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第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）策定委員会（第３回）会議録 

平成 29 年 10 月 20日（金）午後１時 30分～３時 30 分 

一宮市中保健センター ２階 集団指導室（北） 

出 席：１５名 欠 席：４名（内２名代理出席） 

１ 開会 

（１）あいさつ 

（福祉課長） 

こんにちは、福祉課長の橋本です。只今から、第３回一宮市障害福祉計画策定委員会を開催

します。 

本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りありがとうございます。また、日頃は福祉行政にご理

解とご協力を賜り、まずお礼申し上げます。 

本日は澁谷委員、落合委員がご欠席、滝川委員がご欠席代理で津坂様、山田委員がご欠席代

理で堀様がご出席です。平山委員がまだおみえになっていませんが、本日過半数の委員にご出

席いただいておりますので、一宮市障害福祉計画策定委員会設置要綱第５条の規定に基づきま

して成立しております。 

それでは、会長からご挨拶をいただき、ここからは進行をお願いいたします。 

（会長） 

本日は大変お忙しい中、皆さんの出席をいただきましてありがとうございます。 

今日はたくさん資料があり、送ってきていただいた資料を見ているだけで半日ぐらいかかっ

ていると思います。そういう点で、今日の審議は非常に濃密なものになると思いますので、積

極的に疑問点やご意見について、意見を申し述べていただきたいと思います。今日は欠席の委

員で代理の方が出席されていらっしゃいますが、発言は議決には参加できませんが発言するこ

とはできますので、積極的にご意見等を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。 

議事に入る前に、本日の議事録の署名者を決めさせていただきます。事務局として従来どお

り名簿順に行っておりますので、今回第３回は私と山村委員、栗本委員が署名するということ

でよろしいでしょうか。異議がないようですので、山村委員と栗本委員、よろしくお願いしま

す。 
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２ 議事 

（１）アンケート結果報告書について 

（会長） 

それでは次第に沿いまして、（１）アンケート結果報告書について、事務局から説明をお願い

します。 

《資料１について説明》 

（会長） 

今、事務局から説明がありました資料１の議題につきまして、皆様からご意見、ご質問があ

りましたら積極的にご発言をお願いしたいと思います。 

（副会長） 

集計結果の回収率ですが、市民意識調査の 59％はよいのですが、事業所調査の 43％が少し気

になります。私は少し低いと感じますが、回収率についてどう評価したらよいのか、事務局と

してはどう考えていますか。 

（事務局） 

結果として今回こういう数字になったと受けざるを得ません。数字としては決して高いとは

正直思っていません。ただ、実際に事業所からお答えいただいたという事実はあります。事業

所サイドとして力を入れてほしいサービスというのは、全部が全部ではありませんが、こちら

が考えていた課題はある程度出てきていますので、数字が 50％を切っているということはあり

ますが、一概に形骸化するわけでなく、それなりの結果として反映していきたいと思っていま

す。 

（会長） 

他にどうでしょうか。前回も詳しく説明されましたが、なかなか理解できなくてその場で見

たという感じで、うちへ持ち帰って見てもどうかと思いましたが、何かご意見ありますか。 

ないようでしたら、次の議題へいってよろしいでしょうか。では、議題１の報告書の内容に

ついては、事務局どおりということにします。 

（２）障害福祉等サービス及び地域生活支援事業の見込量について 

（会長） 

では、（２）の障害福祉等サービス及び地域生活支援事業の見込量について、事務局から説明

をお願いします。 
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《資料２について説明》 

（会長） 

事務局から説明がありましたが、皆さんからご意見はどうでしょうか。 

データを出していただいて、それに何を掛けるのか。伸び率でいくのか、あるいはアンケー

