
平成 27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 27年 7月 22日（水）午後 1時 30分から午後 3時まで 

会場：豊川市役所 議会協議会室 

出席者：11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 

地域アドバイザー（東三河南部圏域） 

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 

豊橋障害者就業・生活支援センター 

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 

豊川市医師会 

豊川市教育委員会 

 

１ 開会のあいさつ 

定刻となりましたので、ただいまより「平成 27年度 第 1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。よろしくお願いいたします。 

 今日は本当にお忙しい中、みなさまお集まりいただきまして、ありごとうございます。私

たちとしても、障害をかかえる親なのですが、ここの場で、いろいろなことを審議していた

だいて、少しでも生きやすくしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。 

  

＜事務局＞ 

 ありがとうございます。委員の任期は平成 27 年 6 月 30 日までとなっておりますが、今

回の所属機関の人事異動等によりまして、4名の委員さんが新たに参加していただき、議員

として活動していただくことになります。 

 なお、本日は、愛知県立豊川特別支援学校および職業センターの委員が代理で出席してい

ただいております。また、豊川市医師会および商工会議所の委員が、本日欠席となっており

ます。 

 

 



２ 委員紹介 

 それでは、本年度、第 1回目の会議ということ、また新しい委員の方にも加わっていただ

いておりますので、自己紹介をいただきたいなと思います。 

＜委員自己紹介＞ 

＜会長＞ 

 それでは、次第にそって議事を進めてまいります。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。引き続き

私が進めてさせてまいりますが、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 

３ 平成 26年度豊川市障害者地域自立支援協議会開催報告 

＜会長＞ 

 それでは、早速議題に入らせていただきます。議題 3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について、事務局から説明をお願いいたしします。 

＜事務局＞ 

それでは、「平成 26年度 豊川市障害者地域自立支援協議会の開催状況」につきまして、

事務局の方から説明の方をさせていただきます。「事前資料①」をご覧ください。 

「事前資料①」の 1ページにありますとおり、昨年度の全体会につきましては、7月と 3

月の計 2 回実施いたしました。その下の運営委員会につきましては、合計で 5 回実施いた

しました。この運営委員会では、各専門部会や相談支援部会から、地域の課題に関する報告

の方を受け、全体会にあげる議題を議論いたしました。2ページにあります相談支援部会は、

毎月 1回実施いたしました。各事業所によって、さまざまな相談が寄せられますので、それ

らの相談につきまして、どのように支援していくかなど、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ページから 4ページにわたって記載のある事務局会議につき

ましては、昨年度 15回実施いたしました。こちらは、各専門部会の進捗状況ですとか、運

営委員会で検討する事項についての検討を行ってまいりました。同じく 4 ページの下にあ

ります事例検討会につきましては 7 回実施し、実際のケースに関し、今後の支援の方法な

どについて話し合いを行いました。続きまして、5ページと 6ページに記載しております専

門部会につきましては、地域生活部会と就労部会の実施状況が記載してありますが、専門部

会の詳細につきましては、後ほど議題 5 にて報告いたしますので、割愛させていただきま

す。最後に 7 ページの相談事業所会議につきましては、市内の委託相談支援事業所だけで

はなく、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さんにも参加していた

だき、スキルアップをはかるための勉強会や事例検討を 4回行いました。その結果、全体と

しまして、合計で 67回会議の方を開催いたしまして、延べ人数で 940人の方に参加してい

ただきました。 

 続きまして、相談支援活動実績について報告いたします。事前資料②をご覧ください。１

枚目の表は、2枚目の委託相談支援、3枚目の指定相談支援、この 2つの合計ということに



なっております。2枚目の表は、委託相談支援事業所が障害者の方などからの相談に応じま

して、必要な情報の提供や助言、サービスの利用支援などを行った、いわゆる一般的な相談

実績の数字でございます。3枚目の表は、指定相談支援事業所が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でございます。 

