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■１．実施概要

◎班長 ○副班長

テーマ
障がい者福祉関係者との
意見交換会

子育てしやすい矢板市へ！
子育て世代から望むこと

皆 で 考 え ま し ょ う ！
時代、地域にあった飲食業

日 時
10/19（水）
18:30～20:30

10/23（日）
15:00～17:00

11/９（水）
15:00～17:00

場 所
生涯学習館2階

研修室1
矢板公民館
1階 和室

矢板市議会 議場

対 象
障害者の保護者

関係事業所・関係団体等
全市民 矢板市飲食業組合

担当議員

◎掛下法示
〇中里理香
伊藤幹夫
小林勇治
中村久信

◎神谷 靖
〇櫻井惠二
佐貫 薫
宮本妙子
石井侑男

◎石塚政行
〇髙瀬由子
藤田欽哉
関由紀夫
今井勝巳
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■２．報告書
【障がい者福祉関係者との意見交換会】

開催日時 2022年10月19日（水）18：30〜20：30 開催場所 生涯学習館2階 会議室

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎掛下法示 ○中里理香 伊藤幹夫 小林勇治

司会者 掛下 法示 報告者 伊藤幹夫

ご参加人数 12 名

主なご意見・ご提言 〜議会報告会〜

NO ご意見・ご提言 ご回答

1

通年議会に変わったことによる、議員の皆さんの感想を聞
かせてほしい。

個々の議員の仕事は大きく変化はないが、市民にとっては、陳情
等いつでも受付や常任委員会の開催が可能であること。また災害
などの緊急時において議会がいつでも開かれているので迅速な対
応が期待できる。
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■２．報告書
【障がい者福祉関係者との意見交換会】

開催日時 2022年10月19日（水）18：30〜20：30 開催場所 生涯学習館2階 会議室

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎掛下法示 ○中里理香 伊藤幹夫 小林勇治

司会者 掛下 法示 報告者
A班(中里議員)B班(小林議員)

全体(掛下法示)

ご参加人数 12 名

主なご意見・ご提言 〜障がい者福祉関係者との意見交換会について〜

ご意見・ご提言

NO A班の意見

１ 障がい者と簡単に意思疎通が取れない。家族は早く専門家に相談して、対処してもらう方がいいのではないか。

2 職場で働いているのは大変。

３ 障がい者の習慣的なものとかは適切な指導を受ける事で上手く成長できる。

４
ちょっと心配だから病院に行ったほうがいいですよといっても受診できない。
予約できない。家族は予約と同時に仕事も休まなくてはならないので、負担感がある。

５ 病院に子どもの障がいに詳しい医師が少ない。

６ 学校では教育相談員に保護者が相談できる。教育相談員をもう少し取り入れていかないといけない。

７ 施設のスタッフが少ない。（対応が不十分になる）

８ 障がい者の認識が変わってきている。

９ 身体的な障がい者は表に出てきているけど精神障がいの方は表に出てこない。

10 働いている保護者が多いので、放課後に子どもを面倒見てくれる施設には安心して預けられる。

11 平日は施設の中で過ごす事が中心となる。長期休暇や日曜日に地域の方との交流を心掛けている。

3



■２．報告書
【障がい者福祉関係者との意見交換会】

NO B班の意見

1
重度障がいを持つ親の体験として、子どもが腎臓移植手術をしたが、病院から市に問い合わせしても、前例がないし相談窓口
もないとのことがあったが、市の対応として前例にこだわらず、親切に対応してほしかった。

2 障がいを持つ人が自らお話したりする場がないので、孤独になりがちである。

3 今回の障がい者福祉関係の意見交換会は初めてであり、大変良かった。今後とも議員の人は障がい者に関心をもって頂きたい。

4 親が亡くなったあと、子どもが自立してやっていけるか不安がある。今のうちに道筋をつけてあげたい。

5 障がいをもった同じような環境にある人たちが話し合える場が必要だ。

6
矢板市地域自立支援協議会に参加しているが、今年は227件の問題報告があったが、個人情報保護法の観点から個人を特定で
ないので、支援の立場から課題がある。

7
災害時の緊急援助の立場から、民生委員、区長、消防所等には、障がいを持つ人の情報が来ているが、近所の人には情報がな
いので、緊急時の支援体制に問題がある。もっとオープンにしてみんなで助け合いできるような仕組みが必要だ。