トの結果でもう少し伸びるのではないかということでデータを入れていただいて作っていただ

いたということでよいでしょうか。 

（事務局） 

はい、そうです。 

（会長） 

２枚目の日中活動系サービスの見込み方の特別支援学校卒業生について、全体で 176 人いて、

それを３分割して 59 人ずつにしていると理解しましたが、実際には１年生、２年生、３年生が

いますので、平均ではなくそれを予測した方が真実はわかると思います。３年生が非常に多か

った場合と、２年生が少なかった場合などいろいろありますから、平均で出していいのかとい

う気がしました。 

この新規分の意向分というのは、あくまでどのサービスを使うかという意味での意向ですか。

移動するという意味での移行ではないですね。サービスを使うという意向でよいですか。 

（事務局） 

はい、そうです。 

（会長） 

知的障害者数はそんなに伸びていませんが、精神障害者数は伸びています。退院の数は県が

出していますが、市としてはそれを反映していますか。 

（事務局） 

そうです。病院に入院されている方が、将来、地域に移行するという人数の数値で、一宮市

の分として、65 歳以上の方、65 歳未満の方の人数が計算値で出ます。それだけの方を地域で受

け入れられるような社会資源を管理して計画しなさいというのが、今回の福祉計画の中でも謳

われています。そこはもちろん網羅してはいますが、そこが全部入ってきているわけではあり

ません。一応、その数値は念頭には置いています。 

（会長） 

具体的に今説明されたのはどこに入っていますか。３枚目の地域移行支援や地域定着支援と

いうところですか。 
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（事務局） 

もちろんそうですし、居住系サービスの見込みで、地域で住むために訪問して援助していく

というサービスになりますので、そこにも入ってきます。直接、計数的には出てきませんが、

県から出ている数値はなかなか高い数値で、４期の計画における地域移行者数の成果目標とし

て県が出した目標値を現在一宮市が達成できているかというと、地域移行に関しては到底及ば

ない数字にはなっています。現実的なところで、自立生活援助サービスでは平成 32 年度までに

10 人の利用という算出をしています。 

（会長） 

例えば、居住系サービスのグループホームの利用については 33 人ぐらいを見込んでいます。

この中に知的障害も精神障害も入っているということでよいでしょうか。 

（事務局） 

どちらかというと精神障害の方の受け皿という意味は大きくなってくると思っています。地

域移行の受け皿として重要な社会資源ということもありますので、引き続き伸びていく社会資

源であろうと感じています。 

（委員） 

最後の表の「子ども･子育て支援事業の見込み量」について、保育園の障害児保育で見込みの

人数が平成 29年度 239 人、平成 30 年度 285 人となっていますが、資料３の 47 ページを見ます

と平成 27 年度 259 人、平成 28 年度 272 人と増加傾向にあるにもかかわらず、平成 29 年度が

239 人と落ち込んで、平成 30 年度が 285 人と増加しています。平成 27 年度、28 年度からすれ

ば平成 30年度、31年度、32 年度は妥当な数値と思いますが、29年度だけ落ち込んでいるとい

うのは、実際に数値が出ているからその数値を入れているということでしょうか。そうであれ

ば、この落ち込んだ分を網羅して 30年度以降に反映させなければいけないのではないでしょう

か。平成 29 年度だけ落ち込んでいるのは、違和感があります。何か理由があるのでしょうか。 

（事務局） 

見込み方として、すべての園児の中の障害児保育利用者の割合を算出すると、平成 28 年は

4.7％の人が障害児保育を利用していたということで、それを別の計画で推計されている児童数

の推計値と掛け合わせて見込み量を出しています。平成 29 年度の数値も保育園を利用する人の

推計に掛け合わせて出しています。母数自体が今より少ない推計で出ていて、少し落ち込んで

いると思われます。 

（委員） 

平成 30 年度から母数の数値が戻るのですか。 

（事務局） 

平成 29 年度の実績もここまで落ち込んでおりませんので、委員のご意見を踏まえて、再検討
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いたします。 

