
平成 24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 24年 7 月 4 日　水曜日　午後 2 時から 3 時 30分まで

場　　所　豊川市社会福祉会館　視聴覚室

出 席 者　 10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

愛知県立豊川養護学校

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

豊川市健康福祉部

欠 席 者　 2 機関

豊橋障害者就業・生活支援センター

豊川市教育委員会

１　開会あいさつ

豊川市健康福祉部次長

本日は、平成 24年度第１回豊川市障害者地域自立支援協議会にご出席いただきあ

りがとうございます。

本年度は任期満了による委員の改選がありました。任期については平成 26年６月

30日までの２年間となっていますので、今後ともよろしくお願いします。全体会は

年２回を予定しています。この協議会は、地域で安心して暮らすためのシステム作

りについて、委員の皆様からご意見等をいただき、障害のある方が安心して暮らせ

るまちづくりについて協議していただいているところでございます。

昨年度にも報告がありましたが、第３期障害福祉計画が策定されました。平 成 24

年度の取組みについてこの全体会で皆さんと協議していきたいと思います。
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２　委員紹介

自己紹介

３　会長及び副会長の選任

事務局　

会長の選出にあたっては委員の互選により選出したいと思います。自薦、他薦でも

構いませんのでご意見をお願いします。

委員

豊川市民生委員児童委員協議会の委員にお願いしたいと思います。

事務局

　 豊川市民生委員児童委員協議会の委員にお願いしてよろしいでしょうか。

委員による賛成の拍手多数

事務局

委員の皆様から賛成の拍手をいただきましたので、会長は豊川市民生委員児童委員

協議会の委員にお願いしたいと思います。

会長

副会長に関しては事務局でご指名があればお願いします。

事務局

副会長は豊川市健康福祉部の委員にお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

委員による賛成の拍手多数

事務局

賛成多数にて豊川市健康福祉部の委員にお願いします。

会長

昨日の夕刊で、障害をもった方が活躍されている記事があり、豊川の方も紹介され

ており、色々な場所で活躍されています。私たちも出来る限りの支援をさせていた
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だき、障害を持った方のよりよい生活を目指して皆様と協議させていただきたいと

思います。

４　平成 23年度豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告

会長

　　平成 23年度の豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告について、事務局からご

説明をお願いします。

事務局

昨年度の豊川市障害者地域自立支援協議会に所属する会議は、全部で 39回開催し、

延べ 422 人の方に参加していただきました。

内容といたしまして、全体会を 2 回、 6 月及び 3 月に行いました。

運営委員会につきましては、 8 回実施しました。主に協議会の運営について協議

を行い、相談支援部会からの地域課題の報告を受けました。

相談支援部会につきましては、毎月 1 回開催し、障害者からの相談で解決

　が難しいケースなどについて話し合いをしました。

事務局会議につきましては、 9 回実施しました。主に運営委員会で検討すべき内

容の検討、準備を行いました。

障害者地域自立支援協議会のあり方について考える会を 11月及び 12月に開催し

ました。

重症心身障害者の今後の暮らしを考える作業部会を 4 月に開催しました。

サポートファイル検討作業部会を 5 回開催しました。

事務局

補足説明としまして、サポートファイル検討作業部会に関しましては、 3 年間か

け、「成長記録ファイルすてっぷ」を作成しました。今年度から 4 月以降に生ま

れた方に関しては使用例ＰＲ用の冊子（チラシ）の配布を行っています。

障害者地域自立支援協議会のありかたについて考える会については後ほど説明させ

ていただきます。

会長

　　この件に関しまして、委員の皆様から、ご意見ご質問等はございますか。

豊川市医師会
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「成長記録ファイル」に関しては障害をもった方のみが対象ですか。

