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第２回 障害者自立支援協議会（議事録） 

 

１．日 時：令和 2年 11月 6日（金） 13:30～15:30 

 

２．場 所：障害福祉センターひまわり 会議室 1.2 

 

３．案 件：第６期 豊中市障害福祉計画・第２期 豊中市障害児福祉計画 素案について 

 

４．出席者（順不同） 

（１）委 員 

会 長 上田 哲郎（豊中市障害者自立支援センター） 

副会長 謝 世業 （相談支援事業所ぴすと） 

副会長  鍋島 康秀（ピープルウォーク） 

委 員 池田 友徳（地域包括ケアシステム推進部会長）（みとい情報センター） 

委 員 内海 まき（地域課題検討部会長）（支援センターみらい） 

委 員 氏江 聡 （地域活動支援センタークム） 

委 員 高橋 敦子（相談支援センターきらら） 

委 員 照内 美保（サポートセンターる～ぷ） 

委 員 片山 栄子（豊中市障害相談支援ネットワークえん） 

委 員 光成 宏樹（相談支援事業所あすなろ） 

委 員 芳賀 大輔（豊中市障害者就労支援連絡会） 

委 員 松田 勝紀（豊中市障害児者日中活動事業者連絡会） 

委 員 水上 さゆり（豊中市障害者グループホーム事業者連絡会） 

委 員 渡邉 亮 （豊中市障害者居宅介護・移動支援事業者連絡会） 

委 員 井上 康 （えーぜっと） 

委 員 中島 正惠（多機能型事業所みらい） 

委 員 小西 文明（豊中精神障害者当事者会 HOTTO） 

委 員 須山 久子（豊中市身体不自由児者父母の会） 

委 員 星屋 好武（豊中市手をつなぐ育成会） 

 

（２）事務局  

野口 直美（豊中市障害者基幹相談支援センター） 

藤原 靖浩（豊中市障害者基幹相談支援センター、ファシリテーター） 

森 浩也 （障害福祉課 課長） 

島井 義信（障害福祉課 事業所係長） 

竹口 百合（障害福祉課 企画係） 
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清水 真理子（障害福祉課 企画係） 

河本 真樹（障害福祉課 障害福祉センターひまわり 相談支援擁護係長） 

加藤 佐知子（障害福祉課 障害福祉センターひまわり 相談支援擁護係） 

岩﨑 剛 （障害福祉課 障害福祉センターひまわり 相談支援擁護係） 

高 容康 （こども相談課 主幹 兼 児童発達支援センター 所長） 

前田 直也（こども相談課発達支援係） 

        

（３）傍聴者  

0人 

 

（４）欠席者 

委 員 畑 一朗（障害福祉課 主幹 兼 障害福祉センターひまわり 所長） 
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―開 会― 

 

事務局 出席者報告、資料確認 

障害福祉課長 挨拶 

会 長 開会の挨拶 

新型コロナウイルス感染者数がなかなか減りません。私達も気を付けるところは

気を付けなければいけませんが、施策は進めていってほしいと思います。私自身もそ

の働きかけをしていきたいと思います。今日は、次の障害福祉計画と障害児福祉計画

素案への意見を求められているので、みなさんに多くの発言をしていただきたいと

思います。よろしくお願いします。 

 

案 件 第６期 豊中市障害福祉計画・第２期豊中市障害児福祉計画について 

事務局 【資料①～④】を用いて説明 

 

委 員 【資料①】「第２章 障害のある人を取り巻く状況」「計画の実施状況」ですが、私

は継続支援 B 型の事業所に通っています。まだ共同作業所の頃から２３年間、工賃

の推移をずっと見守ってきましたが、高いと思ったのは数回しかありません。なぜ重

点課題に位置づけられているのに、「B 型事業所における平均工賃額を除き」と、表

現されているのか。当事者としてはちょっと腹立ちがあります。このような言葉で安

易に片付けられてはいけないと思います。 

 

