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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 平成 29 年度第１回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開 催 日 時 
平成 29 年８月３日（木） 

午後１時 30 分から午後３時 10 分まで 

開 催 場 所 市役所３階 研修室４・５ 

出 席 者 

（会長） 

浅野 俊夫（学識経験者（愛知大学教授）） 

（副会長） 

野﨑 又嗣（民生児童委員協議会代表） 

（委員） 

阪田 征彦（有識者）、端谷 毅（医療機関代表）、熊谷 かの子

（福祉団体代表）、鈴木 睦子（福祉団体代表）、中村 さき子

（福祉団体代表）、石原 正裕（福祉団体代表）、浜辺 渚（福祉

団体代表）、岸野 佳江（福祉団体代表）、畠中 菊代（福祉団体

代表）、増岡 潤一郎（教育関係代表）、渡邊 祥子（幼稚園代

表）、小幡 一雄（豊田加茂福祉相談センター次長） 

（事務局） 

小野田福祉部長、太田福祉部次長、加藤福祉課長、清水主査、伊藤

主事 

 

欠席／有竹 一樹（医療機関代表）、岡本 長治（福祉団体代

表）、木村 豊（教育関係代表）、柘植 久子（保育園代表）、塩

之谷 真弓（衣浦東部保健所健康支援課長）佐々木 美咲（市民代

表公募） 

次 回 開 催 予 定 日 平成 29 年 11 月中 

問 合 せ 先 

福祉部福祉課 担当 清水 

電   話／0561－32－8010 

ファックス／0561－34－3388 

下欄に掲載するもの 議事録全文 要約した理由   

審 議 経 過 別紙のとおり 

 



平成 29 年度第１回みよし市障がい者福祉計画審議会 会議録 

日 時 平成 29年８月３日（木） 

午後１時 30分から    

場 所 みよし市役所３階     

研修室４・５       

 

