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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〉 

本日は年度末の大変お忙しい中、またお足元の悪い中をお集まりくださいましてありが

とうございます。開催にあたりましてご報告したいことがございます。昨年１１月に民生

委員児童委員の一斉改選がございまして、会長がその職を辞されたため、豊川市の障害者

地域自立支援協議会の委員も辞するというご依頼を受けております。これによりまして現

在、会長が不在となっておりますので、会長が決まるまでとしては僭越ではございますが

事務局にて進行させていただきますのでご協力を宜しくお願いします。本日の配布資料の

確認をさせていただきます。（配布資料・当日資料確認） 

 

２２２２    会長の選任会長の選任会長の選任会長の選任    

〈事務局〉 

早速でございますが、議題の２「会長の選任について」ですけれども、豊川市障害者地

域自立支援協議会設置要綱第８条第２項の規定により会長は委員の互選により定めるとあ

ります。どなたかご意見はございますでしょうか。 

〈委員〉 



事務局の意見を伺いたいのですが。 

〈事務局〉 

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が適任と考えており

ます。もし他にご意見がないようでしたら会長をお願いしたいと思います。 

（拍手多数） 

〈会長〉 

 他に意見がないようでございますので、それでは会長席へ移動をお願いいたします。 

〈会長〉 

皆さん、こんにちは。豊川市障害者児団体連絡協議会です。団体連絡協議会の中には市

内７つの障害者団体がありまして、身体障害者福祉協会・視覚障害の会・ろうあ者福祉協

会・呼吸器友の会・精神障害者家族会・肢体不自由児（者）父母の会・そして知的障害者

育成会の７つの団体で構成されています。大役をおおせつかってちょっと緊張しておりま

すが、よろしくお願いいたします。では早速、始めさせていただきます。先程の説明の通

り豊川市障害者地域自立協議会の設置要綱第８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、残りの任期もわずかですので引き続き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、よろしいでしょうか。 

〈委員〉 

はい、結構でございます。 

〈会長〉 

はい、ありがとうございます。それでは議題に入らせていただきます。 

 

３３３３    平成２５年度豊川市障害者地域自立支援協議会活動報告平成２５年度豊川市障害者地域自立支援協議会活動報告平成２５年度豊川市障害者地域自立支援協議会活動報告平成２５年度豊川市障害者地域自立支援協議会活動報告    

