
平成 24 年度 第２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 25年３月 27日（水）午前 10時から午前 11時 30分 

場  所 豊川市役所 本３４会議室 

出 席 者  

 豊川市民生委員児童委員協議会 

 地域アドバイザー（東三河南部圏域） 

 愛知県豊川保健所（代理出席） 

 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 

 社会福祉法人 豊川市社会福祉協議会 

 豊川市健康福祉部 

 豊川市教育委員会（代理出席） 

  

開会あいさつ 

 会長 

 本日は、年度末のお忙しい中、平成 24年度第２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。 

 桜が咲いているのを見ると、豊川は華やかな町だと感じます。私もこの会の会長を引

き受けましたが、なかなか内容が理解できずにきてしまいました。地域自立支援というこ

とで地域の方みんなが仲良く助け合って、安心して暮らしていける街づくりに、みんなが

協力してやっていきましょうというのがこの会の目的なのではないかと思っております。 

小さいころ耳の不自由なご夫婦がみえました。そこのお子さんがその町にとても溶け込

んでいました。祭りがあったり色々な行事があって、それがうまく融合して、障害のある

人もない人も一緒になって仲良く過ごしている姿が今になって思い出されます。そういう

ところを豊川も作っていけるといいのではないでしょうか。楽しい、心配のない毎日が送

れるようになっていくといいと思っています。みなさんからよい意見をいただき、協議し

ていきたいと思います。 

 

１ 平成 24 年度豊川市障害者地域自立支援協議会活動報告 

 

事務局 

 （資料①により、全体会・運営委員会・相談支援部会・事務局会議・各専門部会の会議

開催状況について説明） 

  （資料②により相談支援活動実績について説明） 



  （専門部会（地域生活部会・こども部会・就労部会）の平成 24年度活動報告について

各部会ごと以下のとおり説明 

 【地域生活部会】 

  地域生活部会の目的「災害時の早期支援の仕組みを考える」をテーマに平成 24年度は、

福祉サービス事業所の実態調査（アンケート）を実施し、事業所視点から見た災害時の支

援に関する問題点や課題を把握、検証し、今後どのような仕組みが必要とされるかを検討

することを目標とした。 

  １年目 福祉サービス事業所の実態調査（平成 24年度） 

  ２年目 啓発勉強会・講演会の開催 

  ３年目 実際に安否確認の機能を試行する 

  事業所アンケートの結果について、平成 24年９月中旬に、市内事業所５７か所を対象

に、「障害者の災害時早期支援の仕組みを考える」ためのアンケートを実施した。５３事

業所より回答が得られ、本市の事業所が抱える問題点・課題は、以下の通りであると確認

されました。 

 (1) 事業所と周辺地域との連携がとれていない。 

 (2) 緊急時に情報を公開する手立てが定まっていない。 

 (3) 発災時の通信手段が確保できない。 

 (4) 発災後の事業再開の仕組みが具体的に考えられていない。 

 

【こども部会】 

  こども部会は、「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

保出来、地域で安心した生活が送れることを目指す」をテーマに次の活動を行った。 

(1)「こどもの遊び場・親の集い場」試行事業 

 ・春季休暇時における福祉サービス利用状況実態調査 

 ・８月２７日（知的障害児を対象）８月２８日（知的・身体重複障害児を対象）に１回

目を実施、その結果を踏まえ１２月２６日（知的障害児を対象）に２回目を実施した。 

(2)「中高生の実習体験事業」の検討 

(3)平成 24年度の振り返り 

 ア こども部会として、まずみんなで協力して出来きそうなことから取り組めることと

して「こどもの遊び場、親の集い場」を企画、実施、充実させることを中心として検討

してきたが、そもそもの課題である、子供が通う場、親のレスパイトといった社会資源

が足りないという課題に対しての直接的な解決には向かわないことが確認された。 

 イ 「こどものあそび場、親の集い場」事業については一部のニーズはあるものの、本

来こども部会の課題である放課後、長期休暇に活用できる資源が足りていないところに

対してどのように対応していくかという部分が重要ということから、更なる現状の把握、

ニーズの調査、個別の事例の丁寧な分析検討を実施するなかから具体的解決に向けた検



討を行っていくことが確認された。 

 ウ また、資源が足りていない状況をこども部会だけでなく、事業所や地域、関係機関

に向けて実態を協議会から発信して知っていただくような取組みも必要であることが

確認された。 

 

