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１ 開会のあいさつ 

＜会長＞ 

こんにちは。 

定刻となりましたので、ただいまより「平成 28 年度第 2 回豊川市障害者地域自立支援協

議会 全体会」を開催いたします。 

本日は、年度末の忙しい中、平成 28 年度第 2 回豊川市障害者地域自立支援協議会にご出

席していただきまして、本当にありがとうございました。本日は、いろいろ各部会の報告な

ど多々ございますので、さっそくですが、会議を進めさせていただきたいと思います。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

続き私が進めさせていただきます。よろしくお願いします。以後着席させていただきます。

よろしくお願いします。 

本日は、豊川市教育委員会の委員が欠席となっております。また、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、成立いたします。それ

では、早速ですが、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 つとなっております。 

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。 

 

 

２ 豊川市障害者地域自立支援協議会運営委員会報告 

＜事務局＞ 

 運営委員長です。よろしくお願いします。 

 はじめに、概略ということで報告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。 

相談支援部会では、前回の全体会でのご指摘を受けて、事務局で検討をいたしました。そ

の結果、地域課題の抽出は非常に意味があるため、29 年度からは、委託を受けていない「指

定相談支援事業所」も含めた市全体の地域課題として抽出をしていくことにしました。また、

相談支援事業実績につきましては、数字だけではない実績報告をさせていただき、基幹を含

めた「委託相談支援事業所」の活動を評価していただいこうと、今回の事前資料 1 としてご

提出いたしました。 

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

動について報告されました。就労部会は、教育機関や企業との連携強化ということで、豊川

特別支援学校での進路指導講話や、企業・障害者支援事業所との交流をテーマとしたセミナ



ーなどを実施しました。地域生活部会では、緊急時の短期入所のスムーズな利用と、災害時

の避難所運営についての検討を行いました。また、こども部会では、下半期の活動といたし

ましては、「児童発達支援センターの設置」に伴う課題の抽出ということで、児童発達支援

センターについての研修会と児童発達支援事業所の児童発達支援管理責任者、通称「児発管」

といいますけれども、児発管のみなさんからセンターに必要な機能についてお話を伺いま

した。 

それぞれの部会の具体的な内容については、この後、事務局から報告させていただきます。

まずは、概略としての報告になります。以上になります。 

 

＜事務局＞ 

では、平成 28 年度の相談支援事業実績について報告いたします。 

相談支援事業の実績報告につきましては、前回の全体会の中で、相談支援の実績の件数や

時間等を過去のデータと比較できるようにし、傾向などをまとめるようにすることと、委託

を受けていない指定相談事業所についての実績件数を含め、豊川市全体の状況把握できる

ようにすることなどのご意見を受け、運営委員会などを通じ、大きく見直しを行いました。 

まず、委託を受けていない指定相談事業所に確認を取ったところ、指定相談事業所の相談

件数や時間等の実績報告を行うことよりも、地域課題の抽出が重要であるとの意見が多数

であったため、平成 29 年度からは、課題整理の中で、委託を受けていない指定相談事業所

の課題も含めた形で報告させていただくこととしました。 

また、これに併せ、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、あくまでも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全体会で報告させていただくこととしました。事

前資料 1 をご覧ください。1 ページの「委託相談支援活動実績」は、平成 28 年 4 月から平

成 29 年 2 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の活動実績となりま

す。 

そして、2 ページから 5 ページにつきましては、委託相談支援の仕様書のうち、特徴のあ

る項目について、各相談支援事業所の実績として報告させていただきました。まず、2 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の報告となり

ます。内容としましては、各事業所とも基幹相談支援センターはじめ、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。今後は、

基幹相談支援センター、委託相談支援事業所及び市の役割分担を明確にして、共通認識をも

っと持つ必要があります。 

つづきまして、3 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

ての報告となります。各事業所とも定期的な会議、本会議、部会へ出席し、専門部会では事

務局として部会に積極的に取り組んでいただいております。今後は、地域課題の抽出後、そ



の課題の解決方法の提起をしてもらうことを期待しています。 

4 ページ、5 ページにつきましては、委託相談支援事業所としての役割についての報告と

なります。各事業所とも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して

います。今後も、市の委託事業者として、市町村の責務、役割を把握して障害種別問わず、

必要に応じた相談支援を行うことを期待しております。 

そして、6 ページ目以降につきましては、平成 28 年 4 月から平成 29 年 2 月までの基幹

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な形でまとめさせて

いただきました。6 ページにつきましては、基幹相談支援センターの相談件数、時間等の活

動実績の参考となります。7 ページ、8 ページにつきましては、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・差別の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ります。 

今回につきましては、相談支援事業実績について、大きく内容を変更させていただきまし

た。簡単ではありますが、説明は以上でございます。 

 

＜事業所＞ 

つづきまして、そのまま平成 28 年度の課題整理につきまして、事前資料 2 を使いまして、

障害者相談支援センターからご報告させていただきます。よろしくお願いいたします。 

毎月行われます相談支援部会では、各事業所が活動する中で、地域全体で共有をする必要

があると思われるケースですとか、困難性を感じているケースを報告していただいており

ます。今回 247 件の中から、この地域で課題だと思われるものを、まとめさせていただき

ました。この課題につきましては、サービス等も含めた社会資源の問題ですとか、あと支援

者自身のスキル、それから経験不足の問題もあると思われますが、事前資料、詳細について

はご覧いただきながら、この場では、概略のみご報告をさせていただきたいと思います。 

まず、経管栄養、吸引等の医療的ケアが必要な方が豊川にもいらっしゃいます。そうした

方々の中で短期入所を使いたいという場合、短期入所だけではなく、福祉サービス全体的に

受け入れが難しい状況がございまして、現状では家族の負担が大変大きなものであるとい

う状況が見えてきていると思います。 

それから、聴覚障害や視覚障害の方もいらっしゃいますけれども、こうした方々に対して、

十分に配慮された環境を提供しながら活動できる場所というのが、まだまだ豊川では少な

いという現状があります。そのほか、行動障害が激しい方が短期入所を利用したという場合

にも、現実的には制限があるという課題もあります。他に、就労に関しては昨年度の課題で

も出ておりましたけれども、精神障害の方、発達障害の方の相談が増えてきており、そうし

た方々の、就労定着がなかなか難しいという課題も出ております。また、今年度多く報告さ

れておりますのが、老障介護の問題であり、高齢の親御さんが障害を持っている方々の介護、

支援をしている、こうした家庭の相談ケースが増えてきております。家族が介護できなくな



った時の、緊急の時の対応をどうするのかという問題にも繋がってくるかと思いますし、将

来の選択肢として、グループホームが十分に足りているかと言うことは、今の豊川の現状で

は言えないというところも見えてきています。 

他に、支援者サイドのことになりますが、ヘルパーをはじめ、福祉サービスの提供事業所

といった、福祉従事者の人材難という問題も出ております。これは豊川だけの問題ではない

と思いますけれども、職員が集まらないという状況で、各事業所とも苦労しているという現

状もございます。そうした中で、支援者のスキルアップと質を向上させていくという問題が、

やはり各事業所、全体の問題と言えるかと思います。このスキルアップにつきましては、相

談員についても同様のところがございまして、今回の課題の中でも、精神障害の方、発達障

害の方への対応ですとか、ひきこもりの方への対応、障害を持つ方の子育ての支援の問題で

全体的に経験値を上げることやスキルアップを図る必要もあると考えております。 

その他では、関係機関との連携の問題で、医療機関、教育機関、高齢者分野への支援機関

に対して、相談支援事業所、相談支援専門員の周知が不十分ではないかと思われます。実際

に支援会議等がなかなか行いにくいということもありました。 

このような課題等は、来年度の相談支援部会、専門部会での議論を深めていくことも大事

になってきますし、市全体での研修の計画にも生かしていきたいと考えております。この後、

具体的に各専門部会の方から、今年度の報告、来年度の活動計画についても、その案を提出

していく予定になっております。私の方からは以上となります。 

 

