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令和４年度 第２回三沢市障がい者施策推進審議会 議事録 

 

日 時：令和４年１１月１０日（木）       

                午後２時３０分～午後３時０５分 

場 所：三沢市総合社会福祉センター 

 

出席者：９名 

大木委員、福井委員、吉田（實）委員、吉田（博）委員、 

村田（倫）、委員、園委員、河村委員、坂下委員、竹内委員 

欠席者：４名 

村田（典）委員、成田（健）委員、林委員、松江委員 

手話通訳：２名（中川原様、奥口様） 

その他：株式会社サーベイリサーチセンター２名（橋本様、北澤様） 

事務局：４名（篠田部長、堀課長、熊野補佐、細田補佐） 

                                  

１ 開 会（挨拶：大木会長） 

この度はアンケート調査をしていただいて、作業していただいた皆様のご意

見と、私もいろいろ意見させていただいた。 

今日はそのアンケートの実施状況を踏まえて、皆様にご意見をいただくとい

うことで本日の審議会を進めさせていただきたい。 

私もアンケートに関しまして思いもございますし、皆様とたくさん意見交換

をさせていただきたい。 

                                  

２ 議 事（議長：大木会長） 

事務局説明 

⑴ 意識調査（アンケート）の実施について 

① アンケート調査の実施状況（発送や回収状況）について（事務局：細田） 

・前回の審議会終了後に委員の皆様からお寄せいただいたご意見につきまして

も、事務局においてそれらを取りまとめ、精査した後、大木会長にも確認を取ら

せていただきアンケート票の内容を確定。 
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・１０月１日に一斉にアンケート票を発送し、回答期限を１０月２４日までとし

て意識調査を実施。 

（資料５－２を用いて説明） 

・前回の審議会で、計画の対象となる障がいをお持ちの方のうち、手帳をお持ち

でない方がこの調査の当事者から漏れるのではないかという指摘を受けたが、

会議資料の内容と事務局の説明に齟齬があり、事務局において再度整理した結

果、今回のアンケート調査では身体、知的、精神の手帳所持者と、手帳を所持し

ていないものの、精神の自立支援医療費助成の制度を利用されている方を障が

い者の区分に加えることとした。 

・手帳をお持ちではない難病の方々についてこのアンケートでは明確な対象者

として含まれてこないという指摘については、難病患者の方々の回答状況を踏

まえた上で今回の調査とは別に調査を実施する必要があるかどうか検討してい

く。 

・１８歳未満の児童の通所サービスを利用している児童の方々で手帳をお持ち

でない方については、来年度計画に反映させていくための調査を実施し、実施す

る方向で検討していく。 

・これらの調査項目や具体的な調査方法に関しては、今後検討。 

・高齢の方はアンケートの回答が難しい方が多いであろうという理由により、調

査対象の年齢を１８歳以上８５歳未満とした。 

・市内障がい福祉サービス事業所職員の区分については特に変更はない。 

・市内企業の区分は当初、市内の企業として市内の誘致企業１８社及び三沢市商

工会に登録している事業所約９００社の中から５００社を抽出する予定として

いたが、三沢市商工会より宛名のリストをご提供いただき、抽出作業を行ったと

ころ、障がい者を雇用する規模に達していない、あるいは個人で経営しているな

どの小規模経営の事業所が多くあることがわかり、それらを除いて行った結果、

当初予定していた５００社に達しなかったため、前回と同様の４００社とした。 

・調査票のページ数は、全ての調査で設問数が増えている。 

・調査項目は、軽微なものを含めると、ほぼ全てにわたって修正を行っているの

で、主な箇所について太字にして示している。 

（参考資料を用いて説明） 
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・送付した調査区分ごとに詳細な人数の内訳などについて説明。 

