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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 2回 豊橋市障害者自立支援協議会 全体会 

日 時 令和 4年 9月 30日(金) 13時 30分～15時 05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・野々村・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）、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（浅倉）、こども発達

センター（野中）、健康部健康増進課（中田）、障害部障害福祉課（佐藤隆） 

出 席 者 出席者 20名、事務局 16名、計 36名 

議 題 

1. 会議開催状況について[報告] 

2. 令和４年度の各専門部会の活動状況報告について[報告] 

＜専門部会＞ 

（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 

3. 基幹・委託相談支援体制の見直し（案）について[報告] 

4. 医療的ケア児者移動支援事業（案）について[報告] 

5. 次年度の障害者計画・障害福祉計画の策定について[協議] 

6. 地域生活支援拠点の評価方法（案）について[協議] 

7. 大規模災害時の障害者等支援体制マニュアル（案）について[協議] 

今回の課題 

1. 会議開催状況について[報告]        資料 1参照 

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

【意見等】特になし 
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2. 令和４年度の各専門部会の活動状況報告について[報告]  資料 2参照 

＜専門部会＞ 

（1）生活支援専門部会   （生活支援専門部会 部会長 中村氏より報告） 

（2）就労支援専門部会   （就労支援専門部会 部会長 新井氏より報告） 

（3）こども支援専門部会  （こども支援専門部会 部会長 鳥居氏より報告） 

【意見】 

・人材育成の話だが、こども支援専門部会の報告でコロニーから講師の派遣を受けて

ペアトレを展開したという話だった。そろそろ外部から講師を招くのではなく豊橋市

内に講義ができる人、育成ができる人を育てる方向へシフトしていってほしい。年に

一回どんとお祭りのような研修をするのではなくコンスタントに積み上げができる環

境を整えることが重要だと思う。ペアトレに限らず他の部会に関する研修やほっとぴ

あで行っている研修も豊橋市内で研修企画、人材育成ができる人材を育てることへシ

フトした方がより建設的で豊橋市の充実につながると思う。  

 

3. 基幹・委託相談支援体制の見直し（案）について[報告]   資料 3参照  

  （障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・体制について高齢障害者への支援の視点を取り入れてほしい。かねてより養護者の

高齢化に伴う親なき後のケアが課題とされてきたが、これからは障害者自身の高齢化

への対応が課題となっている。65歳に到達すると同時に障害福祉サービスから介護保

険のサービスに移行するが、長年サービスを利用してきた人ほど困りごとが多い。ま

た高齢者相談として受け付けたものの障害を起因とした困りごとを抱えていることも

多い。高齢者分野と連携した支援ができる体制づくりについても検討が必要だと考え

る。この支援体制に踏み込むことが適当でなければ次期策定時に検討してもらっても

構わない。 

➡重層的支援体制が重要な視点であるということは認識しており、委託業務の内

容に関わる要綱の方にも追記される予定である。プロポーザル評価段階で勘案さ

れるものと考えている。以前は自立支援協議会内に高齢障害者専門部会があり積

極的に議論されていたが、次期計画策定の時にも高齢障害者の分野を含めて協議

をしていく。 

 

・基幹・委託相談支援体制の見直しについて要件強化というところがあるが、委託の

事業所から撤退せざるを得ない事業所が出てくるのではないかと懸念がある。 

➡プロポーザルを行うので詳細については詳しくは話せないが、この点の課題に

ついてはこちらも資格等を把握しており織り込み済みで考えている。 

 

・委託相談支援体制の見直しについて説明文があくまで業務の一部であり、相談のケ

ースの流れのみに焦点を当てたイメージ図と注釈があるものの分かりにくい。 
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・相談支援体制の裏面の部分も注釈があるものの分かりにくい。 

・設置について所属の資格や設置図、設置場所、人数等の状況についてわからないこ

とがある。設置図や相談業務の範囲をどうすればいいかというところも見えにくく分

かりにくい。 

➡わかりやすい資料の作成に努めていたつもりだが、意見を取り入れて更にわか

りやすい資料作りに努めたい。 

 

