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平成２９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３０年３月２８日（水）午後１時３０分から午後３時まで 

会場：豊川市役所 本３４会議室 

出席者：１２機関 

豊川市障害者（児）団体連絡協議会 

豊川市医師会 

地域アドバイザー（東三河南部圏域） 

愛知県立豊川特別支援学校 

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 

豊川市教育委員会 

豊川市子ども健康部 

豊川市福祉部   

欠席者：２機関 

豊川市民生委員児童委員協議会 

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会 

 

１ 開会のあいさつ 

＜会長＞ 

 定刻になりましたので、ただいまより「平成２９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。 

 本日は年度末の忙しい中、ご出席していただきまして、本当にありがとうございます。今

年度の会議も、今日が最後となりますけれども、審議事項が１から７までございます。ご審

議のほどをよろしくお願いいたします。 

それでは、次第に沿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ういことになっておりますので、引き

続き私が進めてまいります。本日は、社会福祉協議会の委員、それから民生委員児童委員協

議会の委員のお二人が欠席となっておりますが、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した。 

それでは、議題のほうに移ってまいりたいと思いますが、ここからの進行は、副会長にお

願いしたいと思います。副会長、よろしくお願いいたします。 
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２ 豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会より 

＜副会長＞ 

当協議会の副会長でございますので、ここからは私が進めさせていただきます。 

それでは議題の２の協議事項、豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会より、まずは

運営委員長から概要の説明をお願いいたします。 

 

＜運営委員長＞ 

それでは、まず私から、運営委員会の概要を口頭で説明させていただきます。 

前回の全体会以降、３回の運営委員会が開催され、相談支援部会と専門部会について、主

に協議が行われました。相談支援部会につきましては、まず、相談支援事業実績として、昨

年に引き続き、基幹相談支援センターを含めた委託相談支援事業所の活動の評価について、

委託元の市から報告がありました。次に、平成２９年度の課題整理として、毎月の相談支援

部会と事例検討会で挙がってくる個別の課題を、市全体の地域課題として抽出したものに

ついて協議しました。それぞれの具体的な内容については、事務局から説明をさせていただ

きます。 

専門部会につきましては、就労、子ども、地域生活それぞれの部会より、平成２９年度の

活動について報告がありました。就労部会は、特別支援学校などの教育機関や企業、支援機

関との連携強化について主に取り組んでまいりました。子ども部会では、ライフステージに

応じた切れ目のない支援体制を学ぶという課題について、先進地域である平塚市への視察

を行った上で、豊川市にて講演会を行いました。地域生活部会では、本日お手元に配らせて

いただきました「支援者向けマニュアル」と「ヘルプカード」の作成について主に取り組み

を行いました。 

それぞれの部会の具体的な内容と、来年度に向けての重点項目については、今から、事務

局から説明させていただきたいと思いますので、まずは相談支援事業事実績の方から詳し

く説明させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

＜副会長＞ 

では、順番に進めて行きたいと思います。なお、意見交換につきましては、時間の都合も

ございますので、議題の２の(１)と(２)の説明を行った後で、伺わせていただきます。また、

これからの議題につきましては、意見交換を含めまして３５分ほどを目安に進めいきたい

と思います。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

では、相談支援の事業実績報告について、説明させていただきます。 

相談支援事業の実績報告につきましては、昨年度の全体会でも説明させていただきまし

たが、委託を受けていない指定相談支援事業所の相談件数や時間等を含めた市全体の状況
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把握を行うことについて検討を行いましたが、やはり地域課題の抽出が重要である。との意

見も多くあったもので、市全体の課題を報告させていただくこととしました。これに併せて、

地域自立支援協議会には、中立・公平性を確保する観点から、委託相談支援事業所の運営を

評価する機能があるため、委託相談支援事業所の相談件数や時間等の数字の実績報告は、あ

くまで委託としての活動の参考とし、活動状況の実績に委託元の市の評価を加え、相談支援

事業実績として報告させていただくこととしました。 

事前資料１の、まず１ページにつきましては、今年度４月から１月までの委託相談支援事

業所の委託相談支援の件数と時間等になります。数字については、あくまでも委託としての

活動実績の参考としています。 

続きまして、ページ２から６につきましては、委託相談支援の仕様書のうち特徴のある項

目について、各委託相談支援事業所の実績として報告させていただきます。 

まず、２ページ、３ページにつきましては、専門的知識を必要とする困難ケース等への対

応についてとなります。各事業所とも基幹相談支援センターをはじめ、その他専門機関等と

連携して、適切な支援ができる体制を整え、困難事例に対応していただいております。また、

基幹相談支援センター、委託相談支援及び市の役割分担の整理がされつつありますので、よ

り一層の共通認識を持つよう図っていく必要があると考えております。 

続きまして、３ページ、４ページにつきましては、地域における相談支援事業所等に対す

る専門的な指導、助言等に関することについてとなります。各事業所とも相談支援専門員、

サービス管理責任者やその他障害福祉サービス事業者など関係機関等と幅広く連携を図り、

情報共有を行っていますが、今後より連携が必要となる高齢分野や、更なる連携が必要な児

童分野との連携強化の取り組みに今は期待しています。 

続きまして、４ページ、５ページにつきましては、豊川市障害者地域自立支援協議会の運

営についてとなります。各事業所とも、定期的な会議等へ出席し、委託相談支援事業所とし

ての意見を提案していだいております。また、専門部会の事務局として、部会運営が円滑に

いくよう積極的に取り組んでいます。今後は、課題の洗い出しのみならず、課題の分析、課

題解決法の提起を期待しております。 

５ページ、６ページにつきましては、各委託相談支援事業所としての役割についてとなり

ます。各事業所とも市の責務、役割を把握し、障害種別問わず必要に応じた基本相談を行い

ながら、相談支援を行っています。また、今までほとんど実績がなかった地域移行支援、地

域定着支援を行うことができました。今後も引き続き、市の委託事業者として、地域の相談

支援体制を支える中核的な存在として役割を果たすことを期待しております。 

７ページ目以降につきましては、基幹相談支援センター事業の実績を委託相談支援事業

所の実績報告と同様の視点でまとめております。 

７ページにつきましては、基幹相談支援センターの今年度４月から１月までの件数、時間

等の活動実績の参考となります。 

８ページ以降につきましては、総合的・専門的な相談支援の実施、地域の相談支援体制の
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強化の取組み、地域移行・地域定着の促進の取組み、権利擁護・虐待の防止・差別解消の推

進に関する取組み、豊川市障害者地域自立支援協議会の運営の補助、圏域、県との連携につ

いて、基幹相談支援センター事業の実績としての報告となっております。 

詳しい説明は、少し省略させていただきますが、委託事業所と同様にまとめています。 

以上が相談支援事業実績報告となります。 

なお、相談の量や質で評価することは客観的な指標がなく、難しいため、以上のような評

価方法としております。また、この圏域内を含め、評価方法の情報収集を行っておりますが、

十分なものが今のところ見当たっておりません。今後も少しでも有効な評価が行えるよう

情報収集を行っていき、取り組んでいきたいと考えております。 

以上となります。 

 

