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平成２９年度 第１回豊川市障害者地域自立支援協議会全体会議事録 

 

日時：平成２９年７月１９日（水）午後１時３０分から午後３時まで 

会場：ウィズ豊川 視聴覚室 

出席者：１１機関 

 豊川市障害者（児）団体連絡協議会 

 豊川市民生委員児童委員協議会 

 豊川市医師会 

 地域アドバイザー（東三河南部圏域） 

  愛知県立豊川特別支援学校 

 愛知県豊川保健所 

 豊川公共職業安定所 

 愛知障害者職業センター豊橋支所 

 豊橋障害者就業・生活支援センター 

 豊川市子ども健康部 

  豊川市福祉部   

欠席者：３機関 

 豊川商工会議所 

 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会 

 豊川市教育委員会 

 

１ 開会のあいさつ 

＜会長＞ 

どうもみなさん、こんにちは。 

本日はお忙しい中、平成 29 年度第 1 回豊川市障害者地域自立支援協議会にご出席してい

ただきまして、本当にありがとうございます。本日は、いろいろと各部会の報告など多々ご

ざいますので、さっそくですが、会議を進めさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。以後、着座させていただきます。失礼します。 

まずはじめに、委員の任期が平成 30 年 6 月 30 日までとなっておりますが、所属機関の

人事異動等によりまして、2 名の委員さんに新たに委員として活動していただくことになり

ました。 

 

２ 委員紹介 

今年度、第 1 回目ということで、また、新しい委員の方にも加わっていただいております

ので、自己紹介をいただきたいと思います。時間の都合もございますので、所属とお名前だ

けの紹介でお願いできればと思いますので、よろしくお願いします。 
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＜委員自己紹介＞ 

＜会長＞ 

自己紹介ありがとうございました。なお、本日は豊川商工会議所の委員、豊川市社会福

祉協議会の委員、豊川市教育委員会の委員が本日欠席となっております。 

それでは、次第に沿って議事を進めてまいりますが、議長は、豊川市障害者地域自立支援

協議会設置要綱第 8 条第 4 項により、会長が務めるということになっておりますので、引

き続き私、豊川市障害者（児）団体連絡協議会の委員が進めさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

また、本日の会議は、設置要綱第 6 条第 2 項により、委員の過半数以上の出席がありま

すので、成立していることも併せてご報告させていただきます。 

 

３ 障害者福祉計画について 

＜会長＞ 

それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。よろしくお願いします。 

まず、障害者福祉計画について、担当者から説明をお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

それでは、早速ではございますが、平成 28 年 3 月に策定されました「障害者福祉計画」

につきまして、各課の進捗状況の確認をいたしましたので、報告させていただきたいと思い

ます。 

「第 3 次障害者福祉計画」のパンフレットがお手元にございますが、こちらの 3 ページ

から 7 ページまでにあります、10 の分野につきまして、各施策別に分類して、調査シート

の記入を各課へ依頼して、報告を受けております。それを基に、当日資料として 1 枚ペラの

紙がございますが、こちらの「第 3 次豊川市障害者福祉計画に基づく実施事業」として、主

な実施事業を挙げさせていただいております。 

実施事業の内容ですが、基本方針 1 の「生活支援」、2 の「保健・医療」、3 の「保育・教

育」、8 の「障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利擁護」につきましては、加配保

育指定園の小学校区単位での設置に向けての追加設置などや、就学相談・教育相談の充実や

各施設の改修及び支援機器等の備品の設置といったように、一部当初の予定より一歩進ん

だ施策の実施が行われる予定でありますので、今後の方向というところで、充実とさせてい

ただいております。 

また、それ以外の実施事業につきましても、現在実施されているものを引き続き継続して

実施していくとの各課回答でございました。ただし、継続実施はするものの、改善の必要性

を感じている課も少なからずありましたので、来年度以降も少しずつ改善を重ねていって

いただけるものと思っております。 

傾向としては、障害者差別解消法の公布に伴いまして、各課関係機関の障害者への意識と
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必要な配慮が少しずつ意識されてきているのではないかと思います。今後もそれを意識し

た施策の展開が各課単位で行われることが期待されます。 

福祉課としましても、積極的な情報提供を各課関係機関に行うとともに、今年度同様に引

き続き進捗状況の管理を行っていきたいと思っております。 

報告に関しては、以上です。 

 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。ただいまの件につきまして、何かご意見がございました

ら、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

では、質問、意見がないようなので、次に参ります。 

 

４ 平成２９年度豊川市障害者地域自立支援協議会第１回運営委員会報告 

＜会長＞ 

次に、豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会からの報告について、運営委員長から

説明をお願いいたします。 

 

＜運営委員長＞ 

 運営委員会委員長です。よろしくお願いいたします。 

まずは、私の方から概略ということで、口頭で大枠を報告させていただきます。 

7 月 5 日に行われました運営委員会では、主に、市からの協議、報告事項として、本日の

次第にもありますように、議題の(1) から(3)について協議をいたしました。そして、同じく

次第にもあります(4)の相談支援部会についてと、(5)の各専門部会について協議が行われま

した。 

相談支援部会では、平成 29 年 4 月から 6 月に挙がったケースの中で、社会資源の開発に

関わることと、障害理解や支援者のスキルアップに関することの、2 つの大きなカテゴリー

に分けて協議をしました。 

 専門部会については、就労部会、こども部会、地域生活部会についての、平成 29 年度の

活動予定が報告されました。就労部会は「就労支援のための仕組みづくり」を目的とし、ハ

ローワークや教育機関、企業などとの連携強化と、相談員のスキルアップを目的とした研修

を行っていきます。 

こども部会は、「子どもの育ちに応じた支援体制の学びと連携を図る」を目的とし、一昨

年度から実施している中高生事業所夏季体験事業に基づく合同事業所説明会の実施と、子

どものライフステージに応じた切れ目のない支援体制について考えていきます。 

また、地域生活部会は、「緊急時に安心して豊川市で生活を送ることができる体制作り」

を目的とし、支援者向けマニュアル及び自分で所持する個人カードの作成に取り組んでい

きます。 
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それぞれの部会の具体的な内容については、この後、事務局から報告させていただきます。

委員長からの概略については、以上となります。 

 

＜会長＞ 

 では、順に進めていきたいと思います。なお、意見交換・質疑応答については、時間の都

合もございますので、議題の(1)から(3)につきましては、まとめて報告を行った後で伺わせ

ていただきたいと思います。そして、議題(4)、(5)については、それぞれの報告の後で伺わ

せていただきますので、ご了承いただければと思います。 

また、当議題に関しましては意見交換も併せて、45 分ほどを目安に進めていく予定です。

では、事務局より説明の方をよろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

 それでは、説明させていただきます。なお、議題(1)から(3)につきましては、いずれも市

からの報告でして、いずれも障害福祉計画に関係のある事柄となりますので、まとめて説明

をさせていただきます。 

 まずは、(1)「第 4 期障害福祉計画の平成 28 年度実績と第 5 期障害福祉計画等について」

です。こちらにつきましては、第 4 期障害福祉計画は、PDCA サイクルを基に、計画の達

成状況の点検及び評価をしていきますので、前回 3 月の全体会でも報告をさせていただき

ましたとおり、目標値につきましては、目標管理シートを活用し、サービスの実績につきま

しては、県に報告した数値を基に、点検評価を行っていきます。今回は、平成 28 年度の実

績について、報告をさせていただきますが、特に PDCA の点検評価の方法等について、ご

意見並びにアドバイスをいただけるとありがたく思います。 

 

 それでは、事前資料①をご覧になってください。事前資料①のまず 1 ページ目になりま

す。こちらの方は、第 4 期計画の目標値の管理シートということで、4 期計画の目標値は 3

つあります。1 つ目はまず、基本指針の目標と書いてあります、福祉施設の入所者の地域生

活への移行というところです。こちらの目標値は、平成 29 年度末における地域生活の移行

者数は 19 人。この 19 人という数値の理由といたしましては、平成 25 年度末の福祉施設に

おける入所者数の 12％以上。また平成 29 年度末の福祉施設の入所者数 149 人。これは平

成 25 年度末時点の福祉施設における入所者数から 4％以上を削減した数値と設定しており

ます。こちらは、国の基本指針を基に設定しておりまして、現状ですと、福祉施設の入所者

の地域生活への移行というのが、希望があまりないというところ。それから、受け皿となる

グループホームの不足が課題となっております。こちらの活動指標といたしまして、実際の

数値の方は、その下の表になっております。平成 27 年度のところは、地域生活への移行者

数は 3 人。それから、福祉施設の入所者数は 163 人であったのに対して、平成 28 年度地域

生活の移行者数は、まだ県から正式な数値が出ておりませんので、こちらのところは空欄に
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なっておりますが、福祉施設の入所者数は、平成 28 年度末時点で 161 人となっておりま