・委託業者の公平な競争性を保つことが目的であれば、相談支援センターへの参加制

度の厳格化を推進した方が現実的な対処法ではないか。 

➡随意契約は、地方自治法施行令の 167条の 2第 1項の各号に列挙されているが、

各号に照らし合わせて契約できる。この委託を始めた時とは状況が異なっており

現在では計画相談支援事業所がたくさんあるため、随意契約理由に対して疑義が

生じる状況である。 監査制度の厳格化よりも法令の趣旨に沿ったものにすること

が優先であると判断している。 

 

・将来的に相談支援センターの事業者数を増やそうとしているのなら事業を行いたい

というインセンティブが事業主に総意させるような策も必要である。 

➡意見として参考にさせていただきたい。令和 2年度からは豊橋市相談支援従事

者初任者研修受講料補助金交付として受講料の 1/2を補助するなど取組みは行わ

れている。 

 

・こどもの相談の件だが、今現在児童精神科がこども発達センターとかずおメンタル

クリニック、かみやメンタルクリニック、里童というところがやっている。こどもの

相談は一本化されておらず色々な所でバラバラに受けている。こども発達センターが 8

ヶ月ないし 9ヶ月の待ちになっており、その他の児童精神科でも大変な状況である。

こどもの相談支援が一本化するような形でなんとかならないか。そのような取り組み

を考えていくために部会等を立ち上げることができるなら考えていただきたい。いろ

いろな相談の所がバラバラな基準で医療や福祉という形になっているので、豊橋に住

んでいるこどもたちがバラバラな動きになってしまう。もう少し統一的に児童精神科

医も関わってどういう風な形でさばいていったらいいか、そうするとこども発達セン

ターで 8ヶ月も 9ヶ月も待つ必要がなくなるだろうと思う。医療が本当に必要なケー

スというのはそんなに多いはずではないと思うので、そこをどのように乗り切ってい

くのか。そのような部会ができればそこで議論をしたいと思う。 

➡こども支援専門部会で考えていきたい。 

 

・高齢障害者への支援の視点を入れてほしいという話は重層的支援体制の取り組みに

なると思う。相談支援の体制を構築するのであれば、障害福祉の中でとどめていくこ

とでいいのだろうかという問題提起である。これは和男先生の話にも繋がるが、障害
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のある方の相談だと思ったら家族全体の問題であったということもあるので重層的支

