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日時：平成２６年７月１６日（水）午後２時から午後３時３０分まで 
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豊川市教育委員会   

     

１１１１    開会のあいさつ開会のあいさつ開会のあいさつ開会のあいさつ    

〈事務局〉 

定刻少し前でございますけれども、全員おそろいのようございますので、ただいまから、

平成 26 年度第 1 回豊川市障害者地域自立支援協議会を始めさせていただきたいと思いま

す。 

今日は外を歩いておりますと、多分 30 度以上あると思われますが、真夏日といいながら

もまだ梅雨が明けてなく、保健所からも食中毒警報が発令されたようです。熱中症も心配さ

れますので、みなさまにもおかれましては、水分補給をしながら熱中症にならないように、

気をつけていただきたいと思います。 

前任の方の任期が平成 26 年度 6 月 30 日までということで、本日は初めての協議会でご

ざいます。皆様方のお手元には委嘱状をご案内させていただいております。任期につきまし

ては平成 26 年 7 月 1 日から平成 28 年 6 月 30 日までの 2 年間となっておりますので、よ

ろしくお願いします。本日は、中田委員につきましてはご欠席、白井委員につきましては、

代理の方がご出席いただいております。従いまして、委員の半数以上が出席しておりますの

で、本日の会議は成立ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

では、事務局から本日の事前資料の確認をさせていただきます。まず、あらかじめ郵送で



送らせていただきました事前資料と、本日机の上に置かせていただきました当日資料が 5 種

類あります。資料の方はよろしいでしょうか。 

 

２２２２    委員紹介委員紹介委員紹介委員紹介    

〈事務局〉 

それでは、初めてということですので、自己紹介をしていただきたいと思います。 

＜委員自己紹介＞ 

 

３３３３    会長、副会長の選任会長、副会長の選任会長、副会長の選任会長、副会長の選任    

〈事務局〉 

それでは、早速でございますが本日の議題の 3 番にあります、会長、副会長の選任につき

まして、ご審議をお願いしたいと思います。豊川市障害者地域自立支援協議会設置要綱第 5

条第 2 項では、会長は委員の互選によって定めるとあります。勝手ではございますが、皆さ

んの中から、どなたかご意見をいただければと思いますが、よろしくお願いします。 

〈委員〉 

 各委員も新しくなったことですし、事務局案はありますか？ 

〈事務局〉 

ただいま、事務局案の提案がございました。事務局といたしましては、豊川市障害者（児）

団体連絡協議会の委員を適任と考えておりますが、いかがでしょうか。 

他にご推薦がないようでしたら、会長にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

＜拍手＞ 

ありがとうございます。それでは会長席に移動お願いいたします。 

〈委員〉 

ただ今ご指名をいただきました、豊川市障害者（児）団体連絡協議会で、私は育成会の会

長をさせていただいております。つたない私が会長職となりますけど、みなさまのご尽力、

ご協力をいただきまして、なんとか務めたいと思います、よろしくお願いいたします。 

＜拍手＞ 

〈会長〉 

それでは、豊川市障害者地域自立支援協議会設置要綱第 5 条第 3 項の規定により、副会

長は会長が指名するとありますが、豊川市健康福祉部の委員に副会長をお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

＜拍手＞ 

〈会長〉 

それでは、お願いいたします。 

 

４４４４    豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告及び相談支援体制豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告及び相談支援体制豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告及び相談支援体制豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告及び相談支援体制    



