
様式第３号(第９条関係) 

会 議 結 果 

 次の附属機関等の会議を下記のとおり開催した。 

附 属 機 関 等 の 名 称 令和２年度第２回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開 催 日 時 
令和２年１１月９日（月） 

午後１時３０分から午後３時５分まで 

開 催 場 所 みよし市役所３階 研修室４・５ 

出 席 者 

（会長） 

浅野 俊夫（学識経験者） 

（副会長） 

阪田 征彦（学識経験者） 

（委員） 

加藤 貴利（民生児童委員代表）、端谷 毅（医療関係者）、織

田 卓雅（医療関係者）、熊谷 かの子（障がい福祉団体）、鈴

木 睦子（障がい福祉団体）、加納 幸治（障がい福祉団体）、
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令和２年度第２回みよし市障がい者福祉計画審議会 

日時 令和２年１１月９日（月）    

午後１時３０分         

場所 みよし市役所３階 研修室４・５ 

 

１ あいさつ 

福祉課長 本日は大変お忙しいところ御出席いただき、ありがとうございます。 

定刻になりましたので、ただいまから令和２年度第２回みよし市障がい

者福祉計画審議会を開催いたします。 

開会にあたり｢礼｣の交換をしたいと存じます。恐れ入りますが御起立を

お願いします。 

－ 礼 － 

御着席ください。 

本日の会議は一般公開されております。なお、みよし市障がい者福祉計

画策定業務委託の受注者であるアシスト株式会社の担当者が同席してお

りますので、御承知ください。 

本日、小林委員、柴田委員、木戸委員が御欠席との連絡を受けておりま

すので御報告いたします。 

まず初めに、配布させていただきました資料の御確認をお願いいたしま

す。資料は事前に郵送させていただいております、次第、委員名簿、２ 

議題（１）、（２）の資料（１枚）、資料 No.１から４までとなっておりま

す。 

ここで会長からのごあいさつをいただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

浅野会長 会長の浅野です。大変お忙しいところ、しかもコロナがなかなか収まら

ず、世界は大変なことになっていて、日本もまた増えてきている。昔に

比べたら対策は出来ているが、国もまだまだやる事はあると思います。

策を取らないと第３波が大変になるかもしれません。やる事はあるの

で、皆さん調べて、もっと積極的にコロナと戦う方法がありそうなので

関心があります。今日もよろしくお願いします。 

福祉課長 ありがとうございました。 

それでは、議事に移らせていただきます。 

審議会要綱第５条第１項により、会長が議長をつとめることになってお

りますので、会議の取り回しについて、浅野会長にお願いしたいと思い

ます。浅野会長よろしくお願いします。 

浅野会長 それでは、議題に入ります前に、会議の成立の報告をします。 

本日の出席委員は１６人で、審議会定数の２分の１以上の出席ですの

で、要綱第５条第２項の規定により、本会議は成立しますので報告しま

す。 

また、会議時間については、委員の都合もあって１５時には終了したい

と思いますので、御協力をお願いします。 

それでは、議題（１）障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の新たな成

果目標について、と議題（２）「第６期みよし市障がい福祉計画」、「第２

期みよし市障がい児福祉計画」の骨子についての説明を続けて、事務局



からお願いします。 

 

２ 議題 

（１）障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の新たな成果目標について 

（２）「第６期みよし市障がい福祉計画」「第２期みよし市障がい児福祉計画」の骨子

について 

事務局 それでは、議題（１）の障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の新たな

成果目標について、事務局から説明させていただきます。資料№１－１

と１－２を御覧ください。 

先回の審議会でも御説明のとおり、障がい福祉計画は、障がい者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障がい者総合支援