【就労部会】 

  就労部会は、「就労支援のための仕組みづくり」をテーマに、次の事業を行った。 

 (1) 就労促進のための環境整備、改善 

 (2) 作業部会、就労系事業グループ会議との連携 

 (3) 事例検討 

 (4) 地域課題の検討 

平成 24年度活動内容 

  (1) 障害者の就労をサポートするチラシの作成 

  (2) 作業部会での事例の検討、企業雇用状況情報共有 

    ・事例検討 年間 ２８件      

    ・就労者数 年間  ９名 

  (3) 地域課題の検討結果 

  ア 精神障害者の就労支援について 

       障害者就労相談者の６０％が精神障害者である。精神障害者の方は、働きたい意欲

は高いが準備性が低く、働きたい気持ちと実際の心身の状態とのバランスが整ってい

ないケースが多く就労には厳しい方も多い。企業側からも敬遠されがちで、どのよう

に就労に結びつけていくかが、今後の課題である。 

   イ 実習受け入れ企業の開拓について 

      企業への説明時には、ジョブコーチと連携しての支援体制の説明に説得力があり、

障害者職業センターとの連携により、実習から就労への流れで支援することで就職に

結びつく事例が多い。また、就職を目的としない実習だけであっても、障害者の就労

への意欲を高めることや実習を通して自身の適正を確認することにつながるため、実

習を行うことが就労に向けて効果的であるといえるため、実習を受け入れる企業の開

拓が課題といえる。 

    