援体勢を整えようという話だと思う。このなかには豊橋市で他の分野の相談体制とど

のようにリンクしていくのかというところがない。重層的支援体制という視点で大き

く見た時にこの基幹や委託はどんな役割を果たすのかというところが欲しい。 

それぞれの委託がいろいろな対象者を受け入れていくということになり、その時に

課題になるのがハラスメント対策である。企業体としてハラスメント対策をしなくて

はいけない時代に入り、順次進めていると思うが特に相談支援、またサービス提供の

現場でも注文の多い方などへの対応の仕方が困難になっている。いろいろな対象の方

たちに関わっていくためにはそのような困難な場面が起こった時に、例えば基幹や役

所がカスタマーハラスメントに対するサポート体制をどのように考えているかという

ところが欲しい。 

いろいろな方に関わるのに資格要件が必要だということは理解した。今いる相談員

の方たちを前提にした資格でとどまっているとしてその方が退職したら、人事異動し

たとしたら、該当する職員がいなくなったとしたら、そのときには委託から手を下げ

るということを含むのか。法人としてはいろいろな職員に地域のことも知って欲しい、

相談業務もできてほしい、現場のサービスもしてほしい、といろいろな経験を蓄積し

て専門性を高めてほしいと思うと人材育成の視点で人事異動は考えたい。そうした時

にはこうした資格を持った職員がいるかというと、なかなか困難な場面が起こるであ

ろうと思う。この資格要件等々はこの先何年をイメージして考えているのか。 

➡基幹相談支援センターと委託相談支援事業所については重層的支援体制の中核

的な役割を担うものとして考えており、国や県の重層的支援体制の補助金に該当

してくるので、今後福祉政策課が主体になるがそうした会議への出席等含めて福

祉部として全体でどうしていくのか、その後他部署とも話をして細かいところの

肉付けをしていかなければいけない。今後、新規体制に移り変わった時にどうし

ていくかも受託事業者と共に考えていくことが必要だと考えている。 

 カスタマーハラスメントについては、今のところ考慮しておらず答えられる内

容がない。 

見直しにおける資格要件は、国県の補助の要件と合致していないといけない部

分である。国県の補助を大いに利用して、人員を増やすという内容になっている。

現時点の受託者等の参考見積を取り、資格要件を確認した上で構築したものであ

り、仮に資格要件を満たす方が辞められて、資格がない方ばかりになれば成り立

たない。よって、現時点で参加するであろう法人が、今後絶対に手を下げないと

は言い切れない。今は、現状の人材がいればプロポーザルは成り立つであろうと

推測されるいうところまでしか言えない。 

・ハラスメントの話は法人の中で何とかするというレベルを超えることもあるので、

基幹センターとして役所としてサポート体制をどうしていくのかは考えるべき状況に

来ていると思う。他のサービス提供事業者も同じ条件だと思うので豊橋市として支援

の困難な方達ということを意識して体制整備が必要ではないかと思い提案させてもら
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う。資格要件が満たせない状態になった時は手を下げざるを得ないことは織り込まれ

ていると認識した。ケースの移管が必要になった時にどうしていくのかを盛り込んで

おいたほうがいいだろう。利用されている方達からするとケースの移管はこちらの体

制の都合になるので、万が一そうなった時にどうするか。現に他市でも相談支援事業

所で相談支援専門員が退職をするときに移管でずいぶん苦労したという話は既に出て

いるので、織り込む必要があるのではないかと思うので提案させていただく。 

 

・体制の見直しをするにあたってのプロポーザルの審査・評価を行う方は決まってい

るのか。また審査委員会を立ち上げる方針か。 

➡議員の中にも受託の事業者がいるので回答が控えさせていただく。プロポーザ

ルを実施するのであれば評価委員会は立ち上げるのが一般的である。 

・手を上げられる一定の参加要件で委託相談支援事業所は障害種別を分け隔てない支

援の仕様に統一していく。また基幹は社会福祉士、精神福祉士、保健師等の資格要件

を強化とした背景から考えるとそういった方たちを揃えている法人は限定され、かな

り大変ではないかと想像できる。特に委託相談に関していくとひとつの法人で手を上

げるのではなく、コンソーシアムのように「うちは精神障害が弱いのでこことあそこ

で手を組んで地域が近いので一緒に手を上げたい」ということは可能か。 

➡どのような方法で行うかは契約検査課と話をしている。 

 

・資料の表面の右下のところは、基幹相談支援センターがサービスにつながらない場

合は委託相談支援事業所に振り分けるという読み方をすればいいか。 

➡そのとおりである。サービスに繋がりにくい困難ケースは委託相談支援事業所

で対応していただく。 

・他の市町の基幹の例でいうと、基幹がサービスに繋がらない場合は繋がるまで基幹

が何らかの形でサービス等利用計画を作ったり、支援をしていくという流れがごく一

般的であると思う。豊橋市では相談を受けてサービスにつながらない場合は基幹が何

らかのサービスにつながるようなことを手当するのではなく、委託相談支援事業所に

それを振り分けていくという流れでよいか。 

➡基幹相談支援センターとしても必要に応じて半年程度は相談支援等行うという

前提がある。 

 

・資料の裏面の虐待防止マネージャーのところで虐待防止センターの役割を強化する

と書いてある。概要が今後ということで書かれていると思うが、「障害者虐待の通報へ

の対応」というのは国の手引きの対応方針の強化を指しているのだと思う。これを虐

待防止センターの委託先である職員の虐待マネージャーが対応をするという解釈は違

和感がある。これはその人に任せるという意味ではないと思うがどうか。 

➡豊橋市も窓口になっており、虐待防止センターも窓口があるので初期の対応と

して緊急性がある場合等に対応できるようにということである。 
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・「障害者虐待の通報への対応方針の協議」は市役所がおこさなければいけない協議な

