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平成２５年度第２回関係団体等懇話会 

                                          平成26年2月28日(金)開催 

障害者福祉計画策定のための意見と回答 

(1) 早期療育・子育て、教育について 

■県立岡崎特別支援学校 

・特別支援教育補助員の充実（人数と研修、教員との連携）を図り、地域で学校生活を送る児童生徒の支援に反映させていただきたい。 

 →特別支援教育補助員数について、平成２５年度は市内全小中学校に７９名の補助員を配置し、学校生活におけるサポートにあたった。特別支援教

育補助員に関する研修については、各校において、適宜進めている。２６年度には市教委主催で研修会を開く方向で検討している。 

・中学校の卒業後の進路選択肢が増えるようにしていただきたい。中学校では生活介護や就労継続支援等の利用ができないため、発達障害と言われる

方々の進路指導に大変苦慮されている。 

 →中学校卒業と同時に生活介護や就労移行支援を利用している方も見えるので、相談いただければ対応を考える。 

■社会福祉法人 ポテト福祉会 

・乳児及び未就学児等の関係団体の連携と安城市サルビア学園の相談支援体制を早期に設置して欲しい。 

→平成２６年度から、自立支援協議会に児童担当者会を設置し、各関係機関との連携や児童に特化した内容を話し合う場を設けていく。また、子ど

も課が主催して１年に２回行っている療育関係機関連絡会においても、各機関における現状把握と情報共有を行っている。サルビア学園の相談支援

については、平成３０年度のこども発達支援センターの開所に向けて準備をしている。 

■安城市ボランティア連絡協議会 

・３歳までの早期発見と早期療育が重要です。そのため、市民の理解と協力を得る環境づくりが急務です。 

 →早期発見や早期療育の重要性は認識している。こども発達支援センターの整備を検討している。 

・重度者の家族は倒れるまで支援なしになっています。早期に家族支援策が必要です。また、通学支援はボランティアまかせになっています。 

 →重度心身障害児者が利用できるサービスを確保するために、４月から運営費補助を開始する予定。０歳～未就学児と就学児～大人までを対象とし

た２事業所が対象となるので、レスパイト的に利用いただきたい。 

・将来「統合教育」への移行は具体的な計画と着実な実行が必要です。特に担当部門の体制づくりに注力してほしい。 

 →今回のアンケートで、希望する学習形態について尋ねているが、「障害のあるなしに関わらず一緒のクラスで勉強したい」という回答が、全体では

１７．９パーセントにとどまっており、世代間や障害の種類によっても差が生じている。統合教育の現状については、交流および共同学習は障害の

ある児童生徒にとっても障害のない児童生徒にとっても共生社会の形成に向け豊かな人間性を養う上で重視されている。各校においてねらいを明確

にし、教育課程に位置づけたり年間指導計画を作成したりするなど計画的・組織的に推進している。 

資料２ 
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■県立安城特別支援学校 

・未就園児に対する支援体制の充実 

 →こども発達支援センターが拠点になるので、整備を検討している。 

・外国籍児童・生徒及び家庭への支援の充実が必要である。言葉と文化の壁が少しでも取り除かれるような支援がほしい。 

 →学校生活の中での状況や安城市全体で見た外国籍の児童・生徒の支援の状況を関係課に確認したところ、日本語適応教室が設置されている学校に

ついては児童生徒の実態に合わせた計画的な支援を進めている。未設置校については、担当者が可能な範囲で巡回指導に出向く方向で調整をしてい

る。また、日本語を母語としない子どものための「子ども日本語教室」を実施している。そして、文化・習慣の違いに対する支援については国際理

解教育を推進し自国の文化および異文化の理解が進むよう体験的な活動を効果的に取り入れていく。 

・年２回療育関係機関連絡会があり、情報交換を行っている。それぞれの課題は上がるが解決へ向けての話し合いにはなっていない。 

 →療育関係機関連絡会の役割と現状について、この連絡会は関係機関の情報の共有と連携を図ることを目的としている。情報交換をすることにより

各機関同士の連携強化につながっていると考えている。各機関の課題も情報共有し、それぞれが考えるきっかけになるが、共通する課題ではないの

で連絡会において解決へ向けていくことは難しい現状である。 

・本校ＯＢ職員に保育園に在籍していることばの発達に心配のある子を対象としたあゆみ相談をお願いしている。今年度、６園３４名の園児に対して

のべ２２９回の言語訓練を実施していただいた。 

■社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

できるだけ早期に必要な療育を行なうことにより、障がいの軽減や基本的な生活能力の向上に期待できることから、早期発見・早期療育の充実が必要

です。幼い子どもは家族との関係性の中で育っていく大切な時期であることから、不安を抱える家族に寄り添いながら、家庭を含めた支援が必要です。

子どもの成長に伴いかかわる関係機関が変化していきます。関係機関が連携した切れ目のない支援が求められています。特に、障がいの発見や就学、

進学、卒業等の節目に重点的な支援が必要だと思います。 

→「子ども発達支援センター」の平成３０年度開所計画に向けて、関係機関が連携して支援体制を整備していく。平成２６年度から設置を予定して

