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平成２８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２８年７月２０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 

豊川市医師会 

地域アドバイザー（東三河南部圏域） 

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 

愛知県立豊川養護学校 

  

１ 開会のあいさつ 

＜事務局＞ 

定刻より少し前ですが、ただいまから「平成２８年度第１回豊川市障害者地域自立支援協

議会」を開会します。開会に先立ちまして、協議会についてのご説明を、新しい方もお見え

になりますので、させていただきます。 

机上にお配りしました設置要綱の方をご覧ください。第１条にありますように、本協議会

は、地域における障害者等への支援体制に関する課題について、情報を共有し、関係機関等

との連携強化を図ると共に、地域の実状に応じた体制の整備についての協議を行う場とし

て設置しております。所掌事項としまして、第２条にありますように、関係機関によるネッ

トワークの構築、地域の社会資源の開発・改善、委託相談支援事業者の運営評価、困難事例

への対応のあり方等になります。そして、第４条にありますように、委員の任期は２年とな

ります。このたび平成２８年６月３０日の任期満了に伴いまして、委員の改選を行い、委員

名簿にあります皆様方に、委員をお願いするものでございます。お手元に委嘱状を配布させ

ていただいておりますが、任期につきまして、平成３０年６月３０日でまでとなっておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
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引き続き、本市におきましても、障害のある方が地域で安心して暮らすことができる社会

を目指し、本協議会では、障害者団体、また相談支援専門員さん等からなる運営委員会や部

会等で抽出された地域の課題などについて協議を行い、情報共有を図り、必要な福祉施策に

結びつけてまいりたいと考えておりますので、ご協力いただきますよう、よろしくお願いい

たします。以上になります。座って失礼いたします。 

 本日の会議なのですが、委員名簿をご覧いただきますと、２名の委員がご欠席となってお

りますが、設置要綱第６条第２項によりまして、委員の過半数以上の出席がありますので、

成立いたします。 

 

２ 委員紹介 

 それでは、初めての方もお見えになりますので、委員の皆様の自己紹介をお願いしたいと

思います。時間も限られておりますので、所属とお名前程度で、簡単にお願いしたいと思い

ます。お席の順番でお願いします。 

＜委員自己紹介＞ 

 

３ 会長、副会長の選任  

＜事務局＞ 

 ありがとうございました。それでは、次第に従いまして進めさせていただきます。 

 議題３になります。「会長・副会長の選任」についてとなります。設置要綱第５条第２項

の規定によりまして、会長は委員の互選により定めるとあります。どなたかご意見ありまし

たらお願いいたします。どうでしょうか。 

 

＜委員＞ 

 もし、事務局の方で何か委員長の案があるようでしたら、ご提示いただけたらと思うので

すけれども。 

 

＜事務局＞ 

 事務局の方でということで、ご意見いただきましたので、事務局としましては、障害者７

団体の会長であります豊川市障害者（児）団体連絡協議会の委員が適任かと考えております

が、いかがでしょうか。 

 

＜委員＞ 

 異議なし。 

 

＜事務局＞ 

 それでは、豊川市障害者（児）団体連絡協議会の委員に会長をお願いしたいと思います。
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会長席の方へ移動をお願いします。 

 また、設置要綱第８条第４項により、議長は会長が務めるということになっておりますの

で、以後の進行につきまして、また、進行とあわせてご挨拶の方をお願いいたします。 

 

＜会長＞ 

 ただいま、委員を代表いたしまして、会長になりました豊川市障害者（児）団体連絡協議

会の委員でございます。 

 何かと不手際とかございましょうけれども、２年間という長き間でございますが、皆様の

ご協力を得て、会を進めて行きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、豊川市障害者地域自立支援協議会設置要綱第５条第３項の規定により、副会長

は会長が指名することとありますが、豊川市福祉部の委員に副会長をお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

＜委員＞ 

 承知いたしました。 

 

４ 平成２８年度豊川市障害者地域自立支援協議会第１回運営委員会からの報告 

＜会長＞ 

 ありがとうございました。それでは、早速議題に入らせていただきます。 

議題４の「豊川市障害者地域自立支援協議会 第１回運営委員会報告」について、事務局

から説明をお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

今年度の運営委員会委員長です。私の方から、まずは、概略を報告させていただきたいと

思います。座って報告させていただきたいと思います。失礼いたします。 

 概略といたしましては、まず平成２８年７月６日に行われました運営委員会では、相談支

援部会についてと、専門部会について協議が行われました。相談支援部会では、平成２８年

の４月と５月の相談支援実績報告と課題整理について、報告がありました。個々のケースに

ついては省略させていただきますが、相談全体としては、昨年と比べて件数・時間とも増加

しています。また、委託相談としては横ばいですが、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、合計相談件数が増加している要因となります。 

 また、専門部会については、就労部会、こども部会、地域生活部会についての、平成２８

年度の活動予定が報告されました。就労部会は、「就労支援のための仕組みづくり」を目的

とし、教育機関との連携強化と、企業との連携強化に取り組んでいきます。こども部会は、

「子どもの育ちに応じた課題の抽出と学びの場の検討」を目的とし、昨年度から実施してい

る中高生事業所夏季体験事業に基づく合同事業所説明会の実施と、児童発達支援センター
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の設置に伴う課題の抽出と提案を行います。また、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」を目的とし、短期入所のスムーズな利用と災害時

における事業所間での連携や情報収集について検討していきます。 

それぞれの部会の具体的な内容については、今から事務局の方から詳細に報告させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

それでは相談支援部会について、特に相談支援活動実績について説明をさせていただき

ます。事前資料の１をご覧になってください。座って説明させていただきます。 

事前資料の１「相談支援活動実績」は、表紙に記載されている６つの委託相談支援事業所

の平成２８年４月の相談支援実績です。表紙をめくっていただきますと、それぞれの事業所

の実績がついております。 

まず、資料の見方について、簡単に説明をさせていただきます。表紙をめくっていただき

まして、まず、表の一番上の中央に「①委託相談支援」とあります。これは、委託相談支援

事業所が障害者等からの相談に応じ、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、いわゆる一般的な相談実績です。裏面は、表の一番上の中央をご覧になってくださ

い。「②指定相談支援」と書いてあります。これは、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。次のページは、中央上段「③合計」と書いてあります。これは、「①委託相談支援」

と「②指定相談支援」の合計となります。では、こちらの「③合計」の表をご覧になってく

ださい。こちらは平成２８年４月の委託相談・指定相談の合計となっております。まず、一

番上の右端の列をご覧になってください。６つの事業所の合計の相談件数は１，２７４件、

時間は３１，３２５分の相談が寄せられております。昨年度の４月は、件数が９９０件、そ

して時間は２６，０７４分でしたので、件数は１．２８倍、時間は１．２倍増加をしており

ます。委託相談としては横ばいですが、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、合計相談件数が増加している要因です。障害別の相談の傾向といたしまし

ては、知的障害、それから精神障害の方からの相談が多くなっています。ただし、一般的な

相談である委託相談では、精神障害の方からの相談が多く、サービス等利用計画を作成する、

なんらかのサービスに繋がっている指定相談としては、知的障害の方からの相談が多くな

っています。相談内容につきましては、下から２つ目「人権擁護に関する支援」が昨年１６

件から大きく増加しております。今回は２２件となっております。平成２８年５月分につき

ましても、同様の表を付けております。５月につきましては、４月より若干指定相談の数が

減少しておりますが、委託相談としては、ほぼ横ばいになっております。 

相談支援活動実績については、以上となります。  
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 ＜事務局＞ 

 続きまして、事前資料２を使いまして平成２８年４月・５月分の課題整理についてご説明

させていただきたいと思います。 

昨年度と同様、毎月相談支援部会を行いまして、各相談支援事業所の活動報告を行ってお

ります。１ヶ月の中で、新規・継続の相談を受けておりまして、その中で、各相談員が困難

に感じたり、時間をかけたり、地域全体の課題として感じたものを、それぞれ共有し合い、

皆で助言をし、意見交換をしていくという場として、活用しております。こういう形で、今

年度も個別の相談ケースから、地域の課題を整理していくということで、昨年度も１年間は

こうした形で整理しまして、後に報告があります、各専門部会の方で、その課題解決に向け

て検討していくという形になっております。 

自立支援協議会の性質上、今年度も引き続き課題の抽出ということで、続けて行きたいと

思います。ちなみに、この４月・５月には、地域課題ではないかと言う１７の事例を出させ

ていただいております。この中では、この後も話しがあります、高齢のご両親が障害をお持

ちの方の介護をしているという事例、いわゆる老障介護という問題もあります。こうした課

題は、その介護者の方が倒れた場合、緊急のショートステイですとかが必要となる場合があ

りますし、また将来にあたっては生活の場をどうするかという課題にもなってくるかと思

われます。その他、精神障害の方の支援、引きこもりの方の支援等、相談員、それから支援

者側のスキルをアップしていく必要性を感じる事例もございます。これについては、また年

間を通しまして検討していければと思っております。 

それではこの後、各専門部会の方から、今年度の方向性という形でご報告させていただき

たいと思います。 

 