事務局

最初は障害をもった方の保護者がライフステージの移行期や学年が変わるたびに、

説明をするのが大変という声から、スムーズなライフステージの移行の為に情報を

残すとの趣旨であったが、進めていく中で生まれたときから障害の有無の判断は難

しく、障害の有無に関係なく、皆さんに書いてもらうことで成長の記録にもなるし、

障害が心配なときは過去の記録となるということですべての子どもが対象になりま

した。

今は、保険年金課で乳児医療の申請の際に保護者に配布しています。

５　平成 24年度豊川市相談支援事業所相談支援活動実績報告

会長

　続いて、相談支援事業の実績報告について説明をお願いします。

事務局

事前資料②をご覧ください。実績の数字がのっています。平成 23年度について、

委託相談支援事業所は、平成 22年度までは 5 箇所、平成 23年度は 7 箇所にな

り、相談件数に関しては、平成 23年度は 4,613件と平成 22年度より増加、のべ相

談人数も平成 23年度 1,580名と増加の傾向にあります。相談の内容については福

祉サービスの利用に関する支援が大幅に伸びています。

平成 23年度、相談支援事業所が月に 2 回、ケアプラン研修を行ったことにより、

必要な福祉サービスの利用に結びついたという事があります。サービス利用計画に

ついても平成 22年度 4 件から平成 23年度は 42件、前年度から 38件増となっ

ています。

会長

　　この件に関しまして、委員の皆様から、ご意見ご質問等はございますか。

豊川市医師会

福祉サービス等の利用に関する支援とは具体的にどのようなものですか。

事務局

主に、日中活動の場の紹介、家庭内にヘルパーの派遣、外出支援の紹介等になりま

す。
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豊川市医師会

障害を持ったかたも高齢化する。高齢の親が高齢の障害者を見る状況をこちらも把

握している。保護者は自分が倒れた時に、誰が子どもの面倒をみるのか不安を持っ

ている。医師会でも障害者施設から地域へという話題がでているが、実際地域の受

け入れ状況などはどうなっているのですか。

事務局

基本的には、介護認定が出る方は介護保険で対応しています。入所している方、障

害特性によって介護保険の認定が出ない方は障害のサービスを受けることはござい

ます。

豊川市医師会

私は障害者の方に介護保険の診断書を書いたことがあります。

事務局

65歳になると介護保険が優先です。精神疾患等で介護保険では区分が出ない方もい

ます。

豊川市医師会　

障害者の支援、障害のある高齢者の支援がスムーズにつながっていく仕組みがしっ

かり整っていないと地域で生活する人は不安。市でもこれから大きなテーマになる

と思うので今後検討していただきたい。

６　平成 24年度豊川市障害者地域自立支援協議会について

会長

では、次の議題に移りたいと思います。平成 24年度の相談支援体制について事務

局から説明をお願いします。

事務局

今年度の協議会のイメージとしまして、個別支援会議からあがる課題を相談支援部

会で検討し運営委員会に報告します。そして、運営委員会で共有、検討したうえで、

必要に応じて専門部会に投げかけることにより、専門部会で詳細を検討、具体的な

対策案を検討し、実働部隊として作業部会の立ち上げ、それぞれで協議された課題

が運営委員会に戻され協議されます。そして全体会に報告、検討、承認を経て、市

へ提案されるのか、再度検討として運営委員会や専門部会に戻されるのかといった
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流れになります。

今年度は３つの専門部会が立ち上げられました。その下には作業部会がございます。

事務局

ここで、今年、大きな法律の改正がございましたので、内容についてご説明させて

いただきます。

相談支援体制の強化といたしまして、地域における相談支援体制の強化を図るため

中心となる総合的な基幹相談支援センターを市町村に設置するように位置づけられ

ました。また、自立支援協議会について、設置の促進や運営の活性化のため、法律

上に根拠が設けられました。

地域移行や地域定着についての相談支援の充実を図るため、地域移行支援や地域定

着支援の個別給付化が設けられました。

続きまして支給決定プロセスの見直し等が図られました。

支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し、支給決定の参考とするように見直

しがされました。サービス等利用計画は、介護保険のケアプランのようなイメージ

で、豊川市で 1,100名ほどが対象になっており、平成 24年度から平成 26年度末

までに全員のサービス等利用計画を作成することになります。

つづきまして、障害児を対象とした施設・事業は、現行、施設系は児童福祉法、事

業系は障害者自立支援法に基づき実施されてきたが、改正に伴い児童福祉法に根拠

規定が一本化されました。

つぎに、設置の促進や運営の活性化のため、自立支援協議会の役割の根拠が法律上

に設けられました。

1,100人の対象者のサービス等利用計画を作成するために相談員をどう確保してい

くのかが問題になってくる。また、地域移行について、ケアホームなどの受け皿の

必要について今後、皆さんと協議していきたい。

つぎに、障害者虐待の防止についてですが、第 3 期障害福祉計画にもあげられて

います。障害者虐待防止に向けた取り組みにつきましては、地域における関係者等

の協力体制整備、相談支援専門員が重点的に訪問することにより家族関係の修復や

家族の不安解消、緊急一時保護を要する場合の居室の確保及び広報、その他啓発に

関することを取り組んでいきます。

最後に、平成 24年度豊川市障害者相談支援事業所につきましては次の一覧表のと
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おりです。