＜事務局＞  

引き続きまして、就労部会から説明させていただきます。よろしくお願いします。 

就労部会の資料 3 の方からご覧ください。先ほど運営委員長からご案内がありましたよ

うに、今年度の取り組みとしましては、「教育機関との連携強化」と「企業との連携強化」

の 2 つのテーマで進めてまいりました。 

最初の教育機関との連携強化ということで、支援機関に市内の就労移行支援事業所があ

ることを知っていただきたいということと、就労移行事業所のスキルアップを含めて進め

てまいりました。各学校で、それぞれ要望が異なりましたので、それぞれの方向でやってお

り、資料に記載してあります。教育機関からは、早い段階で福祉サービスなども知りたいと

いうこともあり、今後もより連携を深めていきたいとおっしゃっていただきました。これに

つきましては、来年度も学校からの要望があれば、引き続き取り組んで行きたいと思ってい

ます。 

2 番目の「市内企業との連携」ということでは、取り組み内容 3－2 の中で、2 月 22 日に

「障害者雇用促進セミナー」という題目で、取り組ませていただきました。ここでは、市内

でご活躍、それから、障害者を採用していただいている 2 つの企業にいろいろと発表して

いただいて、就労移行事業所の方からどういった内容で取り組んでいるのか、どういったこ

とができるのかということをお話させていただきました。その後、みなさまでそれに基づい



てグループトークという形で話をさせていただいて、理解を深めてまいりました。セミナー

後にアンケートを行いましたが、「障害者雇用の実状を聞けてよかった」「事実がありのまま

聞けてよかった」という声や、「なかなか実例を聞ける機会がなかったのでよかった」とい

う声もありました。就労移行事業所の説明については、こういった事業をやっていることが

理解していただけたかと思いますし、具体的にどんなことをしているのかということも理

解していただけたかなと思います。また、グループトークでは、少し時間が短いという声が

出るくらい、非常に闊達なものになりまして、「採用を考えていくにあたって、困っていた

ことが解決できそうだ」というご意見もいただきまして、アンケートを書いていただいた大

半の方が、こういった催しについては、また参加したいというお声がありました。その中で、

今後取り上げて欲しいテーマは「精神障害者の定着支援」さらに「企業と福祉の情報の共有」

がしたいというものがありました。 

また、各部会や作業部会等から挙がってきたこと、相談支援との会議の中で挙がってきた

こと、運営委員会からのものなどで、障害者就労に関する課題ということで、こういった課

題が、今、出てきている状況にまとめさせていただきました。 

それを踏まえまして、来年度どういう取り組みをするかということで、平成 29 年度の活

動計画案として、示させていただきましたので、そこを説明させていただきます。 

来年度につきましては、（２）の取り組み内容を説明させていただきます。アの方は、ず

っと言い続けています、各就労支援機関同士の情報共有を進めていきながら、課題の検討と

いうことで、最初の障害者雇用の促進についてというところですが、こちらについては、今

年度のセミナーでも共有させていただきましたが、特にハローワークとの連携した取り組

みの実施を具体的に進めていきたいと思っています。これについては、また、ハローワーク

とのいろいろな話し合いで進めていくところでございますが、個別の面接会をしたり、今回

のようなセミナーを継続したりして、その中から商工会議所さんや企業さん、お客さんから

の働き掛けなどを含めて、連携して、より促進していきたいと思います。 

それから、各課題として、精神発達のある方の就労支援ということで、そこについては、

いろいろと考えていきたいと思っています。これについては、こういった支援をうまくやっ

ている事業所であったり、就労機関を視察したりして、そんなところから、どんなことが取

り組んでいけるのかを考えていきたいと思っています。 

それと、今年度もやりましたが、就労福祉系の施設及び相談支援専門員のスキルアップも

先進的に取り組んでいる事業所の見学等を考えていきたいと思っております。それと、教育

機関との連携強化ということも、今年と同様に要望があれば、進めていきたいと思っており

ます。特に、今回は特別支援学校との取り組みを実施しましたが、最近のお声で、中学校、

もっと言えば小学校からの支援級からも、どのように働くことを考えていったらよいのか

という問い合わせもありまして、今後そういったところも、どのように進めていった方がい

いのかということを、少し考えて行きながら進めていきたいと思っております。以上でござ

います。 



＜事務局＞ 

続きまして、地域生活部会の報告をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

資料の 4-1 をご覧ください。地域生活部会ですが、「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きました。 

重点取り組みは、①短期入所のスムーズな利用。事業所間の連携及び情報が共有できる仕

組み作り。②災害時における避難所での情報収集、支援がスムーズに行える仕組み作りのこ

の 2 点で取り組んでいます。 

活動内容としては、ここに書いてあるとおりで、部会を 9 月と 2 月で 2 回行い、作業部

会の方は、だいたい毎月行ってきております。 

取り組み内容については、先ほどの①②の順に説明させていただきます。 

まず 2-1 の方の「短期入所のスムーズな利用」ですが、こちらの方は、9 月 5 日の生活部

会を開催、9 月 26 日に短期入所の担当者連絡会を開催させていただいております。こちら

は、定期的に行うということで、第 2 回も行って、市内に 6 事業所、短期入所を行っている

事業所さんがあるのですけれども、そちらの担当者が、課題の共有や事業所間の連携が取れ

るよう顔が分かる関係づくりを行うことを目的として、今後も続けていく形となっており

ます。2 月に第 2 回の生活部会を行いまして、その時に、地域生活支援拠点について、豊川

ではまだ事業が進んでいなく、不十分な状態であるということと、今後は、圏域レベルでの

検討を視野に入れていきたいということで、相談支援体制全体で進める必要があるため、次

年度からは相談支援部会で検討していく予定であることを報告させていただております。

また、短期入所の連絡会などは、それぞれで短期入所担当者連絡会を新たに設置して、そち

らからやっていく形で、そのことについても、報告させていただいております。 

②の防災について、災害時についてですが、9 月 5 日に地域生活部会を開催し、その時に

アンケートを行うことの話をさせていただいております。10 月上旬には、アンケートを各

障害者団体に配布させていただいて、障害者団体さんのご協力を得まして、12 月上旬に回

収させていただいております。アンケート結果については、次の 3 ページから 4 ページに

まとめたものがありますので、目を通していただければと思います。2 月に地域生活部会を

開催しました。アンケートの方で、災害というと福祉避難所という話をよくするのですが、

福祉避難所の開設まで時間がかかることや、その機能が本当にできるのか。今まであった熊

本や東北の障害者団体さんの話を聞いても、なかなか機能できないということも耳にして

いたものですから、アンケート自体を一般避難所でということでアンケートを取らせてい

ただいております。その中から、事務局で課題を選出させていただいて、ここに 5 つ課題を

出させていただきました。①障害の特性に合わせた支援、理解、配慮が必要なのではないか。

②個室の設置や車椅子、ホワイトボード等、備品の確保が必要ではないか。③自助、共助、

公助のそれぞれの取り組みが不足していると思われる。④避難所に避難できない障害者へ

の支援をどうしていくか。⑤生きる為に必要不可欠な医療物品（薬等）の確保をどうしたら

よいか。こうした課題が挙がってきております。これを基にして、次年度に何ができるかと



いうことの検討を行い、支援者向けのマニュアルを作成していくことと、「わたしはこうい

う障害があって、こういう配慮が必要です」ということが分かるような個人カードを作成し

ていってはどうかということで、こちらを地域生活部会の方で報告させていただいており

ます。アンケートの結果は、見ていただくことに留めまして、最後に来年度の活動計画にな

りますが、目的としましては、継続して「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」ということで進めていきます。取り組み内容は、重点的に取り組むということ

