
 

１．パブリックコメント意見等を踏まえた修正箇所 

 項目名 変更の内容 掲載頁 

１ 全体のフォント 文字が見やすくなるように、ＵＤ（ユニバーサルフォン

ト）に変更しました。 

全体 

２ 表紙・裏表紙 NPO 法人アートコネクト静岡より障がいのある人の作

品をご提供いただきました。 

 

3 市長挨拶文 新規追加しました。  

４ 国の動向 パブコメ意見を反映し、障害者権利条約に至るまでの流

れと、批准後の流れがわかりやすいように矢印と文章を

追加しました。 

２～３ 

５ 第 2 章１障害者手帳交

付者数等の状況 

統計データと分析を追加しました。懇話会意見を踏まえ、

（７）の難病に関する情報に、年齢別、種類別のデータを

追加、（９）障がい児の状況（10）医療的ケアを必要とす

る人の状況を新設しました。 

６～ 

6 

 

１ 計画の全体図 「静岡市ならではの取組」について、パブコメ意見を踏ま

え、①レイアウトを見やすくしました。②ポイント２に

「母子療育」を追記しました。 

18～ 

7 

 

４ ＳＤＧｓの推進 ①パブコメ意見を踏まえ、「誰一人取り残さない」という

ＳＤＧｓの考えと、本計画の基本理念、基本目標の繋がり

を明示しました。 

②ＳＤＧｓにルビをふりました。 

22 

8 

 

５ 生涯活躍のまち静

岡（ＣＣＲＣ）の推進 

懇話会意見を踏まえ、①駿河共生地区の図に児童発達支

援センターもも、生活介護ぴぃーすを追記しました。②Ｓ

ＤＧｓとの違いをわかりやすくするため、掲載場所をＳ

ＤＧｓの項目の後に位置付けました。 

23 

9 成果目標２(4)精神科病

床における 1 年以上長

期入院者数 

①26頁一覧表に計測中であった目標値を追加しました。 

②27頁【成果目標２】の項目に設定根拠を追記しました。 

③計測中であった目標値を追記しました。 

26 

27 

55 

10 

 

 

障害福祉サービス等の

活動指標（利用者数、利

用量）の算出方法 

障害福祉サービス等については、想定される「必要となる

見込量」を設定しているため、「目標値」ではなく「活動

指標」という言葉を使用することを明記しました。 

30他 

11 障害福祉サービス・障害

児サービスの見込量 

直近の状況を加味し、再度精査した結果、数値の修正を行

ったものがあります。（数値の算出方法等の大幅な変更あ

りません。） 

全体 

12 

 

心バリアフリーイベン

ト 

パブコメ意見を踏まえ、活動指標をイベントの「実施」か

ら「回数」に変更しました。 

32 

13 

 

地域における障がいの

理解促進 

パブコメ意見を踏まえ、目標値である出前講座開催回数

を３回から６回に増加しました。 

33 

静岡市障がい者共生のまちづくり計画 最終案の変更箇所について 
資料１－１ 



 

14 

 

学校におけるボランテ

ィア活動の実施 

パブコメ意見を踏まえ、小中学校に加え、高等学校を事業

対象に追加しました。 

35 

15 

 

こころのバリアフリー

プロモーター育成講座 

パブコメ意見を踏まえ、バリアフリープロモーターの目

的や役割がわかるように事業の内容欄の記載を修正しま

した。 

35 

16 

 

パラバトミントンを通

じた共生社会教育推進

事業 

Ｒ３年度からの実施する新規事業を追加しました。 36 

17 

 

合理的配慮って何？ 施策推進協議会意見を踏まえ、「合理的配慮」についてコ

ラムを追加しました。 

42 

18 成年後見支援センター

をご存知ですか？ 

パブコメ意見を踏まえ、成年後見支援センターについて

コラムを追加しました。 

45 

19 専門性の高い意思疎通

支援事業 

パブコメ意見を踏まえ、①活動指標のうち市が積極的に

推進可能な「盲ろう者向け通訳兼介助者派遣事業」につい

て、「派遣利用延べ人数」としました。②課題欄に令和元

年度実績について追記しました。 

48 

20 

 

大分野２ 地域生活支

援～支え合う・つなぐ～ 

パブコメ意見を踏まえ、４段落目に「重層的支援体制の整

備」について追記しました。 

51 

21 障害者相談支援 （仮称）静岡市再犯防止推進計画との関連性を明記する

観点から、基幹相談支援センターにおける再犯防止の取

組に関連し、課題・取組欄に追記しました。 

58 

22 地域生活支援拠点につ

いて 

地域生活支援拠点の役割がわかりづらいというパブコメ

意見を踏まえ、48頁に詳しい説明を追加しました。 

53～ 

 