ので協力をしてもらうという意味合いで読めばいいということだと理解した。また「コ

アメンバー会議の開催」についても虐待防止マネージャーが主催するという意味では

ないということでいいか。 

➡虐待対応のコアメンバー会議の際の資料の作成や説明等を考えている。 

・「虐待防止に関する事業所への助言や指導、権利擁護・虐待防止研修の実施等を行う」

は手引きの対応ケース会議の中身が書かれていると思うが、対応ケース会議の力を借

りるのは問題ないと思う。委託をかけるときに対応方針の協議、コアメンバー会議の

あたりのどこまで担うのか、そこは虐待の対応につながってくる非常に重要なところ

である。対応が遅れると問題が起きてくるのでここだけはしっかり整備をしてから委

託をかけていただくとよろしいかと思う。 

 

4. 医療的ケア児者移動支援事業（案）について[報告] 資料 4参照 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・医療的ケアを抱える方が移動支援を受けられるようになることがとても重要で、豊

橋市として進めていただきたい。事業の対象者として医療的ケアの例が挙げられてい

るが、同じケアの人でも頻度や必要性が異なってくるため支給決定に関しては個々の

アセスメントによって判断して頂くことが重要かと思う。 

➡豊橋市としては支給決定やアセスメント方法について協議をしていく。 

 

・相談支援専門員によるサービス等利用計画や障害児支援利用計画と個別支援計画、

支給決定の関係性がどこにもないが、盛り込まなくていいのか。 

資料の『3.実施方法』で申請が保護者からの申請に基づくということしか書いてい

ないが、権利の主体者として考えた時には医療的ケア児者ご本人、もしくは子どもで

あれば保護者ということなのか。保護者ということに限定しているのか、限定してい

るなら意図があるのか。申請は保護者だと言いつつ、利用者は事業者と契約を行うと

いうことを謳っている。相反しているような気がするがどうか。 

『3.実施方法（1）支援内容』で「医療機関及びこれに準ずる者への定期的な通院

」と定期的な通院と限定されているが、感染症も含めて突発的な通院が必要になった

時は含んでいないのか。どのくらい拡大解釈して対応するのかわからないが、定期的

と限定されているので影響は出てこないか。 

『3.実施方法（2）支援の範囲』で書きぶりに関して、『①社会生活上に必要不可

欠な外出』ということでいくつか項目がある。買物と各種団体の行事や会合は質が違

うと思うので、分けて書いたほうがいいのではないか。買物というと日常生活の買物

や衣料品、雑貨などの普段の生活に必要なものを買いに行くということで、衣料品、

雑貨と限定されて書かれている。その他物品とも書いてあるが書きぶりはどうか。ま

た冠婚葬祭の出席と病院のお見舞いも一行でもいいが、切り分けて項目を別にしても
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いいのではないか。『④医療機関及びこれに準ずるものへの定期的な通院』と医療に