＜事務局＞ 

 続きまして、就労部会から報告させていただきます。お手元の資料３をご覧ください。 

 就労部会では、部会の目的としまして、「就労支援のための仕組みづくり」ということで、

年２回部会開催させていただいております。その部会では、地域の課題の検討ということを

目的としておりますが、昨年度、平成２７年度では、お手元の資料３－②以降に、活動の状

況を添付させていただいておりますので、こちらをご覧ください。内容については、時間の

関係で省略させていただきます。 

資料③－１に記載させていただいておりますが、毎月１回開催しております作業部会の

位置付けである就労支援連絡会では、障害者の就労支援に関する事例を検討したり、企業の

雇用状況の情報共有をしたり、就労系福祉施設の現状把握をしたりしておりまして、その中

から２つの課題が挙がってきました。 

１つは、就労移行事業所が豊川市内には３事業所ございますが、いずれも定員割れを起こ

していたということ。また、就労移行事業所から、特別支援学校さんの生徒さんや保護者さ

ん、教職員さんへの情報提供がもう少し必要ではないかという意見が出ております。 
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もう１つは、お手元の資料の③－２以降に出させていただきましたが、昨年度に実施した

雇用意向のアンケートと、障害者雇用促進のセミナーの中で出てきた課題としまして、「企

業側への情報提供、事業所と企業との交流」というのが挙がりました。これらの課題を念頭

に、今年度どういったことを取り組むのかということを、今からお話させていただきます。 

平成２７年度の課題①と平成２８年度の取組み①を、それぞれ合わせて見ていただきた

いのですが、平成２８年度の取組内容としましては、「特別支援学校に市内の就労移行支援

事業所を見学してもらう等の活動を通じて、教育機関との連携を強化していく取組み」と、

「市内企業の取り組みの紹介や企業と就労支援事業所、企業同士の交流の場を作る取組み」

を考えております。平成２８年６月２９日に第１回目の就労部会を開催し、就労部会の各委

員さんに、それぞれ意見を出していただき、協議をさせていただきました。その中で出たご

意見として、１つ目の教育機関との連携強化について、夏休み期間中の実施を提案しました

が、学校側から時期的に難しいのではないかなというご意見や、逆に就労移行事業所が学校

の方に出向いて、プレゼンテーションをしたらどうかというご意見がありました。また、２

つ目の企業との連携強化に関する取組みにつきましては、いい取組みではないかという意

見をいただきました。ただ、交流会の際に事例を発表していただく予定であり、その発表し

ていただく企業を選択するにあたって、積極的な企業とそうでない企業とのギャップに配

慮したところを選択する必要があるとのご意見もありましたので、発表いただく企業の選

択はもう少し慎重に検討していきたいなと思っております。 

まずは、１つ目の特別支援学校さんとの情報共有・連携強化に関する取組みとして、特別

支援学校さんの方に出向きまして、どんなことができるか、どのようなことが必要かに関す

る話し合いを進めていることころでございます。特別支援学校さんをはじめ、企業や保護者

さん、生徒さん等、皆さんが喜んでいただけるようなものを企画できるよう、検討している

ところでございます。 

以上で報告を終わらせていただきます。 

 

＜事務局＞ 

こども部会から報告させていただきます。こども部会の目的とましては、「子どもの育ち

に応じた課題の抽出と学びの場の検討」ということで、平成２８年度に取り組む重点事業と

しまして、「①中高生事業所夏季体験事業をベースとした合同事業説明会の開催」、「②児童

発達支援センターの設置に伴う課題の抽出と提案」の２点を挙げました。 

①の中高生事業所夏季体験事業ですが、昨年から市の事業として始まりました。昨年の利

用者さんからご意見に、「どのような事業所があるか紙面だけでは分からなかった」という

ものがありましたので、今年５月１５日に豊川市中高生事業所夏季体験事業に基づく、合同

事業所説明会を行いました。資料④－２にアンケートの結果があります。生徒さんたち、保

護者さんたちからは、「とてもよい企画だと感心しました。知らなかった事業所もあったの

で、知識が増えてよかったです。来年も是非やって欲しいです。」ということと、学校関係
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者の方々は「学校職員が情報を得るために、すごくいい場でした。開催に向けてご苦労も多

かったと思いますが、また豊川の障害福祉の大きな一歩かと思います。これを機に益々広が

っていくことを祈念いたします。」ということで、ご好評をいただきました。 

②の児童発達支援センターのことですが、今、資料④－１の裏面に載せてあります「こど

も部会」の構成員の方々からの意見をいただいて、これから集約していきたいと思います。

以上です。 

 

＜事務局＞ 

それでは、地域生活部会からの報告をさせていただきます。資料の⑤をご覧ください。地

域生活部会ですけれども「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

目的として活動していきます。今年度の重点的な取り組みですが、地域生活部会は対象とす

る範囲が広いため、今年度重点的に取り組むものとして２点挙げさせていただいておりま

す。「①短期入所のスムーズな利用。事業所間の連携及び情報共有ができる仕組み作り」を

考えており、国から出されている地域生活支援拠点との関連も視野に入れて取組めたらと

考えております。もう１つは、「②災害時における事業所間での連携及び情報収集及び必要

な情報が発信できる機能」について考えていけたらと思っています。実施状況といたしまし

ては、今までに４回の作業部会を開催しておりまして、平成２８年８月５日には地域生活部

会を開催する予定となっております。部会に関しましては、裏面に構成員の一覧をつけてお

りますが、重点的に取組む内容が２つありますので、この全員が集まるのではなく、取組み

の内容に応じた構成員の方に出席いただく予定となっております。 

ここまでの進捗状況ですが、１つ目の重点的な取組みに関しましては、昨年度、相談支援

部会から挙がってきました課題の中に、短期入所やグループホームが利用しにくいという

ケースがあり、また、地域生活拠点の整備でも、短期入所利用に関しての問題が増えてきて

おります。例えば「緊急時にすぐ対応ができるのか。」ですかとか、「健康診断書はあるのか。」

とか「契約はどうするのか。」などが挙がってきております。これらの課題に対しまして、

短期入所の受け入れをしてくださっている事業所の施設長クラスの方から、現場レベルで

の現状や意見を伺う機会を平成２８年７月１９日に設けました。豊川市内に短期入所の受

け入れをしてくださっている６事業所あるのですけれども、そちらの事業所が出向いて意

見交換を行いましたけれども、各事業所さんとも同じような課題を抱えていて、「人員不足」

ということを訴えられておりました。短期入所を受け入れたいという気持ちは、どの事業所

さんもお持ちなのですけれども、職員配置ができずに厳しい状況であるという事実がここ

で判明しております。ここの意見交換会に関しましては、事業所間で情報共有を行って、連

携を密にできるように、今後も定期的に開催をして、意見を伺っていく予定でございます。 

２つ目の重点的な取組みの進捗状況ですが、平成２４年に市の防災対策課の方から「豊川

市福祉避難所運営マニュアル」というものが作成されております。作成からすでに３年以上

経過しておりまして、その間に、熊本などで大きな災害が発生するなど、状況も日々変化し
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ていることですから、内容の確認や見直しが必要だと思われます。まずは、私たち事務局が

中心となりまして、マニュアルの中で検討すべき課題や、優先的に行うことの絞り出しを行

うことから始めていく予定です。また、一昨年までの地域生活部会で取り組んできたＢＣＰ

につきましても、各事業所での取組みや活用の確認を行いながら、関係機関や当事者の方々

から意見を伺っていく予定でおります。相談支援として行えることや、有事の際の動きなど

を検討していきまして、豊川市として何らかの物を作成していく取り組みを考えておりま

す。以上になります。 

 