す。平成 28 年度の評価、それから改善といたしまして、その下の表の評価と改善のところ

をご覧になってください。平成 28 年度、現在、市内におけるグループホームの数は若干増

加しているものの、まだまだ利用者のニーズには補いきれておらず、利用希望者は近隣他市

のグループホームも利用している。現在市内には、平成 28 年度で 2 箇所新たにグループホ

ームができまして、現在 10 箇所ありますが、まだまだ足りていない現状もあります。改善

といたしまして、社会福祉施設整備費補助の制度を、各事業所に周知して、ハード面での補

助と、それから利用者のニーズを正確に把握するというところ。それから、相談員さんに情

報提供などを図り、計画に反映してもらうというところが挙げられます。 

 

 続きまして、2 ページをご覧になってください。2 つ目は、地域生活支援拠点等の整備と

いうことです。こちらにつきましては、目標値といたしまして、地域生活支援拠点等を整備

する。こちらは、平成 29 年度末までに各市町村又は、各圏域に少なくとも一つを整備する

ということを目標として挙げられております。この地域生活支援拠点というのは、その下に

も国からの説明で出ておりますが、グループホームや障害者支援施設などの「居住支援機能」

と、地域相談支援などを担当するコーディネーターやショートステイといった「地域支援機

能」とを合わせた拠点のことです。こちらに具体的な活動指標といたしまして、豊川市の圏

域である、東三河南部圏域（豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市）のそれぞれの市の状況も入

れてあります。平成 27 年度は、いずれの市でも未実施。そして平成 28 年度は、豊橋市で

こちらの生活支援拠点等を実施しております。他の市ではやっておりません。目標値といた

しましては、各市町村又は各圏域に少なくとも一つということなので、豊橋でやっていると

いうことになっておりますけれども、では豊川市ではどうか、ということで、平成 28 年度

の評価、それから改善のところをご覧になってください。近隣市で地域生活支援拠点等を実

施したため、本市においても地域生活支援拠点等のあり方を検討するために、自立支援協議

会の地域生活部会において検討をいたしました。そしてその改善ということで、その検討し

た結果を、どのように実際にしていくのか、豊川ではどうあるべきか。ということを幅広く

フィードバックして本市においては、どうあるべきかを再検討する。こちらの目標は、第 5

期の方でも引き続きの目標とはなっておりますが、つい先日、厚労省から第 4 期の計画に

もあるように、どうするかをきちんと考えなさいというように出ておりましたので、こちら

の方を検討したいと思っております。また、相談員全体で考える必要があるため、相談支援

部会で検討していく、また、圏域の会議でも考えていく必要があると考えております。 

 

 続きまして、3 ページをご覧になってください。こちらは、福祉施設から一般就労への移

行などとなっております。こちらの目標値につきましては、平成 29 年度の一般就労への移

行者数 38 人。これは、平成 24 年度の一般就労への移行実績の 2 倍以上ということから、

この数値となっております。もうひとつ、平成 29 年度末の就労移行支援事業の利用者数 55
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人。こちらは平成 25 年度末における利用者数の 6 割以上の増加となっております。また、

もう一つ就労移行率 3 割以上の就労移行支援事業所の割合が 5 割となっておりまして、こ

ちらが就労移行支援事業所のうち就労移行率が 3 割以上の事業所を全体の 5 割以上とする

という目標値となっております。こちらのいずれも、国の基本指針を基に設定しております。

実際の実績といたしまして、平成 27 年度と 28 年度、就労移行を利用して一般就労の方に

いった人数ということで、平成 27 年度 6 人、平成 28 年度 5 人。そして、就労移行の利用

者数につきましては、平成 27 年度 21 人、平成 28 年度 36 人となっております。就労移行

率 3 割以上の事業所数につきましては、現在調査中なので、申し訳ありませんが、こちら空

欄になっております。平成 28 年度のこちらの評価と実績につきまして、まず評価ですが、

自立支援協議会就労部会で就労移行支援の事業所見学会ですとか、それから事業所によるプレ

ゼンなどをしまして、就労移行支援への理解、それから利用への意識が高まりました。ただ、近

隣市に就労移行支援事業所が開設されたこともあり、豊川市からも利用者が増加して、平成 28

年度は、就労移行支援の利用者数も増加に繋がっております。改善といたしまして、就労移

行支援事業所から一般就労への移行者数を正確に把握する。またＡやＢからも就労の方に繋が

った人などもいると思いますので、そちらの方をもっと正確に把握して、就労に結びつけていく

よう働きかける必要があると考えております。 

 

 続きまして、4 ページ以降につきましては、こちらは、障害福祉サービスの見込量及び実績と

して、平成 28 年度の数値を基に、点検、評価の方を行っていきます。 

 まずこちら 4 ページにつきましては、訪問系サービスということで、居宅介護や、重度訪

問介護、同行援護、行動援護、それから重度障害者等包括支援といった訪問系サービスにつ

いての、平成 28年度の実績を記載してあります。こちらの訪問系サービスにつきましては、

まず「居宅介護」についてですが、身体介護や家事援助を含めて、人数、時間とも見込量か

ら大きく増加しております。その他のサービスにつきましては、利用人数はほぼ横ばいにな

っておりますけれども、利用時間については増加しているものが多いです。こちらは、一人

あたりの利用時間が増加していることが要因になっています。今後も、福祉施設や病院から

地域へ移行する障害者の増加などにより、サービスの利用希望者が増えると思われますの

で、こちらの改善といたしましては、利用者、それから相談員の適切な情報の提供を行い、

サービス提供体制の確保に努めていくという必要があります。その後、5 ページ、6 ページ、

それから 7 ページ。ここまでが障害福祉サービスについての、見込量と実績となります。8

ページと 9 ページにつきましては、地域生活支援事業の必須事業と任意事業についてのも

のとなります。いずれも、こちらについては実績の数値と評価と改善のところが記載してあ

りますので、こちらの説明の方は割愛の方をさせていただきます。 

 

 続きまして、第 5 期障害福祉計画について説明をさせていただきます。10 ページをご覧

になってください。 
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 第 5 期障害福祉計画については、平成 29 年度が、第 4 期の計画の最終年度でありますの

で、平成 30 年度からの 5 期の計画を策定していく必要があります。今回の計画の最も大き

な改正点というのは、国の基本指針に対応しながら市町村及び都道府県が、第 5 期障害福

祉計画、第 1 期障害児福祉計画を定めるとなっておりますように、第 1 期の障害児の計画

が入ってくるという点が、前回までとの大きな違いとなっております。第 4 期のところで

も、障害児のサービスの見込量や実績は入っていましたが、今回、児童の方を強化していく

ということで、国から出されている基本指針の方を簡単に紹介させていただきます。まず、

国の基本指針の主な改正内容は、①地域における生活の維持及び継続の推進ということで、

地域生活支援拠点等の整備を一層進める。先ほどの目標値にあったものので、平成 32 年度

末までに、市又は圏域にて整備を進めるということ。それから、基幹相談支援センターの有

効活用や設置を促進するというところがあります。これは、相談支援の質の向上を図ること

が目的となっております。 

続きまして 2 つ目。精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築とあります。こち

らの地域包括ケアシステムにつきましては、現在豊川市でも介護分野の方で取り組んでい

ますが、サービス利用者が住み慣れた地域で安心して生活できるような、様々な政策の構築

を目指すということが明確にされております。こちらの精神障害には、発達障害、それから

高次脳機能障害も含むと記載されております。 

また、就労定着に向けた支援といたしまして、就業に伴う生活面の課題に対応できるよう

に、事業所、それから家族との連絡調整等の支援を行うサービスが創設される「就労定着支

援」というものが明記されておりまして、職場定着率を成果目標に追加と記載されておりま

す。 

また、4 番目の、障害児のサービス提供体制の計画的な構築として、児童発達支援セン

ターを中心とした地域支援体制を構築するというようになっており、平成 32 年度末までの

児童発達支援センターの設置、と記載されています。 

そして 5 番目には、「地域共生社会」の実現に向けた取組ということで、高齢者、障害者、

児童等の福祉サービスについて、相互に、又は一体的に利用しやすくなる仕組みを作ってい

く方向性を盛り込んでいくということが記載されております。 

6 番目では、発達障害者支援の一層の充実ということで、地域の実情に応じた体制整備を

計画的に図るために、発達障害者支援地域協議会設置の重要性を盛り込んでいくと記載し

てあります。 

11 ページには、それ以外の見直し事項として、障害を理由とする差別の解消の推進、そ

れから障害者虐待の防止といった権利養護に関するもの。あとは難病患者への一層の周知

ということで、平成 29 年の 4 月から、こちらの障害福祉サービスを利用できる障害者総合

支援法の対象となる疾病が 358 に拡大されました。今までの 332 疾病から 358 疾病になっ

ており、平成 25 年の難病の方へのサービスの利用が可能になったのが、最初 150 だったと

思いますが、そこから増えているということを周知する必要があります。そして、意思決定
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支援及び成年後見制度の利用拡大の促進の在り方。こちらは、都道府県でガイドラインを作

