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平成２７年度 第２回豊川市障害者地域自立支援協議会全体会議事録 

 

日時：平成２８年３月２３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：１２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 

豊川市医師会 

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 

社会福祉法人 豊川市社会福祉協議会 

豊川市教育委員会 

豊川市健康福祉部   

欠席者：１機関 

豊川商工会議所 

 

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２回 豊川市障害者地域自立支援

協議会全体会」を開催させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 今日は年度末のお忙しい中、たくさんお集まりいただきまして、誠にありがとうございま

す。それでは、次第に沿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。よろしくお願いいたします。 

 本日は、愛知県立豊川特別支援学校及び豊川市教育委員会の委員は代理の方に出席いた

だいております。また、豊川商工会議所の委員が本日欠席となっております。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ありますので、成立します。それ

では、早速議題に入らせていただきます。 

本日の議題は運営員会からの報告と、市からの報告の２つとなっています。最初の議題の

豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会からの報告について、運営委員長から説明を

お願いします。 
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２ 平成 27年度豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会からの報告 

＜運営委員長＞ 

 運営委員会委員長です。よろしくお願いいたします。座って報告をさせていただきます。 

 まず、始めに私の方から口頭で概要を報告させていただきます。前回の全体会の後に４回

の運営委員会を行いまして、昨年度末に説明させていただいたとおり、相談支援部会の充実

に重きを置き、この「まち」の障害のある方たちの暮らし難さの課題整理を積み重ねてきま

した。 

今からご報告させていただく流れとしましては、まず議題２の１つ目、「計画相談の進捗

状況」としまして、今年度内の１００％達成の見込みができてきましたが、セルフプランに

よる作成が多いというところ等、新たな課題が浮かび上がってきているというところを報

告させていただきます。 

２つ目の「課題整理」については、運営委員会として重点的に行ってきた課題整理に基づ

いて、そこから見えてきました重要な課題を抽出して、次年度は各部会へ投げかけて、専門

的な協議を進めていくことの報告をさせていただきます。各部会の活動計画としまして、

「就労部会」、「こども部会」、「地域生活部会」の順で各担当から報告をしていただくという

流れで進めさせていただきたいと思っております。また、付け加えの報告としまして、この

豊川市の障害者地域自立支援協議会の活性化に向けて参考にするために、愛知県下で先駆

的に取り組んでいる市町村のうち、田原市と一宮市へ視察を行いました。このことを活かし

て、運営委員会のよりいっそうの充実に繋げていこうと考えております。それでは、それぞ

れの具体的な内容につきましては、議事の順に沿って各担当から報告させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

 計画相談の進捗状況につきまして、福祉課から報告させていただきます。事前資料１をご

覧ください。 

始めに、計画相談について説明させていただきます。計画相談とは、「障害福祉サービス」

ですとか「児童通所支援」を利用するために必要な受給者証の申請、または更新時に相談支

援専門員等が作成する「サービス等利用計画等」のことをいいます。 

「サービス等利用計画等」とは、介護保険で言いますと、ケアマネジャーさんがケアプラ

ンを立ててくれるのと同じように、障害福祉の分野でも相談支援専門員が、その人がどんな

暮らしをしたいのか、そのためにどのようなサービスが必要なのかをお聞きし、一人ひとり

のニーズに合わせて作成する計画のことをいいます。 

この計画相談は、平成２４年４月からの改正障害者自立支援法及び改正児童福祉法の施

行により、平成２６年度末までに、すべてのサービス利用者の方に計画作成ができるように

と言われておりましたが、豊川市は計画の質を確保するために、相談支援専門員が作成する

件数に上限を設け対応してまいりました。そのため、近隣の市町村と比べて少々遅れていた
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のかなという状況がございます。 

平成２７年４月以降は、「サービス等利用計画等」の提出がないと受給者証の発行ができ

ないということになり、サービスの利用ができなくなる可能性がある方がいるということ

で、相談支援専門員の協力のもと、計画作成に取り組んでまいりました。 

３月末の状況ではありますが、資料の通り、相談支援専門員の協力により、何とか作成率

が１００％となる見込みでございます。 

しかし、先ほど運営委員長からお話がありましたとおり、計画相談に関する課題はまだ残

っており、相談支援専門員が作成するのではなく、本人や家族等が作成している「セルフプ

ラン」で受給者証を作成した方が多数いる点や、相談支援専門員が抱えている計画作成件数

が膨れ上がり、計画の質が担保できているのかというところをしっかり確認しなければな

らない点等、課題は多々あるかなと感じております。解決のためには相談支援専門員の拡充

が必要なのですが、すぐには難しいと思いますので、どうすれば相談支援専門員を増やすこ

とができるのか、またセルフプラン作成者は、今後どのように計画相談に移行するのか等、

継続して検討しまして、本当の意味での１００％達成できるよう、努めてまいります。簡単

ではございますが、計画相談の進捗状況については、以上です。 

 

＜事務局＞ 

 続きまして、２つ目の課題整理につきまして、事前資料２を使いまして、豊川市障害者相

談支援センターからご報告をさせていただきます。 

 相談支援部会では、この１年間、各委託相談支援事業所の実践報告を毎月行い、それぞれ

の活動の中から、地域課題の抽出・共有をしまして、実際に運営委員会で整理をしてきまし

た。この表は１つの事例をまとめたもので、運営委員会で使わせていただいたものです。「検

討のポイント」ですとか、「考えられる対応策」というところがございますが、これにつき

ましては事務局で検討した叩き台のようなもので、中にはその課題に応じた研修等をすで

に今年度中に行っているものもございます。こうした課題を基に、来年度の専門部会では、

課題解決に向けた検討をしていく予定ですが、時間の都合上詳細は割愛させていただきま

す。特に豊川市の大きな課題と思われる項目についてピックアップして報告させていただ

きます。 

 １ページ目ですけれども、一番上に「放課後等デイサービスに関すること」とあります。

実際に放課後等デイサービスの事業所の数は増えているのですが、反面スキルの問題があ

り、事業所によってばらつきが出てきています。これは、全国的な問題でもあるかと思いま

す。それから豊川の方では、知的障害や発達障害に対応した事業所は多いのですが、肢体不

自由の方を受け入れる事業所が、ハードの問題からなかなか難しいという状況もございま

す。一つ飛ばして、下に「児童の計画相談に関すること」とあります。これは、今、市の方

からご紹介がありました通り、児童の方のセルフプランが多いということで、特に複数のサ

ービスを利用している方々の情報共有というところで、課題がございます。これはやはり、
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児童の方の計画も進めていかなくてはならないと言うことだと思います。 