１ 委嘱状交付 

２ 挨拶 

３ 諮問 

加藤 

福祉課長 

本日は大変お忙しいところ御出席いただきまして誠にありがとうございま

す。 

定刻になりましたので、ただ今から平成 29 年度第 1 回みよし市障がい者福

祉計画審議会を開催いたします。 

 本日、有竹委員、岡本委員、木村委員、佐々木委員、塩之谷委員が御欠席と

の連絡を受けておりますので御報告いたします。また、本日の会議は一般公開

されておりますので、御承知ください。 

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。 

今回の審議会から新たに 6 人の方（熊谷かの子氏、岸野佳江氏、増岡潤一郎

氏、木村豊氏、小幡一雄氏、塩之谷真弓氏）に委員を委嘱させていただきま

す。委嘱期間は前任の方の残任期間となり、平成 29 年４月１日から平成 30 年

３月 31日までとなります。 

それでは、小野田市長から委嘱状を交付させていただきます。わらび福祉園

の熊谷さんから順にお渡ししますので、自席で御起立をお願いします。よろし

くお願いいたします。 

－ 熊谷委員、岸野委員、増岡委員、小幡委員の順に委嘱状交付 － 

ありがとうございました。続きまして、市長からあいさつを申し上げます。 

市長 委員の皆様には、本審議会の主旨に御理解を賜り、委員を引き受けていただ

いていること、厚くお礼申し上げます。 

この審議会は、障がい者計画と障がい福祉計画の策定及び推進について調

査、審議していただくものであります。 

障がい者計画は、障がい者基本法に基づくもので、障がい者を取り巻く状況

や社会情勢を踏まえ、障がい者の自立と社会参加への支援を総合的かつ計画的

に推進していくための基本目標を示す計画です。 

 一方、障がい福祉計画は障がい者総合支援法に基づくもので、福祉サービス

の提供体制の整備を着実に進めるための計画であり、市民が安心した日常生活

を営むことができるよう、福祉サービス量の確保及び目標数値の設定をするも

のです。 

こうした中、本市では、平成 23 年度に２つの計画の一体化を図り、障がい

福祉に関する新たな総合的計画である「障がい者福祉計画」を策定しました。

本年度は、障がい者福祉計画の最終計画年度となっており、本日は次期計画策

定に関して、諮問させていただくものです。 

 本市における障がい者手帳所持者の状況は、平成 29 年４月１日時点で、身

体障がい者 1,408 人、知的障がい者 354 人、精神障がい者 308 人、計 2,070 人



で、前年度に比べ 70 人、3.5 パーセント増加しております。これは、市人口の

増加率 0.5 パーセントを上回るペースで、人口の高齢化や医療技術の発展に伴

い、障がいの程度の重度化、状況の多様化が進んでいる結果であり、こういっ

た現状をしっかり把握し、将来の障がい者福祉について、ビジョンを持った対

応をしていく必要があると考えております。 

本年度は、関係団体へのヒアリングやワークショップ、パブリックコメント

も予定しています。これらを踏まえ、将来必要となる福祉サービスを見定め、

障がいのある方々がこの地域で安心して住み続けることができるような計画と

なるよう、答申していただきますよう、よろしくお願いいたします。 

福祉課長 続きまして、浅野会長からあいさつをいただきます。 

浅野会長 今日は暑いところを御出席いただきありがとうございます。 

継続の委員の方々は以前から進捗の点検など行ってきていますので、慣れて

いるかもしれません。今回、新しく入ってこられた方もいます。障がい者福祉

計画審議会として一番大事なのは、この地域に住む市民が、人間らしく生きら

れること、尊厳を守れているかということで、その為に地域も行政も各種団体

も一体となってということを肝に銘じてやっておりますので、御協力をお願い

したいと思います。 

福祉課長 次に、みよし市障がい者福祉計画の策定に関して、市長から審議会に諮問を

いたします。 

－ 市長から諮問 － 

ありがとうございました。 

なお、市長におかれましては、他に公務がありますので、ここで退席させて

いただきます。 

それでは、議事に移らせていただきますが、その前に本日の資料の確認をさ

せていただきます。 

 本日の配布資料は、事前に配布させていただいた資料１から資料５までとな

っております。 

 進行につきましては、みよし市障がい者福祉計画審議会要綱第５条第１項の

規定により、会長が議長を務めることになっておりますので、浅野会長にお願

いしたいます。 

 

４ 議題 

（１）みよし市障がい者福祉計画の概要について 

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 15 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。 