事務局 目標から除くという意味ではなく、今回の計画では達成できなかったという意味

です。次期計画にも掲げ、取り組みを進めようと考えています。 

一方で、ご指摘のとおり、豊中市の工賃額は全国平均、府内平均値と比べても非常

に低い状態が続いています。これは、豊中市の B 型の多くが、障害をお持ちの方が

地域でくらしていくためにと、法整備前から立ち上げられていた作業所であったこ

と。そこに後から、支援費制度、自立支援法、総合支援法が出来て、その中で工賃が

クローズアップされてきたという経過もあります。また本来、就労支援を経て一般就

労へ、または A 型に行って最低賃金以上の雇用契約を結んでお仕事をされるような

方が、B 型に行ってらっしゃる可能性もあるかもしれません。工賃に関しては、大阪

独自で福祉計画の目標に掲げているところがあるので、このことを無視して進める

わけにはいきませんが、豊中がまずそのような事情にあることを念頭において考え

なくてはいけないと思っております。 

ただ、もう一方で何か取組みをということは従前から考えておりまして、1 か月く

らい前ですが、団体の皆様との懇談会でも、特にコロナの影響もあって工賃のことは

いろんなお話しをお伺いしました。また今後は、事業所にお話しを聞かせていただく

ために、工賃のことを話し合う場を設定する予定です。１２月頃に第１回を開催し、
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数値は出ていますが、それ以外の豊中市の実情を把握したいと考えています。それか

ら可能であれば、他市で特に先行的に取り組まれている事例の運営状況を視察する

など、少しずつですけれども取り組んでいきたいと考えています。 

今後も、障害をお持ちの方が、地域で暮らしていかれる日中活動の場が、ニーズに

そった形になるよう取り組んでいけたらと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。 

 

委 員 私は、事業所みらいに通っています。事業所に通っている人でコロナにかかってい

る人はいないようで、みんな元気に過ごしておられます。みらいの年間行事がコロナ

によって減ってしまったことは残念ですけど、来年度になってコロナが少なくなっ

たら、なんとかなるでしょうね、というところです。 

 

委 員 私が、かかわっている障害者団体で取り組んできた、障害者とか健常者とかいうこ

とをこえて働く場をという「労働者協働組合法案」が今国会で審議されています。こ

れは、これまでの雇用する側、される側の関係ではなく、一人一人が協働出資して、

同じ職場で働く場をつくるしくみです。障害者も障害の無い人も、そういう新しい働

き方を探るような動きも出てきているので、これからそういうことにも注目しなが

ら、行政も補助の形を考えて欲しいと思います。東京都がつくった「ソーシャルファ

ーム条例」は、障害だけでなく、ホームレスの方とか、法に触れてしまい刑期を終え

た人とか、生活にしんどさを抱えている人の総合的サポートや、働く場をつくってい

く条例です。今日どうかということでないですが、そういったおもしろい動きが色々

出てきているので、広く対応して欲しいと思います。 

それから、おかしいと思っていることがあります。グループホームの話がいっぱい

出てきます。グループホームを否定するわけでないですが、いつも話しているように、

知的障害の方で集団生活の方がいい人も沢山おられますが、他の人と関係をもつこ

とがしんどい人もいます。そういう人が安心してくらせる形態は一人ぐらしで、しっ

かりヘルパーがつけるような状況をつくっていくことがすごく大事だと思っていま

す。視野が狭くなって、知的障害イコールグループホームと決めつけているように感

じます。さらに、２４時間介護については、生活保護の他人介護料と合わせた形で保

証されるような状況にようやく近づいてきました。しかし、それはあくまでも生活保

護を受けることが前提であり、加えて知的障害の他人介護料は身体の方に比べて、今

でもだいぶ低いと思います。 

最後に、支援者とか保護者の声はいっぱい出てきますが、障害者の声はうまく届い

てないのではと心配に思います。 

  

事務局 障害をお持ちの方のいろんな働き方の話しだったと認識しておりますが、先ほど

の B 型のありかたにもかかわるかと思います。日中どう過ごされるか、本人のニー



5 

 

