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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 令和２年度第１回みよし市障がい者福祉計画審議会 

開 催 日 時 
令和２年９月２日（水） 

午前１０時から午前１１時５０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）、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）、前澤 晏（障がい者団体）、岸野 佳江

（障がい者団体）、畠中 菊代（障がい者団体）、畑中 丈彦（教育

関係者）、渡邊 祥子（教育関係者）、林 晴子（教育関係者）、長

谷部 実（市民代表）、柴田 直之（関係行政機関） 

 

欠席／織田 卓雅（医療関係者）、小林 千津子（障がい福祉団

体）、佐久間 章貴（教育関係者）、木戸 美代子（関係行政機関） 

次 回 開 催 予 定 日 令和２年１１月 

問 合 せ 先 

福祉部 福祉課 

担当者 清水 慎太郎 

電 話 ０５６１－３２－８０１０（直通） 

ﾌｧｸｼﾐﾘ ０５６１－３４－３３８８ 

e-mail fukushi@city.aichi-miyoshi.lg.jp 
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令和２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 令和２年９月２日（水）        

午前１０時から午前１１時５０分まで  

場 所 みよし市役所 研修室４・５      

１ あいさつ 

２ 諮問 

事務局 本日は大変お忙しいところご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、ただいまから令和２年度みよし市障がい者

