
 

 

平成 25年度第２回静岡市障害者施策推進協議会 会議録 

 

１ 日時   平成 26年３月３日(月) 午後２時から 

 

２ 会場   アイセル 21(静岡市女性会館)３階 第 31集会室(葵区東草深町３―18) 

 

３ 出席者 （委員)江原勝幸委員(会長)、青山幸子委員、川口好則委員、久保田兼子委員、 

       杉本彰子委員、中村章次委員、牧野善浴委員、溝口功一委員、八木忠通委 

       員、横山孝子委員 

      （事務局）沢滝福祉部長、松永参与兼障害者福祉課長、大長参与兼地域リハ 

       ビリテーション推進センター所長、田形参与兼保健所保健予防課長、原田 

       保健所精神保健福祉課長、小村葵福祉事務所生活支援課障害者支援担当課 

       長、杉山駿河福祉事務所生活支援課障害者支援担当課長、内藤清水福祉事 

       務所生活支援課障害者支援担当課長 

 

４ 傍聴者  報道関係者 １名 

 

５ 会議内容 

 

(江原会長) 

議事に入ります前に、会議の公開についてお諮りしたいと思います。本日の会議につい

て、事前の傍聴希望はございませんでした。ですが、今回の議題については非公開とする

内容ではないので、傍聴を希望する方がいらっしゃれば、傍聴を認めることと致しますが、

よろしいでしょうか。異議はないということで、本日の議題は公開とします。それでは次

第に従い進めてまいりますので、ご協力をお願いいたします。本日の議題の(１)次期障がい

者計画等について①計画の策定について、②策定のためのアンケート調査票について、こ

の二つを続けて、事務局から説明をお願いいたします。 

 

議題１ 次期障がい者計画等について(①計画の策定について、②策定のためのアンケート  

    調査票について) 

 

(事務局 蝦名) 

資料１をお願いいたします。今年度第１回の協議会におきまして、次期障がい者計画等

の策定にあたりまして、策定懇話会の設置について説明させていただきましたが、今回は

計画策定全体の概要について説明させていただきます。現在の静岡市障がい者計画と、第

３期静岡市障がい福祉計画の計画期間が、平成 24年度から 26年度となっておりますので、



 

 

平成 27年度からの次期計画を来年度に策定いたします。それぞれの計画ですが、静岡市障

がい者計画は、国の障害者基本計画に基づきまして本市の障がい者福祉施策の基本的な考

え方や、具体的な方策を定めまして、障がい福祉施策の推進をはかるものです。また、静

岡市障がい福祉計画は、本市の障害福祉サービスの必要な見込量とそれを確保するための

方策を定めた計画となります。２つの計画とも本市の第３次総合計画の中の健康福祉分野

について具体的に記述した計画でありまして、その他の静岡市の福祉分野の総合的な計画

である静岡市地域福祉計画や、健康福祉分野の静岡市健康爛漫計画とも整合性を図ってい

きます。 

計画の期間について、国の基本計画、県の障害者プランと合わせまして平成 27年度から

29 年度までの３年間といたします。障がい者計画とも期間を一致させることで両計画の整

合性及び実効性が高まるものと考えています。各計画の期間につきましては、この表のと

おりです。 

計画の策定スケジュールになります。まず、(１)現状分析と(２)アンケート調査を実施し

ます。今年度より策定懇話会を組織しまして、アンケートの調査項目を選定してまいりま

した。本日はその内容につきまして委員の皆様にご意見を賜りたいと思っております。ア

ンケートの分析から、(５)課題の抽出、整理を行いまして、(６)骨子案を作成します。それ

を基に(７)団体ヒアリングを７月から行います。計画素案につきましては庁内外の組織から

意見をいただいて調整を行いまして、(８)パブリックコメントを 12月に実施、(９)２月に計

画を決定いたしまして、３月には市議会に報告し、公表となります。その間施策推進協議

会におきましてはアンケート調査結果や、骨子案、素案、計画案の各時点でご検討いただ

きたいと考えております。また、表の下の施策推進協議会の下の策定懇話会では、骨子案、

草案の策定を行います。庁内組織につきましても、各時点で協議を行い、調整を図ってい

きます。 

４番の計画策定体制ですが、策定の実効的組織として関係団体の構成員で組織する障が

い者計画等策定懇話会を設置しております。また、市の組織としまして、市の障がい施策

に関連する部で組織する保健福祉政策推進委員会、それから施策所管課で組織する計画策

定作業部会がありまして、計画素案等につきまして、懇話会と庁内外で意見交換をしまし

て両者の意見を反映したものを、障害者施策推進協議会に諮り、委員の皆様にご意見を伺

いながら計画の策定を進めていきます。また、来年度につきましては、障害福祉サービス

事業提供事業所からの意見を反映させるため施策推進協議会と、自立支援協議会の委員の

なかの事業者の方にも懇話会に参加いただきたいと考えております。 

次のページをお願いします。現在の策定懇話会の会員名簿になります。身体、知的、精

神の各障がいの関係団体、その他の団体から参加の希望を募ったもので、現在は 36団体と

なっております。 

次のページをお願いします。５番、策定のためのニーズ把握等についてご説明いたしま

す。まず障がい福祉に関するアンケートについてです。目的といたしましては、障がいの



 

 