＜事務局＞ 

それでは、引き続きまして（２）の平成２９年度の課題整理について、事前資料２を使い

ましてご報告させていただきたいと思います。 

今回の課題整理ですが、昨年までと同様、相談支援部会での報告をもとにお伝えさせてい

ただきます。現在、相談支援部会の方では、相談支援事業所から毎月の実績報告をいただい

ております。その他、事例検討会、委託を受けていない相談支援事業所も含めた相談支援事

業所会議を行いまして、その中から、事例の共有、意見交換、あと地域の課題と思われるも

のを、ここにまとめさせていただいております。 

まず１ページ目からですが、項目と検討のポイントの方を中心にご報告させていただき

ます。 

医療的ケアが必要な方が利用できるサービスについてというところで、昨年までも出て

おりましたが、医療的ケアを持つ方の地域での生活について、この地域では、信愛医療療育

センターが今年度できまして、医療依存度が高い方の支援については充実してきており、シ

ョートステイやレスパイトが可能となってきております。その一方で、医療的ケアが必要な

方でも、重症心身障害児者でない方。例えば、身体障害者手帳しかお持ちでないような方、

重心認定をされていない方については、なかなか利用が難しいという現状もございますし、

あと国の方では、医療的ケア児者の方の支援が遅れている、体制整備が遅れているというこ

とで、医療的ケア児者の連携協議の場が必要ということで、そういう場を作りなさいという

ところが出ております。県の自立支援協議会の方でも、専門部会を作って、来年度取り組ん

でいこうという動きがあるそうです。愛知県の中では、市町村でも取り組むようにというこ

とで、３０年度末までに、こういった協議の場を作る必要があるということで、具体的にど

のような場をつくっていくべきか、そういうことも、是非委員のみなさまからご意見を伺い

たいと考えております。 

次に、支援に専門性が必要な方が利用できるサービスについてという項目で、４番の事例

の方ですが、訪問入浴をこの方は使いたいというご希望です。ただ、現在、訪問入浴につい



5 

 

ては、豊川市の中では月１０回、だいたい週２回くらいが限度ということで、これにつきま

しては、市の方がアンケートをとり、訪問入浴の回数を増やすことも検討していただいてい

る状態でございます。その後、５番からですが、これにつきましては、重度の知的障害者の

方の生活の場の件です。これについては、後からも出てきますが、高齢のご家族が障害を持

つ方の介護をしているという状況の中で、将来どうするのかという問題になります。今、入

所施設、市内にもありますが、国の方では、入所施設は増やさない方向でもございます。待

機者も多いという現状の中で、まだまだ地域全体で見ていくという体制にはなっていない

かと。施設についても、是非施設からの地域移行しながらの、重度の方も利用できるような、

回転ができるような動きができないのか。グループホームについても、重度の方が利用でき

るような体制を目指せないのか、と考えております。 

２ページ目を見ていただいて、１０番から１２番の方については、行動障害のある方の対

応できるサービス、事業所が少ないというとことで、前の話も併せてですが、今後、地域生

活支援拠点の議論も重ねて考えていく必要があると考えております。 

その後の余暇活動の支援についてですが、障害のある方も潤いのある生活のためには、や

はり余暇支援、余暇活動の充実が必要ということで、その一つには、地域活動支援センター

も考えられると思いますが、例えば１５番の事例の方は、現在、豊川では、平日に就労継続

支援Ｂ型と地域活動支援センターを、平日に併せて使うことが難しい状態になっておりま

す。ちなみに、平日に就労継続支援Ｂ型、土日の休日に地域活動支援センターを使うことは

可能です。そういうところで、土日に今、地域活動支援センターを実施している事業所が少

ないこともありまして、現実、平日に就労継続支援Ｂ型と地域活動支援センターを使えない

という状況があります。運営委員会の方でも、これについては、議論をしていただきまして、

委員のみなさまの中では、見直しが必要ではないかということと、やはり、余暇活動は、充

実させていく必要があるのではないか、青年期の居場所作りが必要ではないかということ

で、これにつきましても、また委員のみなさま方からもご意見を伺えればと考えております。 

別の項目につきまして、就労関係では、やはり発達障害や精神障害の方、高次脳機能障害

の方への支援スキルを高めていく必要があるというところと、就労定着のための支援も充

実が必要ではないかということです。これについては、来年度の就労支援部会でも検討でき

ればと考えています。 

次に３ページの後半、ひとり暮らし支援のところですが、これも地域生活支援拠点と重な

るかも知れませんが、ひとり暮らしの方への緊急時の支援システムを充実させる必要もあ

ります。あと、バリアフリー住宅や、なかなか保証人がいない方に住宅を借りることが難し

い現状もあります。地域として、不動産関係者との連携体制を作っていくことも必要かと思

われます。 

４ページ目にいきまして、ここからは支援者のスキルアップ、関係機関との連携が中心の

項目です。例えば、医療機関との連携につきまして、精神障害の方、例えば、医療に結びつ

いている方でも、予約ができない、受診が困難になっている状態の方について、なかなか病
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院へ連れて行くことができない方について、支援の困難性が出ているという課題も出てい

ます。あと、先ほど出ました、精神科病院からの地域移行につきましては、実際に、豊川で

も実践が始まっておりますが、まだ事業所では、２件の相談支援事業所が対応しているとい

うところで、他の事業所も含めて、今後スキルの向上が必要と思われます。その他、精神障

害者の症状に関する勉強も必要であることと、５ページ以降、ひきこもりの傾向のある方へ

の対応であるとか、障害を持つ子育て支援、障害を持つお子さんの支援。特に子どもさんに

関しては、地域で中核となる子育て支援機関がやはり必要だという感じもあります。 

６ページを見ていただきますと、最近は、放課後等デイサービスと児童クラブの連携のと

ころでも課題ができていると思われます。 

７ページ目にいきますと、高齢障害者の問題と、先ほどもお話させていただきましたが、

高齢のご家族と障害のお子さんといいますか、障害者の方がいるような老障世帯の方につ

きまして、今後やはり、介護関係、高齢分野との連携も強めていく必要があると考えており

ます。もちろん、個々の相談員でそれぞれ連携をとって進めていただいてはいるのですが、

相談支援事業所も増えております。そうした中で、利用者の不利益にならないような形で、

地域でも連携体制を作り上げていく必要があると考えています。 

８ページ目にいきまして、金銭管理に関して、例えば、浪費傾向にある依存症の方につい

ての課題も出てきております。これにつきまして、先日、依存症に関する研修会を実施させ

ていただきました。研修会をすれば、それで解決するという訳では決してありませんが、先

ほどのような支援スキルの向上で出てきたような、そんな課題をもとに、支援者として障害

の理解、スキルの向上ができるような研修会を、今回の課題をもとに、来年度、企画をして

いこうと考えております。 

最後に７６番の方ですが、この方は知的障害で自転車を乗られていたのですが、自転車の

事故で歩行者の方に怪我を負わせてしまったと。ただ、これが無保険であったということで、

治療費が支払えないという問題が起きました。自転車の利用者の方も多いので、これは支援

者の方でも保険加入について啓発が必要だと考えております。 

以上が相談支援部会の報告となります。 

 

＜副会長＞ 

 それでは、ただいまの件、事務局からの説明について、ご意見等ございましたら、お願い

したいと思いますが、何かございますか。 

 

＜委員＞ 

私の方からは、特に医療的ケアが必要な方の利用できるサービスというところで、医師会

の立場でいきますと、事前資料２の１ページのところです。訪問看護師さんが日中の支援の

みで対応しているというのは、身体障害児の日中の意味での支援ということで、検討のポイ

ントとしては、夜間のカバーをできるようにということで、体制作りが必要という指摘だと
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思うのですが。そういう意味では、訪問介護でも、こういう障害児に対応するためのセンタ

ー的な指定を行い、特に主になって動いていただけるような訪問看護ステーションに指定

をして、そこへ力を入れていくという流れがいると思いました。 

それから、ここのところで、重心とは、これは子どもさんのことですか？ 

 

＜事務局＞ 

はい、そうです。 

 