法）第８８条に規定する「市町村障がい福祉計画」として、障がい福祉

サービス、相談支援や地域生活支援事業の提供体制の確保等に関する計

画として策定しています。また、障がい児福祉計画は、児童福祉法第３

３条の２０に規定される市町村障がい児福祉計画として、障害児通所支

援及び障がい児相談支援の提供体制の確保等に関する計画として策定し

ています。 

本市では、平成３０年３月に第５期みよし市障がい福祉計画、第１期み

よし市障がい児福祉計画を策定しており、この計画期間が令和２年度を

もって終了となるため、今年度、次期計画策定に向けて審議会を開催

し、皆さんからの意見を聞かせていただいているところです。 

障がい福祉計画及び障がい児福祉計画策定に当たっては、厚生労働省か

ら「障がい福祉サービス等及び障がい児通所支援等の円滑な実施を確保

するための基本的な指針」が出されており、都道府県及び市町村はこの

指針に沿って計画を策定することとなります。この指針は、障がい者総

合支援法及び児童福祉法の趣旨等を踏まえ、障がい者等の地域生活を支

援するためのサービス基盤整備等に係る令和５年度末の目標を設定する

とともに、令和３年度から令和５年度までの第６期障がい福祉計画及び

第２期障がい児福祉計画の作成または変更に当たって即すべき事項が定

められたものであり、障がい福祉サービス等や障がい児通所支援等を提

供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるようにすること

を目的としています。この指針は、A4資料にして約５０ページにわたる

ものであり、その内容をこの場で説明させていただくことは困難なので

すが、厚生労働省が作成した、指針の概要をまとめた資料がありました

ので、御紹介させていただきます。資料 No.１－１を御覧ください。 

 資料の中の２に、今回の基本指針見直しの主なポイントが記載されて

おり、１０点の項目が掲げられています。そのうえで、これら１０の項

目を達成するための成果目標が３に書かれており、都道府県及び市町村

は、この成果目標の達成に向けて計画を作成することとなります。⑥と

⑦は今回、新たに成果目標に加わった目標であり、①から⑤の目標で

も、新たな項目には、（新）の文字がつけられています。 

 ここで、前期計画と今回見直しがあった内容を比較した表を作成させ

ていただきました。資料 No.１－２を御覧ください。各成果目標の変更

点等は資料にあるとおりです。 



以上で（１）障がい福祉計画及び障がい児福祉計画の新たな成果目標に

ついての説明を終わります。 

 続いて議題（２）第６期みよし市障がい福祉計画、第２期みよし市障

がい児福祉計画の骨子について、事務局から説明させていただきます。

資料 No.２を御覧ください。 

資料には、まず、現行のみよし市障がい者福祉計画の骨子（章立て）を

記載しています。現行の計画を策定したのは平成２９年度でしたが、こ

の時は、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画に加えて、障がい者計画

も併せて策定しました。障がい者計画は障がい者基本法に基づく計画で

あり、市町村の障がい者施策の基となるものです。よって、現行計画の

章立ては、まず計画の概要や障がい者等の状況の説明があり、続いて障

がい者計画部分、その次に障がい福祉計画、障がい児福祉計画が来る章

立てとさせていただきました。資料の裏面を御覧ください。今年度の審

議会では障がい福祉計画と障がい児福祉計画の策定について話し合うこ

ととなっており、みよし市障がい者計画は、今年度は策定の年ではない

ため、章立ての順序を入れ替え、先に障がい福祉計画及び障がい児福祉

計画を記載し、その次に障がい者計画の内容を記載させていただきたい

と考えています。その他の部分については、現行計画と同じです。今

回、章立てをこのような順序とさせていただいてよいか、委員の皆さん

に御意見をいただきたいと思います。以上で、（２）第６期みよし市障が

い福祉計画、第２期みよし市障がい児福祉計画の骨子についての説明を

終わります。 

浅野会長 

 

