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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    

〈会長〉 

定刻となりましたので、ただいまより、「平成 26 年度 第 2 回豊川市障害者地域自立支援

協議会」を開催させていただきます。 

本日は、年度末のお忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。先週

末に桜が咲き、今週ちょっと寒さがまたぶり返し、三寒四温というのでしょうか、障害者

の法律に関しても、三寒四温のように行ったり来たりなのかなと、わたし自身感じており

ますが、障害の有無にかかわらず、この豊川市で生きやすいように、この協議会の中でみ

なさまと検討したいと思っております。よろしくお願いします。 

それでは、次第にそ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、私が進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

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ございますの

で、成立いたします。よろしくお願いします。 

それではさっそく議題に入らせていただきます。議題 2 の平成 26 年度豊川市障害者地域

自立支援協議会開催報告および相談支援活動実績について、事務局から説明をお願いいた



します。 

 

２２２２    平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会開催状況及び相談支援活動実績開催状況及び相談支援活動実績開催状況及び相談支援活動実績開催状況及び相談支援活動実績    

〈事務局〉 

それでは、平成 26 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。ま

ず、1 の全体会につきましては、7 月 16 日に第 1 回の会議を開催し、本日のこの会議が今

年度 2 回目の開催となっております。2 の運営委員会につきましては、計 5 回開催しており

ます。内容としては、各専門部会から地域課題等の報告を受け、そして全体会に挙げる議

題を協議しております。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等につ

いて報告をしております。3 の相談支援部会は、毎月 1 回開催しております。各相談支援事

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、そういった

情報を共有し、困難ケースについて話し合いを行いました。続いて 4 の事務局会議は、計

14 回開催しました。こちらは、各専門部会の進捗情報を確認したり、27 年度の方向性や運

営委員会で検討するべき内容について話し合いを行いました。5 の事例検討会は、個別のケ

ースから課題や問題点などの話し合をしています。6、7 の専門部会につきましては、後ほ

ど専門部会の報告書の方で説明させていただきます。8 の相談事業所会議は、精神保健福祉

制度などに関する勉強会を実施しました。 

以上が、自立支援協議会に関する会議です。これまでに合計で 65 回、述べ 904 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となっております。 