で、先ほど話をしました、災害時の避難所運営に関するアンケートから抽出された課題から、

「支援者向けのマニュアル」、「自分で所持する個人カード」の作成を行っていくところを取

り組んでいきたいと思います。また、その他にも、相談支援部会から地域生活部会に関連す

る課題が多々出てくると思いますので、こちらの課題に対して優先順位を付けながら、対応

して検討していきたいと考えています。来年度は、この予定で行く予定です。簡単ですが、

以上が地域生活部会からの報告です。 

 

＜事務局＞ 

 続いて、こども部会の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 事前資料 5 をご覧ください。今年度の目的は、「子どもの育ちに応じた課題の抽出」です。

2 の取り組み重点事業としましては、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を中心に活動して

いきました。3 の年間実績及び予定です。予定の方は、上旬に作業部会で、今年度のまとめ

と来年度の取り組みの確認を行いました。4 の夏休み中高生事業所体験事業をベースとした

合同事業説明会の開催は、5 月 15 日に行いました。②の児童発達支援センターの設置に伴

う課題の抽出と提案で、まず市内の児童発達支援管理責任者の方が、毎月 1 回開催してい

る情報共有会議に参加させていただいて、センターにあるといいと思わる機能について聞

き取りを行いました。また 2 月 5 日には、児童発達支援センターの機能と役割という研修

を経て、いろいろと学びました。その研修会を受けまして、2 月 21 日に第 1 回の子ども部

会を開催しました。豊川市より、児童発達支援センターに設置に伴う現在の状況についてお

聞きし、子ども部会の構成員の方々により必要な機能の意見をいただきました。 

追加資料の 5‐①をご覧ください。こちらが、児童発達支援管理責任者の方々の情報共有

会議、子ども部会で出た意見をまとめてあります。その後、どのような機能が必要かという

ところで、総合的、専門的に総合相談を実施してくる場所で、療育機能があるといいなと。

裏面ですが、地域の児童発達支援体制の強化及び市民への啓発への取り組みをしていただ

きたいところと、情報発信、提供機能が発達しているといいなというところと、その他の機

能というところの情報をいただきました。今後、貴重な意見を精査し、市に報告していく予

定です。 

次に、29 年度の活動計画の説明をさせていただきます。事前資料 5-②をご覧ください。

来年度の目標は、「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」と設定しまし



た。取り組み目標として、今年度も取り組みました①の合同事業説明会です。今年度開催し、

良かった点、改善点などが出ておりますので、それを踏まえて、生徒さんやご家族に事業所

をより知っていただく場を提供したいと思っています。②として、今年度、児童発達支援セ

ンター設置に伴う課題の抽出と提案を取り組んできた課題の中から、相談が年齢で切れて

おり、ステージが上がった時に、また一から説明しなくてはいけないという意見もあって、

切れ目のない支援が必要ではないかと考え、まず子どものライフステージに応じた支援体

制を学ぶという点を目標に挙げさせていただきました。 

3 は、年間スケジュールで、このように動いていきたいと思います。以上で、こども部会

の報告を終わります。 

運営員会からの報告は以上でございます。 

 

＜委員長＞ 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの報告について、何かご質問がありましたら、お願いいたします。 

 

＜委員＞ 

 提案なのですが、資料が多く、前回たぶん私が 30 分から 40 分話したと思うのですが、

非常にやりとりすることが困難だと思いますので、部会ごとに小分けしてディスカッショ

ンした方が現実的だと思います。全体を通してというディスカッションは、非常に的を得て

いくことが難しいのと、全体を通して資料を見てどうでしょうかというのが、整理ができな

くて、どれに関しても思うことがあり、聞きたいことがあるので、運営会議としての報告、

部会それぞれに対してしていただけると、少し整理ができるため分けていただきたいとい

う提案です。 

 

＜事務局＞ 

次回の時には、議題ごとに、説明の方を小分けにして、その都度、委員の方からご提案、

ご質問していただく形に変えていきたいと思います。 

 

＜委員＞ 

今日は、それは即座には、対応できないので、全体を通して話すということですか。そう

すると、ずっといきますが。 

＜事務局＞ 

それでは、次第の報告の 28 年度の相談実績についてということろから、一つずつ次第に

沿って、ご意見いただく形にさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

＜委員＞ 



はい。 

 

＜会長＞ 

それでは、次第へ戻っていただきまして、2 番の委員会報告の 1 相談支援実績について、

事前資料 1 について、ご意見、ご質問いただけたらと思います。 

 

＜委員＞ 

3 点確認をさせていただきます。指定の相談支援事業所のみなさん方のご意見を経て、こ

ういった形にまとまったということで、そのプロセスが入ったことは、良かったと思います。

実際に、指定の相談支援事業所さんだと、計画相談の部分がメインなので、こういった相談

の件数を取るということは、そんなに細かくはないだろうということからの、回答だと思い

ますが、意識として、指定の事業所さんでも抱えているケースの中での課題を出していける

というプロセスが、そこに生まれたということが、ひとつの成果だと思いますので、感謝を

申し上げます。これが 1 つです。 

確認が２つありますが、2 ページのメンタルネットさんの記載の中で、CSW（コミュニテ

ィーソーシャルワーカー）の記載があるのですが、豊川の実態がよくわからないのですが、

地域共生社会の実績を防ぐためには、コミュニティーソーシャルワーカーがとても重要に

なってくるのですが、豊川市の中で、コミュニティーソーシャルワーカーが存在するのかど

うか、また、そういった委嘱がされているのか。だとすると、かなり重要な役割となってく

ると。そうではなく、なんとなくそのように呼んでいるのであれば、また違う捉え方と思う

ので、そこを伺いたいのが 1 つです。 

もうひとつは、記載の違いかと思いますが、4 ページの一番上段の豊川市の社協さんのと

ころで、一般相談の次に、特別相談支援事業というのがあるのですが、特別相談事業があっ

たのか特定という記載の誤りなのか。私の知識不足で、特別相談支援事業があったのか。新

規事業なのか。この 2 点です。 

 

＜事務局＞ 

まず、一般相談支援事業並び特別相談支援事業のところは、特定の誤りです。すみません。 

 

＜委員＞ 

はい。わかりました。 

 

＜事務局＞ 

 実際に、社会福祉協議会の方で、CSW（コミュニティーソーシャルワーカー）を活動し

ております。地区で分けて、担当を持ちながらやっておりますので、分野にこだわらず、高

齢も障害も障害をお持ちでない方もお子さんの問題も含めてやっております。 



＜委員＞ 

 追加の質問ですが、そんなにたくさんはいらっしゃらない？ 

 

＜事務局＞ 

 はい、そうです。 

 

＜委員＞ 

 あまり多くの役割を担っていただくには、かなり負荷が大きくなってしまうということ

でいいですか。 

 

＜事務局＞ 

 はい。 

 

＜委員＞ 

 われわれの言うところの、相談支援専門員が動くイメージを期待してしまうと、酷だとい

うことですかね。そのあたりにところは、高齢分野、包括センターを中心とした動き、障害

分野の動きというので、縦割りになりがちな状況もありますよね。あと子育ての分野もそう

だと思いますが。 

 

＜事務局＞ 

そもそも CSW というのが、もともと豊川の中で根付いているというものというか、民生

委員さん、地域の住民の方々と協力しながら、街づくりに向かって活動しておりますので、

そこは、役割分担としては、今後整理が必要と思いますけれども、地域の中で連携というの

は取れると思います。 

 