〈事務局〉 

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を報告いたします。先ずは資

料１をご覧ください。全体会は４月３日に開催し、本日が２５年度２度目の開催となって

おります。また運営委員会につきましては、資料では２月末までの開催状況を記載してい

ますので４回となっておりますが、３月１２日にも開催をいたしましたので合計５回開催

しました。運営委員会の内容は、各専門部会から地域課題の報告を受けて全体会に挙げる

議題を協議しました。また、相談支援部会からあげられた新規ケースや困難事例について

報告をいたしました。続きまして相談支援部会は、毎月１回開催し、各事業所に寄せられ

る個別の様々な相談について、どのように支援しているのか情報を共有し、難しいケース

について話し合いを行いました。事務局会議は、２月末までに１６回開催し、各専門部会

の進捗情報を確認したり、運営委員会で検討するべき内容について話し合いをしたりしま

した。専門部会では、地域生活部会・こども部会・就労部会の３つの部会について、それ

ぞれ専門部会と作業部会を行いました。それぞれの部会の内容につきましては後ほど詳し

く説明をさせていただきます。以上といたしまして、自立支援協議会に関する会議を２月



末までに全部で６１回、述べ７３７人の方にご参加いただきました。開催状況につきまし

ては以上です。   

続いて相談支援活動実績を報告させていただきます。事前資料２の３合計の表をご覧く

ださい。こちらは平成２５年４月から２６年２月までで、委託の相談事業所に、どのよう

な相談がどのくらい寄せられていたかというものを集計しております。先ず１番上の右端

の列をご覧になってください。今年度は６つの事業所で合計７,５３８件、時間にいたしま

して２１３,８０７分の時間が寄せられております。これを昨年度と比較してみました。昨

年度は委託の事業所が７つで、件数は５,６７６件、時間は２０２,０４１分でしたので、時

間も件数も大幅に増加しているということが分ります。また実人数も比較してみますと、

今年度は２,６１５人であり、昨年の同時期は２,１４８人ですので、実人数でもやはり今年

度はより多くの方の相談をみていることがわかります。また、相談の傾向といたしまして、

特に増加が著しいものとして精神障害を挙げることができます。今年度、精神障害は１,０

７０件であり、全体の３６％でした。昨年は障害全体の２９％が精神障害となっていまし

たので、今年度、著しく増加しているということができます。また今年度、障害種別に新

しく難病をカテゴリーに入れ、今年度は２月末までで３２件の相談が寄せられております。

以上から、今年度の相談支援活動実績の傾向を見ると、件数、時間ともに大幅に増加をし

ており、特に精神障害が大幅に増えているという傾向をみてとることができます。相談支

援の活動実績としては以上です。 

〈事務局〉 

引続き専門部会の説明をいたします。地域生活部会では「災害時の早期支援の仕組みを

考える」を目的に、３年計画で取り組んでいます。１年目の昨年度は、アンケートによる

福祉サービス事業所の実態調査を行いました。２年目にあたる今年度の実施目標は、啓発

勉強会と講演会の開催で、災害時の個人情報の取り扱いや被災地験事業所の話を交えたセ

ミナーの開催を目標にしました。２５年度の活動としては、地域生活部会を２回、作業部

会を９回、災害時支援対策セミナーを２回開催しました。日程の詳細は資料３－１の裏面

をご覧ください。次にセミナーの内容についてご報告させていただきます。まず、第１回

災害時支援対策セミナーは、７月１０日にウィズ豊川の視聴覚室で開催し、各事業所の管

理者、防災管理担当者の方４１人に参加していただきました。チラシにありますように第

１部は DVD「逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者」の研修版を上映し、第２部は「豊

川市の防災対策について」をテーマにした豊川市防災対策課、倉田氏の講演、その後８グ

ループに分かれて分科会を行いました。分科会では１年目のアンケートで事業所であがっ

てきた課題、事業所と地域の連携、緊急時の情報公開の手立て、発災後の事業の再開の仕

組みなどについて、活発な意見交換がなされました。目標の１つである災害時の個人情報

の取り扱いについては豊川市の方から同意書の雛形を示していただくことが出来ました。

アンケートの結果については、アンケート回収率４１分の３９と、殆どの方がアンケート

にお答えいただきました。第２回セミナーは、東三河南部圏域のアドバイザー事業として



共催していただき、資金面の援助と広報をしていただきました。そのことによって参加者

は豊川市の事業所のみならず豊橋、蒲郡、田原からも参加があり、計１０６名の参加でし

た。第１部では「東日本大震災時における事業所の復興に向けた取り組み」をテーマに、

石巻市女川町障害者サポートセンターくるみの所長で日本相談支援専門員協会の菊本圭一

氏に講演をしていただきました。その講演の内容としましては震災直後の現地と埼玉県の

避難所の状況、被災した事業所の実態とこれから、震災時の地域とどのように向き合って

いくのか、と菊本氏たちの活動の経過など現地で活動されてきた方だからこそのお話を聞

くことができました。第２部は菊本氏の講演を受けて講演からヒントになったことや、出

来そうなことを中心に分科会の形で皆さんに感想を話し合っていただきました。この日の

アンケートや分科会のまとめから、地域や事業者間の連携やコーディネータの必要性、そ

して早期事業再開に向けての事業継続計画、BCP の作成、という課題があがってきました。

この結果を受け止めて２６年度の計画に繋げていく予定でいます。２５年度の報告は以上

です。 

〈事務局〉 

続いてこども部会の活動報告をさせていただきます。今回、事前資料としてお渡しした

資料の方が活動報告とアンケート結果、パワーポイント版は第３回こども部会の資料を付

けさせていただいております。こども部会は２４年度、放課後長期休暇時に子どもにとっ

て有意義な時間、保護者にとって休息が確保でき地域で安心した生活を過ごす、を目標に

立ち上がりました。２４年度は、２５年度に実現可能な具体的な取り組みを、ということ

で公共施設を活用し、障害をお持ちのご家族を対象に子どもが遊べる場の提供を施行事業

として実施をしてきました。参加者は少なかったものの、会の内容には満足という意見を

多数いただき、部会メンバーとも顔の分かる関係になっていったという成果がありました。

しかし会を継続していく方法や、母子分離で子どもが行ける場が必要というニーズの解決

には繋がらないということから、２５年度は放課後長期休暇時に、子どもにとって有意義

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目指す、を取り組み

目標として、調査個別事例の検証、事業所の分析、具体的解決に向けた取り組み案の検討

などをしてまいりました。開催状況としましては、こども部会を３回、作業部会を４回実

施しました。具体的な内容につきましては、これまで行った調査や個別事例の検証の中か

ら、昨年度も必要性が高いと候補にあがっていた中高生の事業所体験事業を検討するとい

う方向で話を進めてきました。現状として、特別支援学校における事業所実習、福祉サー

ビス事業所の事業所実習の機会が少なく、積極的な保護者は個別に長期休暇等を利用して

見学や私的契約などで色々な事業所を体験したり見学をしたりということをしているので

すが、そうでない場合はなかなか選択肢が限られてしまい、事業所も定員の問題等で受け

入れができていませんでした。こども部会としましては、長期休暇を活用し体験などがで

きないかということで、実際の制度設計をイメージし、検討してきました。中高生の事業

所体験事業の目的としては、中高生に色々な事業所の体験をしていただくことで、学校卒



業後のイメージをしやすくし、将来の選択の機会を増やし、色々な経験をしていただくと

いうことです。豊川市内に統一した分かりやすい利用のルールがあることで、ご本人やご

家族が個別に動くのではなく、多くの人が色々な体験をする機会が増え、また事業の利用

によって保護者の一時的な休息を確保する、ということを目的として検討してまいりまし

た。当初は現在の日中一時支援事業を活用する構想を立て検討してきましたが、指定申請

の問題、定款の変更、予算や事業所や人の確保などの困難が想定されました。そこで昨年

の１２月に市内の就労系、生活介護事業所が集まる会議にて、こども部会のこれまでの取

り組みの経過、また中高生の事業所体験事業についての説明をさせていただき、後日アン

ケートでご意見をいただきました。その結果も踏まえ作業部会、こども部会を開催し、事

前に制度や事業所の様子、取り組みなどについて知ってもらう事業所の集団説明会開催を

したらどうか、事業所情報の集約や情報発信のためにコーディネーターの配置が必要では

ないか、より多くの事業所に参加してもらうための予算の確保が必要というような意見が

あがってきました。これらから、ご本人、ご家族、事業所に配慮された制度が必要だとい

うことが、回を重ねていく中で確認をとることが出来ました。２４年２５年度こども部会

で検討した結果としては中高生の事業所体験事業の必要を、この全体会で提案したいと思

います。こども部会からは以上です。 

〈事務局〉 

それでは就労部会の報告をさせていただきます。平成２５年度就労部会は、就労支援の

ための仕組み作りということで活動を続けてまいりました。取り組み内容としては、今年

度は昨年度の事例検討や地域の課題を踏まえまして作業部会を９回、助成制度の説明会を

１回開催しました。今年度の取り組み目標は、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という点について、前年度の事例を見直しまし

て、個別のケースでどのような状態の方がいるのかを確認いたしました。活動内容としま

しては、現状把握をするために、実習に繋がらなかった事例調査用紙を利用して就労支援

機関に依頼をして、事例の収集を試みております。しかし就労支援機関が支援するにあた

って就労支援機関が視点を変えてみて支援してくださったりして、具体的な事例としてあ

がってくることがありませんでした。続きまして、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の現状把握と制度検討を行いました。具体的には１１月に説明会を