続きまして、相談支援活動実績を報告させていただきます。まず、資料の見方について、

簡単に説明させていただきます。資料には3つの表がついておりますが、1つ目の表が合計、

2 つ目の表が、委託相談事業所が障害者等の相談に応じて必要な情報の提供、助言、サービ

スの利用支援などを行った、いわゆる一般的相談の実績です。そして 3 つ目の表は、指定

相談支援として障害福祉サービスを利用する方に必要となるサービス等利用計画を作成す

るための相談の実績となっております。  

では、1 つ目の表をご覧ください。こちらは、委託相談・指定相談の合計です。こちらは

平成 26 年 4 月から平成 27 年 2 月までの相談件数を集計したものとなります。まず 1番上

の右端の列をご覧いただきますと、6 つの事業所の合計相談件数となっており、9,791 件、

時間として277,520分の相談が寄せられております。昨年度と比較してみますと、2,253件、

63,713 分の増加です。委託相談としては横ばいではございますが、サービス等利用計画を

作成する指定相談が大きく増えていることが、合計相談件数の増加している要因です。障

害別の相談の傾向としまして、精神障害の方からの相談が多くなっております。また、下

の方にあります相談内容ですけれども、こちらを見ていただくと上から 3 つ目にあります

「健康・医療に関する支援」がありますが、こちらの相談が最も増加しております。 

 ここで、前回の会議でも質問がありました、サービス等利用計計画の作成状況を報告さ

せていただきます。まず、対象者数ですけど、総合支援法でいくと約 1,000 件、そして、



児童福祉法で約 400件の対象者がおります。現在の達成状況としては、総合支援法で約 70％

ぐらい、児童福祉法で約 80％となっております。 

相談支援の活動実績については以上です。 

〈会長〉 

ただいまの件について、何かご質問等ございましたらお願いします。 

〈委員〉 

資料 1、2 それぞれ伺いたいのですが、まず資料 1 については、事例検討会で 7 ケースの

難しい課題が取り上げられているのですが、その方たちのその後の経過というか、確実に

前進しているというのか、解決に向っている状況にあるのかどうかということを、伺える

といいかなと思います。不登校のお子さんの日中の過ごし方というのは利用できるサービ

スがさほどないですし、触法の方達の支援もこれから大きな課題となっていきます。また、

9 月に検討された不適応行動が頻繁であるケースも、虐待を誘発する背景として、十分に注

意視をしていかなくてはいけないので、検討後どのように進捗したのかということが、可

能な範囲で結構ですので、伺えるといいかなと思います。 

それから、資料 2 の方ですけれども、相談の内容で「健康や医療に関する支援」に対す

る相談が多いという説明をいただのですけれども、おそらく障害種別によってその傾向差

があるのではないかと思うので、そのあたりを、例えば、クロス集計という形で今後の支

援対策の充実に向けた分析にいかせるような状態にはなっているのかどうかということと、

例えば、今回の「健康や医療に関する支援」であれば、やはり精神の方の相談が多いとか、

背景など少し補足していただけると全体像がわかっていいかなと思います。もうひとつは、

計画相談ですけれども、成人の方で 70％、児童の方で 80％ということでしたけれども、そ

のうちセルフの方の割合はどのくらいなのかと言うこと、27 年度のいわゆる代替プランで

対応しなくてはならない状況に、もうあと数日しか 3 月ないのですけれども、やはり豊川

市としてあるのかどうかという所なども、伺えるとうれしいなと思っています。 

〈事務局〉 

私は 9 月 10 日の事例の「不適応行動が頻繁で家族が疲れ果てている 17歳の女性への支

援」ということで、事例をあげさせていただきました。この方は、その後医療機関を受診

されまして、医療的なケアを少し入れたということで、今は一時期に比べると少し落ち着

いているという状況になっております。まだまだこれから支援が必要な方なので、今後も

継続して支援をしていく予定でおります。以上です。 

〈事務局〉 

私は 11 月 12 日の事例の「高齢者の母と二人暮らしの精神障害を持つ 50歳の女性の生活

支援と今後について」ということで、事例を提供させていただきました。この方は医療系

の訪問看護をうまく利用できまして、あと地域に福祉サロンというものが、最近できまし

て、そちらをうまく利用することができ、とても充実した生活を送ることができるように

なってきています。以上です。 



〈事務局〉 

 不登校の事例ですが、担当の相談員が今日いないのでその後の状況がわらかず、お答え

できません。申し訳ありません。 

〈委員〉 

結構です。ディスカッションされていく中で、確実に解決につながっていっているとい

うことであれば、こういった会を開催する意味が大きいと思います。ただ、解決していな

い案件がでてきているようであれば、それは豊川市として、施策として何か作っていかな

くてはいけないのかということも全体会の中で考えていかないといけない思うので、その

ようなこともなくうまくいっているのであれば、問題ないと思います。 

〈事務局〉 

 「健康や医療に関する支援」が増えているというところの、クロス集計をしているのか

という質問については、クロス集計という形はとってなくて、個々のケースで相談員が把

握しているという状態です。特に精神の方が増えているということは、個々の相談員の実

感としてはある思いますが、集計的にでていません。 

 計画相談で質問いただいた件につきまして、代替プランの検討とういうことが出ました

が、まずは新たに相談支援事業所の職員または新規の事業者の参入をということで、相談

員を増加するという方向をとっており、初任者研修を受けていただく方を 10名程度は見込

んでおります。その方も見込んで対応もしますが、本人が希望して作成できる方について

は、セルフプランの活用をしながら、それでもできない場合には、市が作成する代替プラ

ンでの対応というのも検討はしています。 

〈委員〉 

 極力、相談支援事業所に入ってもらって、市としては、いわゆる代替プランは、あまり

活用せずにすむようにしたいと。 

〈事務局〉 

 そうですね。代替プランを前面に出してやっていくことは、おそらくできないのではな

いかと思っています。 

〈委員〉 

児童の関係は事業所があまり多くはないというふうに伺っているのですけれども、児童

の計画は、セルフの割合が多いのですか。 

〈事務局〉 

 現状を言いますと、児童の計画はほとんどがセルフです。ただ、来年度からひとつ児童

専門の相談支援事業所ができます。なおかつ、来年度は、相談支援の研修に行っていただ

ける事業者も複数、児童の方でありますので、今度は相談員が作る計画が増えていくのだ

ろうと予想ができます。大人については、今 25％ぐらいがセルフプランで対応しています。 

〈委員〉 

 虐待、母子の関係でも県から各市町村にベースをお願いしている様式も、クロス集計が



できるような形の様式に変わりつつあったと思いますので、前回のこの会の時にも、表の

作り方で少しご提案させていただいたのかもしれませんが、分析ができる形でみなさんに

共有できる資料が作れると、より良いのではないのかなと思いますので、またみなさまで

検討していただければ幸いかなと思います。ありがとうございます。 

〈会長〉 

それでは、引き続き議題 3 の平成 26 年度豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会報

告について、運営委員会委員長から説明をお願いいたします。 

 

３３３３    平成２６年度豊川市障害者地域自立支援協議会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運営委員会報告    

〈事務局〉 

はい、運営委員会委員長の鈴木と申します。それではご報告をさせていただきます。前

回の全体会後に 4 回の運営委員会を行いまして、相談支援部会と各専門部会について協議

をしてきました。相談支援部会につきましては、先ほど議題の 2 で活動実績報告がありま

したので、割愛させていただきまして、いまから、専門部会について、各担当から報告を

させていただきます。 

流れといたしましては、地域生活部会からは、「災害時の早期支援の仕組みを考える」を

目的に、災害時支援対策セミナーの開催や成果物についてで、就労部会からは「就労支援

のための仕組みづくり」を目的に、各障害者就労支援機関の取り組み内容の情報共有や地

域課題の検討について、そして、こども部会からは前回に提案がありました「中高生事業

所体験事業」につきましての、制度化に関する進捗状況についてを、それぞれ具体的な内

容を、各担当から報告させていただきたいと思います。まず、地域生活部会から報告をお

願いします。 

〈事務局〉 

 地域生活部会から報告させていただきます。平成 26 年度の地域生活部会の活動報告とい

うことで、地域生活部会では、先ほど委員長が言われたとおり、「災害時の早期支援の仕組

みを考える」という目的のもと、3 年間の計画で活動をしてまいりました。平成 24 年度は、

「福祉サービス事業所の実態調査」で、アンケートを実施して、課題の抽出を行いました。

平成 25 年度は、「啓発勉強会・講演会の開催」で、実際に東日本大震災で障害者の支援を

行った方をお呼びして、講演会を開きました。2 年間で 2 回のセミナーを開催しまして、参

加者へのアンケートを行いました。また、そこから具体的な課題が出されました。  

平成 26 年度の今年度は、「事業継続計画作成のための検討会の開催」ということで、過

去 2 年の部会での取り組みから、ま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当て、発災後も「早期事業再開」のために必要な「事業継続計画