それでは委員の皆さんからの御意見を伺いたいと思います。新しい委員

の方もいるので１－１の資料は、国の指針に基づいてどの部分を盛り込

むかの骨子がまとめられたものです。事務局から説明がありましたが、

いかがでしょうか。御意見があればお願いします。 

目標の数値が、施設入居者から地域生活支援拠点等への移行や福祉施設

から地域生活への移行はもともと９％だったのが６％に、入所の削減は

２％から１.２％と減らしてきている。実際の数値は目標を達成できない

ことに、国もやっと気が付いたということです。みよし市も苦労してい

て、入所させる方のグループホームを作ってもらっている段階で、施設

入所者を減らして地域へ戻す、家庭へ戻すというその体制はまだ出来て

いない状況です。そういうところが全国に多いために、目標値を下げて

きたと思います。新たに具体的に出てきたところは、精神病院関係はヨ

ーロッパ並みに強く出してきている。今、日本でも病院の中にグループ

ホームのようなものを作って医療体制のもとで自宅に帰る練習、リハビ

リをするというのが少し作られてきているみたいですが、病院の中なの

で退院にはならないかと思うが、３６５日地域で暮らすことが実際に出

来ているモデルはあるのか詳しい事が分かる人がいたらお聞きしたいで

す。 

事務局 症状が落ち着いて、地域生活を送るにあたって、障がい福祉サービス等

の調整をした上で退院する方の支援をすることはあるが、１人ひとりに

応じた支援をしています。本市は、相談支援専門員や市内の法人、事業

所が頑張ってくれて１人ひとりに応じた体制を整備しつつ、退院に向け

て手伝うように進めています。 



浅野会長 自宅に戻すのですね。 

事務局 自宅やアパートになります。 

浅野会長 そこは医療等のケアはない状況ですか。 

事務局 退院した後、通院はしています。医療との連携も相談支援専門員が入

り、本人が地域での生活を維持できるように調整しています。 

浅野会長 対象にしていたのは長期入院者でしたよね。そういうケースはあります

か。例えば１０年入院していたのが、急に自宅に戻るようなケース。 

事務局 実際の事例としてはあります。ここ数年、長期入院していた人が、病院

から相談があって、地域生活に移行した方も数名います。 

浅野会長 それは病院内にグループホームがあるところですか。 

端谷委員 和合病院にある地域支援センターは２年ですよね。病院から出て、その

中で暮らしながらアパートみたいな。 

浅野会長 医療体制の中ですか。 

端谷委員 医療体制ではないです。一応、施設です。 

浅野会長 実はイギリスは、ハーフ＆ハウスと言っていますが、病院の中にグルー

プホームみたいなものがあって、医療体制のもとで。そこで家事をやっ

たりリハビリをして、家庭に帰る練習をして、その後は地域の中にある

ハーフ＆ハウスで１年位過ごして自宅に帰すという事を２～３０年前か

らやっています。そういうモデルを国が出してやっているのかなと少し

思ったので。和合病院のケースはそれに近いですか。そういうところが

リハビリ体制を作って、病院内で練習して、それから地域で少し訓練を

受けて、地域でやるとそこに家族も来て、専門家の扱い方も分かるし、

地域で活動するとどういう様子かも分かるし、段階的にやっていくのが

良い。国もやれというのならモデルを示してくれないと再発防止など分

からないです。実際には長期入院していた人を自宅へ、もう少し具体的

に市として何をやったら良いか。国がどんなモデルをもっているのか調

べて欲しいです。 

事務局 ５、６の新項目についても国から詳細が示される前で、どういった数値

を設定したら良いのか示されていません。ただしこの計画は今年度中に

策定しなくてはいけないので、次回の審議会までにはこの部分の詳細が

出て、再度素案の中で示すことができると考えています。国が出してい

るＱ＆Ａ等の資料も確認しますが、詳細は後日示すという書き方になっ

ているので、市としてどのような項目を載せるのか現段階でははっきり

できていないという事を補足しておきます。 

浅野会長 他の障がいに関してはある程度どうしたら良いか分かるが、この精神病

院からの移行については前から言われていて、数値目標にも掲げられて

いるが、なかなか精神病院から長期入院者を出すのは、数値目標を達成

できずしょうがないかと言っていた項目だった。 

阪田副会長 この数字の根拠はなんでしたか。316日というのは。 

事務局 都道府県の該当項目かもしれません。都道府県にも障がい福祉計画があ

って、市町村がこの部分は設定しなさいという項目もあれば、その部分

の内容については都道府県の障がい福祉計画の中で設定してくださいと

いうものあり、この部分の内容はおそらく市町村ではなく、都道府県で

設定する内容ではないかと資料からは読み取れます。都道府県の数値が

基になっているので、市町村としてはこの数値をどう設定したらよいか



検討が必要です。 

阪田副会長 地域で安心して生活するために、もともと長期入院であった人達に退院

してもらいましょうという点はあるし、それと再発防止みたいな観点で

も書かれているのでは少し分かりにくい。この数値はなかなか難しいと

思います。今、国と県も色々な数値を使っており、それに関連している

気がしますが、分かり易い形で示すことができるなら良いと思います。 

端谷委員 こういった数値は、市町村では管理できないでしょう。退院したか分か

らないし、何日入院したかも分からないから。 

事務局 同様の質問がＱ＆Ａに出ていて、精神障がい者の精神病床から退院１年

以内の地域における生活日数についての実態調査は県で行うようになる

のかという質問に対し、国の回答は、厚生労働科学研究における研究班

において算出し、都道府県に示す予定であるとなっています。よって、

やはり県で示す内容だと思われます。精神障がいにも対応した地域包括

ケアシステムの構築で、今回の資料だと、市町村で示す部分がないのか

という意見が出るかと思いますが、後日、詳細が示されて市町村として

も示すような内容があると思いますので、その部分を確認し、最終案に

はその内容を盛り込んでいきたいと思います。 

端谷委員 レセとかで入院している人とかの医療費が市町村で分かれば出せるが、

そうでなければ使えないし、使えない可能性もありますよね。普通の計

画にはきつい話です。 

浅野会長 長期入院者を長期的に地域に戻す、適応するようにしていくような事