それでは、資料をお戻りいただいて、1 枚目の表は平成 26 年 4 月から 27 年 3 月までの

相談件数を集計したものでございます。まず 1 番右上の数字でございますが、その横に書

いてあります 6つの事業所の合計相談件数でありまして、件数にしまして 11,741件、時間

にしまして 328,460 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、合計相

談件数の方で 3,397件、時間にしまして 94,801分増加しております。内容としまして、委

託相談につきましては、ほぼ横ばいの数値でございますけれども、サービス等利用計画を作

成する指定相談が大きく増えたことが、合計相談件数や時間が増加した要因になっており

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

また、難病の方からの相談もやや増加傾向にありました。相談内容につきましては、表の 1

番上にあります、「福祉サービスの利用等に関する支援」の件数がもっとも増加しておりま

した。 

簡単ではございますが、「議題 3 平成 26 年度豊川市障害者地域自立支援協議会開催報

告」につきましては、以上でございます。 

＜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いたします。 

＜委員＞ 

 数字の整理の仕方なのですけれども、1件あたりの平均時間が各事業所の数字をみると 2

桁代なのですけれども、合計が 3桁になっているのですね。1件あたりの平均時間がこれで

いくと、1件あたり 196分かかったという話になってくるので、すべて積み上げていくので

はなくて、ちょっと数字が違うのではと思うので、訂正していただけるとよいかと思います。 

＜会長＞ 

 他によろしいでしょうか。 

＜委員＞ 

 報告ありがとうございます。ただ、豊川市さんはすごくいろいろな自立支援協議会や会議

をしているのですけれども、この報告の仕方では分かりにくいため、この中身をもう少し見

えるような内容でご報告をいただけたら嬉しいかなと言う思いがあります。 

 去年 1 年活動されてきた成果。自立支援協議会自体成果をだすものではないと思うので

すけれども、これだけの会議をされてきて、どんな成果が出たかということを、この全体会

で知っていただくということが、せっかく自立支援協議会に関わったみなさまの成果だと

思うので、このあたりもちょっと見えるようにしていただけると嬉しいかなと思いました。 

 例えて言えば、あとで出てくる夏休みに子どもの体験の事業ですか、あれもたぶん去年か

ら個別のニーズを吸い上げてきて、なんだかの経緯を経て事業化されたと思うのですけれ



ども、その辺りがこの会議で見えるようにしていただくと、せっかくみなさんの協議がわか

りやすくなるのかと思いますので、今後そういった形でご報告いただけるとうれしいかな

と思いますので、またご検討の方をよろしくお願いいたします。 

＜会長＞ 

 他によろしいでしょうか。 

＜委員＞ 

 前回も確認させていただいたと思うのですけれども、相談支援体制については、市町村と

して、その体制整備に務めなくてはならないということになっていると思うのですけれど

も、委託の相談支援事業としては、困難ケースについて、しっかり関わっていくために豊川

市として委託をしているということで進められているとは思うのですけれど、いわゆる指

定相談支援事業が、前回とここに提出されている数が変わっていないように思うのですけ

れども、豊川市内において、指定の相談支援事業所というのは、まったくその後増えていな

いということでしょうか。 

それから、増えていくためになにかしら豊川市としての努力をしているのだけども、増え

ていかない背景があるのか、その辺を伺いたいと思います。 

＜事務局＞ 

 この表に書かせていただいた 6 つの事業所は、豊川市が委託をさせていただいている事

業所で、指定の相談支援事業所さんは、この 6つの事業所さん以外にもありますが、その実

績については、とれていないというのが実状でございます。先ほど言われたように、計画相

談をしていく上で、指定の相談支援事業所さんが必要になってくるところではあります。豊

川市内でもまだまだ十分な事業所があるかと言われるというと、そうではないと思ってい

ます。また後で説明をさせていただこうかと思っていたのですけれども、今年度、相談支援

事業の初任者研修という、相談員さんになるための研修があるのでが、昨年度末頃から事業

所さんにお願いをさせていただき、計画相談が必要だということを事業所さんへお伝えを

させていただきまして、今年度 15名の方が研修を受けてくださるということになりました。

まずは研修を受けていただくということが第１ステップであると思うのですけでも、その

後、実際に相談支援に携わっていただけるのかというところは、我々がフォローしていかな

くていけないところかなと思っておりますので、研修を受けていただいた方が、専門員さん

になり計画相談に従事していただけるよう、お声かけをしながら進めていきたいと考えて

おります。 

＜委員＞ 

 そうすると、この相談支援活動実績ということについては、3月まで、年度中の実績とい

うことでまとめられていますので、可能であれば、これで指定の事業所で増えていくという

ことであれば、豊川市全体の相談支援体制を表せるような資料の作り方というものを検討

されるといいかなと思います。他の新しく参入されてきた事業所さんが活動していても、こ

の中には、その事業所さんのことが入ってこないので、もしかしたらそういったところで、



委託の事業所さんだけでは把握していないことが起こっていって、それが専門部会の方に

持ち上げられてくるということになるのかも知れないので、もう少し状況を把握できるよ

うな体制をお作りになるといいかなと言うことと、それから、新しく参入される方たちのス

キルアップが大事になりますので、幸いなことに基幹センターも立ち上がりましたので、人

材育成は、まさしく基幹の役割のひとつですから、そういった体制をみなさんで考えていく

ことが必要なのかなと思います。 

＜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＞ 

 よろしいでしょうか。相談支援体制の中で、指定を今後増やされていくと思うのですが、

豊橋の事情の情報提供ですけれども、豊橋の指定の事業所は、いま非常に増えています。や

はり、増えると質の問題が出てくるのです。豊橋の場合でも、豊橋の受給者証で他市を使っ

ている場合に、他の市町村から「こんな計画がきました。」というようなことがあるのです。

これは、委託ではなく指定の場合が多いのですから、指定事業所さんがもし増える時は、基

幹センターができたもので、最初が大事だと思うのです。ですから、最初の段階からしっか

り基幹センターに入っていただいて、計画相談の質があがるような形にしていただければ、

全体の水準が最初から上がっていくと思うので、事業所におまかせではなくて、指定の段階

から、できた段階から基幹に関わっていただいて、充実した計画ができる体制をとっていた

だくと、アドバイザーとしてうれしいと思いますので、またよろしくお願いいたします。 

＜会長＞ 

 他にご意見はございませんでしょうか。 

 それでは、次の議題に入らせていただいてよろしいでしょうか。 

 引き続き議題 4 の「平成 27 年度 豊川市障害者相談支援体制」について、事務局の方か

ら説明をお願いいたします。 

 