の作成」を検討いたしました。そのために必要とさせる学習会や地域別の事業所間の交流

を進めることを目標といたしました。 

 活動内容なのですが、地域生活部会を 2 回。それから、作業部会を 5 回。災害時支援対



策セミナーを 3 回開催しております。詳細は資料の裏面に書いてありますので、ご参照く

ださい。災害時支援対策セミナーは、平成 26 年度「第 1 回災害時支援対策セミナー第 1 回

検討会」といたしまして、2 日に分かれて、10 月 17 日と 11 月 14 日にそれぞれ開催いたし

ました。その時は、「BCP の基礎づくりを学ぶ」というテーマに、NPO 法人愛知ネットの

舟橋先生をお呼びして、実際にグループワーク形式でしっかりと BCP の基礎作りを学ばせ

ていただきました。「第 2 回災害時支援対策セミナー第 2 回検討会」は、平成 27 年 2 月 6

日に、これもまた同じく愛知ネットの舟橋先生をお呼びして、BCP の今度は実際に書き方

まとめ方についての講演･研修を行っていただきました。2 回の検討会の実施によりできた

自立支援協議会地域生活部会としての成果物については、事前資料の③‐2 から③‐4 とな

ります。本日は「居住系サービス編」ということで一部をつけさせていただいたのですが、

実際は、事業形態、居住系サービス、それから訪問系サービス編、日中活動系サービス編

ということで、3 事業形態の BCP のひな形を作成いたしました。それから、これらを作る

ための手順書ということで、「事業分析票」も参考につけさせていただいております。これ

は、あくまでも完成系ではなく、ひな形として提案をさせていただいております。内容に

関しては、各事業所が独自の BCPを作成していただければいいかと考えております。また、

船橋先生からのご意見で、作って終わりではなく、必ず見直し、振り返りというものが必

要だというご意見をいただいております。 

今後なのですけれども、この 3 事業形態の BCP のひな形および手順書とワークシートを、

市のホームページで開示していく予定です。それから、今年度の実施のセミナーに関して

は、愛知県相談支援体制整備・地域アドバイザー事業を活用させていただいております。

以上で地域生活部会からの報告を終わらせていただきます。 

〈事務局〉 

引き続き「就労部会」の報告をさせていただきます。就労部会の目的としましては、「就

労支援のための仕組みづくり」とうことで、活動を続けてまいりました。 

平成 26 年度の取り組み内容ですが、本年度は、各障害者就労支援機関と就労支援のため

の情報共有および連携強化のために、就労部会を 2 回、就労支援連絡会を 10 回、ちょい買

い推進ネットワーク会議を 7 回開催しております。 

就労部会について、第 1 回の 6 月 24 日に行われました就労部会については、7 月開催の

第 1 回全体会で報告しておりますので割愛させていただきます。第 2 回の 1 月 29 日に行わ

れました就労部会は、本年度 1 年間の開催報告としまして、まず、今説明いたしました就

労部会、就労支援連絡会、ちょい買い推進ネットワーク会議の活動報告と、豊川市就労相

談支援事業所の状況報告を行っています。それから、各障害者就労支援機関により、今年

度 12 月現在での進路状況や支援状況について、所感や問題点についての情報共有を行いま

した。また「豊川市の障害者雇用の現状と対策について」というテーマにおきまして、ハ

ローワークの下村所長様から、豊川市の現状や制度に関する説明をいただいております。 

続きまして、平成 26 年度に挙げられた課題・意見ということで、資料にまとめさせてい



ただいております。まず、平成 26 年度の活動からは、精神・発達障害の方への支援が多く

なってきています。精神・発達障害の方は、在職期間が短く、定着支援に力を入れていく

必要があるが、発達障害の方を受け入れる事業所や医療機関等の資源が豊川にはない、と

いう点があがっております。次に、ハローワークの下村所長様からの豊川市の現状のお話

の中からは、精神・知的の求職者の方は増加しているのですけれども、雇用が進んでいな

く、発達障害や高次脳機能障害、難病の方の求職者も増えており、新たな障害特性に応じ

た雇用管理の研究や蓄積が必要である。また、中小企業の障害者雇用の取り組みが遅れて

おり、支援機関との連携を図り、取り組んでいく必要があるということ、また、企業が持

つ障害者のイメージは「車いす利用者」であることが多く、障害者雇用に対する具体的な

イメージやノウハウを伝える必要がある。という点があげられております。 

来年度以降に向けて意見といたしまして、Q&A集やガイドブック、資源マップなどがあ

るとよいのではないか、あわせて企業や支援機関が使えるものもあるとよい。それから、

精神・発達障害の方の就労支援・定着支援について進めていくためには、どのような施策

が必要か検討していけたらよい、というものがでております。 

最後にその他といたしまして、8 月に豊川商工会議所で行われました第 1 回労働委員会の

勉強会の方にも参加しております。それは、ハローワークの下村所長さんと一緒に、豊川

市の障害者雇用の現状および市の障害者就労相談支援事業の内容等を伝えまして、労働委

員会の委員方々に障害者雇用についての理解と協力をお願いしております。就労部会から

の報告は以上となります。 

〈事務局〉 

引き続き「こども部会」について報告をさせていただきます。こちらの方で、昨年度こ

ども部会で提案させていただきました中高生の事業所体験について、本年度は「中高生事

業所体験事業」ということで、市の事業として予算化し、平成 27 年度から実施することに

なりました。こちらの事業の目的としては、冒頭に書いてありますように、中高生に色々

な事業所を体験していただくことで、卒業後のイメージ、将来の選択の機会を増やし、色々

な経験をしていただく。また、長期休暇時に事業を利用することによって、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おります。対象といたしましては、豊川市