＜会長＞ 

ただいまの件につきまして、何かご質問等がありましたら、お願いします。 

 

＜委員＞ 

１点ちょっと教えてください。地域生活部会の中で、２番に出てくる「地域生活支援拠点」

については、ここの部会で検討していくのかということと、確か豊川市さんも平成２９年度

には、面的な整備をしていくという計画があったかと記憶しているのですけれども、どの辺

りまで整備が進んでいるのかということをお教えいただければと思います。 

 

＜事務局＞ 

まず今年度の地域生活部会なのですけれども、今、委員からお話がありましたとおり、障

害福祉計画の中での地域生活支援拠点については、平成２９年末までに議論をすることに

なっておりまして、昨年度までは、なかなか自立支援協議会で議論ということができており

ませんでした。そうした中、昨年のこの地域課題の中で、現実に緊急のショートステイの受

け入れ先が、この市内だけでは難しいという議論もありましたし、先ほどもお話がありまし

たとおり、将来の生活に不安をもっていらっしゃる地域住民の方がみえる。特に、重い障害

の方でも、この地域で生活ができるような仕組み作りが必要になるわけですが、具体的に言

うと、グループホームにしても、この市内では選択肢がなかなか無い状況でもあります。ま

た、居宅介護と在宅支援サービスが十分なのかということも、まだ十分な把握ができていな

いのが現状です。そのような中で、今年度は、まずこの地域の状況を確認しながら、豊橋市

の方で、すでに地域生活支援拠点、面的整備の動きがこの４月からスタートと聞いておりま

すので、その動向も見ながら、また全国でも、モデル事業を始め、いろいろな動きがあるか

と思いますので、そういった状況を確認しながら、豊川市内でも、まずこの地域生活支援拠

点について議論していければと思いますし、当然市内だけでは解決できない課題もあるか

と思いますので、圏域全体の議論に持っていければと思っています。 

 

＜事務局＞ 

今、ご説明がありましたように、市内では、専門部会の方でも調整を進めてまいりますが、
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圏域の方につきましては、東三河福祉事務所長会議等でも、豊橋市の動向等も把握しており

ますので、そちらに関しても、部会で挙がってきたものについては、精査する中で進めてま

いりたいと思います。 

 

＜委員＞ 

また是非検討を進めていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

  

＜会長＞ 

他にございませんか。 

 

＜委員＞ 

５つの資料それぞれに、確認や提案とか、もろもろあるのですけれども。全部一気に行く

と、大変だと思うのですが。分けていいでしょうか。順番でいいでしょうか。 

まず、全体を通して感じたことなのですけれども、課題の抽出をしていくということは、

確かに大事なことではあるのですけれども、抽出をしていく上で、それを誰が課題と思って

いるのかということを大事にして欲しいなと感じました。それは、どういうことかと言うと、

その後の各部会のテーマ設定にも繋がってくるのですけれども、ご本人が困っていること

なのか、家族が困っていることなのか、支援者が困っていることなのか、あるいは地域住民

が困っていることなのか。そして、豊川市として、あるいは、圏域で見る時に他市から見た

時の豊川市に対する問題提起なのか。その辺りの、ニーズや課題と言われているものを、誰

がそれを言っているのかという主語をしっかりと定めていくことによって、その後の見立

てが変わってくるだろうと思うのです。これは、相談支援事業でアセスメントをする上でも、

非常に大事なポイントですが、今回ご報告いただいことも、全体を通して、その辺りが少し

ぼやけてしまっているがゆえに、どこへ向かってこの議論を進めていかれるのかなという

心配を持ったというのが前提条件でお話をさせていただきたいと思います。 

相談支援事業の実績で、資料１からですけれども、４月分と５月分、送っていただいたも

のを事前に拝見したのですけれども、直近２ヶ月だけだと、過去のデータとの比較がしにく

くて、口頭でご説明いただいたのですけれども、むしろ口頭でご説明いただいた傾向を、ペ

ーパーでまとめて頂いた方が、いろいろとご提案申し上げるにしても、非常に整理がしやす

いというふうに思うのです。ずっとこの様式でこられているのですけれども、そろそろ自立

支援法、そして総合支援法に移って１０年近くが経ちますので、少し対外的にもわかるよう

な、そして、ここで参加している委員の皆さん方もご発言がしやすいような形での情報の整

理の仕方をご検討いただけるといいなと。非常にペーパーだけ見ていても、情報量が膨大で、

かつ前期･同月比とか、前年度、あるいはその以前からどうような傾向があるのか。つまり、

相談支援事業がすべての方たちに届いた段階から次の課題として、何がここから見えてく

るのか。ということも、また考えようとしてはあるのかなと思いますので、直近だけでは、
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少し足らないというふうに思います。出し方をご検討していただきたいと思いました。 

それから、昨年度のこの会でもたぶん申し上げたと思うのですけれども、委託の相談支援

事業所と指定の相談支援事業所が同じなのですけれども、この１年間で他の相談支援事業

所が出てこなかったのか。あるいは、豊川市としては、相談支援体制は充実しているので、

これ以上そこを伸ばしていくことはあまり考えていないのか。この辺りは、豊川の相談支援

体制を考えていく上で、理論の前提条件として大事なポイントかなと思いますけれども。ま

ずは、その２つのポイントについて、資料１で少し伺いたいことがあるのですが、いかがで

しょうか。 

 

＜事務局＞ 

まず、資料１の方の前年比較につきましては、必要性を考えまして、情報の提供の仕方を

今後考えてまいります。比較ができるような体制で、資料の方を作成したいと思います。 

委託相談につきましては、６事業所以外にも相談支援体制が整いつつあります。今、委託

相談という形でお願いしております事業所につきましては、地域移行・地域定着支援という

サービス内容を取り入れている事業所に対して、お願いをしているような形をとっており

ます。事業所数としましては、現在市内に１２の指定特定相談支援事業所があります。また、

相談支援専門員さんの数につきましても、今年度、初任者研修を９人の方が受講するような

形となっておりますので、今後相談支援体制を充実させるために、受講の方を推奨していき

たいと考えております。 

 

＜委員＞ 

そうすると、指定の相談支援事業所のことを伺いしたつもりだったのですけれども。うま

く僕が伝えられなかったのかわかりませんが。ここにのぼっている事業所以外にも、他にも

十分指定の事業所がでてきているということですね。 

 

＜事務局＞ 

はい、そうです。 

 

＜委員＞ 

そうした時に、ここにある６事業所の活動実績だけを提示されるというのは、豊川市全体

を示していることにはならないのではないかなというふうに思うのですが。その辺りは、市

としてはどう考えてられるのかなと。せっかく頑張っていらっしゃる事業者があるのだけ

れども、ここには出てこないということになりますよね。ですので、この資料だけ拝見した

限りでは、僕は指定の事業所は、これ以外ないのだと思って、今日参加しているのですけれ

ども、今聞いたら、そうではないのだと。であれば、そのここに載っていない事業者の活動

状況についても、何らかお示しいただけるようにする方がよいのではないのかなと。例えば、
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計画の実施数であるとか、分かるようなデータで比較していくのもいいでしょうし。恐らく、

他の指定の事業所では、ここまで細かくとっていないということですよね。であれば、そう

すると、今度は委託の相談支援事業のデータに、この６事業所の指定相談支援事業所がやっ

たものだけが載ってくるということが、やはりバランスを欠くだろうと思うのです。だから、

そういった意味でもやはり、もう一回様式うんぬんというよりも、豊川の全体図をしっかり

と示してくための出し方を、一度事務局の方でご検討していただけるといいのでないかな。

これだけ豊川はがんばっていることを、市民の皆さんにも、あるいは市外にも示していくた

めのデータとして、しまってしまうのはもったいないと思いますので、ご提案としてご検討

いただければと思います。これは、資料１の話です。 

 

＜事務局＞ 

事業所につきましては、委託でない事業所に対して、どういった形で相談件数等を把握で

きるかわかりませんが、投げかけをして、市の全体像での件数等を把握できるように努めた

いと思います。 

 