４ 平成 27年度 豊川市障害者相談支援体制について 

＜事務局＞ 

はい、議題 4の前に、参考資料①と参考資料②がございますので。改めて、この自立支援

協議会ですとか全体会というものがどういう目的で行われているのかというところを、確

認をさせていただきたいなと思います。 

実際に使わせて頂く資料は、参考資料の②になりますので、参考資料②の組織図と書かれ

たものをご覧いただければと思います。 

自立支援協議会の目的なのですけれども、障害者等への支援体制に関する課題について

情報の共有をするというところ。またですね、関係機関等が連携をして、連携の緊密化を図

るというところ。また、地域の実情に応じて、体制の整備について協議する。というところ

が、自立支援協議会の目的にあります。ですので、豊川市の現状を把握しまして、課題がど



こにあるのか洗い出すというところが、自立支援協議会の大きな目的なのかなと思います。 

そこでですね、この参考資料②に書いてありますような組織図というような体制を作り

まして、各相談員さん、相談窓口に見えた方、個別の支援会議等から挙がってきました課題・

その他要望などが、相談支援部会や専門部会、また運営委員会にて、協議・検討・整理をさ

れまして、今回みなさんにお集まりいただいております全体会に上がってまいります。 

そこでこの全体会では、運営委員会の中で整理されました地域課題について、関係者間で

協議・情報共有いただくというところと、施策が提案されてくる場合もございますので、そ

の施策等につきまして、市に提案するという目的がこの全体会にはあるということで、この

会を進めさせていただいております。 

本日も、各関係機関ですとか、関係者の方にお集まりいただいております。先ほど申しあ

げたとおり、挙げられた課題について運営委員会等で検討させていただき、全体会に上がっ

てまいりますので、豊川市の現状ですとか課題について、この場で情報共有をさせていただ

きまして、委員の皆様に協議していただければなと思っております。ただ、この場も限られ

た時間ではありますので、すべての現状や課題についてお伝えできているとは思いません

ので、お気づきの点ですとか、いろいろな声が皆様のところにもあるかと思いますので、ご

意見等些細なことでも結構ですので、お教えいただければなと思います。 

簡単ではありますけども、まず先にお伝えしたいなと思いまして、お話させていただきま

した。 

続いて、議題 4の方に入らせていただきますので、お願いいたします。 

＜事務局＞ 

それでは、「平成 27年度 豊川市相談支援体制」につきまして、事務局から説明させてい

ただきます。 

それでは、事前資料③-1の資料をご覧ください。今年度から、先ほどもお話にありました

ように、市内の障害者相談支援の拠点としまして、基幹相談支援センターを設置いたしまし

た。こちらにつきましては、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関といたしまし

て、豊川市社会福祉協議会に委託をしまして、「豊川市障害者相談支援センター」という名

称で、この 4 月から運営の方を開始しております。この基幹相談支援センターの業務とい

たしましては、総合的・専門的な相談支援の実施ですとか、地域の相談支援体制の強化の取

組み、また自立支援協議会の運営の補助などといったことがございます。また、資料③-1の、

点線で囲まれた部分につきましては、昨年度と同様なのですけれども、中学校区ごとに担当

の事業所さんを決めまして、障害のある方への相談支援、またサービスの利用援助、あとで

すね、就労に特化した相談などに対して、行っております。 

続きまして、事前資料③-2の方をご覧ください。こちらにつきましては、障害のある方で

すとか、そのご家族さんが相談したいと考えられた際に、こちらの市の窓口とかでお渡しを

している資料でございます。こちらの資料につきましては、前回 3月の全体会でも、案とし

てお出ししましたけども、その時からの変更点としまして、事業所名欄のところの、上から



3番目にありますメンタルネットとよかわさん、こちらの所在地、電話番号、FAX番号が変

更になっておりますけれども、その他につきましては、変更の方はございません。 

議題 4「平成 27 年度豊川市相談支援体制」につきまして、簡単ではございますが、以上

でございます。よろしくお願いします。 

＜会長＞ 

 ありがとうございます。ただいまの件につきまして、何かご質問等ございましたらおねが

いいたします。 

＜委員＞ 

 資料③-1 の方ですけれども、虐待防止対策支援事業を委託されているということですの

で、豊川市さんは確か、虐待防止センターは直営ですよね。そちらの虐待防止センターと社

協さんに委託しているこの事業との関係性というのは、どんな役割分担をしていくのか、そ

のことは考えられているのかどうかということです。 

 つまり、障害者虐待防止対策支援事業の①連携協力体制整備事業となると、ある程度あが

ってきた虐待通報を、ひも解いていくことで、豊川市の虐待が起こっている背景なんかが見

えてくる。そうすると、関わってくる機関などがしっかりと見えてくるとなって、ここにつ

ながるのかなと思うのですけれども、こうした時に、通常だと虐待防止センターをやってい

て、この事業もあって、立体的に情報分析ができるのだろうと思うのですけども、このあた

りで、あえて離れていることによってのメリットが何かあって、こういう体制を考えられて

いるのか、あるいは、これから考えていくのか。何か今の段階で聞けるものがあれば。 

＜事務局＞ 

 実際にやっていただいているところとしましては、市の方に虐待防止センターにあがっ

てきましたケースで、今後もフォローしていく必要があると判断した場合に、この障害者虐

待防止対策支援事業で社協さんにお願いをして、定期的な訪問をしてもらったりだとか、ご

家族さんや他の事業所さんとの関係性がどうなのかであったりといった、その後の部分に

ついてフォローしていただいているというのが実際の動きになっていると思います。ただ、

わたしの不勉強で申し訳なのですけれど、今委員に言われた様に、虐待防止センターとこの

事業のすみ分けというか、今後この事業をどう活用していくのかというとことが、あまり把

握ができていなかったもので、また確認をさせていただきたいと思います。今言われたよう

に、やはり別のところにあるということにはメリットがあると思いますし、他の目が入ると

いうところでは大事な部分かなと思いますので、実際にどういう体制がいいのかというの

は、改めて考えさせていただく必要があるのかなと思いますので、申し訳ありません、こん

な答えになってしますが、すみませんでした。 

＜委員＞ 

 センターは 24時間対応ですので、そういうふうに考えると、市役所にある方が、いつで

も連絡をうけられるというメリットもあるのかも知れないのですけれども、ただ、多くの市

町村さんが、その日夜間の対応されている方が電話を受けるとういう体制ですので、少し間



をおいてから対応しますというタイムラグができてしまっているので、速攻性があるもの

ついては、どうしても瞬時に対応ができるという体制にはないですね。それは、連絡をうけ

るという部分でのメリットがあって、実際にそこにかけつけるというとことでは、また何か

別の対応を考えていくだとか、そういったことを含めて、メリットとデメリットをしっかり

と踏まえながら、基幹センターのみなさんと考えていかれればいいのかなと思うのです。た

だ反面、障害者虐待がかかえている課題というのは、非常に複雑というものでもありますの

で、基幹センターのスタッフの体制は当初二人でスタートしたと思うのですが、そうすると

なかなか厳しくなっていくのではないかなと思いますから、今後、職員体制も基幹センター

としてどうしていくのかというとが、これだけの事業を全部やっていこうと思われるので

あれば、なかなか厳しいのですから、考えていかれるといいのかなと思います。 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。他にご意見等はございませんでしょうか。 

 それでは、引き続き議題 5の方に移らせていただきます。 

 「平成 27年度豊川市障害者地域自立支援協議会 第 1.2回運営委員会報告」について、運

営委員会運営委員長から説明をお願いいたします。 

 