 上に戻りまして、「レスパイトに関すること」もございます。これは豊川にも短期入所の

事業所はあるのですが、事業所数自体が少ないということで、実際に緊急時の受け入れの場

合、豊川市内だけではなかなか担うことができていないという状況もあります。早急にこれ

も対応が必要ということが考えられます。 

 ２ページ目にまいりまして、「医療的なケアが必要な方の預かり先」とあります。医療的

なケアが必要な方自体、利用できるサービスに制限があり、対象者の全体数は少なくても、

実際にひとりひとりの困難性というのはかなり高いということで、これは恐らく、豊川だけ

ではなくて、この圏域全体の問題であろうかと思われます。その他ですが、３ページ目にい

きまして、罪を犯された方で障害があると思われる方の相談も増えておりますし、その下に

ございます「親亡き後の支援について」不安を感じている方の相談も増えております。３ペ

ージ目の一番下にございます「障害者雇用の促進について」とありますが、特にこの地域の

方では、精神障害、発達障害の方の支援というのがなかなか難しくて、そのためには、雇っ

ていただける企業の方々の理解を得る必要性もあるという報告がありました。４ページ目

にまいりまして、虐待も含めました「権利擁護の問題」というものもございます。あと「精

神障害や発達障害の方の関わり」について、特に行動障害のある方、それから自殺、自傷行

為がある方、ひきこもり方の対応、老障介護の問題等、社会資源というよりも、どちらかと

いいますと、支援者のスキルアップを図る必要というような課題も出てきております。あと、

７ページの上の段にございます「事業所情報の提示（収集、発信）について」とございます。

これは、利用者の方々からどこの事業所を選んだらいいのか、選択するにあたって情報が少

ないという声をいただいております。この後の部会の来年度の取り組みのところでもあり

ますが、なんとかその事業所の方々を一堂に会しまして、情報が得られる説明会のようなも

のも、この地域でやっていく必要があるのではないかという意見も出ております。 

 いくつかの課題があります。具体的な検討につきましては、これからご紹介させていただ

きます各部会の方で来年度の活動を検討していくことになるかと思いますが、まずは、一人

ひとりの相談員、相談事業所の方からこうした課題が浮かび上がってきたということで、ご

報告をさせていただきました。以上です。 

 

 引き続き、就労部会につきまして、福祉課から報告をさせていただきます。事前資料３を

ご覧ください。 

 就労部会では、今年度、以前から課題として挙げられておりました「企業に向けた活動」

を行ってまいりました。活動内容は、「企業向けのＰＲ活動」、「市内企業を対象としたアン

ケート調査の実施」、「企業向けセミナーの開催」の３点を主に行いました。それぞれの活動

内容につきましては、資料をご覧ください。すべての活動を通して分かってきたこととしま

して、豊川市障害者就労相談支援事業という、就職のことで悩まれた企業さんだとか、障害

者の方を支援するような事業があるのですが、この事業についての認知度がまだ低いとい
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う点や、企業も雇用に関心があり検討をしているが、作業の切り出しやコミュニケーション

の取り方、就労意欲の継続等の課題に対して困っているという点、また企業は障害者本人や

支援している事業所とつながる機会を企業も求めており、成功・失敗、両方ともの事例を共

有したいと考えている点などが挙げられます。 

以上のことを踏まえまして、事前資料３の裏面をご覧ください。来年度の就労部会の活動

につきましては、前年度の活動内容を踏襲する形で実施をし、関係機関との情報共有を引き

続き行いながら、本年度実施しました企業向けアンケートや、セミナー開催時に実施しまし

たアンケート内容を分析し、地域課題を明確にしまして、障害者雇用の促進のために何がで

きるか検討していきたいと考えております。実施しましたアンケートを見ておりますと、企

業から要望を吸い上げ、企業に対して提言できるような「企業の方に特化して支援のできる

人員の増員」というものが必要なのではないかとも考えられるのですが、これもすぐには難

しいと感じますので、まずは企業の方と障害のある方、企業と支援機関が繋がることができ

るような場の提供、企業に対して必要な支援ができるよう事業所等の支援者側のスキルア

ップについて、できることを少しずつ実施していこうと考えております。 

 簡単ではございますが、就労部会からの報告は以上です。 

 

 引き続きまして、こども部会の来年度の活動計画についてご説明をさせていただきます。

事前資料の４をご覧ください。 

来年度の活動計画をご説明する前に、こども部会の提案をもとにこの協議会から事業化

されまして、昨年の夏に実施しました「中高生事業所夏季体験事業」につきまして、簡単に

実施報告をさせていただきます。資料の裏面をご覧ください。 

本事業は、市内在住の特別支援学校・特別支援級に通学している生徒を対象に、学校卒業

後の将来に向けた経験をする場の提供と、保護者の一時的な休息を目的としまして、実施報

告に書かれております内容を実施いたしました。事業実施後には利用者及び協力いただき

ました事業所に対してアンケート調査も行っております。利用者の方からは「事業を利用し

て楽しかった」、「将来を意識した経験ができた」等、概ね好評価をいただておりますが、一

方では「もう少し多く体験をしたかった」というご意見もいただいております。また、事業

所の方からは「既存の利用者の刺激になった」、「新しい方と知り合える機会となった」とい

うような前向きなご意見がある一方で、事務処理ですとか、本人の様子等を聞き取るアセス

メントの作業が大変だったとの意見もありました。以上のようなご意見をいただきまして、

来年度の本事業に関する予算は、拡充が予定されております。本年度と同等数の申し込みが

あった場合には、もう１日利用できる日が増やせる予定ではございますが、利用回数以外に

も改善すべき点はまだあるのかなと感じております。 

以上のことを踏まえまして、来年度は、こども部会を再開し、こどもが安心して生活でき

る地域社会の検討を目的として活動をしていく予定でございます。 

資料表面になるのですけれども、重点課題として２つ挙げております。ひとつは、先ほど
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申し上げた中高生事業所体験事業をより有意義なものとするために、保護者を対象とした

事業所合同説明会の開催と、仮称でありますが「児童発達支援センター」の設置に向けて、

本市のこどもに関する課題の抽出を行ってまいります。 

また、今年度の課題を整理する中で、放課後等デイサービスの質の問題ですとか、障害児

利用支援計画の作成促進といったとことも挙げられておりますので、こちらにつきまして

も検討していく予定で、来年度のスケジュールにつきましては、資料の下部に書いてあるよ

うな内容で進めさせていただく予定でおります。 

こども部会からの説明につきましては、以上になります。 

 