開催しております。これは関係機関や相談支援事業所などにも参加者を募って、「職務試行

法」「委託訓練」「通院患者リハビリテーション」の３つの制度について制度内容の再確認

と理解を深めることを目的として行いました。説明会終了後に参加者にアンケートを依頼

し、参考になったという意見を多数いただきました。また、助成制度のメリット、デメリ

ットを理解出来たとか、他の制度についても学ぶ機会があると良いといったもの、職業セ

ンターのリワーク支援について名古屋のみでなく豊橋でも実施できると心強いといった意

見があがりました。これを踏まえまして１２月に行った就労支援連絡会では、市独自の助

成制度の検討を行わせていただきました。前回の説明会で学んだ３つの制度について対比



表を作成しまして、この制度では対象とならない方が受けられるような制度を作業部会の

方で検討させていただきましたが、現在の支援体制で対応出来ているという判断をしまし

た。続きまして、意識調査の実施ということで、実習の現状を把握するためにアンケート

を実施しております。実習を利用している人数というのは年々増加していますが、就労体

験のために実習を利用する人や希望があってもできない人は少ないということが分ってお

ります。また就労系事業所からの就労もまだまだ少ないのではないかと感じることがあり

ました。今後支援していく中で、またこのようなケースが増えてきましたら再度検討して

制度化を進めていくことにしたいと思います。作業部会については、資料に１年間の作業

部会の状況が記載してありますので、目を通していただければと思います。就労部会の報

告は以上になります。 

〈会長〉 

今、沢山の報告をしていただきましたが、数が多いのでそれぞれ部会毎にご質問等あり

ましたらお願いいたします。先ず地域生活部会について何かご質問、ご意見ありましたら

お願いします。 

〈委員〉 

２５年度の事業として講演会や勉強会をやることにあたっては、実際に被災された事業

者等それぞれの立場で意見がかわるため、色々な角度からやった方がよいと、以前提案さ

せてもらいました。そういったところでは、現地の菊本さんがお話されたということは非

常に良かったと思っています。けれども大事なことは、聞いて終わりではやはりいけなく

て、豊川の中で出てきた課題をどのように地域還元するかということだと思います。事業

者として、BCP の話がとても大事でありながら、現状としては社会福祉施設の BCP を画期

的に取り組んでいるところの話はあまり聞かないです。豊川として商工会や民間企業の意

識の問題をかなり敏感に捉えていますので、そちらの方から積極的に情報を集めながら、

あらゆる段階で社会福祉事業所が再開出来るということはとても大事なことだと思います。

それは誰かが作ってくれるだろうというのは大きな妄想で、やはり自分たちの問題として

事業所を考えなければいけないだろう。先ずそのあたりの意識改革からスタートする必要

があるのかなと思いますので、とても大事な課題だなと思います。２６年度の目的、目標

の中にそのあたりのことを是非折り込んでいただけると良いということと、今後大規模災

害の時には行政は人材が限られていますので、こう言ってしまっては申し訳ないですけど、

おそらく期待できないだろうと思います。それは行政としての機能をきちっと維持、再開

するということを先ず考える訳ですから、地域の中で特に小学校区だったりとか、あるい

は地区の組であったりとか、より身近なところと事業所がどれだけ連携が取れているのか、

というところが大事かなと思います。おそらく地域の方たちが１番頼りになると思います。

事業所も職員が、じゃあ被災をした時に職員自身が事業所に出て来られるか、という大き

な問題がありますから。そういう時に事業所としていざという時にはどうするのか、遠方

から通勤している職員が多い場合には、事業所再開が不可能になる可能性もある。それも



十分見越した上で、地域の方たちとどう協力するのか。あるいは事業所そのものが避難所

として機能するのか。例えば東北の入所施設の事例ですと、３日間の備蓄を用意していた

けれども殆どがその避難所として集まって来た一般の方たちにその食料を開放することに

なったということで、そのあたりの備蓄の問題なども日頃から地域の方たちお話すること

も必要ではないか、という提案も含めて是非ご検討いただくとよいと思います。 

〈事務局〉 

ありがとうございました。是非、参考にさせていただきながら来年度進めていきたいと

思います。 

〈会長〉 

他にはよろしいでしょうか。次にこども部会の方のご質問等ありましたらお願いします。 

〈委員〉 

相談支援の活動実績の方が妥当なのかどうかというところで迷いますが、生活相談の課

題は大きいと思っています。計画の実績としては出てきていないですけども、目標とする

対象者数に対して今の達成状況が資料としては出ていなかった。愛知県は全国的にみても

非常に計画策定数が多い状況にあり、中には既に１００％達成している所もありますが、

残りの件数を完了する２７年３月までの間に重点的に取り組まなければならないことも合

わせて考えないといけないだろうと思います。特に子どもの相談支援というのはやはりど

この市町村も進んでいない状況がありますので、課題が大きいだろうと思いますね。合わ

せて相談支援としての障害児の部分も、それから具体的な居場所作りの話も同時に考えな

ければいけないと思います。そのあたりを議題として、２５年度中にどのような議論がな

されていたのかなということのお話を伺えると嬉しいです。障害児相談支援が進んでいる

のかいないのか。進んでいないとした場合には、どこの課題なのか。それは事業所の問題

なのか。はたまた相談支援専門員の数が少ないという課題なのか、相談支援専門員はいる

けれども子どものことに携わることに躊躇されているのか、そのあたりも検討課題なのか

なと思いますけれども、その後の分析までは至ってないということでしょうか。 

〈事務局〉 

児童の事業所について、相談支援を行っていただきたいという声かけはしているところ

ですが、なかなかそこに踏み込んでいただけないという現状があります。今実際に話し合

っている相談員さんで将来のビジョンに基づき計画を作るというのは今、非常に困難な状

況です。 

〈委員〉 

そうでしょうね。計画を作っていくにしても今５０％ということは、２年間で５０％だ

から、後１年で５０％にするのは相当厳しい現状があるだろうと思いますけど、子どもの

事業をされている所は計画がなければ事業所の利用がまずできないという話なので、やは

り考えていただくということが必要ではないかと思います。そうしたときに、豊川市内で

児童発達支援事業や、放課後等デイサービスなどに取り組まれている事業所で、この課題



を共有することも必要だろうと思います。これはおそらく早急に取り組まないと厳しいだ

ろうと思います。ただ、相談支援専門員の研修を受けていなければできないので、今すぐ

課題を解決することが難しい場合にどうするのか、ということを合わせて考えなくてはな

らないので。年度末の慌しい中ですけれども、年度が変わるこの節目で、関係する事業所

の皆さんと市とで打つ手を考えた方がよろしいのではないかと思っております。もう 1 つ