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。恐れ入りますがご起

立をお願いします。 

－ 礼 － 

ご着席ください。 

本日の会議は一般公開されておりますので、ご承知ください。 

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、ご承知おきくださ

い。 

まず初めに、今回、審議会委員の変更がありましたのでご紹介しま

す。みよし市身体障がい者福祉協議会の前澤晏様。本日は欠席です

が、緑丘小学校の佐久間章貴様。県立三好特別支援学校の畑中丈彦

様。豊田加茂福祉相談センターの柴田直之様です。変更のあった委員

に対しての委嘱状については、失礼ですが、席に配布させていただき

ました。御確認をお願いいたします。 

障がい者福祉計画審議会の委員として令和３年３月までお世話にな

ります。よろしくお願いいたします。 

ここで、みよし市長小野田賢治からご挨拶を申し上げます。 

小野田市長 皆さん、おはようございます。みよし市長の小野田賢治です。本日

は大変ご多用の中出席いただき、誠にありがとうございます。また日

頃は本市の障がい福祉行政推進に対して格別なるご理解とご協力を賜

り重ねてお礼申し上げます。本審議会は、障がい者計画と障がい福祉

計画、障がい児福祉計画を一体的に策定したみよし市障がい者福祉計

画の策定及び推進についての調査、審議をいただくものです。本市に

おける令和２年４月 1 日現在の障がい者手帳所持者の状況は、身体障

がい者 1,416 人、知的障がい者が３７７人、精神障がい者が４３９人

で計 2,232 人となり、前年度に比べて７８人増加しています。また障

がいの程度の重度化や状況の多様化が進んでおり、将来のことを考え

ると障がい者福祉についてしっかりとしたビジョンをもって市民の皆

さまと一緒になって心温かく対応していく必要があると考えていま

す。現在、本市では、皆さまのご協力をいただき、障がい者就労支援

として平成２８年７月からくらし・はたらく相談センターでの相談事

業の実施や、新たな取り組みとして今月から児童発達支援事業所よつ

ばでモネ配車システムを活用したオンデマンド型送迎サービス事業を



導入開始いたします。その他、平成３０年１２月から市内において民

間企業の障がい者雇用の促進に向けた取り組みを行っていただいてい

ます、ワークハピネス農園が開園しています。開園については、皆さ

ま方のご協力ご支援をいただき大変ありがとうございました。特に本

年度においては、第５期障がい者福祉計画と第１障がい児福祉計画の

終了年度です。実施状況の確認と次期計画の策定に向けて３回の会議

を予定しています。本審議会の委員の皆さまにおかれては計画の策定

に加え、本市の地域包括ケアシステムの整備に向けお力添えをいただ

きたいと思いますので、今後とも格段のご理解とご協力をお願い申し

上げます。 

最後になりますが、本市独自の新型コロナウイルス対策についてご

紹介します。別紙用紙をご覧ください。５月の臨時議会、６月の第２

回定例議会で補正予算を組み、事業内容をまとめたものです。今回は

会議で議題が終わり、３ その他のところで新型コロナウイルス対策

が障がい者福祉の面において何かお気づきなことがあればご意見をい

ただきたいと思います。よろしくお願い致します。 

もう１つ、紹介します。今日の中日新聞の豊田版に、わらび福祉園

様の「笑来（わら）」が９月１４日からうどんも販売という見出しで記

事がありました。大変嬉しく思います。いつもありがとうございま

す。 

以上で挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願い致しま

す。 

事務局 続きまして、各委員の方々は、今日、初めて、顔を合わされる方も

お見えかと思います。 

ここで、あらためて、自己紹介を行っていただきたいと思います。

それでは、浅野会長から、席順に自己紹介をお願いします。 

浅野会長 浅野です。愛知大学の名誉教授をしていて、今、大学キャンパスは

全部閉鎖していて、笹島は教員も３０分しか入れないと言っていまし

た。豊橋は少しオープンしましたが、門も閉鎖して教員も限られてお

り、学生は全然入れない状況がまだ続いています。いつまで続くか見

通しがつかない状況です。みよし市の福祉関係については随分長く関

わらせていただいて、大分耄碌しているところもありますが、頑張っ

てやっていきますので、よろしくお願いします。 

阪田副会長 無門福祉会社会福祉法人に所属しています。みよし市では西三河北

部圏域の相談支援の地域アドバイザーとして協力しており、１１年位

関わっています。みよし市の自立支援協議会を平成１９年に立ち上げ

て、その時から副会長として障がい福祉に関わっています。みよし市

民でもありますし、人口６万ちょっとの市ですし、障がいのあるなし

に関係なく幸せに暮らせる地域になれば良いと思い、少しでも力にな

ればと思い参加しております。よろしくお願いします。 

加藤委員 民生児童委員の加藤です。よろしくお願い致します。 

端谷委員 みよし市で開業しています端谷です。マインドフルネス呼吸法とい

う呼吸が一番大切であると考えています。本当にすごいです。何の病

気でも治ります。３５億年前に単細胞生物が出来た時から呼吸が始ま

っている。歴史の中で呼吸の後に全ての臓器の仕組みが出来上がって



いるので、呼吸を調節するだけで全部治るというのは事実で、寝たき

りのおばさんに呼吸やってと言ったら１週間で治ったというくらい簡

単に治りますので、パニックの人などは是非呼吸をやってください。 

熊谷委員 先程、市長より紹介していただきましたわらび福祉園の熊谷です。

皆さまよろしければご利用くださると嬉しいです。よろしくお願い致

します。 

鈴木委員 社会福祉法人あゆみ会の鈴木です。親なき後のグループホームがず

っと延び延びでしたが、２つ目のものが先月、入札出来ました。国の

補助金のほか、市からも勿論いただいております。来年の４月に開所

予定です。皆さん、よろしくお願い致します。 

加納委員 みよし市社会福祉協議会事務局長の加納です。日頃は社協の運営に

関して皆さんご協力いただきましてありがとうございます。本日はよ

ろしくお願い致します。 

柴田委員 愛知県豊田加茂福祉相談センター柴田です。よろしくお願い致しま

す。今の職場勤務は４月からです。３月までは青い鳥医療療育センタ

ー重心の障がい者施設の現場で働いていました。県庁で障がい福祉課

で働いていたこともあり、県でも今年度障がい者福祉計画、障がい児

福祉計画策定になりますが、基になるのは各自治体の障がい福祉計画

だと思いますので、私もここに勤務してまだ数か月ですが、みよし市

の障がい者の状況等勉強したいと思います。計画の進捗状況等もお話

しいただけると思いますが、次の計画がより実りのある計画になるよ

うに審議に参加しますので、よろしくお願い致します。 

長谷部委員 市民代表の長谷部実です。よろしくお願い致します。 

林委員 保育園代表みどり保育園の林です。よろしくお願いします。私自身

２年目になります。またこの会で勉強させていただいて、保育園業務

に活かしていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

渡邊委員 みよし市には６つ幼稚園があり、幼稚園の代表として桃山幼稚園の

渡邊です。私はここ１０年、保育園も担当し、福祉で放課後等デイ、

４月から児童発達支援も予定しています。子どもを見ていて必要に迫

られて関わっていますので、ご指導いただきたいと思います。幼稚

園、保育園はずっと地道に幼保小の連携をやっていますが、まだまだ

課題があり、子ども達が本当にもう少し幸せになれないかなと思って

奮闘しております。よろしくお願い致します。 

畑中委員 おはようございます。愛知県立三好特別支援学校の畑中です。４月

から前任の木村校長先生の後を受けて現在に至っております。今、常

滑から毎日１時間かけてみよし市まで通っていますが、ご縁だと思っ

ており、しっかり務めさせていただきますので、よろしくお願い致し

ます。 

畠中委員 精神障がい者家族会代表の畠中です。よろしくお願い致します。地

域活動支援センターきぼうが出来た時に、このさつき会が発足しまし

たが、８年になります。残念ながらこの６月にきぼうが無くなり、き

ぼうに頼ってやっていたので、コロナの影響もありどのように運営し

ていったらいいかと今、考えています。よろしくお願い致します。 

岸野委員 障がいのある子どもを持つ親の会であるみよし市手をつなぐ親の会

の会長の岸野です。よろしくお願い致します。 



前澤委員 初めて伺いました。身体障害者福祉協議会の前澤です。会員が０に

近く続けていけないので、今回やめようかという話しになりました

が、せっかくあるものを絶やしてはというので、少しずつ努力をして

やっていくことになり、私がお世話係になりました。今までボランテ

ィアは随分やらせていただきましたが、障がい者の方は全然分かりま

せんので、よろしくお願い致します。 

事務局 ありがとうございました。本審議会の事務局は、福祉部福祉課にお

いて対応させていただきます。ここで事務局職員の紹介をさせていた

だきます。 

福祉部長の廣瀬です。本年度４月から務めさせていただいていま

す。どうぞよろしくお願い致します。福祉部次長兼課長の深津です。

よろしくお願い致します。福祉課主任主査の清水です。障がいのある

方の相談支援を担当しています。よろしくお願い致します。福祉課主

事の佐野です。よろしくお願い致します。 

本日、織田委員、小林委員、佐久間委員、木戸委員が欠席です。 

ではここで会長、副会長よりご挨拶いただきたいと思います。よろ

しくお願い致します。 

浅野会長 会長として話すことは特にないですが、皆さんのご協力を得て速や

かに議事を進めていきたいと思います。コロナのことで、皆さん大変

な思いをされていると思います。先程、市長から感染防止という話も

ありました。一番難しいのがこの問題で、これに関する意見も聞けれ

ばと思います。今日はよろしくお願いします。 

阪田副会長 先程、会長からコロナの話がありましたが、昨日、県の社会福祉協

議会から相談があると電話があり、資金の貸し付けのケースの相談が

ありました。聞くところによると、３月から貸し付けが始まって今現

在５万件、１人上限が２０万だから１００億です。１００億のお金を

愛知県として、当然みよし市も入るが貸し付けしている。貸し付けだ

から返ってくるが１００％は返ってこないですよね。何％返ってくる

か分かりませんが、生活困窮している特に外国人が非常に多いそうで

す。そういうことを聞きながら経済は破綻してはいけないから政策打

つのは当然だと思いますが、国が言っているような新しい生活様式は

実際のところどうなのかということはこれからしっかり考えていかな

くてはならないと思いますが、障がいの分野から言うと、コロナにな

っては大変なので予防はしなくてはいけないのですが、一方で風評被

害も実際にあって、同時に権利擁護の視点も踏まえて、何も分からず

不安が強いから色々な憶測を生むわけで、いかに不安を払拭するか。

その為には色々な意味の正確な情報共有が大事になってくると思いま

す。やり方については色々あり、それぞれの立場や市町村単位で動き

が独自に色濃く出てくる時代だと思うので、こういう場を使って情報

共有しながら正しい方向に導くようになればよいと思います。よろし

くお願い致します。 

事務局 ありがとうございました。 

では次に、みよし市障がい者福祉計画の策定に関して、市長から審

議会へ諮問をいたします。市長、会長お願いいたします。 

－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。 

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。 

 