＜委員＞ 

私は、訪問診療をやっていまして、交通事故のあとの寝たきり。いわゆる、いま３０代、

４０代、５０代の人たちですね。そういう人たちが、親が高齢になって７０歳ぐらいになっ

てきて、これからこの子がどうなっていくのか。自分が病気した時に、どのようにこの子が

見てもらえるのかという相談を受けることが多いのです。先ほど言われていた、重心の指定

を受けている人はいいのですが、単に障害者手帳だけしかなくて、胃ろうなどやられている

４０代の人たちが行くベッド。そういう人を収容してくれる所が難しいと。制度上では、６

５歳以上になると介護保険が関わってきて、その前の子どもたちで重心の判定があればそ

れを対象としている支援機関に行くことが出来ますが。その間の人たちに対して、右往左往

している状況があるので、年齢的な壁を取っ払うような画期的な姿勢がいるとひとつ思い

ました。 

 あともう１点だけ。もう１点は、事前資料の４ページの地域移行支援というところで、精

神障害に関して、理解、支援スキルの向上が必要というところで、その前の医療機関との連

携でもそうなのですが、各事業所で勉強してもらって、精神障害の人に、みなさん対応でき

るようにしてもらうという発言がありましたが、これはやめた方がいいと思います。要する

に、すべての事業所にそれだけ勉強してもらって対応するという発想は無理で、それに特化

して、それに得意な事業所をやはり育てて、棲み分けをしていくような流れの方が現実的と

思います。以上です。 

 

＜副会長＞ 

どうもありがとうございます。 

他にいかがでしょうか。 

 

＜委員＞ 

そうですね。この中で気になるところは、２ページ目の余暇支援ですね。やはり障害のあ

る方の余暇は非常に選択の幅が狭くて、楽しみのある生活を作ることで相談員も苦労して

いる中で、１５番の地域活動支援センターの併用。実は、豊橋の方でも、地域活動支援セン

ターと就労継続支援Ｂ型との併用が、なかなか難しい部分があるのです。ただ、豊橋の場合
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は、現状は豊川と同じで、平日は就労Ｂ、土曜日は地域活動支援センターが使えるというの

は同じなのですが、併用する理由、目的を明確にしていただければ応相談という形になって

います。これについては、継続的に話をしていただいて。たぶん問題になってくるのは、地

域活動支援センターの委託のあり方だと思うのです。ひとり当たりいくらかかったという

形の包括的な支払いになっていると想定されるのですが、その辺りも見直す検討をしても

いいかもしれません。あとは相談員の計画の中に、例えば、月水金は就労Ｂ、火木は地域活

動支援センターとなってくると、支給日数が明確になってくるので、市の方でそこをしっか

りコントロールしながら、併給にならないように。そこは、残念ながら原則ですので。そこ

を検討していただければ、支援として地域活動支援センターが選択肢の一つとして使える

と思います。また、それ以外にも、当然、地域活動支援センターだけが余暇の場でないので

すが、やはりこの協議会の中で、障害のある方の余暇の場というのは、活動支援センター以

外にも、もう少し取り組んでいただけるといいなと思いがいたしました。以上です。 

 

＜副会長＞ 

どうもありがとうございます。 

その他の方で、ご意見等はございますか。 

 

＜委員＞ 

医療的ケアが必要な方たちの実態について、どのくらいの方を対象として豊川市が考え

ていくのかという把握を、どのような形でされているのかということです。 

お隣の蒲郡市で、今、児童発達支援センターを設置していく上で、検討の話題になってい

るのは、医療的ケア児のケア、受け入れ。これについて、どのくらいの子ども達が対象にな

るのかの把握が難しいと言っています。国の方で、医療的ケアが必要な方に対する実態調査

と、それから医療、福祉、教育で、それをどのように取り組んでいくかという厚生労働科学

研究に基づく研究班が動いていまして。その中では、在宅療養指導管理の対象となっている

お子さんたちが、まず医療的ケアが必要な方という形で拾えるのではないかということで

研究が進められているみたいなのです。これが、豊川市単独で拾えることか可能なのか。こ

こは私は、分からないので、国がこんなことをやっていますという情報提供と、ある程度の

対象者のイメージ像というか、ターゲットとして、どのくらいの範囲を豊川として考えてい

かなくてはいけないのかということの把握は、どこかでしておく必要があるのではないの

かと思いました。これが１点です。あと３つぐらいあるのですが。 

家族支援ですが、これは、お子さんに対して、ご両親、保護者の方への支援というイメー

ジが付きやすいのですが、とても重要です。兄弟児支援というものも、そこに位置付けてお

く必要があると思います。どうしても、親御さんが障害を持つ子への時間に割かれてしまっ

ていて、他の兄弟が一緒に過ごす時間が減っていくことに伴う、いわゆる愛着形成の不全が

起こりうる可能性があるので、そういう意味では、兄弟児支援を家族支援の中にしっかり位
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置付けて考えていかれるといいと思います。そうすると、市の中でも、子育て支援に関係す

るような、あるいは、保育に関係するような、担当のその所管下の方のみなさま方や、その

検討チームであったり、市協議会とかあると思いますので、そちらの方とも連携も必要にな

ると思います。これはご検討くださいというものです。 

次に、金銭管理の話ですが。先月、東海財務局さんが主催をした知的障害者の家計管理支

援という研修会が開催されました。これは、市町村の担当者や、社会福祉協議会の担当の方

が主に参加しており、福祉関係者はおりませんでした。内容としては、少し高度過ぎるので、

実際にそれを支援の現場に生かすには困難だと思いましたので、多少ダウンサイズしてい

く必要があると思いました。国のそういった機関でも、実は、多重債務の支援がメインなの

ですが。すでに多重債務に陥っている方を、どのようにそこから脱出をしていくのかという

部分での家計管理支援という視点で考えていたので。僕たちが地域生活支援をしていく上

でも、ここはリンクしていく可能性があるかなと。就労支援の中でも、働きたいという方の

背景には、借金を抱えているのでこれを返していかなくてはいけないということで、相談に

くるケースもありえるので、少し情報共有をしていくことも、今後あってもいいと思いまし

た。これは、情報提供です。 

最後に、自転車の話が出ましたので。名古屋市と知多半島のどこかの市が、条例で自転車

の保険に加入することを義務付けました。これに伴って、掛け捨てで自転車保険の部分だけ

加入ができるような保険が出始めています。そう高額ではないので、こういったものをうま

くアナウンスをしていくことも必要かと思います。あるいは、すでに対象になっているのか

も知れませんが、ＡＩＵ保険といったようなものの中に位置付けてもらうのも一つかもし

れません。ただ、ＡＩＵ保険は金額としては高いので、それよりかは、掛け捨てのその自転

車保険の方が入りやすいと思います。これは、リサーチしてもらえれば出てくると思います

ので、入る、入らないは、ご本人の選択になりますけれども、情報提供はできるのではと思

います。以上です。 

 