（委員） 

１ページ目の「人口及び障害者数、比率の実績」の表にある平成 24 年度から平成 28 年度ま

での身体障害者数と知的障害者数の数字と、３つ目の表と２つの棒グラフの平成 25 年度から平

成 29年度の人数が１年度ずれています。どちらが正しいでしょうか。 

（事務局） 

下の表は平成 25 年度からの推移が載せてありますが、これも実際には 1 年ずれて、平成 25

年度が平成 24年度になります。 

（平山委員） 

そこをずらしてしまうと、２つ目の表の「出現率の見込み」の数値が１年合わなくなります。 

（事務局） 

ここは修正いたします。 

（事務局） 

後で説明します骨子案の数値はすべて年度末の数値を使っていますので、ここの数値も年度

末の数値に合わせます。 

（会長） 

基本的には、後のかけ算のところには影響がないということでよろしいですか。 

（事務局） 

はい。 

（会長） 

その他はどうでしょうか。なければ、次の計画の骨子のところでも同じような数字が出てき

ますので、そちらで具体的な質問をされた方が良いかもしれません。それでは、議題（２）に

ついては、これで終了します。 

（３）第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）骨子案について 

（会長） 

次に、議題（３）第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）骨子案について、事務局か

らご説明をお願いします。 
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《資料３について説明》 

（会長） 

それでは、委員の方からご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。 

（会長） 

27 ページに計画の重点戦略（１）（２）（３）が決められていますが、それぞれが後のどこに

該当しているのか、どの章のどこと関連しているのかがわかると良いと思いました。 

（事務局） 

サービス量の見込みをした中で、特に課題として挙がっていて注視して対応していかなけれ

ばならないことを抽出し、アンケート結果や議会の意見等から計画量を見込んで挙げてはいま

すが、その記載をどう書き込むかということに関してはなかなか難しいと思っています。サー

ビス量は伸び率をみていますので伸びるサービスが圧倒的に多いですが、その因果関係として

こちらから重点戦略として引っ張ってきたということは一概には言えません。アンケートの自

由記載から引っ張ってきたという側面がありますので、それを直ちに関連づけて記載するとい

うのは難しく、こういう記載に落ち着きました。 

（会長） 

例えば、27ページの「取り組み方向」（１）グループホームの建設補助継続だけでは、何を意

味しているのかわかりません。 

（事務局） 

今回は骨子案なので、箇条書きで取り組み方向を記載してありますが、最終的には４期の記

載と同様に、「社会資源を増やしていくためにグループホーム建設補助を引き続き推進していく」

というような書き方にはなると思います。 

（会長） 

29 ページの成果目標の「国の基本指針」で、「①平成 32年度末までに、施設入所者の９％以

上が地域生活へ移行する」とありますが、この目標に対して方策をどうするのか、また、②で

は「施設入所者を２％以上削減する」とありますが、どこから２％削減するのかといったこと

がよくわかりません。 

（事務局） 

目指すために算出量を規定したという言い方もできますが、先の国の成果指標に関しては、

方策という書き方になると正直難しいところがあります。 
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（会長） 