会長

　　この件に関しまして、委員の皆様から、ご意見ご質問等はございますか。

会長

では、私が質問させていただきます。自立支援協議会について昨年度との変更点を

教えてください。

事務局

昨年度は相談支援部会と重心の専門部会が１つ、サポートファイルの作業部会が１

つしかありませんでした。平成 24年度は相談支援部会に専門部会として地域生活

部会、こども部会、就労部会を設置しました。平成 23年度の協議会を振り返った

ときに出てきた課題が、おおよそ３つのカテゴリーにわけられました。

会長　

３つに絞った理由をもっとわかりやすく説明して欲しい。

事務局

平成 19年度からの自立支援協議会を振り返り整理してきたなかで 3 つにわけら

れました。国から示された資料に関しては例ではあるが、そのなかにも該当する部

会がありました。

会長

部会が 4 つや 5 つあってはいけなかったのですか。

事務局

後ほど部会の詳細については説明しますが、国から示された資料には 5 つあるが

あくまでそれは例としてあげられたものです。例えばあげられている「地域移行部

会」は地域移行について検討するものであるが、現状の豊川市においては相談支援

部会の中で取り上げていくことを想定している。

また、 3 年間で 1,100件のサービス等利用計画の作成が必要になりますが、今年度

から取り組み始めたばかりなので、サービス等利用計画等評価部会を立ち上げるの

は時期早々と判断しました。

よって、昨年度、平成 19年度から協議会を振り返ったとき、こども、就労、地域

生活の 3 つの専門部会が必要と考えました。

豊川市医師会
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サービス等利用計画について部会を立ち上げるのは時期尚早といわれたが、それだ

けたくさんの計画を立てて行くのであれば急いでいく必要があるのではないでしょ

うか。民間がやるのか公でやるのかについてどう考えているのか。

事務局　

現在のサービス等利用計画は相談支援専門員しか書けないので、委託の相談支援事

業所で対応している。絶対数に対して相談支援専門員は足りていない。民間でも相

談支援専門員の資格をとって、指定をとれば作成することはできる。

現在、計画作成者が 50～ 60人程度、 3 年間で現状の相談支援専門員だけでなく計

画の書ける相談支援専門員を増やす必要がある。早急に整備しなければならない。

会長

「地域」という言葉が多用されているが、地域の使い方、考え方をどう考えるのか。

事務局

障害者自立支援法が施行されて、住みなれた地域で生活できるように支援すること

が法律に位置づけられた。豊川市の中で安心して暮らしたいのはもちろん、福祉サ

ービスに関しては豊橋や新城などのも利用する。色々な福祉サービスを組み合わせ

ることで、居宅で安心した生活ができればと考えている。施設に入所されている方

については、本当に必要があるかたは施設入所の支援を利用していただく事もひと

つである。

豊川市医師会

包括支援センターの活用、連携についてはどうなっていますか。

豊川市健康福祉部

包括支援センターは、高齢者の相談を主にしている。自立支援協議会は障害者を主

にしている。障害の方には高齢者の方もいるので連携していく必要があります。ま

た、家庭の中で高齢者家庭に障害者がいる場合もあるので連携していく必要はあり

ます。高齢者の相談センターは４箇所。中学校区を目安にしています。介護保険、

施設整備等があるので区域わけ、障害者については豊川市で地区割をしていない。

会長

連携が大事。それぞれが、それぞれの対象者に対応するだけでなく、相談を持ちか

けた機関から必要な機関につないでくれることを期待したい。
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　平成 24年度障害者地域自立支援協議会の専門部会について