＜委員＞ 

イメージとしては、地域代表の方という感じですか。われわれの方が、政策、制度上にあ

る相談支援専門員やケアマネージャーさんとは違って、地域住民の代表として、自治会さん

や保護司さんや民生委員さんと同じように委嘱をされている方ということですか。 

＜事務局＞ 

CSW が社会福祉協議会の職員です。 

 

＜委員＞ 

職員さんなのですか？ 

 

＜事務局＞ 



職員です。そういった方々と連携を取りながら、業務として、職員として実際に動いてい

ます。 

 

＜委員＞ 

コーディネーターのイメージですか？ 

 

＜事務局＞ 

そうですね。 

 

＜委員＞ 

そうすると、また後で質問につながるのですが、災害時支援や避難所の話になると、こう

いった方々が核になりますよね。それと、国が求めている地域共生社会の実現を考えた時、

まさしく縦割りをどのように平準化していくのか。あるいは、その地域の課題として、地域

住民がきちんと捉えてもらえるように、アプローチしていくのかということで、重要な役割

を担うし、もしかしたら、それが根付いているのであれば、豊川市として、そこをうまく充

実していくことを考えていった方が良いのかも知れないし、すごく大事な役割です。他の市

町村の協議会や資料の中で、CSW の文言はないのです。そういう意味では、すごく関心を

持ちました。今後の展開としては、即座には厳しいかも知れないが、地域を作っていくとい

うことを考えた時に、すごく大事な役職になると思います。役割の整理というか、何が必要

になるのかということを、ソーシャルワーカの方も交えながら話をしていくことは非常に

重要になると思います。 

 

＜事務局＞ 

他にありますか？ 

 

＜委員＞ 

実績のところで、委託相談支援事業所の実績の様式と、基幹センターの実績の様式が一緒

ですよね。実は、豊橋でもこの議論があったのですが、委託の事業所と、基幹のセンターは、

事業が違うと思うのです。そうなると、実績の出し方も違うと思います。豊橋の場合は、基

幹の仕事は、相談体制の整備というところで、事業所への支援の比重が高くなっている。そ

ちらの方の比重が高くなるのは、当たり前と私は思っているので、そこらへんをどのように

やっているのか分かるような評価にしていただけると良いかなと思うことが 1 点です。も

う 1 点、委託の実績の評価を協議会でやるということで、豊橋でも同じような形で、豊橋の

協議会、全体会で、同じような形で時間を割いているのです。ただ、私も悩んでいて、どう

したら委員のみなさんに分かるのかと思ったときに、豊橋でも、まだ市と話をしていないの

ですが、委託しているこの 6 箇所について、委託側の市が 1 回評価していただき、6 箇所に



委託を 1 年間した上で、市がどのように評価をしたのかということをコメント 1 つしてい

ただく。全体として。個別にいうと、なかなか難しいところはあるかと思いますが、そこで

全体として、まだまだ足りないとか、精神の部分の対応が弱いとか、特定の事業所に集中し

がちであるとか、１つコメントを入れていただくと、委託側として、この委員のみなさんも、

全体として回っていることが分かると思います。豊橋でも市と詰めまして、またいい情報が

あればお伝えさせていただきますが、豊川の方でも、一度評価をしていただけるといいかな

と思います。そうすると、この時間の数字だけを見ていただいて、市としては、こう考えま

すがどうでしょうか。という形でスムーズに意見がみなさん言えると思いますので、検討し

ていただいてもいいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

＜事務局＞ 

 もう少し踏み込んだ形でコメントのところをいれていくという形が望ましいということ

ですか。 

 

＜委員＞ 

 そうですね。 

 

＜事務局＞ 

分かりました。基幹センターの実績について、委員がおっしゃるとおりで、これは確かに、

同じではないというところで、こちらもどうしていこうか悩んでいるところなのですが。恐

らく、基幹センター全体で、例えば、東三河南部圏域もそうなのですが、他のセンターとも

共有しながら、どのような実績の上げ方が良いのかなというようにした方がいいのかなと

思いますで、圏域、県レベルでも一度ぜひ議論していただきたいと思います。 

 

＜委員＞ 

はい、わかりました。了解しました。 

 

＜会長＞  

他によろしいでしょうか。 

 

＜委員＞ 

すみません。とても簡単な質問で申し訳ないのですが。 

1 ページ目のところで、実人数が出ていて、下の方に障害種別の人数が出ているのですが、

これは、障害重複がある場合は、ダブルカウントされていく形ですよね。そうすると、簡単

に見てしまうと、希全の里さんの重複率が高いように見えてしまったのですが、たまたまと

いうことでしょうか。事業所として、特徴があるということですか？ 



＜事務局＞ 

身体ベースの障害の方が多いと、どうしても重複するケースが多いのが、希全の特徴にな

ります。 

 

＜会長＞ 

よろしいでしょうか。では次は、28 年度の課題整理についてお願いします。よろしいで

すか。 

 

＜委員＞ 

課題整理のところですが、医療的ケアが必要な方ができるサービスについてというとこ

ろで、課題がいくつか挙げられているのですが、挙がったところで、その後の流し方は、ど

ういう流れでいくのでしょうか。医師会の方に投げてくるのですか。 

 

＜事務局＞ 

この課題整理につきましては、各相談支援専門員の方が毎月の活動をする中で、相談支援

専門員だけでは、当然課題の解決が難しい状況であり、まず、この段階で出させていただき

ました。例えば、この全体会もそうですし、運営委員会もそうですが、相談事業所以外の皆

さま方にもお集まりいただいておりますので、これから後は、この課題解決に向けて、どう

していったら良いのか、その中で、医師会の皆さま方からのご意見も当然必要となってくる

と思いますし、すぐに解決できないものについては、障害福祉計画等にも今後反映されてい

くような動きになっていくと思います。 

 

＜委員＞ 

ぜひ、医師会に投げていただいたらいいと思います。最近、在宅医療サポートセンターと

いうのができて、一応少しそこで対応できる内容もあると思うので、医師会に投げていただ

いて、医師会の中で、医師会として分担するような格好で対応を検討していきたいと思いま

す。この部分については市の方で検討して、医師会としても整理するべきと思いますで、医

師会にも投げていただくといいと思います。 

 

＜事務局＞ 

ありがとうございました。 

 

＜会長＞ 

他の方、どうぞ。 

 

