
 

 

パブリックコメントの結果について 

募集期間：令和元年７月１６日～令和元年８月１５日 

応募件数：３件 

 

３名の方から延べ１３５件の意見をいただきました。その反映状況は次のとおりです。 

文章修正等 記述済み 検討 反映困難 その他 合計 

１２９件 ０件 ０件 ０件 ６件 １３５件 

 

【文章修正等】…本文の修正、記述の追加等意見を反映させるもの。 

【記述済み】…既に記述済みのもの。 

【検討】…計画の実施段階で検討または対応すべきもの。 

【反映困難】…反映が困難なもの。 

【その他】…質問や感想。施策の体系外への意見。 
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弘前市障がい者計画（変更案）に対するパブリックコメントの結果について 

募集期間：令和元年７月１６日午前８時３０分～令和元年８月１５日午後５時００分 

応募件数：３件 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

1 メール 

１．弘前市内

に住所を有す

る人 

 

３．弘前市内

に勤務する人 

 

５．弘前市に

対して納税義

務がある人、

または寄附を

行う人 

P1「第１ 計画改訂の背景」第 1段落 3行目 

意見 ：条約の目的について，途中の語句はそれぞ

れに意味があるため，省略せずに記載したほうがよ

いのではないかと思います。 

現行 ：～人権及び基本的自由の享有を確保し～ 

変更案：～人権及び基本的自由の完全かつ平等な享

有を促進し，保護し，確保し～ 

今後計画策定の際に表現ついて見直しを図るほ

か、文章修正等については、ご指摘の意見等を踏

まえ修正いたします。 

P1「第１ 計画改訂の背景」第 2段落 

意見 ：この 1行が前段落と時間的な前後関係が不

自然なため，以下のように表現を改めてはいかがで

しょうか。 

現行 ：障害者権利条約の批准に向けた国内法令の

整備が進められてきました。 

変更案：同条約の締結に先立ち，国内法令の整備が

進められてきました。 

P1「第１ 計画改訂の背景」第 6段落 1行目 

意見 ：法律名に誤りがありますので，修正をお願

いします。 

現行 ：その他「障害者の虐待防止，～」 

変更後：その他「障害者虐待の防止，～」 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P1「第１ 計画改訂の背景」最終段落 6行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。 

現行 ：～平成３０年度から令和２年度～ 

変更後：～平成 30年度から令和 2年度～ 

 

P2第 1段落 1，2行目、第 2段落 1行目、第 3段落 1

行目、第 4段落 1行目、第 5段落 1，2，3行目、第 6

段落 1行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（17か所） 

P2第 2,4段落冒頭 

意見 ：接続詞が両方とも「また，」のため，第 4段

落を以下のようにしてはいかがでしょうか。 

現行  ：また，平成１４年～ 

変更案１：なお，平成１４年～ 

変更案２：同様に，平成１４年～ 

P2最後から 2段落目の 2～4行目 

意見 ：文章表現が重複しているあるいはこなれて

いないように見えますので，以下のようにしてはい

かがでしょうか。 

現行 ：～弘前市を次世代に引き継ぐため，新たな

総合計画を策定し，市民との協働のもと持続可能な

まちづくりを着実に進め，市民の幸せな暮らしの実

現を目指しますため，地域の新たな最上位計画とし

て「弘前市総合計画」を作成しました。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

変更案：～弘前市を次世代に引き継ぐため，市民と

の協働のもと持続可能なまちづくりを着実に進め，

市民の幸せな暮らしの実現を目指し，地域の新たな

最上位計画として「弘前市総合計画」を作成しまし

た。 

 

P2最終段落 1行目 

意見 ：策定時期に誤りがあると思われるので修正

をお願いします。 

現行 ：このような中，平成２８年度に策定した

「弘前市障がい者計画」～ 

変更案１：このような中，平成２８年３月に策定し

た「弘前市障がい者計画」～ 

変更案２：このような中，平成２８年に策定した

「弘前市障がい者計画」～ 

P3第 1段落 1，3行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（3か所） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P3第 1段落 3行目，P11（５）第 2段落 2行目，P14

第７第 2段落 1行目 

意見 ：ここでの表記方法が，分野名の冒頭の単語

を引用しているように見えますので，表現方法をそ

ろえてはいかがでしょうか。【2か所】 

現行 ：～保健・医療，福祉サービス，教育，雇用

など～ 

変更案：～保健・医療，福祉サービス，教育，雇

用・就労など～ 

 

P3第 2段落 2行目 

意見 ：文章表現がこなれていない印象でしたの

で，以下のようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：～人口構造の大きな変化を諸課題にしっか

り対応するため，～ 

変更案：～人口構造の大きな変化による（または

「に伴う」）諸課題にしっかり対応するため，～ 

P3第 2段落 4行目 

意見 ：P9は「計画の位置付け」を示すことが目的

のため，まとめは以下のようにしてはいかがでしょ

うか。（弘前市総合計画 P24の②，P46の個別計画） 

現行 ：～地域共生社会の実現に向けたまちづくり

に取り組みます。 

変更案：～地域共生社会の実現に向けたまちづくり

の一つとして位置付けられています。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P4第４(1)第 2段落 

意見 ：目標の中に基本理念が入り込んでいるた

め，整理してはいかがでしょうか。 

現行 ：このため，子どもの頃から～合理的配慮な

どの考えを広めて，障がいのある人も障害のない人

も共に生きる社会をつくることを目指します。 

変更案：このため，障がいのある人も障害のない人

も共に生きる社会をつくることを目指し，子どもの

頃から～合理的配慮などの考えを広めていきます。 

 

P5(3)第 2段落 1～2行目 

意見 ：「合理的配慮」は障害のある方々に障害がな

い方々と同じように保証するための枠組みであり，

「できるだけ一緒に学習できる教育環境を構築す

る」ことが「合理的配慮」になるため，以下のよう

に整理してはいかがでしょうか。（障害者差別解消法

第５条の表現を利用） 

現行 ：また，子ども一人一人の教育的ニーズを把

握し，障がいのある子どもも障害のない子どもも合

理的配慮のもと，できるだけ～ 

変更案：また，子ども一人一人の教育的ニーズを把

握し，合理的な配慮を的確に行い，障がいのある子

どもも障害のない子どもも，できるだけ～ 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P6図「各計画の関係」 