質疑 

委員 

 資料②の相談支援の活動実績について、24 年度の傾向は何か福祉課で分析したものは

ありますか？相談支援事業を充実したということと、児童福祉法の改正があったというこ

とで、それに伴っての前年度との大きな違いはありましたか？ 

事務局 



  平成 24年度は若竹荘に就労に特化した就労相談支援事業を委託しました。その関係で

資料に「就労に関する支援」というものがあります。就労に関して相談や支援の数が前年

度に比べ倍となっております。 

事務局 

  地域生活部会のアンケートについて口頭で説明させていただきましたが、その資料を

今から配布させていただきます。また、資料①につきまして、事務局から再度説明させて

いただきます。 

  事前資料①をご覧ください。各部会からの報告させていただいたものを取りまとめた

ものが事前資料①になります。全体会が年に２回設定されています。運営委員会では全体

会に上げる議題を検討しています。どういった内容で議題を上げていくかを議論する場で

す。次に相談支援部会について、相談支援専門員がさまざまな個別の相談を受けています。

委託の事業所含めて豊川の相談支援体制で、どのような相談があってどのように支援して

いるかという情報の共有をしています。支援方法がそれで適切であるのか、もっといい支

援があるのではないかということを個別のケースについて検討する場が相談支援部会で

す。個別のケースを扱うので、どうしても本人の希望に応えられない課題がたくさん出て

きます。その課題をどうしたら解決できるかというのを考えていくのが専門部会です。個

別に出てきた課題を３つに分けて、地域生活に関する問題、こどもに関する問題、就労に

関する問題、それぞれ課題を分けて別々に議論をするようにしました。相談員が２人ずつ

付いて専門部会を執り行っています。各部会がどのように行われているか共有するために

あるのが事務局会議です。事務局は福祉課と相談支援専門員とで方向性など議論をしてい

ます。 

委員 

地域生活支援部会の災害時のアンケートについて、３か年計画でやるこのタイミング

でというのは東日本大震災の影響かと思いますが、アンケートを実施後、25 年度以降の

検討にあたって、震災の時に要援護者が困難に立ち向かった課題などを分析して反映し、

取り入れる予定はありますか？というのも東日本のように直接大きな津波を受ける場所

ではないですが、沿岸部の対応、山間部の対応など課題となる対象が変わってくる。どこ

に居住されているかというのが大きな要素になってくる。それに伴って、どこに避難する

のか、指定されている避難場所が妥当なのかなどの検証が必要。あわせて、震災で問題に

なったのが耳の不自由な方の脱出、目が見えない方の移動、発災直後に安否確認を関係団

体がされていたという実例がありますので、３障害だけでなくさらに困難を抱えていらっ

しゃる方々がいるので、東日本大震災の情報をしっかり収集されるときにでてくる課題、

体制整備などに反映できればいいのではないかと思います。アンケートに出てきているも

のはまさにその通りで、市役所から出ている事業継続計画でも触れられている。入所だろ

うが通所だろうが福祉避難者が事業所に集まってくることは考えられることで、いかに早

く再開をするのかが求められる課題である。行政、市内の事業者がこれに関する勉強会を



するとか、同じ方向に向かって考えていけるような場を設けるということも考えてもいい

のでは。明日起こるかもしれない災害なので、スピードをもって対応されたらよろしいと

思います。消防は市の組織なので消防本部との連携、自治会、消防団の連携が必要。地域

と事業所の関係の希薄についても考えるといい。協議会には地域の方もいらっしゃるので、

協力をしてもらえるのではないでしょうか。 

事務局  

  地域生活部会の障害者の災害時の早期の支援の仕組みを考える部会の動きを通してご

意見・ご提案をいただきました。東日本大震災の関係での動きを受けてこの部会の思いが

高まって、この動きにつながったということを紹介しておきたい。どういうところからア

プローチしていこうかというところですが、事業所の集まりなので、事業所で何ができる

のか、発災した後どういう対応を取れば早期支援ができるのかということがあります。し

かし事業所もいろいろで力のある所、まだまだ微力というところもありますが、市内一円

どのような考えになっているのか標準的に訓練をしたことがあるのか実態を調べたいと

いう動きが始まっています。結果を見ますと想像した結果が浮かび上がってきた。今後の

動きとしては東日本大震災で障害をもつ方々がどのような対応を取られたのか、事業所が

どんな動きがあったのか、困難がたくさんあったのは想像がつくのですが具体的なことを

講演会やビデオを見ながら検証していこうと思っています。 

  ３年間というスパンで、まず来年はこのアンケート結果を見ながら勉強会をやってい