ズを第一に考えていかなくてはと思います。最初に福祉計画の中でご説明させてい

ただいた、就労定着率や一般企業への就職者数を一定目標は掲げつつも、そこに囚わ

れるという危険性もあると思っています。それを達成することに力を注ぎすぎてし

まうということで、かえって地域での生活が思っていた通りのものにならないとい

うことも合わせて考えながら進めていく必要があります。お考えいただいている方

向性は一緒なのかと感じました。ありがとうございます。 

グループホームについて、知的障害の方の暮らしの形ですが、集団生活が好きな方

や苦手な方がいらっしゃいます。グループホームの話はよく出て参りますが、一方で、

重度訪問介護のサービスを使いながら、地域で一人暮らしをされている方もいらっ

しゃいます。それぞれどういった暮らしを望まれているのか、それに市の制度を合わ

せてということになりますが、それが追いついていなければ、時間がかかるかもしれ

ませんが制度化も含め、こういった場でご意見ご議論いただいて進めたいと思って

います。 

２４時間介護について、現状ご指摘のとおり障害福祉サービス２１時間と、生活保

護の他人介護料３時間で、計２４時間の介護で生活されている方がおられるという

状況を認識しております。逆に言うと、生活保護の対象じゃない方は 21時間以外の、

残りの３時間は自費で、となっているのが現状です。ここに関しては、課題としてし

っかり認識させていただきます。 

当事者の声について、まさにこの自立支援協議会の場で貴重なご意見をいただい

ており、その結果この計画はできあがっていきます。冒頭説明もさせていただいた通

り、このあと施策推進協議会でも当事者の方のご意見をいただく機会をもっており

ますし、そのあとパブリックコメントを経て、来年 3 月に福祉計画として皆様にご

披露させていただくという流れになります。そもそもこの計画を策定するにあたっ

ても、当事者の方にアンケートを実施したうえで、素案をつくっておりますので、当

事者の声をしっかり聴いていくということは、しっかり認識して進めていきたいと

思っております。  

ソーシャルファーム、農福連携のことは、いま国の方から色々話は来ております。

豊中でそういった取り組みを今後どこまでやっていけるのか、今の段階でお話しを

させていただくのはなかなか難しいですが、国の動きを常に注視しながらニーズに

お応えできるような形で取り組んでいけたらと考えております。 

 

副会長 福祉計画は、見込み量という言葉が表すとおり、施策事業ベースです。その到達目

標など、行政としては絶対必要なものではありますが。グループホームも何か所つく

りましょうとか。確かに、入所施設の整備がなくなって以降、グループホームをつく

って欲しいという家族の声は、僕らも現場にいてたくさん聞いています。でもこれは、

それほど地域での多様な生活の仕方についての施策が不十分ということかと。 

また、当初のグループホームは家族的でしたが、今は利用者１０人、２０人、それに
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スプリンクラーとなったら、これはほとんど施設です。一概に否定するものではあり

ませんが、心情的には豊中が目指してきた、「地域で」というものとはかなり相反す

る暮らしのあり方ではないかと。豊中として、そういうことに対して問題認識ももっ

ていかなくては。  

それともう一点。事業は、障害者や家族にとって生命線であることは事実ですが、

その事業への囲い込みという風なとられ方もしないでもない。子どもは多様な育ち

の場があって、まずそこでの暮らしを大事にしなくては。その子が育っている地域の

保育所や学校、その人が生活している地域での多様なサポートがまず必要であるに

も関わらず。その事業を利用してくださいとなっているのは、ちょっと違うなと。長

年「ともに育つ」を大事にしてきた豊中として、違和感があります。生活介護事業や

相談支援など事業にたずさわっている方は、そこでの専門性を高めなくてはいけな

いが、それは何のためにあるのかと言ったら、それぞれの子どもや大人が暮らしてい

る場での生活の質を高めるためのものであるにも関わらず、これで見るとこの事業

を増やしていく、その見込み量を達成するというところに目標があるような感じを

受けてしまいます。極端な言い方ですが、すごいな豊中はこれだけグループホームを

つくってくれるんだ、これだけ施設の専門性を高めてくれるんだ、というものとして

この計画があるのならそれは違うだろうと思います。 

 

