
第５回 安城市障害者福祉計画策定委員会 議事録 

 

日 時 平成 26 年 11 月 14 日（金） 

 午後１時 30分～午後３時 00分 

場 所 市役所本庁舎３階 第 10 会議室 

 

１．あいさつ 

  委員長：どうも皆さんこんにちは、お忙しい中、定刻までにお集まりいただきまして

ありがとうございます。また、増田先生にも出てもらいまして、ありがとう

ございます。障害者福祉計画策定委員会も今回で第５回目を迎えます。いよ

いよ大詰めを迎えるという段階になってきたかと思います。ただいま事務局

からありましたように、今回は先回の宿題となっております推進テーマ、こ

れを事務局の方で３案にまとめてくれたようでございますので、できますれ

ばこの中で皆さんにご決定をいただければと思います。また、計画の本文の

方ですけども、今回、第３部の障害福祉計画、こちらについては、それぞれ

具体的な数字を記入して、改めて皆様の方にご提案させていただいておりま

す。いずれにしましても、せっかくつくる計画でございます、障害者の皆さ

んが、普通の健常者と同じように暮らせるんだなということが実感していた

だけるような計画になればというふうに願っております。率直なご意見を投

じていただきたいと思います。そして、今日の会議である程度まとめさせて

いただきまして、そのあと、一般市民にこれを公表し、市民の皆さんのご意

見を伺う、いわゆるパブリックコメントが予定されておるようでございます。

次回は、そのパブリックコメントで市民からいただいた意見についてはどう

すべきかというのを皆さんにはかっていきたいと思いますけども、皆さん本

人のご意見をなんとか今日で出しつくしていただいて、満足いただけるよう

な計画になれば幸いかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

２．議題 

 (1) 計画の素案について（資料１） 

  ア 第１部、第２部及び計画の推進等について 

   （事務局より資料説明） 

  委員長：ご質問等あるか。 

      とくにご意見ないようなので、次に移りたい。 

 