３ 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。 

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 それでは、議題に入ります。 

議題（１）の「みよし市障がい者福祉計画」の概要について(資料№

1)をご覧ください。 

本市では、平成３０年３月に障がい者基本法に基づく第４期みよし

市障がい者計画と障がい者総合支援法に基づく第５期みよし市障がい

福祉計画、児童福祉法に基づく第１期みよし市障がい児福祉計画の３

つの計画を内包した「みよし市障がい者福祉計画」を策定しました。

資料にあるのは、それをイメージ図化したものです。計画の期間は、

障がい者計画が平成３０年度から６年の令和５年度まで、障がい福祉

計画及び障がい児福祉計画は平成３０年度から３年の令和２年度まで

となります。各計画の特色につきましては、資料にあるとおりです。 

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 ありがとうございました。 

新しい委員の方々には分かりにくい点があったかもしれませんが、

今回は２つあって、今、概要の説明をしていただいたように、第６期

の障がい福祉計画と第２期みよし市障がい児福祉計画、この２つの策

定を市長から諮問されて、それを次回の審議会からは策定の議論に入

るということで、今日は既にある計画の進捗状況を確認しようとして

います。一度計画を作ったらそれで終わりではなくて、毎年進捗状況

を確認し、改善すべきことがあれば市に伝えるのがこの審議会の役割

なので、今日この後の時間は進捗状況の確認に時間を割こうと思いま

す。では、概要はつかみ取れたかと思います。よろしいでしょうか。

何かご質問はありませんか。 

それでは、次の議題に移りたいと思います。次の議題は第４期みよ

し市障がい者計画の進捗状況ついて、事務局から説明お願いします。 

 

