒔苗委員） 

 私は、精神障害者の家族会の理事として、今日、出席しております。 

 ３ページのところの障害者への理解促進と共生という１番の障害者への理解促進という
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ことについて、聞いてみたいと思います。 

 障害者でも、私の場合は精神障害者の件で聞いてみたいと思います。 

 「障害を知るためのガイドブック」による障害及び障害者の理解等の推進とか、心の輪を、

その隣の方に「心の輪を広げる体験作文」だとか、優秀作品の表彰とかってここに述べられ

ておりますけども、これは、理解促進のためのこれからやるということなのだろうと思いま

す。 

 私は、この度、全国の精神障害者大会に出席いたしました。 

 そうしますと、今まで、ここ数十年、精神障害者に対しては、教育の教科書なんかにおい

ても様々な点で何もなされてこなかったということで、今年の２月から高校の保健体育の

授業において、一部、改定案みたいなものが、今年の２月に高校生に対してなされたという

ようなことを聞きました。 

 ですけれども、今まで、文科省とか、そういう人たちの教育に対する、精神障害者に対す

るそういう理解を深めるような保健体育授業とか、そういうものを急いでやってこなかっ

たということが今の状態になっているのだなというように思いました。私自身も自分の子

どもがそういうふうな障害を持って初めて分かったということで、分からない前はやはり

偏見とか、そういうものをずっと怖いものだとか、そういうふうな想いで生きてきたように

思います。 

 でも、これからは、こういうガイドブック、障害を知るためのガイドブックによるという、

障害及び障害者の理解の推進だけではなく、やっぱり学校教育、特にこれは思春期からよく

なるような病気の方が多いものですから、高校生、中学生の保健体育の授業からでも、もっ

ともっと教育的にもっと進めていってもらいたいというふうに思います。 

 知らないことで偏見を持つということが、一番の誤解される原因でもあり、病気になって

初めて、この病気の辛さというか、抱える家族の辛さも十分に自分では分かっております。

だけれども、他人に、共生社会と一言で言っても、やっぱりそれは、それなりの共生、共に

生きていきたいという、自由に生きたいという希望はあったとしても、果たしてそれが本当

に教育的なもので、この作文を書いたり、心の輪を広げる体験作文とか、そういうものだけ

ではなく、もっともっと、例えば、私たちみたいに家族が学校教育の場に行って、皆さんの

前で勇気を持って教えていくという、そういうような、教えていくっておかしいのだけど、

体験を語る場、そういう場とか、病気に対する、精神疾患に対することももっともっと強め

ていかなければならないことではないかなというふうに思いました。 

 それから、外国から見れば、日本という国の精神の病気そのものに対しての理解のなさが

大きな日本と外国の差があるのだなというふうにつくづく思います。 

 教育に関しては、その精神の保健とかそういうものに関しては、外国では、小中学生のあ

たりから教育して、普通に接するような態度になっているのだということを初めて分かっ

てきました。 

 これからは、本当に教育的なものにもっともっと力を入れていって、偏見というものが理
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解に変わるように努めていかなければならないことではないかなと思いました。 

 

（議長） 

 事務局からは。 

 

（事務局） 

 御意見いただきましてありがとうございました。 

 こちらの計画については、我々、障害福祉課ということで担当していますが。その中で、

今、委員の方も言及されたガイドブックの作成や、作文というものに取り組んでいます。今、

御提案いただいたのは、もっと早い段階、高校とか中学の段階で、精神障害者の方々への偏

見を取り除いていく。そういった必要があるのではないかということだったと思いますの

で、こちらの方も教育の部局等とは連携しながら、こういった意見があったということをフ

ィードバックした上で状況を確認する、あるいは何かできることがないか確認していきた

いと思います。 

 

（蒔苗委員） 

 ありがとうございます。 

 それからもう１つですが、精神障害者に関しては、家庭にいる場合、歳もとってくる家族

が障害をもった子どもをみている場合も多々多く、また、その場合でもホームというか、グ

ループホームとか、そういうものに入れたという希望の方が一杯あります。 

 また、仕事ができるような状態になっている子もありますけども、一部という感じであり

ます。そのようなグループホームに補助的なことはやっているのでしょうか。 

 また、グループホームは青森県内ではどのぐらいの量があるのか、そういうことについて

実態を述べていただければ幸いです。 

 以上です。 

 