 それでは、この議題の最後になりますが、地域生活部会につきまして報告をさせていただ

きます。 

 この地域生活部会につきましては、今年度は休会をしておりましたので、平成２８年度の

活動計画について、ご説明させていただきます。それでは、お配りしてあります事前資料５

の方をご覧ください。 

 地域生活部会では、平成２８年度に重点的に取り組んでいくこととしまして、資料にもあ

ります様に、２つの項目を挙げています。まず１つ目としまして、先ほどの課題の中でも話

がでたのですけれども、社会資源が少なく、なかなか利用ができない状況にあります短期入

所の施設ですとか、グループホーム。こちらにつきまして、各事業所の経営状況等を実際に

把握するために、事業者の方にご意見の方をうかがいまして、その中から、課題の抽出を行

うことを考えております。それによりまして、今後は、施設を利用するための事業所間での

連携ですとか、情報の共有ができる仕組みづくりを進めていく予定です。また、国の基本指

針に基づきまして、平成２９年度末までに各市町村、または各圏域にひとつ地域生活支援拠

点というものを整備することが打ち出されています。この地域生活支援拠点につきまして

は、一箇所中心となる拠点を作りまして、そこを中心に体制整備を行う「多機能拠点整備型」

というものと、地域で点在しています事業所がそれぞれの機能を担っていきながら、その中

で連携を図る「面的整備型」のこの２つのパターンがありますので、今後近隣の市の情報な

どを確認しながら、実際にこの地域の実情に合わせて、どのような支援機能をもった拠点と

していけばいいのか、検討をしていく予定です。 

 ２つ目としまして、災害が発生した場合の事業所間の連絡体制ですとか、情報共有ができ

るようなシステムの構築に向けて検討していく予定です。また、地域の避難所の開設ですと

か、運営ですとかに関しまして、災害発生後まず２・３日間、この間に考えられる状況です

とか、必要なこと、安否の確認方法など、課題の整理を行いまして、スムーズに受け入れ態

勢を取ることができるような仕組みづくりというものを考えていきます。また、医師会さん

ですとか、歯科医師会さん、薬剤師会さんとの連携というものも必要になると思いますので、

この関係する機関の方との調整なども進めていきます。 

 また、資料にもありますように、この２つの項目以外にも、医療的ケアが必要な方の支援
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ですとか、支援者のスキルアップなどといったことにつきましても、今後検討をしていく予

定でおります。 

 簡単ではありますが、地域生活部会につきましては以上です。 

 

＜会長＞ 

 ただいまの報告について、何かご質問等ございましたら、お願いいたします。 

 

＜委員＞ 

最初の方に、セルフプランというのは、良くないっていうことですか。 

 

＜事務局＞ 

 一般的に、ご本人さんの希望により、ご本人さんがそのプランを作れる状況にあれば、セ

ルフプランというものが一番重要とされるものだと思うのですけれども、作成するための

知識や、社会資源を全員が知っているかという話になりますと、本人や家族等がセルフプラ

ンを作るということはなかなか難しいのかなと。そういった意味では、本来でいうセルフプ

ランであれば、全然問題ないとは思うのですけれども、どれだけの方が本来の意味の「セル

フプラン」を作成できているか、検証をしていかなくてはいけないと考えております。 

 

＜委員＞ 

そうすると、セルフプランは十分にサポートして作るという構想でいけばいいのですね。 

 

＜事務局＞ 

 そうですね、それはそれで結構だと思います。サポート体制が十分に整っていれば、セル

フプランで十分だと思っています。 

 

＜会長＞ 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 

＜委員＞ 

 今のセルフプランに関連する件で、他の資料もありますけれども、これで１００％計画の

作成が終了するということで、恐らく、相談支援専門員さんや福祉課のご担当の皆様の中で、

セルフプランが適切であったと思われるケースと、それから、やはりきちんと相談専門員が

入るべきであったと思うケースと、ある程度、把握ができているはずではないのかなと思う

のですが、これから分析するというよりも、もうすでに今の段階で、例えば児童であれば８

３％がセルフプランのうち、どれくらいの割合に関しては、きちんと計画に落とし込んでい

かなくてはいけないのかということが、今時点で判断できているってことはとても重要だ
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と思うのですね。セルフプランは、決してダメなものではなくて、基本的には、障害者ケア

マネジメントのプロセスに基づいて、親御さんやご本人さんが計画作成できていれば、それ

は十分なわけですね。やはり、それが難しいというケースを、十分、今の段階で把握して、

次に反映させないと、今から分析しますというのでは、少し遅いかなと率直に思うのです。 

 もう一つは、ご本人や親御さんが、セルフプランを作れるような、先ほどサポートという

話がありましたけれども、そもそも計画を作成するということはこういうことなのですと

言うことをご説明する、あるいは勉強会を開くといったことも片方で可能なのではないか

と思います。それを、例えば基幹センターであったりとか、福祉課さんの方であったりとか

が音頭をとってやっていく。例えば、豊川市としては、「積極的セルフプランを誘導するの

だ」というのもひとつの戦略ではある。そうではなくて、きちんと相談支援専門員が計画を

作っていくという戦略もひとつである。そうすると、豊川市としては、親御さんやご本人が、

豊川のことを把握していく中で、今本当に欲しいもの、必要としているものを計画に落とし

込んで作成できる「まち」なのですということが、もしできたとしたら、それはものすごく

ＰＲができることだと思うので、その辺りを２８年度どのようにここから拾っていくのか。

まずは、現時点のセルフプランの本来妥当であった方と、そうでなかった方の評価を早急に

した方がよいと思います。これは年度をあまり跨がず、今の時点でわかっていることを反映

するようにした方が良いのではないのかなと感じたことが、事前資料１の話です。これがひ

とつです。 

 それから、いくつかご質問させていただきたいことがあるのですけれども、事前資料の４

でこども部会の話を伺いましたが、ここは２点質問がありまして、児童発達支援センターに

ついて、以前からこの話は少し出ていたかと思うのですが、例えば、具体的にいつ頃までに

は設置をしたいという意向が、部会や運営委員会、あるいは福祉課さんの中でおありになる

のか。例えば、児童発達支援センターが従来でいうところの、障害者自立支援施設ですので、

例えば、豊橋とか豊田のこども発達支援センターのような医療をもっているようなもので

はないはずなのですね。そうした時に、その通園施設としての児童発達支援センターを作っ

ていくご意向なのかどうか。それはいつ頃までなのか。もうひとつあわせて、子ども子育て

支援法が動いていますので、そちらの方の一般子育て支援の施策と、この療育の施策をどの

ように融合してくのかということも大きな課題となっていくと思うのですが。このあたり

の何か目標となる時期であったりだとか、すでに検討されていることだったりがあれば伺

いたいということが１点。 

 それから、もうひとつは、これがよくわからないのですが、障害者支援施設に対するスキ

ルアップ研修を子ども部会がやるということは、具体的に何を思われているのかなという

ことなのです。つまり、昔でいうところの入所更生施設に対して、子どもの視点からスキル

アップ研修をするということは、具体的に何かということをお伺いしたい。ということです

ね。例えばそれがものすごく先進的な取り組みであるとなれば、逆に同じ圏域の他市にも広

がって行ったらおもしろいかなと思いますけれども、具体性の部分を聞きたいなと思いま
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す。 

