
１．パブリックコメントの期間　　平成３０年１２月１４日～平成３１年１月１５日

２．意見件数　　　１２件

３．意見への対応区分の内容

対応区分 件数

A 案に反映させるもの 3
案に既に盛り込まれているもの、

案の考え方や姿勢に合致し、今後、作成・遂行の中で反映させていくもの。

C 今後検討していくもの。 2
D 反映が困難なもの。 2
E その他 5

合計 12

４．提出されたご意見の要旨及び県の考え方

第１章　計画策定の趣旨等

　３．基本的視点

　（１）障害者の自己決定の尊重及び意思決定の支援　 本文２頁

NO 対応区分 件数

　（４）社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上 本文３頁

NO 対応区分 件数

1

1

　障害者のトイレに大人サイズのベッドを増やしてください。

　障害者用のトイレにオムツ替えのベビーベッドはたくさん
ありますが、障害者の大人サイズのベッドはほどんどなく、
オムツ替えの場所を探すのに苦労しています。

　バリアフリーの徹底した長崎になれば、どんな障害のある
人も観光に来やすく優しい街になると思います。

　そして、子育てマップやアプリがあるように、障害者用のト
イレマップやアプリを作って欲しいです。

　建築物のバリアフリー化については、福祉のま
ちづくり条例に基づく整備基準への適合等により
推進しているところですが、ご意見のあった大人
サイズのベットの整備については、現在、整備基
準に盛り込まれておりません。

　トイレの整備については、それぞれの建築物の
所有者の判断もあり、ご意見にある大人サイズ
のベットを導入するには建物の構造や費用面の
問題で整備が難しいところがあるとは思います
が、今後、本県の福祉のまちづくりを協議する長
崎県福祉のまちづくり推進協議会においてご意
見を紹介し、どのような対応が可能かを検討して
まいります。

　また、障害者用トイレに係る情報発信について
は、ご意見を踏まえて検討してまいります。

2

意見の要旨 意見に対する考え方

　ご意見のとおり修正いたします。

　　「長崎県障害者基本計画（第４次）」素案に対するパブリックコメントへの対応一覧

対応内容

1

意見の要旨 意見に対する考え方

B 0

A
「障害のある人を施索の客体ではなく」の「施索」を「施策」
に修正

Ｃ

1



第３章　分野別施策の基本的方向

　１．生活支援の推進 本文１１頁～

NO 対応区分 件数

　（４）障害のある子どもに対する支援の充実

　　⑨医療的ケア児の地域での受入れの推進 本文１４頁

NO 対応区分 件数意見の要旨 意見に対する考え方

・県の審議会や委員等へ現在参加されている障
害のある方もいらっしゃいます。公募委員の募集
など、障害のある方も参画できる機会をこれから
も設けていきたいと考えております。

・年金や手当の充実につきましては、国が年金
保険料等の財源や物価の上昇等障害者の生活
状況等を踏まえ、決定しているところです。

・本文１６頁の２（１）②、③に記載のとおり医療費
の助成に取り組んでまいります。

・本文３６頁の８（１）①に記載のとおり、「障害の
ある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり
条例」の周知を図り障害のある方への理解や差
別のない社会作りに取り組んでいきます。

・施設入所者の地域生活への移行については、
グループホームの整備促進や地域での暮らしを
サポートする訪問系や日中活動系のサービスの
確保、各種ニーズに対応するための相談支援体
制の構築などに取組んでいるところです。また、
障害者の重度化・高齢化や「親なき後」を見据
え、地域で安心して暮らしていくために必要とさ
れる様々な支援機能（相談・体験の場・緊急時対
応・専門性・地域の体制づくり）をもった地域生活
支援拠点等の整備推進にも取り組んでいます。

3

4

　「医療的ケア児等コーディネーター」は医療的
ケア児等の支援を総合調整するため、主に相談
支援専門員、訪問看護師等の職種を想定してい
ます。このコーディネーターには、専門的な知識
と経験に基づいて支援に関わる関係機関との連
携（多職種連携）をはかり、とりわけ本人の健康
を維持しつつ、生活の場に多職種が包括的に関
わり続けることのできる生活支援システム構築
のためのキーパーソンとしての役割が求められ
ています。