内に在住の特別支援学校中等部 2 年生から高等部 3 年生までと、市内の特別支援学級の中

学校 2 年生･3 年生と考えております。これは、意識の非常に高い生徒さんですとか、親御

さんからは、中学生のうちから実習を行いたいという話がありますので、中等部の 2 年か

らというのを考えております。利用可能日数につきましては、平成 27 年度、初年度という

ことで、原則夏季休暇時は 6 回を考えております。ただ、年度として 6 回というわけでは

なく、やはり多くの事業所を体験するということを考慮しておりますので、年間で一人に

対して 1 事業所最大 3 回までというふうに考えております。該当する事業所といたしまし

ては、社会福祉法人、それから NPO 法人等の日中活動系のサービスをおこなっているとい

うことで、具体的には、市内の就労移行支援、それから就労継続支援 A型と B型、それか



ら生活介護の事業所を考えておりまして、市内では現在 20 の事業所がありますので、そち

らのところへ声をかけさせていただいております。補助金額といたしましては、保護者が

事業所に支払う、食事、活動、おやつ代などの実費の方は除いて、補助金額、日中一時支

援のサービス提供に係る費用と同程度を現在考えております。今後のスケジュールといた

しましては、27 年 3 月で現在学校へ説明の方と協力の依頼の方をお願いいたしました。そ

して、4 月の初旬となっておりますが、おそらく中旬の頃にずれ込むかとは思いますが、事

業所の説明会を考えております。こちらは先ほど申しました該当する 20 の事業所に対して

合同説明会というものを考えておりまして、その前に 2 月中までにそれぞれ個々の事業所

さんの方を 1 件ずつまわらせていただきまして、あらかたの概要とこんなようなことがあ

りますけれども合同説明会の方への参加の方をご理解いただきまして、お返事の方をいた

だいた上で実施するものであります。そして、4 月以降の新年度になってからになりますが、

対象者、それから家族の方への周知の方を行った上で、6 月ぐらいから予約の方を実際に動

きはじめて、体験事業が行われるというのが夏休みから。今度の夏休みからというふうに

実際に実施の方を考えています。現在まだいろいろと詰めなくてはいけない所もあります

けれども、これらにそって実施していきたいと考えております。 

「こども部会」については、簡単ですが、以上です。 

〈事務局〉 

怒涛のごとく説明させていただきましたがもうひとつ、平成 27年度の各部会の考え方を、

運営委員会でまとめさせていただいた内容を、口頭で報告をさせていただきたいと思いま

す。 

まず、地域生活部会ですが、地域生活部会は、これまで災害が起きた場合、障害福祉事

業所ができることはなにかという所をテーマに活動してきました。東日本大震災で障害者

支援を行った相談支援専門員さんによる講演会や業務継続計画実務研修会などを開催し、

参加した市内の障害福祉事業所が大災害時における障害者支援について学び、計画の作成

体験をしました。こうした活動は、過去 3 年間にわたって行ってきまして、BCP の必要性

を各事業所に定着させることができた、というふうに考えています。ただ、このテーマで

の活動が一区切りついたとことから、2７年度の地域生活部会の見通しとして考えていると

ころは、居宅、通所、住まい、地域移行、地域定着など地域生活部会で取り組むべき課題

はたくさんあるということは承知しておりますけども、その整備が不十分でありまして、

現時点において運営委員において優先順位がつけることができなかったというところから、

課題を把握するために、改めて個別ケースの積み重ねが必要であるという考えにいたりま

した。このようなことから、平成 27 年度は、まずは、相談支援における個別ケースを改め

て検討からはじめて、ケースを積み上げ、地域の現状を把握し、そこから障害者のニーズ

を把握した上で、地域生活部会の次のテーマを設定していきたいと考えているところです。 

次に、就労部会になります。就労部会は、これまでハローワーク、障害者職業センター、

就業生活支援センター、能力開発校などの障害者就労専門機関と一緒になって、多岐にわ



たっての障害者就労に関する情報提供を行い、現状を把握し、各機関が専門性を生かした

就労支援に当たってきました。その中から、報告にもありましたように定着支援などの課

題も議論にあがったことから、27 年度につきましては、今年度の取り組みを継続しつつ、

各機関の役割分担と専門性を生かすための仕組みの構築に努めていくというふうに考えて

おります。 

次に、こども部会になります。こども部会は、26 年度の活動報告のように、中高生の事

業所体験を事業化して一定の成果をあげてきましたが、今後は、取り組むテーマを決定す

るために、家庭、事業所、保健、保育、学校などで、障害児の問題となったケースについ

て、情報収集を行い、ケース検討を実施して、そこから見えてくる障害児のニーズをとり

まとめ、テーマを決定していきます。わかりやすく言いますと、地域生活部会とこども部

会のところがテーマを絞りこむことが難しかったというところで、理由としましては、振

り分けるだけの情報を得て、整理整頓することが難しかった所から、地域生活部会とこど

も部会のテーマが今現在設定できていないというところであります。 

重要な部分になりますけれども、今回、地域生活部会とこども部会の新たなテーマを今

後設定していくために、まずは相談支援部会の充実を重きにおくという考えにいたりまし

た。そのことから、相談支援部会においては、改めて個別ケースの積み重ねから、現状分

析とニーズの把握を行い、課題を整理していきまして、その課題を専門部会で協議できる

よう運営委員会に随時提案していけるような動きを整えていきたいと考えたということで

す。また、豊川市の当面の課題でありますサービス等利用計画の質の確保を継続しながら、

全員の計画を作成するための協議も相談支援部会でおこなっていくという所で、相談支援

部会を重きにおいた運営をしていく必要があるのではないのかというふうな考えにいたっ

たところであります。 

口頭で申し訳ありませんが、以上が平成 27 年度の各部会の考え方の報告ということで、

運営委員会から報告させていただきたいと思います。 

〈会長〉 

ただいまの件について、何かご質問等がございましたらお願いします。 

〈委員〉 

 2点質問させてください。1点目は「災害時の早期支援の仕組みを考える」いう点と、サ

ービス利用計画の質の確保という点についてお伺いしたいです。 

 まず「災害時の早期支援の仕組みを考える」。これはアドバイザー事業の予算を活用して

いただいて、本当に大事な取り組みをしていただいたと思って、アドバイザーとして本当

に感謝しております。お伺いしたいことは、今年度一区切りつけるということで、ホーム

ページにアップされると伺ったのですけれども、せっかくですので、各事業所が積極的に

作るという取り組みは今後どうしていくのかということと、また各事業所が作ったものを、

もし基幹センターや市がしっかり把握していれば、それは災害時が起きた時にすごく早い

情報のソースになると思うのです。そのあたりまで視野にいれているのかどうかというこ



とが 1点です。 

 もう 1 点は、計画としての確保の部分で、愛知県のアドバイザー会議でも、豊川に限ら

ず各市町村が抱えている課題なのですけど、豊橋についても正直に言って、質の確保が非

常に弱いです。今の課題なのですけれども、豊川市の方でも質の確保のために、今年度ど

ういった取り組みをされて、来年度以降どのようなイメージで質を確保していくのかとい

うことを、その 2点をお伺いします 。 

〈事務局〉 

 地域生活部会の方、アドバイザー事業の予算のおかげ 3 回の検討会ができましたこと、

本当にありがとうございました。 

 作業部会でも実は、ホームページでアップするだけではなく、紙として落とし込んで、

皆さんが見えるところ、例えば福祉課やウィズ豊川に設置するという話がでております。 

〈委員〉 

 例えば事業所が作ったものを、市や基幹センターが全部把握しておくと、それこそ本当

に災害時にボランティアさんが見えた時とか、そういった時の対応がすごく早くなると思

うのですね。そういったところまで視野に入れているかどうかということ。 

〈事務局〉 

 構成委員の中に、市役所の防災の方がお見えになって、そこと連携はとらせていただい

ていました。当然、今回の BCP の時も、そちらの防災関係の方にも一緒に関わっていただ

いておりますので、その辺は連携が取れていると思います。 

〈事務局〉 

 続いて、いま質問がありました、サービス等利用計画の質の確保の件ですが、本年度ま

ずどうなっているかということなのですけども、現状としましては、福祉課の職員が提出

された計画について、1件 1件チェックをしているという状況に留まっております。ただ、

来年度については、ここでもありますように、相談支援部会において、どのような形で質

の確保をはかっていくかもという部分も検討していくという部分もありますので、基幹セ

ンターの機能を活用しながら、どうやったらできるのかというのをこれからまず検討して

いく状況になっております。 

〈委員〉 

蒲郡と田原なんかは、基幹センターが全件チェックをしたり、一宮なんかはピックアッ

プしてチェックしたとかありますので、もしよければ、県の情報などは両方提供させてい

ただきたいので、豊橋ともあわせて、質の確保の向上につとめてください。 

〈会長〉 

 よろしいでしょうか。他にございませんでしょうか。 

〈委員〉 

 それぞれの部会で伺いたいことがあるのですけれども。 

 始めに、地域生活部会ですが、障害福祉サービスの事業所に関して BCP を作成してくと