いる児童担当者会や療育関係機関連絡会において、センター設立のための話し合いを予定している。 

■社会福祉法人 聖清会 

・１・６健診事後教室後、療育は必要ないが心配なお子さんの就園までの期間のフォローがあると良い。 

→1歳6ヶ月健診の結果により、その後、臨床心理士による発達心理相談を行い、支援方針などをお母さんなどと一緒に考えていく。療育の必要は無

いけれども、お子さんの成長に心配がある場合は、引き続き臨床心理士による相談、地区担当による保健師の相談も行っている。３歳児検診におい

ては、３歳児の発達状況を全数把握して、早期発見、早期療育に努めている。療育指導が必要と判断された場合は、継続して支援を行っていく。 

・やまびこルームの拡充（１人のお子さんの通所頻度の増加） 

→療育の対象年齢は０～５歳児で週に１回、通所で受け入れを行っている。ただし、２歳児においては就園に向けて取組むため、回数を１回増やし

て、週に２回、通所できるクラスを設置している。平成２６年度も継続していく。 

■精神障害者家族会「ぶなの木会」 

２０才前後に発症する精神疾患は、その前駆期間がすでに中学・高校の頃より始まると云われている。日本では精神保健を学ぶことがなされず、病気

が重症化することが多い。早期発見・早期療育のためにも義務教育の中にも問題をとりあげていただきたい。 

→現在の小学５･６年生学習指導要領には、「保健」の科目の中に、「心の発達及び不安、悩みへの対処について理解できるようにする。」とある。

また、中学の指導要領では、「心身の機能の発達と心の健康について理解できるようにする。」と 記載されている。ある程度の教育は、小学・中学

の課程の中で実施されている。そして、養護教諭やスクールカウンセラーなど、児童生徒の心身面での発達を多面的に観察・指導をしている。 
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■社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

精神疾患の重症化を防ぐ一番の方法は、早期発見・早期治療であるといわれています。しかし、そこには、偏見や差別という大きな壁があります。そ

の壁を壊すには、正しい知識を継続的に伝えていくことであると考えます。小学生高学年や中学生向けの保健体育の中で、精神保健福祉を伝える時間

を設けていただきたいと願います。 

→「ぶなの木会」意見と同様。 

■特定非営利活動法人「めーぷる」 

・知的障がいを伴わない発達障がいについては、健診と幼保でいかに早く見つけるかが鍵。保育士と専門家による網の目、保護者への啓蒙（発達障が

いの知識）をお願いしたい。 

 →現行の計画では、障害のある児童の指導等にあたる保健、療育、保育、教育など関係機関の担当者に対して知識や指導力の向上を図るため、愛知

県心身障害者コロニー等に協力を得ながら、研修に参加している。また、発達障害等のある児童の発見や支援をするため、保育園・幼稚園に配置さ

れた保育カウンセラーによる園訪問、教育センターの臨床心理士による５歳児の支援を実施している。今後これらの充実が必要であると考えている。 

・小中高とステージが変わっても継続されるカルテ作りと運用をお願いしたい。 

 →「子ども発達支援センター」の平成３０年度開所計画に向けて、関係機関が連携して支援体制を整備していく。平成２６年度から設置を予定して

いる児童担当者会や療育関係機関連絡会において、センター設立のための話し合いを予定している。 

 

(2) 雇用・就労について 

■安城市身体障害者福祉協会（聴覚部） 

聴覚障害者はコミュニケーションのズレから誤解が生じやすく心の病になる者も少なくない。十分にコミュニケーションが出来る様に手話通訳や相談

出来る環境をつくるなど配慮をしてほしい。 

→平成２５年度から障害福祉課に設置している手話通訳者を、臨時職員から任期付の職員へ変更し、フルタイムで設置している。また、手話通訳の

派遣は障害者が、公共機関、医療機関等に赴いての用務その他社会生活上必要不可欠な用務を行うときや、社会参加の促進に資すると認められる会議及び催

事に参加するときに派遣を行っている。そして、地域生活支援事業の必須項目となった手話奉仕員の養成講座を社会福祉協議会で実施しているのでご理解い

ただきたい。 

■県立岡崎特別支援学校 

・車いすを利用している生徒の利用できる施設が少ないと感じている。 

→市内の就労事業所を対象に車いすを利用している方の受け入れについてアンケート調査を行った。その集計、分析の調査結果は現在整理中。この

調査結果を踏まえ自立支援協議会で協議を行いたい。 

・身体面での介助が必要な生徒の就労訓練をどう捉えていくかが課題となっている。生活介護と就労継続支援とのつながりや移行も含めて考えていた

だけるとありがたい。 

 →身体面で介助が必要な方の支援については、その方がどこまでの介助が必要か、事業所としてどこまで介助ができるのか個別の対応が必要になる

かと思う。今後、この課題についても、自立支援協議会の就労施設担当者会で協議を行いたい。 
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■社会福祉法人 ポテト福祉会 

・公共の下請等の事業所への雇用が促進できると、あんくるバス等を通勤手段として活用できるのではないか。（あんくるバスの料金は定額である） 

 →国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律（障害者優先調達推進法）が、平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日より