  イ 第３部について 

   （事務局より資料説明）  

  委員長：ご意見ご質問等あるか。 

  委 員：私どもの自立支援協議会に計画の資料が届くのが遅くて、こういう中身を協

議するには私ども事業者の意見が反映されるべきだと思っている。今回、評

価、進捗状況等を行うと明記されているので、今後、私どもも計画の進捗状

況として、その都度でやっていけたらと思った。今回、計画が２つ一緒にな

ったわけで、今まで以上にボリュームがあるので、スケジュールを少し段階

的にやれたらなと思った。 

  事務局：計画の策定について、資料の提示が遅れて大変ご迷惑をおかけした。法的に

は障害者計画については自立支援協議会の位置づけというのがないが、障害

福祉計画の方については自立支援協議会の意見を聞くということになってい

るので、そういう形で資料を提示させていただいた。ただ、国や県の方から

の通知等が届くのが遅れて、十分な検討時間を設けた段階で資料や数字等を

示すことができないで申し訳ございませんでした。今後とも事業、計画を策

定して、そのあとの進捗の中でも必要に応じて自立支援協議会等にもご報告

させていただいて、この計画の推進に努めていきたいと思うので、よろしく

お願いしたい。 

  委員長：自立支援協議会の中に作業部会等あるが、そういうところは今回の場合は結

果として出ているぐらいで、事前に皆さんのご意見を伺うというようなとこ

ろまではできなかったのか。 

  事務局：最初に数字をある程度、叩き台の叩き台ぐらいの段階だったが、お示しした

のが自立支援協議会の作業部会で、ご意見等あればということでご提示させ

ていただいている。 

  委 員：27頁の子ども発達支援センターのイメージのところで、私は教育センターに

いて、相談を担当していたが、教育センターの相談室にきた子どもたちの話

を臨床心理士さんが聞いて、こういう障害があるんじゃないかという話はで

きるが、診断するというのは医師じゃないとできないので、医療機関を紹介

するが、その医療機関がほとんど市外で、安城市内に紹介できる医療機関が

ない。今度、子ども発達支援センターができると聞いたので、この中に医療

機関が入ってくると思っていたが、今回入っていなかったので、次の段階で

と、この前伺ったが、ぜひとも早く医療機関を安城市の方につくっていただ

きたいという強い気持ちがある。 

それから、29頁に「今後、乳幼児期から始まり……卒業前・卒業後を含めラ

イフステージの変化に伴う支援者の不安解消に努めます」とあり、具体的に

何をするかということだが、学校では個別の教育支援計画をつくっていて、



小学校から中学校へ、保護者の了解を得て上げていくことができ、また、保

護者の希望があれば高等学校へも上げていくことができるが、幼稚園・保育

園と小中学校とではどちらも個別の教育支援計画があるが、様式がまったく

別のもので、またつくりなおさないといけないので、乳幼児期から学齢期後

まで一貫した、全部同じ様式のものができるといいなと思っているので、ぜ

ひとも実現していただきたい。 

  事務局：臨床心理士については職員として配置していく考えです。医師については、

なかなか専門医を確保するのがむずかしいというのがあって、調整しながら、

嘱託医という形で、月に何回もやるのはむずかしいが、子育てができるよう

な体制をつくっていこうという取組は考慮しているので、よろしくお願いし

ます。 

      ２点目の個別の支援計画については、過去にご意見いただいた経緯があって、

市の方でも療育センター、あるいはサルビア学園、そして小中における学齢

期の支援計画がそれぞればらばらになっているので、これを個人という観点

から一つのものにできないかという協議をもった経緯がある。結果的にはそ

れぞれのご意見がまとまらずに一つにできなかったと聞いているが、その原

因がどこにあったのかという部分はまだ分析できていない。ただ、私どもも

最終的に必要になっていく部分だと話しているので、引き続き、統一する方

向でお話していきたいと思っている。 

  委員長：86 頁の目標設定(1)①に平成 25年度末の施設入所の 12％以上が云々とある 

が、この表現だと 25年末の施設入所者数は何人かという疑問をもった。例え

ば、90頁だと同じような表現で、平成 25年末の施設入所者数 96人のうちと

具体的な数字が出ているので、表現を統一した方がいいのでは。 

  事務局：86頁にある目標設定の内容は、国が定めている指針の内容をそのまま記載し

ている。それに対する安城市の中の情報を 90頁に記載しているという形にな

っているので、86 頁についてはこのままの記載とさせていただきたいと考え

ている。 

  委員長：あとはとくに意見ないようなので、アとイの内容については事務局の提案さ

れた原案でご理解いただけるなら、挙手をお願いしたい。 

      （委員による挙手） 

  委員長：基本的にはこの内容で委員の皆さんのご理解をいただいたので、これでパブ

リックコメントにかけるようにお願いしたい。 

 

 