５ 平成 27年度豊川市障害者地域自立支援協議会 第 1、2回運営委員会報告 

＜運営委員長＞ 

 運営委員会委員長です。よろしくお願いします。 

 まず始めに、私の方から口頭で概要をご報告させていただきます。 

 前回の全体会にて、専門部会の新たなテーマを設定していくために、相談支援部会の充実

と、相談支援そのものの体制作りに重きをおく 1 年にしていくという説明をさせていただ

いたところです。そして、相談支援を通じて、個別のニーズの積み重ねを行っていくととも

に、この地域の現状と課題を把握していき、専門部会へと連動させていくことを狙いとして

いる。というとことがあります。 

 今から報告させていただく流れとしましては、まず議題 5 の①相談支援部会からの報告

として、その個別のニーズの積み重ねと地域の現状と課題を把握していくための新たな課

題整理の様式について重点に報告させていただきまして、またこの町の現在の緊急の課題

である、サービス等利用計画についての進捗状況などの報告させていただきます。その後、

引き続き議題 5 の②の就労部会、こども部会、地域生活部会の各専門部会の報告という流

れで、各担当から報告をさせていただきます。 

 それでは、①の相談支援部会および、②の各専門部会の活動報告の詳細を、順次担当から

説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

＜事務局＞ 

 この 4 月から基幹相談支援センターとして立ち上がりました、障害者相談支援センター

です。よろしくお願いします。 



 先ほどお話ありましたとおり、昨年度までも委託の相談支援事業所、指定の相談支援事業、

それぞれ豊川で活発に活動してきた訳ですが、昨年度の運営委員会、それから各部会の方で、

課題の抽出のあり方、これを充実させていきたいということがございまして、先ほど事務局

の方から報告させていただきました参考資料②の方に、協議会の組織図がございます。こち

らの流れの方をもう一度原点に戻りまして、やっていこうと。最初、相談支援専門員をはじ

め現場のひとりひとりの利用者の方の声に耳を傾けながら、それを相談支援部会の方にあ

げていき、それを今度、運営委員会で協議し、またこの全体会にあげていくという、この流

れをしていくために、先ほどの鈴木委員長よりお話がありましたとおり、まず個別の支援状

況、これをしっかりしながら、どうやって課題を抽出していくのかというところを、今年度

協議していこうということで、相談支援部会にて検討しております。その中で、今回資料の

④-1、④-2、④-3の方を使わせていただきたいと思うのですが、毎週水曜日に、委託の相談

支援事業所が集まりまして、それぞれ課題を協議している訳なのですが、昨年度につきまし

ては、資料の④-1にありますように、これは、ちなみに今年度の 4月・5月分の新規の相談

受付の状況をあらわした図です。罫線については、新規の相談ケースについていままでは共

有していこうという形で、昨年度までやっておりました。ただですね、こちらの方をみてい

ただいてわかるとおり、数字的なものは、それぞれの事業所でどういう障害の方をうけたか

はわかるのですが、実際にここから地域の課題というのを導き出すことは難しいというこ

とと、あと、新規の相談からも、もちろん最初の段階で、地域課題が見えてくる場合もある

わけなのですが、実際多くの場合は、関わりだす中で、関わりを続けていく中で、課題の方

が顕在化してくるというケースもあるとうことで、より地域の課題を出していくためには、

新規だけではなくて、継続して関わっている課題、これも共有していく必要があるのではな

いかというところで、それで④-1というのは、とりあえずまず今回出してみたのですが、も

うひとつの④-2、④-3を少し見ていただきたいと思います。これが前回の運営委員会に提出

をさせていただいたものです。毎月各事業所の方に報告してもらい、まとめたものとなって

おります。もちろん、継続ケースという全部のケースというのをその月で報告するというの、

やはり莫大な数になってきますので、難しいということで、新規の事例プラス各事業所の方

で関わる中で、これは地域としてみんなで共有していきたい。あと例えば、先月にこの事業

所の方が、この課題について、かなりの時間をかけたケースですとか。これは、課題だけで

はなくて、うまくいったケースも含めてなのですが、それをみんなで共有していこうという

ところで、まず相談支援部会の中で、各事業所の方から事例を報告していただいております。

こちらの見方です。実は、まだこれは運営委員会の中でも協議していただいている途中で、

試作品といってもいいような状況です。もう少し見やすいようにして欲しい。例えば、「優

先順位をもう少しつけられないのか」ですとか、「カテゴリー別に分けることができないの

か」というところで、もう少し今後も工夫して見やすいような形に作っていこうと思うので

すが、簡単にどういう意図でこれを作ったのかご説明させていただきます。日頃活動してい

くなかで、かなり困難が事例、困難な相談を受けるという中で、大きく二つに分けて考えま



した。まずひとつが、社会資源の課題というところで、地域にサービス自体がない。または、

あったとしても実際に使いにくい状態にあって、なかなかうまく活用されていないとうこ

で、地域全体で社会資源の改善、開発が必要な問題。これがまず 1 点目。それから④-2 の

裏面の下側にありますけれども、関わっていく中で障害特性により支援困難性を感じるも

の。それは、相談員自身のスキルですとか、経験にも関係してくるとは思う訳なのですが、

関わりの中での困難性についてやっていこうと。この二つに分けて課題を整理したもので

す。また表に返していただきまして、今回が細かな説明は控えさせていただきますが、まず

一番上の「身体（児）」とありますが、種別で見たものですが、例えばこの方に関して課題

のところですが、「放課後等デイサービスで肢体不自由児が利用できる事業所がほとんどな

い」という課題が事例の中から導きだされました。いま豊川の方では、放課後等デイサービ

スの事業所は、いくつかある訳なのですが、多くが知的障害者（児）、あと発達障者（児）

の方を対象にしているとうことで、実際に車椅子の方を対象として受け入れができるとい

う事業所は少ないような状況になっています。その中で、「現状の対応」とあります。これ

は、現在実際どうしているのかというところで、多くの肢体不自由の方は、豊橋の特別支援

学校、岡崎の特別支援学校に通っている訳ですが、豊橋の事業所を利用していたり。例えば

そこのところで、1箇所だけ豊川まで送迎してくれる事業所がある訳なのですが、そことう

まく関係ができなく、事業所を変えたいなと思ったとしても、実際に他に送迎してくれる事

業所、選択するところがないということで、我慢をしているというような事例もありました

し、その下の事例につきましては、岡崎の方なのですけれども、市内まで送迎してもらえる

ところがないから利用はしていない。つまり使うことを諦めている状況であると、通常でい

うと、そうなってしまうと、なかなか声がでてこないニーズになってしまう訳なのですが、

こういう日頃相談員が関わっていく中で、声を聞く中で、まずはこういう声を拾っていきま

しょう。そうした中で、やはりポイントとしては、対応できるサービスの提供事業所。今は

市外の事業所に頼っている訳なのですが、この豊川市内にやはり作る必要があるのではな

いか。またこれをどうやって作っていくのかところが問題になってくる訳ですが、現在ある

部会で言うと、これは子ども部会の方に検討していただいて、場合によっては作業部会を作

るだとかということで、来年度まだ検討していくと。そのために、こういった事例を集めて

いきまいて、来年度どういった部会を作っていくか。これをまず、みんなでひとつひとつ丁

寧に抽出していこうという意図で、今回こちらのような表の方つくらせていただいており

ます。これを毎月重ねていきまして、年度末にはどのような状況かというのを総合的にまと

めて、来年度の報告に出していくと。これがまず 1点目になります。 

それから、あともう 1点。裏面の先ほどいいました、相談員自身のスキルの問題、経験に

も関係してくるという障害そのもの支援の困難性の件なのですが、これについては、相談員

プラス、サービス提供事業所もそうなのですけれども、地域の中の研修ニーズ、研修の必要

性の問題に関わってくるのかなと。こちらの方に関しては、やはり精神障害の方の支援に関

しての困難性、少し苦手としている事業所が多いのかなというのが、見てとれると思います。



これもやはり、事例の収集を重ねていきながら、より現場に即した研修というのを、今後検

討していうことで。まだ十分ではありませんが、こうしたひとつひとつの現場の声をこうや

って見えるような形にしていきながら、今後地域課題に結び付けていければいいかなと言

うところで作らせていただきました。 

私の方からは説明は以上でございます。 

＜事務局＞ 

 ではですね、事前資料④-４のですね、豊川市の計画相談の実績につきまして、福祉課か

らご報告をさせていただきます。 

 ④-4 は、計画相談の進捗状況について、みなさまに情報提供させていただきたいと思い

ます。表 1につきましては、平成 26年 3月末から 3ヶ月ごとに豊川市の相談実績をまとめ

たものとなっております。表の上のほうに書かれております「障害者総合支援法分」と「児

童福祉法分」というところがあるかと思うのですけれども、まずこちらについて先に説明を

させていただきたいと思います。「総合支援法分」というものは、主に在宅で生活し、ヘル

パーさんを利用して居宅介護というサービスをご利用されていたりとですとか、日中どこ

かの事業所さんに通いまして、日中活動をするというサービスであります生活介護ですと

か、就労に向けた就労継続支援というサービスがあるのですけれども、そういった障害福祉

サービスを利用している方、また支給決定がでている方の人数が書かれております。「児童

福祉法分」と言うのは、未就学児の方が利用する児童発達支援と言うものですとか、就学児

の方が利用する放課後等デイサービス等の障害児の方が通所支援を利用している、またサ

ービスの支給決定がでている方の人数となっております。 

直近のことなのですけれども、表 1の一番下にあります平成 27年 6月末時点の状況につ