・障がい者手帳所持者１，０００名の内訳は、それぞれの障がいの区分ごとの人

数に対して抽出割合が同じになるように計算した。 

（別紙１） 

・身体障がい者手帳の所持者は、１級から６級までの等級ごと、障がいの種類ご

とに人数を割り出し合計で５７６名の方に送付。 

（別紙２） 

・療育手帳 （愛護手帳）の所持者は、 Ａ、Ｂの区分ごと、年齢、男女ごとに割

合を計算し、合計で１４７名の方に送付。 

（別紙３） 

・精神保健福祉手帳は、１級から３級までの等級ごと、年齢、男女ごとに割合を

計算し、入院中の方はリストから除いた上で、合計１５５名の方に送付。 

（別紙４） 

・手帳所持をしていない自立支援医療費助成制度（精神通院）の利用者の方々は、

年齢、男女別に割合を計算し、１２２名の方々に送付。 

（別紙５） 

・参考資料の⑵ 一般市民の方々の抽出条件は、対象者は１世帯から１人とし、

障がい者手帳の所持者と外国籍の方、施設入所者８５歳以上の方を除いた。 

・年齢区分ごとの回収数が人口の年齢別構成比と同じような比率になるよう想

定回収率を考慮し、発送数を決定。 

・参考資料の⑶ 市内障がい福祉サービスの事業所職員１００名は、市内の３４

事業所に対し、各事業所の従業員数の割合に応じ計１００通を配布。 

・参考資料の⑷、市内企業４００社は、三沢市商工会から提供していただいた宛

名リストより４００事業所を抽出し、送付。回収状況については次の通り。 

⑴ 障がい者の回収率 ５３．１％ 

⑵ 一般市民の回収率 ５０. ７％ 

⑶ 福祉事業所の職員の回収率 ８０％ 

⑷ 一般事業所の回収率 ５６. ５％ 

・一般事業所以外は前回の回収率よりもそれぞれ１０ポイント程度高いパーセ

ンテージとなっている状況。 
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・回答いただいたアンケート票は、本日到着した分までを含めてサーベイリサー

チセンターにより集計していただいている。アンケート調査の概要は以上。 

                                                                  

② アンケートの加筆修正点などについて（資料６参照） 

・大きく分けると字句や票現に関する事項、差別に関する事項、虐待に関する事

項、防災対策に関する事項について、それぞれ反映した。 

・障がい当事者の設問について（資料１参照） 

※資料の７－１及び７－２については、必要に応じてご覧いただく。 

・それぞれのアンケート票の設問について主な変更点について 

・問１５および問１６：住まいの状況について、場所ではなく暮らし方を問うよ

うな言い回しに修正。 

・５ページから６ページには、主に選択肢を加筆。 

・５ページの問１７には新たな選択肢として９番目、１０番目、１２番目の選択

肢を加筆。 

・日中の活動について聞く問１８は一般市民と共通の設問。 

・６ページ目、問２１の外出の際の困り事については新たな選択肢として「７、

周りの人からの配慮や手助けがない。」「他人とのやり取りが難しい」、そして選

択肢の１０に「医療的ケア」の文言を加筆。こちらも一般市民のアンケート票に

同様の設問があり、対比するものとなっている。 

・問２２の平日日中の過ごし方は、１２まであった選択肢の統合を行い、８つの

選択肢に整理。 

・７ページの「６、障がい児福祉、保育、教育について」の区分にある設問は、

問２７の選択肢中から大学、短大、専門学校の選択肢を削り、１８歳未満及び１

８歳に達した高校３年生の方に対する質問として、対象者を明確にした。 

・８ページは、「７、障がいのある方の社会参画についてお聞きします」として、

新たに問３０の設問とそれを受けて、９ページの問３１で質問を加筆。 

・９ページから１０ページでは、「８、あなたの相談相手についてお聞きします」

として、問３３の設問と問３４の設問を新たに加えた。 

・問３３には、前回のアンケート票の問３６、「あなたは障がいのことや福祉や

サービスなどに関する情報をどこから知ることが多いですか」、という設問をリ
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ニューアルしたものだが、問３４については障がい者情報アクセシビリティ・コ

