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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 3 回 豊橋市障害者自立支援協議会 全体会 

日 時 令和 5 年 2 月 24 日(金) 13 時 30 分～15 時 15 分 

場 所 とよはし総合相談支援センター及び Web実施（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）、豊橋市福祉部障害福祉

課（土屋・野々村・加藤・今野） 

出席委員  

椙山女学園大学（手嶋）、さわらび会玉藻荘（黒栁）、岩崎学園（松下）、豊橋あゆみ学園（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（亀山）、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（戸苅 [代理]）、こど

も発達センター（野中）、健康部健康増進課（大林[代理]）、福祉部長寿介護課（戸崎[代理]）、

障害部障害福祉課（佐藤） 

出 席 者 出席者 21 名、事務局 13 名、計 34 名 

議 題 

1. 会議開催状況について 

2. 各専門部会の活動状況報告と次年度協議事項について 

＜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. 前回全体会意見を参考にした修正案 

基幹・委託相談支援体制の見直し（案） 

医療的ケア児者移動支援事業ガイドライン（案） 

障害者計画・障害福祉計画のアンケート（案） 

地域生活支援拠点の評価方法（案） 

大規模災害時の障害者等支援体制マニュアル（案） 

4. 障害者虐待防止に係る事業所訪問実施報告書 

5. 次年度自立支援協議会体制（案） 
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今回の課題 

1. 会議開催状況について                資料 1 参照 

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

【意見】 

・会議は ZOOM での開催が良いとの意見があった。ほっとぴあまたは ZOOM の出席

で続けていきたいと考えている。（事前意見） 

 

2. 令和４年度の各専門部会の活動状況報告について  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） 

【補足】生活支援専門部会の全体会用シートの『3.医療的ケアが必要な障害児者への対応

について』の項目の中で「医療的ケア児等マネージャー」が「医療的ケア児等支

援マネージャー」に名称変更になったため、同一のものとして解釈いただきたい。 

【意見等】 

生活支援専門部会 

・生活支援専門部会では重点目標を置くことで深い話ができてよかったと思う。（事前

意見） 

 

就労支援専門部会 

・コロナが続くなか、ハローワーク豊橋としても今年度は障害を持つ求職者への就労

支援並びに管内企業への障害者雇用に関する周知啓発にしっかりと取り組むことがで

き、特に豊橋市社会福祉協議会、就労生活支援センター、各就労支援機関、愛知障害

者職業センター等との連携協力のもと、開催することができた就職面接会においては

多くの企業、求職者の参加を 得て一定の成果を得られることができたと評価していま

す。就労支援専門部会の取組みのひとつとして、報告資料に掲載いただきありがとう

ございました。今後も豊橋市の障害者雇用促進のために連携をより一層密に取り込ん

でいく所存でありますので、よろしくお願いします。（事前意見） 

 

・障害者雇用代行業が日本全国で急増しており、愛知には十か所ある。障害者雇用率

が現行 2.3%、令和 6 年には 2.5%、令和 8 年には 2.7%になるなか、ますます代行業者

の増加が予想される。違法ではないが雇用率を満たすため、本当の意味での雇用や労

働とはいえないと言われるなかで豊橋市としてどのようなスタンスで対応していこう

と考えているのか、教えてほしい。（事前意見） 

➡障害者雇用代行業とイコールか分からないが、就労支援専門部会の取組み事例

として見学を実施している。その取組みを豊橋市が率先して促しているという意

味で実施しているわけではなく、昨今でこのような取組み事例が出ていることを

知る機会として実施したものである。その良し悪しを評価したり、その取組みを



第 3 回 豊橋市障害者自立支援協議会 全体会 

 

3 

 

豊橋市が促進すると決めているわけではないので、ご留意いただきたい。 

 