で、市町村が出来る事は、病院内にある医療完備がされたグループホー

ムみたいなものの敷地を病院内でなく地域に用意して、そこで医療と行

政で協力して運営するような体制が出来れば、地域で暮らすリハビリ体

制になるヨーロッパ型になるので、モデルを示してくれないと。今後、

国の情報を見ていきます。地域の中でやれると、家族や親せきが沢山い

る中でずっと居れて使いやすいし、地域活動にも参加できるところもあ

るかもしれないし、より豊かな生活をしてもらえます。元々、人権問題

から国際的にヨーロッパが取り組んで、不必要な長期入院をしているの

ではないかと言われて、患者の福祉を充実せよと、それが人権だと言わ

れて行われた。イギリスは精神病院は空になって、色々問題を起こして

しまった。行き過ぎたという議論もあるくらいです。日本は檻の中にず

っと入れて隔離してしまうやり方が伝統的にあったので、国も国際基準

に合わせて旗振り始めたのも２～３０年前だと思うが、なかなかこの問

題が難しかったですが、今、聞いていると少しずつ病院側は動き出して

いるようだし、地域もそれを受けて協力していく体制が増えれば良いと

思います。今度の計画で少しでも手が付けれれば良いと思います。 

阪田副会長 難しい問題ですが、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構

築をしなくてはいけないとあり、みよし市でも自立支援協議会の中に精

神保健部会があって、その中で議論されているのは居場所です。自分が

活躍できる場が地域にないという事で、それを作っていかなくてはいけ

ないという取組は行ってきていますし、５の相談支援体制の充実・強化

とあるが、一般相談支援という事業は平成２４年度からある。これは、

精神障がいの方や施設入所者の方を、地域の支援者が病院や施設に行っ

て本人や職員とやりとりして、入院しながらアパートでの生活を体験で



きるという事業があります。ありますが、実際にみよし市でそれを１～

２件やって１件は失敗だったと聞きました。事業はあるから、それを充

実させていく事も求められているかと思います。 

渡邊委員 今ままでの問題とは違いますが、教えてください。３ページの５の計画

の改正内容のところで気になるのは、専門的な人の助言、件数の見込み

です。人材育成の支援件数を設定とありますが、件数だけが基準になる

のは非常に危険ではないかと思います。むしろどのような支援がなされ

るのか内容的な事がないと、件数だけだとやった、やらないで数値だけ

高くなり、本当に現場の子どもや障がい者の方が変化していくところに

向かないのではないかと思います。６もよく分らないですが、指導監査

結果の関係市町村との共有回数の見込みというのはどういう風に理解す

れば良いですか。件数ではなく、内容的なものをどのように考えていく

のか、その方向性、難しいのかどうか、件数の方が数えやすい、カウン

トし易いのは分かりますが、非常に危険だと思います。 

浅野会長 このところ国は数値目標を掲げて、それがクリアできているかどうかを

毎年チェックするくらいはやってくれという事で、その内容は市町村で

知恵を働かせてやってくれという事だと思うが、数は嘘がつけないが、

判断基準をどうするか。どういう事をやるのかが大事だと思うので、そ

こを具体的にしないといけないが、国は具体的な事は言わないので実際

にやる方は具体的なこと、例えばグループホームにしても何軒建てるの

か、数値となるとそういう事になる。どういうグループホームを建てる

のか。グループホームの目的を明確にして、色々な種別のグループホー

ムを作るようになりそうだし、総合的・専門的なとあるがこれはどうい

う事なのか。これも障がいの種別で、専門的というと種別でそれぞれ専

門家がいるだろうし、市町村で出来る事といったら、自立支援協議会で

考えると思うが、障がい別で市町村の連携機関を決めて交流を図るとか

そういうことは今やっています。そういうもののリストを公表してそれ

を増やしていく努力をする。講習やるにも、どこか医学部や大学の教授

等専門家との連携をして、何かあったら相談できるようにする。この

前、あゆみ会と市が災害時の避難所の契約をしました。非常に良いニュ

ースだと思っていましたが、名古屋市は出来なくて困っています。障が

い者は災害時に避難所しか用意されていないが、避難所に福祉避難所を

作れと言って、小学校の中に、福祉避難所は図書室に用意しましょうと

いう話にならない。個室はとても用意できないし、実際には養護学校や

色々な福祉施設があって、専門に行くところがあるので、そういうとこ

ろと専門家がいるところと提携しておくと、そちらに避難体制を作れま

す。やっているところは全国でも少しずつ出てきている。みよし市もや

っと知的障がい者の避難所として市と協定を結びました。普段から提携

しておくのは非常に大事なので、専門機関等の連携が、ここに書いてあ

る専門的な支援というが、近隣の機関と連携体制を取るところを少しで

も増やしておく必要があると思います。少し気になるのは、障がい者の

場合、家族が非常に大事になるので、大学でも自閉症の問題でも初期か

ら色々な治療方法エビデンスを確立できた治療方法を作るために大学で

は障がい者を招いて、色々な方法で治療してどうしていくか確定してい

くが、多くの大学が特に日本は治療にあたっているだけで病院と同じこ



とをやっている。それだと治せる数が少ないです。教育機関だったら親

を招いて、親を訓練すれば膨大な量の専門家を作れる。自分で治すので

はなくて、治せる人を教育せよというのをアメリカで言い出して、今ア

メリカでは普及して親が高度な知識を持っているようになりました。日

本も早くその体制にしなくてはいけないと考えると、親をどうやって教

育するか、その体制がこれから日本の質の向上には大事だと思います。

今回書かれるかと思いましたが、高度化と言っているので、我々で工夫

してやれば良いのかもしれませんが、渡邊委員の言ったように、数を数

えれば良いのではなくて、何をやるのかをもう少し具体的にしておけと

いう事は大事だと思います。 

それでは、具体的にどういう計画になるのかが次の議題であるので、

１、２に関しては意見が出て、宿題が出たのでこの辺りにしてよろしい

でしょうか。では３の「第６期みよし市障がい福祉計画」「第２期みよし

市障がい児福祉計画」の素案について資料３を基に説明をお願いしま

す。 

 