はこども部会の方でご検討いただきたい案件がありまして、子ども子育て支援法がらみの

施策です。消費税の増税に伴って、その予算の一部がいわゆる子育て支援の方に手当てさ

れてきます。それを支えるために、こども子育て関連３法が制定されたかと思いますが、

子ども子育て支援計画を作らなくてはいけないはずです。そのためにはこども子育て会議

を作り、設置をしないといけないはずで、子育て支援関係部局でおそらくやられていると

思いますが、障害の確定があるわけではないけれども、発達が気になるお子さんたちも、

障害児というよりも一人のお子さんということで支えていくために、子育て一般施策とい

わゆる障害児施策と繋いでいくのかということで、障害児相談支援事業所の役割は本当は

大きくなってくるはずです。ただ、各市町村で部局等、編成の関係でどうしても障害施策

と、いわゆる子育て施策の担当する所管課同士の情報の共有が上手くいかないケースがあ

って、子育て支援計画の中に障害を持ったお子さんの、あるいは発達の気になるお子さん

の支援までも踏み込んだかたちでのプランづくりが至らない可能性が出てくる。そうした

時に、こども部会の方としても豊川市には障害のあるお子さんがいたり、或いは発達の気

になるお子さんもいて、そのお子さんたちも含めて皆、豊川市の子どもであり、その中で

子ども子育て支援計画としてどういうふうに子どもを育てていったり必要な療育を提供し

ていくのか、ということを考えて欲しい、と訴えていく必要があるだろうと思います。こ

れをそのまま放っておくとそのまま流れていってしまう危険がありますので、是非アプロ

ーチをして欲しいと思います。 

〈事務局〉 

今、計画の関係のお話が出ましたが豊川市の場合ですと同じ健康福祉部内に子ども課が

ありまして、そちらで一応計画を立てますが、当然、障害者の関係や何かの部分も含める

形で計画を考えていく予定でおりますので、連絡を密に取って進めていきたいと考えてお

ります。 

〈委員〉 

先程報告があった中高生の事業所体験事業なのですが、確認ですがショートスティが日

中一時の事業を使うには指定をしなくてはいけなかったり環境整備が必要なので、その既

存の制度を使うのは難しいっていうのが事業所の意見だった。事業所の意見もそうですし、

色々な縛りであったりとか、クリアしなければいけないハードルが沢山あるというところ

で、そこに乗っけるには困難が多いというところで、何をベースにするのかというところ

は、具体的な提案はないのですけれども、ただそういった仕組みについては必要だという

ことを先ずあげたいと思います。市の方でも予算の関係でもそうですし。そうすると、２



６年度にこの事業を早速取り組むではなくて、２７年度以降に向けて予算の獲得と施行事

業的に試してみる、というようなことができればと思いますが。 

〈事務局〉 

そうですね、具体的なそのやり方であったり、予算の部分の要求であったりとか、そう

いった部分を２６年度に整理をしていって可能であれば２７年にむけて準備を、という想

定ではあります 

〈委員〉 

親御さんのニーズも高いし、お子さんご本人のニーズがあるかどうかということも確認

できると良いかなと思いますけれども。例えば、特別支援学校としてはこのあたりのニー

ズには何かご意見をなされているものがありますか。 

〈事務局〉 

 部会の中で学校教育課にも参加していただいきましたが、どうしても障害を前提にとい

うか、説明会であっても支援学校でそういったものが先ずできて、そこから、ここに行き

たいよね、ここを知りたいよね、という取り組みが出来たら良いよね、という意見が出ま

した。そういうところに特別支援学校の方を呼んだら来ていただけますかね？と言ったら、

やっぱりそこの壁というのはなかなか難しい、というご意見があったので、そうすると別

の配慮が必要かなっていうことは意見がありました。なので、そのあたりをどこまで周知

を図っていくのか、やり方に関してもやはり特別支援学校の生徒さんに関しても利用が可

能なというか周知ができるかたち、利用できるかたちっていうのを考えて欲しいというご

意見はいただいております。 

〈委員〉 

わたしは色々な体験に基づかない自己決定、自己選択というのはないと思っています。

つまり、わたしたちもそうですけども、あらゆる事を経験しているからこそ自分が必要と

思うものを選べられるので、そういった意味で、こういった体験の機会があると良いなと

思いますね。その際に大事になってくるのは、学校は個別の教育支援計画を作っていくし、

事業所は個別支援計画を作っていく、或いはお子さんの場合は障害支援利用計画を作って

いく。その中で個別の教育支援計画と個別支援計画、或いは障支害援利用計画との連携を

していきなさい、という通達が出ているはずですけども、ここがどうも末端の方まで伝わ

っていないところがある。でも一人のお子さんの将来のために必要なのであれば、融合し

ていかなければいけないと思います。要はこちらサイドとして考えていくと相談支援事業

所と学校の教育計画等のここの関係性をもう少し有機的に繋がっていくようにしていくた

めに、これが突破口になるのであればそういう期待もあるかなと思います。だから色んな

相乗効果の中でこれを２６年度施行的にやっていかれるのであれば、すごく効果的という

か意味があるのかなと思います。そのへんを合わせて考えいけると良いと思います。 

〈会長〉 

他にはよろしいでしょうか。では就労部会の方のご質問等ありましたらお願いします。 



〈委員〉 

 学校の実習とこちらの体験であげたものでは、福祉と教育の間でどこまで融合出来るの

かというのが課題になってくるとは思いますけど、やはり情報を持っていて一貫した支援

をしているのは学校であって、それをうまく事業所にも生かしていけると本人にとって意

味のある支援に繋がっていくのではないでしょうか。そこは本当に言われたとおりすごく

重要なことで、そこがうまく繋がっていかないと、バラバラなことをやっていても本人の

ためにはなっていかないと思うので。 

 合わせて、特別支援学校ではなくて特別支援学級のお子さんたちが義務教育後どうする

のか、ということですが、これで豊橋の特別支援学校が立ち上がってくるようになると、

豊川養護学校の役割というのは、東三河のこの北部地域というか豊川を中心にしたエリア

のお子さんたちをどうより積極的に支えていくのかということが強くなってくると思いま

す。例えば、義務教育が終わった後に高等部へ通わないという選択肢も含めて、生活介護

であったり就労移行支援事業といった障害福祉サービスを義務教育後に利用したいとなっ

てくると、普通学校の特別支援学級の先生方との関係も密にしていかないといけないでし

ょうし、そこを利用しようと思った場合には、児童相談所の意見書が必要になるはずです

ので児童相談所にもこの事業所のメリットをお伝えしていく必要があるのかなと思います。

ですので、実施をする上ではそのあたりも対象として取り入れていかれるとよいのかなと

思います。 

〈会長〉 

 ありがとうございました。他にはよろしいでしょうか。今、色々なご意見をお話いただ

きましたが議題４で平成２６年度の計画についての説明をいただきたいと思います。 

 