＜委員＞ 



少し厳しい言い方をします。これは課題ではないです。問題です。相談支援専門員のみな

さんが現場で活動している中で、問題と思っていることが、まとめられているもの。課題と

いうことであれば、問題を解決していくために、どう課題化するか。例えば、例を挙げると、

視覚障害の方の日中活動ができる場所が少ないという問題があります。だから、そういう方

たちが活動できる場所を、少なくとも市の中に 1 か所できるように検討していきたい、と

いうことが解決できる課題であって、これは問題でしかない。だから、総じて全体を見てみ

て、解決の見通しが立たない、と見えています。解決をしていくのであれば、これらをすべ

て相談支援部会でやるのは、非常に困難だと思うのです。これすべてを限られた時間で、現

場での相談支援にも応じているのは、客観的に見ても困難ではないかと思います。そうする

と、解決をしていくのにノルマは大切なのですが、少なくとも 29年度には解決したいもの、

3 年かかるだろうというもの等々の、場合によっては、障害福祉計画、障害者福祉計画に繋

がっていくと思われます。そのあたりの解決の可能の需要度（A、B、C ランクなど）を併

せて問題の課題化をすることと、解決の即応性という捉え方もできるかもしれません。すぐ

にできること、時間がかかること、という整理をした上で、29 年度もチャレンジすること

が必要と思います。後は、他の専門部会でも議論できるかどうか、すべて相談支援部会でや

るとパンクするのではないかなと思います。就労のことであれば、就労の方でもんでもらっ

てから相談支援部会の方で整理されると早く対応できることも出てくると思ったことが、

全体の感想です。 

 そうすると、解決していくためのもう 1 つの重要なポイントは、これを困っていると問

題視している方は誰なのか。つまり、相談支援専門員が現場で活動している中で、支援者が

こう思ったことなのか、あるいは、本人がそう言っていることなのか、そうではなく家族が

言っていることなのか、相談支援専門員が他機関と関わってくる中で、例えば保育園で言っ

ていることなのか、医療関係者が言っていることなのか、学校が言っていることなのか。そ

れによっては、たぶん解決の方法も道筋も違ってくるのだろうと思います。そのあたりも併

せて整理をしていくことで、もしかしたら、すごく早く解決していくものかもしれない。な

ので、整理の仕方として、工夫していただく必要があるのかなと感じます。 

些細な話ですが、医療ケアと医療的なケアは、何か意図があって分けていますか。おそら

く、誤記かなと。 

それから、個別の話になりますが、1 ページの就労支援の 18 歳未満の方で、就労経験が

ない人の就労に向けての活動の場所が欲しいというのは、学籍との問題が出てくるかと思

います。つまり、学校教育の時間内で、日中活動の場を持つことを求めているのか。あるい

は、職業実習、あるいは施設実習の機会と場所が欲しいということかによっては、学籍の問

題で引っかかるのではないかと思いました。同様に、問題解決していくための、その下にあ

る、一般就労や就労支援サービス等を利用しても、周囲とのトラブルが発達の方が多い。具

体的にどういうトラブルなのかということで、そういう具体例が出てくることが、解決しや

すいと思います。問題を課題化する努力をしていただきたいということと、それを言ってい



る主語が誰なのかということ、そして解決の優先度の 3 点ご検討していただけると、より

よい資料と具体的な対応に繋がっていくと思います。 

 

＜事務局＞ 

ご指摘ありがとうございます。確かに、問題と課題の違いを、もう少し意識していく必要

があると思います。これはまた検討させていただきたいと思います。あと、近いところから、

医療ケアと医療的ケアの関係なのですが、実は違います。 

 

＜委員＞ 

意図的に分けているのですね。であればいいです。 

 

＜事務局＞ 

これは説明していなかったことで、先生もいらっしゃるので、私が説明するのはいけない

かもしれませんが、医療ケアというは、ここにある中心静脈栄養とか、医療行為と言われて

いるものであり、医療的ケアというは、もともと医療行為だったのですが、経管栄養や吸引

のように、今、ご家族が家で対応してやっている行為で、それを学校で先生がやってはどう

なのかという議論もありまして、その時に、医療的ケアというも造語を作りましたので、こ

こは意図的に分けています。 

 

＜委員＞ 

分かりました。介護職員や福祉職員が、資格研修を受けて実施できる範囲のものを、医療

的ケアとしているものと、いわゆる医療行為との棲み分けをしているということですね。 

 

＜委員＞ 

僕は、はじめて聞きました。 

 

＜事務局＞ 

先生、すみません。話が突然、失礼しました。 

主語につきましては、今回は、これは相談支援専門員が活動する中で出てきたものでして、

個別の課題から全体の課題へとういう形になっているので、主語といえば、まず相談支援専

門員、支援者側にはなってくると思います。ただ、その裏には、確実に一人の利用者、一人

の家族が見えるというところです。ご家族、ご本人自身が意識してない、訴えられないご家

庭、ケースもあるので、そのようなケースも相談支援専門員の立場で活動しながら、ここに

挙げてもらうという形にしています。 

 

＜委員＞ 



重要なポイントだったと思います。ソーシャルアクションをどう起こしていくのかとい

う話につながるので。つまり、ご本人や家族が困っていることが明確なニーズでデマンドな

のですね。だけど、支援者がこういう支援があれば、もう少しゆったりと暮らせるのにとい

う慮る部分で、もしかしたら、ご本人が望んでいないのかも知れないし、望んでいるのかも

しれない。この辺りは、本当にそれが千載一遇なのかどうかという分析が必要な話になって

くるので、やはり違うと思います。その辺りで、視点がどこにあるのか、主語はどこなのか

という指摘をさせていただいという意図もありますので。意識をしてまとめていかれるの

であれば、充分と思います。 

 

＜事務局＞ 

これは、相談部会の中で全部解決することではなくて、豊川では、相談支援部会が、課題、

問題の抽出に重点を置いていますので、解決に向けては、このあと、専門部会やプロジェク

トチームなどを今後作りながら、解決していくことを考えています。 

 

＜委員＞ 

分かりました。組織図という中では、それが見えるような形でしたかね。 

 

＜事務局＞ 

一応、今の組織図の中ではそうなっております。 

 

＜委員＞ 

わたしの方が認識不足だったということで、修正します。 

 

＜会長＞ 

よろしいですか。 

次に専門部会について、質問がございましたら就労部会からよろしくお願いします。 

 

＜委員＞ 

豊川公共職業安定所です。 

いま、就労部会の方で、ハローワークとの連携ということができているのですが、今年度は

セミナーについては、ハローワークも講演会という形で関わりました。障害者の雇用促進は、

豊川市は、全国平均や愛知県平均よりも雇用率はよろしくない。東三河全体も県に比べてよ

ろしくないという状況です。こういった部分でも、安定所でも、企業に対しての働き方はや

っているのですが、市との連携ということも、今後重要だということですね。今年度は、豊

川市長と安定所長の連名で、企業に対しての雇用要請も３月７日にやったところです。こう

いった流れは、愛知県下の市町村も広げていくということで取り組んでおりますし、また、



主要企業、市を代表とする企業で、そういった部分については、また連携して、市の幹部と

一緒に、安定所として一緒に回るということも、今後連携を深めていきたいと考えておりま

すので、ご承知をいただきたいと思います。 

 

＜会長＞ 

他に何かありますか。 

 

＜委員＞ 

まず 1 つ確認をさせてください。豊川市内に A 型事業所というのはあるのでしょう、な

いのでしょうか。 

 

＜事務局＞ 

A 型事業所は 2 事業所あります。 

 

＜委員＞ 

2 事業所ですね。ありがとうございます。 

それを踏まえてですが、就労支援事業所の関係で、教育機関との連携、企業との連携が、今

年度の課題として挙げられて、取り組まれてきたと思うのですが、就職をしていくという流

れの中では、就労移行支援事業所からだけではなくて、A 型事業所から一般企業への就職が

あっても、しかるべきですし、B 型事業所からあっても、しかるべきだと思います。その辺

りの流れというのは、今の段階では、あまりお考えにならないので、就労移行支援に特化し

ているのかどうかが、まず確認したことの 1 つです。 

 

＜事務局＞ 

就労移行事業所というところで、比較させていただいたのは、全回の全体会でもご指摘い

ただいていたと思うのですが、障害福祉計画の中で、A 型事業所や B 型事業所の計画に対

しての実績が、就労移行支援はかなり遅れていましたので、就労移行事業所を利用して就職

していくことを、もっともっとアピールしていかなくてはいけないことと、そこへの取り組

みを考えておりましたので、今回は、就労移行事業所ということで、まずやりました。ただ、

ご指摘のとおり、もちろん A 型事業所、B 型事業所も就労に向けて活動しておりますので、

より裾野を広げて、いろいろな事業所からの就職、一般企業への就職を目指すようには進め

ていきたいと考えております。 

 

＜委員＞ 

私が忘れているのでいけないので確認なのですが、就労移行支援が、A や B に比べて遅

れており、目標の利用者数に到達していないということが、課題として、問題として挙げら



れているのですよね。 

 