＜副会長＞ 

貴重なご意見、どうもありがとうございました。 

先ほどのご意見に少し補足をさせていただきますが、自転車の安全運転の観点の条例で

ございますが、豊川市もこの４月から施行の予定をしております。条例の方は、議会をとお

りましたので、罰則規定はございませんが、賠償責任保険の努力義務という形になっており

ますので、今後いろいろな所で PRをさせていただく予定でおります。 

では、時間の都合もございますので、次の議題に移らせていただきます。 

次に各専門部会について、事務局の方から順番に説明をお願いしたいと思います。この議

題についても、意見交換を含めて３５分程度で進めていければと思っています。では、よろ

しくお願いします。 
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＜事務局＞ 

まず、就労部会について説明させていただきます。事前資料３の方をご覧ください。 

まず、就労部会としては、就労支援のための仕組み作りということを目的に活動しており

まして、今年度の取り組みとしては、先ほど運営委員長からご報告があった通り、連携強化

を中心に取り組んできました。その取り組みの中の１番４番５番について、取り組んだ内容

については、２ページ以降に書かせていただきましたが、ハローワーク、特別支援学校、そ

れから企業と支援機関との連携を中心に活動させていただきました。その結果、来年度以降

も継続的に進めていきたい課題と考えております。 

２番の精神発達のある方の就労支援についての研究ということで、お手元の資料の２ペ

ージ目の②をご覧ください。まず、先進的に進めている事業所の視察に行ったことは、前回

のこの会議の中でお話しをさせていただきました。それをもとに作業部会で検討し、それと、

先ほど取り組みの⑤の企業と支援機関の連携強化ということで、お手元資料５ページ目の

一番上の⑤のところに書かせていただいておりますが、連携強化と理解促進ということで、

二つを合わせまして、そういった事例を持っておられる企業さんをお呼びして、セミナーを

するということで進めてまいりました。２月２３日に障害者雇用促進セミナーを開催させ

ていただきました。こちらでは、参加人数の方が７７名。今回は、今までのセミナーと違い

まして、企業さまの参加が多く、２７名の方が来ていただけました。これも、ハローワーク

との協働の結果、このような数字になったかと思います。こちらについては、６ページ以降

にアンケート結果として添付いたしましたので、そちらご覧いただければと思います。そこ

から、このセミナーの効果について少し説明させていただきたいと思います。 

３つあります。まず、グループトークをやった中で、企業同士で意見交換が盛んに行われ

まして、実際にお互いにどのようにやっているのかを見学に行かれたという実績も出てい

ました。２点目に、企業で抱えている課題をグループトークで提起、話し合いの中から助言

を得て、実際の採用に進めた、ということもあります。これは、ある企業さんが、なかなか

採用担当と上層部と現場との温度差があるというところを非常に悩まれていた企業さんが

ありまして、そこにセミナーの講師の方も一緒にグループに入ってお話を進めていったと

ころ、そういう風に進めていったらいけるという話を、実際に上層部に話が伝わって、そう

いう形で採用を進めていこうという話が進んでいるということがありまして、それはなか

なかいい結果だったと思います。最後に、別のグループトークの中で、企業さんの方から、

「どうぞ見学に来てください。」というお声があり、早速支援機関がみんなで見学をさせて

いただいた後、実習等々もさせていただいて、今採用に至っているケースも聞きました。そ

のような形でセミナーの効果が上がってきている、という結果のご報告です。 

 そういった今年度の取り組みを経て、来年度の取り組みの重点目標ですが、まず、やはり

精神・発達障害の方への就労支援について、どうしたらうまく支援が出来るかということを

やっていきたいということで、視察に行った東京にある多摩棕櫚亭協会さまに来ていただ

いて、その辺の講演を企画しようと思っています。２点目に、「企業へ就職したらそれまで」
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ではなくて、今一番盛んに言われている就労定着支援というところへの取り組みです。それ

については、まだまだ法律が出てきたところ、始まったところですので、そこの理解促進か

ら始めていかなくてはいけないというところで挙げました。３点目に、就労部会でも、運営

委員会でも挙がったのですが、企業団地へのバス路線のことです。豊川では御津側の方の埋

め立て地がありまして、そちらの方に企業がたくさんあるのですが、足がなくてなかなかい

けないというお声がありました。それにつきまして、もしバスが、例えば１日１本走るとい

うことが起これば、雇用が進むのではないかと。それについては、どのようにしていったら

確保できるのかといったことを、来年度検討できたらということで挙げました。最後に、小

中学校の取り組みということなのですが、特別支援学校との取り組みは、継続してできるよ

うになりましたが、小中学校の支援学級につきましては、どのように取り組んでいくかは今

後の課題と思いますので、来年度の目標としたいです。特に２番目３番目の定着支援につい

てとバス路線については、委員のみなさまにご意見を頂ければと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

 

続いて、こども部会の報告をさせていただきます。事前資料４をご覧ください。２９年度

こども部会では、「子どもの育ちに応じた支援体制の学びと連携を促進する」を目的として、

活動してまいりました。重点課題として、「①夏休み中高生事業所体験事業をベースとした

合同事業所説明会の充実」、「②子どものライフステージに応じた切れ目のない支援体制を

学ぶ」が目標でした。①につきましては、７月の全体会でお伝えいたしましたので、割愛さ

せていただきます。②につきまして、資料３の年間スケジュールにもありますように、１２

月１５日に、神奈川県平塚市の視察。裏面１月１３日には、又村あおい氏の講演会を企画、

開催いたしました。平塚市は、発達が気になる子どもに対しての支援体制が整備されており、

また、ご講演いただいた又村あおい氏は、神奈川県平塚市の障害福祉担当部署に所属されて、

主に障害のある子どもの福祉制度を担当され、支援体制の仕組み、構築する活動を進められ

ていた方です。又村氏のお話を聞く前に、平塚市の子どもへの支援体制を学ぶために、就労

に行く前の子どもの発達相談、１８歳未満の子どもの福祉サービスの相談及び情報提供、ま

た子どもの福祉サービスの支給決定もしている「こども発達支援室くれよん」も視察させて

いただきました。資料３ページから７ページに視察のまとめがあります。「こども発達支援

室くれよん」は、発達が心配な子どもの支援の中核を担っており、情報が１点に集まる仕組

みになっています。子どもに関係する機関や連携体制を、密に取ることができるようになっ

ていました。また、切れ目のない支援のために、平塚市では、「はぐくみサポートファイル」

というものがありまして、その都度、ファイルみたいになっていまして、ページが１ページ

ずつ増やしていけるようになっておりました。豊川市でも成長記録ファイル「すてっぷ」と

いう、同様のものが作られた経緯はあるのですが、活用にまで至っていないのが現状です。

１月１３日の又村さんの講演会では、１５４名の豊川の子どもの成長に関わっている支援

者の方たちに参加をしていただきました。資料８ページから１７ページまでが講演会のア
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ンケートになります。膨大な量になってしまい、すみません。その講演から、子どもたちの

最善の利益を一番に考えて、それぞれのライフステージでつなぎが大切であることを学び

ました。２月２６日には、第２回専門部会を開催して、委員の方々へ視察の報告と講演会に

ついて、ご報告をしました。また、平成３０年度事業計画としまして、以前作成された成長

記録ファイル「すてっぷ」を取り上げていくことを確認しました。委員の方々から、昔のこ

とはだんだん忘れてしまうので、ステージが上がるごとに、幼少期から説明することが適当

になってしまうのか。あとは、色々な場面で同じような書類を書いているので、このシート

が共通様式になるといいなという意見を頂きました。資料２ページの４、平成３０年度に向

けての重点項目としまして、既存の「すてっぷ」の活用方法や改善箇所、どう周知すれば、

皆様に使っていただけるのか、有効的に活用できるような方策を検討し、取り組んでいきた

いと考えています。なお、成長記録ファイルの「すてっぷ」は、豊川市のホームページにも

載っていますので、ご覧いただき、もしご意見等ありましたら、事務局までよろしくお願い

します。 

委員の皆様には、子どもの支援の中核になる児童発達支援センターや、「すてっぷ」がど

のような書式でどのような内容であれば、ライフステージに活用することができるのか、周

知するための方法など、よい案があればご意見を頂きたいたいと思います。よろしくお願い

します。以上です。 

 