意見 ：上位計画のうち，弘前市地域福祉計画だけ

計画年度が入っていませんので，追加をお願いしま

す。 

現行 ：弘前市地域福祉計画 

変更案：弘前市地域福祉計画（２０１８年度～２０

２２年度） 

 

P6図「各計画の関係」 

意見 ：１２の意見と同様に，弘前市障がい福祉計

画第５期計画にも計画年度が入っていませんので，

追加をお願いします。 

現行 ：弘前市障がい福祉計画第５期計画 

変更案：弘前市障がい福祉計画第５期計画（平成３

０年度～平成３２年度） 

 

P7第６の 1行目 

意見 ：計画期間が表題及び図とずれているような

ので修正をお願いします。 

現行 ：～平成２８年度から令和元年度までの～ 

変更案：～平成２８年度から令和２年度までの～ 

P7第 1段落 1，3行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（3か所） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P7第６の 3～4行目 

意見 ：今回，計画を変更することは間違いないの

で，以下のように変更してはいかがでしょうか。 

現行 ：～平成２９年度の計画目標の達成度を見な

がら計画の見直しを行うこととします。 

変更案：～平成２９年度の計画目標の達成度を見な

がら令和元年度に計画の見直しを行います。 

 

P7図 

意見 ：P6での上位計画「弘前市地域福祉計画」が

入っていないのは不自然なため，追加をお願いしま

す。 

P7図 

意見 ：P6での図の上位・下位の関係がわかるよう

に，上から「障害者基本計画」「第３次青森県障害

者計画」「弘前市障がい者計画」「弘前市障がい福祉

計画第５期計画」「弘前市総合計画」「弘前市地域福

祉計画」の順序としてはいかがでしょうか。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P9第１第 1段落 1行目，P11第２第 1段落 1行目，

P12第３第１段落 1行目 

意見 ：人数の対象の記載がないので，以下のよう

に追記してはいかがでしょうか。 

現行 ：身体障がい者の数～ 

障がい者の数～ 

精神障害者保健福祉手帳交付者は，～ 

変更案：本市の身体障がい者の数～ 

本市の知的障がい者の数～ 

本市の精神障がい者の数（精神障害者保健 

福祉手帳交付者数）は，～ 

 

P9第 3段落 1行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（2か所） 

P10第 1段落 4行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（2か所） 

P11第 1段落 2行目、第 2段落 2行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（5か所） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P13第４第 2段落 1～3行目 

意見 ：「上司のの指示に従って～仕事を進めていく

こと」と「上司や童謡との折り合いがつかない」こ

ととは別の事例のため，以下のように接続詞を工夫

してはいかがでしょうか。 

現行 ：あるいは，いったん就職できても，上司の

指示に従って速やかに仕事を進めていくことができ

ずに，上司や同僚との折りあいがつかず，うまく適

応できない事例～ 

変更案：あるいは，いったん就職できても，上司の

指示に従って速やかに仕事を進めていくことができ

なかったり，上司や同僚との折りあいがつかず，う

まく適応できなかったりする事例～ 

 

P13第４第 3,4段落 

意見 ：第 3段落 5行目「このような状況を～考え

ています。」と第 4段落の内容が，第 1～3段落ご行

目「～起こりやすいとされています。」の現状への対

応となっていることから，第 3 段落は，「このような

～」から，段落を分けたほうがよいのではないでし

ょうか。そのうえで，第 4段落の冒頭を以下のよう

にしてはいかがでしょうか（「このような状況」「こ

のような中」が趣旨として重複するため，第 4段落

は削除する）。 

現行 ：第 3段落 5行目「～起こりやすいとされて

います。このような状況を～考えています。」 

第 4段落「このような中，平成 25年度から実施した

～」 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

変更案：第 3段落 5行目「～起こりやすいとされて

います。」 

第 4段落「このような状況を～考えています。」 

第 5段落「平成 25年度から実施した～」 

 

P13最終段落 1行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（1か所） 

P14第 2段落 1行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（1か所） 

P14第 4段落 2行目 

意見 ：3桁区切りのカンマを入れてください。 

現行 ：～現在で、1440人となっています。 

変更後：～現在で、1,440人となっています。 

P17枠内の現状と課題 4行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（1か所） 

P17枠内現状と課題の黒ポツ 2 つ目と 5つ目 

意見 ：いずれも子どもの成長・発達に応じた切れ

目のない支援のための早期発見ん，療育体制の充実

の内容となっているため，両者を一つの黒ポツにま

とめ，下の図の項目数と一致させ，文章と図を連動

するようにしてはいかがでしょうか。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P18第１本文 

意見 ：P21からは，総論を踏まえた各論としての

「対策」を記載するものですので，以下のように，

対策を実施する説明としてはいかがでしょうか。 

また，「意識の向上」と「意識の高揚」の２つの表

現を統一してはいかがでしょうか。 

現行 ：・市民の健康に対する意識の向上により障

がいの予防を図り，健診等の受診率を高め，障がい

をできるだけ早期に発見し，早期に治療と訓練を施

すことで，障がいの軽減又は改善並びに重症化・重

複化を防止する効果があります。 

変更案：・障がいをできるだけ早期に発見し，早期

に治療と訓練を施すことで，障がいの軽減又は改善

並びに重症化・重複化を防止する効果があることか

ら，市民の健康に対する意識の高揚や，健診等の受

診率を高めていく体制の整備を進めます。 

 

P18②本文 

意見 ：表題の「見直し支援」がどこにも含まれな

いため，以下のように追加してはいかがでしょう

か。 

現行 ：～早期発見のため，～ 

変更案：～早期に発見し，生活習慣の見直しを支援

するため，～ 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P19④本文黒ポツ２つ目 

意見 ：ここでの課題は，引きこもりや孤立化では

なく，要介護状態となることを防ぐことなので，以

下のようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：・高齢者が地域の中で気軽に集える環境を

整え，高齢者の引きこもりや孤立化を防ぎます。 

変更案：・高齢者の引きこもりや孤立化を防ぎ，高

齢者が地域の中で気軽に集える環境を整えること

で，要介護状態となることを予防します。 

 