施行されている。この法律は、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対

する需要の増進を図ることを目的としている。本市においても、調達の方針を昨年１２月に制定した。今後、毎年前年度額を上回るよう目標を定めながら、

推進していく。 
なお、あんくるバスについては、今年度１０月実施の改定の際に、障害者や高齢者への無料化を、関係課と協議を図っていく。 

■安城市ボランティア連絡協議会 

・各種の当事者を受け入れる企業・事業所を増やしてほしい。特に就労業種の拡大と官公庁関係の雇用に注力してほしい。 

 →現在本市では、就労系の事業所が１３事業所あり、それぞれの事業所で様々な内容を行っています。市においても、清掃事業所におけるペットボ

トルの選別等を、関係法人さんに委託して実施しているが、先ほどの優先調達法の施行の話にもあったように、方針を定め推進していく。 

・就学前・就学中の両者への支援体制とフォローを充実してほしい。 

 →未就学児については児童発達支援、就学児については放課後等デイサービスにおいて、障害児に対する支援を行っている。また、それらの福祉サ

ービスを利用している方に対しては、定期的に相談支援事業所が生活相談等に対応している。 

・身近なところで分かるなど、情報提供の方法に工夫をしてほしい。 

 →手帳取得時には、福祉ガイドブックを配布している。その後は、広報にてガイドブックの配布の案内を掲載している。窓口での周知やＨＰの掲載

のほかに、有効な情報提供の方法を検討していく。 

■県立安城特別支援学校 

本校の高等部の進路状況については６４名卒業生のうち企業就職者１９名、就労移行１３名、就労継続Ｂ型６名、生活介護２１名、その他５名である。

安城市在住生徒１３名については企業就職４名、就労移行３名、就労継続Ｂ型１名、生活介護５名である。現状としては生活介護が約３割を占めてい

るが、その中においても生産型生活介護サービスを希望する方が多い。また、企業就職者においては安城市在住生徒の就業場所は、市内２名、市外２

名である。市外在住生徒で市内在勤になる生徒は５名である。 

 →自立支援協議会の通所施設担当者会の平成２６年度のテーマとして「特別支援学校卒業生の進路見込状況を把握」としている。毎年このことにつ

いては、各特別支援学校の協力を得て調査をしている。卒業生が希望する進路に進むことができるよう、今後も進路見込状況の調査と施設整備の状

況把握に努めていく。 

■安城市手をつなぐ親の会 

就労継続Ａ型事業所について、経営者が今まで障がい者とのつながりがなく、障がいの特性が理解されず、就労が続かない事業所がある。 

就労継続事業所の認定チェックをしっかりして欲しい。 

 →就労継続支援事業所の認定は愛知県が実施しているので、認定チェックは市が行えないのが現状。事業所への苦情については利用者と福祉事業者

との間で解決できない場合は市で受け付けるほか、苦情相談窓口として愛知県の運営適正化委員会の利用の促進をしている。また県により３年に１

回の事業所の指導監査が行われ、市も同席を行っている。改善してほしい事業所があれば、市に連絡いただければ、県の監査指導室に状況を伝えて

指導の依頼を行う。 
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■社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

一般就労、福祉就労を問わず、障がいのある人の就労に対する意識が向上しています。特に、国の障がい者雇用関連施策の制度改正を背景に、企業の

障がい者雇用に対する意識が向上しており、働きたい障がいのある人と、意欲のある障がいのある人を雇用したい企業とのマッチングが求められてい

ます。さらには、一般就労後の定着に向けた継続的な支援、また、一般就労が困難な人からは、障がいの特性に配慮した福祉就労の場が求められてい

ます。地域で自立した生活には収入の基盤づくりが重要であることから、福祉施設における工賃水準の向上が必要だと思います。 

 →先ほどの優先調達法の施行につきまして、本市でも方針を定めた。また、自立支援協議会就労担当者会でも授産製品の販路の拡大を求め、公民館

まつりや福祉センターまつりでの出店を図ってきた。今後も引き続き、関係課に働きかけていく。 

■精神障害者家族会「ぶなの木会」 

急速に精神障がい者の就労が増えている。しかし、他の障がいに対し雇用の門戸は大変狭い。安城市役所においても精神の方の雇用枠は除外されてい

る。雇用枠を設け、そのノウハウを民間企業に伝え雇用門戸を拡大できるようお願いしたい。 

→「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、法定雇用率の算定基礎に精神障害者の方が加えられ、平成２８年４月１日施行される。今後は、この

ことの周知方法が課題となるので、関係課と連携を図っていく。 

また、精神障害者の雇用についてはノウハウが乏しいことなどから困難な状況であり、今後研究を進める必要があると考える。そのため、現段階では、

雇用枠を別に設ける予定はない。今後の検討課題として、配属する部署として、どのような職務を任せることができるのか、採用面接において、本

人の精神障害の状況をどのように把握すればよいのか、採用後の人材育成方法など、研究を進める必要があると考える。 

■社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

障害者優先調達法が成立しましたが、まだまだ手探りでの施行が続いております。安城市役所内でも、抜本的な業務の切り出しや創出を進めていただ

けるとありがたいです。また、安城市役所内での障害者雇用に精神障害者が入っていませんが、その理由が「精神障害者の雇用ノウハウがない」とい

うことを理由の一つに挙げられていたと記憶しています。２０１８年度からの精神障害者の雇用義務化を見据え、どういった雇用が可能なのかの検討

を始めていただけると、精神障害者やそのご家族の希望にも繋がると考えます。 

→優先調達法の施行の中にあるように、本市でも指針を定めた。また、自立支援協議会就労担当者会でも授産製品の販路の拡大を求め、公民館まつ

りや福祉センターまつりでの出店を図ってきた。今後も引き続き、関係課に働きかけていく。そして「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、

法定雇用率の算定基礎に精神障害者の方が加えられる。市の考えとしては、前述の「ぶなの木会」で述べたとおり。 

■特定非営利活動法人「めーぷる」 

市内の対象企業について、法定雇用率に対する実態を調べた結果を開示していただきたい（企業名は不要）。その結果を踏まえて、雇用率ＵＰに向けた

市の施策を考案してみてはどうか。 

→本市における法定雇用率については、県下の状況よりも良い実雇用率となっている（県下 1.61％、全国平均 1.69％、平成 24 年６月現在）。事業所達成率

も増加している。施策としては、①広報あんじょうでのお知らせ、②商工会議所への情報提供、③西三河県民事務所産業労働課と共催で行っている「労働講

座」での制度紹介、④金融機関への制度紹介、などが考えられる。また、契約検査課で行っている「建設工事入札参加資格総合数値の主観点の算出に反映」

も対象となってくるかと思われる。 
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(3) 生活支援（住まいの場、日中活動の場、障害福祉サービス等）について 