４４４４    平成２６平成２６平成２６平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議年度豊川市障害者地域自立支援協議年度豊川市障害者地域自立支援協議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会の取り組みについて会の取り組みについて会の取り組みについて    

〈会長〉 

平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会の活動計画について皆様にご意見をいた

だいた後に、それぞれ承認をいただきたいと思います。では、地域生活部会の計画につい

ての説明をいただきたいと思いますがよろしくお願いします。 

〈事務局〉 

 では、よろしくお願いします。資料は地域生活部会平成２６年度活動計画案というもの

をご覧ください。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、で当部会

の３年目の実施目標は、実際に安否確認の機能を施行すること、ということです。報告の

中でもあがっているように、過去２年間の部会での取り組みから課題が色々と明確になり、

事業所の体制がまだ不十分であったということが分ってきました。そこで、先ずはサービ

ス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あて、そのために必要

とされることを検討する会の開催や地域別での事業所間交流を進めることを目標にします。

年間スケジュール表をご覧ください。２６年度は地域生活部会２回と作業部会６回、それ



から検討会 2 回の開催を予定しています。地域生活部会としての活動内容としましては、

検討会の開催を予定しています。ここでは課題となっている福祉サービス事業所向けの事

業継続計画、BCP のガイドラインの作成を目指します。ハードルが高いという話を地域生

活部会でもしていますが、ここはちょっと頑張って何とか皆さんの事業所の指針となるよ

うなガイドラインの作成ができるように、ということを話し合っています。次に交流会に

ついては、事業所ニーズがとても高いのですが、検討会の中で無理のない形でできるよう

に考えていく予定です。先程ご意見をいただいた、地域との連携、地域とどう繋がってい

くか、アプローチしていくかというところも、こういった検討会の中で、全体会で出たご

意見として提案させていただきながら皆で検討していきたいと思います。一応、地域生活

部会としてはこの３年目で目標を達成して終結する予定ですけれども、いつ起こるか分ら

ない大災害に対して、事業所としては今後もずっと継続していくものなので、２７年以降

は支援者連絡会のような形で継続していけると良いと考えています。地域生活部会の活動

計画の説明は以上です。 

〈会長〉 

 ただ今の地域生活部会の活動計画についてご質問等ありましたらお願いいたします。 

〈委員〉 

 校区の皆さんと消防や自衛隊の方々と、この地域の防災力や社会資源あるいは危険度の

把握などのいわゆる図上訓練を実施をされるんですけれども、交流会という形だと多分話

し合うだけで終わってしまうのかなと思うので、事業所の得意な部分あるいは苦手な部分

で、校区の得意な部分、苦手な部分をしっかりとディスカッションが出来るようなツール

があると良いかなと思います。それは、例えば避難所開設訓練をするようなこともありま

すし、あるいは障害福祉の分野だけでなく、地域の中の介護事業所や訪問介護ステーショ

ンなどの他分野の同じような事業所と連携して、福祉事業として早期に再開しなくてはい

けないであろう、それを期待されることがあるはずですので、そのあたりで自分たちの校

区、の中の今の現状を一緒に確認することが出来るような機会になると非常に意味がある

と思います。そのためには準備が必要になると思いますので、必要に応じて消防防災部局

であったり、介護の担当の課との情報交換を準備されるとよいかなと思いますので、ご検

討されたらいかがでしょうか。 

〈事務局〉 

 はい、ありがとうございます。 

〈会長〉 

 他にはよろしいでしょうか。説明がありました地域生活部会の平成２６年度の計画につ

いて承認いただける方の挙手をお願いしたいと思います。 

（挙手多数） 

〈会長〉 

 ありがとうございます。引き続きこども部会の説明をお願いいたします。 



〈事務局〉 

 ２６年度のこども部会についてですけれども、こども部会としては放課後等長期休暇の

過ごし方についてのプロジェクトを、実際には２４年度、２５年度の２年をかけて実施し

てきております。今回承認をいただいた後、またこれを市で検討していただくという形に

なっていきますが、ただ実際にこども部会を運営していく中で、先程も委員からもご意見

がありましたとおり、各分野の連携、情報共有、ネットワークの構築の問題であったり、

あとは就学前の単独通園の施設の不足、肢体不自由児の使える社会資源の不足、福祉サー

ビス等を使える資源の情報提供、発信の仕組みの不十分、相談窓口の一本化、継続する支

援の仕組み等、継続して家族のレスパイトの問題、児童の核となる施設の設置、そして児

童の計画相談についてなど、こども部会を運営してくる中で出てきた問題があります。し

かし協議会の仕組みとして、これらの問題が実際の個別のケースから検討されて繋がって

きたときに、運営委員会で検討がされて各部会に問題解決の為のプロジェクトの設置が投

げかけられるというのが現在の豊川市の協議会の流れであります。現段階では直ぐに取り

組むべきプロジェクト、次のミッションまでには検討が至っておらず、そこには個別のケ

ースの積み重ね、相談支援部会等の仕組みの構築の不十分や児童の計画相談に相談員が十

分に関わりきれていないことなど協議会、事務局側、相談支援の体制などにも不十分があ

るかと思います。第３回のこども部会では、子どもに関する機関が継続的に集まり、情報