続きまして、地域生活部会の今年度の活動報告について報告させていただきます。今年度、

地域生活部会は「緊急時に安心して豊川市で生活を送ることができる体制作り」を目標に取

り組んでまいりました。今年度の大きな取り組みとしましては、お手元の当日資料というこ

とで配布させていただきました。支援者向けマニュアルということで、名前は「障害者と避

難所で過ごすために～あなたの力が必要です～」という小冊子と、それから、Ａ４の紙１枚

になっております「ヘルプカード」と書いてある、自分で所持する個人カードの作成。こち

らの方を今年度は主に取り組んできております。 

まず、１年をかけまして、当事者団体様や関係機関の方に聞き取りを行い、事務局の方で

検討をして、部会の方でもご意見を頂いて作っていきました。これが、今年度の完成系とい

う形になります。第２回の地域生活部会の時に、皆様に普及やご意見を伺っております。現

在、事務局の方からできることとして、市のホームページには載せることはできるというこ

となので、市のホームページの方から個人でダウンロードすることができるようにしてい

きたいと思っています。 

マニュアルの方ですが、豊川市内には９５箇所ほど避難所があり、そちらに３冊ずつおき

たいのですが、実際、カラー印刷はお金がかかってしまうことになるので、まずは白黒印刷

で置きます。こちらの個人カード「ヘルプカード」の方も、各当事者団体さんの方に登録者

数は白黒であれば配布はできるというところでお話をしております。部会の時の委員さん

からの意見では「白黒ではわかりにくい、せっかくカラーで作っているのでカラーで作って
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みたらどうか」というご意見がありました。あとは、防災対策リーダーさんや民生委員さん、

避難所でリーダーになる方への啓発にも使えるのではないか、教育機関で障害の理解に使

えるものになるのではないかというご意見も頂いております。予算が必要になるというこ

とになりますので、先日の運営委員会に上げさせていただきまして、運営委員会の方からは、

予算化という話が出ております。ぜひ、今回全体会としても予算化についてのご意見をお願

いしたいと思っております。 

次に、短期入所担当者連絡会について報告させていただきます。豊川市内にあります短期

入所を行っている事業所間での連携を図るために開催しております。今年度３回開催し、そ

れぞれ横のつながりを深めていくために、担当者同士が意見を交換させていただいており

ます。第２回の時には、シンシア豊川さんにご協力いただきまして、避難訓練や防災用品の

ことなども勉強させていただきました。第３回の時には、今年度豊川市に新しくできました

信愛医療療育センターさんのお話を伺う機会も作らせていただきました。 

最後に、来年度に向けての重点課題について、第２回地域生活部会で検討いたしました。

さきほどの課題整理の話でもわかるとおり、豊川市では多種多様の課題があります。課題が

あることは他の市町でも同様かと思いますが、そのなかでも緊急時に利用できる資源の検

討や確保と、高齢者と障害者家族の支援の部分についてご意見を頂きました。その結果、地

域生活支援拠点事業への取り組みと概ね繋がっていくのではないかということで、来年度

の取り組みとしては、地域生活支援拠点事業への取り組み。基本は、市が方向性を示してい

くのですが、地域自立支援協議会を活用していくことになっておりますので、地域生活部会

として一緒に検討していきたいと思っております。また、短期入所の担当者連絡会について

は来年度も、今年度同様に年３回程度の開催を予定しております。以上です。 

 

＜副会長＞ 

はい、ありがとうございました。 

それでは、ご意見の方を伺っていきたいと思っていますが、まずは就労部会の説明につい

てご意見はございますか。 

 

＜委員＞ 

私は商工会議所ということで、経済界というスタンスですが。特に就労支援ということで、

平成３０年４月から法定雇用率が改正されるということで、私ども最初の上議員会の席上

で、本日お見えのハローワークの所長さんの方からも、現状や法改正のお話は頂いておりま

して、各企業さんから情報提供を支援させていただきます。特に人手不足が深刻化しており

ますので、今後、そういった採用のチャンスが増えていくと思いますので、そういった能力

を高めていっていただけたらと思います。また、いろいろな商工会議所の方からも２４００

の会員様がおりますので、必要な情報は、いろいろな機会に提供させていただきたいと思い

ます。また、メセナという広報誌もございますので、またご希望があれば、そういった情報
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も提供させていただきたいと考えています。 

あと、前の議題に関係しますが、余暇の活動が充実してないということがございましたが、

選択肢が絞られてくるかと思いますが、私どもの会員事業所の方で、玩具の販売をしている

会員さんがございまして、お子さんが中心となってくると思いますが、もし希望があれば、

出張して、そういった玩具、プラモデルを作るなどの支援をさせていただきますというお話

もございますので、もしそういった気軽に集えるところがないところであれば、施設まで訪

問してそういった支援をさせていただきますので、また申し出いただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 

＜副会長＞ 

ありがとうございました。他にいかがですか。 

 

＜委員＞ 

就労定着支援事業の理解の促進という重点項目となっていますが。到達目標をどこにお

いているのかが漠然としているので、どうなると、この重点課題が解決したか認識できるの

かが、おそらく現状での課題なのです。就労定着支援事業は、理解しなくても、３月１４日

の厚生労働省の主管課長会議で示された資料で、具体的な内容も示されていますし、報酬単

価も出ているので、だいたい月額でどのくらいの運営が可能なのか、どれくらいの人員配置

が必要なのかは見えてきているのです。そうすると、理解を促進するということを問題とし

て提案しなくてはいけないその背景は何か、が漠然としていると認識しています。就労定着

支援事業が出てきたその背景から考えれば、職場へ就職するが、その後、離職が早いという

ことで。そこに対するアプローチは、ジョブコーチがいますが、そのジョブコーチの数もこ

の地域で充実しているかというと、そうたくさんいるわけではないので、そこのサポートが

出来ていない。では、それを福祉事業所として、しっかりと長く働き続けられる、応援がで

きるといいのではないですか。というのが背景にあるわけです。そうすると、就労移行支援

事業所は、そもそも最初の半年間は、事業所としての責任で、就労定着支援をしなくてはい

けないわけで。この就労定着支援事業という新規事業を、むしろどう活用するのかというこ

とを、確認する必要があると思います。理解の促進というよりも、使い方をみんなで共有す

る。事業の内容そのものは、月に１回の対面支援と、月に１回以上の企業さんへの訪問を課

しています。実はそんなに、言うほどの密な支援をできる内容ではないのです。しかも、事

業所としては、この指定を受けるためには、サービス管理責任者を置く必要があるというこ

とで、さまざまな人的負担をかけて、これがやれるのか、もしくはやれないのか。それから、

どういう形でこれを事業者も活用して、相談支援事業所もこれを繋げていくことができる

のかいう使い方を勉強した方がいいと思います。 

また、当然障害福祉サービス事業なので、１割負担が掛かるのですが、「僕は、頑張って

施設を卒業して就職をした」という、その自信を持って働きに出た方たちからした時に、こ
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の定着事業を使うから１割負担ということを求めなくはいけないので、「僕は働いているの

になぜお金を払わなくてはいけないのだ」と思ってしまう人が出るのであれば、きちんと事

前のレクチャーが必要と思います。この就労定着支援事業は、現状で３月１４日の資料でや

っとその先が見えてきたところなので、指定を受けても一番早くても５月以降、６月以降に

ならないと、事業者は動かないのです。私が聞いている中だと、半年は様子を見ましょうと

いう事業所も結構多いので。そうであれば、最初の第１四半期、第２四半期ぐらいまでは、

就労定着支援事業の中身と使い方。後半の第３四半期、第４四半期。特に第３四半期ぐらい

は、実際にその事業を利用する方が出てくる可能性があるので、その利用していく中での課

題の抽出をして、次年度に向けて事業者がこの指定を受けようと思ってくれるための、何か

後押しをする方法をみんなで考えましょうという形で、段階を踏んだ形のスケジューリン

グをしておいた方が良いと思います。そういう意味で、これが解決した、既決する目標が曖

昧と申し上げたのは、理解の促進はさして必要がなくて、使い方を共有することと、利用者

にとってみれば、もしかしたら自尊心に少し負担をかけると、自分が自信を持っているとこ

ろに対して、まだ福祉サービスを使わなくてはいけないと思わせてしまう可能性があるこ

とを、きちんと自分たち支援者が認識をした上で、この事業を使いませんかと提案ができる

か、ということなので、事業者も相談支援事業所も、みんなでこれは考えなくてはいけない

課題だと思うので、少しスケジューリングをしながら考えていかれるといいと思います。単

純に、その報酬を見るだけですと、２０人以下の利用者が就労定着支援事業としていた場合

の、マックスの２０人いたとしたら、定着率によって報酬が変わりますが、９割の方が定着

していることであれば、だいたい月額で６０万くらいしか入ってこないです。そうすると、

一人工で置けるわけではないので、ジョブコーチとどうやって、うまく連携しながらやって

いくのか、相談支援専門員とどのように関わっていくのか、事業所としてどう関わっていく

のか考える必要がある、と。現段階の情報で、自立生活援助事業や自立訓練の訪問型などと

併給ができないという中で、サービスの組み合わせ方、アプローチの仕方、応援の仕方、本

人への伝え方など、段階的に共有して使えるようにしていくことを考えるといいと思いま

す。 

大変厳しい目でお話しをしましたが、みんながこれを活用するのかというと、少し出てき

た情報から見ると、なかなか厳しそうなので、運営の仕方、運用の仕方を、みんなが分かっ

ている必要があるという危機感を覚えましたので、厳しめにご発言させていただきました。 

 