＜委員＞ 

おそらく一人相談員さんでやっている事業所も多いだろうと思いますので、あまり負担

がかかるようなものだと、本来の相談支援事業に影響すると思うので、そこは、今活動され

ている委託の相談支援専門員の方々とか、運営委員の皆さんでご検討いただけるといいの

ではないかなと思いますので、一度少し整理していただければと思います。 

２つ目、資料２の方ですけれども。困難事例を出していきながら、みんなで共有していこ

うということで、まとめていかれているのかなと思うのですけれども。冒頭で申しあげたよ

うに、これ、誰がそのように課題と思っているのかなということによっては、検討のポイン

トが変わってくるのです。例えば、ご本人やご家族は介入して欲しくないと思っていても、

周りは介入した方がいいよねと思っていたとした時には、これは、ニーズとしてはマッチし

てない訳ですね。でも、そもそもの健康で文化的な最低限度の生活を送っていくという所で

考えた時には、やはり「まずいよね。」と恐らく周りの方たちは思われるのだと思うのです。

その時に、例えば、支援を求めてないけども、支援が必要だというところは、このミスマッ

チをどう繋げていくことも、そもそもの課題だったりするのです。そうすると、いずれのケ

ースについても、読ませていただいたのですけれども、誰が課題と思っているのかなと。つ

まり、支援者側が課題と評価をしていることの方が多いかなと感じがしたのです。そうする

と、もう少し表の整理の仕方として、ご本人はこう思っているのです。でも、ご本人はニー

ズがあると言っていないのです。というようなものでもいいのです。でも、支援者としては

こういう支援が必要だと思うのです。このミスマッチが表に出る方が大事かなと思います

ので、ご本人の意向、それから周りからの見立て、その上での課題という形の表のつくりと

共有の仕方に繋げていくと、本来必要な「埋もれてしまっている課題・ニーズ」が見えてく
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るのかなと思いますが、いかがでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

 はい、ありがとうございます。ご指摘いただきました通り、確かにそういう面で、少し見

づらいところもあるのかなと思います。昨年度、１年間の中で、先ほどお話があったミスマ

ッチの事例もあります。前回のこのまとめに関しましては、当然相談支援専門員が日々活動

していく中で、実際にご本人の思いを確認したり、ご家族の思いでこんな思いを感じていた

りだとかすることを、ここに取り上げていることには、間違えありません。ただこれは、基

本的に言うと、相談支援専門員の方が、これは自分だけではなく、地域全体の課題となるの

ではないかというものを挙げているという意味でとらえていただきたいなと思います。そ

の、相談支援専門員も中心とする活動する中から、これをいかに全体の課題として挙げてい

けるのかなと。これがなかなか簡単にはいかないわけですが。現在は、試行錯誤の状況です

ので、この表についても、今後改善を加えていければと感じております。 

 

＜委員＞ 

 この表の中に相談者を入れたらどうです。誰が相談を持ってきたかということを加えた

ら。家族からなのかとか。 

 

＜事務局＞ 

 どこから相談を持ってきたかということですか。実は、こちらの方は、簡単にまとめてお

りますが、実際に日々の相談支援部会の方では、どのような経路で相談があったかや、誰か

らの相談かなど、相談内容についてもう少し詳細に出していただているのですが、個人情報

の関係から、こういった会議の場でどこまで出せるのかなと少し迷っております。特に豊川

の狭い地域の中ですので、内容を見て誰のことなのかが分かってしまうということは避け

たいと思います。そういう点から抽象的にぼかしてまとめさせていただいております。 

 

＜委員＞ 

 相談者の家族の方か本人か、近所の人なのか。そのくらいあるといいですね。 

 

＜事務局＞ 

 今いただいたご意見を参考にしながら、資料の改善を考えていければと思います。また見

やすい形で、資料としても活用していければと思っています。またよろしくお願いします。 

 

＜委員＞ 

 よろしいでしょうか。例えば、当日配布で当日回収でも構わないと思いますので、大事な

ことは、豊川にこういう課題を持っている方たちがいて、それをみんなで解決していくため
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に知恵を出して行きましょう。というために必要なデータは何かというような視点で、お考

えいただけるといいのかなと思います。初見でわっとこの資料を見るだけでは、情報量とし

ては少なくて、たぶん意見は何もないです。大変だなと思うに留まりますので。当日配布と

いうような形で回収されても構いませんので、皆さんに知っていただくような形で、事前資

料はここまでで構わないのかなと思いますけれども、ご検討いただければいいかなと思い

ます。ありがとうございます。これが２つ目なのですが。よろしいでしょうか。 

 

 ３つ目、すみません、就労の部会なのですけれども。昨年度の課題で、就労移行支援事業

所の定員割れがあるということが出ているのですけれども。これが、例えば、豊川の障害福

祉計画の数値目標と実績とを比較してどうなのか。つまり、見込んでいるより多くなってい

るので定員割れが起きているのか、見込んでいる量よりそもそも足らないにも関わらず定

員割れを起こしているのか。これは、見る視点によっては、まったく別のものだと思うので

す。期待をしている数値を超えている定員数があるので、定員割れをしているということで

あれば、見込みの数が十分だったということになるかと思うのですけれども。だから、この

定員割れをしている部分は、許容範囲だったという判断になるかも知れないのです。でも、

見込んでいたその数値目標よりも下回っていて、なおかつ定員割れを起こしているとなる

と、そもそも提供している事業所のサービスの内容そのものに、少しコンサルテーションし

た方がよいのではないのかなという方向になるのかもしれない。このあたりをどのように

分析されたのかなと思って聞いていたのです。それを前提で考えた時に、平成２８年度の取

組みで、特別支援学校の関係の皆さん方に、市内の就労移行支援事業所の見学をしていくの

だということが、取組みとして挙がってくると、この定員割れを満たすために、学校の関係

者に説明や見学をするということになってしまうのかなと。だとすると、ちょっと目的が違

うかなということになるのですが。このあたりの検討のプロセスがどうだったのかなと。ち

ょっとこのままいくと心配だなと思いましたので、お聞かせいただければなと思います。 

 それから平成２８年度の取り組みの②で、ここで言っている就労支援事業所というのは、

就労継続支援 A 型・B 型、就労移行事業をすべて含んでいるという捉え方でいいでしょう

か。それによって見方が変わるかなと思いますけれども。それはどういうことかと言うと、

A 型事業所さんでも積極的に次のステップとして企業就職というものを考えて欲しいのだ

と言うことを主として考えていくと言うことであれば、その送り出しのプロセスを、相談支

援事業所を含めてどうやって考えていくのか、就労支援事業所と一緒に考えていくのか。こ

の辺りが大きなポイントになっていくのかなと思いますので、文言の整理というか、どうい

った展開で、この記載をしているのかなということを、伺えればいいかなと思います。②は

企業さんと就労支援事業所も大事ですけれども、当然、ハローワークさんや地域センターと

の繋がりも、どうしても大事になるかと思いますので、関係機関の皆さん方との繋がり、ど

ういうふうに関わりをもっていただくのか、あるいは、こちらからアプローをしていくのか。

その辺の検討プロセスなんかもお伺いできればなと思いますが、いかがでしょうか。 
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＜会長＞ 

 ただいまの質問について、お願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

 就労移行の点なのですけれども、後から第４期障害福祉計画のところでも触れる予定だ

ったのですが、平成２９年度末の就労移行支援事業の利用者数が、平成２５年度末における

利用者数の６割以上の増加ということを基本に目標を立てており、その５５人の目標値に

対してかなり下回っておる状況であるにもかかわらず、定員割れを起こしているのが現状

です。目標値に達していない原因といたしましては、豊川に就労移行の事業所が市内には３

つありますが、就労移行の支給期間が原則２年間ということがありますので、就労移行を使

った後で、卒業をして、一般就労されるということになってくると、なかなか次の利用者の

確保が難しいということがあり、就労移行の定員割れと、利用が進んでいない現状になって

しまうので、ここは大きな課題となっていると把握しています。 

 

＜委員＞ 

 ありがとうございます。就労支援事業所という②の表現は。 

 

＜事務局＞ 

 はい、委員のおっしゃるとおり、就労移行支援、就労継続支援 A 型・B 型すべて含めて

ということです。 

 

＜委員＞ 

 すべて含めてということですね。そうすると、豊川市として A 型事業所でずっと雇用さ

れ続けるということを望んでいくというよりも、ステップとして次の企業への就職を後押

ししていきたい方向だということですね。 

 

＜事務局＞ 

 はい。現在も、豊川市障害者就労支援事業の日々の活動の中で、A 型事業所に通所してい

る方の一般企業への就労支援をしております。 

 