・障害のある方の就職・任用ということで、昨年度から県立学校で校務補助員の任用

をしている。本校、豊橋特別支援学校の卒業生や、障害を持った成人以降の方で公務

補助員として任用することを愛知県で進めている。豊橋市としても、そういった障害

のある方の雇用はいろいろと考えているか。 

➡豊橋市における雇用の取組みとしては、「わくわく」という障害者の方を雇用す

るところがあり、各課の印刷業務、そのほか封筒への入冊業務を行っている。 

・豊橋市の小中学校でも障害者の方を校務補助員として任用できると思うが、障害の

ある方の雇用先を拡充するということで農福連携だけでなく学校関係の任用もできる

と思うがどうか。 

➡教育委員会での任用ということになるかと思うが、障害福祉課としては教育委

員会にその考えについて聞いておらず今現在としてはわからない状況である。 

・利用者の就職で職安に相談したところ、ある高校の校務補助員に推薦できないかと

言われた。職安では資源がある程度周知されているのではないかと思う。 

・個別の事例として、あいびっと（就労系サービス事業所）では昨年豊川支援学校本

宮校舎に 1 名、まだ決定ではないが聾学校と、豊川市にある御津高校の実習に入らせ

ていただいている。愛知県教育委員会で法定雇用率を満たしていないということで事

業所にもお話は頂いている。今後は校務補助員の業務の切り出しや事例の共有は就労

支援専門部会でも共有していきたいと考えている。そういった対象の方や学校等あれ

ば部会としてもしっかり検討をして対応していきたいと思う。 

 

3. 前回全体会意見を参考にした修正案       資料 3 参照  

基幹・委託相談支援体制の見直し（案）        資料 4 参照 

医療的ケア児者移動支援事業ガイドライン（案）    資料 5 参照 

障害者計画・障害福祉計画のアンケート（案）     資料 6 参照 

地域生活支援拠点の評価方法（案）          資料 7 参照 

大規模災害時の障害者等支援体制マニュアル（案）   資料 8 参照 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

基幹・委託相談支援体制の見直し（案） 

・議題２の生活支援専門部会の報告用シート『2.相談支援体制の充実・強化』で現状・

課題として「困難ケースが委託相談支援事業所に受け入れきれず基幹相談支援センタ

ーが対応している。これにより基幹相談支援センターが自立支援協議会の運営に注力

できない。」とあるほか、資料 4 の 2 ページ目【その他課題】「委託相談支援事業所に

困難ケースを断られることがあり、基幹相談支援センターが対応し、両者の業務の区

別がなくなってきている。基幹は自立支援協議会や相談支援体制の整備、委託は困難

ケース対応が業務。基幹は 1 か月程度の初期対応が望ましい。」との表記がある。見直
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し後にその課題が改善されるという評価はどのようにされるのか。根本の問題に基幹

と委託の役割分担が明確でないところがあると思われるが、そのあたり市民への周知

も含め提示していく必要があるのではないか。（事前意見） 

➡基幹・委託事業所との協議を重ねてきた。委託事業所毎の障害種別の専門性が

ケース拒否の主な理由だとわかった。全ての障害種別に対応するということで仕

様を統一し、要件の厳格化によりさらに質の担保を図るということで対応する予

定である。また、基幹相談にて一旦相談ケースを吸い上げ、委託相談に移行して

いく形で考えている。毎月の実績報告についても困難ケースの移行件数を追加し

ており、定量的に把握できるように是正している。この内容は指定相談支援事業

所にも委託相談支援事業所と基幹相談支援センターの役割を説明し、困難ケース

にもきちんと支援が行き渡るように今後周知を図っていく予定である。 

 

・相談支援体制の整備とはどのようなものか。（事前意見）  

➡資料 4 の表紙のとおりである。狭義的ではあるが、ここでの相談支援体制の整

備というものは基幹、委託、指定相談支援事業所の協働という部分である。 

 

・新たに増員される「医療的ケア児等支援マネージャー」「虐待防止相談員」の資格要

件はどのようなものか。（事前意見） 

➡来年度 8 月頃に公告予定であるため、そこで示していきたいと考えている。 

 

・相談員を増員していただけるので助かります。困難ケースの対応をお願いします。（事

前意見） 

 

・人員数が一部増員となっているが、因数の適否がいまひとつわからない。実施して

みないとわからないし、需要量についてもよく分からない。（事前意見） 

➡基幹については医療的ケア、虐待という個別課題に特化した取組みを強化する

ために人員配置をしており、総数として１名増員である。委託相談については１

名増員しており、困難ケースを断ってしまう理由のひとつとして困難ケースの増

加による業務負担がその一因として認識しているため、人員増を行ってそれを解

消することを目的としたものである。因数の適否については、今後の定期的に行

うであろうプロポーザルの内容を検討するためにも、プロポーザル実施前後で相

談支援体制の強化が図られたか否かの評価が必要であると認識している。 

  