（２）第４期みよし市障がい者計画進捗状況について 

事務局 それでは、議題（２）の「第４期みよし市障がい者計画について」



(資料№2)をご覧ください。 

 本計画は平成３０年４月からの計画となっており、令和元年度の進捗

状況を各課に確認し、資料を作成しております。具体的には、障がい者

福祉計画冊子の第４章２９ページ、施策項目の取組内容を１つずつ評価

させていただきました。実施状況として、A を実施した、B を一部実施

した、C を検討したが未実施、D は検討も実施もしていないとなってお

り、併せて令和元年度実績等の数値を記載しています。 

 今回は特に本計画において、新しく取り組むことになった内容やにつ

いて、ご説明させていただきたいと思います。 

 資料１ページの中ほど１障がいの理解の（４）ボランティア活動の促

進にある障がい当事者団体とボランティア団体の交流の機会を設ける、

ですが、これは本計画の策定にかかる団体ヒアリングで、両団体から聞

かれた意見であり、ボランティア団体からは、障がい当事者がどのよう

なニーズを持っているか分からないという意見、障がい当事者団体とし

ては、どのようなボランティア団体があってどのようにお手伝いしても

らえるのかわかりにくいという意見が聞かれ、この双方の顔を合わせる

機会を新しく検討することとなっております。両団体については、社会

福祉協議会が深く関わっており、令和元年度は、ふれあいバード事業と

して、市内企業の協力も得ながら交流会や作品展示を行いました。今後

の課題としては、一般参加者と言っても家族等の関係者が多いようで、

障がいの正しい理解がより広がるような工夫が必要であるとの意見が出

されており、社会福祉協議会と協調し、より充実した内容になるよう協

力していきたいと考えています。 

 続いて資料２ページ（２）福祉サービスの充実にある地域生活支援事

業等新規事業の検討ですが、平成３１年４月から、当事者や関係団体か

らの意見を参考に、市独自で障がい者グループホームの家賃補助制度を

開始しました。実績としては、利用者１０人に対して約１００万円の補

助をしており、グループホーム利用者の経済的負担の軽減につながりま

した。 

次に、障がい者福祉センター（生活介護事業）の実施、についてです

が、福祉センター横にあり、介護保険制度のデイサービス事業を行って

いた旧のデイサービスセンターが平成３１年３月に閉所することとなっ

たため、これを重度の障がい者が利用しやすくなるよう改修し、また、

令和２年度から施設管理と障がい者のデイサービス事業を運営する指定

管理者を選定しました。現在は、新たな指定管理者が重度の障がい者・

児も含むデイサービス事業を実施してくれています。 

続いて、同ページの３療育・教育の（１）保健・医療・教育・福祉の

連携にある市民病院との協議の場の設置、定期的な開催についてです

が、本計画や、障がい児福祉計画に医療的ケアが必要な障がい者・児に

対する取組の充実があり、そのためには市民病院の協力は欠かせないと

いうことから、定期的な情報交換を行う機会を設けるというものです。

令和元年度については、みよし市障がい者自立支援協議会内に医療的ケ

アさぽーと部会を設置し、市民病院の職員に参加していただくことで、

現状と課題等に関する情報交換を行うことができました。また、これと

は別に、市民病院のイベントに顔を出したり、病院職員と本人、家族と

の座談会を開催するなどしました。 



 続いて次のページ、（２）障がい児の支援体制整備にある児童発達支

援の体制整備、充実（療育施設の設置）に向けた検討、医療的ケアが必

要な子どもの支援に関する協議の場の設置です。児童発達支援の体制整

備については、子育て支援課内に児童発達支援運営委員会を設置し、現

状と課題等を話し合い、課題の解消等に努めていきます。障がい児福祉

計画では、令和２年度中に市内に児童発達支援センターの設置を目指す

こととなっていますが、市の現状や規模等から、必要性を検討を継続し

ています。医療的ケアが必要なこどもの支援に関しては、先ほどもお伝

えした通り、令和元年度から障がい者自立支援協議会内に医療的ケアさ

ぽーと部会を設け、年２回程度、関係機関が集まる機会を設け、支援体

制の充実に向けて検討しています。 

 次に３ページの（３）インクルーシブ教育システムの推進では、相談

支援専門員と教職員等の協議の場を設置し、定期的な開催をすることと

しています。これについては、今までも教職員の会議に相談支援専門員

や就労支援員が出向いて講義をすることがあり、お互いに有意義な機会

になっていたのですが、これを定期的に開催することでより密な連携が

図れるよう、計画に位置付けました。令和２年度からは、相談支援専門

員と特別支援教育コーディネーターの顔合わせの機会を設けることがで

き、今後も継続することとなりました。 

 続いて、同ページの４ 雇用・就労の（１）障がい者就労支援事業の

実施についてですが、ここで訂正がございます。平成３０（前々）年度

の実績件数が６３１となっていますが、この数値が、別の相談と重複し

て数えていたため誤りであり、正確には４０１件でした。よって、令和

元年度は１５０件程度、増加しております。増加の要因としては、新型

コロナウイルス感染症が発生する前は、比較的景気が良く、内定者が増

えたことや、その定着（フォロー）に関する本人や企業からの相談が増

えたことがあります。 

次に、５保健・医療 次のページの（３）精神保健・医療施策の推進

にある各種イベントでの精神疾患や発達障がいの啓発と広報活動の推進

です。これも先に述べた計画策定のための団体ヒアリングで当事者団体

から聞かれた意見であり、各種イベントで疾患や障がいに関する啓発を

したり、市民を対象にした勉強会を開催することとしています。令和元

年度は、自立支援協議会精神保健福祉部会で市民や関係者を対象に、当

事者による病気等の体験談をお話ししていただくシンポジウムを開催し

たところ、５０人程度の参加があり、周知、啓発につながりました。 

 続いて、同ページの７生活環境（１）居住環境の整備の促進にあるグ

ループホーム開設補助金支給事業の実施、ですが、市内法人からグルー

プホーム開設に向けての相談を受け、国や県の補助金の申請手続き等に

協力しました。この結果、補助金をいただけることとなり、令和２年度

は新たなグループホームの開設に向けて工事等進められる予定です。 

 次に（２）交通移動等の充実にある移動手段の充実に向けた検討です

が、平成３１年４月から、従来のタクシー料金助成事業を変更し、１回

の利用につき１枚しか使えなかったチケットを、１回につき最大６枚、

３６００円まで補助できるようにしました。このことにより、より利便

性が高まり、配布件数も増加がしました。予算は前年度と比較して約９

０万円増加となりましたが、障がいのある人の移動のしやすさにつなが



ったと考えられます。 

 続いて５ページ権利擁護に関する項目の（２）成年後見制度の利用促

進について、権利擁護支援体制や事業の検討を掲げています。これは、

障がい者だけでなく高齢者も含め、成年後見制度など権利擁護支援が必

要な方が増えており、市としてもその体制整備を検討することとしてい

ます。令和元年度は（仮称）権利擁護支援センター準備委員会を設置

し、弁護士や司法書士、社会福祉士に加え、高齢者や障がい者の相談に

対応されている地域の代表者による検討を４回行いました。この結果、

みよし市社会福祉協議会に事業委託することが決まり、令和２年７月、

福祉センター内にみよし市成年後見支援センターを開所することができ

ました。現在は、支援体制の整備に向け、ネットワークの構築に努めて

います。 

 最後に（３）（仮称）コミュニケーションボードの作成ですが、用件

等を伝えるための（仮称）のコミュニケーションボードを公共施設等に

設置し、窓口での円滑な意思疎通を促進するためのものです。これは、

他自治体の取り組みを参考に進めていきたいと考えています。 

 以上、今回の計画で新規に掲げた項目や市の重点施策等について説明

させていただきました。他の項目についても、関係各課とともに計画の

達成に向けて取組を進めてまいります。 

以上で、議題（２）の説明を終わらせていただきます。 
浅野会長 ありがとうございました。委員の方から質問ありませんか。 

端谷委員 ２ページのサービスの充実で、グループホームを作るということです