23 精神障がいにも対応し

た地域包括ケアシステ

ムの構築事業 

事業の全体図、詳細な説明を追加しました。 54～ 

24 

 

障害福祉サービス等に

係る各種研修の活用に

よる市職員の人材育成

について 

「職員」が誰を指すのかわかりづらいというパブコメ意

見を踏まえ、①事業名称を「市職員」に変更しました。②

取組欄に、県が活動指標としている研修以外の研修等へ

の参加を推進していく旨追記しました。 

56 

25 

 

障害福祉サービス事業

所等指導監査等実施事

業 

①事業名を微修正し、②活動指標や課題・取り組み欄に、

「県・２政令市による障害者自立支援審査支払等システ

ムによる審査結果の共有回数／年」を追加しました。 

57 

26 重層的支援体制の整備 パブコメ意見を踏まえ、重層的支援体制の整備について

の記載を追記しました。 

61 

27 施設入所支援 パブコメ意見を踏まえ、施設入所者の地域移行の推進に

ついて、「地域移行支援部会」で検討していくことを取組

欄に追記しました。 

67 



 

28 地域移行支援・地域定着

支援 

①（仮称）静岡市再犯防止推進計画との関連性を明記する

観点から、課題欄・取組欄に再犯防止に関する記載を追記

しました。 

②適切なサービス提供ができるよう、「地域移行支援部

会」にて必要な取組を検討していく旨を取組欄に追記し

ました。 

③上記の変更にあわせ、課名欄に担当課を追記しました。 

68.69 

29 障害者相談支援事業、計

画相談、障害児計画相談 

「相談支援」の内容や違いがわかりづらいというパブコ

メ意見を踏まえ、掲載順を入れ替え、相談支援全体に関す

る説明の図を追加しました。 

58～ 

30 発達障害者支援センタ

ーの運営 

成人期の支援が不十分であるという施策推進協議会・パ

ブコメ意見を踏まえ、活動指標「市民及び外部機関向け講

座開催回数」に「うち成人期向け講座開催回数」を追加し、

目標回数を設定しました。 

63 

31 再犯防止相談支援事業 （仮称）静岡市再犯防止推進計画との関連性を明記する

観点から、新規事業として追加しました。 

71 

32 訪問入浴サービス 障がいのある人の入浴機会を十分に確保してほしいとい

うパブコメ意見を踏まえ、課題欄・取組欄に「回数の増加

の検討」を明記しました。 

79 

33 共生型サービスについ

て 

共生型サービスについて追記しました。 91 

34 同行援護 パブコメ意見を踏まえ、事業概要欄に「必要な情報の提供

を行います」という表現を追加しました。 

104 

35 福祉有償運送の登録支

援 

既存事業ではありますが、本計画への掲載なかったこと

から、当該事業の市としての方針・位置づけを明確にして

ほしいというパブコメ意見を踏まえ、新規掲載しました。 

108 

36 共生コラム バリアフ

リー基本構想とは？ 

 

静岡市としてバリアフリーを進めようとしている地区や

考え方がわかりづらいというパブコメ意見を踏まえ、「バ

リアフリー基本構想」についてコラムの形で紹介しまし

た。 

110 

37 大分野５ 安全・安心～

備える～ 

①一段落目において、大分野を新設した経緯を明確化し

ました。 

②台風や豪雨など、災害の種類が多岐にわたっているこ

とを２段落目に追記しました。 

③三段落目の「アンケート調査の結果によると」を「障が

いのある人へのアンケート調査」に修正しました。 

111 

38 障害者災害時体制強化

事業 

パブコメ意見を踏まえ、具体的にどういった対策を行う

かという点について、事業内容に詳しく記載しました。 

114 



 

39 避難所における障がい

のある人への配慮 

活動指標の携帯トイレの備蓄数を 5万個から 20万個に

変更しました。 

115 

40 

 