＜事務局＞ 

はい、そうです。 

 

＜委員＞ 

ということは、就労移行支援事業所からの就職の前段階で、そもそも就労移行支援事業所

の数が少ないということも問題ですか。 

 

＜事務局＞ 

豊川市内に 3 事業所しかございませんし、豊川市内だけでお話をしますと、定員が 6 名

なので、その中で回していくことになると思うので、その辺を含めて、より広げていきたい

と思っています。あと、障害種別を含めて、もっと広げていきたいと思っています。 

 

＜委員＞ 

そうすると、就職を、就労移行支援事業所から就職をとすると、その前段階の課題がすご

くあって、それの解決をしなくてはいけない部分も本当は考えなくてはいけないのですね。 

 

＜事務局＞ 

はい、そこも含まれてくると思います。就労移行事業所の動きとか、活動も含めて、進め

ていく必要があると思います。 

 

＜委員＞ 

そうすると、就労移行支援事業所をどう増やしていくのかということ自体は、豊川市とし

ては大きな課題として、計画との齟齬が発生しているので、考えなくてはいけないと捉える

と、計画の実現のために、29 年度の重点ポイントになると思うのですが、これは特に取り

組まれる予定は、来年度の予定としては、考えないのですか。 

 

＜事務局＞ 

事業所の数を増やすことは考えておりますが。 

 

＜委員＞ 

計画と関係性があるので、ぜひ来年度の事業計画がここで検討されているので、市の福祉

課のみなさん方と一度検討されることが必要と思います。第５期障害福祉計画にも関係し

てきますので。これは提案です。よろしくお願いします。 

 



＜会長＞ 

どうぞ。 

 

＜委員＞ 

福祉から一般就労へという形の中で、安定所としましても、その取り組みを重要視してい

ます。一般の安定所へ来る求職者の方もそうなのですが、福祉施設におられる方で一般就労

が可能な状態になった方について、どう企業へ繋げていくかということで、まずは、企業と

福祉施設等がどのような作業をやっているのか、どのような施設があるのか、ということも

今後周知をしていきたいです。今回のセミナーの中では、企業と福祉施設の意見交換会を広

げて今後いくことと、その中から企業を集めたところで、福祉施設を見学に行ってもらって、

現実に働いているところを見てもらいます。その中で、こういった人はこういった仕事がで

きるのはないかというところで、安定所が絡み、そのような施設の利用者を対象としたミニ

面接会的なことも今後してやってきたいということを、ご提案をしていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

 

＜会長＞ 

ありがとうございました。次に、地域生活部会について、ご質問等がある方お願いします。 

 

＜委員＞ 

アンケートについて教えてください。3 ページですね。一般避難所が利用できるかどうか

というのは、確かに大事で、実は昨日、蒲郡市の自立支援協議会でも、この話題が出ていま

して、一般避難所をどのようにして活用していけるのかという話題です。この中で、見えて

きていないのは、一般避難所を知っているのか、知っていないのかという回答 Q1、共同生

活ができると思うか、思わないか Q2、その方が抱えている、持っている障害の状況によっ

て、回答が変わってくるのではないのかと思うのですが、そういった集計のやり直しは可能

でしょうか。 

 

＜事務局＞ 

可能です。 

 

＜委員＞ 

ありがとうございます。そうすると、例えば、東日本で実際にあったケースは、一般避難

所に自宅が半壊、一部損壊等で住めないことはないが、一般避難所へ身を寄せた。ところが、

避難所開設要員（市の方）、地元を運営する自治会のみなさま方、そして避難をされている

方々から、発達障害のお子様が、だいたい普段学校で遊びや普通に使っている体育館を一般

避難所として解放するので走り回ったのですね。そうすると、なんと態度の悪い子だ、大声



を上げる、出ていって欲しい、という声が出て、居られなくなって、結果家に戻ったと聞き

ます。同じような苦労を抱えて、避難所を出ざるを得なかった親御さんたちが、お互いに身

を寄せる子ども達を見たというような事例が出ています。うちの職員を派遣したという過

去もありますが、置かれている状況によっては、一般避難所が本当に使える人と使えない人

と、すごく分かれてくると思うのです。もう一つは、そういった方々は、避難所に来るとい

うことを、地元のみなさん方にどのように伝えていくのか。あるいは、避難所を開設する市

の担当の方が、どう理解されているのかが、すごく重要な問題になってくると思うのです。

地域共生社会を実現していくという大きな目標の中には、有事の際に、そういった方たちが、

はじかれてしまうとか、あるいは、そういった方々も同じ地域住民なので、支え合っていき

ましょうとするのかは、これは実は、支援者だけが考えていけばいいものでは全然なくて、

地域全体で考えなくてはいけない。避難所の問題は、福祉課だけの問題では、決してないと

思うのです。それを踏まえて考えると、アンケートをもう少し細かく整理することと、その

次のアクションとしては、課題、問題点の解決、問題点が 4 ページの下のところに提示され

ています。具体的に、どのような情報を伝えていけばよいのか、ということにもつながるの

かなと。豊橋でも避難所に関する資料をまとめて、他部会のみなさんの方から資料を提示さ

れていたりもしていますので、参考になるものが多分にあるだろうと思います。あるいは他

県の例でいくと、ヘルプカードを積極的に活用する。数年前にこの場でも話をしたかも知れ

ませんが、そういったものも、それを用意するだけではなく、周知をする。そして使えるよ

うにしていくということまで、踏まえた最終的なゴールの設定が必要なので、その辺りもぜ

ひ検討していただきたいというのが 1 つです。 

もう 1 つ。部会の名称が、地域生活部会となっているので、このまま災害時や非常時のこ

とを重点的に議論を進めていくと、災害対策部会になってしまう。なので、定時においてで

も、豊川に生まれて良かったと思っていただけるような環境や、具体的なサービスをどう作

っていただくのか、在宅を支えていくのか、その仕組みをどう考えていくのか、ということ

を重点課題として、1 つに入れてもらうことが、この部会の存在意義になると思いますので、

これは、ご検討いただきたいという程度で提案したいと思います。 

 

＜会長＞ 

続きまして、子ども部会についても、ご質問ございましたらお願いします。 

 

＜委員＞ 

ご質問とご提案があります。この子ども部会の活動の中で、このエリアの圏域である療育

等支援事業、岩崎学園とか、豊橋のあゆみ学園がやっていると思うのですが、そことの連携

というのか、もし、そことここがバラバラにやっていては、無駄になることがあるでしょう

し、一緒にやった方がいいこともあると思うのですが、その都度連携を図かっているのかど

うかということ。もしそこがないようなら、連携を今後図ってきた方が良いと思います。と



いうのは、愛知県では、来年度から各地域の障害児支援体制の協議は、療育支援事業のコー

ディネータの会議に持っていこうという動きのもあるので、ここともしっかり連携をして

いった方が良いと思うので、ご質問とご意見です。 

 

＜会長＞ 

他によろしいでしょうか。 

 

＜委員＞ 

児童発達支援センターは、前にも福祉的なのか医療的なのかというところで尋ねました。

今回豊川市が考えているのは、福祉的な色合いのものですね。そのような回答をいただいた

記憶があるのですが、いろいろと聞き取りをして、あり方を考えてみえるようですが、何か

それ以上に医療的なものを考えているのか。この間は、医療的なものはあまり考えていない

という言い方だったと思うのですが、そういう考えですか。 

 

＜委員＞ 

子育て支援課です。児童発達支援センターについては、前回もお話をしたとおり、市とし

ては福祉型の方です。 

 