・要対象者の拡大に対して対応できる相談員の数は少ないと思われる。基幹センター

には社会福祉法人に参加してもらうことでバックアップの強化につながると思われ

る。またいろいろな事業所が関わることで委託事業所も協力体制を整えやすいため、

可能であれば 1 事業所 1 人の委託にすることで多くの事業所が参加できるようにして

頂きたいと思う。委託事業所に関しては困難ケースが減ることはまれであり、増える
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ほうが明らかに多いと思われるためできる限り多くの事業所が参加できるように、可

能であれば 1 事業所 1 人の委託にすることで豊橋市全体の強化に繋げて頂きたいと思

う。（事前意見） 

➡検討して、実際には来年の 8 月に公告ということで示させていただきたいと考

えている。 

 

・資格要件の厳格化は専門性のある方を配置したいという思いの表れだと理解する。

委託をプロポーザルにするということは極端な話になるが、手を上げないところがあ

りうるということも織り込む必要がある。相談体制がスタートして初期のベテランの

方たちが退職をしている、全国的にも世代交代が上手くいっていない。これだけの資

格を持っている人が法人にいない、そして法人の内部をしっかり整えなければいけな

いのでプロポーザルに手を上げられないということが起こると考えられる。例えば笑

い太鼓のように人員を出すのが厳しいから手をおろすところがあった場合、また年度

途中で体制が変わると市役所として、あるいは基幹として考えるかだが、関わってい

る方たちの円滑な移行についてどうするのかを考える必要がある。今の事業所が全て

手をあげるとは限らない、新しいところが手を上げることも考えられる、その時に円

滑な移行と新しいところが出てきた場合には適切なレクチャーをする用意があるの

か。体制整備は市役所の業務なので考えておかなければいけない。 

➡今年度は人員の関係で笑い太鼓が手を下げた。プロポーザルは慎重に進め、見

積もりの徴取、各相談支援専門員の資格の状況等の把握を行っている。それらを

加味してプロポーザルを実施していく。今後皆さんの年齢層が上がり担う人がい

ないのであれば、それに応じた要件の緩和等も検討していかないといけない時期

がいつか来るとの認識はある。来年度は新規体制に移行するので、それに伴って

評価や引継ぎ等の問題が生じる。実際にやってみて分かる問題点もあると思うの

で、それに関しては自立支援協議会を通して精査したうえで評価を行えたらいい

と考えている。また実際にどのようにそれらの問題について対応していくのかを

自立支援協議会で話し合っていかなければならないと考えている。プロポーザル

前で詳しく話せないこともあるが準備はしている。 

・豊橋市として基幹、委託について委託方法を見直していくことはかなり大きな

ことだと認識している。それによって豊橋市の相談支援が停滞したり、弱体化す

ることがないように市としては体制を整えていきたい。充実するために行ってい

くことなのでしっかりとやっていきたいと思う。 

・来年制度が変わってしまう話なのでそんなに悠長な話ではない。有資格者やキャリ

アを重ねている方たちの確保が難しい時代に入っているので世代交代が進まない。そ

の状況下でどうするかは今の課題だと思う。資格要件を厳格化されたことにより事業

を継続するのが難しくなった時に利用者の方に「申し訳ない、市役所にこういう人を

配置するように言われたが、うちの事業所にはいないので手を下げるしかない」と言

うしかない。行政はそういうことも含めた対応を準備してもらわないと難しくなる。
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プロポーザルとはそういうことであり、起こりうる課題は常に考えておかなければな

らない。来年度の準備として課の担当者が変わっても滞ることのないように準備して

いただく必要があると思う。 

 

・基幹、委託の体制の見直しは重い内容だと思う。前回の議事録で確認させていただ

いたが、基幹相談支援センターがサービスに繋がらない場合は委託相談事業所に振り

分けるという仕組みで間違いないかと確認している。加えて他の市町の基幹相談支援

センターの多くの役割は、基幹がサービスに繋がらない場合は繋がるまでの支援を基

幹の業務としている場合が多い。しかし豊橋市の場合は相談を受けて繋がらない場合

には委託相談事業所に振り分けるという形になっているが再度それで間違いないかと

いう確認をしている。市の回答としてその通りだとあり、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の移行を手伝っているとの説明もある。一般的