いうことで、ずっと検討を進めてこられた。それは、自立支援協議会が総合支援法に基づ

く協議会だということもある訳ですけれども、他の分野、例えば介護だとか児童関係であ

ったりとかも、発災時に即サービスの再開を必要とするような分野は多数あると思うので

すが、そのあたりの動向であったりとか、横のつながりっていうのは、今後検討されてい

く可能性が、3 年間の中で何か話がでていたのか、ということですね。 

それから、ヘルプカードというのはご存知でしょうか。東京都中心にご本人が必要とす

るその支援を自ら伝えるためのカードとして、最近注目を集めているものです。BCP は事

業所としての事業再開ですけども、必ずしも事業所を直接使っていないような方たちでも

避難所に行く方も出てくる訳で、そこで、聴覚障害や視覚障害あるいは知的障害・発達障

害の方たちなど、ぱっとみた時に支援を必要としていることがわかりにくいという方たち

に対して、こういう支援が欲しいということを伝えるカードとして、最近活用されてきて

いま。愛知県の中でも常滑市辺りは、わりと早く取り組みをされているという情報もきて

いますので、そのヘルプカードが豊川に必要かどうかということも含めて、少し勉強され

るとよろしいのではないでしょうかな。これが提案です。以上が地域生活部会について伺

いたいことです。 

〈事務局〉 

まず１点目の 3 年間の中で動向はどうだったのかという質問ですが、実は今回の BCP の

中の分析表とかこういうものは、すべて防災関係の方からの情報をいただいていました。

ただ、常に連携をとっていたのかというと、地域生活部会としての活動をした時に来てい

ただいているという程の連携のとり方だったというところです。 

それからヘルプカードですが、このくらいの小さなカードで、作業部会の時にも、作業

部員の方たちや、ご支援の方たちにお見せするということはやってきました。本当にいい

ものだと思います。ヘルプカードというのは、それが作成できればとてもいいなと思いま

すが、それをまた作成するにあたっては、今後膨大な時間がかかるのかなとも思います。

できれば、提案していけるといいなとは、考えております。 

〈委員〉 

趣旨はよくわかりました。実際に災害が起こった時には、各事業所が事業をとめないと

いうことを積極的に準備していくということであれば、避難所で受け入れができなかった

というような要支援の方たちを受け皿として、豊川市がそういった協定をこれから結んで

いかれる、またはすでに結ばれているということは、承知してないのですけれど、そのこ

とにつながっているのであろうなと思いました。趣旨はよくわかりました。深い話は、先

行している所の話をまず伺うことで、それに準備がどれだけかかるかということをイメー

ジしてからの次のステップとして、何か検討してく手のひとつとして、どこかで認識して

おいていただければ十分かなと思います。 

〈委員〉 

就労ですけれども、Q&A集やガイドブックを来年度に向けて作成をしていきたという話



が資料に出されていたのですけれども、以前県がつくったような事例集みたいなものを頂

いたことがあります。県内や一部岐阜県などで、雇用されている今の現状についての事例

集などで、そういった冊子にするということもひとつの策かも知れないのですけれども、

そこまでいかなくても、豊川市内で積極的に雇用されている企業さんの事例を、ホームペ

ージに掲載することでかなり柔軟にかつスピーディーに対応できていくだろうと思うので、

冊子にするだけではなく、ホームページをうまく活用して、常に更新ができるような体制

がつくれるといいなと思います。よくあるのが 1 回作ってそれで終わってしまうというこ

となので、常に新しい情報や、様々の職域でどのような支援ができているのかということ

が、多分事業主さんの方としては関心が高いだろと思うので、そういった事例なんかをホ

ームページで掲載していくことなどを今後考えていったほうがよいかと思います。これは

提案です。 

それから、こども部会ですが、新しい「中高生事業所体験事業」の案ということで、こ

の運用について伺いたいことがまず 1点です。 

事業所の定員を超過してしまう可能性があるので、それをどういう枠で提示していくの

かという点です。要は、豊川市としてこの事業の要綱を設置して、それについての指定を

受けるのか委託を受けるか、どういった体制なのかわからないのですけども、気がかりな

のは事業所の定員に影響をおよぼしてしまって、減算につながっていってしまうことがな

いような配慮が十分になされていればいいのかなと思うのですが、このあたりがどのよう

に検討されているのか、ということが 1点です。 

もう 1 点は、もう検討されているだろうと思うのですけれども、やはり子ども子育て支

援法の絡みで、子ども子育て支援会議などや要保護児童対策地域協議会の動きであったり、

かなり地域の中で支援が必要な家庭やお子さんの状況もあがってくると思いますので、そ

のあたりとのケースの共有を部会としてやっていくことが必要あるのかどうかなどの検討

というのは、部会の方でされてきたのかどうか。あるいは、今後かなりシンクロするよう

なお子さんもいると思うので、ケースを重ねていく中で、こういったお子さんのたちのこ

とを、子ども子育て支援会議に参加していくとか、あるいは、どなたかをオブザーバとし

て参加してもらうのかなど、相互交流の可能性と言うのは、何か考慮されているであろう

か、ということですね。それは、子ども子育て支援法の関係でいくと、われわれでいくと

相談支援事業が重要な連携対象ではないかと思うので、このあたりも本年度の課題として、

可能であれば、どなたかご参加いただくのがいいのではないのかなと思ったのが提案事項

ですね。 

相談の方はケース検討を重ねていくというお話を伺いましたけれども、もう一点、権利

擁護や虐待のことは、その場ではなく、別のところで決定されていくのかということを伺

いたいです。それから、あわせて 28 年度からスタートする障害者差別解消法の絡みで、豊

川市として合理的配慮に向けて。これは、事務局だけの問題ではなく、市全体の問題にも

なりますし、何をもって合理的配慮とするのかというは、もうすでに今から考えていかざ



るを得ないのかと思っています。さまざまな市町村の方とお話すると、国のガイドライン

が出てこないので、ちょっと待っています、という声をよく聞くのですけれども、これは、

私たちもよかれと思ってやっていることが、配慮に欠けることであったりすることが、じ

きに起こり得ていますので、そういったところから、ケースの積み重ねの一つとして、合

理的配慮に欠けたのではないのかと思われるケースで、やはりこういう風にすることが、

よりベターではないのかというような、豊川市としての見解を作っておいて、国のガイド

ラインが出たときに、すり合わせがすぐできるような体制を今のうちに始めとかれる方が、

スムーズに受け入れらるのではないのかと思います。それを検討するにはどこがいいのか

わからないのですけれども、相談支援部会かなと思いましたので、ご検討いただければと

いう提案です。 

いくつか確認したいことと提案等を、させていただきましたが、よろしくおねがいしま

す。 

〈事務局〉 

まず、こども部会の「中高生事業所体験事業」の運営についてのお答えをさせていただ

きます。現在、事業所体験事業の要綱を今作成している最中でして、定員については、こ

の合同説明会に前もって事業所を回っていた時に、この事業の趣旨と、もし利用が可能で

あれば、事業所さんによっては定員があるので、その空きの利用ということで、１日あた

り何人ぐらい可能かということを、前もってリサーチをさせていただきました。事業所に

よっては、一日あたり一人とか、班毎に一人とか、あまり受け入れとしては多くないけど、

定員をこえない程度でやらせていただきます、というお答えをいただいておりますので、

事業所の利用可能な範囲ということで考えさせていただいております。 

 あとは、ご提案いただいた子ども子育て支援会議のことについて、まだこども部会での

議論は具体的にはしていなかったのですけれども、今後検討させていただきたいと思いま

す。以上です。 

〈委員〉 

 イメージとしては、定員の空きを利用してのイメージですね。はい、わかりました。 

〈事務局〉 

権利擁護や虐待の受け付け等についての質問につきましては、委託の相談で、個別のケ

ースの対応としまして、各事業所において虐待ケース等も含めてケースをもっていただい

ており、個別の支援会議等を含めて相談支援部会の中でも協議はしていきます。それ専門

ということではなく、各事業所の対応としていきます。 

〈委員〉 

今日は資料をご用意いただいているのですけれども、虐待のような案件については各事

業所からの報告というような流れなのでしょうか。 

〈事務局〉 

そうですね。今回は件数しかないのですけれども、実際に、今後検討になるかと思いま



すけれども、虐待として相談員さんは関わっていくことが多いと思いますので、その後ど

うなったのかということも含めて、報告の仕方というのは検討していきたいと思います。 

〈委員〉 

そうすると、現状では、その障害者虐待防止法に絡むような報告、あるいは検討するよ

うな場としては、専門部会以外で、こういう多くの方々にご周知されるようなことは、い

まのところないですか。 

〈事務局〉 

はい、いまのところないです。 

〈委員〉 

せっかくなので、うまくこの自立支援協議会を活用していただけたらよろしいかなと思

います。 

〈会長〉 

その他よろしいでしょうか。 

それでは、引き続き議題 4 の第 4 期豊川市障害福祉計画について事務局から説明をお願

いします。 

 