＜委員＞ 

そうすると、医療的なものは、豊橋のほいっぷなどというものを考えていて、医療的なも

の以外は、豊川の方でフォローすると。そのような内容ですかね。 

 

＜委員＞ 

はい、そうです。 

 

＜委員＞ 

わかりました。ありがとうございます。 

 

＜会長＞ 

先ほどの委員の方のご質問のご回答は、まだ扱っておりませんが。 

 

＜事務局＞ 

はい、すみません。療育等支援事業との連携ですが、例えば、児童発達支援事業所は、個

別には連携しながら動いております。ただ、現在子供、特に気になるお子さんのことを支援

してくれている児童発達支援事業所すべてが、連携が図れているのかというと、そのような

状況ではないので、先ほど委員がおっしゃったとおり、1 つ大きな課題と思っています。児



童発達支援センターの議論にしても、まだ少しできあがるのが先になってくるとしたとき

に、療育等支援との連携は、今後ぜひお願いしたいと思っています。 

 

＜委員＞ 

2 つあります。まず 1 つは、資料の 5-②で、29 年度の目標についてです。②で、ライフ

ステージに応じて切れ目のない支援体制を学ぶ、ということで、そこにいたるまでの説明で

は、ライフステージが変わるごとに相談が切れていってしまう、ということだと思います。

そこで言われている相談が何なのか。いわゆる相談支援専門員が繋がっていかなくはいけ

ないと言っているのか。あるいは、例えば就園、就学、進学、就職とそれぞれに対応する相

談窓口が異なる、もしくは情報が繋がらないことを言っているのか。それによっては、これ

の中身が変わると思うのですが。まず、この確認をしたいと思います。 

 

＜事務局＞ 

相談が切れるというのは、窓口が変わっていくという認識です。先ほどの、就学の就園前、

就学前、就学している途中というところの、年齢が上がってきたときに、それぞれに相談を

繋ぐ窓口が切れてしまっており、その相談口が繋がっていないということです。相談はずっ

と続くのですが、機関など、例えば保健センターに相談していたけど、大きくなったらまた

違うところに、相談しなくてはいけないという変化をイメージしていました。 

 

＜委員＞ 

障害児通所支援を利用されているお子さんだと、相談支援専門員が付いていますね。なの

で、そこで切れ目が発生することが、まず問題と思います。そのための、相談支援専門員な

ので、様々なライフステージの変化に応じて、関わる機関が変わってくるので、それをコー

ディネートしていくことは、相談支援専門員に期待される役割の 1 つと思います。計画を

作ることがすべてではありません。そうした時に、指定の事業所さんだけでは難しい場合は、

委託の事業所や基幹センターがどのようにバックアップしていくのか、体制整備の問題も

あると思いますので、そう考えると少し違うかなと思います。ただ、問題になってくるのは、

障害児通所支援を利用しないお子さんがいらっしゃるので、その場合には、確かに問題にな

ると思います。例えば、支援そのもののあり方を、繋げていきたいということであれば、従

来からずっと豊川で取り組まれているサポートファイルなどが充分活用していけるのでは

なかったのだろうかという疑問がまたわいてきます。また、そういったものがあることも、

学校や保育園の教諭、保育士等に周知ができてなかったという反省になると思います。これ

は、相談支援専門員だけの問題ではないと思います。豊川市全体として、子どもに関わるあ

らゆる関係機関、保健所も含めて保育園、幼稚園、小・中・高校、あるいは専門学校もある

と思います。それから、就職していくためにということを考えていくと、そこに関わるすべ

ての方達が、ライフステージが変わる時に、必ず揺れが発生することを共有していく環境が



なかったことだと思います。これは、相談支援専門員だけで解決していくことは不可能と思

うので、もう少し、この中身は議論する必要があると思います。つまり、これのゴールはど

こにあるのか。随時、みなさんで考えていく必要があります。人口が減少していくこの時代

にあって、子ども達は市としての大事な宝なのです。この子たちがしっかり成長して、大き

くなっていくことによって、納税を果たしていくことができるようになれば、それは大事な

市民としての役割を果たしていくことになるので、すごく大事な時期に、わたしたちがどう

関わるのかという議論だと思います。場合によっては、親のみなさま方にご協力いただくと

か、大きな問題になると思いますので、これは再考が必要と思います。それぐらい重要なこ

とだと思います。 

それを踏まえて、児童発達支援センターの整備です。これをやっていきますというお話で

もあったので、センターの整備がだいたいいつごろを目途にしていて、もし決まっているの

であれば、それに間に合うのか、ということも大きな問題になると思います。少ししっかり

立ち止って、いったん議論する必要があると思います。そしてセンターですが、福祉型でい

くということですので、児童発達支援センターは、従来で言う、知的障害児の通園施設、肢

体不自由児の通園施設、難聴幼児通園施設等々の通園施設を児童発達支援センターとして

一元化したものです。本来の基本的な役割は、療育をすること、ということをまず提示をさ

れた方がよいと思います。それから、障害児相談支援と保育所等訪問支援を行うこと、これ

は療育とは別に、この 2 つを地域支援といっていますが、絶対に必要な機能だと思います。

そして、アウトリーチ。市が直営で作るのであれば、福祉に繋がってきていないお子さんや

ご家庭にどのようにして、そこに繋がっていくようにしていくのか、それが障害児等療育支

援事業でやってきたことですが、これは保健センター、保健所さんとの関係が非常に重要に

なってくるし、健診事後教室などの繋がりも大事なってくるので、まず揺るぎない核があっ

て、そこに豊川として必要な機能をどう付加するのかという整備をされた方が、実現可能な

センター像が描けると思うのです。ご意見なので、これを受け止めるにしても、きちんと議

論をする場を持って、現実的な議論をした方が良いと思います。医療型の話は、私も前回こ

の場に出ましたので、それは違います、と話はしたと思うのが、方向性として福祉型になる

ということでしたので、その方が、運営はしやすいと思います。なお医療が必要ということ

であれば、医師会のみなさんや近隣の資源を活用していくことで十分補完できると思いま

す。 

 

＜会長＞ 

他にご質問ございませんか。引き続き議題 3 の「市からの報告」について、事務局から説

明を求めます。よろしくお願いいたします。 

 