事務局 グループホームという言葉がたくさん出ていて、むしろそちらに誘導してしまっ

ている状況もあるのではないか、ということですが。素案はアンケート結果や、サー

ビスを必要としている方のニーズに基づいて策定しており、グループホームを希望

されている方がたくさんいらっしゃるという事実は現前としてあります。ただ、ご指

摘のとおりグループホーム一択だから結果的にそうなるというところ、地域で暮ら

す形は多様であるべきだという考え方向性は同じかと思っております。先ほども説

明させていただいた通り、以前ならサービスが行き届きにくく、地域での一人暮らし

は難しかった方が、現在は実現できているというケースもあります。グループホーム

のニーズは依然として高いですが、そうではない形。それは他のサービス、日中の過

ごし方、フォーマルだけでなく、インフォーマルなどいろんなところにかかわってき

ます。どこに自分がいたら暮らしやすくなるのか、地域での居場所を多角的に考える

素地は以前に比べたら随分できてきているのではないかと。違うご意見もあるかも

しれませんが。多様な暮らしの形と選択肢は、絶えず考えていかなくてはと思ってい

ます。 

 

事務局 計画の方で、目標達成が目的になるのではないかというご意見もいただきました。

確かに 3 章の数値目標などは、国や府から示されて、その達成を求められています

が、そこは状況に応じて変わっていくものと認識しております。ただ、一定目標を定

めることによって、利用者のニーズも含め考えながら、指標として出していく必要は
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あるかと考えております。また、見込み量につきましては、国や府より提出を求めら

れておりますが、この事業をこれだけ使っている人がいるということを報告するこ

とで、国や府の予算確保の点においても必要であると考えておりますので、ご理解い

ただければと思います。 

 

副会長 結局、これを機能させるために何が大事かというと相談支援、マネージメントなん

です。我々事業者がどれだけ、それを生きた事業にするかということが問われている。

マネージメントの向上というところも最も大事なところではと思います。それが、当

事者や家族の声というより、極端に言うと、ここに当てはめておこうというようなも

のになっていないかとか。本当にちゃんと検証していかないと、事業中心主義、昔で

いえば施設中心主義的なものになると思うわけです。 

 

事務局 おっしゃる通りの部分もあろうかと思いますが、副会長が極端な言い方とおっし

ゃっておられましたような考えはもちろんございませんので、そこは誤解のないよ

うにお願いいたします。ただ豊中がやってきた「ともに育つ」ですが、全国的に見て

も、障害をもつ人の暮らしが多様になり、生き方がだんだん変わってきている中、今

も昔も「ともに育つ」は同じなのか。いろんなところで出てきますが、みなさんそれ

ぞれが同じ感覚でおっしゃっているのか、疑問もあります。言葉だけが優先して、入

り口のところで喧々諤々ずっと話をしているようなところもありますので。まさし

く、当事者、現場、行政も含めた形で、一緒に協議会の中で話しをしていただきたい

と思います。 

 

委 員 みなさんグループホームばかりこだわり続けているようですが、自宅に住んでい

る人のことも、考えてあげてください。どういう風な生活をしてらっしゃるのか。 

 

副会長 【資料①】第３章（３）地域生活支援拠点等が有する機能の充実について、令和３

年から令和５年度に向けての方針として検討を進めるという言葉がありますが、具

体的なゴールのイメージや、数値目標が出ていましたが、具体的にどういった形にな

るのかを伺いたいのと、もう１点は【資料②】第２章豊中市障害児通所支援事業者連

絡会の立ち上げを支援とありますが、この立ち上げが無かったらどうなっていたの

でしょうか。やはり豊中市が主体性をもって、こういうことを目指しますということ

を言い切れるだけの計画が非常に大事かと思います。 

  