P19第２本文 2行目 

意見 ：表題の「体制の充実」を入れてはいかがで

しょうか。 

現行 ：～早期発見及び治療，早期療育を図りま

す。 

変更案：～早期発見及び治療，早期療育に向けた体

制の充実を図ります。 

P20④ 

意見１：体裁を統一するため，P25第２①のように，

「○」ではなく「・」で表示をお願いします。 

意見２：表示によってなのかもしれませんが，④の

○が 2つとも空白行をはさみつつ表示されるため，

空白行が生じないように表示の調整をお願いしま

す。 

意見３：表題について，単にセンター名では何を行

うのかが判然としないので，以下のように追加して

はいかがでしょうか。 

現行 ：身体障害者福祉センターとの連携協力 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P21第４①本文 

意見 ：体裁を統一するため，P25第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（２段落２カ所とも。） 

 

P21第４①第 2段落 

意見 ：「また，～」以降は異なる事業の話のため，

段落を分けてはいかがでしょうか。 

現行 ：（第２段落）～必要な支援をします。また，

各種自殺対策事業を実施し，～ 

変更案：（第２段落）～必要な支援をします。 

（第３段落）各種自殺対策事業を実施し，～ 

P21第４①の○ 

意見 ：「普及啓発」は行う内容がわかりにくいた

め，具体的な事業名などを記載できないでしょう

か。また，第２段落にある「各種自殺対策事業」を

記載するのはいかがでしょうか。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P23枠内「現状と課題」「・」の２つ目 

意見 ：内容が対策そのものとなっているため，以

下のように表現してはいかがでしょうか。また，１

行目と２行目に「ため，」が２回入っているため，表

現の調整を提案します。 

現行 ：・障がい者が地域で安心して暮らしていく

ため，障がい者のニーズや課題にきめ細かな対応を

し，適切な障害福祉サービスに結び付けるため，引

き続き障がい者への総合支援機能（ワンストップサ

ービス）を提供し，相談支援体制の充実・強化を図

り，障がい者の自立と社会参加を促進させます。 

変更案：・障がい者が地域で安心して暮らしていく

ため，障がい者のニーズや課題にきめ細かな対応を

し，適切な障害福祉サービスに結び付けることが必

要です。 

・障がい者の自立と社会参加を促進させるため，引

き続き障がい者への総合支援機能（ワンストップサ

ービス）を提供し，相談支援体制の充実・強化が必

要です。 

 

P24第１①②本文 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（各段落とも。②は段落最初の接続詞を削って

「・」を記載。） 



 

15 

 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P24第１①本文 2行目 

意見 ：体裁を整えるため，「、」の追加をお願いし

ます。 

現行 ：～生活できるようにするため相談及び～ 

変更案：～生活できるようにするため，相談及び～ 

 

P24第１②表題 

意見 ：目的は「部会の充実」ではなく，「専門的

人材の育成」や「地域の相談支援体制での困難事例

への対応」などではないでしょうか。表題の再考を

お願いできれば幸いです。 

P24第１②2行目，P41第２③第 1段落 4行目，P49

第３本文 5行目 

意見 ：「ありかた」は，公文書上は一般的に「在

り方」かと思いますので，修正をお願いします。 

P25第２①～③ 

意見 ：第２では表題に「一元的な～サービスの実

現」本文に「一元的な実施及び充実」とあります

が、①～③の各論では「一元的な」実施・実現なの

かどうかの明記がないため、「一元的」であること

の明示が必要ではないでしょうか。 

P25第２①【障害児支援】 

意見 ：〇の 1行目と 2行目との間に空白行がある

ように見えるため、削除をお願いします。 

  



 

16 

 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P27第３本文第 2段落 

意見 ：「見据え」が２回記載され、文中に「さら

に」があり、目的が３つあるにもかかわらず、１文

にまとめた結果、大変読みにくい文章となっている

ことから、以下のようにしてはいかがでしょうか。

また、P46③本文と同様に、文章を「・」で区切るこ

とで分かりやすくなるのではないでしょうか。 

現行 ： 今後、障がい者等の～拠点等の整備に合

わせ、相談支援を中心として、学校からの自立等の

生活環境が変化する節目を見据えて、中長期的視点

に立った継続した支援、さらに精神障がい（～）に

も対応した地域包括ケアシステム 3の構築を進めま

す。 

変更案：・今後、障がい者等の～拠点等の整備に合

わせ、相談支援を中心に進めます。 

・学校からの自立等の生活環境が変化する節目を見

据えて、中長期的視点に立った継続的な支援を行い

ます。 

・精神障がい（～）にも対応した地域包括ケアシス

テム 3の構築を進めます。 

 

P27第３① 

意見 ：ほかの記載と同様に、文章は「〇」ではな

く、「・」で統一してください。（2か所） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P27第３① 

意見１：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（9か所） 

意見２：平成 32年度を令和 2 年度に修正をお願いし

ます。（2か所） 

意見３：一つ目の「〇」の施設入所者と、二つ目の

「〇」の福祉施設入所者とは同じ者ですか？ 表現

が異なるため、異なるのであれば区別がつくように

言葉の見直しを、同じであれば統一をお願いしま

す。 

意見４：一つ目の「〇」が「平成 28年度末時点に

おける～」、二つ目の「〇」が「平成 32年度末時点

における～」と、起点から始める文と終点から始め

る文とになっており、書き方が統一されておらず読

みにくいため、いずれかにそろえていただけないで

しょうか。 

 

P27第３②本文 

意見 ：P24と同文のため、削除してはいかがでし

ょうか。（表題だけ残す） 



 

18 

 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P28③本文 

意見 ：この文章だけではなぜ改築等を検討する必

要があるのかわからないため、以下のように追加し

てはいかがでしょうか。あわせて、身体障害者福祉

センターがなぜ第３に記載されているのかの趣旨を

明確するために、前文を追加してみました。 

参考 ： 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keika

ku/siteikanri/02shinsyosyahukusisenta27.pdf の

「７ 実地調査の結果」 

現行 ：弘前市身体障害者福祉センターの改築等を

～ 

変更案：生活訓練事業等の拠点として重要な弘前市

身体障害者福祉センターの老朽化に伴う改築等を～ 

 

P28④本文 2行目 

意見 ：「記」がないため、修正をお願いします。 

現行 ：～福祉に関する下記会議が～ 

変更案：～福祉に関する以下の 5つの会議が～ 

P29第４本文 4行目 

意見 ：目的が 2つあるため、他と同様に分割して

はいかがでしょうか。 

現行 ：～柔軟なサービスの確保への取り組み、さ

らに専門的な支援を～ 

変更案：～柔軟なサービスの確保に取り組みます。 

・専門的な支援を～ 

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/siteikanri/02shinsyosyahukusisenta27.pdf
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keikaku/siteikanri/02shinsyosyahukusisenta27.pdf
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P29第４本文 5～6行目 