〈会長〉 

では、早速議題に入らせていただきます。議題 4 の豊川市障害者地域自立支援協議会開

催報告および相談支援体制について、事務局から説明をお願いいたします。 

〈事務局〉 

はい、それでは平成 25 年度豊川市障害者地域自立支援協議会の開催状況について、事務

局から説明させていただきます。事前資料 1 をご覧になってください。事前資料 1 の 1 ペ

ージにあるとおり、昨年度は全体会を 2 回、7 月と 3 月に行いました。運営委員会は、昨年

5 回実施いたしました。運営委員会は、各専門部会や相談支援部会から地域課題の報告を受

けて、全体会にあげる議題を議論しました。2ページの相談支援部会では、毎月 1 回開催い

たしました。各事業所にはさまざまな相談が寄せられますので、どのような相談についてど

のようにして支援していくか、難しいケースについての話し合いを行いました。続きまして、

3ページの事務局会議は、年間 17 回実施いたしました。こちらは、主に運営委員会で検討

する事項の検討を行いました。4ページ、5ページは専門部会についてです。こちらは 3 つ

の専門部会が何回行われたかということが書いてあります。専門部会の詳細につきまして

は、後ほど説明をさせていただきます。5ページの一番下の相談事業所会議は、豊川市の委

託の相談支援事業所だけではなくて、サービス等利用計画の作成をお願いしている指定の

事業所にも参加いただきまして、相談員のスキルアップをはかるための勉強会やケース検

討を、年間 5 回行いました。このような自立支援協議会を、全て合わせて、70 回開催いた

しまして、869 人の方にご参加をいただきました。25 年度の開催状況につきましては、以

上です。 

〈会長〉 

ただいまの件について、何かご質問等ございますでしょうか。 

〈委員〉 

回数、時間等について、これで十分とか、足りないとかそういったご意見なんかは、出て

いるのでしょうか。 

〈事務局〉 

自立支援協議会では、ほぼ毎週何かの会議行っておりますが、回数が多すぎるとか、もう

少し時間的に短い方がいいとか、そういった意見は何も出ていません。特に議題がない月な

ど、その都度調整をしています。 

〈委員〉 

１点よろしいでしょうか。これだけすごくたくさん会議をされていますので、昨年一年間

を通して、自立支援協議会の活動の中で、豊川市の障害者の方が、改善されたということが

あったら、参考にしたいものですから、教えていただきたいのですが。 

〈事務局〉 

昨年こども部会が協議してまいりました長期休暇時の子どもの過ごし方について、ずっ

と検討してきました。現在、長期休暇時の、中学生、高校生の職業体験といいますか、地域



にあるいろいろな事業所を長期休暇の間に体験できるようなことをして、将来に備えると

いうことなど他にも色々と考えています。 

〈会長〉 

ありがとうございます。他にございませんでしょうか。 

 

５５５５    平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会第１回運営委員会報告平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会第１回運営委員会報告平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会第１回運営委員会報告平成２６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〉 