ミュニケーション施策推進法を踏まえ、選択肢中にパソコン、タブレットの使い

方についてやホームページのソフトに関することなどを入れた。 

・１１ページから１５ページまではサービスの種類について障がい者と障がい

児と並び順を並び替えて整理したが、内容に変更はない。 

・１６ページでは障がいのある方の権利擁護についての設問として、問３６及び

問の３７では一般市民と福祉事業者とで共通の設問を、問３８では障がい者差

別解消法について、問３９では令和２年に制定された「三沢市障がいのある人も

ない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例」について、１７ページでは、問

４０として令和３年に制定施行された「三沢市手話言語条例」の認知度について

新たに設問を設けた。これらの設問は、一般市民と一般事業所にも同様に設けて

いる。 

・１７ページの下段から１８ページにかけて、障がい当事者の方のアンケート票

で特に伺いたいと考えていたものとして、災がい時の避難などについて伺う設

問を５つ、新たに設けた。 

                                    

・一般市民の設問について（資料２参照） 

・１ページから３ページの設問中では、問６および問７が障がい当事者用の設問

と同じ内容となっている。 

・４ページでは新たに２つ、問８として「三沢市のバリアフリーマスタープラン」

および「バリアフリーマップの作成」についての認知度を、問９では三沢市が障

がいのある方もない方も、誰にでも優しいバリアフリーの街だと思うかどうか

について設問を加筆。いずれも三沢市の取組みの認知度をお聞きするもの。 

・４ページの下段の「３、障がいのある方との関わりについて」の設問では、問

１０障がい者との交流経験を問う設問の選択肢に「障がいのある方が友人や知

人にいて、普段から交流している」というものを加筆。 

・５ページから６ページにかけては特に大きな修正はなし。 

・７ページでは、新たに問１７として障がいのある方の社会参加に必要なことに

ついての設問を加え、障がい当事者の設問の３１と対比させる。 

・８ページから１０ページにかけては、障がいのある方の権利擁護についてを問
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うものとして条例などの認知度を問う設問が３つ、差別や偏見について問う設

問が３つ、虐待に関する設問が３つ、計９つの設問を新たに設けた。 

・９ページの問２３と２４については同様の設問を福祉事業所のアンケート票

でも設けており、対比させる。 

・１０ページの問２７から２９までの虐待に関する設問は、一般事業者のアンケ

ート票でも同様の設問を設けている。 

・一般市民用の設問については２６問であったものを７問削り、新たに１２問加

え、全部で３１問となり、５問の増加となっている。 

                                     

・福祉事業所職員の設問について（資料３参照） 

・１ページ目の問３は前回の問３、事業所の所在地区を問う設問を見直し、新た

に事業所のサービス種別を問うものとした。 

・２ページから３ページにかけては、地域の課題に係る区分における設問につい

て大幅にリニューアルし、問１１を除く問６から問１３までが新しい設問とな

っている。 

・問６から問１０までは福祉で働く方から見た、障がい福祉を取り巻く環境の変

化や改善状況を問うものに変更。 

・３ページの問１２や問１３は、差別解消に係る取り組みの必要性などを知るた

め一般市民と共通の設問となっている。 

・４ページから６ページまで、事業所での仕事についての区分に関わる設問も、

問いの１７、２０、２１以外は新たな設問を５つ加えており、問１４から１７ま

では今後のサービスの動向を知る上で必要と思われる内容。問１８、そして１９

は差別の解消や虐待防止の取り組みについての内容を盛り込んだ。 

・福祉事業所用のものは１３問であったところ５問を削り、新たに１３問を加え

たため、最終的には２１問となった。 

                                    