＜副会長＞ 

ありがとうございます。その他にご質問等ありますか。よろしいでしょうか。 

それでは、次にこども部会の説明につきまして、ご意見等ございましたらお願いします。 

 

＜委員＞ 

 子どもの支援をやっている立場上、こちらの方を述べさせていただきます。 
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子どものライフステージに応じた切れ目のない支援体制を学ぶというのは、本当に重要

なものと思っていまして、児発支援センターに向けて少しずつ体制整備をしていかなくて

はいけない。そういった中で、先ほどお話がありました成長記録ファイル「すてっぷ」。こ

ちらの方を本来、保護者の方が、そういった書類を持っていれば、発達段階に応じて、それ

を支援機関に見せるということで、情報の共有ができますし。ひとつは、個人情報の保護と

いう観点からも、こういった途切れない支援体制を作るといった部分での重要なツールと

考えています。特に、配布の時期や配布の方法は、どういうタイミングで、どのようにして

いくかがひとつの課題だと思っております。例えば、配布方法でしたら、保健センターの健

康受講教室やそういったものがありますし、福祉課の療育手帳の申請時や、あと発達相談等

保健センターさんがいろいろやっていて、子育て支援課の方にもそういった相談がある。そ

ういった中で、少しずつ周知をしていかなくてはいけない、いけたらと思っております。 

活用の方法としては、特に就学相談や、子育て支援事業所さんを利用される、放課後等デ

イサービスを利用される、その時に、そういったファイルを持っていれば、うまく伝わると

思いますし、そのイメージとして、先程、市のホームページにアップという話がありました

が、例えば、発達記録書を挟み込んだり、もしくは診断書があれば診断書を入れたり、児発

などのサービスを使っていたサービス等利用計画なども挟み込んで利用していっていただ

けるようにすれば、有効に活用できると思います。まずはしっかり市の関係部署でそういっ

た情報共有をしながら、関係機関の方にご協力の依頼をしながら周知を図っていけたらい

いかなと思いました。以上です。 

 

＜副会長＞ 

ありがとうございました。 

その他こども部会につきまして、ご質問等ございますか？ 

 

＜委員＞ 

成長記録ファイル「すてっぷ」というもの自体を私が見たことがなく、物が分からないで

言っていて申し訳ないのですが。これから周知をしていきながら、新たなお子さんに対して

は、いろいろなところに相談をもちかけていきながら、「こういうのがありますよ。是非使

ってください」というのは、周知していくのは当然だと思います。 

今現在、小中学校の特別支援学級の全員分と通級に通っている全員分については、個別の

支援計画を作っていまして、保護者が毎年、３月ごろに担任、関係者と了解しながら、来年

度こういう風に育てていきましょう、と、１年間の目標を共有する。そういうものを現在、

小中学校でやっております。方向としましては、保護者の了解のもとで、中学校を卒業した

次のステップに送っていけられるように、と動き始めています。新たなお子さんについては、

「すてっぷ」をもっと活用してもらってもいいですし、今現在のお子さんについては、そう

いう取り組みで保護者も学校も共有しておりますので、上手に使っていただければと思い
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ます。以上です。 

 

＜副会長＞ 

ありがとうございます。その他にございますか。はい、お願いします。 

 

＜委員＞ 

なぜ、切れ目が生まれるかということを、みんなで共有することが必要で、切れ目が発生

しているところに、支援者側が思っていることと、親御さんが思っていることと、子どもが

必要なサポートが受けられているかどうかという視点と、それから、学校、保育園など受け

入れる側の視点と。それぞれで欲しい情報が、ミスマッチを起きているのではないかと思い

ます。だから、先ほど、そういったものがホームページに載っていることすらも知らなかっ

たという話になってきたことは、まずは周知されてなかったことが分かったと。これを活用

することによるメリットが、たぶん伝わっていない。そして、これを使うことによって、親

御さんや子どもさんだけがメリットがあるわけではなく、支援者も周りのいろいろな方た

ちも、とにかくこれがあることによって、子どもにとっての適切な配慮を促すことができる

という市としてのメリットが共有できていないことが、最大のポイントと思います。そうす

ると、例えば、この度地域生活部会でも作られた個人カードも、あそこに書いてある内容っ

て、きっと「すてっぷ」と被るところが多分にあると思います。だから、子どもの成長記録

として最初の段階で、先ほど保健センターの健診事後教室で配ることもひとつの方法でし

たが、まさしくそうだと思います。子のサポートをしていく上では、母子保健からずっと子

どもの成長していくプロセスの中で切れ目が発生しているとした時に、まずこの切れ目、つ

まり伝わらない情報は何か、ということと、書きづらさがもしあるのであれば、親御さんに

とってみれば負担にもなるし。それから、先ほど、教育の方で、個別の教育支援計画がある

ということで、今、小学校から中学校までは確かに圏内で進んでいて、中学校から高校まで

が全然進まない状態にあります。でも、ここもうまく統合ができれば、親御さんもたくさん

あれこれ書かなくても済むのです。ここをうまく整理をして、子育て支援も障害福祉も学校

教育も、幼児教育も含めて、全てが共通様式になっているように、もう一回再編して、使い

やすい形で提供した方が良いと思います。たぶん使いにくいのです。これができて数年経っ

たと思いますが、うちのスタッフがその検討の場に入りましたが。たぶん、このミスマッチ

の解消が最大のポイントかなと。それから、バラバラある様式を、一回豊川はこれという形

でまとめてしまう。それから、これは幼児期、乳幼児からもずっと繋がって、ひとつのファ

イルがその都度、その都度、成長にしたがって、解除式で増やしていけるような形にして、

成人した時に、新たに成長記録として本人に渡しても良いと思います。私は、可能であれば、

よその所ではサポートファイルという言い方をしていますので、マイサポートファイルと

いう形で、ご本人が自分で自分の困っていることが書けるようになってもいいと思います。

そういった形で、子どもの成長にしたがって、その時、その時に伝えなくてはいけない、あ
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るいは、伝えて欲しい、知っておきたいという情報の擦りあわせを、きちんとやった上で、