(2) 推進テーマについて（資料２） 



 （事務局より資料説明） 

  委員長：推進テーマについて事務局の思いの説明があり、３つの案が出された中で②

がいいとのことだったが、それは忘れていただいて、改めて白紙に戻って、

テーマ案についてご意見あるか。 

  委 員：②もいいかなとは思うが、共生社会という言葉が一般的にわかりにくいかな

と、私自身も含めて。私は③「自立を助け みんなで暮らせる 社会の実現」

がいいのかなと思う。 

  委 員：個人的な理由で中座させていただくが、自分としては「ささえあい みんな

でつくる まちづくり」でお願いしたい。 

  委 員：②「自立とささえあい みんなでつくる 共生社会」がテーマに対して一番

ふさわしいのではないかと思う。 

  委 員：障害者の人とよくお話や活動をしているが、そういう人との関係からいって

も、安心して共に暮らせるというようなことがお望みであり、防災等という

と、おいてきぼりにならないかと心配だということだから、一緒に進もうと

いうことで、①「安心して 共に暮らせる まちづくり」がいいのでは。 

  委 員：団体の活動で若い頃から毎年スローガンをずっとつくってきて、共生社会と

いう言葉は何十年前かに一時流行ったことがあったが、久しぶりに聞いて、

この言葉が今また流行ってきているのかわからないが、共生というと無理矢

理という感じがして、あまり好きではないので、もう少し違った言葉の方が

いい気がする。「自立とささえあい みんながつくる」までは大賛成なので、

共生社会にかわる言葉があればと思う。 

  委 員：共生社会にかわるなら、「まちづくり」しかないのでは。 

  事務局：共生社会という言葉について経緯をご説明させていただくと、障害者につい

ては権利条約等の中でインクルージョンという話があり、そういった健常者

も障害者もともに理解しあって、お互いに助け合い、支え合っていく社会と

いうのが共生社会。この共生社会というのは障害者云々というだけではなく、

介護保険法上の地域包括ケアシステムの中にも共生社会、いわゆる介護が必

要な方と元気な高齢者がお互いに助け合いながら、地域で見守りながら、皆

さんが同じ地域で過ごしていくというイメージをもったのが共生社会。ただ

言葉のイメージが固いというのは理解できる。 

  事務局：「ささえあい みんなでつくる まちづくり」だと、つくるという言葉がつな

がってしまうので、「みんなでつくる」を入れるのであれば、最後はまちづく

りでない方がいいのかなと事務局としては思った。 

  委員長：共生社会という言葉そのものは今の時代に沿った言葉だというふうには皆さ

ん理解してないようですね。 

  委 員：学校では共生社会という言葉の代わりに、共に生きるという言葉をよく使う



ので、「自立とささえあい 共に生きる まちづくり」にしたら、共生社会の

意味も入るし、つくるが重ならないのでどうか。 

  委 員：自立という言葉をぜひ入れていただきたい。というのは、障害者当事者の前

向きな姿勢というか、能動的な姿勢が自立という言葉で期待できる。 

  委員長：①と、②と③は近いので、②の方の先ほどのご意見等から「自立とささえあ

い 共に生きる まちづくり」、このへんぐらいで集約したらどうかと思うが、

この２つではかるということに対してなにかご意見あるか。 

  委 員：「共に生きる」よりも「共に暮らせる」というのが、やわらかくていいのでは

ないか。 

  委員長：「自立とささえあい 共に暮らせる まちづくり」という表現は事務局として

はどうか。そんな表現になってもいいか。 

  事務局：はい。 

  委員長：①の「安心して」にするか、②の「自立とささえあい」にするか。あとは「共

に暮らせる まちづくり」でいいと思う。 

  委 員：①の「安心して」に置き換えて、③の「自立を助け」に変えるのはどうか。 

  委 員：②が一番いいと思うが、共生社会という言葉だけが引っかかっている。 

  委員長：障害者も健常者も一緒に暮らせる社会が共生社会という意味だから、共に暮

らせるという言葉でも同じ意味だととれるので、「安心して 共に暮らせる 

まちづくり」か、「自立とささえあい 共に暮らせる まちづくり」、この２

つで決めたいと思うが、ご意見あるか。 

  委 員「自立を助け 共に暮らせる まちづくり」はなしか。 

  委員長：「自立とささえあい」のささえあいが助けで、基本的に意味は同じようなもの

じゃないか。 

  委 員：「自立とささえあい」に分けるより、「自立を助け」と一つの言葉の方がつな

がりがいいかと思ったが。 

  委員長；自立はどちらかというと障害者が主人公だし、ささえあいは健常者の方がと

いうことで、障害者も自立するための努力をしてくれないといけないという

ことで、そのへんを残したい。 

  事務局：深く考えちゃうと、「自立を助け」だと本人は自立したくないのに無理矢理と

いうことも思われるのではないかという気はしないでもない。 

  委員長：では、「安心して 共に暮らせる まちづくり」と「自立とささえあい 共に

暮らせる まちづくり」でご意見をお伺いする。 

      （挙手による投票） 

  委員長：後者の方の数が多かったので、推進テーマとしては「自立とささえあい 共

に暮らせる まちづくり」に決定させていただいた。 



３．助言 

 ・最近、サービス管理責任者、通称サビ管と呼んでいたり、相談支援者の研修に出かけ

ると愕然とするのは、質が急速に落ちてきている。計画づくりができない、相談がで

きない人たちが研修を受けて、とりあえず研修を受ければ資格は取れるだろうという

意向があって、障害者の事例が理解できないという人たちが、ただ座って研修を受け

るという様子を見てとれたときに、こういったシステムができたときの熱い熱気ある

方々の取組と、それが冷めて、商売っ気が出てきたという感じがとても強くしている。

相談支援というのは障害の方々にとって根幹にあるもので、例えばサービスの利用計

画というのは障害者の人生設計をするんですよ、支援計画というのは生活設計なんで

すよと言っても、それが通じない。計画作成がいかに障害の方々にとって重要な基盤

になっているかという理解を改めて促していかなければいけないという危機感を持っ

ている。そうした事情に対して、求心力から遠心力へと最近は言っている。事業者さ

んはかき集めることには熱心だが、遠心力、つまり地域にしっかり根付かせていくこ