きましてですが、対象者数につきまして総合支援法分では、1,096名、児童福祉法分で 441

名となっております。達成率は、総合支援法分で 78.6％、児童福祉法分で 95.9％となって

おります。その下に書いてあるのですけれども、3月末時点の愛知県内での豊川市の達成率

の状況なのですけれども、総合支援法分で上からですけれども 50番目、また児童福祉法分

で 34番目という状況でございました。下にはですね、参考ということで愛知県の状況につ

いて書かせていただいておりますので、ご覧ください。 

平成 26 年の 3 月末からの経緯をみてみますと、相談支援専門員さんの協力を得ながら、

少しずつ計画相談を進めているという状況ではありますが、達成率 100％までには、まだま

だ少し距離があるのかなと感じております。またですね、相談支援専門員さんが基本的には

計画相談という形でサービス等利用計画というものをたてて、サービスの利用につながっ

ていくのですけれども、そういった相談支援専門員さんを介入せずにですね、ご本人さん、

またご家族さん、その支援者によって作成される「セルフプラン」というものがあります。

そのセルフプランをもちまして支給決定が出ている方も多くおりまして、特に児童の方に

関しましては、計画作成者の大半がセルフプランでの支給決定ということになっておりま

して、相談支援専門員さんの数、また児童の方も特になのですけれども、まだまだ十分でな



いなと感じております。 

相談支援専門員さんの増員につきましては、さきほどご質問の中でもお話させていただ

きましたけれども、昨年度末からですね、市内事業所に働きかけを行いまして、15 名の方

に今年度の相談支援専門員の初任者研修を受講していただくということになりました。今

後はですね、受講していただいた方が相談支援専門員さんとして従事していただくことが

できますように、改めて事業所に対してこちらからも働きかけをしていきたいと考えてお

ります。 

ただ、やはり相談支援専門員さんのお力をお借りしましても、受講された方がすぐに相談

支援専門員さんとして動けるとい訳ではないという現状もありまして、今年度中にすべて

の方に計画相談をお届けするということは難しいかなと感じておりまして、まだまだセル

フプラン、ご本人さん、ご家族さんの方が作っていただくセルフプランですとか、また今年

度限りにはなるのですけれども、市町村の方でその相談員さんに変わって計画を作成する

という代替プランというものがございまして、その代替プランでも対応をしていきまして、

計画相談の方を進めていこうと考えております。 

簡単ではございますが、計画相談及び障害児相談につきましては以上になります。よろし

くお願いします。 

＜事務局＞ 

 続きまして、就労部会の方に移りまして、事務局の若竹荘からご説明させていただきます。 

 就労部会につきましては、平成 27年度の活動計画と言うことで、お手元の 1枚目の資料

をごらんください。まず部会につきまして、目的は「就労支援のための仕組みづくり」とい

うことで、年 2 回開催させていただいております。取り組み内容につきましては、各回と

も、各障害者就労支援機関の取り組み内容の情報共有を行いました。第 1 回目は、6 月 17

日に開催し、就労支援機関の年度目標や年度方針について、情報を提供、共有をさせていた

だきました。2回目は、各機関さんの就職者数や支援者数、定着率の実績、年度目標の達成

状況等の情報共有をさせていただきます。その中からあがってまいりました地域課題につ

いて、検討をさせていただく機会をもちました。特に今年度につきましては、企業向けの PR

について重点的に進めていくということになりました。これにつきましては、昨年の部会で

企業への啓発活動、発達障害の支援、Q&A集の作成、定番支援等の課題があがり、やはり

まだまだ企業に対しての PR等々が少なく、まず企業さんに理解していただいくことが必要

だなということもありまして、まずその PRについて進めていきたいということで、同意を

いただきました。先にお手元の資料 2 枚目が企業さんにお渡ししていく資料のたたき台と

して、こういった形のものをいま出させていただいて、これを、これからの部会で検討し、

企業に向けた PRのために活用していきたいと思っております。 

 戻っていただいて、2番目に作業部会については、就労支援連絡会というものを毎月第 2

月曜日に開催させていただいております。ここでは、就労支援のための情報共有および連携

強化ということで、取組んでいる内容としましては、相談の事例検討ですとか、いま現在の



企業の雇用状況の情報共有、それから就労系福祉施設、豊川市内の施設の現状の把握、また

障害者求人情報等の共有を行っております。この中で、就労部会であがった課題や検討して、

必要があれば就労部会の方でまた検討していくというようなことでやっております。 

 3番目に、就労系福祉施設等の利用者の工賃アップと、それからそういった事業の情報共

有ということで、（豊川市さんの方を主体にですね、）障害者ちょい買い推進ネットワーク会

議というものを、隔月に 1 回開催しております。ここでは事業所で作成された自主製品で

すとか、そういったものの啓発活動、各イベントでの出張販売ですとか、そういったところ

を、それぞれ持ちまわりで、販売したり PR活動したり。それと、わたくしども就労連絡会

等々で情報としてあがってきた内職事業の紹介ですとか、販売先の開拓の情報の共有を行

っております。一番下に書いてございます通り、年間このような予定でその会議を進めてさ

せていただいている状況です。5月、6月、7月と会議が済んだところでございます。 

 以上、就労部会のご報告を終わらせていただきます。 

＜事務局＞ 

 それでは続きまして、こども部会に関しまして、事務局の方から説明させていただきます。 

 本日お配りしました当日資料の中の「中高生事業所体験事業(全体会資料)」という資料の

方をご覧いただけますでしょうか。 

資料の方に書いてあります通り、今年度につきまして、まず 4月 21日に事業所の方々に

対しまして、この事業の目的を説明の方をさせていただきまして、みなさんにご協力をいた

だくお願いをいたしました。その後ですね、5月の中旬から豊川、豊橋、岡崎の特別支援学

校、こちらの方へお邪魔をしまして、案内チラシというものを生徒さんへお配りいただくよ

うお願いをしました。また、市内の「特別支援学級連絡会」といったものにもお邪魔をさせ

ていただきまして、同じように、各学校の生徒さんにチラシを配っていただくお願いをいた

しました。それからですね、中段に書いてあります通り、6月 1日から同月 15日まで、市

役所福祉課の方の窓口で申込みの受付をさせていただきました。この受付期間の間に、全部

で 57名の方から申し込みをいただきまして、ただ予算の関係がありましたので、おひとり

あたり 2 回のご利用ということになりました。またですね、お申し込みいただいた方の内

訳としましては、この資料にもあります通り、豊川の特別支援学校の生徒さんが 43名、豊

橋の特別支援学校の生徒さんが 4 名、岡崎の特別支援学校の生徒さんが 6 名、あと、岡崎

にあります愛教大付属の特別支援学校の生徒さんが 1名、それと、特別支援学級。こちらの

生徒さんが 3名でございました。今回お申し込みいただきました 57名の方には、6月 22日

月曜日に「決定通知」というものをお送させていただきまた。ご利用者の方は、その決定通

知を受けまして、事業所へ直接連絡をしていただいて、面接などの予約をしていただきまし

て、もう夏休みに入りましたけれども、この夏休みに事業所体験をしていただくという流れ

になっております。その後ですけれども、この体験事業の終了後に各事業所さんの方から実

績報告を出していただきまして、その報告に基づきまして、事業所さんへ補助金をお出しす

るということになります。また、今後の事業のために、ご協力をいただきました、各事業所



さんと、実際にこの事業所体験を行った利用者の方に、アンケートをお願いすることを予定

しております。 

こども部会「中高生事業所体験事業」につきましては、以上でございます。 

＜事務局＞ 

 最後ですけれども「地域生活部会」についてということで、簡単ではございますが、説明

をさせていただきます。 

昨年の 3 月に行われました全体会の中で、BCP という災害時業務継続計画というものが

ありまして、それについて、昨年の地域生活部会の中で、災害が起こった時にすぐにその事

業所が継続してやっていくには、どういったものがあるのといいのかということで、その計

画の雛形を作って、各事業所さんにも見ていただこうというような活動をさせていただい

たりですとか、実際に事業所さんに来ていただきまして、講師の方を招いてですね、計画の

作成ということで、会議などをやらせていただいたという経緯がございます。昨年 3 月の

会議の中で、作成できましたその計画の雛形 3つあったのですけれども、「居住系サービス」、

「日中活動系サービス」、「訪問系サービス」の 3つにつきまして、ホームページ等に、アッ

プをさせていただいた方がよいのではないかというご意見をいただきましたので、それが

できていますというところをお示しするのがいいのかなということがありましたので、今

回資料をつけさせていただいております。当日配布しました「豊川市障害者地域自立支援協

議会について」というものの、一番下。6という項目で「災害時業務継続計画のひな型」に

ついて、あげさせていただいております。こちら市の HPになりますので、随時確認をいた

だくことができます。事業所さんに対しても、必要なところ、また該当するサービスを提供

されている事業所さんがご確認いただいて、作っていただければいいかなと思っています。

また、ひな型の下に、作成方法ということで、もうひとつ作成するまでの流れですとか、ど

ういった点に注意したらよいのかといったようなことも一緒にあげさせていただいており

ます。まずこういった形で事業所さんに対して、継続計画というものを作っていただく、知

っていただくということをさせていただいております。 

簡単ではございますけれども、地域生活部会につきましては以上になります。よろしくお

願いします。 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。ただいまの件についてきまして、何かご質問等ございましたら、