なお、午後３時には会議を終了したいと考えておりますので、円滑な進行に

御協力をお願いします。 

それでは、議題（１）みよし市障がい者福祉計画の概要について、事務局か

ら説明をお願いします。 

事務局 資料№１をご覧ください。 

策定の趣旨としまして、障がい者基本法に基づき平成 24 年３月に策定された

「第３期みよし市障がい者計画」と、障がい者総合支援法に基づき平成 27 年３

月に策定された「みよし市障がい福祉計画（第４期）」が平成 29 年度で計画期

間満了となるため、新たに次期計画を策定します。 

また、平成 28 年６月の児童福祉法の改正により、新たに市町村に策定が義務

付けられた「障がい児福祉計画」の内容を、障がい福祉計画に盛り込みます。



各計画の期間は、資料のとおりです。 

続いて、計画の位置付けです。みよし市では、「障がい者計画」の計画年度が

６か年一期となっており、「障がい福祉計画（第５期）」の見直しと、「障がい児

福祉計画（第１期）」の策定年度である平成 29 年度に、障がい福祉に関する総

合的計画で３つの計画からなる「みよし市障がい者福祉計画」を策定すること

となります。計画の特色は、資料のとおりです。 

次に、みよし市障がい者福祉計画の骨子案について、骨子案作成の考え方で

すが、みよし市障がい者福祉計画の骨子案については、現行のみよし市障がい

者福祉計画の内容・構成を基本とするとともに、国の基本指針に即して作成す

ることとなります。主な変更点としましては、計画の基本的考え方に、障がい

児支援に係る考え方を追加、障がい福祉計画に障がい児福祉計画を盛り込むこ

とについて明記、国の基本指針に即した成果目標及び活動指標の見直しなどで

す。本日、皆様に御意見いただきたいのは、成果目標の設定の方向性に関する

部分と、計画の構成と、新規部分を中心とした記載事項案についてです。な

お、今後は、今回いただいた御意見を踏まえ、骨子案の修正を行った上で、素

案の作成に取り掛かり、関係団体のヒアリングやワークショップを経て素案を

修正。第２回審議会にて意見を聴取するとともに、パブリックコメントを実施

し、第３回で最終案を確定させます。参考までに骨子案の概要と、本日、お配

りした資料№１－２をご覧ください。以上で、議題１の説明を終わらせていた

だきます。 

浅野会長 計画全体の位置付けは、資料に書いてある通りです。上位にみよし市地域福

祉計画があり、障がい者計画が６年サイクルの中長計画になります。障がい福

祉計画は、計画期間が３年サイクルですから、３年ごとに見直しが必要です。

全ての計画は、毎年、審議会で進行状況のチェックを行っています。これまで

は、障がい福祉計画の中で児童の問題も扱っていたのですが、次期から児童に

関しての計画も作ることとなります。というわけで、３年サイクルで２つの計

画があります。さらに、委員の方々に思い出していただかなければいけないの

は、みよし市では去年、みよし市障がい者福祉計画に関するアンケート調査を

実施し、昨年 12 月に結果報告書が出ており、重点化すべき項目も挙げられてい

ます。そこには調査結果から見た分析という事で、分析１では、家族の介助負

担が軽減できる施策等の充実、分析２では、地域包括ケアシステムの導入と障

がい者のライフステージ応じた支援体制を整備。分析３では、障がい福祉サー

ビスを活用した障がい者への外出支援。分析４では、障がい者が働きやすい雇

用環境づくり。分析５では、意思決定と支援成年後見制度等の周知。これら５

つの重点項目がアンケート調査から出てきており、いかに計画の中に具体的に

盛り込むかが重要で、国の指針に調査結果を加えた計画を作るという説明だっ

たと思います。以上が計画の概要ですが、今まで２つだった計画が３つになっ

たこと、６年サイクルと３年サイクルの計画があり、両方ともこの審議会で検

討するということを御理解いただきたいと思います。具体的な問題、指摘につ

いては、議題の４、５で意見をいただきますので、御意見がある場合には進捗

状況報告の議題でいただき、議題１では、大きな概要という捉えで、問題があ

るところ、新しい項目を加えた方が良いというものがあれば、申し受けたいと

思います。 

石原委員 事務局の説明と資料では、今回から３つの計画、実質には２つだと思うので

すが、障がい者計画と障がい福祉計画、障がい児福祉計画を包括した計画とし

て市の障がい者福祉計画を策定するということで、その策定につきましては、

それぞれの章立てで整備をしていくという説明だったかと思います。そして、



浅野会長からはそれぞれ法律に基づいて期間が３年の計画と６年の計画がある

と御説明いただきましたが、１つの冊子として章立てでまとめていくというこ

とであれば、計画期間を同じくすることはできないのかという提案ですが、い

かがでしょうか。 

事務局 計画期間ですが、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画につきましては、障

がい者総合支援法及び児童童福祉法に３年となっております。一方、障がい者

計画の期間は障がい者基本法に明記されていませんが長期的計画ということを

鑑み、一期間の３年ではなく二期間分の６年をみよし市では採用しています。

障がい者計画の期間はございませんが、長期計画ですので６年、障がい福祉計

画及び障がい児福祉計画は法にのっとり３年で、今回平成 29 年度に作っていく

という方針です。 

石原委員 分かりました。 

浅野会長 ６年の方は法律的な決まりはないのですね。 

事務局 近隣の自治体でも６年が多く、中には 10 年というところもありますが、大多

数の自治体は６年を採用しております。 

浅野会長 ６年を中長期計画として、３年の計画も毎年ＰＤＡＣのサイクルで見直すわ

けですね。そういうことで６年と３年で回っていますので、よろしくお願いし

たいところです。 

先程も言いましたように、素案の段階でアンケート調査報告の結果や議論を

できるだけ反映させてほしいというのがこの審議会の意向とし、それにプラス

アルファの意見があれば盛り込みことにしたいと思います。それでは議題の 1

の福祉計画の概要については以上です。 

続きまして、議題の（２）、今後のスケジュールについてですが、事務局お願

いします。 

 