もう一回再構築をした方が、今あるものを使いましょうというよりかは、いいと思います。

私は見てないのでわかりませんが、ボリュームが多いとすると、書きづらいので、せっかく

この地域生活部会の方で考えられたカードもありますから。言ってみれば、このカードは、

「すてっぷ」の携帯版ぐらいに位置付けていくと、バラバラしなくて、みんなが繋がってい

るという、統合した形になるので、より使いやすくなると思います。恐らく、平塚のやって

いることはそういうことだと思うのです。子どものことは、いろいろな部局が関わりますの

で、一回きちんと寄って、本当にいるもの、いらないもの。これは、障害を持つ子に限った

ことではなく、おそらくそうでない子の子育ての中でも、親御さんが次へ伝えていくことが

苦手な方も今増えていっているので、どの世代のお子さんにも、どういう対象のお子さんに

でも使えますとした方が、もしかしたらいいのかも知れません。特に、豊川の場合は、もの

すごい大都市ではないので、わりと情報をみんなで共有しやすいだろう、という期待もあり

ます。ご破算にするのはもったいないので、使いづらさの検証と、なぜ使われなかったかの

リサーチを徹底していかれて、何に情報が欲しいか。それがあればこの切れ目が発生しない。

という問題の所在の確認をされるといいと思います。 

 

＜副会長＞ 

はい、ありがとうございます。 

時間の都合もありますので、次に地域生活部会の説明について、ご意見等ございましたら、

お願いします。 

 

＜委員＞ 

はい、私は、豊川市障害者児団体連絡協議会の関係ではございますが、先ほど部会員から

説明がありましたが、障害者の避難所マニュアルの完成度は、なかなか立派なものです。こ

れは、非常に参考になるのではないかと思っています。私たちの障害者団体もだんだん高齢

化しておりまして、いざとなったときに馴染めなくなってきています。例えば、避難所など

団体の中に入りこむことが、なかなか難しい年代になってきているのが現状ですので、日頃

からこのような冊子等である程度勉強しておくと、いざというときは非常に助かると思う

し、また「ヘルプカード」。このたぐいのものをみなさん持ってくださいということを、今

までも PRはしているのですが、具体的にできたことでこれから大いに活用していきたいと

思っています。これをどのように活用するかというと、やはり教育機関やリーダーの方にお

願いしていかなくてはいけないと思うのですが、一番の問題は、こういうものを作るには予

算的に大変かと思います。そこは、市の方にお願いして、予算化していただいて、なるべく

大勢のところに配布できるような形をとっていただければ、非常にありがたいと思ってい

ます。これをまとめられた部会の方には、敬意を称する次第ではあります。本当にありがと

うございました。以上です。 
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＜事務局＞ 

ここで、１点事務局の方から情報提供をさせていただきたいと思います。 

今、「ヘルプカード」の話がありましたが、すでに１２月に報道がありましたので、ご存

知の方も多いかと思いますが。「ヘルプマーク」という、東京都が作成、周知普及啓発をか

けているものがありまして、今お手元の方に見本を１つ回覧させていただいておりますの

で、見ながら聞いていただければと思うのですが。 

こちらの「ヘルプマーク」については、昨年１２月に県の大村知事が、県内でも一斉に周

知、啓発を図るということで方針が示されまして、つい先日の県の研修の中でどういった方

向でやっていくのかという説明がございました。実際に、まだ大雑把な部分にはなりますが、

現状予定としては、今年の７月から県内に一斉に配布を開始する。一部は県の負担で配布さ

れるもの。あとは、各市で購入するもの、併せて希望される方に配布する形になります。具

体的な配布の内容については、６月に説明会がございますので、それからになります。また、

市の方のホームページ等でこちらの方をご案内させていただきます。具体的に県の方が配

布のガイドラインを現在作成しておりますので、同じ条件で県から配られるということで、

県の方から市町村に協力を求められていますので、本市もそちらに沿った形で対応してい

くと。そこにあたっては、今お話があった「ヘルプカード」についても、併用することが可

ということで、各市町村ですでに導入している所もあるのですが、今回の部会で作っていた

だいた「ヘルプカード」についても、一緒に活用していくことは可能ということが既に発表

されましたので、あわせてご承知おきいただければと思います。以上です。 

 

＜副会長＞ 

ありがとうございました。さまざまなご意見、ご要望等をいただきましたが、協議事項に

ついては、以上でございますが、ご質問等ございましたら、お願いします。 

 

＜委員＞ 

今の「ヘルプマーク」の話ですが、ＪＩＳ規格にも登録されたので、全国一律で使われる

ようになってくると思うのですが。今、問題になっていることで、ヘルプマークを無償配布

したものが、フリーマーケットで売りに出されている状況が出てきています。これが、２０

０円、３００円で売りに出ているのです。「ヘルプカード」を配布されたものだけではなく、

例えば、１００円均一で売っているような、このようなクリアフォルダーの縦型のものもあ

るので、市役所のホームページ用に印刷できるような形で提示しておいて、ご自分で印刷し

ても、それに代用できるような形になることが可能かどうかを、県と少しすり合わせをして

いただければ良いと思います。つまり、欲しいが手元にない、でもこれを持っていることに

よって、少し応援が欲しいという意思表示ができるところで活用するものですし、使いやす

いように周知されると良いと思います。併せて、大事なことは、それを持っているかどうか

ではなく、「ヘルプマーク」を持っている方を見つけた時に、「何か困っていますか？」と、
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手を差し伸べられるような、住民への周知、市民への周知も必要になってくるので、その辺

りも、どのように啓発されていくのかを、一緒に検討される必要があると思います。 

併せて、避難所用に作られたマニュアルもそうなのですが、要は、合理的配慮をどのよう

にしていくのかということと思うのです。例えば、避難所開設要員の方。市の担当方がいら

っしゃると思うので、少なくとも、その方は、これは行政としての合理的配慮、不提供義務

違反となります。ですので、しっかりとお伝えいただきたいと言うことと。それから、市民

協働の課があると思うのですが。自治会さんや住民自治の各種関係団体さんのみなさん方

にも、これを周知しておく必要があると思います。つまり、避難所を開設した時のその後の

運営は、地元にお任せする部分が多分に出てきますので、ごく一部の方たちが知っているの

ではなく、少なくともその自治会運用されている方々たちには、様々な場面で、どういった

配慮をすることで、お互いに気持ちよく避難所生活を送ることができるのだと言うことも

伝えていけるかということも、担当課等が考えていかれるといいと思います。合理的配慮は、

とても大事な話であると思います。「ヘルプマーク」は意思決定支援にも繋がってくること

と思うので、重要なファクターとして、ぜひご検討していただける一例になると良いと思い

ます。 

 

＜副会長＞ 

はい、ありがとうございました。その他にございますでしょうか。 

 

＜委員＞ 

災害時の体制の話ばかりになってしまうのですが。実際に大規模災害が起こった時、相当

混乱が予想されます。その中で、独居の障害者の方とか、本当に支援のキーワードとなる相

談支援専門員。その中でも、委託の相談員になると思うのですが。豊橋の場合は、大規模災

害が起こった時、委託の相談支援事業所さんの相談支援専門員さんは、自分の事業所に駆け

つけるのか、委託の仕事をすればいいのか、とても悩むのではないかという議論があったの

です。その時、やはり委託である以上、市の相談支援事業所として活躍して欲しいというと

ころで。委託の契約書、仕様書の中に、大規模災害が起きた時には、事業所ではなく、市の

全体としての相談員として活躍して欲しいと、ひとつ豊橋では入れています。もし、豊川市

さんがそのようにされていたら、申し訳ありませんが、もし、していないのであれば一度検

討していただいて、その後の委託の方が、きちんとみなさんで協力してやれると、よそから

ボランティアさんが来た場合や、例えば、先ほど委員さんが言ったような避難所で、少し対

応が難しい、困難な方がいた場合に、委託の方が行っていただくなどの、いろいろな方法が

あると思うので、ひとつご検討いただいてもよいかと思いました。 

 

＜副会長＞ 

ありがとうございました。その他、よろしいでしょうか。 
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それでは、協議事項につきましては、以上となりますので、進行を会長の方にお返しした

いと思います。よろしくお願いします。 

 

３ 市からの報告 

＜会長＞ 

それでは引き続きまして、議題３の市からの報告については、事務局から説明をお願いい

たします。 

 