8 子ども未来館で障がいある子どもも遊べる対応が必要ではないか。

9 18歳までの子ども医療費無償化は全国的には大変進んでいてよいことだ、また来年度より現物支給も始まる。

10 矢板市は福祉まつりは今年も中止となったが、さくら市では実施している。福祉分野に力を入れてほしい。

11
川崎城址公園のあんどんまつりの時に、障がい者専用の駐車スペースがなく、入場できなかった。
公的行事は障がい者の配慮を行ってほしい。

12 新築予定の文化スポーツ複合施設は、設計段階で障がい者対策が織り込まれているので、素晴らしい。

13 福祉の輪が広がり、障がい者の雇用の場作りにつなげてほしい。

14
那須町では旧朝日小学校を活用して、NPO法人による児童発達支援として放課後デイサービス、障がい者のための就労継続支
援B型など障がい者支援に活用し、さらに那須まちづくり株式会社を結成し、交流ホール、アートギャラリー、高齢者向け住
宅等に幅広く活用している。矢板市の廃校となる小中学校においても活用検討願う。

15
脳梗塞には発症後3時間以内に病院で治療すると後遺症は発生しないと言われている。障がい予防策として、普段から脳梗塞
のための早期治療のための啓発活動が重要で、この点での市からの保健啓発活動をお願いする。

16
今回のような障がい者のための話し合いの場を提供頂いた議会に感謝とともに、議員の方には今後とも障がい者福祉分野の積
極的に取組をお願いする。 4



■２．報告書
【障がい者福祉関係者との意見交換会】

開催日時 2022年10月19日（水）18：30〜20：30 開催場所 生涯学習館2階 会議室

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎掛下法示 ○中里理香 伊藤幹夫 小林勇治

司会者 掛下 法示 報告者 伊藤幹夫

ご参加人数 12 名

主なご意見・ご提言 〜アンケート〜

NO ご意見・ご提言 ご回答

1
障がい福祉のお話、子ども、大人、子供と大人と将来の話
をする時間があったら、深ぼりできた。また続けてほしい。

次回の意見交換会に要望として検討します。

2
通年議会に移行し市民の困りごとを議員に届けることとす
ぐに調査・研究していただけるのは大変よいことです。

ありがとうございます。

3
市民、議員、市職員 みんなで「よりよい矢板市」を作っ
ていきましょう。

ありがとうございます。

4
初めて参加して知らないことを知れて大変良かったと思う。
障がい者に対してもっと思いやりが必要と思います。

ありがとうございます。

5



■２．報告書
【子育てしやすい矢板市へ！ 子育て世代から望むこと】

開催日時 2022年10月23日（日） 15：00〜17：00 開催場所 矢板公民館 2階 和室

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎神谷靖 ○櫻井惠二 佐貫薫 宮本妙子 石井侑男

司会者 神谷 靖 報告者 神谷 靖

ご参加人数 ４名

主なご意見・ご提言 〜議会報告会〜

NO ご意見・ご提言 ご回答

1

通年議会を取り入れたメリットをどのように考えているか、よ
かったと思うことは何か。

例えば新型コロナ対策の生活困窮者への給付金や燃油高騰対策
など国の施策を（随時会議により）直ぐに市民の方へ届けられ
るようになったことは、通年議会のメリットです。

6



開催日時 2022年10月23日（日） 15：00〜17：00 開催場所 矢板公民館 2階 和室

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎神谷靖 ○櫻井惠二 佐貫薫 宮本妙子 石井侑男

司会者 神谷 靖 報告者 神谷 靖

ご参加人数 ４名

主なご意見・ご提言 〜子育てしやすい矢板市へ！ 子育て世代から望むことについて〜

NO ご意見・ご提言

1

保険適用前の不妊治療費の助成制度は、他市町よりも回数など制約が多くあり使いづらかった。この制度により矢
板市を出た人も多くいる。不妊治療をする方は増えており、少子化を問題にするのであれば、手厚い制度にしてほ
しかった。若い人の矢板離れの一つの原因と思う。子どもが生まれる前の支援を充実させれば、助かる方が多くい
ると思う。