それでは、引き続き議題 5 平成 26 年度豊川市障害者地域自立支援協議会第 1 回運営委

員会報告について、運営委員長からご説明をお願いします。 

〈運営委員会委員長〉 

それでは、運営委員会委員長から報告させていただきます。7 月 2 日に行われました運営

委員会では、相談支援部会と専門部会について、協議が行われました。 

相談支援部会では、25 年度の相談支援実績報告と、前回の運営委員会後に新規で受け付

けたケースと、事例検討会で検討した複雑なケースについて、報告がありました。個々のケ

ースについては省略させていただきますが、25 年度の相談全体としては、件数・時間とも

大幅に増加しています。また、全体の傾向としては、精神障害の相談の大幅な増加と、包括

支援センターなども含めた家族全体での支援が増えています。 

また、専門部会については、地域生活部会、就労部会についての平成 26 年度の活動予定

と、こども部会の進捗状況が報告されました。地域生活部会は「災害時の早期支援の仕組み

を考える」を目的に、過去 2 年間の部会の取り組みを受けて、学習会や地域別の事業所間交

流を目標としています。就労部会は「就労支援のための仕組みづくり」を目的とし、各障害

者就労支援機関の取り組み内容の情報共有や地域課題の検討をします。こども部会は昨年

度、「放課後・長期休暇の過ごし方」についての課題に対する提案を投げかけ、前回のこの

全体会で承認されたことを受け、制度化するべく動いております。それぞれの部会の具体的

な内容については、事務局から報告させていただきます。 

〈事務局〉 

相談支援部会について、少し補足説明をさせていただいます。事前資料 3 をご覧になっ

てください。事前資料 3 には委託相談支援と指定相談支援、そしてそれらの合計の 3 種類

がございます。この委託と指定の違いについて、まず簡単に説明をさせていただきます。指

定相談というのは、サービス等利用計画を作成するのが指定相談といいます。委託相談とい

うのは、その他の計画以外の障害のある方に対する総合的な相談支援を実施しているとい

うことです。 

運営委員長より説明がありましたように、相談件数が大幅に増加しています。全体の傾向

では、精神障害がかなり増えていると言いました。具体的な数値を少し述べさせていただき

たいと思います。③合計という事前資料の表をご覧になってください。合計件数は 8,344件、

233,659 時間となっております。こちらは昨年 25 年度の 1 年間で、委託の 6 つの事業所の



合計となっています。24 年度は委託相談支援事業所が 7 事業所あったのですが、件数が

6,254件、時間は 220,764 時間となっております。従いまして、事業所が 1 つ減っているに

もかかわらず件数と時間が増えていますので、１事業所あたりの相談が、大幅に増えている

ことがわかります。また、精神障害は昨年度 1 年間で 1,195件の相談が寄せられています。

24 年度は、精神障害の相談は 766件でしたので、429件増加しております。精神障害の占

める割合は、25 年度は障害種別全体である 3,251件のうち精神障害 1,195件と 36.8％とな

っておりますが、24 年度は 29％でしたので、障害全体の中でも精神障害の占めている割合

が高くなっていることがわかります。こちらが相談支援部会の補足説明となります。 

〈事務局〉 

続きまして、専門部会の説明をさせていただきます。まずは地域生活部会から報告させてい

ただきます。地域生活部会は 3 年間の計画をしており、今年がその 3 年目の終息の年とな

ります。地域生活部会の目的としまして、「災害時の長期支援の仕組みを考えること」を目

的として取り組んでまいりました。26 年度の取り組みとして、当部会の 3 年目の実施目標

は、「実際に安否確認の機能を試行する」ということでしたが、過去 2 年の部会での取り組

みから、まずは事業所が災害時に取り組むべき事項を検討していくことに焦点をおいて、そ

のために必要とされる学習会や地域別での事業所間での共有を進めることを目的としまし

た。26 年度の年間スケジュールは、資料に記載してあるとおりです。現在までの進捗状況

ですが、作業部会を 2 回、専門部会を 1 回開催し、今年度の地域生活部会の取り組みにつ

いて、協議をいたしました。専門部会においては、24 年度からの取り組みについて報告を

行うとともに、26 年度の事業計画にある 9 月に実施予定の第 1 回検討会についての話し合

いを行いました。この際、内容について事務局より 2 つの提案をさせていただきました。一

つ目は、地震対策、BCP のワークショップを行い、災害時に対する意識付けを再確認しあ

う内容、もう一つは BCP の作成に特化した内容の 2 案を提案させていただきました。構成

員のみなさま方からたくさんのご意見をいただき、結論としまして、今後の動きとして第 1

回の検討会では、BCP 作成に特化した取り組みを行うこととなりました。現在、講師の調

整を行っておりますが、東三河南部圏域の地域アドバイザー予算を利用させていただく予

定です。以上で地域生活部会からの報告を終わります。 

〈事務局〉 

続きまして、就労部会から説明させていただきます。就労部会の活動目的としましては、

「就労支援のための仕組みづくり」ということで取り組んでいます。内容としましては、各

障害者就労支援機関の取り組み内容の情報を共有するということで、豊川市の中で、みなさ

んいろいろな支援されているのですが、それぞれが情報を上手に共有できていない、上手に

連携ができていないということだったので、まずは情報を共有して、みなさんで連携してい

くというところを取り組みの内容としてあげさせていただいております。今年度の進捗状

況につきましては、就労部会を 6 月 24 日に開催しました。ここでは、平成 25 年度の活動

報告と本年度の取り組みについてということで、各機関から取り組みの様子を話していた



だきました。就労支援連絡会である作業部会は、5 月、6 月、7 月に各一回行っております。

また、豊川市障害者ちょい買い推進ネットワーク会議を 4 月と 5 月に行い、情報の共有を

行っております。就労部会からの報告は以上です。 

〈事務局〉 

こども部会から報告をさせていただきます。こども部会は、昨年の 3 月の全体会で、放課

後や長期休暇の過ごし方についての課題に対して中高生事業所体験事業を提案し、議決さ