 それから、事前資料の５ですけれども、ひとつは地域生活が継続できるようにということ

で、短期入所やグループホームの利用がスムーズにできるようなことを考えているという

ことですけれども、少し性質が違うかなと。短期入所を利用し易くするということは、それ

ぞれのご家庭で生活をし続けられるようにするということですよね。グループホームは、逆

に家庭から離れて、自分の独立、自活を考えていくというようなこと。もし分けるとしたな

らば、目指すところが、少し本人の意向、家族の意向を踏まえて変わってくるのかなと思い

ます。地域で暮らすということには変わりはないのですが、このあたりで、すべて同じにと

いうよりも、その性質・ニーズに裏付けされた役割というものをしっかりと捕らえた上で、

検討させると良いのではないかと思います。 

 最後ですけれども、災害時のことについて、分析をしていきたいという話だったと思うの

ですが、ほんの数年前までに３年間かけて災害時の取り組みをされていたはずなのですけ

れども、その時の成果をどうこれに反映されているのかということ。今のお話を伺う限りだ

と、あの３年間の取り組みが外された状態で、また新たに取り組んでいかれるのかなという

印象を受けました。せっかく３年間取り組んできたことは、今お話を伺った中でも、やって

きたことがかなり入っていたのではないのかなと思うのです。それを踏まえていくと、ここ

で言っている連携だったりとか、情報収集だったりというのは、確か議論されていたような

気がするのですけれども、非常にいい取り組みをされていたと思いますので、ご破算でゼロ

からではなくて、きちんと実行性のあるものをここで作っていこうというようにされた方

がよろしいのではないのかなと思うのですが、このあたり、以前の取り組みと今回の取り組

みとの差異というか、あるいは、連続性というか、そのあたりの今、検討されていることを

お伺いできるといいかなと思います。 

 少し多数になりましたが、よろしくお願いします。 

 

＜会長＞ 

 はい、事務局からお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

 はい、まずは、少し飛びますけれども、児童発達支援センターについてお答えさせていた

だきます。 

 まず、期日なのですけれども、なるべく早めにという以外は、現時点では考えていません。 

それから、今回、豊川市の組織が変わりまして、子ども健康部といものが、健康福祉部から

分かれます。今までは、子育ての部門、障害部門、高齢者部門、保険部門、保健センターを

「健康福祉部」という形で部を形成しておりましたが、来年度からは、高齢部門と障害部門

と保険部門によって構成される「福祉部」と、子育て部門と保健センターで構成される「子

ども健康部」に分かれます。また「子ども健康部」が２つに分かれまして、子育て支援と保
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育とに分かれます。ですので、子ども健康部ついては、３課で構成されるような形になり、

そのひとつの子育て支援課が、この児童発達支援センターの中核を成して検討するような

形になってまいります。今後については、子育て支援課を中心に、豊川市の児童発達支援セ

ンターが、どのようなものを目指していくのかを検討していくというような形になります。 

 

＜事務局＞ 

子ども部会の障害者支援施設に対するスキルアップ研修の実施というところは、障害者

支援施設という表現が間違っておりまして、先ほどの課題の抽出のところで出た、放課後等

デイサービスの各事業所の格差のところをきちんと埋めていくように、放課後等デイサー

ビスの各事業所のスキルアップという意味合いになりますので、大変申し訳ありませんで

した。以上です。 

 

＜事務局＞ 

 資料１のセルフプランの部分について、お話をさせていただきます。先ほど、専門員が入

るべき方が絞れているのかということだったと思うのですが、そこにつきましては、３月中

旬ごろから取り組んでいるのですけれども、すべて整理できている状況ではないです。今、

委託相談支援事業所さんが関わられている方で、お手伝いをしていただきながらセルフプ

ランを書いた方もおりますので、まず委託相談支援事業所が把握している方がどのくらい

いるのか。また、お手伝いとして福祉課でセルフプランの作成をサポートさせていただいた

ものもありますので、そういった方が本当にセルフプランで良かったのかどうか、我々でも

わかる範囲で、計画作成が必要な方が誰なのか、ということを検証している最中であります。

先ほどご指摘いただきましたように、なるべく早めにそれを終えまして、来年度の４月以降、

また更新の期限を迎える方もいらっしゃいますので、そのタイミングで必要な方には、計画

相談に入っていけるように、進めていこうと考えている状況でございます。 

  

＜事務局＞ 

 地域生活部会について、先ほど言われた災害時の件ですけれども、確かに２６年度までに

ＢＣＰという形で取り組みまして、これに関しましては、各事業所さん向けのもので、ＢＣ

Ｐの雛型を作ったものですから、今後は、それを活用して実際に事業所間での連携、あとは

情報の収集ですとか、どこが取りまとめた情報を発信していくのかということを、今後検討

していくということで考えています。 

 

＜会長＞ 

 以上でよろしいでしょうか。 

 

＜委員＞ 
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 では、せっかくですので、資料の中に、過去の取り組みをしてきた成果があって、それを