　医療的ケア児の受け入れ事業所の拡大は県と
しても大きな課題と認識しており、重症心身障害
児の受入れを目指す障害児支援事業所につい
ては、施設整備補助金の優先採択の一つに位
置づけるとともに、各市町（圏域）において、医療
的ケア児とその家族を地域で支えるようにするた
め、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の支援
に関わる行政機関や事業所等の担当者が一同
に会し、地域の課題や対応策について、意見交
換や情報共有を図る協議の場の設置を進めて
います。

意見の要旨 意見に対する考え方

・県の審議会や委員等への障害者の参画

・年金や手当の充実（社会保障）

・通院・治療のための医療費の助成

・社会的弱者への理解と差別の無い社会作り

・障害者は施設に行くという思い違いや地域で一人で住む
という社会作り

1Ｅ

Ｅ

　コーディネーターの役割がよくわかりません。

　医療的ケア児を受け入れるデイサービスやショートステ
イ、児童発達支援センター、保育園などは非常に少ないで
す。
　医療的ケア児の受け入れ体制（事業所）を増やす働きを
行ってくのでしょうか。

　医療的ケア児の生活は、医療・福祉・教育・保健などの総
合的な支援がなければ難しいです。しかし、相談窓口はな
くどこに何を相談すればいいのかわからず困惑します。ま
た、問題解決にむけて当事者が動こうと思っても、医療・福
祉・教育などの各機関をとりまとめて解決してくれる人がい
ません。

1

2



　　　⑦乳幼児期における障害のある子どもの支援環境の整備

　　　⑧保育所等における障害のある子どもの受入れの推進

　　　⑨医療的ケア児の地域での受入れの推進 本文１４頁

NO 対応区分 件数

　２．保健・医療の推進

　（１）保健・医療の充実等

　　　④小児慢性特定疾病治療研究事業の実施 本文１６頁

NO 対応区分 件数

　（３）人材の育成・確保 本文１８頁

NO 対応区分 件数

意見に対する考え方

意見に対する考え方

6

意見の要旨

5 Ｃ

Ｄ

　人材の確保についてはここ数年各医療機関等において
課題となっているのではないかと思います。４頁６（４）にあ
るボランティア等の推進も重要と思っていますが、県として
再考が可能であればお願いしたいです。

1

　障害者基本計画においてボランティア活動の
推進は重要です。また、医療人材不足への対応
としての病院ボランティアについても有効な手段
だと考えますが、医療の現場では、職員に専門
的な知識と技術が求められることから、医療の安
全性に十分配慮をして、管理者の判断で導入さ
れているものです。

　県の政策としては、看護職員等有資格者の人
材確保を進める必要があり、今後とも必要な人
材確保に努めたいと考えています。
　Ｐ１８の２（３）人材育成・確保では、上記の内容
が分かり難かったため表現を修正します。

 　県及び市町（圏域）において、医療的ケア児と
その家族を地域で支えるようにするため、保健・
医療・障害福祉・保育・教育等の支援に関わる行
政機関や事業所等の担当者が一同に会し、地
域の課題や対応策について、意見交換や情報
共有を図る協議の場の設置を進めているところ
です。

　加えて、医療的ケア児を保育所等で円滑に受
け入れるためには、たんの吸引等の医療行為を
行う看護師・保育士等の配置や地域の医療機
関・訪問看護ステーションなどのバックアップが
必要となります。医療的ケア児の受入れ可能な
保育所等の拡大を図るため、たんの吸引等研修
の周知啓発を図るとともに、国のモデル事業の
活用により、市町における医療的ケア児の受入
れ体制を整備してまいります。

　認定を更新する度に、医師の診断書が必要ですが、診断
書の費用が高いので負担です。医療ケア児を抱えて働け
ないのに、診断書の費用を何とかしてほしいです。

1

　小児慢性特定疾病医療治療研究事業は小児
慢性特定疾病にかかっている児童等であって、
当該疾病の程度が一定度以上である者の保護
者に対し、申請に基づき、医療に要する費用（小
児慢性特定疾病医療費）を支給するものです。
また、受給者証の有効期限が１年となっており毎
年更新が必要です。

　申請書類の医療診断書につきましては、厚生
労働省の通知により、補助の対象外であり、また
金額についての定めはなく、各医療機関で設定
できるようになっているため、県として費用を調
整することは難しいと考えております。