（３）「第６期みよし市障がい福祉計画」「第２期みよし市障がい児福祉計画」の素案

について 

事務局 それでは、議題（３）第６期みよし市障がい福祉計画、第２期みよし市

障がい児福祉計画の素案について、事務局から説明させていただきま

す。資料 No.３を御覧ください。今回、配布させていただいたのは、資

料 No.２の裏面、みよし市障がい者福祉計画の骨子（章立て）素案の第

３章から第５章までの障がい福祉計画、障がい児福祉計画部分とさせて

いただいています。これ以外として、計画の概要、障がい者等の状況、

第４期障がい者計画の基本的な考え方等がありますが、これらは客観的

な内容や、現行計画の内容を引用する形になるため、その部分も含めた

計画全体については、次回の第３回審議会でお示しし、御意見をいただ

きたいと考えています。 

第３～５章のポイントとして、第３章は、第６期障がい福祉計画及び第

２期障がい児福祉計画の基本的な考え方として、計画の趣旨を記載して

います。今回策定する両計画は、障がい者計画の施策項目のひとつであ

る地域生活支援を具体的に実施するための計画として、障がい福祉サー

ビス等及び障がい児通所支援等を提供するための体制の確保が計画的に

図られることを目的としている、ということを説明しています。 

ここでは、他に盛り込んだほうがよい視点等を御意見いただきたいと思

います。 

第４章は、第６期障がい福祉計画の事業展開とし、１で成果目標の設定

として、議題（１）で説明させていただいた指針の中で次期の計画で取

り組むべきと示された内容を取り上げています。これらを達成するため

の方策については、みよし市障がい者計画の施策の方向性の具体的な取

組を基に記載しています。この部分については、みよし市障がい者自立

支援協議会の運営会議構成員からも意見をいただき、作成しています。

資料にある吹き出しや下線部分については、注釈として書かせていただ

きました。正式な計画冊子では削除させていただく予定です。本市の現

状をかんがみ、追加、修正した方がよい部分があれば御意見をいただき



たいと思います。 

第４章の２では、障がい福祉サービス等の見込量と、それを確保するた

めの方策を記載しています。この確保策も、障がい者計画の施策の方向

性の具体的な取組を参考に記載しており、追加、修正した方がよい部分

があれば御意見をいただきたいと思います。各福祉サービスの実績は過

去３年分の数値を、見込みについては過去３年間の実績を踏まえた数値

を記載しておあります。令和２年度の実績等、まだ確定していない数値

については、アスタリスクを記載してあります。この部分では、数値的

な見込みの疑問点についても、御意見いただければと思います。 

第５章は、第２期障がい児福祉計画の事業展開とし、第４章同様、１で

成果目標の設定として、議題（１）で説明させていただいた指針の中で

次期の計画で取り組むべきと示された内容を取り上げています。以下、

第４章での説明と同じで、目標達成のための方策や、数値的な見込みの

疑問点について、御意見をいただきたいと思います。 

以上で、議題（３）第６期みよし市障がい福祉計画、第２期みよし市障

がい児福祉計画の素案についての説明を終わります。 

浅野会長 文章で具体的になっているので、事業計画と数値目標等全部含まれてい

ますが、まだ吹き出しが書いてあるので、御意見がありましたら変えら

れる状況です。 

端谷委員 いつも思うが、精神の社会支援のガイドのところで、みよし市の企業の

障がい者雇用率をしっかり調べて、これだけあなたのところはやってい

ないというのを福祉課ではなく、企業の管理をしている課で一覧表にし

て、障がい者雇用の達成率を示して、合う人を会わせるような施策はや

らないのですか。そこが一番大切な気がします。 

事務局 市内の企業の障がい者雇用率については、市では把握できていません。

ハローワークと協調しながら雇用指導等進めていますが、市の計画や冊

子に盛り込むのは困難です。 

端谷委員 それは特例みたいなのもでやれないのですか。商工会くらいは持ってい

るのでないか。 

事務局 雇用率に関しては、本社の所在地等でも変わるとハローワークの職員か

ら聞いたことがあります。市内に本社があれば、また、管内であればハ

ローワーク豊田で確認できるが、例えば支所が豊田管内にあるとなれば

把握が難しいと担当者から聞きました。 

浅野会長 就労支援は数値を出せる事はないですか。みよし市は力のある下請けの

会社が結構あって、障がい者の雇用に関しては理解が多いと聞いていた

し、随分よくなったという話は聞くが、市は把握していないという事で

すか。障がい者の雇用は、就労支援としていくつか事業展開にも入って

いるが。 

事務局 市として、障がい者の就労支援事業を実施していますし、くらし・はた

らく相談センターもハローワークの出張所と併設しており、ここに相談

があったケースについては、どういう状況かの確認はできます。就職し

た件数としてはカウントできますが、どの会社に、障がいのある方が何

人就職しているかといった事については確認が困難です。 

浅野会長 就労支援事業をやっているところは、レポートは出しているのか。 

事務局 実績報告は出してもらっています。 



浅野会長 それを市民の目に触れれば、全体のリストは分からなくても変化があれ

ば見れば分かるので、相談件数がどの位増えてきたかとか分かる。障が

い者の数は押さえているから、相談件数がどの位あって、実際に就労で