踏まえて、今年度の地域生活部会として、これを取り組んでいきます。というような形で盛

り込まれた方が、今までちゃんとやってきたのだということが、きちんと残っていきますの

で、そういった形で少し資料を強化された方が、多くの方が共有する際に、この資料だけが

一人歩きしていると、今までの取り込みが台無しになってしまいますので。きちんと考えて

いらっしゃるということだと受け止めましたので、そういった形で資料を少し修正される

と、よりいいのかなと思いました。 

 それから、児童発達支援センターの時期未定ということですけれども、先ほど放課後等デ

イサービスのスキルアップ研修を行っていくという修正を踏まえながら、児童発達支援セ

ンター自体は、役割としては、外来療育、通ってきていただくお子さんの療育だけではなく

て、親御さんに対する家族支援と、それから、児童発達支援センターに通ってきている子以

外の、例えば、保育園であったりとか、学校であったりとかに在籍をされている、支援を要

するお子さんに対する、いわゆるアウトリーチの部分も入ってきますので、そういったこと

をしっかりと検討されていく中に、福祉課の方から、児童発達支援センターに期待されてい

ることはこういうことなのだということを、担当の部の方にお伝えただけるといいのかな

と思います。 

 先ほど話が出来なかったのですけれども、事前資料２の方に、ものすごくたくさんの課題

をまとめていただいたのですけれども、たぶんすべてのことをやるのはなかなか難しいの

で、優先順位を付けていくことが必要なのかなと思うのですが。例えば、平成２８年度の重

点事項はこれで、２９年度はこれで、３０年度はこれでというような形の優先順位みたいな

ものがディスカッションの中で出てきているのか。今日、障害者計画、障害者福祉計画をお

手元にご用意いただいたのですけれども、障害福祉計画の方でも数値目標ができているの

かと思いますが、それに対してすでに動いている計画だけども、例えば新たに情報収集をし

た結果、新規に抽出できた課題があるとしたならば、定期的に計画をメンテナンスしていく

ということは考えていかれるのか。つまり、せっかく豊川の実態を詳細に分析されたもので

すので、計画の方に適切に反映をしていくことが、柔軟にできるような体制というものも必

要なのかなと思いますが、抽出された課題の優先順位や重点科目の設定の話と、計画への柔

軟な反映の話について、何かお考えになっているのか、プロセスがあれば伺えたらいいなと

思います。 

 

＜事務局＞ 

 ありがとうございます。ただ今ご指摘いただいた件なのですが、実は、運営委員会の方で

も同じようなご意見をいただきました。しかも、これだけの分量の課題というのは多すぎて、

かえって何も手がつけられないのではないのか、というようなご指摘も実はいただきまし

た。確かにこれを見ますと、どこから手をつけていいのかというところなのですが、今回、

この課題抽出をさせていただいた目的は、「これが豊川の現状である」というのを、豊川市
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全体で協議したいと思いました。と言いますのは、自立支援協議会の目的自体が、相談支援

事業所や相談支援専門員が、毎日の活動の中から課題を見つけ出し、それを全体に吸い上げ

ていくというところで、これが優先順位についてどうなのかという議論も実は事務局の方

でもあったのですが、すべてが最優先な課題であり、それぞれ個々の相談員の中では近々の

課題であります。この課題は、すべて豊川市に住んでいる方の課題ということですので、こ

れはまずは共有しましょうと。ただ、それとは別に、先ほどご指摘いただいたとおり、全体

の中で、これはすぐにやらなくてはいけない、これは数年計画でやらなくてはいけない、と

いうような形で整理するということは、当然必要になっておりまして、それについては、来

年度、部会の方で取り組んでいき、具体的に優先順位をつけていくということになるかと思

います。その中では、また来年度も次々と同じような課題が出てくると思いますし、先ほど

お話しがあった障害福祉計画・障害者福祉計画とも関連させながら課題について考える必

要があり、ここの全体会というのを、できれば決裁的な機能をもったところにしていければ

いいなというところです。まだ少し試行錯誤の部分はありますけれども、そのような取り組

みをしていきたいと考えております。答えになっていないかもしれませんけれども。 

 

＜委員＞ 

いえ、皆さんが共用されていて、それに向けて動いていこうということが確認できました

ので、十分だったと思います。 

 

＜会長＞ 

 はい、他にございますでしょうか。 

 

＜委員＞ 

 愛知県の相談支援体制整備事業の東三河南部圏域地域アドバイザーです。よろしくお願

いします。２点、ご報告というかご提案させてください。 

 まず１点は、課題の抽出の部分で、今豊橋でも同じように個別のケースから出てくる課題

を集積して、自立支援協議会を運営しているのですが、やはり１つ問題になっているのが、

こういった個別のケースから出てこないような、潜在的なニーズ。例えば、地域生活支援拠

点や精神障害者の地域移行、施設入所者の地域移行といったことは、ここにはあまり出てき

ていないです。ただ、地域生活支援拠点については、この地域生活部会の中で落としこんで

いただいていると思うのですけれども、やはり特に精神障害者の方の地域移行というのは、

近年愛知県でも非常に力を入れております。各圏域で地域移行に関するチームを作り、積極

的に取組んでいこうという意向もありますし、たぶんというか、絶対に豊川市さんの計画に

数値目標として入っていると思いますので、そういった部分についても視野に入れていた

だくと嬉しいのかなと思うのが１点。２点目はセルフプランのことなのですけれども、愛知

県のアドバイザー会議でも、セルフプランのことが非常に問題・話題になっております。特
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に、児童のセルフプランが問題になっているといわれております。特に児童のうちから、サ

ービスをフルに使ってしまって、学校が終わって、ずっと放課後等デイに行き、土曜日も放

課後等デイサービスに行く、夜にはヘルパーを使ってしまうというところで、親御さんの子

どもへの支援力を奪ってしまうようなセルフプランが増えていると言われているのです。

そういったことを防ぐには、やはり相談支援専門員が介入して、将来を見据えたプランをし

っかり作っていくことが必要ですし、セルフプランでも結構ですけれども、やはり親御さん

のプランではなくて、子どもさんのプランというのをしっかり作れる体制というものの、２

本立てで考えていただけると嬉しいのかなと思います。特に、春日井と豊川と豊明というの

は、児童のセルフプラン率が９割近くとなっております。一番の槍玉に挙がっているのは、

春日井なのですけれども。やはり、その辺りをもう少し危機感を持っていただくことが必要

かと思います。セルフプランでも結構です。きちんとした体制でのセルフプランでしたら、

それもひとつのあり方だと思うのですけれども、懸念していることは、モニタリングなので

す。セルフプランを作ると、モニタリングというものがブラックボックスになってしまいま

す。国の方も、セルフプラン作った方については、深く行政が責任をもって、モニタリング

という言葉を使っておりませんけれども、きちんと把握に努めるようにという通達も出て

いると思います。それを踏まえて、豊橋も基幹センターが、事業所の訪問ごとに、セルフプ

ランの方を、一応、確認をしようという取り組みはしているのですが、正直言って、なかな

か機能しておりません。ですので、もしセルフプランを豊川市として積極的に推進するのだ

というのでしたら、モニタリングの部分まで含めた体制作りを是非していただくと嬉しい

と思いますので、どうぞよろしくお願いします。以上２点です。 

 

＜会長＞ 

 事務局の方はよろしいですか。 

 

＜委員＞ 

 それぞれの立場で、説明しなくてはいけないと今気が付いたので、申し上げたいと思いま

す。 

 医師会からひとつ。先ほどご指摘いただいた、児童の発達支援センターの設置の件ですけ

れども、実際のところ、豊川市には児童心理の医師はひとりもいません。ですから、このと

ころでの人材確保はかなり問題になるだろうと医師会の会議でも時々出ていまして、今、そ

の候補になるような先生がひとり名大の大学院を出られまして、またこちらの方で少し動

いてくれるような雰囲気はありますけれども、この人ひとりにすべておんぶにだっことい

うことにはいきませんので、医師としてのマンパワーの確保ということについては、事前に

医師会の方にも十分にお話をいただいて、広域から少し応募を募るような格好で考えてい

ただいた方が良いかと思います。どうぞよろしくお願いします。 
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＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