事務局 拠点については、多機能型を平成 28 年に整備して事業団に運営していただいてお

りますが、国が求めている機能の中で、特に緊急一時的な保護については、４０万人

の人口で１か所ということがニーズと乖離しているのではと考えています。他に求

められている機能で、たとえば人材の育成や体験の場の確保は、市内に同じようなこ
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とを担える事業者も一定存在すると考えておりますので、特に優先して取り組むべ

きはやはり緊急一時的な機能です。 

具体的な取組みといたしまして、短期入所の在り方を検討していく場をもつこと

について、短期入所を運営されている市内の事業者にお声をかけさせていただきま

したところ、連絡会の立ち上げについてお声をあげていただきました。より緊急性の

高い、より支援が必要な人は、優先的に特定の施設にいっていただくとか、住み分け

をすることで機能強化が図れるのではないか等、検討を考えています。 

あと、求められる機能として、一定の支援スキルが必要な利用者の対応。具体的に

は、医療的ケアが必要な人、行動援護、多動や自傷行為のある方の支援をどうしてい

くか、それに拠点の機能をどう生かしどのような形で進めていくかを、現在自立支援

協議会の部会の方で検討いただいており、非常に心強く思っています。昨年度、府か

らの依頼に基づいて１年間「強度行動障害のモデル事業」に取り組ませていただきま

した。その中で出てきた課題と、市内で必要とされる支援、社会資源、地域拠点がも

っている機能、今後付加していくといいであろう機能を、具体化する作業を進めてい

けたらと思っております。またご意見や、お知恵をいただければと思っております。 

 

事務局 事業者連絡会立ち上げ支援ということで記載させていただいております点ですが、

市としましては、過去から支援者研修として、保育所・幼稚園や学校の先生方向けに

研修会を実施しており、通所支援事業所・相談支援事業所の皆様向けにもご案内して

参加いただき、関係者の質の向上を図っております。今年度コロナの影響で例年より

少し遅くなりましたが、１１月以降開催予定としております。これは引き続き行って

いきますが、市だけで企画していきますと、ひろく支援者の関心のあるテーマ設定に

なり、事業所が今求めていることとは少し違う内容になるという声もいただいてお

りました。また、研修のほかにも、顔の見える関係づくりがしたい、ネットワークを

広げていきたいという事業者からのお声をいただきましたので、この度、自立支援協

議会に所属されている連絡会のしくみも参考にさせていただきながら、立ち上げに

いたったというところです。また、利用者には通所支援事業所を２か所３か所と利用

されている方も当然いらっしゃいますので、事業者さん同士が連絡会を通じて顔の

見える関係づくりを行っていただいて、同じ支援のベクトルに向かって進めていた

だけるような、そういう利用者さんへの支援体制ができたらとも考えております。 

 

委 員 ２４時間介護を文言に盛り込んでいただければと思います。議論はしているとい

うことだったんですが、計画に書かれるとまた流れは違うのかなと思います。重度訪

問介護を居宅で２４時間支援ができる状態をいち早く目指していければと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

CIL でもグループホームと居宅での２４時間介護を行っていますが、利用者がど

う望んでいらっしゃるのか、支援に入っていて本当にいつも課題になり難しいと思
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っています。グループホームも、移動支援や通院でお手伝いさせていただいて、かか

わりは多いですが、生き生きと過ごしている方もたくさんいらっしゃいます。在宅で

一人暮らしをされている方も支援していますが、その方それぞれの在り方があって、

本当に今の形がいいのか、正しく寄り添えているのか、支援者としていつも自問自答

しています。 

職員の質の向上という点では、居宅もグループホームも一緒だと思います。整備目

標を掲げ、そのものが増えても、そこに伴う人員の問題、非常勤職員を配置せざるお

えない場合など課題が残ります。おのおのの事業所で努力するのももちろんですが、

行政とともに研修とか色々な取組みを積み重ねて、質の向上をしていかなくてはと

思います。  

 