きたのがどの位かが分かればその数字が変わっていくかで押さえられる

ので、レポートを出してもらえばよいのでは。 

端谷委員 市の概要のところに、何人の企業が何件というのが市のホームページ上

にあります。何があがっているのか分からないが、商工会、大企業何人

以上の会社が何件、何人以上の会社は何件という表が簡単に見れるの

で、そういうところに聞くことができないのですか。みよし市にある会

社におたくの会社は何人雇っているか。何人の従業員がいて、障がい者

は何人雇っているのかを簡単に聞くことはできないですか。 

事務局 できるかできないかを確認する必要があります。 

浅野会長 市の中でどの課ができますか。補助金も取れたりしませんか。会社の方

は数値目標を与えられて、何人以上雇わなければいけないということで

動いているので。 

端谷委員 聞けなくはないと思いますが。 

浅野会長 むしろ企業は数値目標を達成するために出来るだけ自分のところの仕事

をどういう障がい者なら受け入れられるかという情報も知りたがってい

るようだし、そういう話は自立支援協議会で出てきませんか、就労支援

の話は。 

阪田副会長 就労の話はよく出ています。みよし市のくらし・はたらく相談センター

から数値の報告も出ています。相談のあった方がどの企業に就職したと

いう情報は把握しています。 

端谷委員 ベースのデータは出ていないですか、何人いるとか、その会社には何％

雇用しているとか。 

阪田副会長 それはハローワークでしょうか。 

事務局 市内にある会社で障がい者雇用を満たしていない会社をハローワークに

確認すること難しかったです。ハローワークは、長期間に渡って雇用率

が達成されていない会社に直接、指導に行くことがあり、そこに同行し

てくれという依頼を受ける事があります。どこの会社が達成率を満たし

ていなくてという情報は市には全くこないので、その年に２社訪問する

となればその２社は達成できていないんだなと確認することができる

が、それ以外の何社が達成していて、何社が達成していないかという事

はハローワークからこちらには伝えることが難しいと聞きました。 

端谷委員 それは不可能かどうか一度調べてもらうと良い。どういう方法で、どこ

に聞いたらよいか、ハローワークから情報が貰えるかどうか。国のやつ

なら総務省に聞いてとなると聞いたが。 

浅野会長 何の目的で調べるのかだが、企業側の立場に立つと、障がい者を雇いた

いと自分の会社で、会社の質を上げる為にも障がい者の雇用は非常に重

視されている。上手くいくとホームページ等で宣伝材料で使い出すか

ら。みよし市だと、障がい者を雇いたいが、どういう障がい者がいて、

どうやって雇うのかマッチングをするのにハローワークに行く事にな

る。 

端谷委員 例えば、大阪市が障がい者雇用の時に、商売している会社が障がい者雇

用率を達成しているか達成していないかで、していないところとは契約



しないとして広めたはずです。大阪市は知っていますよね、達成してい

るかどうか。それをみよし市は知れないというのは何か変な気がするの

で、簡単に聞く方法はありそうな気がします。 

浅野会長 自立支援協議会と商工会が連携すればできるような気がします。実際に

は会社の評判を良くするために何とか雇いたいという目的で始まるかも

しれないが、実際使ってみて、地域への交流や我々も貢献しているとい

う風になれば積極的に雇うようになるし、ノウハウの進んでいるところ

は、障がい者雇用の中にはベテランが出てきて、工場長が扱いが上手い

人のところは非常に評判が良くなっていて、事故も起こらない。ライン

の組み方を変えてくれるとか全国的におこっているので、市が知らない

のは確かにおかしい話になりますね。商工会のメンバーで困っていると

ころもあるでしょう。うちもそろそろ障がい者雇用したいけど、とか。 

阪田副会長 商工会に関しては、自立支援協議会の就労支援部会で雇用セミナー等の

チラシを配布しています。 

浅野会長 市が支援したり、情報をくれではなくて、助ける事はないかというとこ

ろから始まらないとおかしいですが。 

事務局 そういった働きかけは、自立支援協議会を通じて商工会や工業経済会に

はしています。商工会の事務所自体も、清掃等を通じて職場体験の場所

として活用してもらって良いと御協力いただいています。 

浅野会長 そういう活動が高まってきているのが分かるような数値が出てくること

が大事だと思います。端谷委員が言うのも、率を知りたいのはどうやっ

て促進するかの話なので。実際には自立支援協議会と商工会が連携し

て、最近になって就労支援が進みだしたという理解で良いですか。 

事務局 以前に比べるとかなり進んでいます。 

浅野会長 それが市民にもよく分かるように見える化されないと、やっている人も

自分らは頑張っているんだと、企業側も少しは市に貢献しているんだと

張り合いになるだろうし、そういう数値のレポートが出るのが大事だと

思います。就労支援の課題になっている、就労支援を促進するのに、市

として出来る事で数値を把握して、商工会と自立支援協議会の就労支援

活動のレポートを見える化する、その変化を分かるようにすることが大

事かと思います。折角今、勢いづいているので、ただしコロナでどうな

っているのか分からないですが、そういう事もあるから変化が分かるよ

うに包括的な数値よりもマッチングがどれくらい出来ているかが分かり

たい。数値はあるような気がする。 

阪田副会長 福祉施設から一般就労とかそういう事しか載らないこととなっている。