成するということと、利用者の安全確保に向けた取組や利用者や事業所における研修等の

充実、情報公表制度による質の向上と障害福祉人材の確保、それから障害者の芸術文化活動

支援といったものの見直しと記載してあります。 

 

2 つ目の成果目標に関する事項ですが、第 5 期の計画の平成 32 年度末までの目標で、前

回から引き続き立てている計画や、前回の目標値から数値の方が多少変更しているものな

どもありますが、①から⑤まで挙げてあります。 

まず 1 点目。施設入所者の地域生活への移行ということで、こちらは継続ですが、前回の

ものよりも数値が若干減っており、地域移行者数は、平成 28 年度末の 9％以上。施設入所

者数については、平成 28 年度末の 2％以上の削減となっております。また、先ほど、主な

改正点でもお伝えした 2 番は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築。それ

から 3 点目、地域生活支援拠点等の整備。こちらも継続となっております。そして 4 点目、

福祉施設から一般就労への移行等ということで、こちらは 4 期の目標からの拡充となって

おります。もう一つ、障害児支援の提供体制の整備等ということで、児童発達支援センター

を各市町村に少なくとも 1 か所の設置。これは 5 期の計画が終了する平成 32 年度末までと

なっております。また、保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築。現在、豊川

市でも保育所等訪問支援をやっている事業所もありますが、こちらのところが障害福祉計

画の方でうたわれています。また、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所、放

課後等デイサービスを各市町村に少なくとも 1 か所の確保ということや、医療的ケア児支

援の協議の場の設置といったようなことが記載されております。 

 

次の 12 ページにつきましては、厚労省から出された資料で、障害児のこども子育て支援

等の利用ニーズの把握およびその提供体制の整備等とあります。今回の計画で、障害児福祉

計画を兼ねているということで、参考に付けさせていただきました。 

一番最後につきましては、策定スケジュールになりますが、本日の当日資料の差し替えに

なりますので、申し訳ありませんが、当日の差し替え資料をご覧になってください。現在こ

ちらの策定スケジュールに従いまして、第 5 期の福祉計画の方の策定を進めています。現

在、上から 4 つ目の 7 月第 1 回策定委員会。こちらをちょうど先週行わせていただきまし

て、ここまで進んでおります。障害者手帳をお持ちの方に対してのアンケートを、7 月上旬

から配布の方をさせていただいておりまして、7 月下旬までの期間で調査の方をちょうど行

っております。8 月には、障害福祉サービス事業所へのアンケート調査、それから障害者団

体へのヒアリングの方を行いまして、年間で 4 回の策定委員会。それから、パブリックコメ

ントで幅広くご意見の方を募集いたしまして、3 月末の障害福祉計画の策定というスケジュ

ールで動いていく予定です。 

こちらにつきましては、以上です。 
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＜事務局＞ 

 では、引き続き(2)の計画相談の現状について説明させていただきます。資料の方は、事

前資料 2 になります。 

「豊川市の計画相談実績」と書かれた資料は、計画相談又はセルフプランの作成状況の現

在の経過と現状についてお示しするものです。平成 29 年 3 月末時点では、障害福祉サービ

ス等受給者数 1,138 人に対し、セルフプランは 18％の 205 人。障害児通所支援受給者数 534

人に対し、セルフプランは 63.7％の 340 人となっており、未だセルフプランの率が非常に

高い現状となっております。セルフプランについては、エンパワメントの観点から望ましい

ものとされていますが、国はすべての利用者について、計画相談支援等が行われることが原

則となっていることから、今後は、セルフプランから計画相談への移行を進める必要があり

ます。 

次に裏面を見ていただきまして、「指定相談支援事業所一覧」と書かれた資料は、サービ

ス等利用計画等を作成する事業所の一覧と相談支援専門員数をお示しするものです。指定

相談支援事業所は 16 事業所、相談支援専門員は 29 名の方により計画相談支援等が行われ

ており、毎年少しずつ事業所が増加しており、ここ 1 年の間に 4 事業所が増えています。 

以上を運営委員会において、市から計画相談の現状として報告させていただきました。 

 

その他、運営委員会の委員より、こちらは資料を付けさせていただきましたが、「計画相

談における指定相談支援事業所の適正数について」の提案があり、一つ目は、指定相談支援

事業所の相談支援専門員の適正数について。二つ目として、委託相談支援事業所から指定相

談支援事業所への引き継ぎについて提案がありました。 

これらの提案に対し、今後検討していくのですが、その中でも回答させていただいたもの

としては、昨年度の第 2 回障害者地域自立支援協議会において、豊川市に必要な相談支援

専門員数や一人の計画数の上限等の見込みの質問に対して、数は、はっきりとは決めていま

せんが、おおよその目安として 40 件と回答させていただきましたが、これは以前、委託相

談支援事業所が委託業務を行いながら、サービス等利用計画を作成する時に目安に出して

いた数字であり、指定相談支援事業所が 1 人 40 件の件数では事業所の運営も厳しく、相談

員のキャリア、事業所の方針等にもよることになりますので、40 件と以前解答させていた

だいた数字については根拠のない数字であることを説明させていただきました。 

また、新規の事業所が少しでも安定した経営を行うには、サービス等利用計画の作成件数

を増やすことであり、本市の現状においてセルフプランから計画相談への移行を進める必

要があり、そのためには、相談支援専門員の方々の意見を聞きながら、サービスごとにセル

フプランの受付に制限をかけるなどの方法により、少なくとも計画相談をお願いできる件

数を全体として増やすことを検討するとともに、委託相談支援事業所から指定相談支援事

業所へスムーズな引き継ぎを行い、件数を増やす必要があることを説明させていただきま
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した。そして、委託相談支援事業が本来の委託業務に専念できるように、今後、整理してい

くことを説明させていただきました。 

その他、運営委員会の中では、意見としまして、セルフプラン率の高い児童につきまして

は、相談支援専門員が障害者と児童の計画を作成するのは、専門性も高く、なかなか難しい

のではといった意見や、当事者団体からは、相談支援専門員の役割や委託相談支援事業所、

指定相談支援事業の違いがわかりにくく、それらについての分かりやすい説明資料等があ

ればなどの意見がありました。 

本日お集まりの委員の皆様につきましては、未だに解決できていないセルフプランから

計画相談への移行について、何かいいご意見を言っていただけたらありがたいと思ってお

ります。私からの説明は以上となります。 

 

＜事務局＞ 

つづきまして、(3)平成 28 年度の障害者虐待対応ケースについて説明させていただきま

す。事前資料 3 の方になります。ご覧ください。 

平成 28 年度、豊川市障害者虐待防止センターの方に挙がってきたケースとしましては、

15 件ありました。その中で、虐待認定をしたケースは 7 件となります。障害種別でみます

と知的障害の方がもっとも多く、男女別にみると女性の方が被虐待者になるケースが多く

ありました。また、20 代の若い世代が多かったというのも特徴かなと思います。虐待の種

類に関しましては、養護者によるものが 8 件と最も多く、次いで施設職員によるものが 6

件、そして、使用者によるものが 1 件となっております。その、使用者によるものというも

のが、No5 に 3 名まとめて挙がっておりますが、こちらは、就労している雇用主からこち

らの 3 名が正当な賃金をもらっていなかった、という経済的虐待のケースでした。また、

No9 と No14 の方に、匿名として挙がっているものですが、こちらは愛知県の方に通報が

ありまして、県から市の方に連絡が入って、調査をしたケースであります。 

件数としては、毎年増加傾向にありまして、一昨年度である平成 27 年度は、11 件ありま

したので、昨年度から 4 件増えて 15 件となっております。 

以上、昨年度の虐待に関する受付状況について報告させていただきました。 

 