1

意見の要旨

意見の要旨 意見に対する考え方

7

　医療ケア児は、24時間の見守りと医療ケアが必要です。

　幼稚園入園に際し、行政では個々の幼稚園の受け入れ
に対応してないから、自分で一軒一軒尋ねるように言われ
ました。

　入園後も毎日登降園に付き添い、園で待機し、医療ケア
を行いました。

　行政が、医療ケア児や障害児の入園などにもっと積極的
に組織化された体制で臨んで欲しいと思います。

A

3



　（５）障害の原因となる疾病等の予防・治療

　　③医療的ケアが必要な在宅小児等の支援 本文２０頁

　　（　１（５）①福祉サービスに対する苦情等の解決　→　本文１４ページ）

NO 対応区分 件数

　　③医療的ケアが必要な在宅小児等の支援 本文２０頁

NO 対応区分 件数

NO 対応区分 件数 意見に対する考え方

Ｄ

【提案（通学支援を設けてほしい）】

・看護師もしくは医療的ケアができるヘルパーの学校同行
（例えば呼吸器をつけている子供の学校行事参加、授業参
加）

・看護師もしくは医療的ケアができるヘルパーの通学バス
又は自家用車への同乗（普段から利用しているヘルパー）

・バスを利用できるようになった際は、自宅からバス停まで
の支援をヘルパー介助で認める。（特例でもよい。仕事や
体調不良時など）

・大型バスの小型化。帰りの大型バスの利用は３．４人と少
数。ほとんどが保護者かデイサービスがお迎えに来ている
ため利用者がおらずコストの無駄である朝も小型化し、分
かれての運行で通学の時間削減・母も子も体力的軽減に
よって一日でも多く学校に通えるようになります。
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意見の要旨

1

意見の要旨

意見に対する考え方

1

意見の要旨

　　医療的ケアが必要な在宅小児等の生活は、
ご家族の多大なご負担に支えられており、ご家
族の負担軽減を含めた支援の充実を図ることが
重要であると認識しております。

　現在、県及び市町（圏域）において、医療的ケ
ア児とその家族を地域で支えるため、保健・医
療・障害福祉・保育・教育等の支援に関わる行政
機関や事業所等の担当者が一同に会し、地域
の課題や対応策について、意見交換や情報共
有を図る協議の場の設置を進めているところで
す。

　「移動支援」を含めた福祉サービスの利用や行
政窓口での対応のあり方なども、県が設置する
協議の場において検討するとともに、市町が設
置する協議の場においても、検討をいただくよう
に市町に働きかけてまいります。
　
　また、県では医療と福祉の連携のもと、多職種
による医ケア児の支援にあたるうえで、その中心
となるコーディネーターの育成事業を実施してお
ります。研修を受講した各コーディネーターが中
心となって、緊急時の対応を含め、より充実した
支援プランづくりがなされるように取り組んでまい
ります。

10

　通学支援につきましては、各市町が利用者の
ニーズや地域の実情に応じて、柔軟に対応する
地域生活支援事業の中で対応することとなって
おりますが、関係機関等から同様の要望を賜っ
ておりますので、ご意見があったことを各市町に
お伝えいたします。

　バスの小型化等についてのご意見ですが、ス
クールバス等貸切バスの運賃計算においては、
国によって一定のルールが定められておりま
す。例えば、車庫～目的地まで片道２０ｋｍを大
型バスを往復利用して運行する場合、年間約９０
０万円かかります。これを、往路大型バス、復路
小型バスで運行した場合には、約１５０万円のコ
スト増、往復小型バス２台の場合では、往復大
型バス１台の場合より約４００万円のコスト増とな
ります。

　また、子どもの住所地によっては小型バス２台
の運行では対応できないこともあります。
　県としては保護者のニーズや学校の意見を踏
まえ、コストも勘案しながら可能な限り適切な対
応となるように努めております。

意見に対する考え方

9 A

　「周産期母子医療センターの長期入院児が・・・」とありま
すが在宅医療を必要としている小児は周産期母子医療セ
ンターでの入院をした子どもだけではありません。後天的な
病気や進行性の病気等により医療的ケアが必要となってく
る子どももいます。どのような子にも十分な在宅医療が受
けられるような内容を求めます。
　「在宅医療体制」とは具体的にはどのようなものが含まれ
るのでしょうか。