関係する話なのでここに含めて整理してもいいかと思う。問題提起としての意見なの

で検討していただければと思う。『②余暇活動等社会参加のための外出』とあるが、余

暇活動等の社会参加なのか、社会参加をしていくことと余暇活動なのか。個人がひと

りで楽しむ余暇もあるが、社会参加を前提とする限定された余暇と読んでしまわない

か。社会参加（余暇等）なら可なのか、皆さんの意見を聞きながら書きぶりを検討さ

れてはどうかと思う。また「体力増強や気分転換を図るもの」は③と同じものである。

別のことを言っているのか、同じことを言っているのかわからない。②は社会参加と

書いてありつつ、具体的な項目としては自己啓発や教養を高めるもの、体力増強や気

分転換を図るものとあり、見出しのタイトルと中身がちぐはぐな気もする。 

【対象とならない外出の範囲】で『①経済活動にかかる外出』として通勤や営業活

動等となっている。経済活動とは買物することなども経済活動に参加することになる

のではないか。ここでいうのは労働に伴う外出なのかどうか、表現に整理が必要だと

思う。『②通年かつ長期にわたる外出』で具体例は通学、通所、通園と特定の学校等々

の送迎のことを言っていると思うが、長期に対する外出には旅行も入ってこないか。 

『3.実施方法（3）移動支援の種類』について、1人の利用者に対して2人つけたほ

うがいい、支給決定をしていくなかで相談支援専門員によるサービス等利用計画によ

って必要性をアセスメントの結果、判断されて支給決定されるのでサービス提供事業

者と契約するという流れだとすると、サービス等利用計画や障害児支援利用計画との

関係性が関係してくるので、どこか謳われた方がいいのではないかと思う。 

『3.実施方法（4）移動の方法等』で公共交通機関を使うという但し書きについて

「ただし公共交通機関等の料金は移動支援事業には含まれません（本人及び事業者分

とも実費負担です）」という順番の方が読みやすくないか。また「車両を利用して～

」は改行した方が良いのではないか。 

ガイドラインの中の全体の文言の整理に影響すると思うが、『4.事業者実施要件』

で「実施対象者として医療的ケア対象者の～」と書かれているが、その前には「医療

的ケア児者」という書き方だったと思うので、文言の整理が必要かと思う。「実施対

象者として医療的ケア対象者の支給決定が必要となります」とあるが、利用者は支給

決定が必要だが事業者の項目なので指定のことを言われているのか理解ができなかっ

た。書かれている要件で指定を受けることが必要だという表現なのか、サービスを利

用する上での支給決定のことを謳っているのか読み取れない。 

『4.事業者実施要件（1）事業者の指定要件』②の文章はまず居宅介護事業所又は

移動支援事業所として指定を受けていること、そして喀痰吸引の支援を行う時には登

録されていることとあるので、「指定を受けている」かつ「喀痰吸引の時には～」なの

か。1行にまとまっていることで理解ができない。整理が必要なのか、何か意図がある

のか。 

『4.事業者実施要件（2）事業者のその他の要件』③必要な備品等の確保で「（備品

は利用者が用意～）」とあるが、どこまでが対象なのか曖昧な気がする。明確にしたほ
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うがいいのかどうか検討いただければと思う。 

全体的に整理が必要なところ、読み取るのに難しいところが多いと思う。  

➡この場で全てを回答するのは難しいので、後日精査させていただきたいと思う。 

 

・豊障連が要望した内容が医療的ケア児者移動支援となってあがってきたもので感謝

している。これを見た時にハードルが下がってしまった、医療的ケアがあれば誰もが

この移動支援が使えてしまうのではないかと感じた。支援をした時の単価もこちらの

方がいいような話のなかで、変な方向に行かないかという懸念がある。いくら医療的

ケアがあってもアセスメントをしっかりして精査をする必要があると思う。その部分

の医療的ケアチェックシートのようなものを活用するなど、しっかり決めてもらった

方が余分な費用も使わず、本当に少数の人だと思うが使いたい人が助かる形になると

思うので、その辺のルール作りをしっかりしてほしい。 

 

5. 次年度の障害者計画・障害福祉計画の策定について[協議]  資料 5参照  

・【参考資料】前回アンケート 

・【参考資料】障害者福祉基本計画と障害者児福祉実施計画の位置づけ 

・【参考資料】豊橋市障害者福祉基本計画 2018～2023（現行） 

・【参考資料】第 6期豊橋市障害者福祉実施計画（現行） 

・【参考資料】第 2期豊橋市障害児福祉実施計画（現行） 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・ダイバーシティの意識が高くなってきているので問 2 の男性か女性かの二者選択は

今後アンケートを取る上では配慮しなければいけない項目になっていると思う。豊橋

市の中でも男女共同参画等含めダイバーシティの関係の部署でもアンケートを書き換

えていると思うので、丁寧に気をつけて頂きたいと思う。 

 

・アンケートを取るというのは過去のデータとの比較という意味合いでもとても意味

を持つので、項目を増やすにしろ減らすにしろよく検討された方がいいと思う。福祉

計画は実施計画なので、今回のアンケートのメインはもう少し大きい者計画を考えて

いくための土台にしたいと考えているのかどうかによって内容が変わるかと思う。医

療的ケア児のガイドラインの話もあるが、医ケアの必要な方たちのことについては難

病のところで拾われるのかどうか。またゲーム依存も障害のくくりとなってきている

ことを考えると、大きい計画として考えていくのかどうか。者計画の立て付けとして

次をどう考えていくのかによってはアンケートの対象者が変わるのではないか。基本

的には過去のアンケートを前提として準備されていると思うので、新たな課題として

含めないといけないものをどう評価されているか。手帳の所持者ということを前提に

考えられると身体障害をお持ちの方のほうが数が多いのではないかという声が出てく

るのではないか。これは予想される解答率に応じて配布数を調整されているのではな



 

 

9 

 