 

＜会長＞ 

 他に何かご意見はございますでしょうか。 

 ないようでしたら、議長の立場ではありますが、よろしいでしょうか。 

 親の立場としてなのですが、夏休みの中高生の事業所体験事業に関して、レスパイトを目

的としているような一文があったかと思いますが実はこれ、アンケートの中には全然あが

っておりませんでしたが、親御さんの方から、ちらほら聞いた意見としまして、一回の利用

が半日ということで、決して親のレスパイトとしては、あまり向かないのではないのかなと

いう意見が多いです。目的からレスパイトを外して、本当に中高生の新しい体験の場という

ふうに少し変えたらいかがかなというような思いがあります。特に働いている親に関しま

しては、事前にアセスメントがあったり、当日朝９時からの送迎とお昼ごろにはお迎えがあ

ったり、あとその後の反省会があったりと、そういった状況がありますと、とてもレスパイ

トとはかけ離れているのかなという意見がちらほらあったのと、まるっきり利用はしてい

なかった親御さんの方から、これだけいろいろあると面倒くさいわ、という意見があるとい

うことは、それはレスパイトではなくて、もう少し目的を中高生の就職に向けてというか社

会に旅立つための練習の場であっていいのではないのかなというのを、親の意見から聞い

て感じました。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

 

＜会長＞ 

 その他に何かご意見はございますでしょうか。よろしければ、次の議題に入らせていただ

きたいと思います。 

 事務局の方からでよろしいでしょうか。よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ 

 福祉課です。市からの報告ということで、第３次障害者福祉計画につきまして、ご説明さ

せていただきます。お手元にあります、本日の資料としてお配りした「障害者福祉計画の概

要版」と、あとプリントアウトされた「障害者福祉計画」の本体の方をご用意いただけたら

と思います。主には、概要版の方で説明させていただきますので、よろしくお願いします。 

 まず、内容に入る前に、計画の作成にあたって、どういった形で作ったか、どういった検

討を行ったかということを、簡単に概略を説明させていただきます。計画につきましては、

現在の第２次豊川市障害者福祉計画につきまして、中間見直しが今年度までとなっており



15 

 

ましたので、新年度に向けて、第３次の方の策定ということで、本年度の当初から検討させ

ていただきました。内容としましては、基本的にその中間見直しの内容をベースに、できて

いる部分、できていなかった部分の反省を踏まえながら作るということ。それから全体の構

成につきましては、平成２５年度から平成２９年度までの計画となっております国の第３

次障害者基本計画を参考とした構成に大きく変更しております。それから、本年度やはり同

様に作っております、上位計画である第６次豊川市総合計画との整合性を図るという３つ

の基本方針を中心にしながら、策定させていただきました。計画の策定にあたりましては、

障害者福祉計画の策定委員会、庁内の障害者福祉計画の検討部会、障害者団体とのヒアリン

グ調査、ボランティア団体、相談支援事業所、民生委員さんへのアンケート調査などを元に、

計画を策定した次第でございます。 

 計画の概要なのですけれども、概要版の１ページの方を見ていただきたいと思います。１

番目「計画作成の趣旨」と言うところですけれども、こちら計画書で言うと３ページにあた

るところなのですが、国連の障害者権利条約の締結に向けた国内法令の設備など、障害者福

祉を取り巻く環境も大きく変化しておりまして、こうした状況を反映して、新たな計画の策

定が必要となりました。というようなことで、それまでの流れとして、策定に至る経緯をこ

こでご説明させていただいております。 

 それから、その下段。２としまして、「計画の位置付け及び計画の期間」いうことで、計

画書の本体でいえば、５ページ、６ページにあたるところですけれども、ここが一番大きく

変わったところでして、第１次、第２次がともに１０年計画で進めさせていただきましたが、

今回につきましては、直近の各種障害福祉を取り巻く高齢等の時代の変化等を鑑みまして、

５年計画ということで今回は作らしていただいております。ですので、今計画は３２年度ま

でが対象期間となっている次第でございます。 

 続きまして、概要版の２ページ。施策の体系というところを説明させていただきます。こ

ちらは、施策の体系につきましては、このページの緑色で白抜きの文字の部分を順番に説明

させていただきます。まず、基本理念となっているところ、これは根幹を成すところですけ

れども、こちらは、第２次でもありました、「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」

という大きな理念を継続しながら、新たにバリアフリー化などを通じ、目指すべき理想とし

て「ユニバーサルデザイン」というのを、新たなる理念として定義させていただいておりま

す。 

 それから、その下の「計画推進の視点」というところで、視点の１「障害者の主体性・自

立性の尊重」。それから視点の２「障害の重度化・重複化及び障害者・介護者の高齢化への

対応」といったところは、第２次の時の計画の内容を、引き続きこちらも継続して視点とし

て加えさせていただく方向とさせていただきました。ただ、最後の視点の３につきましては、

「障害のある人もない人も互いに支え合う地域社会の構築」ということで、今度の４月から

法施行されます「障害者差別解消法」を踏まえた共生社会の実現に向けた内容という形に視

点の方を少し変更させていただいております。それから、その下「計画目標」につきまして
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は、今ご説明させていただきました、基本理念・計画推進の視点を踏まえまして、「新たに