とに対する事業者の関心は薄い。ここのところをしっかり見極めて、本来、今の施策

の方向性というのは、その事業そのものも地域の中に還元されていくというのが大前

提にあると思うので、このへんを自立支援協議会や行政の方々にしっかりおさえてい

ただいて、ニーズ主導にしっかりと足を置いて議論していただきたい。したがって、

目標値や見込量について厚労省指針がいろいろ示されているが、これらの数値はあく

までも本市における実践によるデータ、なおかつ利用者さんたちのニーズを見据えた、

裏付けのある、根拠のある数字を出していくことが市町にとっての誠実な取組ではな

いかと思っている。 

 ・今度の計画のもう１つの目玉は障害者支援がしっかりと盛り込まれてきたこと。先ほ

ども貴重なご意見があり、京都や三重なんかでもそういった取組がなされている。と

ころが、情報アクセスを整えていくと、個人情報を含めた管理の問題が出てきて、一

枚のシートがずっと有効に使えていける面もあれば、それをどうやって管理していく

のかという面もあって、サービスをする事業者側のしっかりとした顔の見える管理を

しないといけないと思う。行政にとっても事業者にとっても顔が見えるというか、な

にがどこでどのようなサービスをどのように展開しているかということが見えるよう

な基礎づくりをして、データ管理をしておいて、そこに信頼を得て、利用者さんのニ

ーズをお伝えし、支援をすることができるということが大事な取組である。 

 ・障害者支援は家族支援抜きには語れない。健診を受け、就園し、就学しという節目節

目で同じことを聞かれ、同じことを説明し、なかなかわかってもらえない。そこに継

続的な家族支援が必要で、行政の方々にしっかりと支えていただくような支援づくり、

体制づくりをしていただきたい。 

 ・障害者支援ということは、働くこと、住むこと、収入を得ることだと言っている。働

くこととは収入を得たり、日中活動をしたりということもあるが、障害のある方々の



社会的役割を回復、あるいは確立すること。私たちの支援というのは障害者に対して、

ほんとに社会や地域が期待しているのか、彼らが地域に貢献し、地域で役割をはたし

ていくことを想定した支えをつくろうとしているのか。むしろお客様にして、そうし

た方々をサービスのシステムの中に乗せることに一生懸命になっていないか。働かせ

方支援ではなく、働き方支援につなげなくてはならない。既存の働きの集団の中に彼

らを適用させようとすればするほど、障害のない方たちだって大変な苦労だが、障害

のある方々はもっと苦労する。じゃあＡ型Ｂ型の事業者の中に入れて、その方々にふ

さわしい、ジョブコーチも含めた支援が整っているかというと後手後手で、いまのと

ころ事業者任せだが、事業者の質の差が両極端にわかれている。彼らを働かせて役に

立たなければドロップアウトしてしまうということをどこかで事業者さんが想定して

いるところが多いので気になっている。とりわけ特別支援学校と事業者をつなぐ支援

において、就業生活支援センターがまだ十分機能してないので、本市においては就業

生活支援センターをうまく使ってほしい。 

 ・住むことに関しては、やはりグループホーム。最近ははっきりと、親との共依存から

抜け出すべきだと言っている。子どもたちは成人したら、親との依存関係から一歩抜

け出して、年金と、ささやかであっても就労のお金等を持って生活できる基盤と、地

域の中で理解をしてあげながら暮らしていくためのグループホームが必要不可欠。と

ころが近隣の市街地でこのところグループホームに対する地域の反対が意外とあり、

つくっていいよ、でも私の家の前につくられちゃ困る、地域につくられちゃ困るとい

うせめぎ合いがすごい。ここにいらっしゃる皆様方や行政の方々に、地域の中に根付

かせるための支援をいただけたらと思う。 

 ・こうした計画の中で特別に採り上げていただきたいことが３つ。 

①精神障害者のための地域支援。就労にしても生活にしても継続的な支援が欠かせな

いし、医療とのつながりも欠かすことができないので、精神障害者の方々の地域定

着に向けての相談支援体制等は特記すべき事項だと思う。 

②重症児・者の地域支援。重症児は突然ショートステイが必要になるから預けさせて

くださいといっても受け皿がない。その重症児・者のもつ障害特性を理解して、支

援しないといけないので、日常的に情報交換しておかないと、突然預けますといわ

れてもむずかしい。 

  ③障害の方々の高齢化問題。ここは手つかず状態。私たちでも年齢的に高齢化してい

けば、人間関係や生活環境も変わっていくが、障害者の方々の場合は子どもとお年

寄りが混在した生活になっていくので、これは障害者としてひとまとめにできない。 

 

 

 

 



４．その他 

 (1) パブリックコメントについて 

    募集期間 平成 26 年 12 月 15 日（月）～平成 27 年１月 13 日（火） 

    閲覧場所 障害福祉課、文化センター、各地区公民館、市民交流センター、福祉セ

ンター、公式ウェブサイト等 

 

 (2) 第６回安城市障害者福祉計画策定委員会について 

    平成 27 年２月 17日（火） 午後１時 30 分～（予定） 

  安城市役所 本庁舎３階 第 10 会議室 

 

  事務局：全体に渡ってご質問ご意見等あるか。 

  委 員：途中で言えなかったが、医療の部分で子ども発達支援センターの方で嘱託医

という話をされたが、それは点であって、地域全体という面のことで考える

と、今後、医師会との連携がうまく進んでいくことを期待したい。 

  事務局：子ども発達支援センターについては概要等を協議している最中なので、そう

いったことも踏まえながら考えていきたい。 

      今日ご審議いただいた計画書の案について、誤字の訂正などあれば事務局の

方で検討して、委員長とも相談しながら決めさせていただきたいと思ってい

るので、よろしくお願いしたい。見込量の数字についても、細かく正確なも

のではないので、場合によっては端数を 00 にまとめさせていただくような形

をとるというようなことも、全体の見直しの中で、パブコメまでに事務局の

方で検討させていただきたいと思っているので、よろしくお願いしたい。そ

れでは、これをもちまして策定委員会を閉じさせていただきます。長時間あ

りがとうございました。 

   

以 上 