＜委員＞ 

 わかりました。ありがとうございます。数値目標よりも下回っていて定員割れを起こして

いるということになると、そもそも就労移行支援事業所に行かないのは、単純に２年間とい

う制限があって、その後、利用者がすぐには入ってこないからだけの問題なのかどうかいう

のは、どこまでご検討されたのかが大事になると思います。 
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＜事務局＞ 

 先ほど言った就労支援連絡会等でいろいろ議論しておりますと、どうしてもご本人さん

が「働く＝収入を得る」ということを前提になってしまうので、就労移行で訓練するより、

就労継続支援 A 型事業所へ行くという方向に目が行ってしまうというところが多いのかな

と。それと、もう１つには、就労移行事業所が市内には３事業所あるのですが、それぞれの

事業内容や支援内容の周知不足かなというところもあります。具体的にお話をすれば、掃除

をメインに訓練をしている事業所の場合、「私はお掃除はちょっと･･･。」ということがあり

ます。移行支援事業内での作業内容で決めてもらってしまうのはどうかということで、就労

移行事業所は、作業をするだけではなく、「就労に向けた訓練をする」というところを、し

っかりアピールしなくてはいけないのではというところもありまして、こういった取組み

を考えさせていただいたというところであります。それと、私が就労相談をやっております

が、相談にみえる方のうち６割以上が精神・発達の方からの相談です。そういった方々が、

なかなか豊川市内の就労移行事業所の中で、うまく訓練ができていないというところもあ

りまして、選んでいただけないなと活動していて感じるところであります。 

 

＜委員＞ 

 ありがとうございます。そうすると、そこで相談支援事業所の役割が大きくなってくるの

かなと思うのですけれども。そもそも就労移行支援を利用していただくことによって、就職

に向かっていくための基礎的なものをしっかり獲得していってもらうことが必要な方がこ

こにいるんだという見立てが、豊川の中でどれだけいるのかというところを、しっかり把握

していくことが、そもそもの数値目標の設定に対しても大事だったのかなと思うわけです。

それと、やっぱり就職をしてすぐに稼ぎたいという気持ちはよく分かるのです。僕もそうい

う方々に関わってきましたので。ただ、そこに到達していない方がいるのも事実で、そこを

就労移行支援事業所が、ある意味２年間の職業訓練校に相当するような役割を担っていま

すので、そういう役割の所で、「もう少しこことここを獲得してから行くと、もっと楽に就

職できますよ。」とか、「働き続けられますよ。」ということをアピールする。就労移行支援

事業所が３事業所あるということであれば、それぞれの特色として出てくるのかなと思い

ますので、そこを全面に押し出しいく中で、就労移行支援の役割というものをしっかりとご

説明していった方がいいのかなと思います。これは就労移行支援事業所だけの問題ではな

くて、相談支援事業所の情報提供の課題でもあるかもしれませんし、豊川市の中に就労移行

支援事業を使う対象の方がどれだけいて、その方たちのために、どういう周知をしていくと

効果的なのかとうことのディスカッションを、もう一度していただける方がいいのではな

いでしょうか。このままのペーパーだと、どうも就労移行支援事業所の定員を埋めていくこ

とが重点目標になっている感じが、穿った見方をさせると、そう捉えられてしまうので、も

う一回整理をされるといいかなと思いました。長くてすみません。短くしますね。 
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こども部会の方ですけれども、こども部会の目的で「課題の抽出と学びの場の検討」とい

うことになっているのですが、「課題の抽出」はよくわかりました。「学びの場の検討」とい

うことが、重点事業とどう繋がっているのかなということが、ここから分からなかったので

すが、これをまずお伺いしたいのですが。 

 

＜会長＞ 

 事務局お願いします。 

 

＜委員＞ 

 たぶん目的を決定されたプロセスの中で、何か学びの場が必要だという議論になったの

ですよね、きっと。 

 

＜事務局＞ 

 子どもたちもそうなのですけれども、学校やご両親、家族の方にとって、自分のお子様た

ち、生徒たちが卒業後に行く場所、就職先のことですけれども、この場を学ぶ機会をという

ことで位置づけさせてもらいたいということから、「学びの場」という形をとらせていただ

きました。 

 

＜委員＞ 

 はい、ありがとうございます。そうすると、それは、「学び場」ではなく「情報提供の場」

と思いますので、ちょっと違うかな。この目的を達成しよう思うと、子供の育ちに応じた学

びの場なので、結局ここの主語はいったい誰だったかという話になってくるのです。「子供

にとっての学びの場」だったのか、「子供を育てていく支援者にとっての学びの場」だった

のか。これもやっぱり違ってくるかと思いますので、またこれから検討するのだよというこ

とであれば、いったん外された方がいいかなと思います。この辺の目的と取り組むべき事項

の整合性が十分に取れていないかなと感じましたので、もう一回再考されるといいかなと

思います。 

 それから、児童発達支援センターの話ですけれども。これをこども部会で重点的に取り上

げていくと、かなりのボリュームになるので、別途設けられた方が現実的なのかなと思いま

すが。たぶん、市としてのご意向もあったりすると思います。その辺をお伺いできればと思

うことが１点と。 

それから、児童発達支援センターは、「市としてどうして必要なのか」という、そのマス

タープランというか、今の豊川市の現状はこういう状況なので、センターが欲しいのだとい

うことを市として考えているのか。あるいは、事業者や地域、親御さんの方から作ってくれ

という要求、要望があるので、作っていくのか。そして、そこに何を期待しているのか。と

いうことを、しっかりと整理をした上で、検討していかないと、単純にセンターが欲しいと
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いうだけだと、本当に機能するものにならない可能性があるのですね。結果として、例えば、

他市だと、愛知県の場合、公立の障害児通園施設が多かったですから、公立の児童発達支援

センターが圧倒的に多いのですけれども、「わが街の子どもというよりも、ここに通ってき

ている子どもたちの、アフタフォローや相談支援はやりますよ。でも、それ以外の在宅のお

子さんのことはまだね。」というような声を聞くことが非常に多いのですね。ですから、豊

川がこのセンターが作っていくのであれば、他市と違ってどういう役割をここに担ってい

くのか、期待をしていくのか。様々な経営主体による児童発達支援や放課後等デイサービス

が増えてきている中で、当然のことながら、センターとして、そういった新規参入の事業者

向けのスキルアップやレクチャーをするような機能、スーパーバイズの機能というものも、

当然期待がされるのかなと思うわけですね。それは必然的に、その地域の現状を把握するた

めの相談支援事業であるとか、保育所訪問だとかをしっかり持っていくのだと。あるいは、

平成３０年度に新しく取り組むことが必要となってくるものに、児童発達支援事業を居宅

にサービスを提供していくという事業。それから、保育所等訪問支援を乳児院や児童養護施

設に届けるという事業。これも付加されていきますので、この平成３０年の法改正・法施行

に向けてのイメージの中で、ここをどういう役割を担っていくのか。さらに言うと、今、国

の方で大きく課題として取り上げているのが、医療ケア時の支援。あるいは在宅時の重症心

身障害児の支援。このあたりも非常に課題として取り上げていっていますので、そうすると、

かなりこのセンターに対しては、地域からの期待も大きくなると思うのですね。それらのこ

とを社会背景も含めて考えると、ちょっとこの部会だけで考えるには、大きいかなと思うの

ですが。これは私の方からの心配事ですので、市と事務局の皆さん方で、もう一回役割分担

をしっかりと整えてもらって、本来、豊川市で暮らしている障害をお持ちのお子さんや家族

にとって、今困っていること、これから困るであろうことを短期で考えていくような専門部

会としての役割と、少し箱を作っていくというのは、長期的なビジョンになりますけれども、

役割分担をしながらやっていかれた方が、息切れしなくてすむのではないのかなと思いま

すが。心配事としての提案ですが、いかがでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

児童発達支援センターにつきましては、市当局の中で、児童発達支援センターの役割の位

置づけを考えています。こども部会の役割としては、平成３０年の国等の情報収集をしなが

ら、医療ケア、在宅重度障害者の支援についても、取り込みながらニーズを把握し、どうい

った事業内容が必要になってくるかというご意見をいただくために、部会の中で揉んでも

らうような形を考えております。市民の方からの要望があるだけではなく、市としてもセン

ターの重要性や役割の必要性を感じて、設置に向けて動いている段階です。 

 