（２）今後のスケジュールについて 

（３）ヒアリング、ワークショップについて 

事務局 資料№２をご覧ください。平成 29 年度のスケジュールは、資料のとおり

で、11 月に第２回、２月に第３回の審議会を予定しており、この間にパブリッ

クコメント等で関係者や市民から意見をいただきます。 

今回、お示しした内容のうち、本市として重点的に調査、検討したいテーマ

について、関係団体へのヒアリングと、関係者によるワークショップを実施し

たいと考えています。テーマについては、現時点では申し上げることはできま

せんが、資料にあるものの中から事務局にて検討、選定し、会長に確認した上

で実施させていただきたく思います。ここで出された意見は、実際の関係者の

声として次期計画に反映するよう努めることとし、計画だけでなく自立支援協

議会でも報告させていただきたいと考えています。 

浅野会長 11 月までには素案が作られて、それを審議会に諮る。そこで皆さんからの意

見を出してもらうので、11 月が一番大事になります。その前に各種団体への個

別のヒアリングも行われますので、委員の方でここに関係される方もおられる

と思います。いろいろな分野の意見はヒアリング時に聴取されます。 

もう１つは、ワークショップで個別の団体、各団体に来ていただき、意見交

換し、各分野の問題点を共有化していただく。そこで意見調整されたものが、

素案の中に盛り込まれる。あるいは、間に合わないものは審議会に直接出して

もらうこともあり得ます。そのようにして 11 月の素案の修正をする。そし

て、それをパブリックコメントに回す。また、パブリックコメントを取る段階



で、各種団体から現場の意見が反映されるチャンスもあります。 

２月に最終案を作ることとなっており、今日を入れて３回で作成しようと。

先の長い話ですが。アンケート調査は終わっていますし、このスケジュールで

やれるだろうと思いますので、よろしくお願いします。何か御意見、質問は。 

端谷委員 障がい者計画に教育、雇用・就業という項目がありますが、障がい者の法定

雇用率が来年の春から 2.2 パーセントになり、再来年 2.3 パーセントに上がる

予定になっていると聞いていますが、その中で確か精神の何かの枠付けが変わ

るようなことを聞いていて。みよし市のいわゆる中小企業の方にちょっと聞い

たことがあるのですが、国は各企業が、障がい者雇用しているかどうかという

アンケートをして持っているのです。みよし市も会社が何人雇用しているとい

うアンケートを国へ出している。市の職員は国の調査ですから、県を通して行

っているにも関わらず、みよし市では見てはいない。例えば、会社に聞いて、

何人雇用しているか、実はどこかで知る権利があるはずなのに、見ても見ぬふ

りしなきゃいけないみたいな法律らしく、国がすることですから市は管理しち

ゃいけない、渡すだけですっていうような事が現実に行われている。商工会の

ようなところを通じるか、いずれかの方法でデータを見て、会社に何人従業員

がいて、何人障がい者を雇っていますというデータが本当はあるのです。た

だ、それは国が調べているから市は見ちゃいけないことだから、どこかが聞い

てもそれを見てはいけない。県にも見れないのかと確認したら、それは国が出

せと言ったものだから、市とか県は見てはいけない、残してもいけないみたい

な感じのことを言われたと聞いたことがありました。実は全部のデータは市を

通っているはずですよね。 

事務局 障がい者雇用率は、ハローワーク、労働局が 50 人以上の事業所に対して調

査をし、その数字を持っています。本年度は、ハローワークと市の福祉部門が

合同で、障がい者雇用を満たしてない事業所を訪問し、雇用に繋がるように理

解を求めていて、その前段階として、市から正式にハローワークにみよし市の

雇用率を満たしてない事業所はどこかという文書を出し、データはいただいて

おります。ただし、不必要に公表しないという条件はついています。それを基

に、ハローワークと市が今年は２箇所訪問しておりますので、少しずつ見える

ようにはなってきています。 

端谷委員 そういうところが将来は法定雇用率で障がい雇わなきゃいけないというよう

なかたちになってきているので、市が堂々とその会社は足りないと言えるよう

になるといいのではないか。 

実は、豊明市の商工会長が県の商工会長を兼ねているらしく、その方にこの

前話が聞きたいと呼ばれて。副知事から商工会にしっかりと障がい者雇用をや

ってくださいという指示があったらしいのです。その会社では、雇用率が足り

ないらしく、急遽、身体か知的、それとも精神の人を雇うのかということで意

見を聞きたいと呼ばれた。私のところも発達障がいの人が多いですから、手帳

を持っていて、ここならできるとか、ここまでならできるということをどんど

ん細かく丁寧に、どこかが振り分けてくれれば。普通の会社行ったら全然役に