2 産科がなくなったのは影響が大きいと思う（子どもを産めるところに行ってしまう）。

3
コロナ禍で子どもを親に預けづらくなった。病後児保育を使おうとしたが、申請のため市役所に行く必要があった
ので、利用をあきらめた。利用当日にウェブなどで簡単に申請できるようにしてほしい。

4

子どもは成長が早くて、着るものにお金がかかる。最近の物価高騰により、家計が大変。子どもの古着を回収して、
リサイクルできるようにして欲しい。 古着をやりとりするのに無料ではなく（地域）クーポンを利用できればい
いと思う。塩谷町（しおらんど）では古着リサイクルを行っている。 季節毎にフリーマーケットのようなイベン
トで、古着など流通する機会があったらいいと思う。

5
子ども未来館の規模を大きくしてほしい。人数制限（1時間／クール、20人）・年齢制限（6歳まで）があり使いづ
らい。遊び場だけでなく、子ども用図書の充実をしてほしい。子ども未来館のイベントは楽しいので、さらに充実
してほしい。

6
アレルギー疾患についての相談窓口がない。アレルギーについての啓発をもっとしてもらいたい。災害備蓄品につ
いてもアレルギー対応をしてもらいたい。

■２．報告書
【子育てしやすい矢板市へ！ 子育て世代から望むこと】
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NO ご意見・ご提言

7

学校の統廃合により、少人数学級に逆行している。（1クラス36人）
子どもの教育環境としては、悪くなっている。色々な子どもがいるので、全ての子どもに目が届くようになるべく
少人数を希望する。（30人学級がよい）
この状態をよく思わない人は他の所へ行ってしまう。

8 参加者が少ないのは、オファーが足りていない、仕方が悪いと思う。（敷居を下げる努力必要）

9 相談体制を充実させてほしい。今の状況はよくない。相談をしてもなかなか解決しない。

10
ファミリーサポートセンターも使いづらい。突発的な場合、使えない。 大田原市のトコトコのような預かり保育
があると助かる。

■２．報告書
【子育てしやすい矢板市へ！ 子育て世代から望むこと】
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開催日時 2022年10月23日（日） 15：00〜17：00 開催場所 矢板公民館 2階 和室

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎神谷靖 ○櫻井惠二 佐貫薫 宮本妙子 石井侑男

司会者 神谷 靖 報告者 神谷 靖

ご参加人数 ４名

主なご意見・ご提言 〜アンケート〜

NO ご意見・ご提言 ご回答

1 開催場所は、子育てテーマであれば、子ども未来館がよ
い。

開催場所について検討します。

2
とてもすてきな会でした。こんなに小さな意見も聞いて
くださるとは思っていなかったので、たくさんの方が集
まるとステキですね。

ありがとございます。周知方法を検討します。

3
小学校のクラスを30人以内にしてほしい。鳥取県は今年
30人にすると提言して、SNS等で話題になった。矢板市
もぜひ目指してほしい。

少人数学級について、調査・研究して参ります。

4

子ども未来館について
岩手県の「いわて子どもの森」が好きな児童館です。ぜ
ひ様々な施設を視察して、目指すゴールを具体的に思い
描いてほしい。
施設（サービス）にぜひ「人（スタッフ）」をたくさん
つけて、充実した施設にしてください。子育てには
「人」が大事‼

子ども未来館が使いやすくなるよう取り組んで参ります。

■２．報告書
【子育てしやすい矢板市へ！ 子育て世代から望むこと】
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■２．報告書
【皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業】

開催日時 2022年11月9日（水）15：00〜16：30 開催場所 議場

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎石塚 政行 ○髙瀬 由子 藤田 欽哉 関 由紀夫 今井 勝巳

司会者 石塚 政行 報告者 髙瀬 由子

ご参加人数 13名

主なご意見・ご提言 〜皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業について〜

NO ご意見・ご提言

1 コロナ禍において外食が贅沢視されている。市内飲食店の積極的な宣伝を望む。

2
ランチの客は戻ってきたが、夜は8時9時までしか営業できない。夜タクシーが無くなり、送迎したこともある。タ
クシーの営業時間の延長を望む。現在8割位の客が戻ってきた。