れました。現在、市で事業化できるように働きかけております。中高生にいろいろな事業所

を体験していただくことで、卒業後のイメージや将来の選択の機会を増やし、いろいろな経

験をしていただくことを目的としております。豊川市でこういったものが制度化されてい

くと、ご本人やご家族が個別に動くよりも、わかりやすいため、それを現在、事業化するよ

うに検討をしています。ただ、実際には、対象者を特別支援学校と特別支援学級まで広げる

かどうかという点や、利用可能な日数を何日にするか、申請から決定をどのように行うか、

該当する事業所にどのようにお伝えしていくのか、ということなど、いろいろ検討すること

がありますので、それらを制度化することを進めていきたいと思っております。こども部会

からは以上です。 

〈会長〉 

ただ今の報告の中で質問やご意見などがございましたらお願いします。 

〈委員〉 

特別支援学級の子ども達を対象にするかどうかということですが、した方がいいと思い

ます。というのは、この問題がこども部会だけの話ではなく、就労と絡んでくるからです。

就労の方は、定着支援の話などが中心になりがちですが、平成 27 年度からは障害者雇用促

進法の改正により、納付金制度の対象事業主が拡大されますのでもっと前向きに考えてい

っていただかないといけなくなります。そうなると雇用前の支援であったり、雇用の段階で

のつなぎやマッチングなどが必要となってきます。障害のある方たちを雇用しようと思う

と、どうしてもハード面が整っていなっていなければと、戸惑われる事業所さんもあります

けれども、知的障害や精神障害の場合は、ハード面だけでなくソフト面でのケアになってく

るので、ある程度雇用率をあげていくためには、事前に企業との関係性を作っておかなくて

はいけなくなります。企業としても、どういう障害の方たちであれば、わが社として雇用が

可能なのかということを体験してもらうことも重要です。つまり、障害をもった子どもだけ

が働くことの体験をするのではなくて、受け入れる側もきちんと体験していくということ

で、相乗効果になっていかないと、おそらく継続していかないと思います。そうした時に、

特別支援学級を卒業し、義務教育が終わったお子さんの選択肢として、なかなか一般校に進

学することは難しい中で、特別支援学校への入学が増えています。そうすると、早い段階で

いろいろな体験をしっかり積んだ状態で、将来の大人の暮らしを、あるいは、大人の生活を

イメージしてもらうことの体験は、早いうちからやってもらうことは問題ないだろうと思

います。そういった意味で、中学校の時期での職場体験、高校の時期での職場体験でうまく



プログラムを作っていく必要があるのではないかと思いますので、特別支援学級も最初か

ら排除せずに対象に入れていくことが望ましいのだろうと思います。それがまず 1 つです。 

もう１点は相談についてですけれども、委託と相談が密接だという説明をしていただき

ましたが、そのとおりだと思います。そのような時にまずお伺いしたいのが、今年度末に計

画相談は、どのくらい達成できるのか、ということです。相談件数が多いということはよく

わかりました。増えていくのもよくわかります。ただ、指定相談支援事業所をいうのは計画

を作っていきますから、計画に付随する一般相談と、そうではなくて難しい相談を含めた委

託が受けるべき相談とどれくらい整理がされているのか、あわせて指定相談支援の方で増

えてきている相談に対して、どれくらい計画が実施されているのか、伝わってきません。単

純に合算してこれだけ増えているということよりも、その中身の違いであったり、精査され

てきているかということだと思います。それから件数と事業所の数だけではなく、そこに相

談支援専門員が何人いるのかということも大きな問題だと思います。1 人の相談支援専門員

がどれだけかかえているのか、それが許容量を超えているとなると、豊川として指定相談支

援事業所をもっと増やしていく努力しなくてはならない。2 月 27 日に厚労省から発出され

た、計画相談の着実な進捗のためにという通知があるのですけども、その中でも、市町村と

しては相談支援事業所を増やす努力をしなさい、ということをいっているはずですから、そ

の点に関しての課題というものが、ここから読み取れるだけの証拠が欲しいということで

す。そして、計画となると、子どもの計画がどのくらいかという情報が欲しいです。計画を

作り終わる期限が延びるという話は、今のところまだ出ませんので、確実にこれをやりきる

ためには、今の体制では、どこに課題があるのかということをディスカッションする必要が

あるだろうなと思います。 

地域生活部会ですが、災害時の取り組むべき事項について検討しているということで、

BCP は大事な部分なのですけれども、消防行政であったり警察であったり、場合によって

は自衛隊であったり、あるいは昼に災害が起きているのか夜間に起きているのかによって

双方の体制が変わるので、それによって事業所としては、BCP と考えなくてはいけない。

でも、被災した人たちを受け入れるための避難所を開設するための協定であったり、あるい

は小中学校の避難所であっても、知的障害や発達障害のお子さんをかかえた親御さんだと

なかなか行くことができない、という課題もありますので、そういった時に我々に何ができ

るのかということを考えていかなくてはならない。そうすると、BCP だけの問題ではない

と思います。以前の全体会の時にもお話をしましたが、関係する機関との情報共有であった

り、あるいはいざという時に、どうやって利用支援者のとこにいるのか、また搬送をどうす

るのかということを含めて考えていかないといけないと思います。このあたりは事業所だ

けで終わらせてしまう話ではないので、せっかく 3 年目ですから、詰めていく必要がある

のではないのかと思います。それを 26 年度の事業として検討されるのであるなら、ぜひ入

れていただきたいと思います。 

〈事務局〉 



こども部会については、今、特別支援学級の子を含めた形が望ましいのではないのかとい

う意見をいただいたのですけれども、どのような形でアプローチしていくのかを含めて、も

う少し時間をかけて考えていかないといけないと思います。考え方としては、当然この先に

は、将来の就労にむけての話ということになりますと、就労した後の継続性というか、もっ

と広がりを持たせて考えていきたいと思います。 