いかと思うが、その辺りの説明が問われたときには必要になってくると思うので考え

ておいた方がいい。ご意見をどのように上手にキャッチするのかによってアンケート

の作り方が変わると思うが、20 年ぐらい前に神奈川のグループホームの全数調査に関

わった時に保護者の方に聞く質問用紙、本人が回答しやすい質問用紙と事業者に対し

て出す質問用紙と答えやすさを気にしながらそれぞれに作った。そうすると例えばご

本人が回答してほしいところに支援者や保護者が回答すると、ご本人の意見として取

り上げられるのか、絶対にバイアスがないかと言うと難しい。その辺りもアンケート

の質問用紙を作るときに有識者を交えながらしっかりと整理した方がいい。意味のあ

る調査をベースにしながら豊橋市の障害福祉施策やまちづくりに反映させていると言

えるものであった方がいいと思う。  

➡その部分についてもご意見いただいた通り検討していかなければならない。豊

橋市として医療的ケアの関係、強度行動障害の関係、重層的支援の関係など新た

な課題は出てくるなかで、そのことについても自立支援協議会で検討していきた

い 。 

 

6. 地域生活支援拠点の評価方法（案）について[協議]   資料 6参照 

・地域生活支援拠点評価表（案） 

・【参考資料】地域生活支援拠点評価表（現行） 

・【参考資料】豊橋市地域生活支援拠点（面的整備） 

・【参考資料】地域生活支援拠点等運用状況の検証・検討のための手引き（愛知県） 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・評価項目、件数ともに現状のままで良い。 

 

・本項目は地味な調査だが生活支援拠点業務の動向を掴む有意義な調査なので継続し

ていただきたい。 

 

・グラフ化はとても良い試みでよくわかると思う。愛知県が示した評価の手引きだが

県の自立支援協議会でも豊橋市が先行して評価をすることによって、この取り組みを

客観的に判断したいといったものを私も紹介させてもらった。それらを踏まえてこの

体制を作るがこれをどう活かせばいいのか、どう実施すればいいのかわからない自治

体もある。目指す目標としてこうした評価の軸を用意したらどうかということが背景

にあったと理解している。豊橋市の取り組みの成果が愛知県の手引きにつながったと

いうことは自信を持っていただきたいと思う反面、豊橋市の実情に合わないというこ

とがあるということだが同じ評価軸を使うことで他市との比較がしやすくなる。大事

なことは地域生活支援拠点という仕組みがどうなのかということではなく、この仕組

みを使って障害のある方たちが豊橋市の中でどのように安心して安全に暮らしていけ

るのかという体制が作れるか、そこが目指すべき目標ではないだろうか。これが実現
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できているのがよしではなく、評価をする先には豊橋市のまちづくりに繋がっていく

話であり、障害の重い方であるがそうでなかろうが困った時には支えてもらえる体制

がきちんとあって安心できる。しっかりとその目指すべき目標を見失うことなく評価

をしていただきたい。 

 

・他市に行くことが多いので参考程度にお話ししようと思うが、名古屋市の地域生活

支援拠点がいよいよ限界を迎え見直しに入る。限界とはやることは大事だとわかって

いるが、スタッフが確保できないのでもう出来ないということである。契約をしてグ

ループホーム、入所施設それぞれ部屋は開けているが、実際にはその夜に職員の誰が

泊るのか。職員のほとんどがダブルワーク、トリプルワークの夜勤で働いているなか

で、突然来る方の支援を怖くてできないという形で拒否されてにっちもさっちもいか

ない。それなら辞めると言わてしまう、本当に対応してくれる方の確保ができるかど

うかというのが一番早く顕著に表れてきたのが名古屋市だと思う。そういったところ

も積み上げしていけばいいというところではなくなってきている。丁寧に検討してい

ただければと思う。 

 

７ 大規模災害時の障害者等支援体制マニュアル（案）について[協議] 

 資料 7参照 

・大規模災害時の障害者支援体制マニュアル（案） 

・【参考資料】大規模災害時の障害者支援体制マニュアル（現行） 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見】 