だれもが自立し、共に生き、社会参加しやすいまちづくり」と言う形とさせていただいてお

ります。 

 それからその下、「分野及び方針」ということで、１から１０まで並んでおりますけれど

も、その分野及び方針につきましては、国の第３次障害基本計画をベースとしました、１０

の分野を新たに位置付けるとともに、各分野の方針を設定して、その中の事業を位置付けて

いくために策定の方をさせていただいております。 

 続きまして、概要版の３ページ。ここから最終ページまでが「障害者施策の展開」、具体

的な事業であるとか、その方向性について明記している部分になります。その中で、分野の

１から順番に３ページに並んでおりますけれども、こちらの施策の展開を定めていくにあ

たりましては、共通的なやり方としまして、国の直近法令を反映させ、先ほども申しました

「障害者差別解消法」であるとか、「障害者総合支援法」等、直近の法令を反映させる内容

にするという視点を持ち、それから、市の直近施策や計画の反映ということで、在宅医療、

介護の連携であるとか、豊川市公共施設適正配置計画などの最新の計画を引用しながら、事

業の方を定めていきたいと思います。それから、細かな部分でいけば、各種制度名や施設名

等、内容が変わっておるものも多々ございますので、そういったものの修正をさせていただ

きます。あとは、表現の変更といったようなところを加えた上で、事業の方を載せておりま

す。 

 すべてを説明するとお時間がかかりますので、特に新規のものだけを中心に説明させて

いただきます。 

３ページにつきましては、分野の１の中の「（２）自立を促す福祉サービスの充実」の中

に、施策の展開の中の右の２つ目「介護保険制度との連携」というところが、新たに盛り込

ませていただきました。 

それから、同じくその下の分野の２「保健・医療」の分野ですけれども、こちらの施策の

ところの「（２）医療体制等の充実」の中の、施策の展開におきまして、２つ目「在宅医療

との連携の強化」につきましても、新たに追加させていただいた項目でございます。 

それから、概要版の６ページになりますが、上段の分野７ということで「災害対策」。こ

ちらについては、以前の計画でも内容自体はあったのですけれども、非常時の災害に対する

対策につきましては、重要度が高いということで、１つの分野として格上げさせていただい

ております。 

 それからその下、分野の８ということで「障害及び障害者理解の促進、差別の解消と権利

擁護」という項目におきまして、施策の中の「（４）障害を理由とする差別の禁止」という

ことで、差別解消法に準じた対応につきまして、大きく取り上げさせていただいております。

その具体的な施策の展開としましては、「公的機関における障害者への配慮、民間事業者へ

の周知啓発」といったものを計画の中では、位置付けさせていただいております。 

 それから最後の７ページになりますが、分野の９の「（２）地域ネットワークの形成」と
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いうところの、施策の展開の中の２つ目「地域包括支援センター等との連携など」というこ

とで、やはり高齢の障害者の方が多く増えてきているという状況の中で、こういった地域包

括支援センター等々と連携を図っていく必要があるということで、新たに加えさせてさせ

ていただいております。 

 それから、こちらの自立支援協議会の方にも関わっていただくことで、分野の１０「（１）

計画推進体制の整備」の中の施策の展開におきまして、「関連組織による計画の評価」とい

うことで、第２次の計画につきましても、進捗状況を報告させていただきまして、ご意見等

をいただいているかと思いますけれども、今回の第３次の計画につきましても、引き続き、

皆様方に進捗状況の評価をしていただきたいと考えております。以上です。 

 

 それでは、続きまして、第４期豊川市障害者福祉計画の方につきまして、ご説明させてい

ただきますが、この豊川市福祉計画の方は、昨年度末に策定いたしまして、平成２７年度か

ら平成２９年度までの３年間を計画期間としています。また、この障害福祉計画に関しまし

ては、計画期間内におけます障害福祉サービスですとか、障害児支援に関する見込み量など

の目標値を設定しております。その目標値の達成状況などを、計画、実行、評価、改善とい

ういわゆる「ＰＤＣＡサイクル」によりまして、自立支援協議会の方で、点検と評価を実施

していただくこととなっております。ただ、今の時点では、障害福祉サービスなどの本年度

の数値などが確定しておりませんので、来年度になりますが、平成２７年度の数値が確定し

てから、点検と評価を行っていただこうと考えております。先ほど委員からも言われました

ように、その数値によりましては、必要に応じて見直しということも考えていこうと思って

います。以上です。 

 

 では、続きまして、差別解消法施行に伴う対応についてということで、まずは本日お手元

に方に資料も用意させていただきました「職員の対応要領」について、ご説明及びご意見の

方をいただければ思います。こちらにつきましては、少し先行して３月３日付けで皆様方に、

意見照会ということで事前に送らせていただいたものと同じ内容となっております。そち

らにつきまして、文章でも書かせていただきましたけれども、その概要について説明させて

いただきます。 

 こちらにつきまして、内閣府が作成した国の対応要領、こちらが平成２７年１１月に作成

され、平成２８年４月１日施行ということで作られております。それから愛知県の対応要領

につきましては、平成２７年１２月に作成され、こちらはすでに平成２８年の１月１日施行

されている状況になっておりますけれども、豊川市におきましては、こうして先行して作ら

れております国や県で確定した内容をベースとしまして、豊川市の職員の対応要領を作る

ということで現在進めさせていただいているところでございます。なお、施行日につきまし

ては、国と同様、平成２８年４月１日を予定している状況でございます。 

 この中で、現在の作成状況というところなのですけれども、２８年１月に、こうした国や
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県をもとに市の方で案を作成しまして、１月末から２月末までの約１ヶ月かけて、市内の各

障害者団体様の方にこの案の方を送らせていただき、意見照会ということで、進めさせてい

ただきまして、その場で２つの団体からご意見を頂戴いたしましたので、その内容を反映し

た形で３月３日付けの意見照会とさせていただいている状況でございます。事前に目を通

していただけたのではないかと思いますけれども、その中で、気になられたこと、こういっ

たことを含めてはどうか等あれば、ここでご意見をいただければ、そちらを含めた形で再度

の修正を行ったうえ、この４月１日の施行に向けた完成作業を進めさせていただきたいと

考えております。なお、今お手元にある資料に反映されておらず、かつ意見照会後に少し変

更が行われた内容についてだけ、先に説明させていただきます。 

 まず、法令文書として、体裁を整えるための字句修正の方は、随時させていただくのです

けれども、大きな扱いの中で２点変更した部分がございます。 

 お手元の対応要領の２ページの一番下の第７条というところ、「相談体制の整備等」のと

ころに関してですが、その文書の中では、「障害者等からの障害を理由とする差別の解消に

関する相談等に的確に対応するため、次の課に相談窓口を置く。」というふうに現在書かれ

ておるかと思いますけれども、こちらにつきましては、県内だけではなく、県外の対応要領

を参考にする中で、まずそういった相談等について原則として、当該事務また事業を所管す

る課長が行うということを追記させていただいております。それから、置かれる相談窓口の

扱いにつきましては、問題の解決に向けた調整等をするために置くものだというように位

置付けの方をさせていただいたという変更をしております。 

 それから２点目としまして、実は意見照会時には確定をしていなかった部分で、教育委員

会に関しまして、この市の対応要領に含めるかどうか。任命権者の問題もございましたので、

こちらの方ですね、課題がまだ確定してない状況での意見照会となった訳なのですけれど

も、そちらにつきまして、正式に対応要領の範囲に含めて、作っていくことが決まりました

ことに伴いまして、その対応要領の３ページに相談窓口として、今現在、「福祉課」と「企

画部人事課」とありますけれども、そこに「教育委員会庶務課」を新たに追加するとい形で、

相談窓口の体制を整えていくというようにさせていただいております。 

 この２点の変更点を踏まえた上で、改めてご意見等を頂戴できればと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 