に他の市町では委託相談事業所が半年くらいはサービスにつながるよう支援をする

が、それでも難しい場合は基幹に支援を求めていこうという流れだが豊橋市はそれと

は違うという確認が取れた。PDCA の確認のなかで他の市町とは多少違う委託事業所

との流れの関係のなかで豊橋市が相談業務をやっていくことになったということは少

し特徴的にご理解いただく事が大事かと思う。そのなかで資料 4 を提示いただいてい

るが、9 月に行われた第 2 回全体会での資料では現行と新規の変更点のところに主な業

務内容が追記された資料であった。今回はその追記がなく、わかりやすくまとめて頂

いたのかと思うが、基幹相談支援センターの必須業務として一般的相談業務が入って

いるが、必須業務の一般的相談業務を資料からなくしてしまうと、豊橋市としては基

幹相談支援センターで必須業務である一般相談をなくしたと誤解を招く場合が出てく

るかもしれない。相談の機能強化と相談の一般というところの一般をなくしてしまっ

た、必須事項をやめてしまったのかという解釈になってしまうので丁寧に説明表記を

されたほうがいいと思う。また資料 4 で現行と新規の変更点で現行のその他の課題と

いうところに「基幹相談支援センターにスーパーバイズできる人材が少ない」とある

が、基幹相談支援センターに対してなのか、基幹相談支援センターの中になのか。基

幹相談支援センターに人材が少ないことが課題だと書かれていると思うが誤解される

場合もあると思うので丁寧に書かれたほうがいいと思う。 

 

・虐待防止相談員の業務精査（資料 3・1 ページ）について。前回の会議での質問から

まとめて頂いたと思うが、とてもわかりやすくなっている。ここに書かれていないが

前回の主な業務のところで議事録の作成というキーワードが入っていたかと思う。コ

アメンバー会議が招集されて、虐待の初期対応など個人情報に近い内容が会議のなか

で話し合われることが想定される。そういったことを情報整理して管理したうえで虐

待対応が進んでいくわけだが、その根拠となる議事録を相談員に任せてしまっていい

のだろうか。連携を取っていくための情報の整理と管理に関しては、何らかの形で市

が責任をもって外に出ても、問い合わせがあっても大丈夫なようにしておく確認が必
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要かと思う。 

 

医療的ケア児者移動支援事業ガイドライン（案） 

・前回気づかず申し訳ないが、6 ページの『10.利用者負担額』の上限額に関しては月

額かと思うが明確にするために今後上限額というところにカッコ書きで月額としては

どうかと思う。（事前意見） 

➡そのほうがわかりやすいと思うので、修正していきたいと考えている。 

 

・1 ページの『3.実施方法』に「…市職員又は相談支援専門員がアセスメントを行った

上で…」とあるが、ここに医療的ケアコーディネーターの有資格者を入れてもいいの

ではないか。（事前意見） 

➡医療的ケアコーディネーターとの話し合いもあるので、今後話し合って検討し

ていきたいと思う。 

 

・月額の助言もあがったが、あくまでサービスの提供に係る自己負担の話でそれ以外

の映画に行く、遊園地に行くなどのオプションとしての必要な経費は自己負担である

ことが特段どこにも書いていない。他の制度との整合性を取る必要があるので、ガイ

ドラインに明記する必要があるかどうか考えて頂けるといい。普通に考えるとそこは

当然自己負担だが、うがって捉える方が出てくるとせっかくの制度が勿体ないと思う。 

➡検討して盛り込んでいきたいと思う。 

 