■安城市身体障害者福祉協会（聴覚部） 

子供のいない高齢ろう夫婦や一人暮らしの聴覚障害者は孤立しやすい。これから増えてくるので支援が必要になる。 

→アンケート調査では、身体障害者の方の世帯状況は、ひとり暮らしが13.1％、夫婦のみ世帯が27.3％となっている。聴覚障害者の方に限らず、障

害のある人全体を踏まえて、支援の方法などを検討していく必要があると考える。 

 

■安城市身体障害者福祉協会（視覚部） 

・視覚障害者同士の夫婦の場合などどちらかが入院した場合に、留守番の方が病院に毎日行く必要が生じる。このような時に、ヘルパーさんの時間数

を増やしてほしい。 

 →対応は可能なので、そのような時は相談してほしい。 

 

■県立岡崎特別支援学校 

・安城市から本校への通学に関する保護者の負担は大変大きい。医療的なケアの必要な児童生徒を初めとして、スクールバスを利用できない児童生徒

もいる。また、利用できる場合もバス停まで距離がある。移動支援は通学には利用できない現状であるが、通学に関する支援の必要性を痛感している。 

 →学校就業後に放課後等デイサービスあるいは日中一時支援を利用する場合、学校から事業所までの送迎については、送迎加算を対象としている。

今後は、スクールバスを利用し、学校と事業所間の距離が相当ある場合、事業所が児童生徒をバス停から事業所までの送迎を行うことにより、保護

者の送迎の負担が軽減できると考えている。 

・日中に障害児が利用できる事業所の充実（数と内容）が必要と感じている。 

→放課後等デイサービスの利用状況としましては、前年対比で約２５パーセント増となっている。支援内容のスキルアップについては、自立支援協

議会で協議していく。 

 

■社会福祉法人 ポテト福祉会 

・日中活動の場は少しずつ整備されているが、一方で、住まいの場については、民間の事業計画が前提となっているのが現状である。資金的にもかなりの負担

が掛かるが、人材の確保が最も困難であり、運営する法人の負担は大きい。 

 →今回のポテトハウスさんの開所に向けては、大変なご苦労をされたのではと察する。人材の確保については、計画的に募集をかけるなど、事業者ごとに事

前の対応でお願いしたい。 

・障害者の高齢化問題の対策を協議していく必要がある。（住居及びサービスについて＝障害福祉サービス+介護保険） 

 →障害者が介護保険の該当となった場合は、介護保険サービスの利用が優先される。介護保険の該当となった障害者には、要介護認定等の申請を行うよう依

頼している。ただし、介護保険サービスに該当するものがない障害福祉サービス固有のサービスを利用する場合や、介護保険サービスだけでは必要な支援が

確保できない場合は、障害福祉サービスを利用することが可能。今後、介護保険ケアマネージャーに、障害福祉サービスの内容を周知していく必要がある。 
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■安城市ボランティア連絡協議会 