＜会長＞ 

 はい、どうもありがとうございました。ただいまの件につきまして、何かご意見等ござい

ましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 

＜委員＞ 

基本的なところをまずお伺いしたいのですが、前回、前々回と、すべての議案について、

いっきにお話をされると、個別にディスカッションすることが難しいと思うことをお伝え

させていただいたので、それでいくつかに分けてご説明していただいていると思っている
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のですが。そこで、この 4 番の次第に書かれている内容としては、運営委員会の報告なので

すね。報告ということであれば、豊川は一年こうでしたということをお伺いすることで終わ

るのです。協議であれば、意見なり質問なり提案なりということで、繋げていけると思うの

ですが。まず、スタンスとして、これはディスカッションをして何か前進を見ていくために、

資料を提供してご説明をされたものという捉え方で行くのか。ご報告をしますので、委員の

みなさん確認をしてください。というところで行くのか。これによって、たぶん次のアクシ

ョンが変わりますので、もう一度だけ確認させていただきたいです。 

 

＜会長＞ 

事務局のみなさん、よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ 

議題の 4 の(1)から(3)なのですが、先ほど答弁の方でも、市からの報告をさせていただき

ます。という言い方をしながら、中で、例えば(1)については 4 期の PDCA について報告が

あるのですが、その中でふり返りについてご意見をいただけたらということで、委員のみな

さんにご意見をいただきたいと考えています。(2)につきましても、セルフからの移行につ

いて、委員のみなさまに、セルフからスムーズに移行するためのご意見がいただけたらと考

えておりますので、そこについて協議をしていただき、ご意見をいただければと思っていま

す。 

 

＜委員＞ 

はい、ありがとうございます。 

そしたら、ひとつまず質問等をする前に、提案となりますが。時間を区切って、限られた

時間で議論をすることになりますので、資料全体を通して、せっかく運営委員会等々、ある

いは専門部会、事務局とで、事前に議論をして、そして全体会に上程されているかと思いま

すので、1 年間実施した上で、あるいは、中間で評価した上で、順調に進んでいるものは、

おそらく報告する必要がないと思います。ただ、豊川の今の現状の中で、改善するのが非常

に困難であるというような、改善するべき重点項目があるのであれば、それが、たぶん運営

委員会等々で議論された結果、現に今困っている事ということで出てくると思います。そう

すると、ポイントを絞って、ここの部分が、現状、相談支援専門員さんであったりとか、サ

ービス提供事業所であったりとか、行政サイドとしても、なかなか前進が難しいことで、第

3 者的な視点で考えたときに、何か捻出するべきアイディアはないだろうかということで、

投げていただく。それを協議のポイントとする。ということにされると、比較的議論がしや

すいかと。そうすると、参加されている委員さんのみなさんも、それぞれ得意の分野ありま

すので、自立支援法、総合支援法を担って、将来は一元化とはいうものの、それぞれの固有

の課題を持った方たちに、どう関わっていくのか、どう体制を作っていくのか。ということ
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が、それぞれの委員さんから聞きやすくなると思いますので。提案ということです。順調に

進んでいるものは、さほどウエィトとしては高くなく、進捗として困難なもの、滞っている

ものに重点を置いて、ご報告をされて、どうしようか。という議論をされた方がよいかと感

じています。まずこれは提案です。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

 

＜委員＞ 

 これは、また中で揉んでいただければ結構です。 

 その上で、PDCA について、何か意見をということを最初に言われていましたので。 

1 つ目の(1)の部分でいくと、特に前回の時には、このようにシートを作成されると非常に見

やすくなる。と評価させていただいと思うのですが。改めてこれを拝見した時に、例えば、

平成 27 年度の評価をして、改善するべきポイントが出されて、次の年度でこれが改善した

かどうかという評価ができたかどうかということです。要するに、評価をしていいものは継

続、うまくいってないものは、具体的な改善案を提示して、次の年度で評価をすることに繋

げていかないと、進んだかどうかが評価しづらいと思っています。例えば、地域生活支援拠

点は、非常に苦労されているかと思うのですが、圏域に少なくとも 1 つを整備することを

基本とするということで、面的支援をしていくのか、拠点を作るのかも含めて、圏域で作っ

ていくのかということになると思うのですが、もしこれが目標であれば、とりあえず豊橋で

できたから、圏域として 1 個できたからいい。という捉え方になっているのか。いやいや、

そうではなく、先ほど緊急時の対応が必要であることがご説明にあったのですが、やはり豊

川市として、拠点づくり、あるいは面的支援としての整備。いずれにしても、作るべきとい

う評価をした時に、この改善から次への再計画は、大きく変わると思うのです。結果、何か

と言うと。平成 27 年度の地域生活支援拠点の在り方を調べます。これは、豊橋に 1 個でき

ました。他の地域がどうかということを確認しました。これはいいと思います。昨年度、そ

の状況を判断した上で、検討した結果を幅広くフィードバックすること。という改善案が出

されていますが、結果は何であったのか、フィードバックする内容は何かが、ここにはなく

て、つまり、先ほどの話に戻るのですが、結果、豊橋市ではできたのですが、それでは、豊

川の支援対象者がフォローできないので、やはり面的支援での体制整備であっても、豊川市

独自でも持っていくべきなのだという結果なのかどうかが出てこないのです。そうすると、

次の改善計画に繋がらないのです。というところから、折角、2 年目の評価をしましたので、

もう少し具体的に、平成 29 年度具体的にここをやるということが出てこないと、評価した

改善にはなっていかない。 

ここは、もう少し踏み込んでいく必要があったのではないかと思っています。例えば、も

う一つですが、3 ページに就労移行の関係ですが。就労移行支援事業者から一般就労への移
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行者数を正確に把握する。ということは、今、把握の方法は不正確ということですよね。不

正確な理由はなにか。こういう理由で、正確な理由が出てこないので、把握の仕方をこのよ

うに変えます。その結果として、何が良く見えてくるのか。全体の一般企業への就職した人

たちの現状が把握できるのだということになれば、就職へ繋げていくために滞っている部

分に、アクションすることができるのです。ところが、これがよく分からない。何が困難な

ので、どう正確に把握するべきなのかが分からないので、全体的に評価、それから、評価が

漠然とされていると思うことと、それが故に、次へのアクションプランとしての、具体性を

A のところで出し切れてないと思います。できれば、もう一回再考される方が、まだ年度

1/3 終わったばかりなのでよいと思い、それが 5 期計画に繋がっていくと思います。そうす

ると、自然的に、サービス見込量の実績の部分で、端折られましたけれども、100％当初の

目標を達成しているものと、満たすものとの差異がかなり大きいのです。そうすると、達成

しているものは、例えばご説明いただいた 4 ページだと、改善案のところで、利用者並びに

相談員への適切な情報の提供を行う。これは、現状では情報の提供が不適切なのでしょうか。

サービス提供体制の確保に努める。不足をされていると評価されているのでしょうか。ここ

が、どちらにふられるか。つまり、今も適切だけど、もう少しがんばりますというのであれ

ば、がんばってくださいということになるのですが、不適切となると、具体的な改善策を出

さざるを得ないと思うので、次への評価がしづらい。不足しているものは、サービス提供事

業者側が不足をしているのか。あるいは、足りているが、ニーズの方がはるかに多いのか。

ここの需要と供給のバランスの読み方によっては、まったく違う方向性になると思うので、

目標達成数が 100 を越えているものから、40 を切っているものまで幅が広いので、分析を

きちんとされた方がよいかと。そもそもニーズがなければ、目標数を割っていたとしても問

題がないのです。でも、ニーズがあるのに不足しているとなれば問題となる。これは、読み

方が変わってきてしまうので、5 期計画の作成にあたっての数値目標は、ある程度国の基本

指針がありますので、何年度が何％という、どうしてもそれに引きずられるところがあると

は思うのですが、仮にそれで作ったとされても、豊川の実態として、ニーズに対する現状と

いうのは、国はそうは言うけども実はこうなのです。というものを、きちんと内部で持って

いられれば、仮に達成していないではないか、と指摘されても、ニーズを把握しているので

大丈夫です。と堂々と言うことができるし、次へのアクションにもきちんと進んでいますと

言えると思いますので、数字の捉え方を少しご検討していただくということと。せっかく

PDCA のシートを作られているので、次へ繋がっていく具体的なアクションという形で、

評価から分析へ繋げてもらうとよいと思いました。 

 あとは、たくさんあって申し訳なのですが。 

 虐待の話ですが、おそらく、手元の資料の方には、さほど詳細のものは個人が特定されな

いようにというところでされていると思うのですが。相談をされてきた方。例えば、支援者

の部分でいけば、相談支援専門員なのか、現場の職員さんなのかによっては、虐待予防に向

けた事業所内部での意識の違いが見えてくるのです。相談支援専門員が通報して言うので
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あれば、内部の事業所サイドとしてはもう一歩だったとなってしまいます。逆に内部通報と