・一般事業者の設問について（資料４参照） 

・こちらは他のアンケート票に比べると、修正箇所はほとんどないが、他のアン

ケート票と合わせる形で６ページに問１７から１９として、虐待について問う

設問を入れている。 
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・７ページには問２１から２３まで条例などの認知度を問う設問を新たに加え

た。 

・問２０は、前回の問１７、障がいのある人への社内の対応の取り組みという設

問を見直し、障がいのある方への合理的配慮の取り組みとして、問い方を改めた。 

・以上、一般事業者用については、１８問であったところ１問を削り、７問を加

えているので、最終的には２４問となった。 

                                    

【質疑応答】 

（吉田實委員） 

回収が以前に比べると増えている。なぜか。その要因は？ 

（事務局：堀課長） 

アンケート対象者へお礼状兼督促状ということで早めにアンケートの記入送

付をお願いする葉書をお送りした。その効果もあって、忘れずにアンケート票を

出していただいた方もいるものと考えている。 

あともう一つは、これは全く私の推測であるが、今年度政策調整課で三沢市の

総合振興計画に関する市民意識調査を実施しているが、そちらの方も同様に回

収率が以前より上がってきているという結果となっている。そのことも併せて

考えると、市民のまちづくりや市政に対する意識が高まってきているのではな

いかと私個人としては受けとめている。 

                                    

（大木会長） 

そのお礼状プラス督促状をお送りするのは、前回のアンケート時には送られ

なかったが、今回送ったから１０ポイントも上がったということなのか？ 

前回もおそらく出していると思うが、多分そういう意味では、条件としては同

じとなってしまうが。 

だとしたら、その葉書だけのせいではないということになると、やっぱりその

市民の方々の意識が上がってきているということで、喜ばしい傾向と考えられ

る。 

                                    

（事務局：堀課長） 
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・三沢市においては、オリンピック・パラリンピック東京大会があって、共生社

会に関する取り組みや、今説明にもあった通り、共生のまちづくりに関する条例

や手話言語条例を策定して様々な取り組みを実施してきているので、そういう

取り組みを通じて、市民の方々の障がい者福祉や社会参加に対する考え方とか、

三沢市だけではなく、やはり今、共生社会に関するいろんな新聞やテレビなどメ

ディアを通じて目にする機会も増えてきているので、そういう意味で意識が高

まってきた結果ではないかと思っている。 

                                    

（議長：大木会長） 

・虐待に関する事項であるが、資料６の対応状況資料の２ページ目、虐待する事

項の当事者もアンケートに入れていただきたいというのが、今回は私、一番、チ

ャレンジの気持ちもあって、意見させていただいて。ただ、これは多分入れては

いただけないだろうなって。決してすごくこだわっているわけではないのが、多

分ちょっと難しいだろうなと思いつつ出させていただいた。 

・今回入れない理由も挙げていただいて、子供のこともあるし、代筆となった場

合、その意見も正確さが危ぶまれるということも確かにこれは納得できること

であったので承知したのだが。 

・ただ、私大学で教えており、気づいたことがあったが、青森県が発行している

障がい者虐待のパンフレットが置いてあった。障がいのある人がわかるように

ルビも振ってあった。窓口はこちらとか、電話番号とか、窓口の説明が書いてあ

ったが、将来的な見通しとして、その当事者の方に虐待のとき、もし自分がそう

虐待を受けたらどうするのかっていうような等々アンケートに入れていただけ

るといいかなと思った。 

・今後どういうふうにご検討いただけるか、少しでもお考えをお聞かせいただけ

れば嬉しい。 

（事務局：堀課長） 

・障がい者虐待の相談窓口については、三沢市の場合は現在、障がい福祉課と障

がい者相談センターのボイスで対応している。 

・相談窓口を設置した当時はおそらく、その周知のための資料を市内各所に、あ

るいは市民を対象に配布をするなどして周知はしてきているかと思う。 
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・ただ、かなり年数もたっており、またどのような当事者の行為や内容が虐待に