共有をして、そこからみえる課題にそれぞれの立場から気軽に意見が出来て何らか取り組

みに繋がるような場がこども部会であり、それが協議会の形にそぐわないということであ

れば、そういった何らかの会の発足、位置づけについて考えたらどうか、というご意見が

ありました。そして先日、運営委員会でその報告をさせていただいたところ、こども部会

で取り組む課題については、具体的なものでなければ解決に向けた前向きな検討には繋が

らないのではなく、また、集まってもらうメンバーも目的が明確でなければ集まり辛いの

では、といったご意見の方をいただき、今後のこども部会には具体的に協議が必要な課題

が明確になったところで新しいプロジェクトを始動させていくのがよいのでは、という意

見をいただいております。また、今回提案をした中高生の事業所体験事業がただ提案に留

まらず、しっかりとした成果にして何らかのかたち、成果物として参加者が確認できるよ

うな追跡を行っていくということも運営委員会からご意見をいただいております。子ども

の課題というのは色々な機関が多岐にわたり関わっていて、自立支援協議会の役割として

障害福祉の分野がそれぞれを巻き込み、課題解決に向かえるように先程ご意見をいただき

ましたが、他の機関とどう繋がっていくかといったところも意識をしつつ、先程あげさせ

てもらった幾つかの残された課題も意識しつつ、２６年度は現在これを取り組みます、と

いう形ではなく、次の課題というものに備えていきたいというふうに考えていて、今回活

動計画の方は作成せずにこの全体会で報告という形にさせていただきました。こども部会

からは以上です。 

〈会長〉 



 何か意見はございますでしょうか。 

〈委員〉 

 はい。具体的な目標が特に定めてなくてというお話でしたが、こんなことを取り組まれ

たらどうだろうか、ということで提案です。豊川市内にある児童発達支援や放課後デイサ

ービスを実施されている事業所には必ず児童発達支援管理責任者が居るはずで、この役職

についている方のフォローアップ研修も大きな課題になっているんですが、こういった方

たちの繋がりを作っていってはどうかと思います。社会福祉法人として事業所をスタート

しているのではなくて、株式会社や有限会社で新規に参加して児童発達支援管理者を担っ

ている方たちが、かなり困られているケースもあるはずだと思うんです。そういったとこ

ろの情報を集めていくところから始めても、かなり埋没している事例が出てくる可能性が

あるだろうと思いますので、いかがでしょうか。 

 もう１点合わせてですけれども、やはり障児害相談支援に携わる方たちの人材不足がど

うしても大きいかなと思います。いわゆる相談支援事業者研修に、それを実行する方を推

薦するにあたって、児童発達支援管理責任者さんたちと情報交換を踏まえながら、２６年

度は障害児相談支援を担えるような人材発掘をするとよいと思います。夏を過ぎると相談

支援の初任者研修があるはずですので、次の豊川市の核になっていく方たちを送り出すた

めに相談支援事業者研修の受講者を推薦するんだというような意識が必要なのかなと思い

ます。豊川に限らずどこの市町村や都道府県でもやはり大きな課題になっています。例え

ばフォローアップの研修体制を整えられるとか、こども部会に参画をしていただけるとか、

そういった人材を育てていくということも大きな役割かなと思いますので、そのあたりも

２６年度事業で検討されるとよいと思います。 

〈会長〉 

 他にはよろしいでしょうか。こども部会にご承認していただける方の挙手をお願いいた

します。 

（挙手多数） 

〈会長〉 

 ありがとうございます。続きまして就労部会の方の説明をお願いいたします。 

〈事務局〉 

 それでは就労部会の平成２６年度活動計画（案）について説明させていただきます。就

労部会の目的としては、就労支援のための仕組み作りを継続していきます。情報共有を主

体としまして、その中から地域課題を検討していければと考えております。部会を年に２

回開催する予定ですので、１回目の部会の時には、年度の目標や方針について各機関にお

話をしていただきまして、２回目の部会の時には今回と同様、各機関の就労者数ですとか

年度目標や方針の達成状況についてのお話を伺えればと思っております。続きまして就労

支援連絡会ですが、こちらにつきましても目的は情報共有と連携強化というところをあげ

させていただきました。取り組み内容につきましては、基本的には豊川市障害者就労相談



支援事業での活動報告を主体としまして、事例検討や求人企業情報の共有、また就業系の

事業所の様子についても共有することで豊川市の現状を把握しまして就労支援体制を強化

していければと考えております。年間予定ですが、先程も言いましたように就労部会を 2

回開催、就労支援連絡会は４月を除く毎月開催の予定です。最後のちょい買い推進ネット

ワーク会議ですけれども、この会は市内の就労系福祉施設が集まって、利用者の工賃アッ

プや事業者間の情報共有を目的として活動している会であります。今までは表に出ること

があまりありませんでしたが、就労系の施設が自主的に集まって活動している会ですので

是非、皆様に知っていただきたいと思ってこちらに書かせていただいております。部会の

動きとは異なりますけれども就労系施設のことを皆さんが知っていただくことでより障害

者の就労が促進されればと考えております。また就労系施設が会する場でありますので情

報の伝達の場としても活用することが出来れば、と考えております。簡単ですが就労部会

からは以上です。 

〈会長〉 

 ただ今の件について何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

〈委員〉 

 実習をどのように位置付けていくのか、ということの共有が大事だと思います。障害者

雇用率の課題がある一方、これから労働人口が減っていく中で障害のある方もしっかりと