意見 ：①では協議会の充実はあるものの、支援

「体制の構築」に該当するもの（に見えるもの）が

ございません。おそらく、体制としては構築済み

で、体制に所属・参画する者が拡大し、充実するこ

とを指しているのではないかと思いますがいかがで

しょうか。もしそうなら、「構築」ではなく「充

実」としてはいかがでしょうか。 

 

P29第４①表題 

意見 ：本文 4行目のとおり、表題を以下のように

してはいかがでしょうか。 

現行 ：①地域自立支援協議会の充実 

変更案：①地域自立支援協議会の活動の充実 

P29第４①第 1段落 

意見 ：現状を示した文章のため、P23枠内「現状

と課題」に含めるべき内容に見えますので、「現状

と課題」4番目と 5番目の間あたりに表現を変更し

て入れてはいかがでしょうか。 

P30第５本文第 3段落 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（「 また、」をけずり、「・」にする。） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P30①第 3,4段落 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（「また、」「特に」をけずり、「・」にする。） 

なお、第 2段落は第 1段落とのセットに見える（第

1段落が背景になっている）ため、変更は不要で

す。 

 

P30②表題 

意見 ：P35第４①と同様に、表題を以下のようにし

てはいかがでしょうか。 

現行 ：～こども専門部会の充実 

変更案：～こども専門部会の活動の充実 

P31③本文第 1段落 3～5行目 

意見 ：現行の表現ですと「体制づくり、」「を強化

し、」「専門的機能を強化」するように見えますが、

それでよろしいでしょうか。それとも、「（保護者と

関係機関との）体制づくりを（センターが）行

い、」「～対応した（センターの）専門的機能を強化

します。」になるのでしょうか。より表現が明確に

なるようにご検討ください。 

P31③本文第 2段落 

意見 ：体裁を統一するため，P25第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（「 また、」をけずり、「・」にする。） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P31④ 

意見 ：表題は「医療的ケア児への支援」ですが、

本文は「関係機関の連携促進」であり、「医療的ケア

児の支援に関する保健、医療、福祉、教育棟の連携

の一層の推進について（厚生労働省医政局長他 4局

長・部長・統括官平成 28年 6 月 3日文書）では、

「保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関

の連携体制の構築に向けて～」とあることから、以

下のようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：表題：～医療的ケア児への支援 

変更案：表題：～医療的ケア児への関係機関の連携

促進 

 

P33第３節枠内「現状と課題」の「・」１つ目の 2～

4行目 

意見 ：前半は教職員について、後半は学校施設に

ついての内容となっているため、「・」を分けては

いかがでしょうか。（「また、併せて、」をけずり、

「・」にする。） 

P33第３節枠内「現状と課題」の「・」の 1つ目以外

のすべての行および「障がい者の声」のすべての行 

意見 ：右側 1文字が枠線に掛かって読みにくいた

め、右インデント半角 1文字分をお願いします。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P34第１本文 4行目 

意見 ：ここでは課題ではなく，政策・対策を述べ

ることになるので，①と同様に以下のようにしては

いかがでしょうか。 

現行 ：～専門的な指導力の向上が求められます。 

変更案：～専門的な指導力の向上を図ります。 

 

P35第２「・」の 2つ目 

意見 ：「・」の 2つ目は P33 枠内の「現状と課

題」の内容となってしまっています。本段落を P33

に移動してはいかがでしょうか。（あるいは，支援

員の増員を行う旨を記載するか。その場合には②と

の整理が必要となります） 

P35第２③ 

意見 ：内容，段落が 3つに分かれていますので，

体裁を統一するため，P25第２①のように，冒頭を

空白ではなく「・」で表示をお願いします。（「 ま

た、」「 加えて，」をけずり、「・」にする。） 



 

23 

 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P35第２③第 1段落 

意見 ：「～研修する機会を確保し，～あり方につ

いて研修します。」と同じ内容を記載しているよう

に見えるので，前後関係を入れ替えて，以下のよう

にしてはいかがでしょうか。 

現行 ：特別支援学級の授業を特別支援教育担当指

導主事が参観し，授業について担当等とのディスカ

ッションを行うことにより，特別な支援を必要とす

る児童生徒に対する指導について特別支援学級担当

者が研修する機会を確保し，よりよい指導のあり方

について研修します。 

変更案：特別な支援を必要とする児童生徒に対する

指導について特別支援学級担当者が研修する機会を

確保するため，特別支援学級の授業を特別支援教育

担当指導主事が参観し，授業について担当等とのデ

ィスカッションを行うことにより，よりよい指導の

あり方について協議する場を設けます。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P35第２③第 1,2段落 

意見 ：第 2段落の協議する場とするのは，第 1段

落の「～指導主事が参観し，～ディスカッションを

行う」場のことでしょうか。そうであれば，以下の

ように第 1段落にその内容を盛り込むことで対応す

るものではないでしょうか。（第 2段落の記載が不自

然・取ってつけた文章に見えるため。） 

現行 ：第 1段落：～指導主事が参観し，授業につ

いて担任等とのディスカッションを行うことによ

り，～ 

第 2段落：また，日頃の指導に対する課題等につい

て協議する場とします。 

変更案：第 1段落：～指導主事が参観し，授業及び

日頃の指導に対する課題等について担任等とのディ

スカッションを行うことにより，～ 

第 2段落：（削除） 

 

P35第２③第 3段落 2～3行目 

意見 ：「教育」が抜けていますので，追加をお願い

します。 

現行 ：～各校の特別支援体制について～ 

変更後：～各校の特別支援教育体制について～ 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P35第２③第 3段落 

意見 ：第 1段落と同様に，「～協議することによ

り，～協議します。」と同じ内容を記載しているよう

に見えるので，前後関係を入れ替えて，以下のよう

にしてはいかがでしょうか。 

また，「各校の特別支援教育体制について」は，「校

内支援体制の在り方」として述べられているので不

要ではないでしょうか。 

現行 ：加えて，特別支援教育担当指導主事が学校

を訪問し，各校の特別支援体制について特別支援教

育コーディネーターと協議することにより，特別な

支援が必要な児童生徒に対するよりよい支援や校内

支援体制の在り方について協議します。 

変更後：・特別な支援が必要な児童生徒に対するよ

りよい支援や校内支援体制の在り方を検討するた

め，特別支援教育担当指導主事が学校を訪問し，各

校の特別支援教育コーディネーターと協議します。 

 