その他の事も記載できれば良いと思います。 

別の話題で、２１ページの居住系サービスですが、３年前から日中サー

ビス型グループホームが出来て、みよし市はまだ無いですが、愛知県も

名古屋市から出てきて、これは定員２０人です。これはグループホーム

に反映させるのですか。国は施設入所から地域移行へと言っており、待

機者も沢山います。私のところでも４０名ほど待機している状況で、本

当なら定員も減らすことはできないないのが現状です。でも国がこう言

っているので、障がいのある方が地域で生活するための施策として、一

体的に支援できるサービスを３年前に作りました。それが日中サービス

型グループホームというもので、これが定員２０名です。みよし市にひ



とつできたら２０名増えることになるので、それは計画の中にどのよう

に取り込もうとしているのかという考えが聞きたいと思います。 

端谷委員 それはどこからお金が出るのですか。 

阪田副会長 お金は調べてみないと分かりません。北海道は、入所施設が古くなって

きたから新しく変えようと思っても、なかなか補助金も出ないので、日

中サービス型のグループホームに入所施設を展開して、その方が補助金

もでるのでやっているところがあると聞いています。計画ではどの部分

に反映させていくのかを聞きたいです。 

浅野会長 先程から地域への移行と考えると、日本はグループホームしかないの

で、色々なグループホームを作っていくしかないようで、日中をどうす

るか。色々なところに通所で行けるところに個々で行っているやり方も

あれば。 

阪田副会長 本来は、生活と働くところの活動場所は別です。それが原則です。ただ

し、障がいを持った人達は、一体化でやった方が目も届くし、支援も時

によっては良いという事もあるので、ドッキングしたものを事業化しま

した。グループホームには部屋や食事する場所があれば良いが、それプ

ラス活動する場所がいるので、新たに作らなくてはいけない。 

浅野会長 作業場もあってという事ですね。外でみんなで働いたりするのは、この

近隣ではどこにありますか。 

阪田副会長 今、みよし市には無いです。豊田市には１２月と来年の１月か２月に出

来ます。一番近いところは千石町というところです。 

加藤委員 １８ページのものと一緒ですか。 

阪田副会長 別です。日中活動の中の生活介護がありますよね。これは常に介護を必

要とする人にという事で、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと

ともに、創作的活動または生産活動の機会を提供しますとあるが、ここ

が重度の人でここはここで別であります。 

私が言っているのは、生活介護と居住の施設入所２１ページの施設入所

支援がドッキングしたようなものが日中サービス型グループホームで

す。 

事務局 数値的な見込みについては、利用者数は市の集計者数になっているの

で、市内にそういった事業者が１つできるともっと集計データ数が上が

るのは実際にあることです。現在のところはそういった話が聞けていま

せんが、通常のグループホームに関しては、設置したいという法人から

の相談を受けています。その数を見込んで、グループホームの設置数に

応じて利用数が増えるという見込みをしています。外部からの参入を想

定した見込みにはなっていません。 

浅野会長 自立支援協議会ではその話は出ていますか。 

阪田副会長 出ていません。みよし市の話ではありませんが、豊橋市とかは、そうい

うサービス事業所が増えてきています。危惧するのは、その事業をやろ

うとしているところが、社会福祉法人では無いことです。今は株式会社

やＮＰＯ法人が進出してきます。株式会社だと金儲けで、見合わないと

なったらすぐに撤退してしまうところが多いこと。そうした時に一番困

るのは本人です。障がい者本人が一番困るので、そこをしっかりと市町

村の方で、こういう場や協議会にプレゼンをさせて評価するという条例

が決まっていて、やるか、やらないかは市町村の判断ですが、今豊橋市



が始めて、豊田市も始める。協議会の中で審査機関を設けてやる。みよ

し市も出てきたら当然、自立支援協議会等に図ってやると思うが、危険

な部分もあると思っています。もし計画に反映できるなら、そういうと

ころも加味してもらえたら良いと思います。その前段階として、数値は

どのように決めるのか知りたいです。 

事務局 ２１ページの表の下にも書いていますが、共同生活援助、施設入所支援

ともに、本計画第４章の１の成果目標を基に、市内事業所の事業計画等

も参考にしながら見込量を設定しています。今後、日中サービス型の情

報があったら教えてもらえるとありがたいです。 

浅野会長 今の話だと、株式会社が出てくると、良い点、悪い点があって、継続し

てくれるところでないと保護者は預けないので、市町村が絡んでいると

保護者は安心するというのがあります。それで豊橋市はやりだしたと思

いますが、みよし市の場合はこれからで、自立支援協議会で議論が出て

くるだろうと思います。そういうのが出てきた時に、計画期間中に計画

の受け皿があった方が良いので、どこにカウントしていくのか。今の項

目でカウントできるならそれで良いし、それができても慌てないように

しておくのが大事だと思います。この３年間で具体的な話が出てくるで

しょうから、日中サービス支援型に限らず、色々な種別のグループホー

ムが出てくる。これだけ移行しろと言っているわけだから受け皿が絶対