４４４４    第４期豊川市障害福祉計画について第４期豊川市障害福祉計画について第４期豊川市障害福祉計画について第４期豊川市障害福祉計画について    

〈事務局〉 

 まず、第４期豊川市障害福祉計画の作成に至るまでの経緯を簡単にご説明させていただ

きます。昨年８月から３回の策定委員会を実施いたしまして、第４期豊川市障害福祉計画

の案を作成いたしました。そして、今年の１月１０日から２月９日までパブリックコメン

トを実施しまして、委員のみなさまにはこちらでご意見などあればということで、計画書

本編と資料編を送らせていただきました。パブリックコメントの詳細については、市のホ

ームページで公表をしておりますので、詳細ついては省かせていただきますが、パブリッ

クコメントのご意見をうけて、以前みなさまに送らせていただいたものから、変更したと

ころがありますので、こちらをご説明させていただきます。 

 本日の当日資料の１１ページをご覧になってください。こちらには「地域生活支援拠点

等の整備」というふうになっておりまして、一番下のところに「地域生活支援拠点のイメ

ージ」ということで、厚生労働省のホームページからイメージ図が書いてあります。その

上の、地域生活支援拠点等の説明は以下のとおりです。『「地域生活支援拠点等」とは、障

害者が地域で安心して暮らすことができるよう、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」を合わせた拠点です。また、拠点の整備としてではなく、地域に