また、計画についてですが、サービス等利用計画というのは、福祉サービスを利用する際

の基礎となる計画なのですけれど、計画の対象者は大人については 1,000 人ほど、子どもに

ついては 300 人ほどです。その中で大人については、現在 60％ぐらいを作成しています。

そのような状況で、相談支援専門員が作る計画なのですが、専門員一人当たり現在 50件か

ら 80件程度もっていただいています。これは、いっぱいいっぱいな状況です。指定相談支

援事業所としては 2 つしかないのですが、これらの 2 つの事業所にお願いをしています。

他にはセルフプランといいまして、ご自分で希望をし、ご自分で作れる方については、セル

フプランを始めています。子どもについては、市内の事業所を利用している方がほとんどな

のですけれども、実態としては半年ほどの短い期間使う方が非常に多いです。ですので、市

内の事業所に協力をお願いして、保護者と話しをしながら、事業所に対して説明会を行い、

ほとんどの方には、セルフプランでいま対応をしているという状況です。 

〈委員〉 

そうすると、子どもの達成率としては何％ぐらいですか。 

〈事務局〉 

 50％ぐらいです。 

〈委員〉 

結構セルフが入っているということですか？ 

〈事務局〉 

ほとんどがセルフです。 

〈委員〉 

情報提供になりますが、アドバイザー会議でも問題になっているのですが、県内でもある

市町村ではもう計画の進捗率が７割、8割達成しており、児・者含めてセルフの市町村もあ

るのですが、本当にそれでいいのか、ということです。国からのセルフプランの指針という

のも出ているので、やはりご本人の意思を確認していただいて、行政や事業者指導でのセル

フではないということを明確にしていただいて、セルフを活用していただいた方がいいの

かなと思います。やはりご本人を第一に考えたセルフプランということを心がけていただ

ければと思います。 

〈委員〉 

お子さんの場合は、保護者が計画を作るということになりますが、そうすると本人主体と

いった時の本人が一体誰なのかといった時に、子どもの場合は、やはり子ども自身なのです

ね。子どもの権利条約でも子どもが意見表明を行うのは大切にされていますので、そのよう



な時に、子どもの意向、つまり同世代の子どもであれば本来経験するべきことを、障害があ

るということで排除されているのだとしたら、それはやはり虐待ととられてしまうだろう

と思うのです。そういった時に、子どもの計画をセルフでやるということは、親御さん自身

がケアマネージメントをきちんとできるかどうかが大事なのです。これは、できないからセ

ルフはダメなのだと言っているのではなくて、親御さんがわが子の将来のためにきちんと

ケアマネージメントの趣向に基づいて計画が作れるとしたら、それは、積極的に親御さんを

育んでいくような体制作りも必要だと思います。こうしたときに、先ほど指定の事業所が他

にも 2 箇所あると言われましたが、なぜここに出てこないのだという疑問があります。大

事なことは相談支援であり、計画がお話を伺う限り、相談員一人あたり 50 件から 80 件と

いうのは、これは不可能というか、倒れてくださいという状況ですから、とても難しいのだ

ろうなと思います。例えば、一人のケースワーカーがどのくらいのケースを持つのだろうか

ということを比較したり、あるいはケアマネージャーがどのくらいのケースをかかえてい

るのかということを比較した時に、とてもではないけれど、もうバームアウトしてしまう状

態ではないでしょうか。としたときに、そこのスーパバイズをどうするのかというと、おそ

らくこれが基幹相談支援センターの話につながるのだろうと思いますが、そうした時に、指

定の相談支援事業所の数を増やしていくための体制づくりもあわせて、努力しているので

あろうと思うので、ここがお示しされる方がいいのだろうなと思います。このような資料の

作り方をされると、豊川の全体が見やすいだろうなと思いますので、今までこういう形で出

てきていたので、今回改めてお伝えしたので、次回以降から活かしていただきたいと思いま

す。それ以上に今の状況を見ると、委託の相談支援事業所を増やせるような体制か、もしく

は既存の事業所の複数配置が可能となるような体制作りが必要なのだと思います。大事な

ことは、一人がどれくらいの計画をかかえているのかということになりますので、１事業所

で一人でのそのケースだと、とても大変だと思います。でも、１事業所でお二人とか三人で

やっているとしたら、事業所の中でスーパバイズができる体制があるということなので、こ

のあたりでやっぱり相談員さんの置かれている状況に、大きな差がでてしまうのだろうな

と感じます。それではバランスがよくないので、豊川市全体で支えられるような仕組みをつ

くっていくようなことであれば、これは次の基幹センター等に向けて一歩前進しなくては

いけないことかと思います。でも、なかなか相談支援専門員の資格を持ちノウハウがある人

材がこの業界にいるかどうかの兼ね合いもあるので、先々のことを持続可能な体制にする

ためには、考えなくてはならない大きな要望ではないのかなと思います。 

〈会長〉 

他にご意見などはございませんでしょうか。 

〈委員〉 

こども部会の方で関係するのかもしれませんが、今後の障害児支援のあり方に関する討

論会の報告書がまもなく厚労省から出るだろうと思いますけれども、その中で、障害児であ

る前に、ひとりの子どもであるという捉え方をしていますで、いわゆる子ども子育て支援と



の連動性が必要となってくると思います。先ほど、就労の方で他の関係あるいは他の業界の

方と近く連携してくという話をしましたけれども、子育て支援の部分との連携をよりいっ

そう強化していくことができるだろうと。この後の計画にも関係すると思いますけれども、

障害支援のサービスの目標地点の話と、子ども子育て支援計画の方には、障害児支援との連

携の話を入れていくというふうになっていっていることを考えると、部会としてこれは考

えることなのか、あるいは、全体会にきちんとご参加をいただく担当課の方達に出ていただ

くことがいいのか、そのあたりも要検討課題で、それと、子育て支援会議の方に、例えば、

こども部会の方からどなたか出ていかれるということがいいのか、先に考えなくてはいけ

ないだろうと思います。子ども子育て計画は、もう作成しなくてはいけない、われわれの業