障害者計画・障害福祉計画のアンケート（案） 

・アンケートは障害者手帳をお持ちの方や市民の方などとあるが、無作為抽出する属

性はどのような対象の予定ですか。アンケートのボリュームが一般市民向けは少ない

のと医療受給者は対象になるのかお聞かせいただきたい。（事前意見） 

➡対象としては、身体障害者手帳所持者が配布数 700、療育手帳所持者が配布数

800、精神保健福祉手帳保持者が配布数 900、愛知県特定疾病医療給付受給者及び

小児慢性医療給付受給者が配布数 700、アスペエルデの会及び障害児通所サービス

保護者が配布数 1000、市民の方が配布数 1000 の予定で考えている。この質問の

医療受給者がどこを対象にしているかわからないので、明確な答えは示せないが

予定としては前述の配布数のとおりである。 

 

・アンケート内容に性別は必要か。（事前意見） 

➡例えば、GHで男性棟と女性棟に分かれていることもあり、女性棟が足りない、

男性棟が少なすぎるなどの分析も性別を聞かないとわからないこともできてしま

う。分析が必要かどうかを再度検討して性別を入れるかどうか決めていきたいと

思う。 
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・各問とも充実しているのは良いがボリューム的に多すぎる。一通り読むだけでも 10

分くらいかかる。アンケート回答者にはかなりの負担感があると感じた。（事前意見） 

➡設問数が多いが、それぞれの会議体で削除できるところをもんで作成した。基

本的にはこの形でアンケートを実施していきたいと考えている。 

 

・アンケートが非常にやりにくい。一般市民の回答の何を引き出したいのかわからな

い。豊橋市の場合は障害者計画と実施計画を同時期に運用している、このアンケート

は障害者計画を再調整するために必要なデータと捉えるのか、実施計画にも使いたい

のか、それによって中身が変わるのではないかと思う。一般市民からどういう声を聞

きたいのか、当事者から何を聞きたいのか、その辺りがこのアンケートからわからな

いと思う。アンケート内容の一元化とは何を言っているのか、支援は一元化だが障害

の種別に伴う個別性があり、固有の課題を引っ張り出そうと思うならこの質問の順番

でいいか。ご本人に極力回答していただこうと考えるのなら、やたらとルビをふれば

いいわけでもない。ルビをふったことで読みやすくしたというのは誤りなので、むし

ろ読みやすい表現に変えたほうがいい。どういうことを聞き出したいのか、それをど

う施策に反映するための計画に位置付けたいのかということを土台の仮説からしっか

りと作り直しする必要があると感じる。 

➡自立支援協議会内の会議体にて、三障害一元化を理由として障害種別毎のアン

ケートではなく統合すべき旨の意見をいただいている。基本的にはこのアンケー

ト自体がほぼ障害者計画に反映するための質問事項となっている。障害福祉サー

ビスの評価というところについては障害福祉計画の部分も一部加えてある。本市

としては障害者計画及び障害福祉計画について、各計画に必要な質問事項は区別

して認識している。主に事業者に対してのアンケートは、別途を送付し事業者の

状況や意見を聞くが、それについては障害福祉計画に反映する予定である。ルビ

のふり、どういった表現がいいかについては関係機関の意見を考慮したうえでこ

の形になったが、また相談し考えたいと思う。また、アンケート実施は委託して

いるので受託事業者とも内容や表記方法についても詰めて対応していきたい。 

 

地域生活支援拠点の評価方法（案） 

・添付資料の字が小さすぎて読みにくい。（事前意見）  

➡データでも資料を送っており、データで見ると分かりやすくなっている。前回

も配布しており、修正に関する意見も特になかったため、印刷については A4サイ

ズにて配布してしまった。申し訳なく思う。 

 

・県の手引きとの調整を図ったのはいいことだと思う。（事前意見） 

 

・豊橋市が先行してやっていた事業の評価を、県の自立支援協議会でもまとめてもら

ったものが県の示しているマニュアルで、そこに合わせていくということなので豊橋
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市の先行した内容が戻ってきたということで誇っていいと思う。進めていただきたい。 

 

大規模災害時の障害者等支援体制マニュアル（案） 

・福祉避難所としてくすのき特別支援学校が指定されている。肢体不自由児の方は地

域の避難所に行くということか。（事前意見） 

➡定期的な専門家の見守りや支援があれば避難所や在宅生活が可能ということで

あれば、地域の避難所に行くこともあるだろう。 

 

・ボリューム感はちょうどいい。（事前意見） 

 

・発災時の業務内容、場所というところに住所・電話番号・メールアドレスなど付け

ておくと便利ではないか。（事前意見） 

➡今後修正して追記していきたいと思う。 

 