（事務局） 

 グループホームについてお答えします。 

 グループホームの数は、申し訳ございません、今、手元に資料がございません。 

 グループホームに対する補助につきましては、グループホームを新たに建てるとか改築

する際には、国と県から補助金を出しております。 

 また、運営に関する障害福祉サービス報酬と言っていますけども、原則利用者負担が１割、

残りの９割を国、県、市町村で事業者にお支払いをしているという状況でございます。 

 

（蒔苗委員） 

 分かりました。 
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（議長） 

 時間もございますので、次に進みたいと思います。 

 

（２）第３次青森県障害者計画の改訂について 

   資料２－１及び２－２に基づき事務局から説明 

 

（議長） 

 ただ今の事務局からの説明について、御質問や御意見があればお願いいたします。 

 

（山越委員） 

 ろうあ協会 山越です。 

 全部で１０個、質問がありますが、大丈夫でしょうか。 

 順番に進めていきたいと思います。 

 まず最初に資料２－１、１１ページです。 

 教育の状況について、平成２５年から８８人減少していると記載がありますが、その減少

している理由についてお尋ねしたいと思います。これがまず１つ目ですね。 

 次、２つ目、１４ページ目、（３）障害者の雇用状況について、一般の民間企業における

障害者数及び雇用数の推移について記載されているかと思います。民間だけの記載ではな

くて、県とか行政、教育委員会、その辺のところの雇用率というのも載せて欲しいなと思い

ます。県の資料として、そこが載っていないというのは、ちょっといかがなものかと思いま

すので、その辺の細かいところもお願いいたします。 

 また、小宮山さんですね。ちょっと、お聞きしたいのですが。雇用の問題について、聾者

の採用についての情報とか、そういうところがあれば教えていただけますか。 

 次の質問に入ります。 

 ３２ページの（４）地域生活支援サービスの充実というところです。 

 上から４番目になります。「手話の研修を行い」というふうに記載があるかと思いますが、

実際、県として、これを実施されているのかどうか、そこを伺いたいと思います。 

 続きまして５２ページ、５１ページかな。雇用と就労の促進というところになりますが、

これも先ほどと同じ民間のものしか記載がないようなのですが、行政や教育委員会の方も

含めて情報提供をいただければなと思います。 

 今、水増し問題雇用率、いろいろありますので、その解消に向けてもどういうふうな考え

があるのか、というところもお聞かせ願いたいと思います。 

 ５５ページ、５６ページですね。情報バリアフリー化の促進のところについてですが、枠

内の下から２番目、「手話通訳のできる職員を窓口に配置する」というふうに記載がありま

す。これ、実際、県の設置通訳者はおいといて、それ以外何人窓口に配置されているのか、

細かい数を教えていただきたいと思います。 
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 もう１つ、資料の手話指導者が必要ですというような、これから人材、育てる人材が必要