が希望する利用者はどのくらいで、何人くらいグループホームに入る人

がいるのですか。 

事務局 グループホームを希望されている方の人数でよろしいでしょうか。希

望される方については、具体的な数値は市の方では確認が出来ていませ

んが、各法人の方でグループホームを設置する際に利用者等の希望を確

認した上で、設置していかれていると考えています。 

浅野会長 鈴木委員、何かありますか。グループホームについて。 

鈴木委員 保護者が高齢になっています。しおみの丘には３０人が通っています

が、ほとんどの方は今すぐでなくてもグループホームが欲しい方で、実

際に今、入りたいという方は十数人かと思います。きちっとしたした数

字は把握できていませんが、その程度です。その後、重度の方はグルー

プホームに入るには、適さないかもしれないので、人手の問題等もあり

入所施設の方に入るかと思いますが、グループホームだと今のところ１

０人から２０人の間かと思っています。 

端谷委員 認知症になる方もいるし、家族の人か施設で看なくてはいけない。グ

ループホーム内に入れる人が市の中で何人くらいいて、どこで認知症の

時はここ、重度の人はここという人数がイメージしていないと、どうい

う施設をどう作っていいのかというのは分からないので、その辺りをち

ゃんとしておかないと大変だろうと思います。家族の状況で入れないと

いう人もいるので、今後どういう風にするのかを決めておいた方がいい

のではないかといつも思います。現状をしっかり踏まえて施設計画をし

ていただかないと、困る人が沢山いると思います。もう１つ、３．療育

の部分で、市の医療的ケアについて医療的ケアさぽーと部会を設置して



とありますが、どういう内容が医療的ケアとして話題に出ているのが知

りたいのと、どこまでを医療とするのかが難しいので教えてください。

課題の問題で新しいのがあれば教えてください。 

阪田副会長 では、私の方から。それほど詳しくはありませんが、医療的ケアとい

うのは、喀痰吸引や胃ろうの医療職、看護師や今は講習を受けてクリア

した者ができるが対象になります。みよし市だと今は何人いますか。 

事務局 福祉課で把握している分は、１３人です。 

阪田副会長 そういった人を対象に部会は設置しましたが、以前から自立支援協議

会でそれほど数が多くないので、具体的に事例を挙げて、その人が必要

な物は何かというのを関係機関が集まって検討してということをやりな

がら、トータル的にやらなくてはいけないということで部会を設置して

います。参加者については、医療関係者は何人くらい入っていました

か。 

事務局 ２機関、訪問看護ステーションと、医療機関代表として市民病院が入

っています。 

浅野会長 グループホームについては、随分前から親なき後どうするかといった

点で、通所の方のニーズが非常に多い。その方々の親が高齢化してき

て、親が亡くなった後どうするんだとずっと言われていて、国としては

グループホームをどんどん増やすことと、成年後見制度を充実させるこ

と、この２点をやれと言っている。グループホームではなくて、もう少

し大きいやつで入所の体制はないのかという話もあったようですが、国

はグループホームが良いという意見で、補助金も出ます。みよし市でも

１法人がグループホームを作ってきて、２法人目ができた状況です。ニ

ーズはずっとあります。 

結果がＢの４ページ社会参加の公共施設の計画的なユニバーサルデザ

イン化がＢになっている。実はこれは去年の結果なので大分時間も経っ

ているし、現状はどうなっているのか教えて欲しいです。都市計画課が

公共施設のユニバーサルデザイン化を計画的に進めるとある。サイン計

画の見直しとか書いてある。見直ししてどうなったか。 

事務局 こちらの評価は前回もＢとなっていて、公共施設はユニバーサルデザ

インを考慮して施設整備を進めることことになっていますが、具体的な

工事や修繕はこの年度には無かったと解釈しています。もし仮に修繕や

改修があった場合には、ユニバーサルデザイン等考慮して策定計画に努

めると思うので、そういった回答であると理解していただきたく思いま

す。 

浅野会長 特に問題は起こっていないということですか。ユニバーサルデザイン

化は終わっているのではないかと思うけど。 

事務局 具体的な問題として挙がってきているとは聞いていません。 

浅野会長 アンケートやパブリックコメントとかで挙がってきているわけではな

いですね。市民から。 

事務局 その点は確認が取れていません。 

浅野会長 福祉課の窓口で言われることは無いですか。 

事務局 これまではありません。 

浅野会長 委員の方もどうですか。聞いたことがある方。みよし市はユニバーサ

ルデザイン化が遅れているのではないかと。副会長どうですか。 



阪田副会長 遅れているという話は聞いたことは無いですが、全体的に世界の流れ

もそうですが、視覚化が非常に大事です。言葉が分からない人達に絵で

伝えるなど進んでいるところは進んでいます。みよし市の成熟度がどこ

までかは分かりませんが、全然できていないという話は、私は耳にした

ことはないです。 

私からも２，３点いいですか。 

成年後見の利用促進の件で、みよし市と社協も頑張っていただいて、

後見支援センターが開始されましたが、これは最初の第一歩にしか過ぎ

ないと思っています。今後はセンターを中心に、社協が全てをやるので

はなくて、その体制をいかに作っていくかがとても大事になってくると

思います。支援体制の構築と言っていましたが、皆さんが関心を持てる

ような、それこそが計画の１番の障がい者の理解、啓発に繋がってくる

と思うので、そこは色々巻き込んでいただいて、その為には事例、ケー

スを丁寧にやるということが非常に大事だと思います。是非ともやれる

仕組みを積極的に作っていただきたいと思います。 

次に、グループホームの話もありましたが、実際にみよし市の数とし

ては、少ないです。全国に比べると少ないのが事実で、今後は増えてい

くとは思いますが、国の方が地域移行といって精神科病院など隔離され

た環境ではなくて、地域で住むためにという策を国が出していて、愛知

県でアンケートが正しいか分からないが一応、愛知県の入所施設から地

域移行したい、グループホームみたいなところに入りたいという方が７

５人くらいというのが出されています。みよし市は１人かな。豊田は４

人。それくらいの数です。私が思うのは、先程、鈴木委員も言っていま

したが、親なき後の相談、8050 問題というのは皆さん聞かれると思いま

すが、その相談が急速に増えています。驚くほど増えています。内容

は、精神障がいのある方や引きこもりの相談で、生活の拠点の整備が必

要になってくるので、後からも出てきますが、地域生活支援拠点の整備

に繋げてこの審議会でもしっかり議論していかないといけないと思いま

す。 

浅野会長 どうもありがとうございました。他に何かありませんか。 

渡邊委員 こんなに沢山資料があるのに、実施状況だけ示しており、その結果や

ったかやらなかったかという評価に問題があるのではないかと思いま

す。やりました、やった質をどのように掲げるか大切ではないかと思い

ます。まずはやる段階なのかと思ってずっと見ていましたが、例えば幼

保小の取組で、やるということは２０年近く出来ています。しかし、や

り方が最初と同じやり方を幼保小の事例検討会、研修会で行われてい

る。１５、６年前は保育士が障がいについてはあまり分からなかった。

だからみんなインシデントというやり方で相手の意見は間違っていても

尊重しながら間違いやそういうことを気にしないで話をしましょうと出

発しました。今、私たちは経験もして、勉強もしています。自閉症の子

ども達も多いです。こういう中でもその子のことを考えなければいけな

いのに何故かインシデント。若い先生を育てたいからという意見も聞い

たけど、やり方は一緒。こういうやったかやらないかの問題が現場に出

てきている。これだけのことを調べていただけるのなら、質の向上とい

うことをもっとどこかで考えていかないと、現場がその被害受けます。



特に保育士も幼稚園教諭も人材不足の中でやっています。リモートでや

った方がいいのかと思うくらいです。その時間子どもを置いてまで行く

必要があるのかという感じさえします。幼稚園は参加を辞退させていた

だきたいということで、子育て支援課にも１度お届けしました。しかし

何とか参加してください、変えますと言われますが具体的な変え方が出