＜事務局＞ 

はい、事前資料６をご覧ください。平成３０年度相談支援体制についてご報告させていた

だきます。よろしくお願いします。 

こちらの資料につきましては、障害のある方やそのご家族さま等が困った時に、豊川市内

の相談先を記載したものです。それぞれの事業がどのような役割を担っているかどうかが

書かれておりまして、内容については、今年度と大きくは変わっておりません。変更点につ

いては、網掛けをしております。少し説明をさせていただきますが。今年度は、社協相談支

援事業所に変わる委託先の公募を行いました。来年度からの新たな委託先として、「株式会

社ほっとケアネット」が優先交渉権者として決まっております。ですので、資料の通り、相

談支援体制の予定として、社協相談支援事業所が担っていた地区を、ほっとケアネットが担

当する案となっております。 

次に、上から４番目の相談支援事業（指定）の部分の変更点なのですが。ほっとケアネッ

トの方が来年度から。それと、豊川相談支援事業所の方が、指定特定、指定一般、障害児の

ところに追加をされております。また、資料の方には記載しておりませんが、真ん中の指定

特定、障害児の項目に、４月からの予定として、「社会福祉法人恵の実」の事業所が加わる

予定となっていることも、付け加えさせていただきます。 

少しずつではありますが、相談支援事業所の数が増えている形となっておりますが、それ

も踏まえて、引き続き、裏面の計画相談実績の方も報告させていただきます。７月に開催さ

せていただいた、第１回の全体会の方でも少し説明させていただきましたが、本市では、ま

だセルフプラン率が高い現状にあるので、それを少しでも適切な相談支援を行っていく体

制を整えていきたいと思っています。現在１２月末の時点で、大人の方が１０．９％、子ど

もの方が５１．１％がセルフプランとなっておりますので、その中でも、計画相談が必要な

方がいることも考慮し、少しでも多くの方に計画相談を利用していただくよう、現在取り組

んでいます。 

 毎月の事務局会議で委託相談支援事業所の皆様に、セルフプランの方の一覧を示させて

いただき、現在１２月末の更新者の方から始めまして、この３か月間で３６名のセルフプラ

ンの方のうち、２７名の方が計画相談に変わりました。今後もこれを毎月続けさせていただ

きながら、取り組みを続行っていきたいと思っています。 
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同時に、新たな相談支援事業所の開設等々にも動いておりますが、各事業所でも人材不足

の声がよく上がっており、少し難しい現状でもありますが、引き続き取り組みを行っていき

たいと思っております。以上です。 

 

それでは、続きまして、(２)豊川市障害福祉計画等について説明をさせていただきます。

事前資料７をご覧になってください。 

平成２９年度は、第４期障害福祉計画の最終年度となっておりまして、ＰＤＣＡサイクル

による点検、評価をすると同時に、平成３０年度からの第５期障害福祉計画、それから第１

期障害児福祉計画を策定いたします。５期の計画につきましては、すべての策定委員会が終

了し、現在印刷中でして、今年度中に納品予定となっております。本日は、第４期の目標値

の点検、評価と、それから５期の具体的な数値について、お伝えをさせていただきます。 

それでは、１ページをご覧になってください。こちらは、第４期障害福祉計画の目標等の

管理シートということで、基本指針の目標について、どのようになっていたかを、ＰＤＣＡ

でさせていただきます。まず１つ目の福祉施設の入所者の地域生活への移行ということで、

平成２９年度末における地域生活への移行者数。こちらの方は１９人という目標になって

います。こちらの実績はどうだったかということで、下の表をご覧になってください。活動

指標等の一覧ということで、平成２９年度はまだ出ておりませんが、平成２８年度地域生活

への移行者数というのは、実績２７年の３人と比べて８人となっておりまして、福祉施設の

入所者数につきましては、１６１人となっております。こちらの方の要因としては、その下

の平成２９年度のところ。左側の評価をご覧になってください。市内の入所施設がグループ

ホームを建設しまして、入所者の中から数人が地域生活へ実際に移行したところが、地域生

活への移行の人数の増えている要因となっております。移行後は、入所の定員の方を削減し

ているので、地域移行の方は進んでいる現状はありますが、入所でないと対応できない利用

者が、やはり入所ができないということで、相談員さんの方に相談が多く寄せられている現

状もあります。こちらの改善として、第５期の障害福祉計画においても、福祉施設の入所者

の地域生活への移行が目標値として挙げられているため、引き続き国の指針等を示し、事業

所への理解と周知の方を図っていきます。 

続きまして２ページをご覧になってください。地域生活支援拠点等の整備ということで、

こちら目標値としては、地域生活支援拠点等の整備ということで、平成２９年末までに各市

町村又は各圏域に少なくとも１つを整備することを基本とする。という目標が挙げられて

います。実績として、その下を見ていただきますと、平成２８年に豊橋市で実施となってい

ますので、２９年度でも豊橋でも実施。豊川では、現在、地域生活支援拠点等の整備はして

おりません。蒲郡、田原もおそらく未実施と思いますが、まだ２９年度は終わっておりませ

んので、こちらのところは、いま空欄となっております。こちらの地域生活支援拠点等の整

備ということでの評価としては、一番下の表のところをご覧になってください。近隣市の地

域生活支援拠点等の体験の場の共同利用を検討しましたが、市外に体験の場があっても、や
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はり利用しにくいこと。それから、身近な地域で設置できた方が良いということとなりまし

て、共同利用については見送る方針を立てて、運営員会で報告をしました。改善といたしま

しては、第５期の計画でも引き続き、こちらが地域生活支援拠点等の整備が目標値に設定さ

れていますので、市を中心に協議会を活用しながら検討をしていくことにします。 

続きまして３ページをご覧になってください。こちらは、福祉施設から一般就労への移行

などということで、平成２９年度の一般就労の移行者数３８人という目標値があります。こ

ちらの実績といたしまして、２９年度の実績は出ておりませんが、２８年度は、一般就労の

移行者数が１３人、それから、就労移行の利用者数は３６人となっておりまして、移行率が

３割以上の事業所数は、６.７割という結果がついております。一般就労の移行者、それか

ら、就労移行は、２９年度につきましては、かなり延びておりまして、こちらのところの評

価として、一番下の表をご覧になってください。２９年度の評価といたしまして、就労移行

支援への理解と意識が高まり、利用者が大きく増加をしました。これは、就労部会の方でも

就労移行のプレゼンを行うなどの取り組みにより、就労移行への理解が深まったことが要

因のひとつとなります。また、それに対応できる事業所が近隣にできたということ。それか

ら、市内でも就労移行支援の事業所が１箇所増加しまして、希望者が利用しやすい環境が整

いつつあるという現状があります。改善といたしましては、引き続き、就労移行支援を含め

た就労についての情報収集、情報提供に努めていくことにします。 

４ページ以降については、障害福祉サービスの見込量と確保策ということで、第５期の計

画のところで、実際に策定した数値を１１ページまで記載してあります。こちらの方につい

ては、全部の内容について説明すると、時間が掛かってしまいますので、割愛させていただ

きますが、策定後速やかに市のホームページの方にも掲載しますので、またそちらの方をご

覧になっていただけるとありがたいです。こちらにつきましては、以上です。 

 

＜会長＞ 

はい、ありがとうございました。 

それでは、これにて本日、予定されていた議題がすべて終了しました。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。引き続き事務局から事務連絡がございました

ら、お願いします。 

 

＜事務局＞ 

はい、事務局から連絡させていただきます。 

今年度の地域自立支援協議会につきましては、これで終了となります。ご参加いただきま

してありがとうございました。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いたします。以上です。 
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＜会長＞ 

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。本日の会議についてはこ

れで終了させていただきます。どうもありがとうございました。 

 