く予定。事業所に参加していただいて、どんな課題があるのか、みなさんに話題提供して

進めていきたい。３年後には安否確認と BCPのような復旧を兼ねたマニュアル化をして

いきたい。進み方は様々かもしれませんが、思いとしては全体の人に方向性を認識しても

らい、その後の動きを進めていきたいと思います。行政のほうも災害の進路を検討し直し

ています。防災担当、高齢者施設、障害者施設で沿岸部を訪問させていただいた。近隣と

の普段のお付き合いがしにくいということや、障害者の施設を運営しているが、障害者施

設しか見ていなかったりということがある。もし地震が発生したらどうしたらいいか考え

ている施設もあれば、考えていなかった事業所もある。様々な事業所があるということが

分かったので、自立支援協議会としては、まず勉強会に参加していただく、みなさんが同

じように考えていこうという土台を作っていくことが来年度の大きな目標になってくる。

行政と事業所が連携して動かなければいけない。また地域住民の方々とどういうふうな形

で関わりともっていくのか考えたい。自立支援協議会から地域の方にお願いをしていきた

いと思います。 

会長 

 私も思うことは、その人の痛さを知る。しっかり受け止める必要がある。そこから始め

てほしい。アンケートを分析し、何がどこまでできるのか分析してほしい。より良い方向

で取り組んでいただきたいと思います。 

委員 



こども部会について、試行事業（「こどもの遊び場・親の集い場」事業）は継続します

か？ 

事務局  

試行事業は終了し、来年度は長期休暇で使える仕組みを集中してやっていく予定です。 

委員 

  試行事業は、児童支援発達事業を使ったわけではないのですね。 

事務局 

  試行事業は自立支援協議会のこども部会の協力のもとで予算もなく、皆さんにお手伝

いしてくださいと声掛けをして、学校にも声をかけて、チラシを配っていただき、「こど

も部会」のメンバーを中心に事業所のスタッフや支援学校の先生などが多数参加し、試行

事業を行いました。 

委員 

 多くの方たちが協力して下さったということは、豊川の横の連携がつながった効果だと

思うが、結果的に見えてきた課題の中で、豊川市の単独通園の課題が非常に大きくて、以

前もお話しましたが、豊橋の高山学園に通園しているお子さんがわりといらっしゃいます。

25 年度については受け入れが難しかったという現状が出ている。豊橋だけでも母子通園

から単独通園に移行できなかったケースもあります。豊川には単独通園できる場所がない

ということが大きな課題として容易に想像がつく。できてほしいと思うんですが、それに

手を上げにくい課題は何か。興味はあるけど子供のことはよくわからないからというお答

えを聞くことがある。お子さんに対しての療育や家族支援のノウハウが提供できれば、市

内の法人が事業を立ち上げられるのか、最初のインセンティブが予算化されればやれるの

か、そのあたりの兼ね合いを分析ができるといいのでは。できれば豊川のお子さんが豊川

で、遠方に行かずに通える環境を作ってあげてほしい。サービス量を増やしていこうと思

った時の課題を分析できるといい。そこをこども部会で 25年度の課題として取り組んで

いくといいのかも。放課後の課題ですが、特に豊川の場合養護学校がありますので例えば

市内の学校の特別支援学級に通っているお子さんや保護者さんの持っている課題と、豊川

養護学校に通っているお子さんや保護者さんの課題に大きな差があるのかということも

分析できるといいと思います。持っている課題が違うのか、一緒なのかがわかれば、今後

の進め方や方向性が定まるのでは。養護学校の先生も出席されているので、協力されて進

められるといいのではと思います。 

事務局 

  先ほど質問をいただいた児童の単独通園についてですが、市外の施設である高山学園

に通園しているお子さんがいるということは豊川にとって課題だと思っています。すぐ整

備するということは大変なことだと思っています。教育委員会の担当も出ていますが今年

度になって障害があるお子様の支援をあらゆる方向からしたいと考えています。こども部

会ではこの結果を見て進むべき方向を次年度以降検討したいと考えています。市としまし



ても教育委員会、保健センター、こども課、福祉課でこどもに関する支援会議を設置して

今後の支援の方法を具体的に考えていきたいと思います。早期にある一定の方向を示せれ

ばいいと思っています。 

   

２ 平成 25 年度豊川市障害者地域自立支援協議会の取り組みについて 

 

事務局   

（専門部会（地域生活部会）の平成 25年度活動計画について説明） 

  平成 25 年度の取り組み目標として、「障害者の災害時早期支援の仕組みを考える」を

テーマに、災害時の個人情報の取り扱いや被災地体験者の話を交えた勉強会を開催します。 

 