だという文言も追加いただければと思います。 

 今の説明には無かったかと思いますが、素案の方、２－２の、資料２－２の素案ですね。

第３次青森県障害者計画、１５ページの図の２５、「身体障害者」というふうな記載があり

ますが、聴覚とか肢体とか、具体的な障害で数字を出していただきたい。でないと見えない

ところがありますので。 

 次、２２ページの（１）障害・障害者への理解促進のところです。そこの②、行政、企業

における職員研修ですが、この文章を明記しているということは、手話での研修も実際に行

っているというふうに理解しても構いませんか？ 

 次、５５ページの７、情報バリアフリー化の促進について。 

 枠の中に「手話付テレビ広報番組の制作」とあります。でも、実際、今まで見たことがな

いのですが、いつぐらい、どうなっているのか教えていただきたいと思います。 

 また、「手話通訳のできる職員を窓口に配置する」という記載があります。１０年前から

今まで様子を見ていると、実際、置いている様子が見られないと思うので、いるのであれば

教えていただきたいと思います。 

 次、５６ページです。その他のところです。 

 派遣事業について教えていただきたいのですけども。団体派遣について、手話通訳だけで

はなく、要約筆記の派遣というのは、きちんとなされていますか？充実、その辺のところを

教えていただきたい。 

 次、５８ページになります。 

 一番下のところですね。一番下の文章を一番最初に持ってきてはいかがでしょうか、とい

う提案です。 

 また、スポーツ指導員、研修などにおいて、手話通訳者、要約筆記者の充実を進め、障害

者のスポーツ活動の参加推進ということをきちんと明記していただきたいと思います。 

 また、それに伴い「努める」というふうな形で明記しておりますが、「努める」ではなく、

「促進」とか、「進める」とか、違う言葉で書いていただきたいなという提案です。 

 以上、よろしくお願いします。 

 

（事務局） 

 では、資料２－１の１１ページになりますが、（３）の教育の現状の部分で、特別支援学

校に在籍する児童・生徒数が、平成２５年度から８８名減少していると。この理由について

ですが、１３ページの図表２１にございますように、県内の特別支援学級在籍児童・生徒数

が急激に伸びております。ということは、当然、特別支援学級に入る方が望ましいというふ

うなことで教育支援を受けてきたお子さんが、その数名が小中学校の特別支援学級に在籍

しているということもその理由の１つとして考えられるのではないかなと思っております。 
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（山越委員） 

 ありがとうございます。 

 

（事務局） 

 御質問が全部で１１個あったかと思います。 

 順番に見ていきますと、まず、１番目は、今、教育庁で答えたとおりです。２番目のとこ

ろですね。こちらは、まず聾者の採用、県の採用というところですけども、こちら、最初、

県の労政・能力開発課 小宮山の方に御質問いただいのですが、こちらの所管は人事課とい

うことになりますので、確認した上で、また別途回答を差し上げたいと思います。 

 あと、同じく２つ目のところで、民間だけではなくて公的部分の記載も載せて欲しいとい

う意見をいただきましたが、今回、この協議会で素案という形で示していますので、当然、

これは確定版ではありませんので、本日、皆様方からお伺いした意見というものを関係課で

協議した上で反映できる部分は反映していきたいと考えておりますので、公的部分につい

ては、検討させていただきたいなと思います。 

 ３番目の手話研修についても、こちらも確認した上で回答を差し上げたいというふうに

思います。 

 ４番目が、こちらも民間しかないと。５１ページのところです。新たに公的部分について

も、こちら記載はしたのですが、確かに委員がおっしゃるとおり、数的な部分は載せてござ

いませんでしたので、そこは先ほどの２つ目と併せて検討したいと思います。 

 すみません、５６ページのところですね、手話指導者の有無についても、必要だと、追加

して欲しいという御意見でしたので、こちらも計画に反映が可能かどうか、検討してみたい

と思います。 

 ６つ目ですね。１５ページのところですが、こちらのグラフですね。見せ方にもよります

が、これは身体と知的、精神というものを対比させているという表だったので、委員の要望

を反映するとすれば、またもう１つ表が必要になるのかなとは思いますが、そちらの方にも

ついて検討してみたいと思います。 

 ７番目の研修も併せて確認したいと思います。 

 ８番目が、窓口への手話通訳ができる職員の配置というところですが、県として、手話通

訳できる職員は、当課に１名配置しているわけですけども、委員の御指摘もありましたので、

現状ではその１名だけの対応ということになってきますが、今後については、また検討させ

ていただきたいというふうに思います。 

 あとは、１つ飛ばしまして１０番のところは、これは文言の修正ですので、委員の提案を

検討してみたいと思います。 

 １１番目もそうですね。こちらも言葉でしたので、次のパブリックコメントにかける場に

反映できるかどうか検討したいと思います。 

 ９番目のところもちょっと併せて後日、また確認した上で回答差し上げたいというふう
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に思います。 

 