お願いいたします。 

＜委員＞ 

 すべて対象でもいいですか。割と多かったので。 

 資料の④-1 からですけれども、障害種別がそれぞれ分かれて記載がされているのですけ

れども、このあとの資料④-2とも絡んでくるのですが、お子さんの相談などは、この中には

反映されているかいないのかということをまず伺いたいです。 

＜事務局＞ 



 はい、これは入っています。 

＜委員＞ 

 そうすると、少し見えるようにしていただけると、次の資料と連動するかと思います。 

 あわせて、その次の④-2ですけれども、種別が略記になっているのですけれども、どこか

にその凡例と言う形で略記の説明をあげていただけると、この資料だけがひとり歩きして

もわかりやすくなるというふうに思いますので、そうすると、これとこちらの資料の④-1と

が連動してくるのかなと思います。そうされると見やすいかなと思います。比較的やはり対

象者としては、大人の方が多いので、こういった会議の場でも、大人の議論になっていきや

すいのですけれども、これからのその豊川市の人のことを考えるということになった時に

は、こどもの時期にしっかりとアプローチをしていくことは大事だろうと、世代育成と言う

視点でも、障害をお持ちであったとしても、しっかり育て行くというスタンスを表に出すた

めには、子どもの課題に何があるのかということがもう少し浮かびあがってくるような資

料作りや検討ができるような資料ができるといいかなと思いました。 

そうすると、さきほど松井さんが言われたように、その資料の④-2 がこれからまた精査

をされていくということですけれども、このプライオリティとして、例えば、制度試作で条

例改正が必要なものだと時間がかかると、あるいは予算組織が必要なものも時間がかかる。

でも既存のものを工夫することで即座に対応できるものもあるかと。そういうところで、優

先順位、あるいは、緊急度を評価させると、さらに資料がいきてくるのかなと思ったという

ことですね。 

 それから、これは続けてもいいでしょうか。いいですか。 

＜事務局＞ 

 はい。 

＜委員＞ 

資料④-4 ですけれども、セルフプラン等ということで、ここでたぶん代替プランが先ほ

どの説明から、ここに関わってくると思うのですけれども、ちなみに、代替プランとセルフ

プランが、代替プランは今年度だけの話なので、あえて分けて出力する必要性がこの先ある

のかとうこうと、それはたぶんこの先ないのですけども、どのくらいの割合なのかがもしわ

かれば知りたかったと思いますけれども。セルフプランと代替プランはあきらかに違いま

すので、代替プランを作成するにあたっても、一定の障害福祉に従事をして経験がある職員

さんが代替プランを作るということになっているはずですので、そういったその人員の配

置状況ですとか、中とも関わってくる話かなと思っていますので、オーバワークだとしたら、

たぶん計画をしっかりと作っていくことができていないという評価ができてしまいますか

ら、大丈夫ですか。ということです。 

それから、セルフプランも、数字をここから拾っていくと、例えば平成 27年の 6月のデ

ータを見ると、成人の障害者総合支援法がらみのものが、1,096人の対象の方に対して、862

計画が作成させていているので、進捗 78％です。という表現ですけれども、実態としては、



セルフプランの分を除くと、59％が相談支援事業所として関わったということですよね。同

じ子どもに関していくと、わずか 9.9％だということになりますので、この資料からやはり

その辺りで、真にセルフプランでよかったケースなのか、あるいは、おそらく子どもの方は

そうだと思うのですけれども、やむを得ずセルフプランになってしまったケース。本来はき

ちんと作るべきであったものも、その分析がされているのかなということが少し気がかり

なのですね。おそらく豊川市はそんなことはないかと思いますけれども、他市さんでセルフ

プランは、チェックボックスをはねるだけで計画ができるというものを堂々と採用されて

いますけれども、基本的には、サービス等利用計画案がセルフプランできる条件ということ

は、市が計画の案の提出を求めた場合には、相談支援事業所が計画を作りなさいよ、案を出

しなさいよという話になっていて、厚生省令で定めている条件に該当した場合には、相談支

援専門員じゃない人が作ったものがサービス等利用計画案として変えられるといっていま

すので、あくまでもサービス等利用計画に書いてあるような記載するべき事項が入ってい

なければ、まずいとうことになる訳ですから、その辺りでしっかりそういった様式というか、

できれば様式をみたかったなという風に思っていますけれども、安易にセルフプランにし

てはいけませんという風に国も通知を出しているくらいですので、そうした時に、ご本人が

しっかりと障害者ケアマネジメントの手法を取り入れてプランが作れているとうことであ

れば、これは大いに評価するべきことですし、そういった方をある意味はぐくんでいくとい

うようなことも、おそらく市や相談支援事業者としてもやらなくてはならないこと。特に子

どもの部分に関しては、子どもが自分で計画を作る訳ではないので、ある意味セルフプラン

ではないのですよね。親御さんが作る計画ですから。だから表現として気になるところはあ

るのですが、それはさておいて、親御さんが同じくやはり障害者ケアマネジメントの手法を

使ってきちんと計画をつくっていけているということであれば、これもまたいいのですけ

れども、豊川にはそういったことができる方達もたくさんいらっしゃいますので、むしろそ

ういった親御さんたちをうまく活用して、事業者がなかなかできないということであれば、

そこに登録してもらうような形で、裾野を広げていくということも考えられると。つまり、

計画がつくれる技術をもっている親御さんがもしいるとしたなら、その方たちを相談支援

専門員として研修をうけていただいて、育てていくということもしていかないと、裾野も広

がらないのだろうと。事業者が増えていくことを期待していてもと考えると、いろいろなこ

とをごちゃごちゃいっていますけれども、気になることは、要は、子どもセルフプランなの

ですよね。なので、もう少しここのところがなんとかならないのかなということを考えてい

きたいなということと、セルフプランは、きちんとした中身になっていないと、本来であれ

ば支給決定につながっていかないはずなので、そういったことを豊川市としてどういった

風に作っていかれるのかなと。現にあげているのであればもう十分だと思うのですけれど

も、そういったことも気になるなということで。 

ごめんなさい、資料④-4 については、とにかくセルフプランがこのままではまずいなと

思っているので、どのような状況ですかということが端的に聞きたかったということです。



これを記録するのは大変だと思うのですが。 

⑤-1なのですけれども、就労部会で、検討されていくのは、定着率の実績等々を情報共有

するという話しが書かれていますけれども、これは、あくまで就労系福祉事業所であったり、

いわゆるサービス提供事業所からの一般就労を対象として考えていくということであるの

かですね。そういった事業所を活用しなくても、たとえば地域センターに相談をしてそのま

ま就職につながった方たちの定着率ですとか、そういったサービス提供事業所を経なかっ

たケースなんかは、今後どのように検討されていくのかなということで、少しここが気にな

った部分ですね。それから、企業向けの PRということで話を伺ったのですけれども、支援

者側として企業に伝えていきたいことと、企業が知りたいことがマッチしているかどうか

ということは、大きな課題だと思うのですね。これで精神障害をお持ちの方の雇用率の義務

化が再来年度にもありますし、障害者雇用納付金の対象がこれで今年度拡大されています

し、多くの企業が関心をお持ちなのだろうと思うのですけれども、その企業側が何を知りた

いのか、あるいは障害者雇用にむけて何が不安なのかということを、例えばハローワークさ

んだったりとか、地域センターさんだったりとも、意見交換しながら、あるいは商工会さん

だとか、いわゆる企業とかみなんさん方との意見交換だったりとか、そういったことを踏ま

えてうまいこと PR活動につなげていくと、より効果が高いのではないかなと思います。 

 あとは、ごめんなさい、最後です。当日資料ですね、先ほど子ども部会の話がありました

けれども、豊橋の特別支援学校は、これは豊橋でしょうか。「ほのくに」でしょうか。 

＜事務局＞ 

 豊橋の特別支援学校で、「ほのくに」さんの方にはフォローができてないかなと思います。 

＜委員＞ 

 これは、豊川からあちらに通われている方が、あまりいないからというところからでしょ

うか。 

＜事務局＞ 

 はい、そういったところもあるかと思います。 

＜委員＞ 

 わかりました。豊橋でざっくりしてしまうと、今年度から 1 つ開校してスタートしてい

ますので、端的に豊橋というと、いわゆる肢体のお子さんの方が多いと思うので、それで確

認させていただいたのですが。 

 はい、すみません。ちょっとごちゃごちゃしてしまいましたが、よろしくお願いします。 

＜会長＞ 

 よろしいでしょうか。 

＜事務局＞ 

 今ご質問いただいた件で、回答できる部分をお話さていただいてもよろしいでしょか。ま

ず、ご意見いただいた事前資料④-4の計画相談の部分です。いま言われたように、やはりセ