質疑 

委員 

  地域生活部会の勉強会はとても興味深い。豊川市の中での災害時の対応ととらえた時

に豊川市の事業所だけではもったいない。これから勉強会の内容を検討されていくと思い

ますので、被災をされた当事者として、事業所が事業をどう継続していこうとしたのか、

発災時に行政がどう対応したのか、社協などボランティアの受付窓口をどう立ち上げたの

か、被災をした事業所に対しどういう風に支援者の派遣をしたのか、窓口の立ち上げとそ

れに至る支援のプロセスも参考になるのでは。一番大事なのが、発災時に当事者の方がど

う動かれたのか、お子さんの場合、家族がどう行動したかを調べることもいいのでは。特

に発達障害をお持ちのお子さんを抱えた親御さんの場合は、避難所にいられなかった、う

るさいとか罵倒されて外に出て行ったということが現実に起きているので、当事者をお呼

びして話を聞くことはなかなか難しいことかもしれないが、インタビューができるのであ

ればそれを流すであったりしてもいいのでは。当事者の方から何らかの形でうまく話が聞

けるといいかなと思います。被災者側の話、ボランティアに入った方への受け入れ態勢に

関するインタビューができるとひも解けてくるのかも。県内の方で支援に入った方をお呼

びするのも一つの手かと。いろんな視点から課題がそれぞれ違うので、様々な方たちから

豊川市の防災の可能性を探していけるような風にできるといいかと思います。全ての方が

豊川市内にいるわけではなく、市外に仕事に出られている方が被災されたらどうなるか、

色々な視点で話が聞けるといいのでは。 

  25 年度で話し合いをされるといいかと思います。内容がよければ参加したいと思いま

す。 

会長 

  どういう風な対応をするのか、ボランティアの部分、行政の部分、いろんな方面から

検討をして、また、実際の場面を聞いていただけるといい研修会ができるのではと思いま

す。アンケート結果を十分分析してほしい。 



 それでは、議題 2の平成 25年度豊川市障害者地域自立支援協議会の地域生活部会の取

り組みについて、この活動内容を承認していただける方の挙手をお願いします。（全員の

挙手あり） 

  挙手多数で承認されました。 

 

事務局 

  （専門部会（こども部会）の平成 25年度活動計画について説明） 

 平成 25 年度の取り組み目標として、平成 24 年度こども部会での検討結果を踏まえ、

以下の点について検討・実施する。 

 (1) 長期休暇、放課後等に活用できる資源の不足について、更なる実態の調査などから、

個別事例の検証、事業所の分析、具体的解決に向けた取り組み案を検討する。 

 (2) 自立支援協議会を通してこども部会にとどまらず、福祉サービス事業所等へ現状の共

有をはかる。 

 

質疑 

委員 

  福祉課と相談支援事業所の方で情報収集してほしいことは、高次能機能障害の方の話

ですが、最近、小児高次能機能障害が最近話題になっていまして、お子さんで事故に合わ

れて結果的に高次能機能障害になってしまったお子さんがいて、まだまだフォーラムや話

題になっていくようなことはないのですが、徐々にその辺の課題が見えつつあって、おそ

らく事故に合われたお子さんはいらっしゃって、その中で市内の小学校や中学校、養護学

校、幼稚園、保育園など事例がありましたら教育委員会や保育協会の辺から情報が集めら

れる可能性があるのであれば、実態を確認できるといいと思います。事故にあったからと

いって障害というよりも、治療ということで病院と関わっている可能性もあって実態がわ

からない。何か福祉で関われる体制であったり、今後事故にあったお子さんで症状が発症

したお子さんに対して、家族に対して情報が提供できる窓口をどこが担うのか考えるのも

いい。最近話題になってきているので、25 年度情報収集を各セクションでやっていただ

けるといいと思います。 

委員 

  私が今把握しているのは、小学校３年生に男の子が１人、来年度小学校１年になる方

が今病院に入院中ですが１月に退院してくると思います。病院以外、学校現場で対応でき

ることは、研究もやっと進んできて、文科省より高次能の方への教育ができる教材が無料

で提供していただけるものがあるので、２人のお子さんがそれを受けるようになると思い

ます。 

委員 

  ちゃんと把握されて対応されていて安心しました。そういう教材があるということを



紹介いただける機会があれば勉強したいと思います。 

会長 

  関係機関との情報共有がとても大切になっているのでよりよい対応ができるようによ

ろしくお願いします。 

 それでは、こども部会の取り組みについて、この活動内容を承認していただける方の挙

手をお願いします。（全員の挙手あり） 

  挙手多数で承認されました。 

 

事務局 

  （専門部会（就労部会）の平成 25年度活動計画について説明） 

  平成 25 年度の取り組み目標として、就労部会で、平成 24 年度の事例検討、地域の課

題の検討結果をふまえて、以下の点について検討を行う。 

  ア 企業で実習を行う際の障害者の経済的負担を軽減し、実習から就労への意欲を高

める。 

  イ 企業に対して、実習の受け入れを促進してもらうための仕組みを検討する。 

  ウ 上記２点に対し、意向調査等を行う。 

  作業部会で以下の点について検討を行う。 

  ア 作業部会での事例の検討、企業雇用状況情報共有 

  イ 地域課題の検討 

 