・大規模災害時の検討会でも言わせていただいたが、8ページの『③相談支援窓口開設

1.相談支援拠点としての体制整備』の（1）方法で、発災時間が 21時を過ぎた場合に

はほっとぴあへの参集が翌朝の参集、となっている。どんな震災かわからないが、そ

のような悠長なことを言っていてはだめな場合もある。鍵を持った人が 21時を過ぎれ

ば来ないということだが、私たちは必要とあれば夜中でも行く用意はしている。自然

災害は時間を待ってくれないので、支援に当たる方は心しておいたほうがいいのでは

ないかと思う。 

➡豊橋市としては大変有難い意見である。実際に参集するにあたり、あいトピア

が開いていないといけないという条件がある。必要に応じて、市から関係機関に

連絡を差し上げ、参集場所をあいトピアに限らず、市役所内部などとする可能性

が考えられるので、検討して追記しておきたいと思う。今回連絡先の一表を整備

したので、それを基に市から連絡する形になると思う。 

 

・風水害を入れたことは大事だと思う。そうなると対象になる災害が多くなり、災害

対策本部が立ち上がった時の規模の災害なのか、消防本部に警報本部が立ち上がるく

らいの災害なのか、どの災害のタイミングでは集まるよう誰が判断するのかがあいま

いだと思う。風水害となるといつゲリラ豪雨が起こるかわからない、いつ河川の氾濫

が起こるかわからない、そこの判断は誰がするのかといった基準がここにはないので、

この判断は誰がするのかはっきり誰が見てもわかるような書きぶりが必要だと思う。

障害等支援体制マニュアルということなので対象になるのは相談支援だと思うが、名

は体を表すというがこのままいくとサービス提供事業所も含めたマニュアルとも捉え

方もできる。相談支援関係者の支援体制マニュアルとしたほうがいいのかとも思う。

あわせてこれだけの内容を指示するのであれば本当にプロポーザルがいいのか、求め

る業務量に対して豊橋市がどのように相談の体制を整えるのか、また各法人に 1名ず
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つの委託をという意見があり、それもひとつかと思うが委託が断る理由は何かという

と業務量過多である。困難ケースはコミュニケーションを取ることがもはや困難で支

援までいかないというケースを受ける、しかもそれが朝昼晩夜中までかかってくるこ

とがある時に、それは支援員のオーバーワークあるいはバーンアウトにつながるので

止めるということもある。相談支援体制を整えるという部分に関して考えると豊橋市

として今の豊橋市がどういう状況にあるのかというなかで委託の体制をどう考えるの

か、基幹をどうするのかを考える必要があると思う。このままでいいのか、来年度は

プロポーザルが動いてしまうので混乱が起こらないようにする必要があると思う。 

➡どんな時にどんな規模で誰が判断するのか、現状では記載されていないので検

討して記載できるようにしていきたいと思う。題名についても誤解があるようで

あれば変えることも検討する。 

 

4. 障害者虐待防止に係る事業所訪問実施報告書     資料 9 参照 

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・委員会の 100％の設置を強く望みます。（事前意見） 

 

・良くまとまっていると思う、質問内容・回等の事例集がなかなか良い。（事前意見） 

 

・虐待防止委員会の設置や研修の実施など現在では義務化になっているはずであるた

め、調査結果で未設置や研修の実施をしていない事業所のその後を市がきちんと把握

しているかが気になる。虐待が起きる原因として経営者や管理者の理解不足が多いと

思われるので市として対応を教えて頂きたい。（事前意見） 

➡虐待防止委員会の設置については通知を行ったり、アンケート調査をしてその

情報共有を行ったり、訪問の際に助言を行うなど取組みを継続して行ってきた。

継続して取組みを行いつつも委員会を設置していない事業者は多いということ

で、今後は事業所に対する指導といった形で行っていかなければならない段階に

なってきたのではないかとも考えられる。これらの取組みは今後検討していきた

いと考えている。 

 

