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1 16

「疾病構造の変化」中「死亡数も増

え、老衰の数は増加しているもの

の」とあるが、平成２４年がどちら

も人数もピークである。文面の表現

を検討いただきたい。

近年の死亡状況の傾向として表現していますが、

中間見直しですので、平成２４年と平成２７年の

死亡状況の比較をもう少し詳しく表現いたしま

す。

2 17

「割合の推移」の表中、50％の線を

太くすると、全文との関係が分かり

やすい。

ご指摘のとおり、５０％の線を太線にするなど、

見やすくなるように工夫を加えさせていただきま

す。

3 18

各地域にある「子育て支援セン

ター」と、P22各地域においても元

気子育て支援センターの表現整理を

されたい。同一のセンターのように

混同するため。

「各地域にある子育て支援センター」は、「各地

域にある」を削除し、「子育て支援センター」と

いたします。

P18：「子育て支援センター」

P22：「各地域においても元気子育て支援セン

ター・・」

4 20

「イメージ図」中、ふたば園障害者

就業・生活支援センター」は総合相

談窓口に入るのか？P41にあるワン

ストップ窓口」との整合性はとれる

のか？

イメージ図中の各相談窓口は、全てが同一の施設

内にあることを想定したものではなく、あくまで

将来的な相談体制のイメージを示しておりますの

で必ずしも一致したものではありません。

5 40

イ本文４行目「食環境」は新しいこ

とばなので、脚注をお願いしたい。

『食を取り巻く様々な環境』に表現を替え、より

わかりやすいことばにさせていただきます。

6 41

（4）本文３行目「合理的配慮」に

ついては、障害者基本法により障害

者差別解消法に規定が明確にされて

いるので、文章の再考をされたい。

 障害者差別解消法においての合理的配慮につい

て、『すべての人が障がいの有無によって分け隔

てられることなく、互いを尊重しながら共生する

社会の実現に向け平成28年4月に「障害者差別解消

法」が施行されました。障がいを理由とする差別

の解消を推進すべく、｢合理的配慮※｣を提供する

よう、引続き啓発に努めます。』と併記いたしま

す。

「萩市健康福祉計画」中間見直し（案）へのご意見・ご提言　
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7