・台風 14号襲来のように最近は地球温暖化の影響により大雨や豪雨になることもある。

川の氾濫や土砂崩れ等、震災の活動等をする必要がある。当然災害対策もしっかりと

したものを各事業所で協力して策定し訓練を含め周知していかなければならない。 

・最新のマニュアル等を提供していただき感謝している。 

➡参集訓練等を行なって有効性を確かめていく。第 3 回の大規模災害時支援体制

検討会で 防災危機管理課も積極的に参加してもらえることで多方面からの意見

を得られるのではないか。第 3 回全体会ではそういった意見を取り入れたものを

添付したいと考えている。 

 

・大規模災害というのは必ずしも地震だけで起こるわけではない。防災の行政の仕組

み上は地震風水害というはずである。今の静岡県のようなことが起きている事実を知

ると、事業所でも床上浸水で事業は継続できないという話を静岡市内で聞いている。

風水害による災害も明記をされた方がいいか、むしろこれは地震に伴う対応するマニ

ュアルであるのだと言うのであればしっかり明記する必要がある。大規模災害の捉え

方が人によって違うので検討していただきたい。対応を行う人員として障害福祉課の

職員、ほっとぴあ、委託の相談支援専門員の名前が上がっているが、平時で考えると
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仕組みとして作れる基礎だと思うが、片方で相談支援専門員自身が被災者となった時

に実現するかというとにわかに動かなくなる時もあるだろうと思う。イレギュラーな

話だと捨て置いてしまうことなのか、実効性があるようにいろんな想定をしておくの

であれば相談支援専門員自身が被災した時に情報が滞るということが起こると思うの

で、その場合事業所からどのように情報を集めるのかということを検討した方がいい。

総じて見て行くと昼間に起きた大災害に対してこう動けるかということだが、夜間に

災害が起きた時に例えば 3 ページにあるように一般的な時間経過はこうだと思うが、

夜間で状況が分からない条件の時にどうやって安否確認やその後の対応をするのかは

考えておくべき案件である。昼間であれば発災した時には通所支援を利用しているか

ら今の安否状況を確認できるということがあるが、夜間だと入所以外はそこに利用者

はいないので帰って保護者や本人から元気ですと返してもらえる仕組みがあった方が

いいのか、土曜、日曜はどうするのかというところまでは踏み込んでいないという捉

え方をしたので、実効性を考えるとどこまでこのマニュアルを作り込んでいかれるの

か再度議論した方がいいと思う。 

 

◯ その他 

【意見】 

・前回の協議会の時に、昨年度の虐待防止の関係で各事業所をヒアリングで訪問され

たという取り組みの報告があったかと思う。継続中のことではあるが、愛知県の会議

でも豊橋市の取り組みが報告された。豊橋市の取り組みについて関心を持ってもらえ

ているということがあることをお伝えさせていただく。知的障害の事業者の分野にな

るが 10月 17日・18日でロワジールホテル豊橋を会場に、知的障害に関係する事業所

の職員向けの研修を東海 4県の職員を対象に開催する。虐待防止法が施行されて 10年

を迎えるので、改めて法について振り返りをしながら豊橋市で開催するのでこちらで

推薦して豊橋市の取り組みをレポートさせていただく。豊橋市障害福祉課の今野氏と

委託相談支援事業所の鳥居氏、全体の進行役を椙山女学園大学の手島先生にお願いし

て企画をさせていただいている。決まったことをやっていくよりも今必要なことをみ

んなで考えて前進していくことがこの協議会の大事な役割だと思った時に、頑張って

いることは外に紹介したいと思って愛知県の協議会や研修の機会などで紹介させてい

ただいている。 

今日の資料も沢山あり必死に目を通したが、皆さんからのご意見が聞けないことは

残念だと思う。過去にも話をしたが、ただの報告会だったら報告する方の動画を見る

だけでいいのではないか。ここで何かを考えて皆さんで意見を出しながら、さらに事

務局等の会議で揉んでもらって前進していくことを実現するためには、是非発言をさ

れるべきだと思っている。次の会議に参加される時には事務局も事前に資料をこうし

て用意して送ってくれているので、様々な意見をこういった場で顔を合わせながら皆

さんの意見を色々聞きたいので発言をされることをお願いしたい。 
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◯次回日程 第 3回 令和 5年 2月 24日（金）13：30～ ZoomによるWeb会議 

 