＜委員＞ 

平成３０年に向けては、今、総合支援法に基づいて、４期の障害福祉計画を策定して、今



18 

 

動いていると思われますけれども、これで障害児福祉計画の策定も必要になってきますの

で、そこには、豊川市内における障害児通所支援事業の数値目標を、しっかりと位置づけて

いかなくてはならないという話になりますよね。国の資料によりますと、この計画で示した

数値目標に対して、すでにそれが満たされているという地域の状況であれば、新たな指定を

しないということもできる規定となったかと思います。そうすると、今の地域の実情を把握

する上では、この部会で考えていった方がいいのかなと思います。また、平成３０年度から

動き始めるものであるとすると、平成２９年度にはこの計画を作成することになるので、こ

の年度にやらないといけないわけですよね。第４期の障害者福祉計画は平成２７・２８・２

９年度計画ですよね。そうすると、もう平成２８年度なので今から準備をして、平成２９年

度は平成２８年度に収集したその地域のニーズに基づいて現実的な数値目標と計画を設定

しておくという年度だとしたときに、平成２８年度はけっこう大事な年度だと思うのです。

本当はここで考えていかれた方がよいのかなと思いますが、そこは何か検討として考えて

いくとこは考えられていないのでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

こども部会の中で、今回取り組んでいこうと思っていることというのが、裏面の構成員名

簿のところで、当事者団体の方ですとか、児童発達支援の事業所の方に来て頂きまして、児

童発達支援センターというものが大きくまだ見えてきていないというところがありますが、

こんな児童発達支援センターがあるといいなという要望などの抽出ということで、今考え

ております。 

 

＜委員＞ 

障害児福祉計画に向けての準備であるとか、その辺りは、今年度は、基本的には着手しな

いということでいいですか。 

 

＜事務局＞ 

障害児の計画は、次の第５期の時には、大人の方と児童の方でやるということは把握して

おりますが、具体的には何をやろうかとうことまでは、検討できてはおりません。 

 

＜委員＞ 

それを、いつぐらいから検討されるのかというのは、ここに記載がなくとも、課題のひと

つとしてとらえていただけると、遅れることなく、やれるかなと思いますので、お考えいた

だけるとよいかなと思います。 

すみません。長くなりますけれども、最後の１個ですけれども、５番目の地域生活部会で

すが、短期入所のスムーズな利用、それから災害時の対応ということが今年の重点事項とさ

れているのですが、緊急時の対応について、ここに運営マニュアルを作成してから数年経っ
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たと記載がありますけれども、ここ数年ずっと緊急時の災害時対応の話が多かったかなと

記憶をしているのですが、それも大事なことなのでしょうけれども、平時の支援の在り方と

いうのを考えていくことも大事だと思うのです。その一つが、①の取組みかなと思いながら。

重点事項で短期入所のスムーズな利用とは書きつつも、進捗状況の方では、短期入所・グル

ープホームが利用しにくい課題と表示してありますので、そうすると、重点事項としては、

短期入所だけの話ではなくて、グループホームのこともあったのではないのかな。ここの整

合性はどうだったのかなと。つまり、地域生活というものを、どういうように捉えて、この

部会で考えていくのかということなのですけれども。グループホームが増えていかないと

いう現状の中で、施設から市・県への移行の現状も、少し鈍化をしていっているという状況

があります。そうすると、グループホームが増えていかない現状をどういうふうに評価をし、

豊川市としてそのグループホームを増やしていくために、どのように取り組んでいくのか

ということは、ここでは語られないのかなという疑問がまず一つ浮かぶわけです。それと併

せて、県の自立支援協議会の専門部会では、精神障害をお持ちの方たちの地域移行支援とい

うものをかなり大きなテーマとして掲げていっているのですが、豊川の中では、あまりその

あたりは特化されていないように思われるのですが、県の方からは、地域移行支援の対象と

なる方を、１年の内で各市最低一人ぐらいは関わってくださいねというような、お願いをす

るという程度にはなりますけれども、積極的に精神障害をお持ちの方たちの地域生活の支

援というものを、大事にしていこうという取り組みを行っていますが、その辺りのことは、

ここで語っていかなくてもいいのかなということも気になるところなのですね。災害時の

ことも大事なのですけれども、今現状の中で、地域で暮らす、地域で安心して暮らしていく

ための必要なサービスと、そのサービス量がどうで、そのサービスを利用するためのプロセ

スに課題があるとしたら、それは相談支援の問題もあるし、提供する事業者がサービスを作

れていけていないという現状の課題もあるので、そのあたりの現状も分析していくことも、

そもそも必要ではないかなと思うのですが、この辺りはいかがなのでしょうか。これがまず

ひとつ。 

それと、もうひとつは、避難所運営マニュアルの見直しが必要ということなのですけれど

も、今のマニュアルがまずいのでしょうか。という素朴な疑問なのです。特段今のマニュア

ルで大きな問題がないのであれば、例えば、軽微の修正であれば、事務局対応でも十分でき

るのかなと。つまり、限られた検討の時間を、本当に必要なところにしっかり割いていただ

いた方がいいのではないかと思うので、本当に必要な現状なのでしょうか、という投げかけ

なのですが、いかがでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

福祉避難所マニュアルにつきましては、今の段階では、これを具体的にやるというのが、

なかなか難しいことを感じておりますので、実際に則した形、できる形で検討できたらとい

うことを考えております。 
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＜委員＞ 

見直しは、やるということですね。 

 

＜事務局＞ 

そうです。改定なのか、障害部分を抽出してできる形にするのかは、まだわかりませんが、

検討していく形で考えております。 

 

＜委員＞ 

 例えば、３年経ったから改定しますとういう規定になっているのであれば、やらなくては

いけないのでしょうが、そういう規定でないということであれば、少し雑感した中で、今の

時代と文言がそぐわないところがあるとか、軽微な修正であるならば、特段の部会の方でい

うよりも、事務局や福祉課さんの方で、文言を整理しましたという提示されるくらいで良く

て、本当に必要なサービスを作っていくなどの検討にしっかり時間を割いて行かれる方が

いいと思うので。一旦、本当にこれが必要かどうかをきちんと整理をしていただいて、また

部会の方で検討していただいた方が、建設的かなと思います。ありがとうございました。 

 

＜会長＞ 

 他にご質問はありますでしょうか。 

 

＜委員＞ 

 先ほどの発達支援センターの件で。実は、僕の印象では、豊川市の方から、医師会の方に

打診が来ているのですね。ただ、やはりマンパワー的にとても医師がこれに対応できる内容

の人が、豊川市医師会の中にはなくて、そんな話もあるよというくらいの話で終わっている

のですけれども。僕が素朴に思うには、これは豊川市ベースではきっと無理だろうなと思っ

ていて、もう少し広域的な、例えば、豊橋の発達支援センターといったところと、少しそこ

にくっつくような恰好で実際には動いて、豊川市がそれを利用するような流れで、規模的に

は考えた方が良いのではないかと思いますので、そういった検討をしてみたらどうでしょ

うか。とても医師会の中で、これをカバーするという体制は、少し難しいぞということです。

以上です。 

 

＜事務局＞ 

 委員の方からご指摘のあった問題で、少し一言すみません。 

 先ほど地域課題の中の地域移行の問題があったかと思います。これについて、今、東三河

の南部圏域の方で、圏域レベルの動きとして、研修ですとか、会議ですとかも開かれている

のですけれども、この豊川の中でなかなか進んでいないという現状もありまして、地域によ

っては、専門部会で地域移行の部会を作っているという所もあるのですが、豊川の方では、
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基幹センターの事業の一環で、この８月にネットワーク会議を開きたいと思っております。

基本的には、まず精神障害の方の関係者団体の方も含めて、その中から、この市内で進まな

い理由は何かと言う課題を出していきながら、それをまた協議会と連動させながら、進めて

いこうと考えおります。それから、その他、地域課題がもろもろあります。なかなかすべて

を部会でいうわけではないのですけれども、とりあえず、まず運営委員会の中では、今年度

この重点事項の中で、特に、先ほど「安心して重度の方でも生活できるような状況を豊川の

中で考えていこうではないか」ということで、恐らく今年度だけで結論が出る問題ではない

のですが、まずその中で取組んでいければと思いますし、もろもろの課題につきましては、

相談支援部会の方でも議論をしていきながら、また挙げていきたいなと考えております。 

 