うことであれば、最近だと些細なことでも、実は中でこのようなことがあったのです。とい

うことで、行政の方へ報告される事業所も出てきているのです。そうすると、未然に早い段

階で、大きくなる前に、きちんと把握をして、対処をしています。ということを、堂々と外

へ発表されるという事業所となりますので、内部の自主作用がきちんとできていると思い

ます。なので、具体的なこの内容を、是非、事務局サイドや相談支援専門員さんも含めて、

ある程度把握されておかれると、今の豊川の現状、事業所のサービスの質の向上、ころあい、

体制の度合いが見えてくると思いますので、是非、活用していただければと思います。 

 要は、この障害者虐待がこうだったという報告が大事というよりも、障害者虐待防止法の

基本的な目的は予防ですので、こういう結果が出てきたので、だから、豊川としては、さら

に虐待予防に向けて、事業所向けに研修なりアクションを起こしていきますということに

されていくと、この資料が活用できると思います。この辺りは、提案になってきますので、

ご検討していただく材料としていただければと思います。 

 最後にセルフプランですけれども、セルフ率が高い理由はなんだろうか。ということを、

以前の自立支援協議会の時にも質問させていただいていると思うのですが。成人の方のセ

ルフ率が、18％まだ残っていることと、児童のセルフ率がまだ高いということの、中身がも

しかしたら違うのかも知れないので、しっかり分析をされた方がよいかと思います。セルフ

プラン自体が、絶対的にダメというわけではなくて、セルフプランは、あくまでも相談支援

専門員が作成するサービス等利用計画や障害児支援利用計画で行われる、障害者ケアマネ

ジメントに基づいた計画が、きちんと作られているのかどうかが求められているので、その

内容のものが、成人の方でもご自身で作ることができる方であれば、セルフが 18％残って

いるということは問題がないと思うのです。そうではなくて、中身があまり伴っていないけ

ども、サービスを利用しなくてはいけないために、とりあえず作りました。というものであ

ればまずいと思いますので、一度そこを整理して確認をされるとよいと思います。 

実はセルフプランというのは、モニタリングができないため、受け取った行政側がきちん

とそのセルフプランの中身を確認して、それがニーズとマッチしているかどうかという、い

わゆるケアマネジメントが、行政側でできないとまずいということになります。そうでない

とモニタリングができない。なので、例えばせめてセルフプランで受けたが、でもモニタリ

ングが必要なので、指定の相談支援事業所さんの方へお願いをしていきましょう。というこ

とにするのか。そのためには、ケアマネジメントができる人材を育てていくことになるので、

市町村としての相談支援体制を作っていくうえでの義務になります。そのあたりについて、

このセルフプラン率の高さの理由を、単に事業所が少ないだけなのか、それとも、きちんと

ご本人がケアマネジメントできているのでよいのです。というのかを、分析しておかれると、

本当にこれがよいのか悪いのかが見えてくると思います。総じてですが、数字なり現状なり

を次への改善に繋げていくために、事実を客観的に評価して、滞っている部分を具体的にこ

う改善するという、この具体性のところをしっかり引き出すようなデータと目標を設定さ
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れると、有効な活用ができると思いますので、ご提案をさせていただこうと思います。その

前提としては、検討すべき重点ポイントを、各資料を説明する時に、整理されてから出され

ると、議論しやすくなると思いましたので、感想と提案ということでお話をさせていただき

ました。 

 

＜事務局＞ 

 ありがとうございます。 

 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。 

 

＜委員＞ 

 よろしいですか。 

 

＜会長＞ 

 はい、どうぞ。 

 

＜委員＞ 

 はい、先ほどの委員が、最後に言われたセルフから計画作成への移行のことは、基幹セン

ターの会議でも議題として出ておりまして、様式自体も少し検討した方がよいのではない

かと。安易に書きやすい様式というのも、確かにセルフの方に対して大事な視点ではあると

思うのですが、やはり、国の方はセルフプランの作成の指針から通知が一度出ています。本

人が実現したい生活とか、長期目標、短期目標、課題等々を含んだものにしなさい。という

通知が出ていると思いますので、それに沿った様式にしていただくことが一つ。参考に言う

と、蒲郡と田原は、相談員が作るケースと同じ様式で作ってくださいと。豊橋は、国の通知

に沿った内容にしています。また、豊橋も、一時期セルフが特に児童の方が高かった時期が

ありまして、その対処法としてどうしたかと言うと、それまでは、基幹センターが利用者の

方と一緒に作っていたのです。比較的、基幹の職員のリードで作っていたのですが、やはり

セルフの理論、本来の姿にたちかえって、このように作るということをお伝えして、「ご自

身で一度作ってください。あまり不備がある場合は、申し訳ないのですが、ニーズがきちん

と整備されていないので、もう一度作り直してください」という形でやるケースもあります

ので、セルフという本来のあり方に立ち返っていただき、それで増えるのであれば、逆にそ

れは仕方ないという事実に繋がり、いいことと思いますので、そのような取り組みがあれば

と思いますので、ご意見させていただきます。以上です。 

 

＜会長＞ 
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 事務局の方はご意見を頂いておりますので、次回に向け整備と確認をよろしくお願いし

ます。その他の委員の方ございますか。 ないようなので、次に進めさせていただきます。 

次に、相談支援部会について事務局より報告をお願いします。この議題については、質疑

応答も含めて 7 分ほどで進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

はい、よろしくお願いいたします。 

 相談支援部会につきまして、事前資料 4 を使いまして報告をさせていただきます。 

 相談支援部会では、毎月、各相談支援事業所の活動報告を行っておりまして、その中で、

地域で共有した方がよいと思うものをまとめさせていただいております。今回は、この 3 ヶ

月間に出てきた問題で、すでに相談支援部会、それから運営委員会の方で協議していただい

ているのですが。今回は議論というよりも、地域内でこうした現状があることを、委員の皆

さまにも共用していただきたいということで提示させていただいております。時間の都合

もありますので、細かなところは、資料をご覧いただきたいと思いますが。主に、社会資源

の改善、開発に関わることというところで、例えば、肢体不自由や難病の方が通うことがで

きる事業所が、豊川の現状の中でなかなか多くない。知的障害、精神障害の方が作業できる

ところは比較的できているのですが、このような課題もでてきております。あと、重度の身

体障害の方で、訪問入浴を使っていらっしゃる方の回数が、月に 10 回という制限があり、

夏場でも週 2 回の状況ということで、なんとか回数を増やせないかという希望も出ていま

す。その他に、重度知的障害者の生活場所ということで、なかなか施設に入ることが難しい

という状況もある中、グループホームで、重度行動障害のある方に対してなど、そういった

方の対応がどこまでできるのかという問題もありますし、発達障害の方の就労支援、訓練、

プログラムも含めた問題もあります。そういうところが、専門的なプログラムをして欲しい

というところもあります。 

 次のページにいきまして、こちらの方は主に、相談を受けていく中で、地域の支援者のス

キルアップに関すること。障害の理解、スキルアップに関することということでまとめさせ

ていただいております。これは昨年度までも出ておりますが、老障介護といいますか、高齢

者と障害者世帯のご家庭が多くなっている中で、この家族への支援を含めた支援の中で、包

括支援センターと介護保険、高齢者機関との連携という課題も出ておりますし、障害者の方

の子育て支援、それから障害という診断がついていない状態、あきらかに、なんらかの発達、

精神ですとか、可能性があるのではないかというところのひきこもりの問題など、このよう

な課題が昨年度に続いて出ております。昨年度同様に、相談員だけでは解決が難しい問題も

あるので、随時、また専門部会での議論ですとか、その他、今年度も含めてなのですが、市

全体でも職員のスキルアップのための研修に結びつけていければと考えています。 

 簡単ですが、相談支援部会の方からの報告となります。 
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＜会長＞ 

 ありがとうございました。ただいまの件につき、何かご意見等ございましたら、お願いし

ます。 

 