（山越委員） 

 ありがとうございます。 

 設置通訳者、県内の設置通訳者について、例えば、アピオ、公共施設ありますよね。そこ

にも受付窓口は手話通訳者が実際にいないという状況です。県内の施設ですね、県の施設で

すが、手話が通じません。要約も筆談でもなかなかというところがありますので、県の施設

として出しているものに必ず１名、２名、手話通訳者を配置していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

（事務局） 

 そちらは参考にしたいと思います。 

 

（山越委員） 

 ありがとうございます。 

 

（議長） 

 よろしいですか。 

 他にありませんですか。 

 

（谷川委員） 

 青森県重症心身障害児（者）を守る会の谷川です。 

 資料の５ページ、７ページですが、身体障害者手帳の交付者数と知的障害児（者）の手帳

の交付者数が記載されておりますけども、重症心身障害児（者）というのは、知的も身体も

最重度の人たちを指します。是非、重症心身障害児（者）の数をこれにも載せて欲しい。前

回の時も要望して、今の時期に要望して３月に載せていただきました。そのことは、今回、

踏襲されていなくて、重症心身障害児（者）数の数がこれだと分かりません。 

 このデータは、非常に大事だと思います。というのは、私たちの子どもたちは、医療再生

計画において医師不足ということで、あすなろと青森病院等に分かれてしまいましたけど

も、その青森病院が、今、満床状態で、最終的には、どこかの施設にお願いしなければ駄目

な子どもたちです。今は在宅の人たちも多く、親たちも高齢にはなってきていますが、頑張

っていますけども、そういう施設が、安心して行ける施設が無い状態です。 

 今のところ、まだみたいというけども、必ずそういう時期がやってきます。今からそのた

めには人数を把握しておいて、県としてどのような対策をとっておかなければならないの

か。医師の確保もしておかなければならない。少しずつ、その辺を私たちも一緒になって声

をあげていく時にデータがなければ、私たちも言えないというか、なかなか今回だけでは、
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書いてなかなか承諾する人たちも全部では、ほんの少しなので、是非、この人数を、知的と

身体の手帳を併せ、とりあえずは併せ持った人たちですぐ分かると思います。それを載せて

欲しいと思います。 

 ただ、２つ取らなくて身体だけの手帳だけでいる方もいますから、もっと現実は多いと思

います。でも、やはりデータは必要だと思いますので、是非、そのような記載を、次回の素

案でない時には、そのような記載でよろしくお願いします。 

 そして、それを毎年度、毎年度というか、計画のたびに重症心身障害児（者）の数を必ず

載せていただけるようにお願いしたいと思います。 

 以上です。 

 

（議長） 

 事務局、よろしいですか、どうぞ。 

 

（事務局） 

 今、御意見をいただきましたので、データを確認した上で反映できるように検討したいと

思います。 

 

（議長） 

 他にありませんか。 

 

（小田垣委員） 

 視覚障害者の方から参りました小田垣です。 

 この時点でお話していいかどうか分かりませんけども、今日はどうしても３つほど言わ

なければならないことがありますので、場所的に合わないかもしれませんが、今、話させて

いただきます。 

 まず１つ、合理的配慮について。 

 これに関しまして、皆さんの資料が５０何ページという時に、最終的に何ページか分かり

ませんけども、私たちの資料は全然表が載っていないで１７０ページもあります。これを今、

渡されて、どうして皆さんと一緒に会議ができるかということをお考えいただきたいと思

います。 

 それと、公開と同じで書いてあることをベラベラ読む、それが会議ではないと、まずは思

います。 

 まず、理想を言えばキリもないのですけど。前もって皆さんに資料を渡して、よく吟味し

て、ここでは大体の概要をお話するだけで、あとは皆から質問を受けて、そうでなければい

つものことですが、意見を、というのが皆さんから十分出ていないような気がしますので、

まず、今のところ、合理的配慮では、私は１０分の１、それ以下かなと思っております。残
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念ながら非常に疎外感を感じております。 