務計画と同時進行で動いていますから、あまり時間をかけずに動いた方がよいかなと思い

ます。部会でも検討していただきたいと思いますし、事務局の方としても大事な話です。こ

どもが次世代規制という観点で考えたときに、やっぱりしっかり子どもの時期に変更投資

をするという捉え方をする、これは市全体の問題と、障害をもった子どもにかかわる親御さ

んや支援者だけの問題ではなく、豊川市全体の次世代規制の問題だという捉え方をしてい

ただくといいと思いますから、他の機関を含めて市全体でこの課題をどうしていくのかと

いうことを考えていただけるといいのではないかなと思います。 

〈会長〉 

よろしいでしょうか。 

〈委員〉 

支援学級の子どもの就労体験とういうものを想定されている職種はありますか。 

〈事務局〉 

現在は福祉事業所というところでの展開を考えているので、今ご意見をいただき、この先、

就労との連携の必要があるのは見えてはいるのですが、今の段階では、まず福祉事業所を早

い段階から知って使ってもらって、ご本人にとって、それよりもっと上を目指して、就労を

目指せるということは、いいことだと思うのですけれども、まだ福祉の分野の中での話にな

っているので、職場体験ではなく、福祉事業所体験という形を想定しています。 

〈委員〉 

特別支援学校にいる者として、少しお話させていただきたいことがあります。就労につい

てですけれども、現状としまして、本校の高等部、昨年度卒業した高等部 3 年の生徒につい

ては、一般就労は 10％をきっています。ほとんどが福祉的就労です。このような現状から

考えると、福祉的就労を切り口にという先ほどの話は、非常に現実的であるかなと思います。

また、特別支援学級についても、今は非常に障害の重いお子さんたちも特別支援学級に入っ

ている現状がございます。そうしますと、やはりキャリア教育という観点もそうなのですが、

やはり子どもの現状を、実際に即した形で方向性を示していくと、子ども部会はどのような

形で事業を進めていくかといった点については、福祉的就労といったところが一番大きな

ところになってくるのではないかと考えています。現状として、養護学校や特別支援学校を



含めた愛知県の特別支援学校全体の一般就労の割合は 30％台で、全国平均が 20％台である

ことを考えますと、愛知県は非常に高い雇用率でありますので、その上で、県としてさらに

雇用率をあげていくといった方法も出してきますので、学校現場においても就労について

は、大きな課題として取り組んでいる中、先ほどいったように、子どもの実態というものを、

特別支援学校だけではなく、地域の小中学校においてもが大事なのかなというものを、先ほ

どのお話を聞いて感じました。 

〈委員〉 

ハローワーク豊川です。参考として少し数字的なところをお伝えします。豊川市の民間企

業の障害者雇用率は、昨年 6 月 1 日の報告では、1.49％ということになっていました。愛知

県全体では 1.68％が確認数値です。ちなみに全国は 1.76％なので、愛知は全国平均からす

ると、だいぶまだ下回っていまして、その中で豊川はと考えると、数値はまだ低い方になっ

ています。それから、先ほどからでている、来年 4 月からの障害者雇用納付金制度の対象事

業主が 101 以上に拡大されるということもあって、現在雇用率として不足がないというの

は 120 のうち半分ですね。あとの半分はまだなんらか雇用が不足しています。また、納金

は来年の 4 月から 1 ヶ月 4 万円の納金として徴収することになっています。これまでもか

つて、301 人以上から 201 人以上になっており、来年度は自主的に、今のうちに回っておか

ないと雇うまで時間がかかります。ぜひ次の時には、就職件数だけではなくて、ハローワー

クの方から雇用状況の一覧表みたいなものを出したいので、雇用率だとか規模別の状況だ

とかは必要だと認識してますので、ぜひ資料提供したいと思います。そういった点も含めて

関係機関と連携をはかって行きたいと思いますので、参考までにご承知ください。 

〈会長〉 

ぜひよろしくお願いします。他にご意見よろしいでしょうか。 

 

６６６６    障害者福祉計画・障害福祉計画障害者福祉計画・障害福祉計画障害者福祉計画・障害福祉計画障害者福祉計画・障害福祉計画    

〈会長〉 

引き続き議題 6 障害者福祉計画、障害者福祉計画についての事務局の方から説明をお願

いします。 

〈事務局〉 

それでは引き続き、第 2次豊川市障害者福祉計画、第 3 期豊川市障害福祉計画について、

ご説明申し上げます。まず、第 2次豊川市障害者福祉計画ですが、お手元に本日配布した黄

色の表紙の第 2 次豊川市障害者福祉計画、第 3 期豊川市障害福祉計画概要版という冊子を

ご用意ください。この計画は、障害者基本法に定める「市町村障害者計画」で、豊川市にお

ける障害者のための施策に関する基本的な計画であり、平成 18 年度から平成 27 年度まで

の 10 年間を実施期間とする計画で、平成 24 年の 3 月に中間見直しを行い、現在目標に向

けて施策を実施しているところでございます。また、ご覧のページを更にお開きいただきま

すと、第 2 次豊川市障害者福祉計画の目標である「自立して ともに暮らす 地域で暮ら



す」を実現するための 9 つの基本方針が掲載されています。その具体的な進捗状況につき

ましては、当日資料の 1ページをご覧ください。平成 25 年度に豊川市が行った基本方針に

基づく事業のうち、一部をご報告させていただいております。２－２国府駅周辺や豊川高校

東交差点のバリアフリー化等のハード事業から、３－３歯科医療センターでの診療事業及

び７－２障害者就労支援事業費補助金の交付といったソフト事業まで様々な事業を行って

参りました。なお、本日配布した資料のうち、表紙に第 2次豊川市障害者福祉計画（中間見

直し）平成 24 年 3 月豊川市と書かれたプリントにつきましては、第 2次豊川市障害者福祉

計画のうち、第 4 章を抜粋したものです。障害者施策の展開の方向について示しておりま

すので、参考資料としてご一読いただければ幸いです。今後も、現計画最終年度となる平成

27 年度に向け、引き続き目標を達成するための事業を推進していく予定であります。 

次に、第 3 期豊川市障害福祉計画でございますが、この計画は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に定める「市町村障害福