委 員 コロナのことはこれからも続くでしょうし、この機会にインターネット会議など

を整備してもらえないでしょうか。集まることも大事ですし、それが必要なときもあ

ると思いますが。研修会や会議でそんなことができたら、時間の節約にもなりますの

で、市の方で検討してもらえるとありがたいと思いますがどうでしょうか。 

 

事務局 職員の質の向上についてですが、残念ながら、まず就職先として門をたたいていた

だくというところをどうしていくか、というのが長年課題だと思ってきました。グル

ープホーム事業者連絡会の方で、とにかく知っていただこうということで、啓発パネ

ル展のようなことを検討いただいております。非常に魅力のある仕事だと思ってい

ますので、魅力があるとわかってもらえれば、人が集まる、人が集まれば質が向上し

ていく要素がたくさんできるという風に思っております。これからも積極的な発信

をと思っています。 

Zoom などの活用ですが、現在コロナで、みなさま日々現場で非常にご苦労が絶え

ない状況だと思います。すでに開催された連絡会や役員会等でも周知させていただ

いているところですが、少しでもリスクを減らすためにと、１２月に Web を使った

形で感染対策研修を実施する予定です。この研修会は、事業所にあるパソコンから受

講いただだけます。会議の方も今後は、可能なものは Zoom を活用する方向ですが、

慣れないとなかなか議論が深まらないという課題もあり、今後も試行錯誤が必要か

とも思っています。市の方も、この間かなり整備の方を進めております。積極的に取

り組んでいければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

委 員 定着支援は、平日みなさん動けないことが多く、仕事が終わった後の対面相談に

Zoom などが使えればと思います。市の聞き取り面談もあると思うので。そういう辺

りも含めて検討してもらえれば有難いと思います。 

 

事務局 わかりました。ありがとうございます。 
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委 員 ２点お願いします。第３章、第４章ですが、1 点目が地域移行について、施設から

地域へということと、精神科の病院から地域へということがずっと謳われています

が、そこにいつも書かれている文言に、まずピアサポートの活用があります。実際に

地域移行に向けたピアの活動を行政の方でサポートするというのは、府の事業が

細々と残っているような状態です。豊中市域の中でピア活動をされているところは

たくさんあると思いますが、やはりピアさんの人数を増やしていったり、活動を支援

したり、育成をしていくというところを、府の事業以外に豊中市としても計画にのせ

ているので、そこをどのようにやっていかれるかというところです。 

もう一つが、第 4 章に数値目標を出している、地域移行に対しての事業で、地域移

行支援と自立生活援助という 2 つの事業があります。事業の主旨としては、まず施

設や病院から地域に出ていくための支援、それと出ていった後に地域できちんと生

活していくための自立生活援助。2 つが連動した事業としてつくられたものかと思っ

ていますが、見ると市域の中で利用できている利用者はすごく少ないですし、使って

いる事業所自体が少ない。ということは、利用者や当事者に使えるサービスが地域に

ありますよという周知とともに、やはり事業所がどんな風に使っていったらいいの

か、せっかくある制度をどうやって使うのかということをわかりやすく伝えるのも

必要ではないかと感じています。 

    地域移行という言葉がどうしても一人歩きしてしまうと、施設から出る、病院から

退院するというのが何か目標のようになってしまうんですけれども、そこがゴール

なのではなくて、出た後どういう生活を当事者が地域の中でされるのかという、そこ

をやはり考えていかなくてはいけないと思います。うちの病院に長く入院している

患者さんが言われたことですが、職員や福祉の人は退院しようと誘うけれども、「退

院して何がいいことがあるねん。」退院した仲間が、楽しくやっている人もいるけれ

ども、なんかしょんぼりしてひとりぼっちで、自分からしたらそんなに魅力的に見え

ないと、数年前に言われたことがあって私の中に残っています。そこって何なのかと

問うていかなくてはいけないと思っています。 

もうひとつが、就労の移行と定着支援の方ですが、これも先ほどの話と同様に就職

することがゴールではないと思うので。自分が望むような生活をしながら、その中に

働くということがあって、続けていきたいというニーズの人が仕事を続けていける

ように定着支援というのがあると思います。仕事はなんとか頑張っていっているけ

れども家に帰るとすごく孤立した生活で、たくさん生活課題を抱えたまま、仕事だけ

がんばっていっているという当事者を相談支援の中ですごく目にします。そのあた

り相談支援がきっちり伴走していきながら定着の支援と連動していくという、そう

いう考え方のもとやっていかなくてはいけないのかなという風に感じています。 

 