P36第３本文 2行目 

意見 ：ここでは課題ではなく，政策・対策を述べ

ることになるので，以下のようにしてはいかがでし

ょうか。 

現行 ：～環境の整備・充実が求められています。 

変更案：～環境の整備・充実を図ります。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P37枠内「現状と課題」「・」1 つ目 4行目 

意見 ：ほかの記載にあわせ，以下のようにしては

いかがでしょうか。 

現行 ：～必要です。あわせて，年金等の～ 

変更案：～必要です。併せて，年金等の～ 

 

P37枠内「現状と課題」「・」3 つ目 1行目 

意見 ：ほかの記載が「増加」「増大」「増やす」な

どの表現のため，以下のようにしてはいかがでしょ

うか。 

現行 ：・利用者の増にともない，～ 

変更案：・利用者の増加に伴い，～ 

P37枠内「現状と課題」「・」3 つ目 2行目 

意見 ：社会保障審議会の平成 20年資料では「のた

めの」としているので，表現を合わせてはいかがで

しょうか。 

参考 ： 

https://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/0b

9c9b23886b8c93492574d000062f98/$FILE/20080926_1

shiryou2-1_1.pdf 

現行 ：～障がい者の地域における自立した生活の

支援を図り，～ 

変更案：～障がい者の地域における自立した生活の

ための支援を図り，～ 

https://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/0b9c9b23886b8c93492574d000062f98/$FILE/20080926_1shiryou2-1_1.pdf
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/0b9c9b23886b8c93492574d000062f98/$FILE/20080926_1shiryou2-1_1.pdf
https://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/0b9c9b23886b8c93492574d000062f98/$FILE/20080926_1shiryou2-1_1.pdf
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P38第１本文第 2段落，第２本文第 2段落 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（各段落とも。②は段落最初の「また，」を削っ

て「・」を記載。） 

 

P44第２本文 5行目 

意見 ：「人口」は「上昇」ではなく「増加」でお願

いします。 

現行 ：～就労人口の上昇に努めます。 

変更案：～就労人口の増加に努めます。 

P38～39第２②の各「○」の本文 

意見 ：他での文章では，事業の詳細を「○」の下

に記載するのではなく，事業の概要を②の本文とし

て記載し，P19第２①のように「・」でつないでいく

方法となっています。このため，各「○」の本文は

②の本文の位置に移動して「・」でまとめ，各事業

は「○」を列記する形としてはいかがでしょうか。 

P39「○」2つ目 2～3行目 

意見１：以下のように読点の位置の変更などを行っ

てはいかがでしょうか。 

意見２：「障がい者の来所により」というのは，どの

ようなイメージでしょうか。弘前市（又は関係団

体）が企業や自宅などへの訪問するときには目的を

もって行かれるのでわかりやすいのですが，障がい

者が来所する場合のイメージができなかったため，

変更案では「～の際に」ということでまとめてみま

した。参考にしていただければ幸いです。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

① 障がい者がどこかに（来所場所が不明）指導・

助言などを求めて自主的に来所するイメージ 

② 障がい者が定期的にどこかに（来所場所が不

明）来所する際に，弘前市（又は関係団体）が，合

わせて指導・助言を行うイメージ 

③ 弘前市（又は関係団体）が指導・助言をするた

めに障がい者に来所してもらうイメージ 

現行 ：～就労に伴う生活面の課題に対し，就労の

継続を図るために企業や自宅などへの訪問や障がい

者の来所により必要な～ 

変更案：～就労の継続を図るために，企業や自宅な

どへの訪問や障がい者の来所の際に，就労に伴う生

活面の課題に対して必要な～ 

 

P40⑤表題 

意見 ：目的は「部会の充実」ではなく，「課題の

解決」や「障がい者の雇用の促進・就労支援」「方

策の検討」などではないでしょうか。表題の再考を

お願いできれば幸いです。 

P40⑤本文第 2段落 

意見 ：体裁を統一するため，P25第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（段落最初の「また，」を削って「・」を記

載。） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P41枠内「現状と課題」「・」の 2つ目 

意見 ：「災害における避難時に～」とありますが，

「防犯・」と結びつかないことから，以下のように

してはいかがでしょうか。 

現行 ：・災害における避難時に援護が必要な障が

い者の～ 

変更案：・災害における避難時等に援護が必要な障

がい者の～ 

 

P42第１「・」の 1つ目の 3行目 

意見 ：1文目が「～必要があります。」という現況

を述べているのにとどまるため，以下のようにして

はいかがでしょうか。 

現行 ：～民間の特定建築物に関しても，周知徹底

を継続する必要があります。 

変更案：～民間の特定建築物に関しても，周知徹底

を継続していきます。 

P42第１「・」の 1つ目 

意見 ：「また，～」以降は異なる話のため，段落

を分けてはいかがでしょうか。 

現行 ：・市有施設は，～必要があります。また，

道路の新設・改築時についても，～ 

変更案：・市有施設は，～必要があります。 

・道路の新設・改築時に，～ 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P42第１「・」の 3つ目 

意見１：「～必要があります。」という現況を述べて

いるのにとどまるため，以下のようにしてはいかが

でしょうか。 

意見２：冒頭に「～においても，～」とあります

が，「も」の前提がいずれなのかが判然としません

（何と何が並列のサービスなのか？）。「も」が必要

なら，対象となるもの語句を追加していただけない

でしょうか。 

意見３：1行目に「外出を支援するメニューを設けて

います」に対応する②は記載されていますが，「利用

しやすい公共交通などの整備」は対応する事業が判

然とせず，今後の課題のように見えます。対象とな

る事業があれば明示を，ないのであれば，後半部分

は P47枠内「現状と課題」に記載してはいかがでし

ょうか。 

現行 ：・福祉サービスにおいても，障がい者の外

出を支援するメニューを設けていますが，障がい者

が気軽にまちへ出かけるには，利用しやすい公共交

通などの整備が必要です。 

変更案：P47枠内「・」の 1つ目と 2つ目の間：・

障がい者が気軽にまちへ出かけるには，利用しやす

い公共交通などの整備が必要です。 

・障がい者の外出を支援する福祉サービスを引き続

き行います。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P43第３本文 

意見 ：「～必要です。」「～必要があります。」とい

う現況を述べているのにとどまるため，以下のよう

にしてはいかがでしょうか。 

現行 ：4行目：～体制の整備が必要です。 

5～6行目：～支援体制づくりを進める必要がありま

す。 

変更案：4行目：～体制の整備を進めます。 

5～6行目：～支援体制づくりを進めます。 

 