3 グランドゴルフ、シルバー大学での集まりの予約など、コロナ禍に比べ6割7割戻ってきた。

4
ランチや小さい子を連れた家族が減少。TＶなどのコロナ禍のイメージで客が減少。言葉によるイメージを変えてい
ただければ変わってくるのかと思う。お酒は提供していないが、楽しめるような機会が必要。

5
市役所に出前でお世話になっている。職員の昼食の時間をずらしていただければ、対応可能。分散していただけれ
ば参入業者が増える。うちはコロナ禍の影響はないが、売り上げが上がらないと継承出来ない。

6 市役所の出前はあるが、店の客優先なので、難しい。

7
若い方はキャッシュレス決済が多い。ペイペイ「あなたの街を応援プロジェクト」10%ポイント還元を足利市やさ
くら市が導入。矢板市でも導入希望。

8
きちんとした料理人がいないため、新しいメニューを考えている。ハーブ等自家栽培の物を提供。ユンケルの主成
分「なるこゆり」入りギョーザ。「なるこゆり」ご希望者にお分けできる。

9
組合員どうしが触れ合える機会が増えれば、人がつながり、様々なイベントに参加できる。ベースができていれば、
混ざることができる。矢板市企業は少ないが、スポーツツーリズムなどで活性化可能。二代目が継げるような体制
が必要。
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NO ご意見・ご提言

10 飲食店応援クーポン券の利用について2,000円1枚か1,000円2枚。200円券10枚より良い。

11 飲食店応援クーポン券とペイペイのポイント還元の二刀流でお願いしたい。

12
飲食店応援クーポン券の期間を長く、もっと周知していただきたい。ペイペイのポイント還元なら市外の方にもPR
でき有望。

13 子育て世代には300円より500円の飲食店応援クーポン券がよい。

14 食べモノだけでなくガソリンも使えたらよい。

15 小さくても食のイベントなどがあった方が活性化に繋がる。

16
道の駅に飲食店の案内が必要。
道の駅の買い物客にクーポンを渡す、映像を流すなど市外からのお客様を取り込む工夫が必要。

17 物価が高騰しているが、市から何かしらの援助があれば助かる。

18 割りばしの廃止など取り組んでいる。お客さんにはより良い食事をしていただく工夫をしている。

■２．報告書
【皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業】
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開催日時 2022年11月9日（水）15：00〜16：30 開催場所 議場

担当議員
◎：班長
○：副班長

◎石塚 政行 ○髙瀬 由子 藤田 欽哉 関 由紀夫 今井 勝巳

司会者 石塚 政行 報告者 髙瀬 由子

ご参加人数 13名

主なご意見・ご提言 〜アンケート〜

NO ご意見・ご提言 ご回答

1
子育て中の方がコロナ禍でも安心して来店できる店が1つ
でも増え、活性化できるよう皆様のお力をお貸し下さい。

議会としてできることを検討して参ります。

2 様々な意見を聞けて良かった。ぜひまた参加したい。 ありがとうございます。

3
今後の期待として、色々なことを行っていただきたい。
飲食店の方々とも協力して頑張りたいです。

意見交換会が活性化のきっかけになればありがたいです。

4
今回初めての意見交換会であったが、多くの有意義な発
言があった。この様な会は継続して実施していただきた
い。今後さらに活発な活動に発展することを期待する。

ありがとうございます。

５ いい勉強になりました。ありがとうございました。 ありがとうございます。

６
道の駅が過去最高の売り上げとなっており人が集まる。
ここに飲食店の料理などを扱う自販機の設置スペースを
提供してほしい。

調査・研究して参ります。

■２．報告書
【皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業】
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■３．参加者アンケート分析

33%

67%

１．性別。

男性 女性 無回答

8%

34%

17%

8%

33%

２．年代を教えてください。

～10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

■ 障害者福祉関係者との意見交換会
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■ 障害者福祉関係者との意見交換会

25%

25%

8%

8%

17%

17%

３．ご職業を教えてください。

会社員 自営業 農林水産業

主婦 学生 公務員

団体職員 無職 その他

8%

25%

25%

42%

４．議会報告会・意見交換会を知った
きっかけを教えてください。

議会だより 広報やいた

回覧のチラシ ポスター

議会ホームページ 議員からの案内

知人・友人 Facebook

Twitter その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 障害者福祉関係者との意見交換会

17%

33%

17%

25%

8%

５．議会報告会・意見交換会の開催回数は、
どの程度が良いと思いますか？

年1回 年2回 年3回 年4回 その他 無回答

42%

42%

8%

8%

６．開催場所はどこが良いと思いますか？

1地区 3地区 行政区 その他 無回答

■３．参加者アンケート分析
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■ 障害者福祉関係者との意見交換会