てこない。これがやったかやらないかのこの弊害ではないかと思いま

す。幼保小の連絡会もやっていただいています。小学校の先生もお忙し

い中出てきていただいています。私共はそこでもお話しします。学校教

育課からも各園に訪問いただいています。ずっと前からこの形でやって

います。つながりシートにも書いています。指導要録も書いています。

５回は書いていると現場は言います。これは悲鳴です。そして蓋を開け

れば担任がこの子を見る力にズレがあって、最終的には保護者も担任も

悩んでいます。幼稚園から小学校に行っても相談が多々あります。その

辺を考えると皆さんが知恵を出してやっているのに、現場の変化に繋が

っていないので、もう１回、役所と現場とそしてここの皆さんで変えて

いかなくてはいけない時期ではないかと思います。現場の声として聞い

ていただきたいと思います。私は保育所等訪問もやっていて、保育所等

訪問で思うのは学校の先生が保育所等訪問に非常に戸惑われるのが現状

です。福祉課の方が入りながら、幼稚園はたまたま３年間子どもを見て

いるからそこを上手くつなげる為にお伝えしたいけど、先生のプライド

を傷つけたり、僕たちは指導を受けるのですかと言われたり、これはも

っと上手に子どもの為であるということが伝わるような保育所等訪問を

もっと動いていくような形でしていただきたいなと、是非行政も福祉課

も入った形だと学校も安心するのではないかと思います。一事業所が保

護者からの相談を受けてそれで言っても、最初慣れない時は、どうして

も小学校の方にご迷惑がかかるという風に私は感じています。そこのと

ころはどうでしょう。今は保育所問題は何十年と解決しないままです

が、保育所等訪問で繋げるというのはいかがでしょう。福祉課も入りな

がら学校の先生が安定し安心して話ができる環境は作れないものでしょ

うか。いかがでしょうか。 

浅野会長 事務局から何かありませんか。 

事務局 学校現場に入るということは、学校教育課の所管になるので、今後は

学校教育課と話し合いながら検討していきたいと考えています。 

浅野会長 渡邊委員の言われるようなご意見は、計画の中にもう少し具体的に。

具体的な計画の中に数値等入れていれば、やったかやらないかの評価が

しやすくなるので、今後計画を作る時にその辺を考えていただきたいと

思います。国もそうですが、抽象的な計画を立ててしまうと非常に評価

が難しくなるので、出来るだけ具体的な計画にしてほしいと思います。 

端谷委員 渡邊委員に聞きたいというとおかしいですが、津島市が５歳児検診と

いうか就学児前健診を１年位前から医師や保健師、学校の先生でチェッ

クをして発達の問題があるような子をみて、１年間かけて学校に入るた

めの指導を学校の先生もやっているという事業をやっています。そうい

うことがあれば解決するような話しですか。学校は沢山の子どもを見る

ので、指導の苦手な人を支援クラスに入れてしまうような感じがしま

す。障がいの人達をどのように理解するかというのが下手な先生が障が



い担当になっていたりすることが多いというのが現状なので、学校の先

生の質もそうだし、対応方法はマニュアルだけでも済むんです。そうい

うところをもう少ししっかりやるところがあったらなと思います。それ

を発達障害支援センターでやるのか、指導してもらうのがいいかなと思

います。 

長久手市長と仲が良くて、そこが今度発達障がい支援センターを作るら

しいので、色々とアドバイスしているのですが、その辺がみよし市はど

うなっているのかとか聞かず、どういう方針でやっているのか全然分か

らないので、子ども達もどういう適性で、どのように明るく育ってもら

うか、それが先ほどのグループホームにもなるが、親にも障がいがあ

る、親が発達障がいだと家に居ることがストレスになる、そういう人達

をグループホームに入れて元気に働いてもらうのが大切かなと思いま

す。家に居て可哀そうな人達が結構いるのも、本当は支援してもらえた

らいいのかなと、グループホームの課題でもあるかと思います。その辺

をどのようにこの計画に入れるのか難しいと思いますが、そういうこと

も丁寧に考えた方がいいと思います。 

浅野会長 教育体制の学校の障がい児対応や、荒れた学校の問題等先生方も困っ

ているので、どのように支援していくのかが課題で、ネットで発達障が

い関係の色々な相談に乗っているところがあって、情報は入るようにな

っているので、むしろ小さな市町村が教育委員会で話が付きやすいとこ

ろがどんどん講習会を受けて、先生方を助けている体制には入ってきて

いるので、みよし市も教育委員会と特殊教育のところの話し合いを少し

していただいて、まず勉強から始める。よそはやり始めているので、み

よし市もそういう方向で調整していく必要があると思います。 

渡邊委員 それを含めてですが、現場は苦しいです。新規の取組を増やすならや

っている内容をもう少し変えていく必要があるのではないかと思いま

す。わざわざ訪問するのではなくても、コロナで学んだことに変えてい

く。現場の先生達も考えながらやっていく。変化していくというのが、

何でも新しいものを入れればいいわけではなくて、一番現場で感じるの

は、小学校の先生がお気の毒で、いろいろなことをご存知ではない。子

どもを知っていれば何でもないことなのに、どうも触れたことがない、

初めてみる方が子どもと向かった時はアドバイスの仕様がないくらい。

本当は今度１年生の担当になる人が１年かけて年間かけて月に１回、２

回でもいいので各幼稚園、保育園に訪問するとか触れるとか現場が動

く、現場の声を吸収するようなそういうものに、これを立体的な動くも

のに変えていただきたいなと思います。どれが正解かは分からないです

が、少しずつ変化をする。１つ決めたら５年を目途として少しずつ変え

ていくことを大学の先生の意見を聞きながら現場の声を一緒に合わせ

て、そして行政の方の判断を受ける。そいういうようなことをやってい

ただきたいなと思います。これは節にお願いします。福祉課だけではな

くて、むしろ学校教育課へお願いしたいことかと思います。 

浅野会長 それでは、学校教育課とよく連携を取ってくださいということなの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは時間が押しているので、進捗状況についてはこの辺でよろし

いでしょうか。議題（２）第４期みよし市障がい者計画進捗状況につい



ては以上にします。 

続いて、議題（３）第５期みよし市障がい福祉計画、第１期みよし市

障がい児福祉計画の進捗状況について資料３番説明をお願いします。 

 

（３）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の進捗状況

について 

事務局 それでは議題（３）の「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」の進捗状況について（資料№3）をご覧くだ

さい。 

この両計画は、平成３０年度から令和２年度までのサービス見込量を

算出し、それを達成できるよう、事業や体制整備等を実施していくこと

となっています。記載にありますように、第５期障がい福祉計画、第１

期障がい児福祉計画から抜粋してご説明させていただきます。なお、計

画中の平成表記は当時の表現であり、今回は令和に読み替えて説明させ

ていただきます。 

資料１ページ、第６章、計画冊子は５９ページ以降につきましては、

国から示された項目について、平成２８年度の数値を基準として、令和

２年度末の目標値を設定し、達成のための方策を記載しました。この方

策に対する令和元年度の取り組みを、四角で囲った部分に記載しており

ます。 

資料１ページの１では、福祉施設入所者の地域生活への移行です。基

準値１４人に対し、令和２年度には地域生活移行者を１人として、入所

者数を１人分削減するよう取り組みを進めます。令和元年度は、介護者

の家庭の事情や体調不良等により、２人の人が新たに入所し、もともと

入所されていた方が加齢に伴う体調不良等もあって高齢者施設に移行し

たため、令和２年３月末現在は、差し引きで１７人が施設入所されてい

ます。 

資料２ページの２は、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、保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置を目指すこと