おける複数の機関が分担して機能を担う体制「面的な体制」の整備を行うことも考えられ

るため、「地域生活支援拠点等」としています。今後は、障害者の高齢化・重度化や「親亡

き後」を見据え、どのような支援機能、相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対応、専



門性、地域の体制づくり等を組み合わせた拠点とするか、地域の実情に合わせ具体的に検

討を重ねていく必要があります。』 

 というふうに「地域生活支援拠点」の説明が記載されています。実は、このパブリック

コメントの前には、いま読んだ説明文の 3 行目以降の「また」から後が入っていませんで

した。パブリックコメントのご意見として、「地域生活支援拠点」のイメージの仕方につい

て、「拠点型」だけではなく、「面的整備型」についての説明をしてわかりやすくして欲し

いというご意見の方をいただきましたので、いま読みましたその 3 行目以降の「また」以

降を受けて追加いたしました。これは、パブリックコメントでご意見を受けて変更をした

点です。その他は事務局の方で読みやすく、平易な表現になるように心がけて、若干語尾

ですとか表現を改めました。そして、2 月末に最終の策定委員会で合意を得まして、計画書

の本編がいまほぼ出来上がりましたものが、みなさまのお手元にあるものとなっておりま

す。これが 3 月中に納品をされる予定となっております。 

 今後の計画の推進体制についてご説明は、本編の 29ページをご覧になってください。今

後このサービスなどの地域目標については、計画の点検・評価ということを行っていきま

す。これは『国の基本指針においては、市町村障害福祉計画の達成状況の点検および評価

を実施していく必要があります。そのため、本市においては、少なくとも年 1 回、豊川市

障害者地域自立支援協議会に報告し、点検・評価を受けるとともに、計画の達成状況や計

画を推進していくための方策について意見・提案などを受け、計画の施策に必要な事業の

検討を行います。』と記載をさせていただいきました。ですので、27 年度以降は自立支援協

議会で報告の方をさせていただきまして、それぞれのサービスの数値目標を、いま本編の

ところに記載させていただいておりますので、その計画をそれからいまどのように行われ

ているのかというものを報告させていただき、議論の方をお願いしたいと思います。 

 そして 30ページのところなのですけれども、こちらは具体的な点検の仕方なのですけれ

ども、国の基本指針において PDCA サイクルのもとに、こちらの障害福祉計画の点検・評

価を実施していくとなっておりますので、いまこうやって第 4期の計画の方を作成した後、

少なくとも年に 1 回、目標について分析評価を行った上で、こちらの本計画の見直しなど

を必要に応じて実施をさせていくという流れになっております。 

 以上簡単ではありますが、障害福祉計画の方の説明を終わらせていただきます。 

〈会長〉 

 ただいまの件について、何かご質問等はございますか。 

〈委員〉 

 PDCA サイクルに基づく点検・評価について説明をいただいたのですけれども、それは

国の方もしっかり計画の確実な前進のためにしていきなさい、というふうに示していると

思うので、大事なポイントなのだと思うのですけれども、よく評価をするときに、落とし

てしまう部分が、現状の把握でとどまってしまうということです。なぜ計画がうまくいっ

たのか、またはなぜうまくいかないのか、そのなぜなんだろうという分析を重ねていくと



いうことから、次の目標を達成あるいは改善をするための手法や考察を考えていくことが

できると思いますので、その分析をするための資料作りがたぶん一番大事になると思いま

す。そのためには、どういう情報を集めるのが望ましいのかということを、27 年度以降の

4期計画をスタートする段階で、みなさんで確認されておくといいのではないかと思います。

そうすると、どういう情報を集めてくれば、自分たちのこの計画が自分たちのものとして

受け止めながら、それをみんなで着実に前進に向けて取り組んでいけるのかということに

つながっていくと思いますので、分析、そして考察、ここをとにかく大事にしていただけ

ると、よりいい計画であり、その計画の実施につながるのだろうと思いますので、みなさ

んでご検討いただければいいかなと思います。よろしくお願いします。 

〈事務局〉 

ありがとうございます。 

〈委員〉 

12 ページの「就労移行支援事業の利用者数」のところなのですけれども、これは国の基

本指針で、就労移率が３割以上の事業所を全体の５割以上とするという結構高いハードル

の目標があるのですけれども、実はこれは豊橋の計画でも非常に問題となっています。就

労系の事業所というのは、社会福祉法人ではなく民間のところが多いため、そこで計画を

作っておいても、そのままやってください、では結果として絶対達成できないというもの

が豊橋にもあるのです。ですので、豊橋でも自立支援協議会の就労部会の中で、これを達

成するための勉強会などをしなくてはいけないというのがあります。これも正直言って、

どういう話をすればいいのか、まだ具体的なものはありませんが、豊川でもこの計画と自

立支援協議会がリンクするという意味では、この就労の部分というのは、今後移行だけで

はなく、就労 A、就労 B と民間が参入してくる分野で、質の確保が目標を達成するために

は、自立支援協議会と市が協力していかないと、充実したものにならないと思いますので、

ぜひ意見としてこのような話をさせていただきたいと思います。以上です。 

〈会長〉 

 ありがとうございました。他によろしいでしょうか。 

〈委員〉 

 もうひとつよろしいでしょうか。11 ページの地域生活支援拠点等の整備で、たぶんみな

さんモヤモヤしていると思いますけれども、どうしていけばいいのかという感じでいる事

業のひとつだと思うのですが、市町村で設置するのか、あるいは圏域で設置するのかとい

うところで、圏域で設置を考えていくということであれば、東三河南部圏域の各市で、す

り合わせというか、どういうふうにしていこうかというディスカッションが必要なのかな

と思います。来年度は基幹センターが設置されると伺っていますし、東三河の基幹センタ

ーの横のつながりも、現在できていますので、そこに福祉課の担当の方たちも一緒にご参

加されながら、圏域の中でどういうふうに設置していくのがいいのか、そんなことも少し

方向性が見えてきた所で、やっていかれるといいのかなと思います。 



〈委員〉 

 愛知県の自立支援協議会でも、この問題は結構出ていますが県の方も上手に説明できな

いというファジーな事業です。ただ、やっぱり各市町村で使えることが大事だと思います

ので、今お答えできるのは情報を早く共有して、各市町村の進捗状況を確認しながら、ど

こが作るのか、圏域でいいのかという議論が必要かなということぐらいですね。 

〈委員〉 

 他の市の計画を拝見して、明確に、わが市に一箇所、もしくは圏域に一箇所というふう

なイメージをされている計画があるのです。そうすると、圏域で一箇所というものを、市

の計画に載せるということは、それは、横でちゃんと話がすりあわせができているかとい

うことを問うと、それはできていないのですね。なので、そういった意味でも、圏域に一

箇所につくっていくものを、市町村の計画に落とし込んでいくということは、なかなか難

しいと思うので、われわれ事業者としてもよくわからないということと、面的整備といっ

ても、すでにいま自立支援協議会等を通しても、市町村の中でも、横のつながりがしっか

りできつつある中で、さらに体制をこれでつくろうとするものが、いったい何をイメージ

するのかという、いまひとつわれわれもわからない。お互いに情報収集していきながら、

これに関しては、横のつながりを、市同士のつながりを、しっかりしていかれるといいの

ではないかなと思います。 

〈会長〉 

 ありがとうございます。他にご意見等はございませんでしょうか。 

 では、引き続き議題 5 の平成 27 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２７年度の相談支援体平成２７年度の相談支援体平成２７年度の相談支援体平成２７年度の相談支援体制について制について制について制について    