働ける人材であり、我々としてもしっかりと育て、地域社会の中で必要とされる一人とし

て社会に送り出していくことを考えていかなくてはいけない。その際には我々自身も彼ら

の可能性というものをしっかりと把握が出来るように勤めていくことも大事ですが、企業

の方たちは障害のある方と接した事がないので、実習の位置付けというのは、障害のある

ご本人が様々な職業を自ら体験することで自分がやりたいことと、やれることを充分に把

握し、本当に勤めたい会社を選ぶことができる、そのための体験をする場だと思います。

一方、企業にしてみると障害者雇用というものはやはり非常に不安が高いものです。自分

の会社の中でそういった仕事が作り出せるかどうかっていうこと、そしてそういったハー

ドが必要なのではないかと思われるということですね。障害のある方たちすべてが車椅子

な訳ではないですので、知的障害の方や精神障害の方たちのように物理的なハードを改善

するよりも働きややすいソフトの部分を改善していくというのが必要なケースも当然多く

あります。そうしたときには、障害のある方たちの特性も様々ですし、個性も様々ですか

ら、企業の方たちにも色々なな障害のある方たちを１日だけでも１週間でも結構だと思い

ますが、受け入れをすることによって障害のある方たちのことを知っていただく、そして

彼らができる可能性というものを知っていただく、それが実習のお互いの意味かというふ

うに思います。こういった検討には是非、商工会議所にもご参加していただけると良いと

思います。商工会のメンバーの皆さんの中にも非常にこういった課題に高い意識をお持ち

の事業主さんがたくさんいらっしゃいますの、場合によってはそういう委員会をお作りい

ただいて、一緒になって考えていくということも非常に効果的ではないかと思います。 



〈事務局〉 

 ありがとうございます。部会には豊川市の穂の国青年会議所にも入っていただいており、

たいへん協力的で色々と勉強していただいきますし、そちらに向けての啓発活動もしてい

けたらとは思っています。 

〈会長〉 

 他にはよろしいでしょうか。では就労部会についてご承認いただける方の挙手をお願い

いたします。 

（挙手多数） 

〈会長〉 

 ありがとうございます。では引き続き議題５の平成２６年度の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。 

５５５５    平成２６年度の相談支援体制について平成２６年度の相談支援体制について平成２６年度の相談支援体制について平成２６年度の相談支援体制について    

〈事務局〉 

 それでは平成２６年度豊川市障害者相談支援体制について説明をさせていただきます。

当日資料にあるとおり、平成２６年度は平成２５年度と同じ６つの事業所に委託をお願い

しています。一番下の若竹荘は、今年度と同様に就労に特化した相談を行っていただきま

す。残りの５つの事業所さんのおおよその目安といたしまして、担当中学校区に分けて２

つずつの中学校を担当してもらい、相談を行っていきます。内容といたしましては、障害

のある方へ総合的な相談支援やサービスの利用について、それから関係機関との連絡調整

などを今年度と同様に行っていただきます。以上です。 

〈会長〉 

 ただ今の件について何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

〈委員〉 

 直接的にこの内容とは関わりがないのかもしれませんが、４月１日からの精神保健福祉

法が施行に伴って、入院している方お一人お一人に対しての相談支援事業所の紹介などの

努力義務が病院に科せられると思います。病院も、医療保護入院の方については原則１年

間しか入院期間がないという形になってますし、入院の時から退院までの診療計画書も県

に出さないといけないという厳しいものになってきています。その中で、相談支援事業所

が頼りにされているのかどうか。 

〈事務局〉 

 相談支援事業は今回の法改正があるから、そもそもやらないといけないような位置付け

があると思いますので、豊川市の中でも数は少ないですが、関わりを持たせていただいて

支援をしている現状があります。更に、法が改正されて具体的に病院側が積極的に動かな

いといけなくなったので、今まで以上に相談員との関わりを持たれると良いと思います。 

〈会長〉 

他にはございませんか。 



〈委員〉 

２点あります。１つは豊川市として基幹相談支援センターといものを設置をするのか、

今の体制を強化していくのか、そのあたりの方向性をどうお考えなのかいうことです。も

う 1 つは労働施策のほうの事業になるかと思いますけども、相談支援事業所に事務補助員

の配置が、国の１０分の１０の事業であるかと思うんですけれども、もしそれが可能であ

れば各相談支援事業所で少なくとも事務処理をしていく部分での業務軽減が可能になるの

かなと思うのですが。この２点について、現状の段階で何か検討されていることとがあれ

ばお伺いしたいと思います。 

〈事務局〉 

基幹相談支援センターにつきましては、障害福祉計画の中で位置付けをされておりまし

て、今は第３期の途中でありますけれども、その中では設置をしていくという方針をもっ

ています。ただ現状としましてはセンターは設置していません。来年度、第４期の策定に

入りますので、その期間中には設置を出来るだけ早い時期にしたいと思っています。 

事務補助員の事業については、そのような情報が出ているといういことは既に承知して

おりまして、各事業所の方にも検討願うように連絡をしました。ただ、条件が無資格者を

雇うというところが大きな課題になっているのは事実です。 

〈委員〉 

はい、分りました。 

〈会長〉 

他にはよろしいでしょうか。では、次にうつらせていただきます。議題６の虐待防止に

関わる豊川市の状況について事務局から説明をお願いいたします。 

 