立たないし、無理でしょうけれど、適材適所、上手くコーディネートするとこ

ろがどこかあれば、会社も知っていてこの人ならここならやれるみたいなこと

ができれば、雇用も生まれるのではないだろうか。会社が払わなければいけな

い罰金がクリアできるわけですし、もう少し企業のデータが載らないのかと気

になります。障がい者計画の中に、みよし市の企業で、何人とか何社あるくら

いのことなら、出ていますよね、みよし市のホームページに。 

事務局 御意見ありがとうございます。端谷委員がおっしゃられたように、以前は身



体と療育手帳所持者が対象者でしたが、来年度から精神手帳所持者が入るた

め、雇用率も上がっていく流れだと思います。みよし市の場合ですと、庁舎隣

のふれあい交流館にありますくらし・はたらく相談センターが、障がい者と生

活困窮者の相談及び就労の支援を実施しております。担当職員はどこの企業が

雇用率を達成してないということまでは把握していませんが、実際にいろいろ

な企業を訪問して、障がい者雇用の必要性や、実習先の開拓等も行っていま

す。みよし市の就労に繋がる取組として、まだＰＲが足りず、各会社の把握が

されていないところもありますが、積極的に会社訪問しておりますので、よろ

しくお願いします。 

浅野会長 アンケート調査では、分析の４で障がい者が働きやすい雇用環境づくりとな

っていますので、ここで取り上げてはいかがでしょうか。それから、障がい者

福祉計画の進捗状況のところにも、基幹相談支援センターの設置の問題があり

ます。要するに相談支援体制や雇用環境を整備して、障がい者が働きやすいよ

うな職場環境をどうやって作ったらいいかということについて、なかなか進ま

ない状況です。データは国や県が持っているのだから、市が聞けば出していた

だけると思いますが、目的次第ですので、具体的な計画があるので出してほし

いと言えば出さざるを得ないだろうと思います。大事なのはこちらがどういう

支援体制を作るか、具体的なものを皆さま方に議論していただいて、もっと効

果的な支援体制や、企業の中にもそういう情報を知りたいという意見があれば

情報開示が必要ですし、窓口ではなくて現場の支援体制をどのように整備して

いくかも重要です。日本は窓口だけ置いて対応しているという風潮があって、

現場に行かないといけない。現場に定期的に行くという体制も、日本では率先

的にやっているところは少ない。みよし市は小回りがきく市ですから、皆さん

の意見も集めていきたいです。それから、分析の４で雇用環境づくりの問題は

挙げてありますので、素案を作る時にできるだけ盛り込んでいただきたいと思

います。 

増岡委員 ２点よろしいですか。国のデータというのは、統計法に守られていて、県や

市が勝手に出してはいけないというのですよね。市が独自にとらえたものでし

たら、表に出していけることになると思います。くらし・はたらく相談センタ

ーがデータを取って出していただければ、我々の参考にも商工会の参考にもな

ると思っています。骨子に戻るかもしれませんが、就労で話題に挙げていただ

きたいのは、障がい者に認定されない程度であっても、例えば高等教育を受け

られない、15 歳過ぎてからの子どもたち、20 歳前後の子どもたち。それか

ら、発達障がいがあるが故に高校をドロップアウトして、その子達を再教育し

て何とか就労にまで結びつけるようなシステムというのは、なかなかどこにも

ないものですから、そういう項目をもし盛り込めたら、素晴らしい計画になる

なと思いました。そういった視点を長期でもいいので、持っておいていただけ

ると、義務教育から送り出す立場の我々は高校におんぶに抱っこというところ

もあるのですけども、高校は意に添わなかったら退学という制度があり、辞め

てしまってその辺りを夜な夜な走るだけってなってしまう子達もいるわけです

ね。ただ、その中には、障がい者の診断や手帳がもらえない、しかし実は発達

障がいがあって、集団生活が苦手だという子も多いですから、そういった子達

を再教育、就労につなげるようなシステムができれば。もちろん小、中学校で

も手帳が取得できるようにきているのですが、それでも漏れる子達もいますの

で。就労したら自分で頑張ってもらうことも必要ですが、そのシステムを取り

入れていただきたいと思います。 

浅野会長 障がい者の認定がされないニート、引きこもりも多々おり、障がい者計画の



中で取り上げるのは難しいかもしれないですね。むしろ、地域福祉計画にあり

ませんでしたか。 

事務局 ニート、引きこもり対策につきましては、産業課で対応しているものがあり

ます。国としては若者サポートステーション事業というのがあります。みよし

市を対象エリアとしている若者サポートステーションは安城市にあり、相談に

対応していただけることとなっています。増岡委員がおっしゃられたように、