地域移行に伴う基盤整備量ですから、31 人とか 39 人に対する説明が不足していると思いま

す。 

（事務局） 

ご意見を承って検討させていただきますが、具体的にこのサービスにこの人数という書き方

がなかなか難しいところがあります。基盤整備量に関しては計算式に基づいて出された数値で、

県から一宮市として平成 32 年度までに退院させたいという目標値になります。この人達が具体

的にどのサービスにどれだけというところまではなかなか見込みにくいです。包括的にサービ

ス量はこの人達の何％ではなく、この人達も含めてこれぐらいの受け皿を確保していきたいと

いう数字の出し方をしていますので、具体的に何人と提示するのは難しいと考えています。 

（会長） 

どういうサービスで地域移行していくのかということも記載がありません。例えば、退院し

て精神科のデイケアに通うとか、グループホームに入るとか、在宅で違うサービスを使って自

立するようにするとか、そういうことがないと何によって地域移行させるかという文章がない

のでわかりづらいです。 

（事務局） 

例えば、グループホームや定期的な訪問サービスなどを活用しながら、この人数の基盤を確

保していくという書き方になると思います。 

（会長） 

41 ページの（４）移動支援事業 ②見込み量を確保するための方策で、ヘルパーのスキルア

ップの研修と書いてありますが、具体的にどのような研修を考えていますか。これは、一宮市

が開催してやるのかどこがやるのかなどをお伺いしたい。 

（事務局） 

実質的には自立支援協議会の専門部会で講演や研修、グループワークなどを通じて支援者の

技術アップを図っていくということになります。書くとすれば、「自立支援協議会等を通じて研

修やグループワークを行い、スキルアップを図っていく」という書き方になると思います。 

（会長） 

各項のところで具体的な方策が書かれていないと思いますので、もう少し考えられるところ

があれば書いた方が良いと思います。例えば、44ページの（３）放課後等デイサービス ②見

込み量を確保するための方策に、「事業所への新規参入への働きかけを進め、受け皿の拡大に努

めます」と書いてありますが、具体的に事業所の新規参入をどのように働きかけるのか、受け

皿をどのように拡大するのか、というところを本当は聞きたいと思います。市としてはこうい

うところの新規参入にどのように働きかけるのかというところが少し足りないと思います。 
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職員の量と質の向上についてもどこかに書かれていましたが、どのように職員の質を向上さ