・住居改造の補助、自助具（将来的なものを含む）、ヘルパー派遣・医療など、生活全般にかかわる補助制度の充実をしてほしい。 

 →福祉サービスや福祉用具の申請が受けられるかはお持ちの障害者手帳の内容や等級により決まっている。医療や福祉事業者等の各関係機関と連携

しつつ、制度の充実を図っていきたいと考えている。 

・障害者の高齢化により、障害と介護の制度切替えが心配。スムースな移行と福祉センター等、気軽に行ける「交流の場」つくりに注力を。 

→障害者が介護保険の該当となった場合は、介護保険サービスの利用が優先される。介護保険の該当となった障害者には、要介護認定等の申請を行うよう依

頼している。ただし、介護保険サービスに該当するものがない障害福祉サービス固有のサービスを利用する場合や、介護保険サービスだけでは必要な支援が

確保できない場合は、障害福祉サービスを利用することが可能。気軽に行ける「交流の場」としては、市内の福祉センターが利用できる。また精神障害者の

方を対象とした地域活動支援センターが平成２６年４月から開設された。 

・肢体不自由者のグループホーム等、地域で暮らす新たな取り組みを。 

 →重度の肢体不自由者の受入れに特化したグループホームに関しては、市内をはじめ、周辺市でも施設数は少なく、現状では個々にヘルパーによる

支援を受けながらグループホーム生活を送っていただくことが考えられる。施設整備に関しては、国・県の建設補助の動向を見ながら、事業者との

意見交換により建設意向を把握し、広域的・計画的に増設を支援する必要がある。 

■県立安城特別支援学校 

・本校では家庭における生活・経済環境が厳しい生徒は少なくない。将来的なことを考えると早期から一人暮らしの体験を積み、卒業と同時にグルー

プホームなどへ入居ができる環境が必要である。 

→現状ではグループホーム数、居室の空きも少なく、卒業後すぐに入居は難しいところだが、普段から相談支援事業所に希望を伝えるなど相談をし

ておくことで、グループホームの早期入居を検討していただきたい。 

・社会人だけでなくなかなか学校へ登校できない児童・生徒などが、曜日や開館時間に関係なく気軽に立ち寄れ、仲間同士で語ったり、余暇の活動が

できたりするような地域活動支援センターの設置を望む。 

→この４月にスタートする地域活動支援センターは、精神に障害がある方が気軽に立ち寄れる日中の居場所として、創作的活動や他の障害者・地域

との交流などを行う緩やかな社会参加の場である。特別支援学校及び特別支援学級については義務教育ということもあり、平日の日中の支援を障害

福祉の分野で行うことは難しいと考えるので、放課後等デイサービスや日中一時支援を活用いただきたい。 

・学校卒業後の就労移行支援Ｂ型のサービスを利用するにあたり、国から定められたシステムには問題ないが、市が最終的なアセスメントにおいて結

論を出すとき、その協議の場に学校関係者が関わっていないことに疑問を感じる。 

→今年度、卒業後のサービス利用のためのアセスメントとして夏休みに就労移行支援事業（暫定支給決定）におけるアセスメントを実施し、最終的

に相談支援担当者会で承認を得るという形を取ったが、支給決定の可否に関する意見を徴するという意図で、最終的な進路ではないと考え、学校関

係者は呼んでいなかった。しかしながら、今後の進路に影響する内容ともなるので、必要であれば来年度からは声かけをさせていただく。 
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■安城市手をつなぐ親の会 

・安城市内の事業所は短期入所の受け入れ人数、また日数が少ない。特に重度の障がい者を持つ親は、短期入所をもっと利用したいと思っている。 

 →短期入所事業の不足については、市内に限らず、圏域でのテーマとなっている。アンケート結果や、毎年、自立支援協議会において各事業者様に

今後の施設整備計画をお聞きしたものを参考にしながら、施設整備を考えていきたい。また、平成２６年２月に、ポテト福祉会が運営する短期入所

事業所が、新施設への移転に伴い、受け入れ態勢が充実したこともあるので、地域の資源として活用していただきたい。 

・地域生活支援事業として、知的障害者等入院時コミュニケーション支援事業を是非お願いします。 

 →前回の懇話会でもいただいた意見ですが、同様な事業を実施している事業の事例を確認したところ、入院時に医師等と意思疎通のため、関係事業

者を派遣し、利用者とのコミュニケーションを図るための支援となっていた。この事業の実施は、医療機関の理解と、支援を実施する関係事業者の

協力が必要となる。これらの課題解決に向け、今後検討していく。 

■社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

住み慣れた地域の中でいきいきと安心した生活を送るためには、できる限り身近な地域で医療、介護、保健、生活支援その他の適切な支援を受けられ

ることが重要です。また、適切な支援へとつながる、利用しやすい相談支援が求められています。福祉サービスに対するニーズの多様化・高度化にと

もない、一人ひとりの意向や心身の状況等に応じたきめ細やかな支援、乳幼児期から学齢期、青年期、壮年期、高齢期に至るまでのライフステージに

応じた切れ目のない支援が求められています。高齢化社会の進展により、いわゆる“親なき後”も地域生活を継続していくための支援が必要だと思い

ます。 

→ご指摘のとおり。アンケート調査の自由意見でも“親なき後”を心配される意見があった。成年後見制度の認知度は、比較的高い数字がでていた

が、今後この制度の需要が高まると想定されるので、引き続き事業継続が必要と考えている。 

■精神障害者家族会「ぶなの木会」 

家族会が長年お願いしてきた、どこへも行くところのない精神障がいの方、ひきこもりの方の日中の居場所、地域活動支援センターが２６年４月より

法人へ事業委託されること、家族支援の大きな事業であり家族会としてとても感謝致して居ります。併せて、市内に精神の方のグループホームをお願

いしたい。 

→安城市はもとより、県内においても精神に障害がある方を対象としたグループホームは不足している状況であり、安城市としましてもグループホ

ームの整備が必要と考えている。今後の方向性としましては、各法人・事業所に国県の助成・補助等を活用した施設整備の検討をお願いしていきた

いと考えている。 

■特定非営利活動法人「めーぷる」 

・不足するとささやかれてきた日中活動の場も現時点では充足しているとのこと。中長期的には、住まいの場の実現が課題になるのではないか。 

→住まいの場として代表となるグループホームについては、自立支援協議会において各事業者様に今後の施設整備計画をお聞きしたものを参考にし

ながら、施設整備を考えていきたい。 
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(4) 保健・医療について 

■県立岡崎特別支援学校 

・障害者の重度重複化に伴い、施設内における医療的ケアへのニーズが高まってくると思われる。看護師の常駐等を含め、安全で安心な施設での生活

環境を整えていく必要を感じる。 

 →重症心身障害児者を対象とした医療的ケアの必要な方の支援策として、自立支援協議会の重心分科会から提言を受け、平成２６年度から運営費補

助を行う予定。基準以上の職員を加配した場合に、基準額以内で人件費を補助する。日中の通所サービス（生活介護事業、児童発達支援事業、放課

後等デイサービス事業、日中一時支援事業）の中から１つの事業と、短期入所、２４時間体制のホームヘルプを複合的に実施する事業所又は重症心

身障害児においては、訪問看護と療養通所介護に併せて児童発達支援か放課後等デイサービスを複合的に実施する事業所を対象に運営費補助を行う。 

・施設内の昼食時の対応として、利用者一人ひとりの摂食の状況は様々であるため、調理形状を含めて対応していただけるとありがたい。 

 →昼食の提供内容についてはキザミ食、ミキサー食などがあるが、対応できる事業所もあるので、相談してください。 

■社会福祉法人 ポテト福祉会 

・療育手帳Ｃの方の医療費負担の軽減。 

 →現行制度では、療育手帳のＣ判定の方の医療費の助成制度はない。本市における医療費の助成制度は、身体障害者の方は、１～３級と一部４級の

方、療育手帳は、ＡまたはＢ判定の方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、１・２級の方が助成の対象になる。ただし、この他にも手帳の所