43

44

保育所についての記述は、(1)基本方

針に入れたほうが分かりやすい。

保育園の記述については、施設整備計画、(1)基本

方針の文末に記載いたします。

8 47

成年後見制度の中で、「市民後見制

度」等への取り組みは行われないの

か？

Ｐ47イ成年後見人制度利用支援事業の文末の｢後見

人候補者の確保・・｣に市民後見人も含むものとし

ております。

9 106

P106：表中「育成医療」を「自立支

援医療(育成医療)」に標記を変更さ

れたい。

表中、「自立支援医療(育成医療)」に変更いたし

ます。

10 107

P107：表中「放課後児童の生活の

場」に「放課後等デイサービス」を

入れてほしい。

表中、「放課後児童の生活の場の充実」に「放課

後等デイサービス事業」を追加いたします。

11 123

平成30年度から新たに障害児福祉計

画が規定されたことから、障害児に

かかる項目及び目標数値などを分け

るか、説明の中で明記する必要があ

るのではないか？「保育所等訪問支

援」は、」その対象が広がったにも

かかわらず、28年度より32年度が

減っていることに疑問がある。

（2）自立支援給付（障がい福祉サービス体系）目

標数値の文頭に、『平成29年度末で、第４期障が

い福祉計画の計画期間が満了となり、従前より障

がい者福祉計画に障がい児の福祉計画も含まれて

いましたが、児童福祉法の改正に伴い、障がい児

サービスの提供を円滑に実施することを目的に、

平成30年度から、障がい児福祉計画の策定を行う

こととなりました。』と説明文を追記いたしま

す。また、ご指摘のとおり対象が広がったことに

より目標数値が減っております。平成28年度実績

について数値の誤りがありましたので修正いたし

ます。
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12
125

126

新たなサービスのあり方として「共

生型サービス」の推進を入れてほし

い。

イ日中活動系サービスの文中に、共生型サ－ビス

への取組み目標などを含め、『障がい者が65歳以

上になっても、使い慣れた事業所においてサ－ビ

スを利用しやすくするという観点や、福祉に携わ

る人材に限りがある中で、地域の実情に合わせ

て、人材をうまく活用しながら適切にサ－ビス提

供を行う観点から、ホ－ムヘルプサ－ビス、デイ

サ－ビス、ショ－トステイなどについて、障がい

児者や高齢者が共に利用できる｢共生型サ－ビス｣

の提供が行えるよう努めます。』と追記いたしま

す。

13 129

カ「地域生活支援拠点等の整備」

は、事業目的や整備の方向性（内

面）などをもう少し書き込んでほし

い。

整備計画等含めた上で具体的に「整備計画にあ

たっては、萩地域自立支援協議会内の専門部会と

して、相談・地域支援部会において、地域のニー

ズや課題について協議・検討を行います。また、

平成32年度までの整備について、コ－ディネ－タ

－の配置や、地域包括ケアシステムの構築を目指

します。」と追記いたします。

14 129

ア7行目「パーキングパーミット」

は現在施行されている市の「思いや

り駐車場制度」並びに「やまぐち障

害者等専用駐車場利用制度」の推進

に書き換えてほしい。

｢思いやり駐車場制度｣並びに｢やまぐち障害者等専

用駐車場利用制度｣の推進にとして訂正いたしま

す。
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15 131

「あいサポート運動」の記述のあと

に、「サポートマーク」の啓発も併

せて入れてほしい。

サポ－トマークの啓発について、「あいサポート

運動が、障がいのある方にとって、よりきめ細や

かな運動となるよう、内部障がい・聴覚障がい・

発達障がい・高次脳機能障がいのある方、義足や

人工関節を使用している方など「外見からは援助

を必要としていることが分からない方」が、援助

を得やすくなるよう、身に着けることで援助を必

要としていることを示すマークです。配付を希望

される方は、萩健康福祉センターの窓口で、申込

書を記入・提出いただければその場で配付しま

す。」と追記いたします。

16 174

表19に平成26年10月の数字を記載し

ないと、本文の増減説明が分かりに

くい。

表19について、平成２６年度と２９年度に表記し

増減が分かるように記載いたします。

17 203

（4）「介護医療院」は平成30年度

に４０床の転換意向とあるが、P204

表24には、平成31年度に４人平成３

２年度に46人の推計が入っている

が、整合性説明が必要ではないか？

表24との整合性を行い、数字の訂正をいたしま

す。

18 210

参考中〈現行〉と〈見直し〉は、平

成29年作成なので、〈従前〉と〈現

行〉では？

＜法改正前＞＜法改正後＞に改めます。

19 213

フローチャート中「権利擁護」「包

括的・継続的」のあとの文言が切れ

ている。

「権利擁護：対応」「包括的・継続的：ケアマネ

ジメント支援」と表記いたします。

20 213

②2行目包括支援センターを「周知

する必要があります。」の記述は合

わないのでは？

②総合相談支援業務の説明分を修正。併せて包括

支援センターの説明文を「周知することが大切で

す。」に修正いたします。
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21 221

⑧に、1層、2層、3層に協議体のモ

デル図を入れないと分かりにくい。

モデル図を挿入いたします。（３層は実施予定が

ないため、１・２層のモデル図）

22 232

２健康づくりを取り巻く現状の中

で、国・県の状況に併せて、平成２

８年「健康維新のまち宣言」など、

萩市の現状を丁寧に記載されたい。

平成２８年の「健康維新のまち宣言」について、

『萩市においては、「健康寿命の延伸」を推進し

ていくために、平成28年4月1日に「健康維新のま

ち宣言」を行いました。全世代がいきいきと楽し

く暮らし、全地域が明るく豊かに暮らせることを

目指しています。

住民全体の健康づくりの推進のため、生活習慣の

改善や健康体操を推進するとともに、疾病の重症

化予防にも取り組みます。各年齢に応じた保健事

業を展開し、健康長寿に向けた活動を推進しま

す。』と萩市の現状を追加記載いたします。

23 233

アンケートの説明で、「イライラ感

の割合・・・」とあるが、７ケ月の

際は平成２６年度数値割合の方が高

いので、年々高くなっているとの考

察は、断定的ではないでしょうか？

１歳６ケ月では表に数値比較がない

ので、増加の状況が分りにくい。

「イライラ感の割合・・・」の考察は、現状に

沿って表現の工夫をいたします。１歳６か月児健

診の心理アンケート数値については、計画策定当

初の値と比較できるように、平成２５年度値を追

加いたします。

24 257

「フッ化物洗口」は、全保育園で実

施されていたと思います。

保育園における「フッ化物洗口」は、平成２９年

度時点で３園ですので、一部と表現させていただ

きました。「全ステージを通じた歯科保健のアプ

ローチ」の表に「現在の状況」と分りやすい表現

で付け加えさせていただきます。
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