1

　「周産期母子医療センターを退院後、引き続き
医療的ケアを必要とする小児などが、可能な限
り地域で療育・療養するために、医療的ケアが必
要な小児に対する在宅医療体制を整備します。」
に修正いたします。

　なお、在宅医療体制は、医療と福祉サービス等
と相互に補完しながら患者の日常生活を支える
医療体制ですが、本県では、周産期母子医療セ
ンターと医療型障害児入所施設が連携し、医療
と生活の両面から支える多職種の「仲間」づくり
も実施しています。

Ｅ

　生後直後からでも、介助ヘルパーや移動支援が利用でき
るようにして欲しいです。手帳の申請をしても、冷たくあしら
われ、すぐには取得出来ず、子供を抱っこして、機械だけで
5kg以上もある医療器具を抱え、酸素ボンベも持って1人で
通院しなくてはならず、バスにも乗れず、交通費支援もな
く、本当に大変でした。

　行政は、相談の度に何も出来ませんとしか言われませ
ん、もっと真剣に当該者の身になって対応するべきです。

　改善策の提案ですが、市などの福祉窓口の係に異動しな
い各専門員を配置して、手続きのスムーズ化と知識の向上
を図るのが良いと思います。

　申請しなければ福祉サービスは受けられませんが、聞か
れたことだけに対応するのではなく、率先して福祉サービス
の提案や申請への進め方などを提示すべきです。他関連
部門との情報の共有や連携が、ほとんど感じられません。

　また、一人親家庭で、医療ケア児や障害児をみるケース
は本当に大変です。

　長崎市内には、医療ケア児を預かってくれるところもなく、
親が倒れるとどうにもならなくなります。24時間態勢で子供
を見てくれる体制が必要です。

4



　３．教育、文化芸術活動・スポーツ等の振興

　（１）インクルーシブ教育システム（障害のある子どももない子どもも共に学ぶ仕組）の構築

　　　①特別支援学校訪問教育の充実 本文２１頁

NO 対応区分 件数

附表２

⑨今後利用したいサービス 付表２　９頁

NO 対応区分 件数

12

　医療的ケアが必要な児童生徒が在籍している
特別支援学校には全て看護師を配置していま
す。また、小・中学校においても、看護師が配置
されている市町もあります。なお、特別支援学校
のスクールバスは、医療的ケア児を対象としてい
ないわけではありません。しかし、スクールバス
内での医療的ケアの実施については、バスの揺
れの中で痰の吸引等の行為ができるのかなど、
安全面の確保について慎重にならざるをえず、
解決すべき課題が多いため、現時点での実施は
考えておりません。

　また、通学時の支援につきましては、各市町が
利用者のニーズや地域の実情に応じて、柔軟に
対応する地域生活支援事業の中で対応すること
となっておりますが、関係機関等から同様の要
望を賜っておりますので、ご意見があったことを
各市町にお伝えいたします。

11 Ｅ

　重度障害のため訪問校育が必要な児童もいらっしゃると
思いますが、重度障害があっても通学できる支援体制を整
えることで学校で学ぶことができる児童もいます。
　それがインクルーシブ教育につながるのではないのでしょ
うか。

　特に、医療的ケア児は、スクールバスにも乗れず、保護
者が毎日学校への送迎をしなければなりません。しかし、
車内では運転しながらの吸引、夜間のケアで毎日寝不足
状態など保護者の負担は大きいです。医療的ケア児が通
学できる学校は限られており、自宅から学校までの距離が
遠い児童もいます。このような状況のため訪問教育を選択
せざるを得ない場合もあります。医療的ケアが必要でも、
地域の学校や特別支援学校に通えるように看護師の配置
や通学時の支援（医療的ケア児が乗れるバスや福祉タク
シー、ヘルパーや看護師の同行など）を実現させて下さい。
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意見に対する考え方

E

　障害者の方々に対しては、バスや鉄道などの
公共交通機関において、各交通事業者独自の
割引サービスを実施されているほか、各市町に
おいても、福祉タクシーの回数券を交付するなど
のサービスを実施されているところであり、県とし
て交通費の助成は予定しておりません。

　アンケート調査結果８頁「⑨今後利用したいサービス」に
ついて、障がいの種別を問わず「バス等の交通費の助成」
を希望する回答が多くなっています。長崎県障害者基本計
画（第４次）の中に交通費助成に関する記載はありません
が、県の計画として取り組まれることはないのでしょうか。

1

5