３ 市からの報告 

＜事務局＞ 



それでは豊川市障害福祉計画について、説明をさせていただきたいと思います。事前資料

6 をご覧になってください。豊川市障害福祉計画では、現在第 4 期の計画の期間中で、第 4

期計画では、PDCA サイクルの下に、達成状況の点検評価を実施していくこととなってお

ります。平成 27 年度の点検評価としては、7 月の第 1 回の運営委員会とその後の全体会で

報告をさせていただきましたが、分かりづらく、PDCA として不十分とのご指摘をいただ

きました。そこで、平成 28 年度の点検評価としては、目標に対して管理シートを利用して

評価と改善を明確にしておくことを考えています。資料 6 がその案となっています。こち

らは、第 4 期計画で示された基本指針の目標を管理していこうと思っています。基本指針

の目標は、入所者の地域生活への移行。地域生活支援拠点。福祉施設から一般就労への移行、

この 3 点を、今後管理していこうと思っています。そして続きまして、もう 1 枚の「障害福

祉サービス見込量及び実績」をご覧になってください。こちらは、各サービスについて、そ

れぞれの実績と、それらの評価と改善を示そうと思っています。平成 28 年度のものが確定

するのは、3 月の利用実績が出てからになるので、現在では、まだ 27 年度のものしか出て

おりませんが、29 年度の最初の運営委員会、それから全体会でお示ししたいと思っており

ますので、お気づきの点などありましたら、ご意見をいただきたいと思っております。 

また、29 年度は、この第 4 期の最終年度であり、今後 5 期の計画の作成を行っていきます

ので、委員さんの中には、ご協力をお願いすることがあるかと思いますが、よろしくお願い

します。 

続きまして、事前資料 7 の平成 29 年度の相談支援体制について説明をさせていただきま

す。こちらの資料は、障害がある方やその家族等が困った時の豊川市の相談先を記載したも

ので、それぞれの事業がどのような役割を担っており、どこが対応するのかが書かれていま

す。基本的には、本年度の相談支援体制と変わりはありませんが、指定相談支援事業所が、

年度当初と異なり、増えているのでお伝えします。資料の真ん中より少し下のあたり「相談

支援事業（指定）」と書いてある四角の囲みのところをご覧になってください。「豊川相談支

援事業所」と記載されていますが、こちらは今年の 1 月に開設されています。その後の「相

談支援センター スリジエ」、「障害者支援センターふう」、「アンバー訪問看護ステーション

（名称未定）」となっていて、こちらの 3 つの事業所が新たに開設の予定となっております。

最後の「アンバー訪問看護ステーション」の名称は、後に決定しまして、「相談支援事業所

ラピス」という名称で、運営していく予定です。今後少しずつ相談支援専門員の数が増えて

いく予定となっております。相談支援体制については、以上です。 

そして引き続き、計画相談実績について、報告いたします。もう一つの「豊川市の計画相

談実績」と書かれた資料をご覧になってください。こちらの資料は、平成 27 年度から必須

となった計画相談、またはセルフプランの作成状況について、現在の経過と現状について、

みなさまと情報共有するためにお示しするものです。計画相談とは、障害福祉サービスや障

害児通所支援を利用する際に、相談支援専門員がサービス等利用計画等を作成したり、作成

した計画が適切かどうか、効果があるかどうかを定期的に評価、分析するモニタリングを行



ったりすることをいいます。一方、セルフプランとは、本人が希望し、本人や家族、支援者

によって作成された計画のことをいいます。豊川市の状況としては、平成 28 年 3 月末のと

ころで、達成率が 100％となっており、必須化となった平成 27 年度内に、すべての方に計

画を作成いただきましたが、セルフプランの率が非常に高い状況となっております。セルフ

プランについては、エンパワーメントの観点から望ましいものとされていますが、国はすべ

ての利用者について、計画相談支援等が行われることが原則なっていることから、今後は、

セルフプランから計画相談への移行を進める必要があります。計画相談への移行のために、

今いる相談支援専門員に、さらに計画の作成を依頼していくのか、もしくは、相談支援専門

員を増やすという方法が考えられますが、現在の相談支援専門員が担当している作成件数

が非常に多くなっており、さらなる依頼が難しい状況のため、相談支援専門員を増やす取り

組みが必要となり、取り組んではいるものの、なかなかいい返事がいただけていないという

現状となっております。今後は、さらに相談支援体制でお示しした新規開設予定の事業所の

協力のもとに、少しずつ計画相談への移行を進めて、いずれすべての方に、計画相談をお届

けできるように努めていきたいと思っております。計画相談実績については、以上となりま

す。 

 

＜会長＞ 

ありがとうございました。 

ただいまの、市からの報告について、豊川市障害福祉計画、新年度相談支援体制、併せて質

問がある方がございましたらお願いします。 

 

＜委員＞ 

すみません。たくさんで申し訳ないです。 

資料の 6 いいですね。わかりやすいと思います。せっかくこのようなシートを作られた

ので、それこそ専門部会などで、当該年度で解決していくべき課題として、このような形で

しっかりするとか、何か他に共有できるような場面があれば、いろいろなシートを作るより

も、みんなが共通で使えるシートとして、目標管理をしていくために使うものとして、使わ

れるのもいいと思います。実際に、運用してみて、また改善するところがあればいじってい

くとしても、豊川ではこういう形できちんと事業実績の評価をしていっています、というこ

とが、外にも発信できるような資料に、今後なっていくと思われるので、ぜひうまく活用し

ていかれるといいと思います。 

それと資料 7 ですが、セルフプラン、児童の分については多いなと改めて思いました。な

かなか減っていってないと思います。新しい指定事業所が増えてきたということは、前進し

ていますが。市としては相談支援体制を整備していくことが、大事な役割ですので、そうい

った意味では、前進をしていっていることが実感できますが、この中で、障害児相談支援が、

すべての事業所がやられるのか、もうひとつは、セルフプランを解消していくことは、必要



な相談支援専門員が不足していることを、解決しなくてはならない課題なので、あとどのく

らい必要で市としての見込みを考えているのか、また、現在どのくらい相談支援専門員が不

足しており、特に障害児の計画については、セルフプラン率が高いので、この新しく開設さ

れる相談支援事業所も含めて、障害児の相談支援に携わっているところがどのくらいある

のかをお聞かせいただきたいです。 

 

＜事務局＞ 

新しいところにつきましては、今年度始まった豊川相談支援事業所、スリジエ、ふうにつ

いては児童もやる予定になっています。アンバーについては、児童をやらない予定となって

いるので、少なくとも 3 人以上の相談支援専門員が児童に関わっていくことになっていき

ます。 

 

＜委員＞ 

そうすると、必然的に一人の方が受け持ちのできるであろう計画の上限は、特に国は示し

ていないのですが、現実問題として、モニタリングまで考えると、抱えられる限界というの

は、各相談支援専門員さんが思うところがあると思います。そこは、表にしなかったとして

も、内部として相談支援専門員さんがパンクしていってしまっていくだろうと思うぎりぎ

りのラインがあると思うのですが、相談支援専門員数として、どのくらい想定されるのか。

いま数字がなければ、いわゆる目指すべきゴールを考えておかないと、体制整備に向けた課

題解決の具体的な方策が見出せないと思いますので、現在、分かっている目標値があればお

伺いしたいし、そうでなければ、どこかでここまでは目指そうというものを内部として持っ

ていたほうが良いと思っています。 

 

＜事務局＞ 

はっきりと数字では定めていませんが、一応の目安としましては、一人当たり 40 件だと

すると、今残りの児童でいうと 360 人のセルフプランの方に対して、40 件やったとしても、

9 人ですが、児童だけをやるわけでないので、最低でも 10 人以上必要と考えております。 

 

＜委員＞ 

分かりました。そうすると、次の課題に繋がるのですが、40 ケースを抱えて、相談支援

事業所の運営ができるだろうか、という疑問になってくるのです。恐らく、相談支援事業所

の運営をしていこう、開設をしていこうと思うインセンティブとしては、40 ケースである

とそこまでの収入にはならないので、開設を躊躇することに繋がると思います。実際、40 ケ

ースの方が、ゆったりとケースに関われるのでありがたいのですが、そういった制度上の課

題を抱えている中で、どう体制整備するのかも考えなくてはいけないので、今の体制では、

40 ケースは現実的ではないですよね。でも厳しいところではあると思うので、相談支援専



門員としてここまではがんばってもらいたいというケース数と、そのためにはあと何人必

要なのか。一度相談支援専門員のみなさんともう一度整理をして、豊川として目指すべき目

標値を再設定された方がよいかと思います。これは提案なので、ご回答は結構です。 

 

＜会長＞ 

他に質問はございませんでしょうか。 

質問がないようでしたら、これにて本日予定されておりませいた議題はすべて終了となり

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。 

引き続き、事務局から事務連絡をお願いします。 

 

＜事務局＞ 

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、7 月ごろを予定しております。本日の議事録につきましては、

後日送付を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す。本日の会議は、これ

で終了となります。 

なお、この後、差別解消支援地域協議会がございますので、引き続き委員でいらっしゃる

方はお待ちいただきますよう、よろしくお願いします。 

どうもありがとうございました。 