事務局 ピアサポートですが、ご指摘いただいている状況もあろうかと認識しています。豊
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中市の場合、小曽根病院とさわ病院が地域移行ということが言われるかなり前の段

階から積極的に推進してこられたという経過もあって、そこに甘えていた部分もあ

るかと思います。非常にすぐれたノウハウをお持ちだと思っておりますので、府でや

っているピアサポート体験を話したり、市でどういった展開ができるのかはぜひご

意見をいただきながら進めていきたいと思っております。 

地域移行と、地域に出た後どう支えるかというご意見ですが、まさに第３章（２）

で書かせていただいている、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築、地

域に既存の社会資源、今後必要とされる社会資源で、精神障害をお持ちの方をどう支

えていくか。これは当然長期で入院されている方が地域にこられた際にどうしてい

くかという議論に直結していると思います。こちらの方の会議も今年度、自立支援協

議会の部会ワーキングで立ち上げていくことになっておりますので、ぜひいろんな

ご意見をいただく中で、市域の社会資源の整備につなげていけたらと思っておりま

す。最後にいただいたお話しは非常に重い課題をつきつけられていると思います。病

院での生活を望まれて、地域移行が進まない事例はあると認識しております。地域に

出ることを恐怖に感じ、そういうことをどう払しょくしていくのか。病院は福祉施設

と違ってあくまでも治療する場だと思います。いろんな状況があってやむを得ない

ところもあるのかもしれませんが、そこが生活の場になってしまっている現状は、こ

れも積極的にご意見をいただきながら、変えていかなくてはと思っております。  

 

委 員 現場の方で実感していることで、就労ワーキングでヒアリングをさせていただい

た中で出てきた事柄ですけれども、障害当時者だけでなく、家族に対する支援もかな

り必要な状況になっていると思います。８０５０の話も計画に出てきましたけれど

も、いずれこれを集約していかなくてはいけないかと感じております。今後の方向と

して検討していただければと思います。 

 

事務局 ご家族の支援についてですが、市の障害者虐待防止法にかかる業務をする中で、こ

ちらも虐待を防止するその目的は第一であることは間違いないですが、家族の支援

をするということに関しては非常に痛感するところがあります。加害者に非常にス

トレスがかかっていて結果的に残念ながら虐待につながってしまっている。家族支

援の重要性はこの計画の中に直接出てくるわけではないですが、障害をお持ちの地

域生活を支えるというところでは非常に重要なことだと認識しておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

 

会 長 閉会の挨拶  

計画素案 10 ページ（１）療育・教育（7 行目）「ともに学び ともに育つ」保育・

療育・教育の推進、というところに疑問があります。「ともに学び ともに育つ」と

いうのは、障害がある子とない子が、という風に思います。療育は、障害のある子を
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対象にするという風に思いますので、ここはちょっと文言を変えて、「ともに学び 

ともに育つ」保育・教育と療育、みたいな方がいいのでは。またお考えください。 

２４時間介護保障のこと、ピアサポーターのこと等々、今日はいろんな話が出てき

ました。現在の障害者施策で不要なものは無く、まだまだ足りないため、これからつ

くっていかなくてはいけません。今日の意見を踏まえ、行政も協議会も色々と話しを

進めていきましょう。ありがとうございました。 

 

事務局 本日の議案はこれで終わらせていただきます。なお、追加のご意見につきましては、

１２日（木）までに、協議会事務局までお寄せいただければ集約したものを施策推進

協議会でとりあげさせていただきます。 

    また本日は臨時で開催させていただきましたが、次回定例の全体会議は 11 月 26

日（木）に予定しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

―閉 会― 

 