祉計画」で、豊川市における障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者総合支援法に

基づく業務の円滑な実施に関する計画で、平成 24 年度から平成 26 年度までの 3 年間を実

施期間としており、今年度が 3 期計画の最終年度となっております。今回、サービス見込量

に対する平成 25 年度実績について主なものを報告させていただきます。まず、資料 2ペー

ジの訪問系サービス（ヘルパー）について、平成 25 年度計画の時間数合計 5,566 時間に対

し、25 年度実績 3,707 時間であり、見込に対し約 66.6％、前年度実績からも 5％の減とな

っております。これは、主に身体の介護や家事の援助を行う居宅介護の時間の減少によるも

のですが、死亡、入院、介護保険への移行により長時間介護の必要な利用者の減によるもの

です。日中活動系サービスについては、常に介護を必要とする方の日中活動である「生活介

護」が見込みに対し、大きく伸びておりますが、市内の事業所としては平成 24 年度に 2 つ

の事業所が新たに生活介護事業を開始したあと増えておりませんが、特別支援学校卒業生

を中心とした新規利用者の増によるものです。次の自立訓練については、機能訓練・生活訓

練ともに市内に事業所がないこともあり利用が伸びておりません。就労移行支援について

は、市内に 1箇所が新規に事業開始をしましたが、2 年間という利用期限があり、利用者が

入れ替わることや市内に事業所が少ないこともあり、計画値には達しておりません。3ペー

ジの居住系サービスのうち共同生活介護・共同生活援助については、入院や施設入所への移

行などにより減少しておりますが、今年度市内に 2 つのグループホームが事業開始してお

り、26 年度は増加する見込みとなっております。（４）の相談支援については、引き続き計

画作成等段階的に増やしていきたいと思っております。（５）の相談支援事業提供体制のう

ち基幹相談支援センターの設置については、平成 25 年度設置目標でありましたが、平成 27

年度には設置をし、今後事務局会議で詳細を協議し、次回の全体会では平成 27 年度の事業

計画も含めて豊川市基幹相談支援センターの説明をさせていただく予定をしております。

以上で説明を終わらせていただきます。 

〈会長〉 



ただいまの件に関して、ご質問等はございますでしょうか。 

〈委員〉 

ご報告ありがとうございました。ただ、この障害福祉計画は、自立支援協議会の意見を踏

まえて作成するという指針があると思うのですけれども、今回の資料では、自立支援協議会

と計画がどのようなにリンクしているのか見えなかったのですけれども、どのような形で

意見を吸い上げていくのかということを、お教えいただきたいと思います。 

〈事務局〉 

今報告をさせていただいていたのは 3 期の計画でしたので、今後の 4 期の計画ついては、

策定後に本協議会でご意見をいただく予定です。 

〈委員〉 

4 期計画にむけては、これからですので、3 期計画をどう評価していくかということだっ

たと思うのですが、ご報告された中で、市内に事業所がないものもあるとのことでしたので、

市内に、例えば居宅介護の事業所が何箇所あり、それを何箇所に増やしていきたいのかとい

うとことをあわせて数字としてでてくるとよいと思います。例えば、生活訓練は、その事業

を展開している事業所そのものが少ないという実態があり、市内にはない。でも、近隣の事

業所を使っている人たちがこれだけいるのだということが、また見えてくるのではないか

と思います。そのような時に、なかなか豊川の中でその事業所が増えていくことは難しいか

ら、他市のところにもお願いしていくという展開をしていくのか、それとも、豊川で生まれ

た方は、豊川でしっかりと支援をしていきたいのだという方向でもっていくのか。それが今

度は相談支援の方にもリンクしてきて、言ってみれば、サービスが十分ではないので、こう

いったサービスを作っていくように相談の部会としても提案をしたいのだというようにな

っていけば、こういったデータも 4 期計画を作る上で入れていかれると、実態が見やすく

なっていくのではないかと思います。このような中で、東三河南部圏域全体の中での豊川の

位置づけという捉え方でも、また見ていくことが可能ではないかと思います。3 期の計画が

もし可能であれば、そのあたりの数字も入れながら評価をされるといいのではないかと思

います。 

あわせて基幹相談支援センターですが、話が進んでいるのであろうと思いますが、センタ

ーを作ることが大事というよりも、センターとしてのワンストップの機能とスーパーバイ

ズの機能が必要だとした時に、必ずしも形をつくらなくても、いまの専門部会事務局の体制

を強化、重視することで、それに類するものが作ることも、また可能なのですね。ですので、

必ずしも基幹センターを設置して、豊川市にあった形で、今年度のうちに決まってくるのだ

ろうと思いますので、いい形を検討されるといいかなと思います。 

また、障害者福祉計画のところですけど、基本法に基づいてということですので、次の計

画を考えていく上でも、現状の中で、いわゆる合理的配慮というものをどういうふうに位置

づけていくのかということは、とても大事なポイントになると思います。こうこう啓発とい

うよりも、例えば、学校教育の中でも、障害のある人たちや同級生も含めて、どういう風に



関わっていくのか、合理的配慮というのは、障害のある人たちだけの固有の問題ではなくて、

対人関係、コミュニケーションの中での合理的配慮とは、通常、日常的に自分たちでやって

いるはずなのですけれども、それをさらに強化して障害を持った方たちの場合には、必要と

する場面があるようで、子どもたちの若い段階からそういったようなことを上手に伝えて

いけるようなプログラムというか、伝え方を教育委員会と話をしていかれるということも

含めて、市民の方たちや、また就職の部分でも一般企業に向けて合理的配慮というものを伝

えていけるように、具体的にわかるようなレクチャーをするなりリーフレットを作るなり、