当たるかということになると、それを具体的に細かく説明した内容を市が独自

に周知しているということは、最近ではないと思う。 

・改めてこのアンケートとは別の機会に、障がい者虐待に関する内容あるいは相

談、相談窓口について周知するような方法を考えたい。 

                                     

（竹内委員） 

・参考資料の調査の回収状況の人数は、３３２名ではなく５７２名である。（数

字誤り） 

・参考資料別紙１の障がい種類は、「平均機能」ではなく、「平衡機能」である。

（誤字） 

                                     

（事務局：堀課長） 

・補足をさせていただく。 

・今回４種類のアンケートを作成するにあたっては、新しく法律や条例ができた

り、あるいは障がい者を取り巻く環境が様々変化してきたので、それらを捉えて

新たな設問をかなり多く加えた。 

・それぞれの対象者、障がい者、一般市民、福祉事業所の職員の方、あるいは一

般事業者の方、それぞれ、例えばその共通する設問を設けることによってそれぞ

れ対比させる。 

・例えば障がい者の方が抱いている考え方と一般の市民の方の意識が違ってい

たりした場合にはそれらを比較することによって、やはりまだまだ障がい者に

対する思いが足りないのではないかということも、このアンケートを通じて見

えてくればいいんじゃないかなということで、共通する設問をいくつか設定し

ている。 

・あと、三沢市が新しく制定した共生のまちづくり条例とか手話言語条例につい

ても、その都度広報はしているが、おそらくまだまだ市民の方々には知られてい

ないのではないかという心配もあったので、このアンケートを通じてこういう

条例があるということを知っていただく機会にもしたいということで、そうい

う設問を加えている。 
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・今後そういうこちらの意図を、アンケート結果の集計とか、分析を行って、最

終的には報告書できちんと見えるような形で次回皆様にお示しできればと考え

ている。 

                                     

⑵ 今後のスケジュールについて（事務局：細田課長補佐） 

（資料８参照） 

・回収したアンケート票は１２月までにアンケート票のアンケート結果の入力

集計をした後、２月頃までに調査結果分析の報告書の案を作成する予定。 

・３回目の審議会は、２月中に開催し、アンケートの結果について報告させてい

ただき、その後３月には最終報告書の完成という流れ。 

・令和５年度には児童などの方々に対する追加調査を実施しながら集計に加え

た後、サービスの利用者数などの各種実績値の収集と今後の推計を実施する。 

それらの結果と国や県の計画の動向も踏まえながら、作成した素案を皆さんに

審議していただき、パブリックコメントの募集後、再び皆さんに審議をしていた

だいた後に正式に策定されるという流れを予定している。 

                                    

（園委員） 

・各分野別のアンケート調査票に差別解消とか手話言語条例とかいろんな条例

のことを共通で載せていただいたのはすごくいい取り組みである。ただ、もう一

つ踏み込んでいただきたい。例えば手話言語条例を制定しました、その具体的な

取り組みって何だったんだろうとか、あるいは差別解消法でこんな取り組みを

しているが、皆さんはこの取り組みについて知ってるかとか、どうお考えかとか。 

・これから例えばそういったことで取り組んでほしいこととかあるか？という

設問も必要なのではないか。これからの課題というか。考えていただいて検討し

ていただければと感じた。 

                                    

（事務局：細田） 

・当初、盛り込んだところ、大変なページ数になってしまい削らせていただいた

経緯がある。 

・今後に関しては、そういったものを含められるような形で考えていきながら、



11 

 

また別な形でも、皆さんからそういったご意見をいただけるような状況を作れ

るようにしていきたいと思うので、しっかりと踏まえさせていただきたい。 

                                     

３ 閉 会（事務局：堀課長） 

・次回の審議会は２月下旬を予定。 

・これをもって、令和４年度第２回三沢市障がい者施策推進審議会を閉会。 

                                    

                        


