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豊橋市障害者自立支援協議会 全体会 会議録 

 

名 称 令和４年度 第１回 豊橋市障害者自立支援協議会 全体会 

日 時 令和 4年 5月 30日(月) 13時 30分～15時 10分 

場 所 Web会議（Zoom） 

事務局職員 

発達・就労相談支援センターFLAT（中村）、あいびっと豊橋（新井）、たまも荘障害者生活支

援センター（鳥居）、相談支援センター木もれ陽（阿部）、あかね荘障害者生活支援センター（鈴

木）、とよはし総合相談支援センター（島・浅井・鍋藤・鈴木・山田）、豊橋市役所障害福祉課

（土屋・加藤・今野・山中・石黒） 

出席委員  

椙山女学園大学（手嶋）、さわらび会玉藻荘（黒栁）、さわらび会あかね荘（今泉）、岩崎学園

（松下）、豊橋市福祉事業会（杉浦）、さざなみ（杉本）、豊橋障害者（児）団体連合協議会（山

下・野口）、とよはし総合相談支援センター統括相談員 東三河南部障害保健福祉地域アドバ

イザー（江川）、豊橋公共職業安定所（川本）、豊橋障害者就業・生活支援センター（安藤）、

豊橋市社会福祉協議会（古川）、豊橋市民生委員児童委員協議会（金子）、豊橋医師会（大瀧）、

豊橋特別支援学校（天野）、豊川特別支援学校（石川）、くすのき特別支援学校（岩倉）、豊橋

聾学校（吉田）、教育部教育政策課、こども発達センター（野中）、こども未来部保育課（中木）、

健康部健康増進（中田）、福祉部長寿介護課（木佐貫）、障害部障害福祉課（佐藤隆） 

出 席 者 出席者 24名、事務局 15名、計 39名 

議 題 

【令和 3年度評価・実績報告】 

1. 障害者福祉基本計画の評価 

2. 第６期障害者福祉実施計画及び第２期障害児福祉実施計画の実績報告について 

（1）成果目標 

（2）サービス提供実績 

（3）地域生活支援拠点の評価 

3. 障害者虐待防止に係る事業所訪問実施報告書（令和３年度年間報告） 

【令和 4年度体制・計画】 

4. 令和４年度の自立支援協議会の体制及びスケジュールについて 

5. 令和４年度の各専門部会の活動状況報告と協議事項について 

＜報告＞ 

（1）生活支援専門部会 

（2）就労支援専門部会 

（3）こども支援専門部会 

6. その他 

・令和３年度豊橋市障害者自立支援協議会年間活動報告書 
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今回の課題 

会長・副会長の選出 

  例年、前年度副会長が会長となるが、笑い太鼓が委託を外れたため会長・副会長を改め

て選出する。前会長の豊橋障害者（児）団体連合協議会・野口氏より豊橋あゆみ学園・杉浦

氏を会長として推薦され任命される。副会長は会長・杉浦氏より豊橋障害者（児）団体連合

協議会・野口氏が推薦され任命される。 

 

【令和 3年度評価・実績報告】 

1. 障害者福祉基本計画の評価        資料 1参照 

                           （障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・Ⅱ-1『療育・教育等の充実』 乳幼児健康診査で各ステージでどのような項目のチェッ

クをしているか。3歳児健診などそれぞれの段階を教えて欲しい。 

➡4ヶ月児健診では首の座り、追視、開排制限等。1歳 6カ月児健診では独歩、始

語、積み木等のやり取りで発達の確認等。3歳児健診では会話や絵本のやり取りで

発達の確認、目と耳の検査。その後の就学前の健診がある。 

 

・今年度の取組方針に「関係機関との連携」との文言が多く見られるが具体化する必要が

ある。明確なところはいつ、どこと、どんな内容をするか教えて欲しい。 

➡取組内容については議題５の専門部会の協議事項で説明させていただく。他機

関連携として自立支援協議会のなかでは地域移行促進ネットワーク検討会があ

り、障害の他に保健、医療、高齢福祉の部署が参加し地域包括ケアシステムの構築

等を目指している。 

 