そういったことも含めて、障害者計画というものを全体像が見ていった方がいいのではな

いのかなと思います。障害者権利条約の批准を受けたということであれば、非常に重要な位

置づけのものがありますから、是非きちんと反映をする形で評価、あるいは見直しをしてい

っていただくといいのではないかと思います。必然的にそれが障害福祉計画の方にも反映

されていくということになりますので、是非ご検討いただけるといいと思います。 

〈委員〉 

今、委員が言った東三河南部圏域の中の豊川というお話なのですけれども、情報提供です。

アドバイザー事業の中で、いま、基幹相談支援センターの連携会議を始めています。今年度

も 2 回やりました。年間 4 回なのですけど、そこで、サービス等利用計画の質のレベルを

設定しようという中で、障害福祉計画のことも議題にのぼりますので、そこでも情報共有を

しながら、サービスはこういう内容だから、といった形の計画がつくれればいいなという話

も出ておりますのです、その会議に、福祉課と社会福祉協議会に出席いただいておりますの

で、またよろしくお願いします。 

〈会長〉 

他にご意見ございませんでしょうか。 

〈委員〉 

4 期の計画の福祉計画の見直しを考えていく時に、3 期の計画の実施期間中に評価してい

かなくてはいけないのかなと思うことで、障害児支援、障害児サービスの数値目標を入れて

いくのか、いれていかないのかということですね。こちらのリーフレットにも書いてありま

すが、豊川の中での単独通園のことであったりとか、児童発達支援センターに相当するもの

だと思いますけれども、あるいは、もともとデータベースであったりとか、そのあたりがニ

ーズとして高いだろうと思いますので、障害児サービスの部分に関しては、必須ではなく、

確か任意だったような気がしますので、そうだとしたら、入れて欲しいと思います。大人に

なってから、どう支えていくのかということもまた大事ですが、どのように豊かで落ち着い

た大人の暮らしを迎えることができるのか、そのために子どもの時期にどのような支援が

でき、必要なサービスとしては何が必要なのか。このあたりは連動していくことだと思いま

すから、児童福祉法に関係するサービスの流出かも知れないのですが、先ほども、子ども子

育て支援計画とも絡みながら、特に障害児相談支援とうのは、子ども子育て支援の方でいう

ところの利用者支援事業との連携がどうしても必要になりますから、是非入れていただけ



るといいかなという方向でこの 3 期計画を評価しながら 4 期を目指していただけるといい

なと思います。 

〈会長〉 

他にご意見ございませんでしょうか。 

長時間にわたり、ご協議いただきまして、ありがとうございました。本日予定されていた

議題は、これで終了させていただきますので、事務局の方にお返ししたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

〈事務局〉 

それでは、事務局のほうから、ご連絡したいことがございますので、もう少しお時間の方

をお願いします。 

平成 26 度の豊川市の相談支援体制を報告させていただきたいと思います。事前にお配り

した事前資料 2 をご覧になってください。平成 25 年度と同じく、相談支援事業所は、6 つ

で、表の一番下の若竹荘が就労に特化した相談を行っていただき、上の 5 つは、市内の各中

学校区に分けて、それぞれ委託を行っています。主な内容としては、障害のある方へ総合的

な相談支援ですとか、サービスの利用援助とか、関係機関との連絡調整の方を行っておりま

す。 

また、自立支援協議会の設置要綱の見直しをさせていただきまたので、若干説明をさせて

いただきます。参考資料の 2 の新旧対照表、横字のものなのですが、こちらをご覧いただけ

れば、わかりやすいかと思いますので、ご覧ください。今回の大きな見直しのポイントは、

運営委員会をはじめとした、会議自体の組織をより具体的で専門的な活動をすることがで

きるように、この設置要綱からいったん外しました。外した結果、後ほど説明させていただ

きますが、別の要綱で示しているのですけれども、全体会についてはあくまでも全体会のだ

けにスリム化したということです。具体的には 3 条、5 条から 6 条にこれまで運営委員会

等々が記載されていましたけれども、これらが抜いています。次に 8 条をご覧いただくと、

特別な組織として、開所する必要があると認めるべき時には、組織を設置することができる

というように、具体的にはここで名称としてはでてきませんが、運営委員会が初めてでてき

ます。このような形で整理をさせていただきました。あとは、その他には、法律の改正に伴

う規定の整理を入れさせていただきましたので、ご承知おきください。次に先ほど説明しま

したが、運営委員会の設置要綱についてです。先ほど説明させていただきましたとおり、全

体会の必要があると認める時に設置する特別な組織として、この運営委員会設置要綱を作

成しております。これは平成 26 年 6 月１日から施行しております。事後報告になってしま

って申し訳ございません。今の組織とはほぼ変わらない形をとりましたけれども、比較的大

きく変わったのが、運営委員会に、委員長を設置した点です。本日の議題 5 でもありました

とおり、今後は運営委員会で審議をした内容を、委員会の委員長に出てきていただきまして、

報告をしていただくような形になります。また、それに加えて必要なものについては、全体

会で議題審議していただくという、二段構えという形になると思います。小回りが利く運営



委員会、それから全体会の最終的な審議という形で職務を分担したわけですので、ご承知お

きください。以上で報告を終わります。 

最後に次回の自立支援協議会の開催予定でございますが、来年の 3 月 25 日を予定させて

いただきたいと思います。 

それでは、長時間にわたりましてご協議いただきまて、誠にありがとうございました。本

日の会議につきましは、これで終了させていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 