６６６６    虐待防止に係る豊川市の状況について虐待防止に係る豊川市の状況について虐待防止に係る豊川市の状況について虐待防止に係る豊川市の状況について    

〈事務局〉 

 それでは事前資料「障害者虐待防止に関わる豊川市の状況について」をご覧いただき

たいと思います。こちらが平成２５年４月１日から平成２６年２月２８日までの豊川市が

受けた障害者虐待の相談、通報、届出の件数等になっております。障害者虐待は養護者に

よる障害者虐待と障害者福祉施設従事者による障害者虐待、使用者による使用会社虐待と

いう３種類に分かれております。この表の中のその他というところですけれども、先ほど

の３種類に入っていなくて、知人からの性的な虐待ですとか心理的虐待というとこで、養

護者にも施設従事者にも使用者にも当たらない方からの相談がありましたので、ここで参

考に載せさせていただいております。先ず養護者からの虐待ですけれども、相談が２件、

通報が１件、届出が２件ありました。結果として、虐待の認定をいたしまして分離を行っ

たケースが１件、分離を行わなかったのが１件、その他として１件、３件の認定をしてい

まして、虐待として認定しなかったのが２件でした。施設従事者による障害者虐待につき

ましては、相談が１件、通報が１件でした。２件とも虐待の認定はありませんが、通報の



あった１件につきましては引き続きその疑いがあるとして、今現在も調査をしているとこ

ろであります。使用者による虐待につきましては、相談が１件ありました。これは障害者

虐待に当たらないとして、認定はしなかったケースでした。障害者虐待の事案、認定の事

案ですけれども、３つの事案の説明をさせていただきます。1 つ目は、兄から障害者に対す

る身体的虐待と心理的虐待があり、分離を行った事案です。これは、介護支援専門員、つ

まりケアマネさんからの通報でした。対応の結果といたしまして、障害福祉サービスであ

る短期入所の利用によって養護者と分離をして生活をし、将来的には障害者支援施設は入

所をする予定ということで、先日、入所に至りました。２つ目は、母親から障害者に対す

る虐待、放棄、放任があるが分離を行わなかった事案です。この相談は、相談支援専門員

からいただいております。対応の結果といたしまして、障害福祉サービスである生活介護

と地域活動支援センターの利用により障害者の支援を行い、母親の介護の負担を軽くする

ということで対応しています。これも継続している、見守っているケースです。3 つ目は、

夫から障害者に対する虐待、心理的があるが別居中であった事案です。これは、本人から

の届出がありました。対応の結果といたしまして、障害者への支援として多くの機関が支

援を行い、精神的な回復を図りました。その他の事案としては、障害者の両親からの相談

が１件、障害者本人からの相談が１件ということで虐待防止法の対応に準じて、対応のを

させていただきました。以上、今年度の豊川市の状況の報告とさせていただきます。 

〈会長〉 

ただ今の件について何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

〈委員〉 

虐待として認定をしなかったケースについては、そこに至らなかった背景というのは何

かあるんでしょうか。 

〈事務局〉 

届出があった相談内容について、本人さんと養護者の方に直接聞き取りをし、確認させ

ていただいた結果、判断をさせていただきました。なかなか認定しないようにしている訳

ではないですけれども、両者の意見をよく聞いて、総合的に判断したということになりま

す。 

〈委員〉 

虐待のケースというのは、例えば児童の虐待ですと、近所の方が家庭内で大声を聞いて

通報をするということも当然ある訳で、養護者からの虐待というのは家庭に介入すること

になりますので、その現状を把握するのは非常に難しいです。ですので、きちんと聞き取

りをされた結果、判断したということであれば良いかなと思います。合わせて、虐待防止

法というのは虐待をした方に対して処罰をする法律というよりも、虐待をしてしまった例

えば養護者やご家族の方に対して、それを支援していくというのも求めているものです。

そのあたりのフォローの体制なんかも整っていくと本当はよいのかなというふうに思いま

す。特にネグレクトなどは、お母さんが中心になるかと思いますけれども、重度の障害を



持ったお子さんを育てていくということに対するプレッシャーであったり、周りの方から

の誤解から相当、心理的に追い詰められているケースもありますので、そこへアプローチ

できるような仕組みも考えられると本当は良いと思います。なかなかそこまでの職員体制

が厳しいだろうとは思いますけど、意識としてそういうふうにお持ちいただけると良いと

思います。 

〈会長〉 

よろしいでしょうか。引き続き議題７の平成２６年４月１日からの法改正について事務

局からの説明をお願いいたします。 

 

７７７７    平成２６年４月１日からの法改正について平成２６年４月１日からの法改正について平成２６年４月１日からの法改正について平成２６年４月１日からの法改正について    

〈事務局〉 

資料を見ていただきたいと思います。こちらは平成２５年と２６年の４月それぞれに改

正される法律が載っております。平成２５年４月に既に施行されておりますのは、「障害者

自立支援法が障害者総合支援法に変わります」ということと、「障害者の範囲に難病等が加

わります」ということです。そして今回４月から変わる部分としては、「障害支援区分の創

設」です。こちらは従来、障害程度区分として障害の多様な特性、その他、心身の状態に

応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示していましたが、こちらは知的障

害者、精神障害者の特性に応じて行われるように、障害程度区分から障害支援区分に改め

るものです。次に今回変わる部分は、「重度訪問介護の対象者の拡大」です。従来の対象は

重度の肢体不自由の方のみでしたが、今後は知的障害、または精神障害により、行動上著

しい行動の困難があり、常時介護を必要とするもの、というものが新たに追加されます。

更に、グループホームの一元化というものがあります。グループホームというのは従来は

介護の必要のない方のサービスですけれども、その方が介護が必要になっても本人の希望

によって引き続きグループホームを利用し続けることができるよう、ケアホームとグルー

プホームを一元化するというものです。そして、地域移行支援の対象拡大があります。こ

ちらについては、従来は障害者支援施設等に入所している方または精神化病院に入院して

いる方について、住居の確保、またその他、相談など必要な支援を行うものでありました

が、今回拡大されるのが新たな施設として、保護施設や刑務所等の更生施設等に入所して

いる害障者の方が新たに対象となるものです。今回の２６年の４月１日の改正については

以上です。 

〈会長〉 

ただ今の意見について何かご質問等ありましたらお願いいたします。 

〈委員〉 

障害支援区分の話ですけれども、障害程度区分の時もやはり課題なっていたかと思いま

すが、やはり調査員の方がその障害をお持ちの方たちを実状をどう把握できるのかという

ところが大きなカギになるかなと思います。調査員の方が出してくるもので、特記事項が



あまり書かれていないケースが時々見られますが、そうするとその方の実状を審査会で判

断することになり、そこで情報が充分に把握できないで終わってしまうことになります。

特に障害支援区分というのは、今どうかということではなくて、もし新しい環境になった

らこの方はどうなるんだろうというような視点で見ることもできる制度ですので、調査員

の方にはしっかりとそのあたりを把握して、障害のある方たちの困っているところをしっ

かりと掘り起こして、それを調査報告として特記事項も必要であれば書いていただくとい

うところを特に知的障害者の方や精神障害の方は必要かと思います。豊川市として調査員

をされている方たちにも改めて、皆さんがカギになりますよ、ということをお伝えいただ

きたいと思います。合わせて審査会のメンバーも、身体障害者だけでなく知的障害者や精

神障害者の方たちが、介護によらないいわゆる支援等として必要な部分を、どのように拾

い上げていけるのか、そういうことを優先していただけれるとよいかなと思います。 

〈会長〉 

他にはよろしいでしょうか。これで全ての議会が終わりました。長時間にわたりご協議

いただき誠にありがとうございました。本日、予定されていた議題は終了しましたのでこ

れで事務局の方にお返しいたします。 

〈事務局〉 

どうもありがとうございました。委員の皆様におかれましては、本日の全体会がご出席

いただく最後の会議となっております。これまで委員の皆様方からは様々な観点から提案

ご意見を賜り、誠にありがとうございました。本日の会議はこれにて終了させていただき

ます。なお、本日の議事録につきましては後日、郵送させていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 