ニート、引きこもりになっている方は、何らかの発達障がいや精神障がいが背

景にある方が多く、そういった疑いのある方につきましては、くらし・はたら

く相談センターに情報提供があり、我々の相談体制につながるような体制にな

っていますし、障がいが疑われない方につきましては、安城の若者サポートス

テーションで対応しているというのが現状です。本市としてどう取り組んでい

くかということについては、発達障がいや精神障がいの疑いがある方につきま

しては、こちらで検討が必要だと思いますが、若者サポートステーションをど

のように考えていくかというのは、福祉課だけでは難しいかという気もしてい

ます。 

ニート、引きこもり対策につきましては、ジョブサポートみよしというハロ

ーワークの支所がふれあい交流館の中にあり、そちらで数か月に１回相談会を

やっており、予約も承っているという話は聞いています。 

浅野会長 障がい者福祉に関してはいろいろと制度が進んできていますが、逆に障がい

者として認定されないと動けない、行政として具体的に支援しようと思うと、

障がい者の認定が必要だというわけです。ところが、本人、家族は障がい者に

されるのは嫌だといった問題が起こってくる。認定とか関係なく、実際にどう

困っているかを見て、支援をしていく体制がないのかと、実際にその若者サポ

ートステーションにはそういった方がたくさん来ているはずです。その議論は

地域福祉計画ので盛り込んでいった方がいいのかもしれませんね。地域福祉計

画の委員が重なっている方もおられると思いますので、そちらで進捗確認時に

意見を出しますが、間接的にでも、障がい者福祉計画に盛り込んで、障がい者

として緩やかに支援する方法をこちらに柔軟に盛り込んでおくというのも大事

かもしれないですね。 

阪田委員 その件は障がいだけでなく、いろいろな分野での関わりがあると思います。

発達障がいの方がいろいろなところに相談に行かれることも多いです。今回は

障がい者の計画ですし、発達障がい支援の一層の充実などに十分盛り込める内

容だと思います。 

浅野会長 ニートや引きこもりになっている子どもたちが人間らしさをどうやって取り

戻すかという問題を、国として取り上げなければいけないと。みよし市として

も、障がい者の分野、あるいは地域福祉の分野で、地域としていろいろなとこ

ろで手を打っていこうと。みよし市としても、ニートや引きこもりの問題にも

手を差し伸べられるよう、素案の段階でも盛り込まれていると思いますが、具

体的に見てから考えたいと思います。 

端谷委員 安城市やいろいろなところから発達障がいのような引きこもりの人たちがい

っぱい紹介されてきて。うちでチェックリストをやるとちゃんと発達障がいに

なる。検査をすると、得意なことと苦手なことが明らかになる。そうなってい

るからあなた手帳でも持って働いたらと言うと、皆さん本当は家に引きこもっ

ていたいわけではないのですね。そういうところで実は突飛なのですけど、競

歩みたいなのやると絶対外に出られるようになるのですね。だから、そういう

のを総合的に知っていると実は本当にいくらでも治せるなって僕はいつも思っ

ています。そして自分の合う仕事を見つけたら、障がい者じゃなくてもいいわ



けですね。得意なことをやって給料もらう分にはいい場所さえ見つければ。企

業がもう少し分かっていると、本当に企業を知っている支援員とかジョブコー

チが振り分けていく。ジョブコーチは、相談を受けるだけではなくて、半分は

外に行って会社を見てこいって。中小企業にもしも応募するならジョブコーチ

が見に行って、お宅の会社に適材な人送りますみたいな人がいてくれるといい

なと思います。中小企業の関連も、それこそ障がい者を納税者にできる道です

ので。 

浅野会長 企業の中には産業カウンセラーがいて、臨床心理士の資格持っている人など

もいます。しかし、正規に専任で雇う企業はまだ少なく、非常勤での雇用で

す。これとは別に企業側にもジョブコーチがいて、定着させる努力をしてくれ

るといいですよね。それから、自治体の支援センターにもジョブコーチがい

て、障がい者の働き具合を見に行くということで、企業と協力してやっていま

す。この議論はアンケートのまとめの時にも出てきた問題ですので、少しでも

今回の計画で前進すればいいと思いますし、その時に具体的な議論をさせてい

ただきたいと思います。 

ニート・引きこもり問題、就労の定着の２点。就労定着の問題もたくさんあ

って、みよし市は刑務所出所者の定着もあるようですし、いろいろな問題があ

ります。みよし市に住むと、人間らしく生きられる市ってことが非常に大事で

す。市長も言い続けているので、そういう方向で盛り込んでいきたいと思いま

す。国が動かなくてもみよしは動くというように、少しずつでも進めていけれ

ばと思います。 

それでは今後のスケジュールとヒアリング、ワークショップについては以上

にしたいと思います。 

 