・基本計画のこども発達センターを中心とする療育体制の充実の部分で 2024年より児童

発達センターの役割・機能強化が児童福祉法の改正で明記される予定であるが、児童発達

センターの役割・機能強化の部分は計画に入れなくてもよいのか。また市町村に子ども家

庭センターの設置が努力義務になるが、こども発達センター、児童発達センター、子ども

家庭センターの役割はどう位置付けられるかを記載しなくてよいのか。 

➡国の指針に基づき、基本計画ではなく実施計画（第 2期豊橋市障害児福祉実施計

画）の成果目標としてこども発達センターの整備の取組を進めている。令和 5年度

に次期基本計画と合わせて実施計画の策定業務を行う必要がある。そこでどう盛

り込んでいくかを検討していく。 

 

・コロナ禍により進捗がはかどらず C 評価になったものはやむを得ず B 評価としてみな

している。 

➡各課で判断が分かれる部分である。コロナ化で進捗が芳しくない、やむを得ない

項目に対しては代替の取組を行っていることを加味して各課に評価するように周

知していこうと考えている。 
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・各課に評価してもらっているが、前年度はコロナを言い訳にしてはいけないと思う。実

際にできている課とやっていない課の差が出ている。C 評価で理由をコロナだと言って

はいけないのではないか。進捗管理をする側として、各課にどうフィードバックするか聞

きたい。 

➡昨年度も委員の方からたくさんの意見を頂いたものを文書化し、評価の際に全

体会からこういった意見があったので加味して評価するよう各課に通知をして今

年度評価されている。まだまだ足りない部分があるので、今後もこういった意見が

あったことを周知して評価を見直していく形になると思う。 

・委員の意見をフィードバックして活かすということは大変ありがたいと思うが、少なく

とも庁内としてこの計画をどのようにマネジメントしていくのか。内部での取組みの段

階と外の意見をどう反映させていくのか、この両方の側面が必要だと思う。例えば「特に

なし」と書いてくる時点で C 評価ではないかと思う。目標としていることが実施できて

いるのなら予定通り進捗していると書けば良いし、課題があるのならその課題を書くべ

きであるので「特になし」という評価では駄目だと思う。情報マネジメントは重要で災害

のことを考えると、東日本大震災で避難の情報が耳に届かなかった聴覚障害や視覚障害

の方たちの避難遅れが結構ある。この平時で情報がうまく届いていかない方たちに対し

ての準備をしておかないといざという時には後手に回ると思う。この計画は 2023年度ま

でなので次の計画を見直す準備をする時期だと思うとこの計画はどうかと思う。 

情報については早急に何とかしなければならないと思う。広報とよはしが何割の市民

に届いているか、若い世代に届いているか。就職の採用活動でも多くの学生は情報を確保

するのはスマホである、学校教育にも繋がっていくが ICT をどう活用していくのかとい

うことが情報を獲得するためのツールとして普及させていく話にも繋がっていく。結果

として各課の評価だが、これを横串でバラバラしたものではなく全てが繋がったものと

して捉えてくれるのはどこなのかという願いもある。今時重層的支援体制で障害だけの

問題ではないと言っている時代の中で、ここに特化して計画を位置付けて進捗会議をし

ていくことは重要だが、豊橋市も人口が減少に転じているなかであらゆる市民の方たち

に情報のことや暮らしやすさを届けていくことを考えた時の障害福祉のなかでの取組み

という捉え方をしていってもらわなければいけない。その旗振り役が障害福祉課、福祉政

策課なのだと思う。まず全体像のなかで「特になし」はだめだろうと言ってほしかった。

内容を見てもやってないようにしか見えない。資料をまとめた段階で各課に戻して確認

してもらう作業をして頂きたいと思う。きっと何かやっていると思う。ラインを使って情

報を届ける、ツイッターを使って情報を届ける等いろいろな SNSを使って情報を届ける

やり方がある。それぞれ使っている SNSが違うので、いろいろな媒体に届けることがで

きると思う。情報アクセスの部分に関してはすぐに着手できるところではないか。 

 