P43第３本文 

意見 ：①にあたる防犯の内容がないため，何か記

載できないでしょうか（何も方針がなければ，①と

整合が取れないので，①を削除すべき。） 

P43第３②本文 

意見 ：前半と後半で異なる内容の話のため，「・」

を分けてはいかがでしょうか。 

現行 ： 災害時等に障がい者の～通じた啓発活動

及び行政と～避難支援体制の整備を進めます。 

変更案：・災害時等に障がい者の～通じた啓発活動

を進めます。 

・行政と～避難支援体制の整備を進めます。 

P43第３⑤本文２か所 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P43第３⑤本文 

意見１：第 1段落は現状を述べているものですの

で，P41枠内「現状と課題」に記載してはいかがでし

ょうか。 

意見２：第２段落前半は福祉避難所の充実，後半は

福祉避難室の設置のため，段落を分けてはいかがで

しょうか。 

意見３：「不安」が２回記載されているので，一部省

略してはいかがでしょうか。 

現行 ： 災害時の～施設となっています。 

災害時に地域の避難所に避難した際に不安を感じて

いる障がい者の不安を解消するためにも，福祉避難

所の周知及び充実に努め，併せて現在ある福祉避難

所で～体制を整備します。 

変更案：P41枠内「現所と課題」：・災害時の～施設

となっているものの，周知及び充実が課題となって

います。 

P43⑤：・災害時に地域の避難所に避難した際に障が

い者の不安を解消するために，福祉避難所の周知及

び充実に努めます。 

・現在ある福祉避難所で～体制を整備します。 

 

P45枠内「現状と課題」「・」の一つ目の 4～5行目 

意見 ：課題が判然としないため，以下のようにし

てはいかがでしょうか。 

現行 ：～社会の形成が基本となります。 

変更案：～社会の形成が必要です。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P45枠内「現状と課題」「・」の一つ目 

意見 ：1文目と 3文目の趣旨がほぼ同じようなもの

となっているので，以下のようにしてはいかがでし

ょうか。 

現行 ：・障がい者が地域で安心して生活を送るた

めには，市民の障がい及び障がい者に対する正しい

理解が必要です。ノーマライゼーション理念の普及

に伴い，障がい者に対する理解は次第に高まりつつ

あるものの，依然として，正しい理解に基づかない

差別的意識や偏見は払拭されていません。ノーマラ

イゼーション理念の実現のためには，市民一人ひと

りの障がい者に対する正しい理解と共通認識に培わ

れた社会の形成が基本となります。 

変更案：・ノーマライゼーション理念の普及に伴

い，障がい者に対する理解は次第に高まりつつある

ものの，依然として，正しい理解に基づかない差別

的意識や偏見は払拭されていません。ノーマライゼ

ーション理念を実現し，障がい者が地域で安心して

生活を送るためには，市民一人ひとりの障がい及び

障がい者に対する正しい理解と共通認識に培われた

社会の形成が必要です。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P45枠内「現状と課題」「・」の一つ目 

意見 ：一人の人間が生涯獲得する知識量には限界

があるため，すべての障がい及び障がい者を正しく

理解することは不可能です（「正しい」ことも，当該

コミュニティでの「正しさ」と他のコミュニティの

「正しさ」での一致は困難であり，完全に「正し

い」としたものがあった場合，その存在自体が不自

然です。また，「正確さ」としたとしても，障がいに

関する研究が深化する中で，研究者での用語として

説明されていくことが多く，一般では「正確に」理

解することが，より困難になります）。 

この結果，「差別的意識や偏見」が「払拭」されるこ

とは，残念ながら極めて難しいといえます（制度の

変更・廃止により一部無効化するか，基礎的な理解

により印象を軽減することは可能かもしれません

が）。 

このため，完全に「払拭」することを求めるのでは

なく，「基本的な理解」や「適切な共通認識」のも

と，その「社会が障がい者でないものの平等を侵害

することなく維持できる範囲内（合理的配慮に近い

もの）」で理念に近づけること（実現することでは

ない）を目指していただけることを願います。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P45枠内「現状と課題」「・」の二つ目 

意見 ：前半と後半で内容が異なるため，以下のよ

うに分けてはいかがでしょうか。 

現行 ：・障がい者が～環境づくりや意識啓発，ま

た，障がい者が～育成が必要です。 

変更案：・障がい者が～環境づくりや意識啓発が必

要です。 

・障がい者が～育成が必要です。 

 

P46第１「・」の一つ目の 2行目 

意見 ：「機会」が「広報の機会」と思われるので，

以下のようにしてはいかがでしょうか。なお，1～2

行目の一文は，現状を述べているということでよろ

しいでしょうか。（「図っている」のか，「図ってい

く」のかの違い。） 

現行 ：～障がい者雇用月間の機会をとらえて，広

報において啓発を図っています。 

変更案１：～障がい者雇用月間における広報の機会

に啓発を図っています。 

P46第１本文「・」の二つ目 

意見１：前半の「～大切です～」は，現状を述べて

いるもののため，P45枠内「現状と課題」に記載する

か，削除してはいかがでしょうか。 

意見２：「～必要です。」という現況を述べているの

にとどまるため，以下のようにしてはいかがでしょ

うか。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

現行 ：・障がい者が地域で～大切ですが，制度と

しての様々な福祉サービスを始め，生活に関わる情

報の確保が必要です。 

変更案：・制度としての様々な福祉サービスを始

め，生活に関わる情報の周知を強化します。 

 