（４）第３期みよし市障がい者計画の進捗状況について 

事務局  第３期みよし市障がい者計画の進捗状況として、平成 28 年度事業の報告をさ

せていただきます。資料 No.４の網掛けの部分が前年度と変更のあった部分で

す。 

抜粋して説明すると、１－①「基幹相談支援センター」設置の検討について

は、みよし市ふれあい交流館内にくらし・はたらく相談センターを設置して障

がい者の生活、就労支援の専門職を配置し、相談に対応しています。平成 29 年

４月からはこの中に基幹的相談支援センターを設置して、更なる充実を図って

おります。 

２－①市内でサービスを提供する事業所の誘致ですが、市単独の事業所開設

補助金を交付し、新たな通所系事業所が創設されました。 

３－①障がい者雇用の啓発活動ですが、先に述べたくらし・はたらく相談セ

ンターに就労支援員を常駐させ、企業を訪問して実習先等を開拓しています。

以上、御確認ください。 

石原委員 この評価を見ますと、Ｄ評価が随分ありますね。冒頭の説明によると、この

３次計画は平成 24 年度からの６か年計画で、平成 28 年度の評価というと、も

う５年目ということになる。それが、Ｄ評価となると検討も実施もしていない

ということになってしまってます。それで、事前に資料いただきましたので検

証しながら読んでいたのですが、例えば、３の経済的自立への支援で、①上か

ら３つ目の職親制度の推進を図りますという項目がＤと。その理由というのが

制度を利用している者がいないからＤだという評価になっていると思うので

す。これは推進を図りますということで、例えば市の方では、福祉ガイドブッ

クでも紹介しておられるのです。そうすると、実績０といっても推進していな



いわけではありません。そのような啓発活動をやっているのであれば、ここは

Ａとは言えないまでもＢ程度の評価をしてもいいのではないかという気がしま

した。それから、４の居宅系サービスの充実①の 3 つ目、グループホームの設

置という項目も地域との連携ができなかったことでＤになっていますが、実際

としては今年の６月に社会福祉法人あゆみ会がグループホームおひさまハウス

を開設しています。その開設に当たっては、市も利用対象となる方の御意見や

御意向、あるいは市の考え方を設置された福祉法人の方と意見交換しながら、

場合によっては県や国への補助金の申請等もお手伝いされてきたと思うので

す。そういった点からすれば、市としてはこの設置を計画した社会福祉法人に

対して支援を行った、また、今後も地域との連携を考えるという考え方をすれ

ば、Ｂでもいいのではないかという気がします。以下、Ｄ区分のところを見て

いきますと、今のような捉え方を少し変えてやることによって、実績がないか

らＤ、何もしなかったのではなく、実施したけど結果は伴わなかった。しか

し、それに向けた推進あるいは支援は行ってきたということで、Ｄ評価がない

ようにした方がいいのではないかというのが１点目です。 

２点目ですが、担当課の部分に、社会福祉協議会が、複数の箇所に書かれて

いるんですが、社会福祉協議会というのは皆さん御存知のように法人格を有す

る１つの法人ですので、市の担当課に入れるのはどうかという気がします。協

議会の取り組んだ事業を紹介いただくことは大変有難いし、是非これからも続

けて欲しいという考えはありますが、記入の仕方としてこの取組を主管する

課、例えば福祉課であれば福祉課、それから市というのは社会福祉協議会の所

管庁でありますので、指導あるいは要請といった事が可能な機関でもあり、法

人に対してこういった事業を強化するように要請をした、あるいは指導したっ

ていうことを書いていただいて、その下に、社会福祉協議会ではこういう事業

を 28 年度は実施をしましたという、社会福祉協議会のＰＲをしていただけると

ありがたいということです。 

特に１点目のＤは、６年計画で５年経過してもまだここに書いてある、何も

しなかった、検討も実施もしていないというような評価がないようにされた方

がいいかと。私が今、申し上げたように考えると、Ｂ以上にはなろうかという

気がします。 

事務局 ２点の御指摘、ありがとうございます。確かに職親制度もガイドブックで

は、障がいをお持ちの方、あるいは福祉サービスをお求めの方には情報提供し

ておりますが、市内でそういう対象者がなかったために未実施という判断をし

てしまいました。働きかけあるいはＰＲも考慮してもらえるようであれば、こ

ちらの方もＤではなく少し上げた形で、推進は行っていますということを言わ

せていただこうかと思います。 

浅野会長 グループホームも、おそらく設置の捉え方かと。開設準備の段階で、随分市

と協議しながらやられていましたよね。簡単ではなかったと思いますが、地域

との連携がいかに大切かということを考えさせられたわけで。平成 29 年度に設

置できたわけですし。 

また、担当課を社会福祉協議会としていることですか。これは社会福祉協議

会を福祉課や長寿介護課などにできればいいでしょうか。 

事務局 実施内容や今後の課題の欄に、社会福祉協議会事業や支援を依頼した、依頼

しているというように記入していきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

渡邊委員 進捗状況のＡＢＣは、ただ実施したということなのか、質の向上はどこをど

う見ればいいのか。例えば５の適切な保健、医療サービスの①障がいの早期発



見ですが、確かに子育て支援課が主催で子どもの発達や、障がいに関する研修

等々を行っていただいています。ただ、形骸化しているところもかなりありま

す。この前、私どもの保育園であった事例は、福祉課の方や保健師さんはもう

長い間ご存知でした。でも、子育て支援課の方はご存知でなかった。保護者が

言ってきてないで、分かりませんと、産まれてからずっと保健師さんが見てら

した子だったにも関わらず、福祉課と子育て支援課の連携が問題が起きた時に

浮上してきて、その都度かなり時間を取られる。実際に問題が起こらなくて

も、その子が上手く生活できる、育つような方法がないかと今回私は強く感じ

たのです。それで、研修は確かにやっていただいていますが、現場の保育士は

やればやるほど大変です。大変さが強く、充実感が薄れてきている問題を抱え

ながら、もう少し連携したり、簡素化したり、なおかつ子どもにプラスになる

やり方が何かないかとずっと考えていました。確かに何回も研修はあります

が、実際に学びの場になるような、保育士が現場の子ども達に返せるような、

そんなやり方をしていかないと。次から次に入れていくと、ますます現場が大

変になると思います。ここはもう一度みんなで、話し合いながらやっていただ

く場じゃないかと思います。ここでは多分やった、やらないだろうと思います