＜会長＞ 

 よろしいですか。 

 

＜委員＞ 

 １点いいでしょうか。今、委員から児童発達支援センターの話をされたのですけれど、今

の話を聞く限りだと、医療型の児童発達支援センターを豊川は目指されるという基本設計

を考えていらっしゃるのでしょうか。そうすると、ドクターが必要となってくるので、それ

は難しいだろうと先生の確認・同意というところなのですけれども、多くの市町村で医療型

の児童発達支援センターというよりも、福祉型の児童発達支援センターを作っていかれる

方が多いのではないかなと思っています。この辺りについてどこを目指すのかによっては、

確かに先生のおっしゃるようなマンパワーがないという大きな課題にあたるだろうなと思

いますが、これをここで議論するべきかどうか定かではないのですが、今気になった件です

ので、お尋ねをしたいと思いますが。 

 

＜委員＞ 

 すみません。いいですか。子育て支援課の委員です。今年から児童発達支援体制の充実と

いうことで、子育て支援課の方が担当することになりました。 

 

＜委員＞ 

 センターの方を？ 

 

＜委員＞ 

 はい。今、委員さんからおっしゃられたように、医療型というと、なかなか難しいのかな

というのが、市として考えています。ただ、福祉型の児童発達支援センターであっても、医

療機関さんとどう連携していくのかなど、そういう部分は考えていかなくてはいけないの

かなと思っているところです。ただ、全体像がまだはっきりと申し上げることができないの
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ですけれども、今、委員さんがおっしゃられたとおり、なかなか難しいと思っていますけれ

ども、市内の医療機関の先生方とお話をしながら、連携を深めながら、進めて行きたいと考

えているところです。 

 

＜委員＞ 

 わかりました。まず現状を把握する段階で、どういう医療的ケアを必要とするお子さんが

豊川にいらっしゃって、そのお子さんに対してどういう児童発達支援を提供していく必要

があるのかという整理から必要なのかと思うのですけども。そうすると、市民病院も豊川の

場合ありますので、それから、そこに医師会さんの協力を頂きながら、連携というよりも、

一緒になって支援体制を考えていく。重症心身障害児のお子さんであっても、いかに在宅に

戻れるのかということを、国の方としては、考えている節がありますので、その辺り、地域

ケアをどのようにしていくのか、そのためにセンターがどのように中核的な役割として担

って行けるのか。そうすると、ドクターの配置まではいかくとも、看護師さんを１人配置し

ておくとか、なかなか看護師さんが難しいのであれば、準看護師さんであっても、そういっ

た加護体制というか、医療面でそのサポートができるような体制を整えておくというでも、

十分に機能ができるのかなと。つまり、福祉側の人間や保育士ですと、なかなか医療用語に

ついていけなかったりするところがあるのです。そこを、きちんとマネージメントできるよ

う方がセンターにいることで、ドクターの方たちと話し合いをしてくことがスムーズにな

るのであれば、そういう体制でも充分だと思うのです。限られた財政的資源やマンパワーを

考えた時に、できることというと、もう少し現実的なことを考えていく余地があると思いま

したので、なかなかドクターを配置する医療型は難しいと思いますから、今後の何か参考に

なればと思います。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございます。 

 

５ 第４期豊川市障害福祉計画 

＜会長＞ 

よろしいでしょうか。それでは、引き続き議題の市からの報告を事務局から説明をしたい

と思います。事務局よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ 

 それでは、第４期障害福祉計画の平成２７年度実績について、ご報告させていただきたい

と思います。事前資料の６をご覧になってください。 

 まず、こちら事前資料６の「第４期豊川市障害福祉計画」は、平成２７年３月に策定いた

しました。これは、障害のある人が、自立した日常生活、または社会生活を営むことができ
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るように、必要なサービスの確保や推進のための取り組みを定めるもので、平成２７年度か

ら２９年度までの３年計画となっております。今回の計画では、国の基本指針において、障

害福祉計画の達成状況の点検、評価を実施するとなっておりますので、今回は、現在の状況

を報告させていただきたいと思います。 

 では、表紙をめくってください。１ページ目「障害福祉サービスの見込量及び実績」とい

たしまして、訪問系サービスから順に見込量と実績を比較しております。まず表の見方を簡

単に説明いたしますと、表の一番左の列は「サービスの種類」。そして、第４期計画となっ

ているものは、計画で示された見込量であり、その隣の平成２７年度実績は、実際の数字。

一番右の列は、平成２７年度の実績と見込量の比較となっております。 

 それでは、「１－１ 訪問系サービス」ですが、こちらにいたしましては、一番上の「居

宅介護」。これは、身体介護や家事援助を行うものなのですが、これが人数や時間ともに、

見込量から大きく増加をしております。その他のサービスについては、利用人数は、ほぼ横

ばいとなっておりますが、利用時間は増加をしております。これは、一人あたりの利用時間

が増加していることによります。今後も福祉施設や病院から地域へ移行する障害者の増加

などにより、サービスの利用希望者が増えると思われますので、サービスの提供体制の確保

に努めるとともに、一番下の重度障害者等包括支援につてきましては、市内で対応できる事

業所がないため、現在のところ、利用実績はありません。 

 続きまして、２ページ目にいきます。こちらは日中活動系サービスとなりまして、日中に

事業所などに通って、必要な介護や訓練、生産活動を行ったりするものです。こちらの大き

な特徴といたしましては、真ん中あたり、先ほど議論にも挙がりましたが、就労移行支援、

それから就労継続支援 A 型が、大きな特徴となっております。就労継続支援 A 型の利用が

真ん中あたりですけれども、見込量を今回大きく上回っております。これは、市内に A 型

の事業所が開所いたしまして、今まで B 型を利用したが A 型に切り替えた利用者がいると

いうことです。一方、就労移行については、原則２年という利用制限がありまして、利用者

が入れ替わること、それから、市内に事業所が少ないため、計画値に達しておりません。施

設入所者の地域移行後の日中活動のために、サービス提供体制の整備に取組むことが必要

となっております。 

続きまして、３ページにいきます。こちらは、まず「１－３ 居住系サービス」といたし

まして、住まいの場を提供するサービスとなります。こちらでは、共同生活援助のグループ

ホームについては、平成２７年度実績では、９８人となっておりますが、見込には達してお

りませんが、平成２６年度実績の９０人と比較すると増加をしております。しかし、平成２

８年度中に２箇所新規のグループホームの開設の予定がありまして、利用者の増加を見込

むことを期待しております。 

続きまして、「１－４ 相談支援」の方にいきます。こちらは、サービス等利用計画の作

成を中心としたものになります。こちらの計画相談支援につきましては、平成２７年度末の

時点ですべての障害福祉サービス等の受給者に対して、サービス等利用計画案が提出され
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ました。今後は、引き続き相談支援専門員の確保と、障害者相談支援センターによる人材育

成や研修などを実施し、計画相談支援の質の向上に取り組んでいきます。また、地域移行・

地域定着については、保健所や医療機関、それから、サービス提供事業所などと連携をし、

取り組んでいくつもりです。 

続きまして、４ページ「障害児支援」の方にいきます。こちらは、今回の「第４期障害福

祉計画」から明記してあるものでして、児童の通所、それから障害児の相談支援が掲載して

あります。こちらのところで、保育所等訪問支援にいきまして、今回平成２７年度実績の６

人、６０日となっておりますが、こちらは、県に報告した３月末の時点の数字でありまして、

保育所等訪問につきましては、長期休暇・年度末には、利用者・利用日数ともに減少となっ

ております。しかし、年間を通すと、１か月あたり２３人の利用が出ております。また、児

童発達支援、それから放課等デイサービスとも、実績が見込量を上回っていますけれども、

必要なサービスの提供体制に努めると共に、サービスの質というものが非常に問題となっ

てきておりますので、確保できるように事業所間のネットワークを図っていくことが課題

と思われます。 

続きまして、５ページ「地域生活支援事業の必須事業」のところにまいります。こちらの

ところでは、多くの事業のところがありますが、平成２７年度の実績といたしまして、障害

者差別解消法の施行を踏まえて、平成２７年度には、市民や事業所を対象として、障害者差

別解消法の啓発講演会を実施いたしました。今後も、支援を必要とする人のニーズに応じた

提供体制の充実に努めていきます。 

続きまして、６ページ「地域生活支援事業の任意事業」の方にいきます。こちらでは、任

意事業といたしまして、豊川市で行っている事業の方で、訪問入浴、それから日中一時と自

動車の運転の免許、それから自動車改造と更生訓練費給付の方がついております。こちらの

方で、特質すべき特徴といたしましては、訪問入浴サービスにつきまして、平成２７年度か

ら今まで、月５日となっていたころを、月１０日と利用日数の拡充を行いました。その他の

サービスについても、利用促進のための事業の周知と、それから対象者への必要な給付の方

の実施を行っていきたいと思います。 

７ページ以降につきましては、目標値を参考として掲載をしております。こちらは、平成

２９年度末に向けての目標であり、途中経過となっておりますので、まだ現在のところ、ど

うかということを申し上げることはできませんが、こちらを参考にして、取り組んでいきた

いと思っております。 

 第４期障害福祉計画の実績については、以上となります 

  