ルフプランの部分で我々も懸念はしている部分でありまして、まず代替プランにつきまい



ては、実際に動いているのが 7 月からになりまして、この数の中には入っていないという

のが現状です。今ちょうど代替プランということでご家族さんのお話を聞いて作成中で、相

談支援専門員さんと同じような流れで計画作成をし、サービス利用をしていただくという

ことで、進めてさせていただいている状況であります。真にセルフの方ですとか、やむを得

ずセルフの方が、ちゃんと分析させているのかという話があったのですけども、実際のとこ

ろは、やむを得ずという部分が多い、正確な数字まではないのですが、やむを得ずという部

分が多いと思います。やはり、真にセルフプランができる方ってなかなかいらっしゃらない

のかなと。ご自身で利用調整をされたりとか、ケアマネジメントの手法を使うとなると、ご

自身だけでできるという方は、なかなかいらっしゃらないのかなと思いますので、やはり計

画相談という形で、実際に相談支援専門員という第 3者が入られて、今、ご本人さんに実際

に必要なサービス、ご本人さんが生活していきやすのかというところを、見ていただくこと

は必要だと思います。児童の方についてですけれども、セルフプランが多くて、今年度から

指定の事業所で児童の方を対象とした事業所が 1 事業所立ちあがりまして、計画も書いて

くださっています。また豊橋のあゆみ学園さんだとかが関わられている方については、その

相談員さんだとかが書いてくださっている方はいるのですけれども、今年度 15名の方が初

任者研修をうけていただけるという中に、5人児童の方で相談支援事業を考えていらっしゃ

る方がいらっしゃいますので、そういった方々に、研修をうけていただいて、資格をとって

いただき、今後相談支援に従事していただくことができると、実際に、計画が必要な障害児

の方につきましても、少しずつですけれどもフォローをしていくことができるのかなとい

うふうに思っております。ただ、その中で、少し懸念されている事項が、今ですと、やはり

お母さんですとか、ご家族さんにセルフプランを作っていただいて、サービスの支給決定さ

せていただいている状況ですので、そこに、改めて計画相談がはいってくることで、メリッ

トになるお母さんもいらっしゃるでしょうし、ちょっとなと思われるお母さんも、ひょっと

すると中にいらっしゃるのかなということが、懸念される部分ではあります。ただ、やはり

ご家族さんにも計画相談の必要性を伝えていく必要はあると思いますし、ご家族さんとも

ご本人さんにどんな支援が必要なのかということを感じていただいたりするとか、ご家族

さんで支援できる部分については、制度があるからといってうばってしまってはいけない

部分なのかなと思いますので、やはり我々もなんでこの相談支援専門員さんとうい方がい

て、サービスを利用する上で計画相談が必要なのかと言う部分は、しっかり伝えていかなく

てはならない部分なのかなとは感じております。 

 もうひとつ、セルフプランの様式だとか内容については、チェックだけで済むものではな

いです。実際に本人さんが希望される生活ですとか課題をうかがって、また利用させる事業

所さんにどういったところをお願いしていくのがいいのかという部分は、聞き取らせてい

ただいて、そのセルフプランの様式の中に書かせていただけるものになっております。ただ、

計画相談で作るものに比べると、やはり簡易的なものになってしまっておりますので、計画

相談という部分は、必要になっていくのかなというふうに思います。 



あともうひとつ、ご両親でできている方、実際に書いてきてくださって、見ていても、し

っかりと書いてくださっているなというお母さんはいらっしゃいますし、ご家族さんで作

っていただいているのもあるかなと思うので、いま言われたようなことも、大変いい意見を

いただいたのかなと思いますので、今後考えていく必要があるのかなと思います。お母さん

がつくっていけるといいですね。ありがとうございます。 

＜委員＞ 

ありがとうございます。すごく安心をしました。 

 セルフプランの課題の部分も、十分把握をされて、ご理解をされているなということを聞

かせてもらいましたので、すごくよかったなと思います。親御さんの中には、本当に一週間

すべて福祉サービスで埋めてしまうという方もいらっしゃって、そうすると、われわれとし

て、子どもと親御さんとの、いわゆる愛着形式という部分で、しっかり時間をとっていただ

くことも必要だろうと思うと、すべてを福祉サービスで埋めていくということは、あまり望

ましくはないことだと思っています。そうすると、セルフプランで一番難しいところは、そ

うやって出てきたものを誰が評価をして、支給決定するかと言うと、やはり役所がせざるを

得ない。そうすると、やはりセルフプランを導入する際には、それを見れる方をきちんと担

当窓口に配置をしておくということが本来であったら求められるだろうなというふうに思

います。本当はセルフプランを導入するということは、すごく役所としては労力がかかるこ

とになので、なおのことうまく第 3 者を活用するということの必要性があるのだろうとい

うことで、相談支援を活用して欲しいというところにつながることになると思います。それ

と、片方で、でも適切に我が子の成長のために、セルフプランを考えていきたいのだという

親御さんがいたとしたら、それこを、育成会さんあたりだとか、相談支援機関センターさん

だとかが担当なのかなと思いますが、親御さんにむけて計画を作るということの勉強会を

してもいいのかなと。本来計画を作るということは、相談支援事業所が、これだけのことを

やっているのです。で、それをセルフプランで作るということを考えたときに、子どものこ

とをもっと見てくださいね。子どもがこれから成長していくであろう未来のことであった

りだとか、あるいは、この子が暮らしていくであろう豊川のことの全体を見ながら、いまこ

の子に必要なものは、何なのかということを考えてくださいね。ということにしていくと、

それは、親御さんも応援していくことになるので、そんなことももしかしたら必要になるの

かなと思います。セルフプランが適切なセルフプランになっていくために、市として相談支

援体制の充実として考えていくために、やれることもあるかもしれないということですね。

先ほどは、親御さんが登録制して作ってもいいのではないのかと安易なことを言いました

けれども、客観的な目があるからこそ子どもやその家庭のことが見えてくるということは、

メリットとして相談支援にあるのかなと思います。うまくこの辺のバランスをみなさんで

考えていかれるといいかなというふうに思います。ありがとうございます。 

＜事務局＞ 

 すみません。就労部会の方から少し補足させていただきます。 



いま、ご指摘の方がありました、部会の構成なのですが、一応就労機関としまして、ハロ

ーワークさんをはじめまして、東三河の 2就業・生活支援センターさんと、それから、各豊

川市内 3事業所ございます、就労移行支援事業所、それから特別支援学校、それと能力開発

校。こちらが一応就労機関ということで、会に入っていただいております。その中で、わた

くしも豊川市から委託をうけて支援事業をやっておりますが、他の機関さんと違いまして、

わたくしは、ひとり部隊でございますので、相談から開拓から機関の状況ということで、や

はり定着支援というところにつきましては、カバーしきれませんので、職業センターさんで

すとか、ナカポツさんにお願いしてやっていただいているというが現状でございます。その

辺の連携はすごく取れているのかなと思います。それと、その会の中に、おひとつ「穂の国

青年会議所」の方にも入っていただいて、（なかなかそこだけですのであれなのですが、）企

業側さんとしてのご意見を頂戴したり、ご提言いただいたりと思っています。それと、ご指

摘のとおり、商工会議所さんですとか、中小企業家同友会さんですとかに働きかけをしてい

きたいと思います。昨年度は、商工会議所の労働委員会にも呼んでいただき、お話させてい

ただきました。 

それから、企業 PR につきましては、特に今年度は、大変ハローワークさんが民間企業に

お声かけ頂きまして、いわゆる雇用率が足りてない企業さんに一緒に訪問させていただい

たりですとかね。今回初めて豊川でもやりましたが、ミニ面接会ということで、企業さんを

絞った面接会も開催していただいたということで、ハローワークさんのご指導のもと、PR

等それから広域にむけて発展できているのかなと思っています。ただ、その辺のご指摘のと

おり、企業さんに何が必要か、それから何を訴えたらいいのかというところは、まだまだポ

イントが絞りきれていない。それから、その辺のことを、これから活動の中からもう少し整

理して進めていきたいなと思っています。以上です。 

＜委員＞ 

 いま、中小企業家同友会さん話がでたので、情報提供ですけれども、横浜の中小企業家同

友会が非常に活発にされていますよね。なので、そちらのその障害者雇用の部会というので

しょうか、担当の方に来ていただいて、いわゆる中小企業はこういう形で雇用が進められま

すよというようなことを一緒に勉強してく機会を、それこそ、こちらの中小企業家同友会と

一緒に企画ができても、おもしろいのかなと思います。 

＜事務局＞ 

 そうですね。実は、委員の人の方にも、雇用を検討したというお声がひとつかかりまして、