が、内容の充実化をどういうふうにしたらいいのだろうということを、現場は

一番願っていると思います。実際、子どもに返っていますかということを真剣

に考えてあげていただきたい。特に、先程のニートになったりするその前の乳

幼児期に、ほんとに愛を受けて大事な人だという感覚を子ども達が、親だけで

なく地域や保育園・幼稚園で受けていけば少しは変わってくる部分があるので

はないか。またそういう意味では、保育園も幼稚園も居場所づくりとして取り

組んでいくことも必要ではないかと思います。変わったところがあるのに、乳

幼児は何も変わってないのは、５の適切な保健・医療サービスの提供、６の保

育教育の充実が変化がないのが、私はその部分を一番変えて欲しいところだと

思いながら見ておりました。他のところは、私は分かりません。ただ、ここだ

けは見ていて、現場は話し合いをたくさんやっています。ただ、あまりに忙し

くて実際にやっただけですので、御検討をお願い致します。 

浅野会長 現場にもヒアリングを実施しますよね。その時に聞いてもらえるとよいので

は。ワークショップはグループが集まるような時間を作られるということで、

そうなると把握している問題が出てくると思われます。 

渡邊委員 乳幼児に関しては、大改革が必要じゃないかなと。会議、会議って真面目に

取り組んでいると現場は大変なのです。 

浅野会長 国が障がい児福祉計画の策定を義務付けたのも、０歳から 18 歳までをしっか

り繋げるという目的で出してきていると思われる。文科省はいくつかの市に０

歳から 18 歳までの個人ファイルのフォーマットを作るよう特別に委託した。こ

のファイルにはどんな支援を受けたか全部書いてある。相談に行ったり支援を

受けたりする時は、それ持っていくという仕組みが何箇所かで行われていま

す。これらの成果が上がってきたようで、渡邊委員がおっしゃるように０歳か

ら 18歳までは、これからの重点テーマになります。 

渡邊委員 今までやってきたことを変えないで、そこに上乗せしているような気がしま

す。今の状況を見せていただいていると、今までのことも真面目にやっている

中で、新しく文科省や国の行政から来るものをただ積み重ねていることに問題

がある。保育士の人数や業務時間が限定されている中では、根底から変えてい

かないと。早期発見とか熱心にやっていただいていますが、その後の連携と対

応がつまずいている。保護者の信頼を受けるとか、その辺をもっと考えられる

のではないかと。保護者も私たちも同じ方向を見ているはずなのに、役割論に



なると私たちの役割ではない、あちら行ってくださいと回されたら嫌になりま

すよ。だから、市の中で通じ合えるような形に持っていっていただいた方が、

保護者を走り回らせるよりも、そういう部分をよりデリカシーを持ってやって

いくようなものにしていただきたいと。ここはもっと変えていただきたい。 

浅野会長 おっしゃるように、早期発見して、早期治療、早期療育につなげると言って

も、どれくらい早期に集中的にやるのだという問題もまだ残っている。日本は

支援期間が短めなので、もっと長くしていかなければいけないという考えもあ

って。いかに早期発見、集中支援を行ったかの結果がアメリカでできている。

日本は、金がかかる問題もあってまだそういう意味では遅い。日本もこれから

頑張っていけばいいと思います。 

障がい者計画の進捗状況に関して御意見がありましたら、新しい計画にも盛

り込める部分があると思いますので、委員の方々から事務局におっしゃってく

ださい。 

 

（５）みよし市障がい福祉計画（第４期）の実績について 

事務局 資料 No.５－１の表は、第４期計画の目標と実績が書かれています。サ

ービス見込量は、今期の計画の目標値が書かれています。今回は平成 28

年度の実績を記載してあり、計画の達成がなされているものも、いないも

のもあり、利用対象や利用希望者がいなかったこともありますので、必ず

しも進捗率０パーセントだからいけないというわけではありません。中に

は目標としていた数字よりも 300 パーセントオーバーしているような項目

もあり、次期計画では正確な数値を見込んでいく必要があるというように

考えております。 

幾つかお伝えさせていただきますと、資料３－１になるのですが、時間

数の利用実績は見込量よりも少ないのですが、平成 27 年度に比べると増

加しています。相談支援事業の活発化によって新規の利用者が増えたり、

以前からの利用者の障がい程度の重度化によって時間数が増えたことで増

えています。また、人数も見込よりも多く、時間進捗率は 76 パーセント

ですが、人数は 112 パーセントとなっています。次に資料３－５障がい児

支援（児童福祉法に基づくサービス）では、障がい児支援における児童発

達支援ということで、放課後デイサービスの利用人数と、延べ利用日数が

計画値よりもかなり多くなっています。こちらは放課後デイサービスの事

業所が市内に数多く開設され、利用者と利用日数が伸びたという事で、次

期の計画では見込の見直しが必要となると思われております。 

浅野会長 市長のあいさつにもありましたが、人口よりも障がい者の数の伸び率が

大きく、絶対数が増えてきている。計画作成は、人口の増加率を基にして

いますので、今後は差が出てきますね。 

事務局 アンケートでも挙がっていましたが、特別支援学校や一般の高校を卒業

した方の日中活動の場所は、今後、足らなくなってくると予想されますの

で、現状を正確に見極めた上で確保できるよう、計画を策定していきたい

と考えています。相談体制は、くらし・はたらく相談センターや基幹的支

援相談センターができたことによって、体制は整いつつありますので、今

後はより一層、質の向上を図った対応をしていきたいと考えております。 

浅野会長 委員の方々、他に何かございませんか。 

それでは、議題は以上で終わりました。どうもありがとうございまし

た。大事なことで、聞きたいことや言っておきたいことなどありました

ら、事務局まで言っていただければ結構です。まだ意見を反映させる余地



はありますので、また、事務局が困った場合は委員長に意見を求めるよう

になっていますので、お任せいただければそういうようにしたいと思いま

す。以上で審議を終わりにしたいと思います。 

事務局 どうもありがとうございました。今回いただきました皆さんからの意

見、これから行うヒアリング、ワークショップ、昨年度行いましたアンケ

ートなど、そういったものを基に、これから素案を作成していきたいと思

います。以上をもちまして、第１回みよし市障がい者福祉計画審議会を終

了したいと思います。最後に礼の交換をしたいと思いますので御起立お願

い致します。 

 