・この取組みを市役所の今野氏が県や知的障害者の研修、機関誌に寄稿されている。

行政が危機感を持ってこういった取り組みをしようと動いたことを発表されたことは

稀有かと思う。豊橋市として対外的にもやったということを入れたほうがいいのでは

ないか。版権の問題もあるが機関誌で何を寄稿したのかということもお配りいただい

ても良かったのではないかと思う。訪問したなかでどこに問題点があるのか、虐待防

止に向けてどういうところを課題化してアクションかけなくてはいけないのか、訪問

された方々の声を集めてもいいのではないか。そういうことが次の施策やアクション

に影響してくると思う。6 ページの日程調整依頼回答率の考察としてまとめられている
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が、あくまで日程調整なのでここから虐待防止に対する関心が高いか低いかは導き出

せないと思う。放デイの事業所であれば午前中なら回答する時間があるので回答率が

高い、訪問系は非常勤の配置が多いのでなかなか管理者が回答できない等の別の要因

があるかもしれないが、それはここからでもわからない。相関性はないので書き込ん

でしまうのは危ないのではないか。 

➡ご意見を参考にさせて頂きたいと思う。 

 

5. 次年度自立支援協議会体制（案）  資料 10 参照  

（障害福祉課 今野氏より説明） 

【意見等】 

・いつも決まった委員の方しか発言しないため、もう少し意見交換ができる体制にな

ってほしいと思います。各部会の方々は色々な取組みをされていてとても忙しいなか

お疲れさまです。来年度も豊橋市全体が良くなるための活動をして頂きたいと思いま

す。（事前意見）  

➡今年度から事前に質問いただくように改善している。できるだけ意見を出して

いただければと思う。 

 

・一年間取組みをされてきて、計画した内容がどうだったかということも大事だが、

そのなかで新たな問題として何が生まれてきているのか、という話が今回の中になか

った。来年度はコロナが 5 類になってより活動が活発になってくると思われるので、

今年度コロナが明けてからどうなるのかを見据えて問題だと思うこと、またこども家

庭庁が動くと国は省庁を再編するが県や市町村はその限りではないので、今計画して

いる内容も大事だが、広く子育て施策のなかの障害児支援はどうなるか、要対協やこ

ども子育て会議としっかりと繋がっておく必要があると思う。来年度に向けて考えて

いく上で、今年何が新たに問題になるのか、解決に向けて来年度何がしなくちゃいけ

ないのかというところを再度整理して来年度に望んでいく必要がある。法人内の人事

異動で変わられる前に意見を集めたほうがいいのではないか。年度内で負担にならな

い程度でやって頂きたいと思う。  

 

・基幹相談支援センター等機能強化事業の中身の話に関わってくるが、地域移行の業

務を委託相談事業所の業務に書き込まれてしまっている。地域移行の支援は基幹相談

支援センターの業務として位置付けられていたのではないかと思う。それを整理しな

がら資料 10 の枠の中で右上に障害者権利擁護ネットワーク会議があるが、この中身が

虐待防止に関わる会議の中身だったかと思う。一般的にはこの権利擁護ネットワーク

会議のなかに、成年後見制度に関わる内容の連絡会が入ってくると思うが、この協議

会の組織図の中で成年後見に関わる権利擁護の案件が取り扱われている矢印がわかり

にくくなっている。今後第 2 期の成年後見の推進が進んでいく関係、また司法と福祉

の連携ではなく福祉がどのように成年後見に関しての代替をやっていくのか議論され
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ていくなかでこの中身の位置づけがどこなのか、また社協が中心的にやっている内容

かと思うのでどう連携するのか検討してはどうかと思う。もう一点この資料に差別解

消の地域支援協議会のキーワードが入ってきていない。豊橋市は差別解消地域支援協

議会をいち早く設置していただいた記憶がある。障害者の差別解消に関わる対応がど

こでされているのか、今後の課題としてこの組織図の中に入れていかれるのがいいの

ではないか。 

 

その他意見 

・このコロナ禍のなか、傍聴人の参加のない会議になっている。多くの市民、障害当

事者の方、議員の方たちにも関心を持っていただき、この会議を傍聴していただくこ

とは私たちにとっても緊張感のある会議になるのではないか。傍聴の方が ZOOM でも

参加したいと言った時に認めるのか、認めないのかということも次年度に向けて確認

されておくとスムーズな返事ができるのではないかと思う。 

 

 