〈事務局〉 

 それでは平成 27 年度の豊川市相談支援体制について、報告させていただきます。お配り

した当日資料をご覧いただくと、平成 26 年度と同様で変更はしていないです。こちらは、

市内 6 つの相談支援事業所に委託し、相談支援事業を実施しております。表の、上から 5

つの事業所については、担当中学校区に分けて相談支援業務を行っております。主な内容

としましては、障害のある方への総合的な相談支援や、サービスの利用援助、関係機関と

の連絡調整等を行い、一番下の若竹荘については、就労に特化した相談をおこなっており

ます。こちらも変更ありません。 

 なお、来年度からは市内の障害者相談支援の拠点として、基幹相談支援センターを設置

し、その運営を豊川市社会福祉協議会に委託をします。この一覧にはまだのっておりませ

んが、センターについては、別にまたパンフレットを作成する予定をしております。その

基幹相談支援センターの概要につきましては、設置主体である社会福祉協議会から説明さ

せていただきますが、よろしくお願いいたします。 



〈事務局〉 

 それでは、基幹相談支援センターにつきまして、説明させていただきます。本年度、相

談支援部会あるいは事務局会議等で、障害者の相談支援体制の充実ということで、平成 27

年度の相談支援体制を考える中で、基幹相談支援センターの役割と機能を協議してまいり

ました。その結果、社会福祉協議会がこの基幹相談支援センターを受託するということで、

本日事業概要と計画を提案させていただきます。 

まず事業概要でございます。豊川市から委託を受けまして、基幹相談支援センター運営

事業実施要綱に基づきまして、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、

障害の種別、年齢を問わず障害者等からの各種の相談に応じるとともに相談支援に関する

業務を総合的に行い、地域の相談支援体制の構築とそれらと連携を取り、相談機能の強化

を図るという事業でございます。 

基幹センターの名称といたしましては、「豊川市障害者相談支援センター」という名称で

ございます。そのセンターの中で、基幹の機能を実施してまいります。場所は豊川市社会

福祉会館、ウィズ豊川の 2階で設置をさせていただきます。なお、人員体制でございます。

所長が 1 名、相談支援専門員が 1 名という体制をとらせていただきます。営業日および営

業時間でございますが、営業日は、月曜日から金曜日まで、午前 8 時 30 分から午後 5 時

15 分まで、ということになっております。 

続きまして具体的な業務内容につきましては、国が定めております基本的な基幹相談支

援センターの要綱にプラスをする形で実施をしてまいります。1点目は、総合的・専門的な

相談支援の実施でございます。先ほどの事業概要でもございました障害の種別に関わらず、

各種ニーズに対応できる総合的な相談支援や専門性の高い相談支援を実施してまいります。

また、困難ケースなど地域の相談支援事業所からの相談に応じるとともに、解決に向けた

調整を行ってまいります。2点目といたしまして、地域の相談支援体制の強化の取り組みで

ございます。こちらは、地域の相談支援事業所に対して、いわゆるスーパーバイズをして

いくというものでございます。また、委託相談・計画相談等の支援、それから相談ケース

における同行訪問や事前検討などを実施してまいります。また、障害者相談支援事業所だ

けではなくて、成年後見支援センターあるいは地域強化支援センター等の関係相談支援機

関と連携してまいります。3点目といたしまして、地域移行・地域定着の促進の取組みでご

ざいます。こちらは、ケアホームあるいは居宅介護事業所等との関係機関とのネットワー

クを作るためにネットワーク会議等を開催いたしまして、精神科病院あるいは支援施設等

からの地域への移行に向けての取り組みを進めるための普及啓発をしてまいりたいと思い

ます。4点目ですが、権利擁護・虐待の防止の取り組みでございます。権利擁護に関する専

門機関、障害者虐待防止センターとか、成年後見支援センターとの連携を図りながら、虐

待防止に取組んでまいりたいと思います。それから 5 点目ですが、豊川市障害者自立支援

協議会の運営といたしまして、協議会の事務局機関を担いながら、運営委員会や相談支援

部会、専門部会等の運営を行ってまいりたいと思います。以上 5 点の事業を実施してまい



ります。 

具体的なスケジュールといたしましては、とりあえず設置初年度ということでございま

して、まずは基幹相談支援センターの啓発ということで、パンフレットを作成いたしまし

て、関係機関等への周知をはかってまいります。それから、関係の機関への訪問というこ

とを通じまして、基幹相談支援センターの PR を進めてまいりたいと思ってます。 

それから、最後の自立支援協議会の運営でございますが、今年度の自立支援協議会の実

績が下段の方に書かれてございますが、これをもとに平成 27 年度におきましては、それを

参考にしながら、自立支援協議会の運営をはかってまいりたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

以上で基幹相談支援センターの報告をさせていただきます。よろしくお願いします。 

〈会長〉 

ただいまの件についきまして、何かご質問等ございましたら、お願いします。 

〈委員〉 

ひとつは、素朴な質問なのですけれども、豊川市基幹相談支援センターの名称は「豊川

市障害者相談支援センター」なのですね、という確認です。基幹であれば、豊橋なら「総

合」などつけることで、名前からそこが中核的なものになっていくことが表れているので

すけれども。たぶん熟慮されて選ばれたものと思いましたが、ちょっと素朴に思いました

もので。 

 2点目です。市内の委託、あるいは指定の相談支援事業所が、これから増えていって欲し

いというところでもあるのですが、その際に大きく課題になってくるのが、相談支援の技

術。これについてのスキルアップです。これが非常に課題になっているということは、み

なさん共有されている課題ですけれども、そこに対して、スーパーバイズしていくという

ことで、おそらく初年度はそれが担える方を配置できるのだろうと思いますけれども、問

題は、その基幹センターとして、スーパーバイズできる人材をずっと確保し続けられるこ

とができるのかということですね。そうすると、スーパーバイズをする所長がひとりで、

相談支援専門員がひとりということで、2名体制ですので、ここに書いてあるものすべてを

やろうと思うと、なかなかオーバーワークかなと思うのですが、このあたりのフォローア

ップの体制というのは、何か体制を考えていかれているのか。あるいは、そういうディス

カッションをすでにされているのか、そのあたりはどうなのでしょうか。 

〈事務局〉 

 はい、委員のおっしゃるとおり、社会福祉協議会の中だけで、人材を抱えて指導してい

くことは、非常に難しい問題でもあります。また、豊川市内だけでも、それを用意するの

は、非常に難しいことでありますので、先ほども話題にでていました、東三河南部圏域の

中でも、すでに全国区の方が大勢いらっしゃいますので、そういう方々との協力をいただ

きながら、豊川市内のスキルアップをはかっていきたいというふうに考えております。 

〈委員〉 



 ぜひ、強化していけるように体制をつくっていただきたいなと思うのが、その背景とし

ては、非常に難しいケースを委託の事業所は受けていくことになりますので、その中で、

事例検討であがっていたことを、部会の中で検討していくと思いますけれども、そこをさ

らにフォローアップしようとすると、相当パワーを要することになると思いますので、心

なのは、この仕事に携わる方が倒れてしまわないように、それを支えるような仕組みを、

みなさんで考えていかれることが、重要だと思いますので、うまく運用していっていただ

けるといいかなと思います。 

〈会長〉 

 ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。 

 それでは、引き続き議題 6 の平成 26 年度障害者虐待防止にかかる豊川市の状況について、

事務局から説明をお願いします。 

 

 

５５５５    平成２６年度障害者虐待防止に係る豊川市の状況について平成２６年度障害者虐待防止に係る豊川市の状況について平成２６年度障害者虐待防止に係る豊川市の状況について平成２６年度障害者虐待防止に係る豊川市の状況について    

〈事務局〉 

 それでは、平成２６年度障害者虐待防止に係る豊川市の状況について説明します。 

 こちらは、平成２６年４月１日から平成２７年２月２８日までの、豊川市がうけた障害

者虐待の相談、通報、届出の件数になっております。障害者虐待というのは、養護者によ

る虐待、それから障害者福祉施設従事者による虐待、そして使用者による虐待、3種類に分

かれております。この表の中で、その他という欄がありますが、こちらは、いま説明した 3

種類の虐待に分類されない、例えば知人からの性的虐待など、養護者にも施設従事者にも

使用者にもあたらないという方からの相談がありましたので、ここでは参考にのさせてい

ただいております。 

 まず養護者からの虐待ですが、件数をいいますと、通報が 3件、届出が 1件ありました。

施設従事者による虐待については、通報が 4 件、使用者による虐待は通報が 1 件です。障

害者虐待の認定事案としては、施設職員からの虐待として 4 件認定しております。対応結

果としては、施設に対する指導、改善計画の提出、県への報告を行っております。また、

昨年度の相談、通報、届出の件数は 10 件ありましたので、今年度の 11 件と比較して、1

件の増加となっております。件数の報告です。 

 簡単ではありますが、以上、豊川市の現状と報告とさせていただきます。 

〈会長〉 

 この件について、何かご質問等ございますでしょうか。 

〈委員〉 

 認定をされたその施設でのその虐待についてなのですけれども、なぜ虐待がおこったの

かというその背景みたいな要因等の分析はされているのでしょうか。 

〈事務局〉 



 そうですね。いずれも重度の知的障害の方なのですけれども、やはり強度行動障害のあ

る方に、力をもって抑えてしまったというようなことと、職員に対して、例えば実際にあ

ったケースで言うと、頭突きをし、それに対してやり返してしまったような行為、それを

虐待として認めた、というケースとなっています。いわゆる強度行動障害の方に対する対

応の仕方の問題だったのかなと思います。 

〈委員〉 

 県の方にあがってきている実際の事例で虐待として認定されたもので、施設の従事者の

方が、障害特性を十分に認識されていなかったということで、対応を誤ってしまい、虐待

認定にいたったということが、比較的、多いのかなという認識をしています。今年度末か

らちょうど行動障害の研修が県の方でもスタートしましたけれども、障害特性やあるいは

具体的な対応の方法であるとか、場合によっては、職員さん自身のメンタルヘルスケアー

とかその辺りのことも含めて対策をとっていくと、虐待がどれだけあったかということよ

りも、虐待をどう予防していくのかというとが、この虐待防止の最大の目的だと認識して

ますので、そうした時に、要因分析はとても大事だなと思っているのです。今後ケースと

してあがってきた時に、認定する場合に、どこを改善すればよかったのかいうことを、み

んなで共有することも、それが相談事業者だけの問題ではなく、豊川市全体の各事業所の

中でみんなが気をつけていくことにつながっていきますので、そういうことができるよう

な仕組みというか、分析方法ということも、これもまたどこかの部会なのか、基幹センタ

ーでやるのかわかりませんが、考えていかれると、ここで出てきた報告が次に活きていく

だろうと思いますのでご検討ください。よろしくお願いします。 

〈会長〉 

 ありがとうございます。 

 他にご質問などはよろしいでしょうか。 

〈会長〉 

 それでは、本日予定されていた議題をこれですべて終了いたしました。ご協力ありがと

うございます。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。それでは

引き続き事務局から事務連絡をお願いしたいと思います。 

〈事務局〉 

 はい、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、来年度の 7 月を予定しておりますので、よろしくお願いい

たします。また、本日の議事録につきましては、後日また送付させていただきますので、

こちらもあわせてよろしくお願いいたします 

〈会長〉 

 本日は、長時間にわたりまして、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。ありがとうございました。 

 