持がなくても、自閉症状群と診断された人が別に診断書を提出した場合に同様な制度を受けられる場合もある。等級の範囲は、県の福祉医療支給事

業事務取扱要領で定めがあり変更はできません。 

■安城市ボランティア連絡協議会 

・定期検診は受けにくい状況です。重度の障害があっても、定期検診や治療が受けやすい体制（時間・場所）づくりを。 

→市が行う健康診断には、特定健診などがあるが、人間ドックなどの健診実施機関では、障害の状況に応じて安全に受診できるかどうか判断し、受診

可能な状態であれば、受診時間にも配慮している。予約申込み時に健診実施機関に確認が必要です。 

・重度障害に関わる医療費など、これまで以上の医療費補助の充実を。 

 →医療費の助成制度については、先ほど申し上げたとおり県要領に定めがあるので範囲を広げることはできません。 

■県立安城特別支援学校 

・子ども発達センターの開設に向けて医療、保健等連携が取れるシステムが必要である。この機会に関係機関をつなぐ連携協議会が発足できるとよい。

子供たちの地域での生活や支援について先を見通して市全体の核となる人たちで課題解決に向けて動ける（推進していく）会が必要である。 

→平成２６年度から自立支援協議会の児童担当者会を設置することについて、第３回自立支援協議会において承認を得た。障害児の問題に特化した

話し合いの場をつくること並びに関係機関との連携を図り、幼児期や学齢期の支援を円滑に進めるため、また、子ども発達支援センター設立のため

の話し合いを予定している。 

・児童精神科医が必要である。 

 →こども発達支援センターの整備に向けて、嘱託医の配置を検討している。 
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■安城市手をつなぐ親の会 

障害者入院時に院内介助を、現在福祉サービスを利用している事業所（本人のことを知る）がサービスの提供をできるようにして欲しい。（有償でも） 

 →入院時に医師等と意思疎通のため、関係事業者を派遣し、利用者とのコミュニケーションを図るための支援を今後検討していく。 

■社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

身近な地域で専門的な相談や診察により、重症化の防止を図るため、行政と専門的な機能を持つ医療機関、福祉施設等との連携を進めることが求めら

れます。障がいのある人が地域の中で必要な医療が受けられるように、地域医療機関・地元医師会の協力を得ながら保健、福祉との連携を強化した地

域の医療体制づくりを進めることが必要だと思います。 

→ご指摘のとおり。今年度地域福祉計画が策定されますので、関係課と連携を図りながら進めていく。 

■精神障害者家族会「ぶなの木会」 

ＡＣＴ（訪問医療）を医療につながらない方、中断の方につける体制・組織づくりを。 

→ACT（Assertive Community Treatment：包括的地域生活支援）は, 重い精神障害をもった人であっても, 地域社会の中で自分らしい生活を実現・維持でき

るよう包括的な訪問型支援のこと。精神保健福祉法の改正により、長期入院患者等の地域移行が進められ医療機関と相談支援事業所の連携が必要にな

ってくる。まずは、長期入院者等に対する支援体制の構築を行うことが必要となるが、医療との結びつきがない方に対しては、個別に訪問等を行う

必要も考えられるため、今後の検討課題とさせていただく。現状としては、日々の相談支援において、必要に応じて医療に結びつけられるよう引き

続き連携を図ることとする。 

■社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

来年度より、精神保健福祉法が改正され、精神科医療の大きな改革がなされます。その中に、大きな柱として医療と地域福祉事業者との連携が記載さ

れております。私どもの法人もその役割を担う立場にあることを理解し、スムーズな連携を進められるよう、来年度自立支援協議会精神保健福祉担当

者会を通して関係を深めていきたいと考えております。 

→精神保健福祉の分野につきましては今年度まで分科会の位置付けでしたが、その重要性から平成２６年度は精神保健福祉担当者会として検討する

テーマのひとつが「医療機関との連携強化について」である。担当者会には医療機関のケースワーカーの方も出席いただくので、入退院時にスムー

ズな情報提供・連絡調整ができる体制を整えていただきたいと思う。 

 

(5) まちづくり（バリアフリー、防災等）について 

■県立岡崎特別支援学校 

・本校寄宿舎の防災訓練（年２回）地域のボランティアに協力をいただいている。 

・安城市から通学している児童生徒もいるが、有事の際の保護者引き渡し等が計画どおり行えるかどうかが課題と感じている。 

 →有事に備えた実践的な訓練をお願いしたい。その中で出た課題をＢＣＰなどのブラッシュアップにつなげていっていただきたい。 

■社会福祉法人 ポテト福祉会 

・身障トイレに、大人向けのオムツ交換できるスペースが設置されると助かります。 

→新設するトイレの設計については現状では大人向けオムツ交換できるスペースは設置していない。今後要望を伝えていく。 
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■安城市ボランティア連絡協議会 