 それから、これは青森市の問題でしたけども、その上にある県ということで、ここでお話

させていただきますけども。 

 前回の青森市の市議会選挙がありましたが、あの時に法律とかそういうものがあるかも

しれませんけども、全員の候補者の名前が点字化、あるいはＣＤ化されておりませんでした。

それは、私たちが選挙に来ないと思っているか。あるいは、選挙の投票権のある人間と思っ

ていないかという、それは差別にも通じることだと思います。 

 これからも県内でいろいろな選挙が行われますが、平等に誰でもいろんなことを知って

投票できるような、そういうことにはかっていただきたいと思います。 

 それからもう１つ、生活支援についてですが、最近、同行支援に関しまして、そういう作

業所が非常に、すみません、事業所が停滞しておりまして、時間の制限もされ始めました。

そして、従業員ですか、そういうヘルパーさんたちが資格を取らなければならない。そうす

ると、事業所は、事業所としてはお金を出せないから、自分のお金で行ってくださいという

ことになりまして、それはできませんと。お給料も少ないわけですから、それはできません

ということで、もうそこを辞めちゃう、事業所を閉じてしまうというようなことがあって、

全国的なことですけども、非常にそういうことが後退しておりますので、できれば市ばかり

に任せないで、県の方も補助するなどして、従業員の育成を図っていただかない限り、私た

ちの安心した生活は成り立たないと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上です。 

 

（議長） 

 大丈夫ですか。 

 

（事務局） 

 事務局からですけども、まず最初に御指摘いただいた、合理的配慮の件ですけども。こち

らについては、こちらの配慮が足りなかった点については、この場でお詫び申し上げたいと

思います。申し訳ありません。 

 この協議会については、今回で終わりではなくて次回もありますので、その時には、今、

委員から御指摘をいただいた点も踏まえた上で、その点について留意して進めていきたい

と考えております。 

 

 障害福祉課の小寺と申します。 

 私の方から、選挙の件につきまして、県の選挙管理委員会の方には、今の御発言をお伝え

し、次からの対応についてということで、こちらの方が依頼しておきたいと思います。 
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 事業者グループマネージャーの工藤と申します。 

 同行支援の事業所が停滞されているというお話でしたけども。御承知のとおり、中核市で

ある青森市と八戸市は、それぞれが指定しております。それ以外の市町村の事業所を指定し

ておりますけども、そこでも撤退といいますか、事業を廃止するというのは、なかなか件数

としてない。あるとしても、その廃止理由が利用者がいないという理由で県の方に届けられ

ています。 

 市の方にもそういう事例があるというのは、今、小田垣委員のお話でお聞きしましたので、

人を徹底してお話を聞いてみたいと思っております。 

 それから、ついでに、先ほど蒔苗委員の方から、グループホームの数についてですけども、

約１０３か所、県内で、青森市、八戸市も入れて１０３か所ございます。以上になります。 

 

（議長） 

 よろしいですか。 

 なければ、時間もありますので、本日、委員の皆様からいただいた意見の反映については、

計画案として取り込みたいと思います。 

 それでは、長時間にわたり御協力ありがとうございました。 

 これで、本日予定した議事は終了しましたので、事務局にお返しいたします。 

 

（司会） 

 山田会長、大変ありがとうございました。 

 最後になりますが、障害福祉課長 村上の方から閉会の挨拶を申し上げたいと思います。 

 

（村上課長） 

 障害福祉課長の村上と申します。 

 本日は、長時間にわたりまして、貴重な御意見をいただきまして大変ありがとうございま

す。 

 また、資料の不手際等につきましては、改めましてお詫び申し上げます。 

 今後はこうしたことがないように配慮していきたいと思います。 

 また、今年度中に第３次計画を改定するということで、本協議会については、今年度もう

１回ございます。２月の下旬頃の開催予定ということにしておりますけども、御協力方、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

 本日、いただいた皆様からの御意見につきましては、今後の障害者施策の参考とさせてい

ただきたいと考えております。 

 今後とも様々な形で御支援、御協力をお願い申し上げまして、私からの挨拶といたします。 

 本日は本当にありがとうございました。 
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（司会） 

 それでは、以上をもちまして本日の会議を終了いたします。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。 

 お帰りの際には、お忘れ物のないようお気を付けてお帰りください。 

 