会長

　　それでは、次の議題に移りたいと思います。平成 24年度の障害者地域自立支援協

議会の専門部会について事務局より説明お願いします。

事務局

平成 23年度までに積み上げた地域の課題として「緊急時に障害のある方が安心し

て過ごせる社会資源」が必要ということがあがりました。また、昨年の東日本大震

災では、個人情報保護法の壁により安否確認に手間取り、早期支援が実現しなかっ

たという報道もありました。そこで、「震災時の早期支援を考える」をテーマとし

て地域生活部会を立ち上げることにしました。

地域生活部会の目的は「災害時の早期支援の仕組みを考える」とし、 1 年目は豊

川市内の障害福祉サービスと地域生活支援事業 52箇所の事業所を対象とした防災

の実態調査を行います。

2 年目は事業所の実態から見えてきた課題について、解決の方法をさぐるため、勉

強会や講演会を行いながら、機能する仕組みを考えます。

3 年目は考えた仕組みをもとに、事業所のネットワークで安否確認の仕組みが機能

するか試行します。

　　今年度については、 7 月及び 11月に部会を予定しています。部会参加者について

は事業所に限定せず、色々な立場から多くの意見をいただくために、当事者団体・教

育・地域・行政に入っていただくことになりました。部会参加者の皆さんには、実態

調査項目を協議していただく予定です。

事務局

『こども部会』の発足の経緯と目的について説明させていただきます。

平成 23年度、豊川市障害者地域自立支援協議会では、平成 19年度からの自立支援

協議会の取り組みを振り返り、声としては上がっているものの、形に出来ていなか

ったもの、取り組んできたことなどの振り返りを行ってきました。また、個別のケ

ースも並行して確認してくるなか「こども」に関するキーワードとして、「保護者

の緊急時に子供が安心して過ごせる社会資源について」、「長期休暇や放課後に障

害のある子供が利用できる社会資源について」、「子供の思いに添った進路の選択
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を可能にする環境について」という 3 つがあがりました。そのなかでももっとも

ニーズの高かった「長期休暇や放課後に障害のある子供が利用できる社会資源につ

いて」について着目しました。旧小坂井町では長期休暇時のレスパイト（保護者の

休息）事業が実施されていましたし、他市町では日中一時支援事業や児童デイサー

ビス（現在は放課後等デイサービス）のような一般的な福祉サービスとは別に市独

自の取り組みをしているところもあります。一時的な解決の方法だけでなく、豊川

市の実情にあった、豊川市に必要な展開性のある仕組みについて検討をする時期に

来ていると判断し、『こども部会』を立ち上げることとなりました。

事前に障害者団体などへの聞き取りなどを行い長期休暇について取り組むにあたり

「放課後、長期休暇等に子供にとって有意義な時間、保護者の休息が確保でき、地

域で安心した生活が送れること」をめざし平成 24年度については『長期休暇に子

供にとって、有意義な時間の確保と保護者の一時的な休養の確保』を重点にし、取

り組むこととしました。

平成 24年度の到達目標としては「平成 25年度実施にむけた豊川市における必要な

仕組みの構築」とさせていただきました。これからスタートするのに来年度実施と

目標に掲げてしまいましたが、こども部会参加者の皆様と長期休暇時の充実の足が

かりとなる一歩を作っていきたいと考えております。

部会の開催予定ですが、事前資料の平成 24年度年間予定の表をご覧ください。上段

にあります 6 月に第１回を開催し、 10月におよその方向性を確認する第 2 回、

2 月にある程度形にしたものを部会員の皆様に協議していただき全体会に諮る準備

をする第 3 回を予定させていただいています。作業部会の設置を予定させてもら

っています。

「こども部会」の役割としては、部会員の皆様と地域の実態を共有し、様々な視点

から課題を解決するための具体的な方策について検討、協議する場として位置づけ

られます。

また、「作業部会」に関しては、「こども部会」で出された皆様のご意見や方向性

について、データの収集や分析等を行い、詳細について検討し「こども部会」に報

告することを目的としています。先日 6 月 28日に第 1 回こども部会が開催され

ました。これから第 1 回目のこども部会の内容報告をさせていただきたいと思いま

す。現状報告では、当事者団体からの声、特別支援学校の状況、事業所の状況など
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から多くの報告がありました。また、事前に行った事業所アンケートの事業所実態、