・あんくるバスの利便性の向上を。（路線数、便数、車両の改善など） 

 →あんくるバスは、定期的に路線等の見直しを実施している。来年度の見直しの中で、障害者と高齢者の無料化を視野に入れながら、検討中。路線

や便数については、今年度、市内の公共交通の利用が不便な地域の中で、あんくるタクシーの実証実験運行が実施されたので、このような検証を得

て改正されていくと思われる。なお、車両については全路線車いすに対応した小型ノンステップバスになっている。具体的には、平成２６年１０月１

日にあんくるバスの運行ルートやダイヤの大幅な見直しを予定している。通勤・通学にも一部対応できるよう、現行より朝夕の運行時間帯を延長し、

便数の増加を図ることや市外への接続として碧南市民病院や岡崎宇頭地区にバス停を新設するなど利便性を高めていく。 

・小学校の体育館は災害時避難所になるが、車いすで上がる際の「簡易スロープ」の保管場所が分からない。存在を知らない学校もある。 

 →災害時に限らず使用するものであるため、施設管理者が管理・保管していただいている。避難所運営を担当する職員に対しても保管場所や使用の

仕方について周知をしていきたいと考えている。その他の防災備品は、防災倉庫と資機材庫に保管しており、定期的に点検も行っている。また、防

災無線は職員室で管理しており、いつでも無線が受信できるようになっている。また、防災ラジオを設置し、緊急放送が即時全教室に流れるシステ

ムが構築されている。 

・要援護者の「福祉避難所での宿泊訓練」の早期実施により、課題の検討と、要援護者への情報提供により不安の解消を。 

 →福祉避難所を想定した避難訓練について、今年度、福祉センター７箇所で福祉避難所開設訓練を行い、マニュアルの検証を行った。今後は、要援

護者が参加した訓練を検討して行きたいと考えている。また、避難所運営についての机上訓練を実施した。訓練等を通じた運営上の課題整理を行い、

平成２７年度に災害時要援護者の参加する運営訓練の検討を行い、平成２８年度から１箇所ずつ運営訓練を実施していく。 

■県立安城特別支援学校 

・安城市より昨年３月に特定福祉避難所に指定された。しかし、備蓄倉庫の設置時期はまだ未定である。一般避難所にいる障害のある方を本校で受け

入れることになるが、その連絡方法や手順、移送方法等はまだ決まっていない。 

→備蓄倉庫の設置時期と特定福祉避難所の運用について、現在、一般避難所と福祉避難所に順次防災倉庫を設置している。その次に安城特別支援学

校を含む特定福祉避難所に防災倉庫が設置できるよう内部で検討しているので、よろしくお願いしたい。特定福祉避難所の運用については、今年度

マニュアルを作成し、対応して行きたいと考えている。 

■安城市手をつなぐ親の会 

知的障害者も今住んでいる地域で暮らして行く為には、社会全般に障害の特性をもっと理解して欲しい。町内会等では、社会福祉課を通じ福祉委員に

まず理解を。商業施設等では、商工課や商工会議所などを通じ経営者に理解をして欲しい。 

 →障害者理解の啓発という視点で関係課に理解を求めていく。 

■社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

障がいのある人が地域で生活するにあたり、利用しやすい道路や施設等のより一層の整備により、自立と社会参加のしやすい生活環境の整備が必要で

す。また、障がいのある人は交通弱者になりやすいため、公共交通機関の利便性の向上が求められています。東日本大震災以降、防災に対する意識が

高まっており、万が一に備えた普段からの減災対策や地域での訓練、発災時の避難方法や避難所での障がいの特性に配慮した支援や理解等、防災対策

の充実が必要だと思います。 

 →ご指摘のとおり。 
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■社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

精神障害者の方にとって、一番のバリアは地域や家族や自分自身の偏見であると感じています。そのためにも、わがまち安城市に住む多くの方に、メ

ンタルヘルスについて知っていただく機会が持てればと考えております。私たちの法人として、まずもって考えていることは、安城市での精神保健福

祉ボランティア養成講座の復活です。この活動について、ご理解、ご協力を頂けるとありがたいです。 

 →貴法人の活動の活発さに、感謝している。平成２６年度より地域活動支援センター事業の実施をお願いしている。まずは、事業の安定運営をお願

いしたい。提案をいただいた内容を参考にさせていただき、事業の実施に協力できるよう努めていく。 

■特定非営利活動法人「めーぷる」 

・小中学校の授業に、障がい者や高齢者に対するボランティア体験を組み込んではどうか。心のバリアフリーにつながる地道な活動かと思われる。 

 →学校教育における障害者や高齢者に対するボランティア体験の状況について、地域の老人福祉施設を訪問したり、社会福祉協議会の福祉教室など

を効果的に活用するなど、体験的学習を重視した取り組みを進めている。 

 

 

 

(6) 相談体制について 

■安城市身体障害者福祉協会（聴覚部） 

手話で相談できる人がいると良い。 

→現状は、窓口に手話通訳者を配置しているので、相談に利用してほしい。また、平成２５年度より手話奉仕員の養成講座が、総合支援法の中の必

須事業となった。本市においても養成講座を実施し、少しでも多くの通訳者の養成に努めていく。 

■県立岡崎特別支援学校 

・卒業後の地域移行に向けて、相談支援事業所の方々には大変お世話になっている。進路相談の際に来校していただくことで、本人や家庭の状況や事

業所などのサービスを選択する意図などについて引き継ぐことができ、心強い。大変お忙しい中で申し訳なく思っているが、是非来年度もお願いして

いきたい。 

 →各相談支援事業所の判断になるとは思うが、案内があればと考えている。なお、平成２７年度以降は、すべてのサービス利用者に対して相談支援

が関わりを持っているため、計画相談支援事業所へ案内をいただくと効果的かと思われる。 

■社会福祉法人 ポテト福祉会 

・現在、乳児及び未就学児については、ふれあいサービスセンターで相談を実施されているが、体制の拡大が必要だと思います。（安城市サルビア学園の相談

体制を早期に開始して欲しい。） 

 →平成３０年度に、現在のサルビア学園をはじめとする療育機関を集約させた「子ども発達支援センター（仮）」の開所を予定しており、同センター内にお

いて、未就学児等も含めた相談支援の窓口を設置するよう検討していく。 
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■安城市ボランティア連絡協議会 