 引き続きまして、差別解消法施行に伴う体制としまして、「市民の方からの相談窓口」及

び「地域協議会」の部分について、お話をさせていただきます。 

まず差別に関する相談の受付に関しましては、既存の相談窓口を活用して対応しようと

考えております。基幹センターですとか、相談支援事業所等で受付をしました差別に関する

相談につきましては、一度、市の方にご報告いただきまして、市から対象事業を所管する主

務大臣の関係機関を確認したうえで、受け付けた相談をつないでいくという体制を、今のと

ころ考えております。 
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また、差別の解消に向けた協議を行う場であります「地域協議会」につきましても、平成

２８年度内に設置できればと考えております。 

ただ、双方に関しまして、来年度動き出してみないと分からないという点も多々あります

ので、まずは受付をしました相談内容を蓄積し、関係機関と情報共有をしながら、どのよう

な体制で地域協議会を運営していくのか、市民の方に周知をしていくのか、啓発していくの

か、また解決に向けてどのような機関が必要なのか等、これから詰めていこうと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、差別解消法施行に伴う体制につきましては、以上になります。 

 

引き続きまして、平成２８年度の相談支援体制について報告をさせていただきます、本日

配布いたしました「当日差替え」と左上に書かれた参考資料１及び参考資料２をご覧くださ

い。 

参考資料１につきましては、豊川市内の障害のある方ですとか、その家族等が困られた時

の相談先を一覧にしたものとなります。 

前回７月の全体会の時にお示しいたしました体制から大きな変化はありませんが、先に

ご説明させていただきました差別解消法の施行が平成２８年４月からあるというところも

ありますので、今、受けていただいております相談の一部ではあると思うのですが、基幹セ

ンター及び委託相談支援事業の業務の中に、その一部を含めさせていただいているという

ような状態でございます。 

前回との大きな変化につきましは、下から２つ目の「指定の相談支援事業」の数が増えて

いるところがございます。こちらにつきましては、参考資料２をご覧ください。 

参考資料２につきましては、現在豊川市で指定をしている相談支援事業所の一覧となっ

ています。昨年７月の時点と比べまして、５事業所増えているという状況で、１３事業所と

なっております。事業所の中には、児童を主に対象としているところや、知的の方を対象と

ているところなど、対象を絞っている事業所もございますが、計画作成ができる先が増えた

ということは、大変ありがたいことであります。増えた事業所にもご協力いただきながら、

相談員による計画作成ができるように、現在、セルフプランを作成している方について、相

談しながら入っていっていただければと考えています。 

また、事業所が増えたということで、相談支援専門員への人材育成ですとか、スキルの統

一という部分が必要となってまいりますので、基幹センターに協力いただきながら、相談支

援さんの質の確保ですとか、向上に努めてまいります。 

相談支援体制につきましては、以上となります。 

 

それでは、市からの報告の最後になりますけれども、新年度予算に対して報告させていた

だきます。手元には資料はございませんので、口頭にて説明させていただきます。 

新規事業のみ、ひとつご紹介をさせていただきます。平成２８年度からは視覚障害者の歩
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行訓練事業を行いたいと思っております。この事業は、「市内に住所を有する１・２級の身

体障害者手帳を所持する視覚障害者の方で、更正意欲を持って、訓練の効果が見込まれるよ

うな方に対して、歩行訓練士を派遣して、対象者が自宅周辺を主とした生活区域内に外出で

きるように歩行訓練を行う。」というものでございます。 

今までは、名古屋などに行かないと受けられなかったのですが、「豊川市内でも訓練を受

けたい。」という要望がございましたので、受けられるようにする狙いでございます。利用

できる回数の目安でございますけれども、ひとりにつき１回２時間程度の訓練を年１２回

ぐらい実施できるというような形で考えております。以上で、市からの報告を終わります。 

 

＜会長＞ 

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、お願いいたします。 

 

＜委員＞ 

よろしいでしょうか。 

 

＜会長＞ 

はい、お願いいたします。 

 

＜委員＞ 

あの、差別解消法について、ひとつ質問させてください。 

この法律は、かなり広報が必要な法律だと思うのですけれども、障害当事者に向けての広

報、事業者に向けての広報、広く市に向けての広報が必要だと思うのですが、何か計画の方

があるようでしたら教えていただきたいのですが。 

 

＜事務局＞ 

まず法律に関する周知・啓発という部分に関しましては、平成２７年度の事業として既に

取り組んでございまして、昨年の７月に「障害者差別解消法の講演会」いうものを、市民向

け、事業所向けということで、１日２部構成で開催をさせていただきました。それから、事

業所等への啓発の中にはですね、先にご説明した講演会の案内も含めてなのですけれども、

商工会議所等を通じた国のわかりやすい版というリーフレットを配布させていただきまし

た。それから、町内会へのこういったリーフレットの回覧をさせていただいたということが

ございます。それから、ホームページの方でも、一応特集ページを設けさせていただいてお

りますけれども、今回、実際に法律が施行されるにあたりましては、相談体制等を含めて、

わかりやすい形にし、さらにホームページを強化するといったことと、秋ごろになるかと思

いますけれども、広報の特集ページを組んでもらうことも予定しております。こういったこ

とで、民間等への周知・啓発ということでございます。 
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＜委員＞ 

ありがとうございます。 

 

＜会長＞ 

他にございませんでしょうか。 

 

＜委員＞ 

相談窓口は、市の中に設置をされていく訳ですけれども、県との広域の相談窓口を、豊橋

の東三河相談センターの中に設置をする予定でいますので、ご相談がどういうルートで来

るのかなというところを考えた時に、直接豊川市の方へご相談があるケースもあるでしょ

うが、愛知県の窓口の方にいくケースもあると考えた時に、少し先方のご担当の方と、それ

から豊川市のご担当の方、あるいは基幹のスタッフの皆様ですか、市民の方から相談があっ

た時に、どういう風にきちんとその後の対応をしていくのかということを、事前にご準備を

されていた方がいいのかなと思います。書き振りをどこかに入れるのではなく、これからの

対応として、仕組みを少しお考えいただいた方が、より充実するのかなと思いますので、ご

提案を少し。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

 

＜会長＞ 

ありがとうございます。 

他には、ございませんでしょうか。 

無いようでしたら、本日の議題はこれで終わりにさせていただいて、よろしいでしょうか。 

予定されていた議題は、これですべて終了いたしました。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。引き続き、事務局の方から、事務連絡をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

はい、事務局から連絡をさせていただきます。 

次回の会議は、７月ごろを予定しておりますので、よろしくお願いします。また、本日の

議事録につきましては、後日送付させていただきますので、よろしくお願いします。 

長時間にわたり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、これにて終了させていただきます。ありがとうございました。 