2. 第６期障害者福祉実施計画及び第２期障害児福祉実施計画の実績報告につい
て 

（1）成果目標           資料 2参照  
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（2）サービス提供実績     資料 3参照  

（3）地域生活支援拠点の評価  資料 4参照 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・地域生活支援拠点の評価は愛知県内でも豊橋市が先駆けて取り組んできたことだと思

う。それぞれの取組を踏まえて県から検討のための手引きが 2 月に出たと思うが、今後

そちらとの整合性を踏まえて評価項目を再構築することは考えられるか。 

   次に資料 3の『1訪問系サービスと居住系サービス』で「行動援護の利用者がグループ

ホームに居住するようになったのでグループホームの利用者数が増えた」というのは支

給決定で具体的な利用者数の動きを見て評価されているのか、推測なのか。推測であるな

らこのデータだけでは言えないと思う。他のところでも気になる部分があるが次の評価

に影響すると思うので、推測なのか事実なのかで考察の意味が変わってきてしまうと思

う。 

➡まず地域生活支援拠点の評価に関しては整合性を合わせる必要があると意見が

出ている。自立支援協議会の中で話をして見直していく。 

      次に行動援護からグループホームに移行したことに関しては人数の他にも個別

に支給決定されている。行動援護の利用者が実際にグループホームを利用したと

いう件数も出ている。そこを確認した結論となっている。 

・いろいろな資料は独り歩きするので少し補足があったほうがいい。役所だからこそでき

る分析、データを持っているからこそできる分析というものがあると思う。役所としてサ

ービスの利用状況を踏まえて評価したというコメントがあってもいいのではないかと思

う。 

   地域生活支援拠点の評価で愛知県のスタンダードに整理をしていくということだが、

評価と今後どうしていくかを見た時に、「今後どうしていくか」ここで言うと対応方法に

なる。これが実現すると地域生活支援拠点というシステムがよくなる、と思える評価が書

いてあるかどうかということである。資料 1にも似たようなことが見られるが、それをす

ると本当にこれが実現するのだろうかという目標が書いてある。行政の立場として施策

をしっかり運用していかなければならない、私たちも現場を担うものとしてしっかり一

緒になってやっていく、それを考えると行政だからできることはお任せするしかない、是

非その力を発揮していただきたい。 

 

・資料 3の『1訪問系サービスと居住系サービス』で行動援護の昨年度の利用者は 11名

で前年から 5 名減っている。この 5 名全員がグループホームに入ったわけではないと思

うがグループホームに入ることで行動援護のサービスが減ったとの評価があったが、 

資料 4の『5体制作り』「1強度行動障害への支援ができる体制が整っている。」で評価が

2.8から 2.0に落ちている。その悪い点というところで「共同生活援助での支援力に限界

があり…」とある。グループホームに行くことがその方たちの幸せかと考えた時にそこで

評価するのは評価の取り方が違うのではないかと感じる。今のグループホームに対して
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豊橋市として助言があってこの状態ならわかるが、そういう部分がないなかで「グループ

ホームに移行したからサービスが減って良かった、でも良くない（グループホームの支援

力に限界がある）」と矛盾を感じる。この辺も体制を作っていくなかでしっかりチェック

をしてほしいと思う。 

 

3. 障害者虐待防止に係る事業所訪問実施報告書（令和３年度年間報告）  

資料 5参照   （障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・資料の 3ページ表 1にある「児童入所系」という言葉は言わない。同様に「児童施設