・相談員の人数が少なく、日常業務に追われ、時間のかかる相談は難しい。早期に相談員の増員と体制づくりを。 

 →相談支援専門員の有資格者は必ずしも不足しているとは言えず、資格を有していながら相談支援業務に従事していない人の割合が多いことが問題であると

言われている。市内のサービス利用者数に対し、市内の相談支援事業所数及び相談支援専門員数とのバランスを見ながら、必要に応じて有資格者に対して相

談支援業務への従事を促すよう働きかけていきたい。 

・相談業務を行う拠点・場所の周知が不足している。広く市民にもわかるようＰＲをしてほしい。 

 →相談支援事業の周知については、広報やウェブサイト上での掲載や、地域で活動していただいている民生委員さんへの啓発等を実施しており、引き続き、

広く相談支援事業の役割を周知するよう努める。 

■県立安城特別支援学校 

・ふれあいサービスセンターから、サービス等利用計画書の作成に際して園や学校の協力も必要となるので連携がとりたいと連絡があった。 

 →サービス等利用計画の作成に当たっては、本人に対する支援のあり方をプランニングするために、学校生活の様子や支援内容等を聞くことがあるので、協

力をお願いいたい。 

・各校のコーディネーターの集まりである特別支援教育推進協議会の内容が市内の特別支援学校に関することに限定されている。通常の学級や進路先、

卒業後の支援などの内容も話し合っていくべきではないか。 

→進路先や卒業後の支援は、本人とっては必要なことと感じる。貴校がこの協議会に参加しているのであれば、このことを伝えてほしい。卒業後を

任される貴校については、連携や情報の共有が必要だと感じる。 

・相談支援業務においては、基幹センターの設置を計画している市が多いが、難しい相談をたらい回しにせず、最終的に必ず受け止めてくれる場所や

部署を設置してほしい。 

 →現状報告相談内容によっては、専門機関に繋ぐケースもあるが、基本的には、初めに相談を受けた事業所が責任を持って対応するよう、自立支援協議会に

おいても認識を一致している。なお、基幹相談支援センターの役割の一つとして、困難な相談を受けた事業所に対する助言等の後方支援を行うこととしてい

る。 

■安城市手をつなぐ親の会 

２４時間３６５日対応の相談窓口の設置を。 

 →現在、常駐型としての設置の予定はない。 

■社会福祉法人 ぬくもり福祉会 

障がいのある人が地域生活を送るうえで、日常生活や社会生活での課題や悩み、不安に対し、いつでも気軽に相談ができ、適切な情報提供や支援を受

けることができる体制が不可欠です。増加する相談への対応や障がいの重度化・重複化等に対するワンストップ相談、アウトリーチ（訪問支援）の充

実等、より効果的・積極的な相談支援体制の構築について検証するとともに、地域の障害者相談支援事業所へのスーパーバイズや相談員の人材育成を

図るため、基幹型相談支援センターの役割は非常に重要です。より質の高いケアマネジメントを提供するため、基幹型相談支援センターと障害者相談

支援事業所の位置づけ及び市の役割について引続き継続性、実効性の検証が必要だと思います。 

→ご指摘のとおりと考える。 
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■社会福祉法人 聖清会 

市から相談支援事業所への依頼の場合に、事業所所在地から遠い利用者様の依頼があり、訪問に時間がかかってしまうため、何かあった時の対応がで

きるよう身近な地域で相談できるような体制がほしい。 

→相談支援の依頼を行う場合は、申請者に了解を得た上で、申請者の住所地や障害種別を考慮して行っているが、本人が希望する場合や、利用希望サービス

によっては、遠方の事業所に相談支援の依頼がある場合もあるので、理解いただきたい。 

■精神障害者家族会「ぶなの木会」 

２４年秋に始まった相談支援（ひだまり）は、多くの方の相談、訪問支援に応じておられ多忙を極めている。また、家族支援にこられた方からも市の

相談体制について「ありがたい」というお言葉もいただいた。訪問支援体制をもっと手厚くできるよう配慮をいただきたい。 

→訪問支援については、サービス等利用計画の作成や定期のモニタリングの際には必要な業務であり、計画相談支援を受給されている方に対しては訪問支援

がされると思う。相談支援体制については、自立支援協議会において協議を重ね、国が示すとおり平成２６年度末までには、全てのサービス利用者に相談支

援をつなげていけるような体制整備を行い、今後は計画的にサービス等利用計画の作成が進むよう、引き続き相談支援事業所との連携を図っていく。 

■社会福祉法人 ぶなの木福祉会 

平成２４年１０月より、私たちの法人では相談支援事業を開始しました。理由は、平成２６年度末までに、サービスを使う精神障害者の方に計画相

談を届けたいという想いとともに、引きこもりの精神障害者の方への、粘り強い・根気強い専門的な訪問相談支援をお届けすることが必要だという想

いからでした。現時点で１年半弱経過し、引きこもり相談や引きこもり家族相談にも当たっておりますが、他のサービス利用の方の計画相談に追われ

るのと、すぐにはサービスに結び付きにくく事業運営費も入らないという経営的な面で、どうしても大きな力が注げなくなっています。そのような方

に対し、訪問相談をミッション（業務）として行う相談支援事業の必要性を感じております。 

→ぶなの木福祉会が運営する相談支援事業所「ひだまり」様においては、積極的に相談支援事業を実施し、非常に頼りにしている。訪問相談については、障

害福祉サービスの利用者であれば相談支援事業所による訪問（モニタリング時等）があるが、サービス利用をしていない方については、個別に訪問支援を行

う体制は整備しきれていないのが現状。個別に訪問を行うこととなるなど、業務も多様化することから、今後の検討課題とさせていただく。 

 