＜委員＞ 

 はい。いくつかのケースについて、事前に資料をいただいているのですが。 

 社会資源の改善と開発に関わることという部分でいくと、現状、豊川市の中で、改善に向

けて順調に進んでいっている類のようなものと、そもそもサービスがないので、にっちもさ

っちもいかないというものだと、解決していくべき課題としては、挙げられるものと、挙げ

られないものが出てきてしまいます。改善と開発は違うと思っていて、この辺りを整理して

いるのかというところ。そもそも改善だと、すでに事業所なりサービスがあって、少し使い

にくい。もしくは、障害関係ではなく、違うサービスとうまく組み合わせれば、もう少し有

効に活用できるということであれば、これはもう内部の問題として、進んでいくと思います。

ここで大きな問題として取り上げなくても大丈夫かと思います。開発にいたっては、そもそ

もサービスがないということになってくるので、これはそれこそ、委員のみなさんと一緒に

やったとき、うちの分野ではこういうことができるよ。という話に繋げていったり、などの

情報共有をいただけるものと思います。ある意味では、重点ポイント。とりわけ、ここで言

うと、開発の部分は、みなさん内部で検討されて、少し厳しいということがあれば、それを

重点に出されると、議論がしやすいと感じたことがまず一つ。 

それから、2 ページ、3 ページのところで、障害の理解と支援者のスキルアップに関する

ことということですが。これも、主語が違うと、だいぶ方向性が変わってきてしまうと思っ

ていて。障害の理解そのものが、そもそも支援者が主語だったとした時に、障害の特性をよ

く分かっていないのに支援が充分ではないというものだと、支援者のスキルアップが必要

です。ところが、差別解消の部分で考えた時、あるいは虐待防止の部分で考えた時、主語が

地域のみなさん、主語がご家族のみなさん、主語が行政機関だとすると、少し方向性として

は、かなり困難な部分が出てくると思います。なので、この辺りを少し整理していかれると、

支援者向けの研修は打ちやすいのです。地域向けの啓発となると、少し時間もかかるし、対

象者が漠然とするので、どこを対象とするのかとなると、障害福祉部分だけではなく、かな

り広い関係分野と関係課が連携する必要が出てくると思います。ご家族の場合だと、ご家族

自身がご本人に対してネグレクトをしているとか、虐待しているということになってくる

と、主語がご家族だった場合には、その障害の理解をなんとかしていこうと思った時、分か

っていただこうと思った時には、かなり難しいと思います。そうした時に、まさしく、その

家族会の皆さんや当事者団体の皆さん方に、この部分はどうアプローチすればよいのか。あ

るいは、一緒に同行できないのだろうか。講師をお願いできないだろうか。という所に繋が

って行くと思うので、協力を仰ぐこともできるかと。例えば、豊川の中だけではなくて、お

そらく、いろいろな団体さんでも愛知県の支部であったり、全国の団体があったりすると思
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うので、こういうプログラムであれば、豊川でも活用できるのではないか。ということで聞

けるのかなと。そうすると、きっと投げやすいと言うか。聞くポイントが打ち出しやすいと

思うので、この 2 ページ、3 ページについては、1 ページでもお伝えしたように、重点ポイ

ントを絞るにあたって、主語がだれかによっては、相当方向性が変わるということで、議論

のしやすさが変わってくると思うので、少し整理をして、とりわけ今、優先度が高いのは、

これとこれなのですというところで、ご提示されると、限られた時間で良いディスカッショ

ンができると思うので、そこを検討されるとよいと思います。 

さしあたって、今一番困っているものは、どれとどれ。もし出されるようなものがあれば。

例えば、この場に投げていただければ、私たち委員として、少し情報の引き出しを開けられ

るかなと思います。仮に一番今困っているものってどれですか。 

 

＜事務局＞ 

 それは、すごく難しい問題です。と言いますのは、ここにいるのは、本当にひとりひとり

の相談でして、その相談員かららすると、すべてが困っていること。例えば、2 番の方の問

題でいくと、訪問入浴の問題です。捉え方によっては、命には支障はないという問題という

ところもあるかもしれませんが。これは豊川だけではなく、この圏域全体でも、豊橋でも週

2 回が限度なのかな。ただ、この週 2 回もそもそもなぜ 2 回になったのかという話になった

時、本当に、今ものすごい暑さの中で、週 2 回だけのお風呂でいいのか。この方の場合、特

に褥瘡が出来ていて、主治医の先生からもお風呂に入った方が望ましいと言われた方の場

合、この方の問題で言うと、何とか回数を増やせないかという問題がでてくるのです。そう

すると、この人の優先度は高い。これは 1 年後、2 年後ではなく、今でも検討しなくてはい

けない。そう考えると、この優先度は非常に難しい問題です。もちろん緊急の行動障害のあ

る方のショートステイの場所というのもあるのですが、なかなか見つけにくいということ

があるかと思います。 

＜委員＞ 

例えば、ひと月以内には改善しなくはいけないもの。あるいは半年以内に。短期で解決す

べきものと、少し中期でじっくり調整しなくていけないものとの選別は可能でしょうか。 

 

＜事務局＞ 

 そこのところは、例えば、運営委員会の中で、この課題については、制度をいじらなくて

も、何らかの関係機関の協力が得られれば、可能であればそれは改善に向けてできるかなと

思いますし。例えば、これが制度でも、いじらなければいけない、これは市の制度であれば、

重点に市の方の来年度に計画に向けて動きますが、国全体の問題となると、これはまさに長

期的な問題となります。 

 

＜委員＞ 
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そうですね。 

 

＜事務局＞ 

 そのような分け方であれば、可能と思います。 

 

＜委員＞ 

 たぶん、そういった今のところでだと思います。豊川の自立支援協議会ですので、豊川の

中での工夫でもって、改善が可能なものこそ、こういう場で議論する案件かと思います。せ

っかく自立支援協議会ですので、豊川の施策が一歩前進するために、みんなで議論する場だ

と捉えた時に、豊川の中でだったら、これなら行けそうかなと解決できるものを、優先度の

高いものという捉え方をして、少し整理をされることは、今の話を聞いていると可能と思っ

たので。また、おっしゃるとおり、国全体のその施策そのものは動かないものなので、なか

なかアクションをこちらから起こそうとしても困難なので、自分たちの工夫、アイディアを

して連携でもって、豊川の中で解決をしていく。近隣の市町に先んじて、こういったことが

できたということであれば、逆に東三河としては、豊川で出来たものは、他の町でも出来る

かもしれないので、どうですか。というように。言ってみれば、みなさんが一生懸命やって

考えた結果が、自慢できるという話になってくるので、自信をもって、議論をできているこ

とを、アピールすることになるかと。そういった意味でも、整理をすることの必要性もあっ

て。どれも大事だが、全部何とかしようと思った時に、結果どれも進まなかったということ

が一番もったいない時間の使い方になってしまいますので、少し整理ができそうな雰囲気

がありますので、検討していただけるとよいかと思います。 

そうすると、もしかしたら、ここでご報告しなくてもよい案件と、最初の(1)、(2)、(3)の

ところでもお伝えしたとおりですが、本当に議論したいので、重点ポイントとして出したい

ものとの整理ができて、しっかりと議論をする時間が割けると思います。 

逆に、例えば、老障世帯の支援の課題や、老障介護の話が何人か挙がっているので、そう

いった部分で、家族会の中でどのような議論をされているのか個人的に聞いてみたいと思

いますので、何かあれば出来ればと思いますので。いつも、事務局サイドの方に聞いてばか

りで。メンバーですので、協議をこちらの方でするのが本筋かなと思った時に、このあたり

の課題はどうなのかを、もし聞ければありがたいです。そのようなところです。 

 

＜会長＞ 

 他の委員の方ありますか。質問がないですね。 

次に各専門部会について、事務局より順番に報告をお願いいたします。 

お願いいたします。 

 

＜事務局＞ 
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 はい、就労部会につきまして報告させていただきます。 