入所支援」という言葉も聞かない。別の行政用語があるか。豊橋市内で言えば岩崎学

園、ゆたか学園があるが、どちらも施策的には障害児入所支援だと思う。 

   考察の関係だが、2番目の議題でも触れたことと関係する。5ページの『2事前連絡な

しの見学』の考察を読むと、入所系サービスの事業所の方が事前連絡なしの訪問を可能

だと言ってもらいにくいということが書いてあると思う。おそらく一般的には間違って

いないと思うが、この資料からそれを読み解こうとするにはかなり厳しい。例えば入所

施設は事前連絡なしでの訪問は困るという割合が少し多かったという裏の材料があるの

であればそうなのだろう。世の中一般的なステレオタイプ的なことをそのまま書かれて

しまうと、間違っていないところもあるが問われたときに明確に答えられないかと思

う。世の中一般的なステレオタイプ的に入所施設の閉鎖性みたいなことがあると言われ

るが豊橋市も訪問して事前のアンケートをとって難しいという結果が浮き彫りになった

のであればそう書いてもいいかと思う。評価・コメントとして残していかれるときには

バックボーン、裏付けという部分でのデータがしっかりしていることが重要かと思う。 

   虐待予防のことだが、愛知県内でも利用者が亡くなるという深刻な事件が発生して当

該法人の説明会が先般あった。サビ管の研修などをやっていると思うのだが、現場の職

員の思いと管理者あるいは社長、設置者とのとらえ方が乖離しているところがある。研

修で教わってしっかり支援したいと思うが社長に「そんなことはいい」と言われる、そ

ういう状況がある。そういうことを考えると、事業所に行って 10分や 20分いて正直何

ができたのかと思う。30分かかるのは当然であるし、むしろそれ以上時間がかかるので

はないかと思う。そこで時間がかかるのであれば、しっかりと障害者の人権擁護を揺る

がせてはいけないところだということをきちんと全てのサービス提供責任者で共有する

ことの土台作りの方が重要なのかと思う。届いていない感じがする、さらに言うと設置

者のとらえ方にかなり差異が発生しているところも難しさを露呈していると思う。実際

にある問題点を事務局や基幹センターとしっかり共有したうえで訪問されるほうがいい

のではないかと思う。しっかり取り組まれているので活かしてほしい、そして必要な内

容で事業所へアプローチしてほしい。それは豊橋市に生まれて安心できるというところ

を作っていくことにもなると思う。十分取り組まれていくことを期待している。 

 

【令和 4年度体制・計画】 
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4. 令和４年度の自立支援協議会の体制及びスケジュールについて 資料 6参照 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見】特になし 

 

5. 令和３年度の各専門部会の活動状況報告と協議事項について  資料 7参照  

＜報告＞            

（1）生活支援専門部会       （生活支援専門部会 部会長 中村氏より説明） 

（2）就労支援専門部会       （就労支援専門部会 部会長 新井氏より説明） 

（3）こども支援専門部会     （こども支援専門部会 部会長 阿部氏より説明） 

 