にいるので、グループホームやサービス付きのグループホームが色々出

てくるに決まっています。そういうのが出てきても良いような計画にし

ておかないといけない。この中に入れ込めるようにしておけば、毎年の

チェックの時に状況を聞いて、これはこれですねというように市も動き

やすくなるので、出てきても大丈夫なような枠にして欲しいです。 

事務局 サービスの表については、見込量を記載しています。見込みは先ほどの

表の下にあるようになりますが、確保のための方策は次ページに記載し

ており、この中にそういった記載をするように言われているのでしょう

か。それとも見込量のところに枠を設けるという事でしょうか。 

浅野会長 このような表現と今のような日中サービス支援型みたいなのが出てきて

も共同生活援助のグループホームでいけますよと言うのならそれで良い

し。ただし、この３年間で色々なグループホームが模索されていく時

に、例えば市の方がこの計画のどれにあたりますかと言われると、それ

議論していませんでしたと言う事にならないようにしておきたい。サー

ビス量見込の方策の中にもそういうニュアンスを入れておいた方が良い

かもしれません。グループホームとしか言っていないので、どのグルー

プホームか言ってないから良いのか。みんなグループホームになってし

まう。 

阪田副会長 ただ、ひとつ増えるだけで２０人増えるので、そこはどうだろうかと思

います。 

浅野会長 他にありませんか。 

渡邊委員 教えていただきたいですが、３４ページの重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所については、これまでと同様、豊田市こども発達セ

ンターたんぽぽを利用できるように、調整していきますとありますが、

ここで十分間に合いますか。それともみよし市で設立するという計画は

ないですか。本質的な療育センターがみよし市にも必要ではないかと思



いますが、見通しとしてどのように考えたらよいでしょうか。３５ペー

ジの医療型は実際設置されますか。 

事務局 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所については、障がいの

発生率等も考慮して豊田市及び豊田市こども発達センターと協議の上、

本市の重症心身障がい児についてもこの先も受け入れていくという事で

回答いただいており、現在も重度の障がいのあるお子さんはたんぽぽで

受け入れてもらっています。 

渡邊委員 みよし市では十分に足りているという事ですね。自閉症に関しては何年

も待ちですよね。 

事務局 診断についてですか。 

渡邊委員 診断です。医療的な療育センターの必要性が、みよし市にも必要なので

はないかと思うので、そこも入れていただきたいと思います。何年か経

っているので。 

事務局 医療型児童発達支援の部分については、障がいの程度が重複したお子さ

んを想定した福祉サービスになっているので、渡邊委員が言われるよう

な医療機関としては障がい福祉計画に記載する事は困難です。 

渡邊委員 この部分もまた考えてください。保育園、幼稚園等、多数の方が困って

おり、現場では、そこが一番困っている。 

浅野会長 発達センターは、市町村もしくは圏域という事で、豊田市に圏域である

から良いだろうとなっている。国は市町村もしくはと言っているので、

市で持っても良い訳ですね。 

事務局 障がいの発生率や対象者数から見て、また、事業所が運営・経営してい

く、採算が取れるかどうかという問題もあるので、この件については市

の状況や近隣の状況を見ながら検討していきたいと思います。 

浅野会長 まずは圏域という事で、市は現状で進めるけれど、圏域に１つあれば良

いというものではない。みよし市も欲しいと言って作ったものも過去に

は色々あるので、要望が強まりニーズがあがってくればそういった方向

になる。計画期間外であってもそういう提案をする。実際には何年もか

かるので。今のところは圏域でやっている豊田市の資源を利用させてい

ただいて、ニーズが高まってきて市で作るべきとなれば市で考える。過

去にもやったことなので、福祉課もそういうつもりでいると思います。

そういう意見があった事はしっかり記録しておいてください。 

他にありませんか。皆さん御意見が出たようなので、議題３は以上でよ

ろしいでしょうか。その他の今後のスケジュールについてお願いしま

す。 

 

３ その他 

今後のスケジュールについて 

事務局 それでは、３その他 今後のスケジュールについて、御説明させていた

だきます。 

今回の審議会で出された意見を基に、素案を修正させていただき、最終

案の作成に取り掛かります。第３回の審議会は令和３年２月を予定して

おり、そこで委員の皆様には最終案を配布。御意見をいただいたのちに

完成、計画書の印刷、納品と進み、計画書の冊子を皆様に配布させてい



ただくのは令和３年４月頃になる見込みです。 

時期は目安であり、日程等は決まり次第、すぐに委員の皆様にはお伝え

します。 

 以上です。 

浅野会長 審議ありがとうございました。以上で審議を終わります。事務局へお返

しします。 

事務局 ありがとうございました。 

以上を持ちまして、令和２年度第２回みよし市障がい者福祉計画審議会

を終了いたします。 

一同、御起立をお願いします。 

― 礼 ― 

委員の皆様には今後も大変お世話になりますが、何卒よろしくお願いい

たします。 

本日はありがとうございました。 

 

 