P46第１「・」の三つ目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（4か所） 

P46第１「・」の三つ目の 1～2行目 

意見 ：冒頭の一文は，同趣旨のものが P1第１の第

5段落に前出しているため，より短縮してはいかがで

しょうか。 

現行 ：・平成２５年６月に成立した～施行されま

した。この法律では，～ 

変更後：・平成 28年 4月に施行された障害者差別

解消法では，～ 

P46第１「・」の三つ目の 3～4行目 

意見 ：障害者差別解消法では，「平等の機会」とま

では明言されていないこと，法律に記載された「差

別の解消」の理由とした方が適切と思われることか

ら，以下のようにいかがでしょうか。 

現行 ：この法律では，障がいのある人とない人と

が平等の機会を得られるよう，差別の解消に向け

て，禁止事項や問題解決の仕組みを定めており，こ

の差別の解消と合理的配慮等についての啓発を促進

します。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

変更後：障害者差別解消法及び基本方針で定められ

た，障がいの有無によって分け隔てられることな

く，障害を理由とする差別の解消，合理的配慮の実

施，禁止事項及び紛争解決の仕組み等についての啓

発を促進します。 

 

P46第１③表題 

意見 ：「、窓口における相談者の対応について」

は，表題に見えるように以下のようにしてはいかが

でしょうか。 

現行 ：～窓口における相談者への対応について～ 

変更案：～窓口相談の実施～ 

P46第１③表題 

意見 ：「、県及び関係団体との連携強化」は，本

文を読む限り「障害者差別解消法及び差別解消相談

窓口の普及啓発」で十分なため，削除してはいかが

でしょうか。 

P46第１③第 2段落 

意見 ：体裁を統一するため，P25第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（「 また、」をけずり、「・」にする。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P47第２③本文 

意見 ：表題が「ボランティア活動の活性化」のた

め，文章の前後を以下のように入れ替えてはいかが

でしょうか。 

現行 ： ボランティア活動を活性化するため，そ

の拠点となる「～」と「～」の連携強化を図りま

す。 

変更案： 活動の拠点となる「～」と「～」の連携

強化を図り，ボランティア活動を活性化させます。 

 

P48第３「・」の一つ目の「また，～」以降 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（「 また、」をけずり、「・」にする。） 

P48第３「・」の一つ目 1～2行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（4か所） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P48第３「・」の二つ目 

意見 ：1文目は P45枠内「現状と課題」の内容であ

ること，2文目は文末が「～必要があります。」とい

う現況を述べているのにとどまることから，以下の

ようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：・障がい者が社会参加をしたり，各種障害

福祉サービス等を利用する時には，意思決定等にお

いて本人の権利が尊重されなければなりません。ま

た，日常生活においても，障がい者の権利擁護を推

進し，安心して社会参加ができる環境づくりを進

め，障がい福祉サービス等に関する苦情相談体制を

整える必要があります。 

変更案：P45枠内「・」3つ目として追加 

・障がい者が社会参加をしたり，各種障害福祉サー

ビス等を利用する時には，意思決定等において本人

の権利が尊重されなければなりません。また，日常

生活においても，障がい者の権利擁護を推進し，安

心して社会参加ができる環境づくりを進め，障がい

福祉サービス等に関する苦情相談体制を整える必要

があります。 

P48第３「・」二つ目 

・社会参加や各種障害福祉サービス等の利用時にお

ける意思決定等において，本人の権利が尊重される

ように意識啓発に取り組みます。 

・日常生活において，障がい福祉サービス等に関す

る苦情相談体制を整えていきます。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P48第３①1～2行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（4か所） 

 

P48第３② 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（さらに，「 併せて、」をけずる。） 

P48第３④ 

意見 ：「障がい者の人権を尊重する市民の意識啓発

に努める」ことは，「相談事業の支援」の中で行うこ

となのか，別種の相談事業ととらえるのか，いずれ

でしょうか。 

前者であれば以下のように前後を入れ替えてみまし

たのでご検討ください。後者の場合には具体的な事

業が不明なので，どのように行うのかを追加してい

ただければ幸いです。 

現行 ：障がい者の人権を尊重する市民の意識啓発

に努めるとともに，人権擁護委員や各種障がい者相

談員などによる相談事業を支援します。 

前者の変更案：人権擁護委員や各種障がい者相談員

などによる相談事業を支援し，障がい者の人権を尊

重する市民の意識啓発に努めます。 

後者の変更案： 

・○○により，障がい者の人権を尊重する市民の意

識啓発に努めます。 

・人権擁護委員や各種障がい者相談員などによる相

談事業を支援します。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P48第３⑤1行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（2か所） 

 

P49第４本文 

意見 ：「～必要があります。」という現況を述べて

いるのにとどまるため，以下のようにしてはいかが

でしょうか。 

現行 ：「・」一つ目：確保等を推進する必要があり

ます。 

「・」二つ目：拡大に配慮する必要があります。 

「・」三つ目：市民の理解促進を図る必要がありま

す。 

変更案：「・」一つ目：確保等を推進します。 

「・」二つ目：拡大に配慮していきます。 

「・」三つ目：市民の理解促進を図っていきます。 

P49第４本文「・」の二つ目 2～3行目 

意見 ：「や」が連続するため，文章の構造上，以下

のようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：～字幕や点字広報の制作や，点字図書や録

音図書等の普及，インターネットの利活用など～

（A1や A2の制作や，B1や B2 等の普及，Cなど） 

変更案：～字幕及び点字広報の制作，点字図書及び

録音図書等の普及並びに，インターネットの利活用

など～ 



 

42 

 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P49第４本文「・」の三つ目 

意見 ：「手話通訳のできる職員を窓口に配置する」

ことが「職場の理解促進」につながる文脈がよくわ

かりません。 

とりあえず以下のように考えてみましたがいかがで

しょうか。 

現行 ：公共機関においては，手話通訳のできる職

員を窓口に配置するなど，障がい者が安心して暮ら

せるよう，職場及び市民の理解促進を図る必要があ

ります。 

変更案：障がい者が安心して暮らせるよう，公共機

関に手話通訳のできる職員を窓口に配置したり，手

話通訳者等を派遣したりするなどし，障がい者の意

思疎通と障がいへの理解促進を図っていきます。 

 

P49第４①3行目 

意見 ：英文字が全角のため、他に合わせて半角に

修正をお願いします。（1か所） 

P49第４① 

意見 ：体裁を統一するため，P19第２①のよう

に，冒頭を空白ではなく「・」で表示をお願いしま

す。（さらに，「 また、」をけずる。）（2カ所） 

P49第４①表題 

意見 ：パソコン教室「の実施」でしょうか。一方

で，「また，」以降がパソコン教室につながらないた

め，表題の再考をお願いします。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P49第４「・」の二つ目 2行目と②表題 

意見 ：点字広報は「制作」でしょうか，「作成」

でしょうか。統一をお願いします。 

 