【意見等】 

・こども支援専門部会の『2障害児通所支援事業所の支援の質の向上』についてとてもい

い取り組みだと思う。一般の相談支援専門員の方も呼んでいただけるとより良い支援が

できると思うのでお願いしたい。また『3事業所と関係機関との連携のよる支援体制の強

化』でお子さんたちが将来行く就労施設の見学というところで就労支援専門部会でも事

業所見学会などをやっているので子どもの事業所とも連携ができればいいと思う。 

・過去にお伝えしたことと同じことになるが、目指す目標とやる内容にずれがあるのでは

ないかと思うようなものが見られる。そういったところは委託事業所、基幹センター、事

務局とすり合わせをしないのか。 

 取組内容（計画）をやると協議事項にあげてあることが実現するのか。整合性は取れて

いるのか。具体的に言うと就労支援専門部会の就労移行支援や就労継続支援のサービス

を利用するうえでの不適切な利用があるのが問題なのか。そうであるなら障害のあるご

本人やご家族に伝えたいことは適切な利用の方法を伝えるということなのか。ぜひ使っ

てくださいというようなことがメインのような話しぶりに感じた。問題と解決に向けた

課題かと考えるとミスマッチなところがあるような気がする。まだ新年度が始まったば

かりであるから実現できた暁には豊橋市の障害福祉体制がどうなるのかというところま

で考えて落とし込まれたらどうかと思う。部会ごとの課題はあると思うが、総じてそれら

が積みあがって重なっていくことによって豊橋市で障害のあるお子さんを生み育んでい

くことが安心できる街なのかどうかということだと思う。BCP も作成するよう言われて

いるが、コロナを経験して初動が大事だと思った。大規模災害の発災直後は市のサポート

体制や相談体制はままならないと思う、各事業所の初動が重要になってくる。部会で考え

なくてはならないことは各事業所の初動の話なのか、あるいはある程度落ち着いてから

の支援の受入れやあるいは日常生活を取り戻していくための復興の段階の話なのか。こ

のあたりもきちんと整理して議論していったほうがいい。たくさん情報があふれてしま

って目指すべきところが見えなくなってしまい、とりあえず議論したというところで終

わってしまう。重点項目にするのであれば 1 年でできることは限られていると思うし、

やらなくてはいけないこともあるのでそのバランスをきちんと調整したほうがいいので

はないか。各部会の個別には言わないが、効果のあるものを考えて頂きたい。 
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6. その他 

【意見等】 

・資料を十分読み込んで回答したいところだが、頂いてからの時間が非常に短く返答が十

分でなく申し訳ない。 

➡他機関への回答の集約等に時間を要したため資料の作成に遅れが出た。より早

く資料をお送りできるように努める。 

 

・本来自立支援協議会は個別事例から社会資源を創出させること。今まで個別事例を報告

して全体会で社会資源を作っていくということはなかった。今後はそのようなことが協

議会でできる限りしてほしい。 

➡検討させていただく。 

 

・虐待防止に係る事業所訪問実施報告書について丁寧な報告をご苦労様でした。研修だけ

では分からない、職員さんの心のうちが文書で出てきているのかと思う。質問内容にある

「虐待の線引きがわからない」、「その方だけを甘やかすことはできない」、「掃除を強要す

ることは虐待か」、「厳しくしないと利用者に響かない」、「暴力を逆に受ける方はどうなん

だ」、「ルールの守れない利用者さんはどのレベルまで」という書き込みが続く。障害者の

方への支援をする職場はそんな甘い職場ではなく、意思疎通が難しいとか支援が困難な

利用者の方というのが前提にこのサービスができている。職員は疲弊しているとここに

書かれている、つまり大変な利用者の方のことばかり虐待するなと国や市は言うけれど、

実際そういう人達のために傷ついている私たちはどうなるんだという心の訴えが出てき

てしまっている。そういった人たちのためにまともな自分たちが苦労していいのかとい

う変な義侠心とか正義感の方にシフトしていくというのが、私はまさに相模原事件の時

の背景だと思っている。これは非常に危険な状態だと思っているが、かずおメンタルクリ

ニックの大瀧先生のご意見を伺いたい。 

・虐待に関しては言われたように非常に二面性があって虐待される、虐待するということ

が実際には表裏一体というところがあると思う。感想を見るとかなり本音が出ており、こ

の事業は意味があるだろうと思う、それをどうやって支えていくのか。どうやってその人

たちの思いをこちらが受け止めて、それに対してディスカッションする場が必要かと思

う。ある事業所という単位のなかでやっていると、どうしても孤立していって意固地にな

ってしまい、凝り固まってしまう。せっかくこうした事業をやっているのでむしろそうい

う声をみんなで集まってその中でトーンにしていく、そういう場が必要なのではないか

と思った。 

・この事業はとても有効だと思うので配って終わりではなく、これを使って実際に職員同

士が確認して議論していく場に活用していただけるならこの活動も続けてほしいし、こ

の内容の報告も出していっていただきたい。この会議には特別支援学校の先生方もたく

さん参加していただいている。これ虐待防止というのは福祉の事業所だけの問題ではな
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く、病院や学校、保育所にも検討として出てくることなのでこういった虐待防止に関わる

案件、質問事項なども事業所に限らず自立支援協議会のメンバーのなかでも活用してい

くことをお勧めしたい。 

 

・令和 2年度豊橋市障害者自立支援協議会年間活動報告書 

 別紙・豊橋市障害者自立支援協議会年間活動報告書 参照 

【意見】特になし 

 

 

◯次回日程 第 2回 9月 30日（金）13：30～ ZoomによるWebs会議 

 

 