せていくのかというところを、行政としてどのように考えているのか、あるいは、アンケート

で出てくる職員確保の問題や経済的な支援を求める意見に対してどうしていくのかなどがあり

ます。いろいろとやりたいが、一つは職員を確保できない、二つ目には資金の問題で、事業所

が何かやろうとすれば資金が必要となってきます。先日、見学した医療ケアの事業所では、看

護師が必要だが確保できないため、事業展開できないという話がありました。 

（委員） 

９ページの（２）難病患者等の状況で、グラフを見る限りでは増加しているのはその通りで

すが、難病患者に指定される疾病が徐々に増えてきています。特に平成 27 年度は法改正で 56

疾病が 306 疾病に、現在では 330 疾病に増えており、難病患者が単純に増えているのではなく、

指定難病の改定によって増えているということです。難病の指定数の増加も要因となるので、

それを文章に入れておくとわかりやすいと思います。 

（事務局） 

ありがとうございます。参考にして記載します。 

（副会長） 

重点戦略について、何を重点にするかはバランスの問題がありますが、私の意見としては、

前回の３番目の「権利擁護の推進と虐待･差別の防止」は、できたら継続してほしいと思います。

取り上げなかった理由がいくつか述べられていますが、私の実感ですと、虐待については法の

施行から５年になりますが、差別は今年からです。アンケートに反映されるまでの啓発が進ん

でいないと思います。アンケートの自由記述の中で、権利擁護について結構載っています。そ

の中には、障害者はそれを感じていても市民自体が周知していません。先程の説明では第７章

で書き込むということでしたが、できたら重点戦略から外さないでほしいと思います。 

少し付け加えますと、障害者差別解消法の趣旨の一つは文字通り差別の解消ですが、もう一

つには合理的配慮があり、これは正にこれからという気がします。 

（会長） 

今のご意見は重点戦略について、３項目はよいが、前回計画の項目を復活して４項目目を作

った方がよいかどうかということです。アンケートの自由回答の中でもそういう意見がかなり

出ていたということです。 

（事務局） 

３つにするか４つにするかも含めて、検討させてください。 

（会長） 

ここで出されたご意見は、修正されたものが 11 月に出てきます。11 月ではパブリックコメ

ントにかけるために、そこで一応決めるということです。パブリックコメントにかけてから、



9 

計画書の最終決定となります。11月にもう一度最終的なチェックがあります。今日のところは、

原案の３項目にするか４項目にするかを事務局で検討していただき、次回の時にそれがどうな

ったかがわかります。今日、ご意見をいろいろと言っていただいて、代理で出席されている方

もどんどんご意見を言っていただいて、次回で実際に計画書に載るか載らないかとなります。

積極的にご意見を言っていただきたいです。 

（委員） 

「重点戦略２ 児童発達支援体制の強化の取り組み方向」で、支援センターのことが書いて

ありますが、アンケートにも市民の方々は放課後等デイサービスなどの充実をというところが

挙がってきていますし、放課後等デイサービスの質が障害のある子の特性をわかって事業を展

開しているところもあれば、保育というかお預かりしているだけの事業所も恐らくあると思い

ます。そういう事業所の充実を方向性に入れると、市民の方々のニーズが高いので、文言とし

て入れるといいのではと思いますが、いかがでしょうか。 

（事務局） 

量としては特に放課後等デイサービスに関しては増えてきていますが、いわゆる質の問題が

表面化してきています。取り組み方法としては、支援者の育成ということでそれを包括してし

まいましたが、先程ご指摘いただいたようなもう少し具体的な記載はわかりやすくて良いと思

いますので、少し考えさせていただきたいと思います。 

（会長） 

前回、児童デイサービスの特に医療的ケアの必要な所へ見学に行きましたが、最大で５人し

かデイサービスが使えないそうです。それが市内に３か所がありますが、そこの職員に話を聞

くと、非常に大変なのでもっと事業所を増やしたいが、職員確保の問題や資金の問題などいろ

いろと悩み事が多くて大変だということでありました。ここで言うことではないかもしれませ

んが、本来ならある程度行政が資金援助しないと難しいと感じました。今の児童デイサービス

でも、重度の人達の取り組みも必要ではないかと思います。 

（委員） 

４ページ、「３ 計画の期間」の表に、障害福祉計画第４期、第５期とありますが、今期から

障害児福祉計画も含むということですので、この表にも障害児福祉計画という文言も入れては

どうかと思いました。 

（事務局） 

ありがとうございます。見直しをかけます。 

（会長） 

他にはどうでしょうか。 
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（事務局） 

先程、確認させていただきたかった計画値の数値の載せ方で、グラフ化が望ましいのか、表

の記載で良いのかのご意見をお伺いしたいです。 

（副会長） 

グラフと表の両方を載せるということでしょうか。グラフか表のどちらかにするということ

でしょうか。 

（事務局） 

両方載せてしまうとページ数の問題が出てきますし、見やすさも削がれてしまいます。 

（副会長） 

私はグラフの方が見やすいと思います。いろいろな方が見られる訳ですから、表で数字を縦

や横に追うよりは、グラフの方が見やすいのではないかと思います。 

（会長） 

私個人的には、グラフよりも表の方が好きです。表で見た方がわかりやすいです。グラフで

見ると視覚的には上がっている、下がっているということが感覚的にわかりやすいですが、表

の方がまとまっていて見やすいと思います。いろいろな考え方があるので、一概には言えない

かもしれません。 

（事務局） 

わかりました。ご意見を伺って、最終的に決めさせていただきます。 

（会長） 

他はよろしいですか。事務局は、第５期一宮市障害福祉計画（含障害児福祉計画）骨子案に

ついては、以上でよいでしょうか。 

（事務局） 

はい。 

（会長） 

今日の議事はこれで終わります。次回に計画の最終的な骨子案が出てきますので、その時に

は決を採りますので、しっかり見ていただいてご意見をお持ちいただきたいと思います。 

（事務局） 

最後に、次回の策定委員会は先日ご案内しましたとおり、11 月 29 日水曜日、13 時半から、
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場所は本日と同じ一宮市中保健センター２階 集団指導室（北）ということでよろしくお願い

いたします。 

それでは、第３回の障害福祉計画策定委員会を終了させていただきます。皆様お忙しい中ご

出席いただきまして、ありがとうございました。 

以上 