P51枠内「現状と課題」「・」2 つ目 3行目 

意見 ：ほかの記載にあわせ，以下のようにしては

いかがでしょうか。 

現行 ：～大規模改修とあわせて実施しています。 

変更案：～大規模改修と併せて実施しています。 

P51枠内「現状と課題」3行目 

意見 ：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（1か所） 

P51枠内「現状と課題」「・」4 つ目の 3～4行目 

意見 ：レクレーションや文化活動は，参加するこ

とが「求められる」ものなのでしょうか。参加する

ことが「期待される」「望まれる」のではないでし

ょうか。あるいは，参加「できるようにする」こと

が求められているのではないでしょうか。ご検討く

ださい。 

P51図 

意見 ：第１及び第２の①～④の文字に白線のスジ

が入っているように見えるため，ご確認ください。

（スジが入っていれば，もう一度，図を貼り付けな

おしてください。） 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P52第１①本文 

意見 ：バリアフリー化と無料化とで，文章を分け

てはいかがでしょうか。また，障害者手帳の提示が

含まれているのは不自然（本計画は政策としての文

章のため，個別の運用方法を記載するのは不自然）

ですが，以下のようにまとめてはいかがでしょう

か。 

現行 ： 障がい者が，身近な体育施設で～大規模

改修とあわせて実施を検討し，障がい者が市内体育

施設を利用する場合の無料化を継続します。 

なお，無料利用の際には各種障害者手帳の提示が必

要となります。 

変更案：・障がい者が，身近な市立体育施設で～大

規模改修とあわせて実施を検討します。 

・障がい者が市内体育施設を利用する場合，各種障

害者手帳の提示と合わせて無料化を継続します。 

 

P52第１①本文 2行目 

意見 ：ほかの記載にあわせ，以下のようにしては

いかがでしょうか。 

現行 ：～大規模改修とあわせて実施を～ 

変更案：～大規模改修と併せて実施を～ 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P52第１③本文 

意見１：1～3行目と 4，5行目との目的が異なると思

われるため，以下のようにしてはいかがでしょう

か。 

意見２：数字が全角のため、他に合わせて半角に修

正をお願いします。（1か所） 

現行 ： 障がい者を支援する団体や～健康増進の

ため，また，２０２５年に～努めます。 

変更案：・障がい者を支援する団体や～健康増進を

図ります。 

・2025年に～努めます。 

 

P53第２本文 1行目 

意見 ：若干表現が不足しているように思われたた

め，以下のようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：～広く市民が文化活動に親しめる機会を提

供するなど，～ 

変更案：～広く市民が障がい者の文化活動に親しめ

る機会を提供するなど，～ 

P53第２①本文 

意見 ：現況を述べているのにとどまるため，以下

のようにしてはいかがでしょうか。 

現行 ：毎年多くの市民がボランティアとして参

加・協力し，さまざまな活動に取り組んでいます。 

変更案：市民がボランティアとして参加・協力でき

るさまざまな活動を支援していきます。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 
意見等 回答 

   

P53第２①○ 

意見 ：以下のように修正をお願いします。 

現行 ：○愛の広場レクリエーション 

変更後：○愛の広場レクリエーションの集い 

 

P53第２③本文 

意見 ：障害者手帳の提示が含まれているのは不自

然（本計画は政策としての文章のため，個別の運用

方法を記載するのは不自然）ですが，以下のように

まとめてはいかがでしょうか。 

現行 ：障がい者が～市の社会教育施設の無料化を

継続します。 

なお，無料利用の際には各種障害者手帳の提示が必

要となります。 

変更案：障がい者が～市の社会教育施設を利用する

際には，各種障害者手帳の提示が必要となります

が，無料化を継続します。 

2 メール 

１．弘前市内

に住所を有す

る人 

３．弘前市内

に勤務する人 

６．本計画

（案）に利害

関係を有する

人 

①弘前市駅前中央駐輪場の障がい者スペースの確保 

現状、いつも下段に自転車がびっしり止まってお

り、上段に止めざるを得ない。職員を呼ぶにも手間

がかかる。 

障がい者スペースの確保について、ご意見があ

りましたことを担当部署等へ情報提供いたしま

した。 
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番号 
応募 

方法 

募集 

要件 意見等 回答 

   

②JR運賃障がい割引適応、障がい者手帳の見直し 公共交通機関の割引については、国土交通省が

各事業者の判断に委ねています。 

③公共交通機関のヘルプマークや障がい者への配慮

の告知、健常者への啓発 

通勤で週 5日、バスと電車を利用。公共交通機関で

は健常者が優先席に平然と先に座り、後から優先席

に座ろうとしてもスマホをいじっていたり、寝てい

たりして声かけしにくい。もっとヘルプマークや優

先席の認知度は低い田舎の意識を啓発してもらいた

い 

現在も啓発は行っていますが、今後も継続しま

す。 

3 メール 

１．弘前市内

に住所を有す

る人 

３．弘前市内

に勤務する人 

５．弘前市に

対して納税義

務がある人、

または寄附を

行う人 

全般的に連携等を専門とするソーシャルワーカーが

不存在な計画となっているように思えます。 

・青森県障害福祉サービス実施計画(第 5期)では、

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向

けて、市町村において関係分野の支援を調整するコ

ーディネーターとして養成された相談支援専門員等

の配置を促進するため設定した目標値を示してお

り、平成 32年度では県全体として 60人となってい

ます。しかし、弘前市では具体的な数値目標を示し

ていない(P31)ため、医療的ケア児を総合的に支援す

る体制を整えるには不足すると思われます。 

ご意見については、次期計画策定の参考とさせ

ていただきます。 

  



 

48 

 

番号 
応募 

方法 

募集 

要件 意見等 回答 

   

・発達障害者に対する支援が書かれていないように

思えます。どのようにしていくか明確にしてほしい

です。 

 

・障害児やその法的後見人等への適切な支援を行な

っていくためには、教職員の資質向上を行なってい

くと記載されています(P34)が、特別支援学級へのス

クールソーシャルワーカーを配置し、その複合的な

問題に対しソーシャルワークを行なうことで得られ

る解決もあるのではないでしょうか。 

※「意見等」は、原文記載。また、弘前市情報公開条例（平成 18年 2月 27日弘前市条例 19号）第７条に規定する不開示情報に該当するものは除く。 