相談支援専門員が対応した事例からの課題についても報告をさせていただきます。

現状報告から、選択出来るサービスがないため、いろんな支援でやりくりすること

で本人への負担が大きくなる。使える事業所を開拓していく労力を考えると保護者

がなんとかやりくりして、がまんして過ごすということがあたりまえになってしま

っている。本人の生活のリズムの乱れ、学校が始まったときの生活や体調の立てな

おしが大変である。事業所の視点からは長期休暇に限定された人員確保、制度の縛

り、運営の難しさなどがあるといった声が多いことがうかびあがってきました。

次に皆様からのご意見、実態を確認した上で『長期休暇時に子どもにとって有意義

な時間の確保と保護者の一時的な休息の確保について』意見交換をしていきました。

当事者団体や各機関など様々な視点から色々なアイデアが次々飛び出し、現時点で

は整理が仕切れないですがポイントとして場所の確保の問題、集まれるところを確

保する為の方法についてそれぞれの立場からやれること、頑張れること、協力でき

ること、みんなで出来ることを探りながらご本人の通える場と保護者の一時的な休

息を考える福祉サービスの活用だけでなく長期休暇の過ごし方の色々な方法につい

て考える際のサポートの必要などがあげられると思います。

「長期休暇や放課後に障害のある子どもが利用できる社会資源について」多くのご

意見をいただきましたが、第 1 回目の部会では具体的に何をどう取り組むという

ことをお示しするのは難しかったため、皆様の意見を参考に、更なる詳細部の検討、

必要な調査やアンケートの分析等を行うために「こどもの長期休暇について考える

作業部会」を立ち上げ、進捗状況を随時皆様にお伝えしていく形で実施していくこ

とを提案し、了承していただきました。

また、部会の平成 24年度到達目標である「平成 25年度実施にむけた豊川市にお

ける必要な仕組みの構築」について参加者から、具体的な進め方についての質問も

あがりました。

こども部会としては『長期休暇に子供にとって、有意義な時間の確保と保護者の一

時的な休養の確保』について今後、作業部会とこども部会を重ね具体的な仕組みに

ついて協議を進めていきたいと考え準備を始めています。次回の全体会にはこども

部会からお示しする案を皆様に協議頂き、了承を得て市に提案していただく形まで

整えたいと考えております。それまでにも、皆様にはご相談させていただくこと、
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ご協力頂く事もあるかと思いますがよろしくおねがいします。

事務局

就労支援のための仕組みづくりを目的として、豊川市の障害をもたれている方が働

くための仕組みを考えていく部会です。就労部会を 7 月及び 1 月に開催し、そ

れ以外に、作業部会として、毎月障害者就労支援連絡会を開催しています。就労支

援連絡会では、毎月、困難事例の検討を行い、地域の課題を汲み上げて、就労部会

へと積み上げていきます。働きたいと考えている障害者さんに対して、豊川市に係

わっている就労に関する機関の方々のそれぞれの役割、どういうタイミングでどの

ような関わり方をしてくださるのか等を明確にして、障害者さんに対しても、また

企業さんに対してもわかりやすい仕組みを作っていく部会の開催を企画しています。

会長

　　この件に関しまして、委員の皆様から、ご意見ご質問等はございますか。

会長

長期休暇が始まるが、豊川市でどのようなサービスがあるのか。

事務局

制度としては日中一時、放課後等デイサービスがあるが、予約が取れない状況です。

会長　

早急に対応していただきたい。施設等なんらか解決策をお願いしたい。

豊川市医師会

有料老人ホームでの清掃の仕事に障害者を 3 人雇用している。働きぶりなどとて

も評判がよい。理解が広まり、色々なところで雇用が進むことを望みます。

７　第 3 期豊川市障害福祉計画について

事務局

第 2 期豊川市障害福祉計画についての報告につきまして、訪問系サービスについ

ては、ほぼ計画どおりの実績となっております。日中系サービスについては、生活

介護が施設の体系移行により実績が予測を上回りました。就労移行支援については

計画より下回りました。居住系のサービスは、ほぼ計画とおりです。

会長
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　　この件に関しまして、委員の皆様から、ご意見ご質問等はございますか。

特になし

８　その他

会長

　　それでは、最後になりますが、その他ということで皆様ご意見等ございますか。

事務局

　　事務局からご説明させていただきます。

参考資料としまして、第 2 次豊川市障害者福祉計画（中間見直し）、第 3 期豊川

市障害福祉計画の概要版をお配りさせていただきました。次回の自立支援協議会の

全体会の場で、今年度の障害者福祉計画の達成状況等、詳細を報告させていただき

ます。

会長

　　他に何かご意見ございますか。特に何もなければ、これで本日のすべての議題を終

了することが出来ました。皆様のご協力により、滞りなく進行が出来ましたことに感

謝します。大変長い間ありがとうございました。ここからは、事務局にお返ししたい

と思います。

事務局

本日は、大変ありがとうございました。次回の開催は、平成 25年 3 月 27日 14時を

予定しています。

なお、部会等の途中経過、進捗状況について皆様にお伝えさせていただき、障害者

をとりまく環境の改善に取り組ませていただきたいです。

これで平成 24年度第 1 回豊川市障害者地域自立支援協議会を終了させていただ

きます。ありがとうございました。

13