とされています。この協議の場については、平成２８年度、自立支援協

議会内に精神保健福祉部会を設け、その場で地域移行、地域定着支援を

検討しているため、設置済みとしています。 

３ 地域生活支援拠点等の整備は、資料３ページのイメージ図にある

ような地域生活支援拠点等の整備を目指します。本市においては、国が

示す５つの機能を１つの法人、事業所で達成するのは困難であると考え

られるため、それぞれの法人や事業所の強みを活かした面的整備を目指

す予定で、今後、関係機関との調整が必要となります。地域生活支援拠

点等の整備において重要となるのは、関係者の意志の統一で、体制整備

はゴールではなくスタートであると考えています。このことについて

は、自立支援協議会を中心に検討していますが、本審議会委員の皆さま

にも、体制整備に向けて、御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

資料４ページの４は、福祉施設から一般就労への移行で、福祉施設を

経て一般就労移行した方の人数を目標値とします。平成３１年３月末現

在、一般就労に移行した人は県からの情報提供がまだなく未確定で、就

労移行支援事業の利用者数は２７人です。利用者数が見込みより大幅に



増えているのは、市内に事業所が開設されたからであり、主に発達障が

いや精神障がいのある人が利用しています。 

資料５ページの５は、障がい児支援の提供体制の整備等で、児童発達

支援センターや重症心身障がい児支援体制の整備、医療的ケア児の支援

について話合う場の設置等を掲げることとなっています。数値等は令和

２年度末の目標値となっており、令和２年３月末現在の状況を記載して

あります。児童発達支援センターは未設置ですが、内容等について、市

の児童発達支援運営委員会で検討しています。また、保育所等訪問支援

事業は、市内の民間法人が設置、運営を行ってくれています。重症心身

障がい児を支援する児童発達支援事業所は、豊田市にある事業所を指し

てあり、みよし市民も利用できていることから、圏域内で確保としてい

ます。重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所は、市

内に本部を置く NPO 法人が設置、運営を行ってくれています。医療的ケ

ア児支援のための協議の場については、市障がい者自立支援協議会内に

医療的ケアさぽーと部会を設置し、これを協議の場として位置付けてい

ます。 

続いて資料７ページ、第７章で、この章は障がい福祉計画該当部分に

なります。ここからは、令和２年３月末（３月１か月）の見込みに対実

績を記載してあります。今回の場合、この時期は新型コロナウイルス感

染症が拡大している時期であり、例年とは状況が異なるため、比較がし

づらいことを申し添えておきます。 

以下、目標値と実績に差がある内容について、ご説明させていただき

ます。資料７ページの居宅介護や同行援護ですが、コロナウイルス感染

症の影響を受けて、利用控え及び事業所のサービス提供控えが生じたも

のと思われます。 

重度訪問介護ですが、対象者の体調悪化に伴い、介護者の負担が増

し、利用量増の希望があり、多くなっているものです。資料８ページ、

自立訓練（機能訓練）は、利用者を１人と見込んでいたところ２人とな

り、それに伴って利用料も増えているものです。 

就労移行支援については、市内にある移行支援事業所の認知度が上が

って利用希望が増えていることや、相談支援事業、就労支援事業が積極

的に動いていることから利用人数が増え、それに伴って利用量も増加し

ております。就労継続支援 A 型については、利用者の体調悪化等で利用

を断念する利用者がおり、実績が少なくなっています。就労継続支援 B

型については、昨年度とほぼ同じ利用量となっています。 

続いて資料１０ページの施設入所支援ですが、平成３１年４月以降に

施設入所した方が２人おり、その分が増加となっています。令和２年度

末までに３人減ること（うち１人は地域生活移行）の目標達成に向け

て、地域の支援体制を整えつつ、施設や家族の状況を改めて確認する必

要があります。 

続いて、資料１２ページのうち、表の中ほど意志疎通支援事業の手話

奉仕員養成研修事業についてです。これは、１０人の受講者を見込んだ

ところ、８人の応募があり、全員修了しました。受講希望、修了者につ

いては、年度によって差があり、平均して１０人程度の受講と見込んで

います。資料１３ページの移動支援事業は、移動支援を提供する人材、

事業所が減ってきており、利用者数が少なくなっています。令和元年度



は、市が指定した事業所（法人）が移動支援従業者養成研修を開催し、

１１人が終了し、８人が事業所に登録してくれました。この事業を開始

したのも市自立支援協議会での議論がきっかけであり、できることを考

え、少しずつでもいいので課題解消に向けて取り組みを進めていきたい

と考えています。 

地域活動支援センターⅠ型は、事業所が他市にあり、精神障がいのあ

る人が利用していますが、利用者数が未記入となっていますが、確認し

たところ１０人となっています。この事業も、事業所数が減少傾向にあ

ります。 

資料１４ページ、日中一時支援事業は、コロナウイルスの影響をうけ

てか、昨年度の実績よりも４割近く少なくなっています。ニーズも高い

ため、より利用しやすくなるよう今後、条件等を検討したいと考えてい

ます。 

最後に、資料１５ページは、第８章で、この章は障がい児福祉計画該

当部分になります。放課後等デイサービスは、これまでの利用者数の増

加率から令和２年３月末の数値を見込みましたが、制度改正があって事

業所運営が厳しくなり、設置が進まなくなったため１人あたりの利用回

数が抑えられる結果となっています。この実績は、平成３１年３月と比

較しても横ばいです。居宅訪問型児童発達支援は、近隣に実施事業所が

なく、実績もゼロとなっています。障がい児相談は、この月の利用者数

は１６人と見込みより若干離れていますが、計画作成が必要な利用者は

２００人であるため、１か月あたりに換算すると平均的な数値と言えま

す。 

これ以外の事業については、令和２年３月の見込みと大きな差はな

く、今後も計画にあるサービス見込量確保のための方策に沿って取り組

みを進め、毎年のこの会議で各年３月末の実績報告をさせていただきた

いと思います。 

以上で、議題（３）の説明を終わらせていただきます。 
浅野会長 はい、ありがとうございます。委員の方からの質問ありませんか。 

端谷委員 こういうサービスは行政がお金を出して作るのか民間が作るのか話し

合う必要だと思いますが、先程、市長が言っていたワークハピネス農園

がやっているみたいで、農業でやってもらった。前から言っています