9%

83%

8%

７．開催する時間帯はいつ頃が良いと
思いますか。

平日昼間 平日夜間

土・休日昼間 土・休日夜間

75%

8%

17%

８．議会報告会はわかりやすかった
ですか。

わかりやすかった わかりにくかった

どちらでもない その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 障害者福祉関係者との意見交換会

100%

９．議会報告会の時間は、いかがでしたか？

短かった 長かった ちょうどよかった その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 子育てしやすい矢板市へ！子育て世代から望むこと

25%

75%

１．性別。

男性 女性 無回答

25%

75%

２．年代を教えてください。

～10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

■３．参加者アンケート分析
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■ 子育てしやすい矢板市へ！子育て世代から望むこと

25%

25%

50%

３．ご職業を教えてください。

会社員 自営業 農林水産業

主婦 学生 公務員

団体職員 無職 その他

25%

25%

50%

４．議会報告会・意見交換会を知った
きっかけを教えてください。

議会だより 広報やいた

回覧のチラシ ポスター
議会ホームページ 議員からの案内
知人・友人 Facebook
Twitter その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 子育てしやすい矢板市へ！子育て世代から望むこと

25%

50%

25%

５．議会報告会・意見交換会の開催回数は、
どの程度が良いと思いますか？

年1回 年2回 年3回 年4回 その他

50%

25%

25%

６．開催場所はどこが良いと
思いますか？

1地区 3地区 行政区 その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 子育てしやすい矢板市へ！子育て世代から望むこと

25%

25%

50%

７．開催する時間帯はいつ頃が良いと
思いますか？

平日昼間 平日夜間

土・休日昼間 土・休日夜間

100%

８．議会報告会はわかりやすかったか

わかりやすかった わかりにくかった

どちらでもない その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 子育てしやすい矢板市へ！子育て世代から望むこと

50%50%

９．議会報告会の時間は、いかがでしたか？

短かった 長かった ちょうどよかった その他

50%50%

10．意見交換会の内容はいかがでしたか？

よかった よくなかった どちらともいえない その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 子育てしやすい矢板市へ！子育て世代から望むこと

50%50%

11．意見交換会の時間はいかがでしたか？

短かった 長かった ちょうどよかった その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業

73%

18%

9%

１．性別

男性 女性 無回答

9%

46%27%

18%

２．年代を教えてください。

～10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代～

■３．参加者アンケート分析
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■ 皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業

91%

9%

３．ご職業を教えてください。

会社員 自営業 農林水産業

主婦 学生 公務員

団体職員 無職 その他

27%

64%

9%

４．議会報告会・意見交換会を知った
きっかけを教えてください。

議会だより 広報やいた

回覧のチラシ ポスター

議会ホームページ 議員からの案内

知人・友人 Facebook

Twitter その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業

28%

27%9%

9%

9%

18%

５．議会報告会・意見交換会の開催回数は、
どの程度が良いと思いますか？

年1回 年2回 年3回 年4回 その他 無回答

46%

36%

18%

６．開催場所はどこが良いと思いますか？

1地区 3地区 行政区 その他 無回答

■３．参加者アンケート分析
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■ 皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業

100%

７．開催する時間帯はいつ頃が良いと
思いますか。

平日昼間 平日夜間 土・休日昼間 土・休日夜間

73%

9%

9%

9%

８．議会報告会はわかりやすかったですか。

わかりやすかった わかりにくかった

どちらでもない その他

無回答

■３．参加者アンケート分析
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■ 皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業

9%

91%

９．議会報告会の時間は、いかがでしたか？

短かった 長かった ちょうどよかった その他

82%

18%

10．意見交換会の内容はいかがでしたか？

よかった よくなかった どちらともいえない その他

■３．参加者アンケート分析
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■ 皆で考えましょう！ 時代、地域にあった飲食業

82%

18%

11．意見交換会の時間はいかがでしたか？

短かった 長かった ちょうどよかった その他

■３．参加者アンケート分析
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