障害者問題委員会でしたか、確かそういう委員会があると思うのですが、そこに所属されて

いまして、そういったところから、今後の運用の指摘等から、その方は横浜の方に住んでい

ると聞きましたので、そこまでいけるかはわかりませんが、ちょっと連携をさせていただい

ていこうかと。そうしますと、中小企業さんへ雇用の促進が図れるのかなと思っております

ので、そういった活動を極力していきたいと思っております。またそういったご縁がありま

したらお聞かせいただければ、そちらに飛んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 



＜委員＞ 

豊川のこの活動が、東三河全体に波及していくといいなと思いますので、どうぞ積極的に

やっていただくといいなと思います。 

＜事務局＞ 

 しばらく前のことですが、同友会の豊川、蒲郡、豊橋地区の勉強会にゲストとして参加さ

せていただいて、名刺交換をすごくさせていただいて、その中から、いろいろな情報をいた

だいたりということもありましたので、最近は言い訳がましいのですが、いろいろと相談業

務等々が立て込んでいまして、その辺が遅れていましたので、今年度はその PRと言うこと

に重点的に頑張っていきたいと思っています。ハローワークさんにも協力していただけて

いますし、各機関さんとも連携がとれておりますので、このままいければなと思っています。 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。この件について、まだご質問等ございますか。 

＜委員＞ 

 はい、よろしいですか。手短に。 

＜会長＞ 

 はい、よろしくお願いします。 

＜委員＞ 

 本当は、④-4の部分を、計画相談の部分は、アドバイザーとして話をしなきゃいけない部

分を、先に委員がしっかり話しをしていただきましたので、またその通りに、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 あと、この④-2の部分で、この取り組みは、実は豊橋でもやっているのですけれども、豊

橋でも悩んでいるのですけれども、これをみて思ったのでが、この課題とあわせて現状の対

応のところが、まだあまい気がするのです。ですの、これを現状と原因とに分けて、現状を

しっかり把握していくところが大事なのかなと思いますので、この様式なのか、またこれを

どこかの段階まとめて、カテゴリー化する時でもいいのですけれども、現状と原因という形

でわけていただいた方が、豊川の社会支援というのが、もう少し見えてくると思いますので、

そう取組んでいただけたらと思います。 

 あと、もう一点。自立支援協議会のニーズの中には、当事者から出てくるニーズだけでは

なく、当事者から見えにくいニーズもあると思うのです。特に、本年度の相談アドバイザー

事業の中で、県として中心で取組んでいく事業が、地域生活支援拠点の整備と、精神障害者

の地域移行です。こういったニーズについては、たぶん個別の支援会議からでは出にくい課

題だと思いますので、そういったニーズも自立支援協議会の中で取組んでいっていただい

て、豊川の充実した施策に反映いただけるような取り組みをぜひお願いしたいと思います

ので、よろしくお願いします。以上です。 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。他のご質問等ございませんでしょうか。 



 では、次の議題に移させていただきます。 

 引き続き、議題 6の「豊川市の障害福祉計画について」を、事務局からご説明をお願いい

たします。 

 

６ 豊川市の障害福祉計画について 

＜事務局＞ 

 当日お配りをさせていただきました資料の中で、一番後ろについております「障害福祉計

画について」という資料を、お手元にご用意ください。 

 今年度から、第 4期障害福祉計画がスタートしております。前回の全体会の中で、第 4期

の計画につきまして、作成状況ですとか、その当時の状況についてお出しさせていただいた

かと思います。第 4期の計画については、今年度に入りまだ 3ヶ月、4ヶ月ぐらいしかたっ

ていないので、特に変わりはないのですけれども、今回この資料には、27 年 3 月末時点の

実績について追記をさせていただいております。太く囲ってある部分が、26 年度のものに

なっておりまして、見込みと実績というふうに書かせていただいております。実際に、見込

みと実績の差については、まだうまく検証ができていない部分がございます。ただ、第 4期

の計画を作成する段階で、今までの状況ですとかを見ながら、第 4 期をこうした方がよい

のではないのかという風に作成をさせていただいてはおりますので、差分について、簡単で

はございますけれども、大きなところだけをお話させていただきたいと思います。 

 まず、居宅介護の部分については、人数を増えているという部分がありますので、時間数

の見込みに対して大きくなっているのかなというところがございます。同じように、就労継

続支援 A 型ですとか、裏面の下の方にある放課後等デイサービスといったところが、人数

の増加の関係もありまして、実際の利用の延べ日数ですとかも増えているとう状況がござ

います。 

 第 4 期からの豊川市障害福祉計画につきましてはですね、点検・評価をやっていかなけ

ればならないというふうにはなっておりますので、全体会の場で、少なくとも年に 1 回で

すけれども、点検・評価を受けるというところ。また、計画と対比しながら実績を報告させ

ていただきまして、意見や提案などを受けまして、必要に応じて計画を見直していくという

ことになっております。また、次回全体会の際には、現状という形で計画に対して進捗状況

をお伝えさせていただきます。その際に、ご意見等をいただきたいと思いますので、その際

には、みなさんご協力の方をよろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、以上でございます。 

＜会長＞ 

 はい、よろしいいでしょうか。はい、ご質問等はよろしいでしょうか。 

 では、引き続き、議題 7の方に移らせていただきます。 

 議題 7その他について、事務局の方からお願いいたします。 

 



７ その他 

＜事務局＞ 

 はい、では議題 7ということで、「その他」ということで設けさせていただきましたけれ

ども、特にございません。よろしくお願いします。 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。委員のみなさまからは、よろしいでしょうか。 

 はい、よろしくお願いします。 

＜委員＞ 

 来年度からですか、差別解消法ですね、この自立支援協議会を何か活用するような方向み

たいなものが、あるのかないのかというようなところで。どこかでなんらかのものを、来年

度からどうするのかとういう話があると思うのですけれども、全体会は 2回しかないので、

なんらか次回の時に、差別解消法に関わる件で、どうしていくのかとう話があっていいので

はないかと思います。 

＜事務局＞ 

 差別解消法に関しては、同じように、関係機関の方に集まっていただいて、「地域協議会」

という名称で、差別の解消に向けて、いろいろな関係機関さんから意見をいただいて、どう

していくのがいいのかというのを協議いただく場を設置することができるということで聞

いております。 

7月 11日なのですけれども、講師の方をお招きいたしまして、「差別解消法」の講演会を

開催させていただきました。前半は事業所の方を対象に、後半は市民の方を対象とてしてや

らせていただいております。その中でもですね、今、委員さんの方からお話いただいた、こ

の地域協議会についての話がありました。実際にやっている所に聞くと、やはりこの全体会

を活用し、必要な委員さんを追加して併せてやっているところもあるというお話も伺いま

したので、まだ、どういった方向で進めていくのかというのは、我々の中でも話し合わなく

てはいけないところでありますが、今言われた通り、次回の時に報告ができるかなと思いま

すので、報告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。 

＜会長＞ 

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。 

委員の方、他にはよろしいでしょうか。 

はい、ではお時間も過ぎましたので、本日予定されていた議題をすべて終了させていただ

きます。長時間にわたりご協議ありがとうございました。引き続き、事務局の方から事務連

絡等ございましたら、お願いいたします。 

＜事務局＞ 

ありがとうございました。いま、事務局から連絡をさせていただきます。 

次回の会議につきましては、来年の 3月 23日水曜日を予定しております。また事前に開

催通知ですとか資料を送らせていただきますので、ご承知おきいただければと思います。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、後日郵送させていただきま

すので、よろしくお願いいたします。 

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

議につきましては、これで終了させていただきます。本日は、誠にありがとうございました。 