障がい児保育事業 厚労省通知を受け、障がいのある児童の受入数について

定量的な目標値を設定しました。 

125 

41 発達早期支援事業 静岡市が目指す発達早期支援体制のイメージ図を追加し

ました。 

126 

42 医療的ケア児等支援コ

ーディネーター 

医療的ケア児等支援コーディネーターの役割等に関する

イメージ図を追加しました。 

130 

43 特別支援連携協議会 特別支援連携協議会のイメージ図を追加しました。 133 

44 「就フェス」開催事業 パブコメ意見を踏まえ、事業の内容欄「就フェス」が相互

の情報交換の場であることをわかりやすく記載しまし

た。 

137 

45 就労継続支援 B型 令和元年度の工賃実績額を追記しました。 140 

46 工賃向上アドバイザー

派遣事業の実施 

パブコメ意見等を踏まえ、工賃向上にかかる新規事業を

追加しました。 

143 

47 日中一時支援事業 取組欄の「利用開始時間について、本体事業終了後 17時

から本体事業終了後に変更」という表現がわかりづらか

ったため、記載を変更しました。 

149 

48 

 

まちは劇場コンサート

事業学校訪問コンサー

ト 

①事業所管課の変更に伴い、所管課欄をまちは劇場推進

課から文化振興課に変更しました。 

②活動指標について、障がいのない人を対象とした学校

訪問全体数から、障がいのある人に関連する特別支援学

校の項数に変更しました。 

③訪問対象に障害者支援施設等を追加し、活動指標に追

加しました。 

150 

49 障害福祉サービス等の

提供基盤整備について 

パブコメ意見を踏まえ、R1支給決定割合、R2年度見込

量、R3～５年度３年合計値等の欄を追加しました。 

157 

50 社会福祉施設等整備事

業費補助 

パブコメ意見を踏まえ、具体的な優先補助の対象施設を

追記しました。 

160 

51 ２ 障がい者福祉施策

に関連する会議体 

①令和 2 年度第４回静岡市自立支援協議会にて廃止の決

定がなされたため、「相談支援評価部会」を削除しました。 

②「医療的ケア児等支援協議会」の役割欄に「重症心身障

がい児者」を追記しました。 

162 

※パブリックコメント全件（34２件）への回答詳細については、別途公表いたします。 

※その他、誤字脱字等軽微な修正を行っています。 

※番号に網掛けされている項目は、懇話会資料からの更なる変更箇所です。 

 

 



 

２ 「共生コラム」一覧 

 タイトル 作成者 頁 

１ コロナ禍の中、懇話会の会長として計画策定に関わって 懇話会会長 30 

２ 高次脳機能障がいをご存知ですか？ ＮＰＯ法人高次脳機能障害

サポートネットしずおか 

34 

３ 知ってほしい！知的障がい・発達障がいのこと 静岡市静岡手をつなぐ育成

会・静岡市清水手をつなぐ

育成会 

36 

4 合理的配慮をご存知ですか？ 障害福祉企画課 42 

５ 成年後見支援センターをご存知ですか？ 福祉総務課 45 

６ 『この人…依存症？』にお答えします。 こころの健康センター 66 

７ ヘルプマーク・ヘルプカードをご存知ですか？ 障害福祉企画課 83 

８ 障害者歯科保健センター（歯と口の健康支援センター）を

ご存知ですか？ 

健康づくり推進課 96 

9 地域リハビリテーション推進センター（リハ・パーク）を

ご存知ですか？ 

地域リハビリテーション推

進センター 

96 

10 バリアフリー基本構想とは？ 交通政策課 110 

11 災害時にも誰一人取り残さないインクルーシブ防災訓練 西豊田学区地域支え合い体

制づくり実行委員会委員長 

116 

12 子どもの発達が気になるけれど、どこに相談したら…？ 障害福祉企画課 128 

13 障がいのある人が作った授産製品、いろいろなものがあ

るんです！ 

障害福祉企画課 143 

14 MISFITSという生き方 MISFITS編集部 151 

15 スポーツや陶芸…新しい趣味を作ってみませんか？ 障害福祉企画課 154 

16 LLブックをご存知ですか？ 中央図書館 154 

※コラム目次と用語索引を計画冊子末尾に追加予定です。 

 

３．わかりやすい版における懇話会・自立支援協議会資料からの変更について 

 項目名 変更の内容 頁 

１ タイトル行 見づらいという懇話会意見を反映し背景色を変更しました。 １～２ 

２ テーマ３ 医療や保

健を受けられるよう

にようにすること 

3つ目〇「訪問診療や説明会などで」を「歯科診療を行ったり

事業所でかかりつけ歯科医をもつよう説明したりして、」に変

更しました。 

４ 

３ テーマ６ 子育てを

しやすくすること 

２つ目「〇発達の気になっているお子さんに対し、「あそびのひ

ろば」や「ぱすてるひろば」などでその子にとって必要な支援

を一緒に考えます。」を「〇発達の気になっているお子さんに対

しその子にとって必要な支援を一緒に考えます。」としました。 

５ 

 