 今年度の就労部会の目的ということで、就労支援のための仕組みづくりということで、目

的として出させていただきました。今年度の取り組みが、この 1 ページに書いてある通り、

5 つのことについて取り組んでいきたいと思います。こちらに挙がってきた理由としまして

は、昨年度セミナーなど諸々やらせていただいた中で、精神、発達の方の就労支援について、

もっともっとやっていかなくてはいけないと思いました。それから、平成 30年度の法改正。

精神の方の雇用義務化に向けて取り組んでいった方がよいということがありました。それ

と、数字的なことですが、愛知県は全国でも雇用率が低いという数字が出ているのもありま

すし、市の計画の方でもありますが、就労実績を上げていきたいということもありまして、

雇用の促進ということをやっていきたいと思っています。 

 2 ページ目にいっていただきまして、具体的にどのようなことを進めていったかを説明さ

せていただきます。まず、雇用の促進につきましては、ハローワークさんと一緒にやらせて

いただくということで、より雇用を促進するために、ミニ面接会の方を、ハローワーク主導

のところ、私たちも協力参加して、進めていくことになりました。ちなみに、7 月中旬と記

述がありますが、昨日 18 日に、ある一社でミニ面接会をさせていただき、今後も引き続き、

そこのところを進めて行きたいと考えております。それによって、雇用率の UP に繋がれば

と思います。特に私どもで重点的に進めていくことは、②、③の所でございますが、精神、

発達の就労支援をどのようにしていくかを議論していったところ、まずは、先進的にそうい

ったことを進めている事業所を視察してみようと言うことになりまして。その内容につき

まして、次の 4 ページになりますが、東京の国立市にあります多摩棕櫚亭協会を視察して

まいりまして、そこでの取り組みがとても先進的だったと思いますので視察してまいりま

した。全部言っていくと時間がありませんので、ポイントでいきますと、5 ページを見てい

ただくとありがたいのですが。この事業所は、就労定着については、1 年以内が 90％以上

を確保しており、3 年以内には 60％程度は保っています。就労移行支援事業所をやってい

るのですが、そこについては、標準利用期間の終了期間までには、50％の就労を目指してお

り、それが実現されている。具体的にどのようなことをやっているのかは、ここには詳しく

は書いていないのですが、1 つには、実践的なトレーニング。1 つの作業だけではなくて、

いろいろな作業をぐるっと 1 ヶ月まわすといった形で、よりその方の可能性を探った上で、

精神の方に特化しておりますが、いろいろな業種、いろいろな訓練をすることで、就職した

時に慌てないで出来る形がよかったと思います。それと、特に定着については、実際に就職

された方を招いて、その方をテーマにし、その方に来ていただくという所で、定着支援を図

っている。企業に行って実際に定着支援を図るのではなく、事業所に招いて、そこで話を聞

くという形をとっていることがあります。それと、その方々に自分の経験を話してもらうこ

とによって、その事業所でやっていく人たちが、それを聞いて、また学んで、イメージを付

けていくということをやっている。そこら辺が、今後の定着でうまくできていることかと思

いました。 
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 続きまして、6 ページの方ですが、豊川市内に精神、発達に特化した就労移行事業所が今

のところ少ないため、隣の豊橋市にある LITALICO が、精神、発達に特化しているという

ところで視察してきました。ここでの特徴は、月ごとにカリキュラムがしっかり組まれてお

り、そこが非常にうまくいっていると思いました。しかし、少しホワイトカラーといいます

か、内容が難しい点もありますので、すべての方が当てはまると思いませんでしたが、豊川

にはない事業所だということで為になりました。 

すみません、申し忘れましたので、前に戻っていただいて、棕櫚亭協会さんの中で、もう

一つ、既存の事業として、就労移行と就業・生活支援センターさんを持っておられるのです

が、もう一つ自立訓練事業ということで、まだ就労移行に行く前の段階の生活訓練から進め

ていくというところをもっておられるのです。これについては、まだまだ就労することがま

まならない方を、まずはこの事業所に来てもらって訓練をする。豊川市内には、そういった

自立訓練事業をやっている事業所はございません。しかし、私の相談の中でも、やはり精神・

発達の方が多いのですが。まずは、いきなり就労事業所に通うことがまだまだ無理な方も多

いので、そういった方々がどうするのか、困ったところでもあるので、こういったことをや

っていけたらよいと思いました。こういった事例など、うまいことできることなど、もう少

し委員のみなさまに何かご指摘いただけることがあれば、していただきたいと思います。以

上になります。 

 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。続きまして、こども部会さん、お願いします。 

 

＜事務局＞ 

お願いします。こども部会の報告をさせていただきます。 

資料 6 をご覧ください。今年度の目標は、子どもの育ちに応じた支援体制の学びと連携

を促進するということにしました。1 つ目は、夏休み中高生事業所体験事業をベースとした

合同事業所説明会の充実、②子どものライフステージに応じた切れ目のない支援体制を学

ぶということを重点の目標としました。進捗状況としましては、①合同事業所説明会ですが、

5 月 13 日に豊川市文化会館で開催いたしました。来場者数は 90 名、事業所数は 19 事業所

ありました。当日は、天候が悪かったことや、前年度と場所が違ったこともあり、みなさん

が来てくれるか不安でしたが、前年度と同じぐらいの数の来場者がありました。昨年度は、

少し時間が足りないところがあり、少し時間を延ばしたところもあったのですが、来場者の

方からのご意見で、参考になった。これからも続けて欲しいという意見もたくさんいただき

ました。3 ページから 6 ページのところにアンケートがありますので、ピックアップしてお

伝えします。参加事業所からも、事業所の PR ができた。他の事業所との関係が深められた。

という前向きな意見をいただけました。来場者、参加事業所からの意見として、紹介パネル

と説明ブースが昨年度は一緒だったのですが、今回は、場所の関係で別々になってしまった
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ので、やはり会場は来場者も事業所も見渡せる近いところがよいという意見をいただいた

ので、よかった点と改善点を踏まえて、来年度以降も、また生徒さんやご家族に、事業所を

より知っていただく場を提供させていただければと思っております。重点の②の方ですが、

指定の相談支援 3 事業所にも協力をいただいて、子どもの成長を、それぞれのステージで、

子どもの成長に携わっている支援機関、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所など

の連絡会議や共有会議にも参加していただいて、ご意見、ご提案をいただく機会を持つため

に、8 月には、こども部会の第 1 回専門部会の開催を予定しております。支援者向けの勉強

会、見学会等、学びの場を企画し、共催していきたいと考えております。以上でこども部会

の発表を終わります。 

 

＜会長＞ 

 はい、ありがとうございました。次に、地域生活部会の方、お願いします。 

 

＜事務局＞ 

 はい、地域生活部会の報告をさせていただきます。 

 地域生活部会の目標設定も、昨年度までの継続となりますが、緊急時に安心して豊川市で

生活を送ることができる体制作り、を今年度の目標として活動しております。2 の今年度の

取り組みになります。先ほど、運営委員長さんからも報告がありました通り、今年度は、支

援者向けのマニュアル及び自分で所持する個人カードの作成を行っていきます。これは、昨

年度、平成 28 年度に消費者団体さまの方々のご協力をいただきまして実施しました「災害

時の避難所運営に関するアンケート」より抽出された課題から、早急に取り組んでいった方

がよいという内容について取り組んでおります。 

進捗状況及び予定の方は、ここに書いてあるとおりです。 

4 の取り組み内容は、作業部会の方では、今年度の活動内容を確認して、部会構成員の検

討等を行っております。指定の相談支援事業所さんにも、作業部会の方も兼務していただい

ておりまして、当面は、先ほどの支援者向けのマニュアルや個人カードの作成にあたっての

作業的なことを中心に取り組んでいく予定です。 

また、最後になりますが、5 の短期入所担当者連絡会の実施状況になります。これは、前

年度も相談支援部会の課題にも出ていたのですが、緊急時に、事業所へ短期入所をおこなう

ことがなかなか厳しい状況にあるという課題があったため、短期入所事業を行っている市

内の 6 事業所間の横の繋がりを図り、豊川市の現状や短期入所事業の関する情報共有の場

として活用しています。これで、すぐ緊急時に使えるかどうか、改善できるものではないの

かもしれませんが、まずは、情報を共有して、次に繋げられるものを考えていけたらと思い、

開催しています。内容としては、相談支援事業の説明をしながら、双方の事業所の現状を伺

い、お互いの事業所間で情報を共有しています。3、4 か月おきに開催しており、連携を深

めています。 
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簡単ですが、地域生活部会の報告は以上です。 

 

＜会長＞ 

 はい、ありがとうございました。ただいまの、就労部会、こども部会、地域生活部会の報

告がございましたが、ご質問、ご意見等がございましたら、よろしくお願いします。 

 