質疑 

委員 

  就労移行の事業所から企業で実習をさせてほしいということが多く出てくると思うが、  

企業は即戦力というか、働ける人がほしくて実習というのは意外と嫌がるということがあ

るのですが、就労移行の事業所が実習をお願いするということは、結局自分たちの事業所

の中に実習のカリキュラムがないというのが一番大きいのではないか。企業側の取り組み

も必要ですが、就労移行の事業所に対してカリキュラムの取り組みにも合わせて逆方向に

つけていくといい。精神の方の話もあって、就労意欲は高くても準備が足りない、その準

備は就労移行や就労継続 B 等で行うことにより継続就労になるので、それもあわせて就

労部会でやっていただけると就労に向けて大きく動くのでは。 

委員 

  企業での実習の整備にあわせて、送り出す側の就労スキルというのも並行して取り組

んでいっていただけるといい。企業は福祉の世界ではなくなりますので、支援員の指導す

るスキルも必要となってくる。私たちも助言等できると思いますし、もし障害者職業セン

ターに研修依頼をしていただければ対応させていただきます。 

会長 



 それでは、こども部会の取り組みについて、この活動内容を承認していただける方の挙

手をお願いします。（全員の挙手あり） 

  挙手多数で承認されました。 

 

３ 平成 25 年度の相談支援体制について 

 （配布資料（豊川市障害者相談支援事業所一覧）に添って説明） 

 

委員 

  平成 24年度で委託終了した２つの事業所は事業所の都合ですか。 

事務局   

  事業所の都合です。 

会長 

  若竹荘さんは、地区の指定はないのですか。 

事務局 

  担当地区を設けず、全地区で就労相談を担当します。 

 

４ 虐待防止に係る豊川市の状況について 

 （当日配布資料（障害者虐待防止に係る豊川市の状況について）に添って報告） 

 

会長 

  障害者虐待として認定した１件について、経済的な支援は？１人で生活できますか？  

事務局 

  経済的な自立ができているわけではないので、生活保護を受けている。働けるように

なれば、少しずつ変わっていくと思います。 

委員 

  虐待防止センターが立ち上がって、県に報告する関係で数字は出てくると思いますが、

このように事例を見ることができると共有しやすい。虐待やとしての通報があったけど、

そこに至らなかったというプロセスもここでわかってくる。事業所や企業と今後の支援の

質の向上に向けて活用できるのでいい。誰が通報したのかがわかるような資料になってい

るとよりいいのでは。 

 

５ 平成 25 年４月からの法改正について 

 （当日配布資料（厚生労働省：法律の概要資料）に添って説明） 

 

委員 

  豊川市の難病の方はおおよそどのくらいか把握されていますか。 



事務局 

  今現在、サービスが移行する難病居宅介護の申請はない状態です。今現在、保健所で

把握されている部分もありますが、詳しい数値等は市では把握できていません。 

委員 

  把握するのに、手続きが面倒なんですよね？ 

委員 

  難病を担当している課から市の方に何らかの形で出すということを聞いている。 

委員 

  サービスが使えることを周知するためにはどうするのかと思ったので。 

事務局 

  サービスの対象者として、市のホームページ等で周知をして行きたいと思います。あ

とは難病の受給者証などお持ちの方はまた別の方法でも可能だと思います。 

委員 

  市民病院や医療相談室のドクターに制度があることをお伝えしておけばいいかも。病

院とつながっていくのもいいのでは。検討していただきたい。 

会長 

  難病とは？たとえばどんな病気がありますか。 

委員 

  パーキンソン病など多数あります。 

委員 

  高次能機能障害の方も最近は就職に結びついている。 

委員 

  具体的に豊川市は自立支援協議会の名称を変える予定はありますか。 

事務局 

  今のところは変えることは考えていない。 

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。大変長い時間ありがとうございました。 

 