が、企業が何人障がい者を雇用しているのかをどの位調べてあるか。豊

明では企業が農園を買って運営し、そこで障がい者を封じ込めるみたい

な感じで、障がい者団体からは隔離されているということが出ていて、

そういうのを一宮が作ったという話を聞いています。企業に作らせて年

に１、２回は必ず従業員をボランティアに行かせるようにすれば、障が

い者の人達ばかりやらなくていい。ボランティアで企業の従業員が働い

たものを障がい者が取れば多少はお金が増えるぞという感じがあるし、

交流ができる。農園をやっているところに職員が子ども達と一緒にいっ

て植物の成長を楽しむみたいなことをやればもっと効果が上がる。そう

いう取り組みがあるワークハピネス農園。これはどういうものか見に行

きたいと思いながら行けてないですがそういうのを民間でやるのも障が

い者の人だけでやるのは効率悪いし、誰がやるのかと言えばボランティ

アの人達が障がい者と一緒にやって、子ども達もやって、植物の成長を



楽しんでとやりながら私はイチゴ農園がやりたくて仕方ないです。

1,500 円のイチゴ狩りを 1,000 円でやれる券をあげれば、自分で埋めた

やつを子ども達が狩りに来てなどできないかなと思っています。そうい

うのをどんどん企業にやらせたらどうかと思います。子会社を作って、

企業にお金を出させたら行政はお金を払わなくてもいいような気がしま

す。そういうのはやらないですか。 

阪田副会長 今の回答ではないですが、色々な考え方があると思います。ワークハ

ピネスについては見方が分かれますね。個人的に色々な福祉団体と付き

合いがあって、賛否両論あるのは確かです。先程、端谷委員からご指摘

があったように、囲い込みのように取られても仕方ないと思いますが、

この間そこの職員が挨拶にきたんです。その辺の考えを尋ねたら、それ

は重々承知していると言っていました。彼らは彼らなりに色々と考えて

いるなと思っていて、もう少し広げた形でやっていきたいと言っていま

した。就労に特化すると色々な方向があっていいと思うし、今、端谷委

員が言われたのは、共生社会に向けて就労だけではなく企業には社会貢

献が求められているので、その考えの具体的な方法はないのかというご

指摘だと思います。私もそう思います。私の法人でも農業をやってい

て、特に障がいの重い人が社会参加できる仕組みを考えており、某自動

車会社とはこれで４年目になりますが、毎週土曜日にその会社の方がボ

ランティアに来て、障がいの方と一緒に農作業するということをやって

いて、とても効果があります。会社の広報誌にその取組の宣伝もする

し、企業は企業で、社会貢献もそうですが、日本には定年制があって、

６０から６５になっていますが、その後の生活、今、時代は１００年と

言われているので、会社でも定年までバリバリ働いて、定年後は急に亡

くなったり、ちょっと体調が悪いという人が結構いるようです。人間、

役割が抜けてしまうとおかしくなることが多い。その部分を何とかした

いという思いで、今後、定年退職した人が障がい福祉に興味を持っても

らえれば、広がりが見えてくるかと思いますし、色々な意味で考えてい

くことが大事だと思いながら、今のお話を聞いていました。 

端谷委員 年寄りの人達が働くのもいいですが、子ども達を関わらせて将来やる

ためにそこに入れたいと思います。 

阪田副会長 学校に協力して生徒が田植え体験や稲刈り体験に参加してやっていま

す。そうすると生徒たちが障がいの子と接する機会が増えるし、我々か

らすると障がいのある人達が生徒たちに教えるという機会が与えられて

非常にありがたくて、作った米を俵のようにしてプレゼントしました。

俵にした絵を生徒たちが書いてくれて、それをコラボ商品として売るわ

けではないが、プレゼントしました。そのお米を使って、うちの人がカ

レーを作ったり、お赤飯にしたら美味しいと広がっていく。農業を通じ

てやれることは確かにあります。そういう機会をみよし市でも考えてい

ければいいかなと思います。 

浅野会長 知的障がい者の法人で、ブドウ狩りして葡萄酒を作っているようなと

ころもあります。経済的に自立できるので、強くなっていきます。今、

みよし市の状況でいくと、先程、教育の問題が出ていましたが、障がい

者に対して愛情だとか共感とかをボランティアをもって皆んなが伝えて

理解しあう段階がありますが、皆さん親としてご存じの通り、愛情はあ



ります、共感もあります。愛情は見た目では共有できない。子どものし

つけは出来ない。そこにはある程度の技術が、どうやって接していくか

どう維持していくかという問題があって、障がい者を支援する時にも、

支援するためにどういう科学的な根拠に基づいて、どういう対応をして

いけばいいかという共有知識も増やしていかないと。多くの企業も何人

か雇っていると社会的責任を果たせるということで、障がい者を雇うけ

れど、自分のところのうつ用のリハビリ職員と一緒に中で囲い込んでし

まう。それを世話している専門家がいない状況が起こる。産業カウンセ

ラーは増えてきているが、各障がいに対応できる知識まで至っていない

ということがあって、今、大学関係では、助教授を増やしています。共

感をもって愛情で理解を広めながら、一方で専門家を育てる、そういう

のを受け入れることをしないとこの問題は解決しないので、教員も技術

を身に着けることに必死になってもらうということもしなくてはいけな

いし、課題は色々あると思いますので、今後の計画の中に具体的に盛り

込めるといいと思います。皆さんにも考えていただきたいと思います。 

議題（３）についてはよろしいでしょうか。それでは、以上にしたい

と思います。 

 

４．その他 

 今後のスケジュールについて 

事務局 それでは、（４）今後のスケジュールについて、ご説明させていただき

ます。 

障がい者計画は６年、障がい福祉計画と障がい児福祉計画は３年が計画

期間となっています。令和２年度は、障がい福祉計画、障がい児福祉計画

の策定の年となるため、今回の進捗確認と併せ、３回の会議開催を予定し

ております。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。 

浅野会長 ありがとうございました。先程、コロナの対応でご意見をとありました

が、また何かあったら直接、福祉課の方へ話していただければと思いま

す。 

事務局 ありがとうございました。 

以上を持ちまして、令和元年度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、ご起立をお願いします。 

― 礼 ― 

委員の皆様には今後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。 

 

 