＜委員＞ 

 各部会を通して、少し継続してずっとやってきている事業もありますので、そろそろ解決

をみないとダメと思うものもあったりすると思います。その重点的な取り組みで、いくつか

ピックアップされてはいるのですが、基本的にそれぞれの重点項目の解決すべき問題点は

そもそもなにがあるのか。豊川市として解決しなくてはいけない問題がそこに発生してい

るので、それを重点的に関係者同士で、議論をし、調査をし、豊川市で実行できるように、

解決するべき課題化をしていきましょうということが重点項目と思います。そうした時に、

それぞれを取り組むのに、何がそもそも問題なっているのか、というところが少し全体的に

見えない。例えば、就労の話でいくと、先進的なところの研究のために、実際に訪問された

ということで。そもそも、その先進的な部分として、ピックアップするにあたって、豊川市

で足りていないことがここで、それを解決するために、どのように個々の課題としての取り

組みによって解決している問題だけではなくて、連携することが必要だということをポイ

ントとした時に、その連携の体制をどのように作っていくのか。ということが課題だとした

場合、先進事例を検討にいかれ、豊川に持ってこれそうなことが何だったかという評価がで

きたかどうかがポイントだと思います。これは何かと言うと、どこかの事業所が頑張れば、

なんとか解決する問題なのか。それとも、まさしく各事業所、あるいは各団体が得意として

いるところを持ち寄ることで連携し、初めてワークしていくシステムを作りたいというこ

となのか。ということによっては、これも目指すところが変わると思います。事業所の独自

の取り組みであれば、お任せをしておけばよい。こういうところがありますよと紹介すれば

済むと思います。自治体システムとして取り組もうとした場合、絶対止まっているところが

あると思います。その止まっている所が、そもそも問題なのです。なぜ止まるのかというこ

とを、先進事例を聞いてきたことで、これが活かせるということであれば、これは行った意

味があるのです。そこがきちんと出てきているかどうかということだと思うのです。せっか

く行ってこられましたので、例えば、精神の方に対しての就労支援については、具体的にこ

ういう技法であったり、こういう支援、技術が、豊川の中のニーズとして必要とされている

ものだと。だから、これに向けて、みんなで同じように勉強をしていくということであれば

豊川市の中で可能と思いますし。逆にその町にしかない独自の機能だとしたら、それは豊川

には絶対に作れないものであれば、どんなに議論しても進まない。これは話をしてももった

いないので、違う体制を考えていきましょう、としていかないといけないので、そこの整理

が必要だと思います。併せて精神と発達の就労支援の部分で、大きな課題となってくるのが、



24 
 

医療刑務所や医療少年院で、収監されている方たちの出所の支援で、働きたい、生活してい

くために働かなくてはいけない人たちが、就労を希望するというニーズが出始めています。

そうすると、豊川の方で、収監されている方、対象となりそうな方がどれくらいいて、そこ

を就労支援として体制をどう作っていくのか。受け入れができるような形を作っていける

のか。そうすると、就労支援だけではなく、生活の拠点づくりが必要になってくるので、ま

さしくこれは、もうひとつの地域生活部会との連携が必要となってくるのです。このあたり

の問題点をきちんと整理することによって、部会単独で解決できるもの。部会同士が連携す

るべきもの。行政担当が全体、あるいは各種団体、みなさんと一緒に考えていくもの。との

整理ができてくると思いますので、問題、それを解決すべき目標を設定した課題の作り方を、

もう少し整理する必要があると思いました。そうすると、例えば、こども部会でも、ライフ

ステージにおいて、切れ目のない支援体制を学ぶということですが、切れ目のない支援とは、

例えば、ここの場所で、このようなものを目指したいというものがあれば、それが目指す目

標なのですね。目標がないままに、体制を作りましょうというのは、どこまでいっても決着

しない。であれば、ここを目指したいという近い目標設定するべきと思います。今まで、豊

川市の先輩たちがサポートファイルを一生懸命作ってこられたと思います。それが活きて

いないのだろうか。今度はそれが疑問になってきます。ライフステージで、なぜ切れてしま

うのかを分析する必要があって、切れるのは何かというと、保育園から小学校、小学校から

中学校、中学校から高校、そして就職。日中の活動の拠点が変わった時に、だいたい人が変

わるから、そこで切れてしまうことが大いにあると思います。だから、相談支援専門員が、

そこをきちんと繋げていく意味があると。サポートファイルを今まで作ってきているはず

なので、活かせるのではないか。では、切れ目がない支援体制というのは、今までつけてき

たサポートファイルを活用しながらも、なお滞っているここを解決するために、話し会いま

しょうという重点ポイントを整理された方が、ディスカッションしやすいと思います。合同

事業説明会などは、ずっと継続してきており、このまま続けていかれると思うので、これは

重点ポイントではない。これはすでに、恒常的な毎年の事業として位置付けるべきものと思

うので、さほどあげるべきものではないと思います。であれば、本来の私の立場から見てい

くと、障害支援だけの部分ではなく、子ども子育て支援との関係性をどうしていくのか。わ

れわれの方でいくと、障害児支援専門員が活動していますが、子ども子育て支援でいく利用

者支援事業の相談員さんと、どう繋がっていくのか。これについては、いろいろな市町をみ

ていても、自立支援協議会と子ども子育て支援会議との連携がない。お互いの情報の共有が

ない。オブザーバーが参加する。こちらの情報を聞いてもらう。ここに児童相談所もしっか

りと入ってきてもらうなど、そういうところも必要でしょう。そういった、真の意味で関係

するところが繋がっていくための時間を少し割いていった方が、建設的と思います。地域生

活部会ですが、災害時のことは、数年代やってきていますので、そろそろ終わりと思います

ので、できれば、今年で次のことへチャレンジしていただきたいと思います。部会の目的と

して、緊急時に安心して生活できる体制作りということですが。ここで言う緊急時を、非常
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時、いわゆる大規模災害が発生した時の非常時として捉えるのか。あるいは、日常生活上で

発生したイレギュラー。急にご両親が交通事故にあわれて、子供だけ残されてしまった、と

いうケースであったり、いろいろ他にも事案としては考えられるかと思うのですが、日常生

活上の緊急時と非常時の緊急時は、たぶん違うのです。日常生活上の緊急体制が、まさしく

地域生活支援拠点の整備であると思います。であれば、たぶんそれを議論するのが、ここで

あると思いますので、せっかく今年度始められたことなので、これはこれでインしていくと

して、少し取り組めることを議論されるといいかと思いました。もう一つ、自分で所持する

個人カードですが、目指すイメージがあれば、それは提示されると、みなさんが、ここへ行

きたいということで、アイディアを出しやすいと思います。なんとなく、バックとして持っ

ていればよいとイメージをされているのであれば、これは帰結しないので。例えば、もとも

とは東京都が始めたものですが、ヘルプカードという固い縦型のものがあります。これが、

東京以外の他の自治体でも、それを取り入れている所が出始めています。ヘルプカードの中

を開くと、自分の現状について書いてあって、「こういう時には、わたしは困るので、力を

貸してください。」ということが、自分で書けるようになっており、首からぶら下げている。

これを持っている方がいた場合は、気にかけてください。ということを、一生懸命啓発をさ

れていたりします。例えば、そういうものを目指すのであれば、ばっとそれを出されて、こ

こへ向かっていくためには、今の豊川の現状として、どうすれば所持できるのか。そもそも

これが必要なのか。そうすると、今度は、ご家族のみなさんや、ご本人に聞いてみようとい

う話になってくると思うので、次のアクションが動きやすくなると思います。そういった意

味で、どの部会さんもそうですが、目指す目標を、きちんと提示をされて、そこに向かって、

みんなで議論できるようにしていった方がよいと思います。議論された時に、なお滞ってし

まうような部分を、こういった全体会の場に投げていただければ。例えば、圏域アドバイザ

ーさんみたいに、他の市町、圏域の中でもアドバイザーとしての横の繋がりがあるので、あ

そこはこうやったという話になるだろうし。医師会さんの方で、例えば、医療の部分でこう

やって連携できているという部分があれば、使えるツールがあるかもしれない。そういった

意味では、今回は、教育や保健センターであったり、当事者団体の方であったり、あるいは

就労の方であったり、みなさんいらっしゃいますので、意見が聞きやすくなると思います。

そういう形で、現在うまく進んでいるものは、これも同じで頑張ってやれていますというこ

とで、さらっと終わってしまって、本当に困っていることを出されたほうが、全体会を開く

意味、効果が高いと思いますので、少し検討していただけるとよいと思います。 

特段なにかご回答をいただくものではありませんので、提案としてお聞きいただければ

とよいかと思います。すみません、長いこと自分の話でした。 

 

＜会長＞ 

その他、何かご意見等ございますか。 

ないようでしたら、これにて本日予定されていました議題をすべて終了しました。長時間
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にわたりご協議いただきまして、誠にありがとうございました。引き続きまして、事務局か

ら事務連絡をお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

 本日は、ありがとうございました。事務局から連絡させていただきます。次回の会議につ

きましては、来年 3 月に予定しておりますが、詳細な日程は、改めてお知らせさせていただ

きます。また、本日の議事録につきましては、後日送付させていただきますのでよろしくお

願いいたします。以上となります。 

 

＜会長＞ 

長時間にわたりご協議いただきまして、誠にありがとうございました。本日の会議につい

てはこれで終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。 