続きまして、平成２７年度の障害者虐待の対応ケースについて、報告させていただきます。

事前資料の７をご覧になってください。こちらは、平成２７年度の虐待状況を表にしたもの

です。平成２７年度の虐待状況といたしましては、１１件ありました。中には、深刻なケー

スもありましたが、相談支援につながり、すべて終結となっております。傾向といたしまし
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ては、障害種別の真ん中あたりのところをご覧になっていただきますと、精神、知的障害の

方が、被虐待者となるケースが多いこと。それから、性別のところを見ていただきますと、

女性が多い。それから、虐待類型といたしましては、身体・性的・心理的、放棄放任、経済

の５つがありますが、どれかひとつというのではなくて、複数の要因が絡み合っていること

が多いということが挙げられます。また、虐待類型で心理的というものが多いですが、これ

は、被虐待者が精神的にダメージを受けたと感じている場合に、心理的虐待というように認

定をしておりますので、心理的虐待が虐待類型に多くあたっております。 

 平成２４年１０月の障害者虐待防止法の施行した後、平成２５年・２６年は、今回豊川市

の虐待のケースとしては、だいたい６件・７件ぐらいでしたけれども、平成２７年度は、も

っとも多い結果となっておりました。これは、もちろん良くないことではありますけれども、

メディア等を通して、虐待というものが周知されつつあるということで、今まで埋もれてき

たものが、出てきているという解釈をしておりますので、虐待について、相談、それから届

出、通報などがあった場合には、虐待防止センターとしては、粛々と対応をしていきます。 

 こちらについては、以上となります。 

 

 続きまして、障害者差別解消法について、ご説明いたします。事前資料は⑧－１となりま

す。 

平成２８年４月１日から障害者差別解消法が施行されました。事前資料は⑧－１につき

ましては、今年４月からの差別解消法の相談事例についてです。１件となっております。こ

れは、障害のある子供の保護者から、学校行事への参加についての相談がありました。 

次に、事前資料は⑧－２になります。障害者差別解消支援地域協議会について、国におい

ての考え方が示されております。相談を受ける市役所などにおいても、相談内容によっては、

市役所だけでは対応できない可能性があることから、障害者にとって身近な地域において

主体的な取組があることが重要となっており、協議会が必要だと考えられております。また、

協議会を組織するメリットが①のところに書かれているのですが、相談への迅速かつ適切

な対応、紛争解決に向けた対応力の向上、権利擁護に関する意識のＰＲなどが挙げられてお

ります。協議会において具体的に行うこととして②のところで挙げられているのですが、複

数の機関等によって紛争の防止や解決を図る事案の共有、関係機関等が対応した相談事例

の共有、障害者差別に関する相談体制の整備、障害者差別の解消に資する取り組みの共有・

分析、障害者差別の解消に資する取組の周知・発信や障害者特性のための研修・啓発などが

挙げられております。 

続きまして、資料８－③をお願いします。こちらも、国が示した障害者差別解消法支援地

域協議会の設置・運営暫定指針の概要となっております。こういった指針を参考にしまして、

豊川市障害者差別解消支援地域協議会の設置を行っていきたいと考えております。 

続きまして、事前資料８―④となります。こちらは、要綱案ということで作成させていた

だきました。こちら案となりますので、構成員につきましても、１ページめくっていただき
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まして、この別表のとおりとさせていただているのですが、全体会と同じような委員となっ

ており、主要なメンバーとして参加していただき、その他の委員につきましては、専門性が

必要なときに、その事案ごとに必要に応じてこの中から委員を招集する形で検討していき

たいと考えています。 

続きまして、資料８―⑤です。相談窓口と支援体制の案となっております。このような形

で考えていきたいと思っております。 

続きまして、資料８－⑥につきましては、スケジュールの案となっております。１０月を

目安に協議会を設置して、３月の全体会の後に、第１回障害者差別解消支援地域協議会を開

催したいと考えております。 

まだ、動き出してばかりで分からないという点も多々ありますので、情報収集をし、関係

機関との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、具体的に

は、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。以上です。 

 

＜会長＞ 

 ただ今の件につきまして、何かご質問等がございましたら、どうぞよろしくお願いします。 

 

＜委員＞ 

 第４期の豊川市の障害福祉計画の②の目標値について伺いたいのですが。これは、計画を

作った当初の目標値ですよね。 

 

＜事務局＞ 

 はい、そうです。 

 

＜委員＞ 

 当然平成２７年度も終わっておりますので、このＰＤＣＡサイクルでいえば、どこかでチ

ェックして、またそれが、新しい計画に反映されているかと思うのですが。できれば、その

数値がここに入っていた方が、平成２７年度の途中経過を追うのに、入っていたほうが、こ

の委員のみなさんも、この目標値について、どの程度まで進んでいるのか意見がいただける

と思うので、できればこの数値が欲しかったと思いますので、また次回は入れていただける

と嬉しいなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ 

 はい、わかりました。 

 

＜委員＞ 

 もうひとついいですか。あと気になるのは先ほど委員が言われたのかなと思うのですが、
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豊川市さんの計画の中には、精神障害者の地域移行が入っていないのですよね。国・県の計

画の目標値の中には、精神病院からの地域移行の目標値も入っていると思うのです。となる

と、豊川市さんとして目標を定めていないのであろうか、どう取り組んでいくのか気になる

ものですから。もし、ＰＤＣＡサイクルの中のどこかでもう一回盛り込むのか、また別途考

えるか検討いただいて、やはり少し進めていただくのも、必要かなと思いますので、またそ

の辺りをご検討いただいても良いのかなと思います。  

 

＜委員＞ 

 すみません。分かってみえるのかしれませんが、よろしいですか。保健所の方から。先ほ

ど言われた、県と国には入っていて、市の方に入っていないという話は、確認されていると

思うし、私たちの方も聞いているのですが、県の方に何度も確認したのですが、市の方に入

れなくてもよいと。入れるところの方が少ないような言い方を。最初のときに、障害福祉課

の方から話が来てしまって。 

 

＜事務局＞ 

何か、把握が少し難しいということで。 

 

＜委員＞ 

 今年度確かに、少しごちゃごちゃしました。 

 

＜委員＞ 

 最初のときに、そういう話だったものですから、豊川市さんもそこで抜かれたのかなと思

うので。今後は分かりませんが、そういう前提があったかと思います。 

 

＜委員＞ 

 ただ、どこで議論がされるのかなということが、どうしても抜けちゃいますよね。この計

画にも入っていないと。 

 

＜事務局＞ 

はい、そうですね。挙がっていないということですね。 

 

＜委員＞ 

 そうなると、どこでこの目標値を管理していくのか。自立支援協議会できちんとやってい

くなら、それでもよいと思います。それよりか、計画のどこかで補足というか、別紙のとこ

ろで持っているのでも良いかと思いますけれど。やはり、精神障害者の地域移行は、国も県

も大きな柱と思っているので、豊川市さんとしても、どこかで議論が入っていただくとうれ
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しいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜会長＞ 

 よろしいですか。他にございますか。 

 ご質問がないようでございますので、これにて、本日予定されていた議題をすべて終了し

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

から事務連絡をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

 長時間にわたり、ありがとうございました。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３月２９日１３時３０分から市役所で予定をしております。また、

本日の議事録等につきましては、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。

本日の会議については、これで終了させていただきます。誠にありがとうございました。 

 

＜会長＞ 

 どうも、本日はありがとうございました。これにて散会いたします。 