ある方に対し現状やご意見を伺うことと、また障がいの無い一般の方につきましては障が

いに対する意識を把握し、計画策定のための資料とするものです。②の調査対象者、及び

人数につきましては市内にお住いの障がいのある方 5,000 人に対して実施します。これに

つきましては、身体障がいのある方は身体障害者手帳をお持ちの方、知的障がいのあるは

療育手帳の所持者、精神障がいのある方は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方となって

おります。各手帳所持者の構成割合を算出いたします。そして調査数 5,000 人を今の構成

割合で按分したものが③になります。こちらの手帳所持者ごとの抽出数になったものを調

査数として送付いたします。一般用のアンケートといたしまして、市内にお住いの 18歳以

上の方を 3,000人抽出しまして、郵送いたします。対象者数が 609,000人で、抽出人数 3,000

人は全体の 0.49%になります。③の調査方法と時期ですが、郵送による調査を行いまして、

今回の調査票案を委員の皆様にご検討いただきましたのち、４月下旬に発送する予定です。 

次のページをお願いします。④アンケートの調査項目ですが、過去の計画策定に係るア

ンケートを参考に、新規分野を含め、策定懇話会で検討して設定いたしました。一般用の

調査では、基本的に障がいのある方への調査と比較する為同じ設問、または障がいのある

方への調査の設問が、ご自身に関することへの質問なのに対し、同じ内容が一般用では障

がいのある方に対する質問となるような、対になるものを設定いたしました。具体的には、

障がいのある方のア、イの分野は共通、一般市民の方へのほうのウ、エ、カ、キは対にな

るもの、オは一般の方のみに限定した分野となります。障がいのある方への調査のコ権利

擁護につきましては新規に設定した分野になります。医療費につきましては前回までの調

査では設定されておりましたが、今回は市の医療費助成制度の見直しの検討材料とするた

め設問内容は主に市で設計しております。次に、⑤設問設定の基本的な考え方です。基本

的に経年変化の把握のためもあり、前回調査の設問を基礎にしております。また、回答者

の負担を軽減するため、設問数の上限をそれぞれ設定いたしました。一般用の調査項目は

今回策定した障がいのある方への調査と、共通の設問または対になるような設問を設定し

ました。また、一般用のみの設問は今回の一般用の調査からそのまま持ってきております。

⑥策定懇話会での検討結果です。これまで事務局のみで設計していたアンケートにつきま

して、当事者の意見の反映を図るということで、今回は策定懇話会でご検討いただき調査

票案をまとめました。策定懇話会ではメンバーの所属団体について、関連する障がい種別

をほぼ均等に３グループに分けまして、この表のとおり昨年 11月から４回開催し、決定し

ました。また、各団体内の意見も持ち寄っていただき、グループとしての意見を集約して

いただきました。 

次のページをお願いいたします。その他の調査といたしまして、(２)特別支援学校卒業後

の進路意向調査についてです。今後必要となる障害福祉サービス見込み量を定める、障が

い者福祉計画の策定にあたりまして、市内の特別支援学校の高等部と中等部の生徒の方に

アンケートを実施いたします。特別支援学校をとおして４月下旬に配布し、調査内容につ

きましてはここにありますように卒業後の進路、サービス等の利用希望、卒業後の居住場



 

 

所を設定しております。次のページをお願いします。 

(３)関係団体へのヒアリングです。関係団体や特別支援学校生、父母会とのヒアリングを

実施いたします。実施の予定団体数は表のとおりです。アンケートで把握した課題や施策

対する課題、それから支援に対する意見を伺うことになります。次に本日ご検討いただき

たいアンケート調査票案についてご説明させていただきます。 

始めに資料２－１をご覧ください。こちらの調査項目比較対照表は、左側の障がいのあ

る方に対するアンケートの設問項目を設問番号順に並べたものです。項目のうち、問番号

の右に「新」と書かれている項目は今回初めて設ける質問となります。右側は一般の方に

対する設問項目で、障がいのある方への設問に対応させた順番となっております。次に障

がいのある方への調査について、実際に使用する調査票は縦型のＡ４サイズで、この調査

の目的及び記載方法、それから障がいの種類について記載したものとなります。また全て

の漢字にふり仮名をふることとします。 

それでは、アンケート調査票の表題の下小さな四角の中をご覧ください。凡例になりま

すが、「新」が振られている設問は今回新たに設置された設問になります。また、「★」が

ついている設問は、障がい者の方に対する調査のみにある設問になります。まず、前回前々

回のアンケートの項目を基礎にしまして、設問数の上限を目安に優先順位をつけて選択し、

新規の設問の検討や設問の聞き方や選択肢、設問の統合を行いまとめました。それではそ

れぞれの説明について、順番にご説明させていただきます。 

まず、問１～問８、こちらは特性及び障がいの程度の設問です。問６につきましては発

達障がいの関係になりますが、こちらのほう診断状況については、過去も同様の設問を設

けておりましたが発達障がいがある人の状況について、正確に把握するために診断名の問

いを追加しました。 

問７、医療的ケアに関する質問は策定懇話会の中で重度心身障がい者等について医療ケ

アを受けていることにより、サービスの利用や皆さんの状況を把握したいという意見があ

りまして、新規に設けたものになります。 

問９～11 はご家族や介助者についての設問になっており、主な介助者や介助者の年齢を

問うことで老障介護など、介助を受ける上での問題を把握する目的のために設けました。   

問 12 から問 17 までにつきましては、障がいのある人の日常生活を把握するものになり

ます。問 16 までは前回と同じ設問ですが、問 17 の情報の収集方法に関する設問には障害

者基本法や障害者基本計画に情報保障が明記されているため情報提供の度合いと種類、効

果的な情報発信の種類を検討するために新たに設けました。 

問 18 から問 20 は全て新規の設問になります。今年度の市民評価会議で重度心身障がい

者医療費助成制度の「事業の見直しを含めた現行継続」との評価を受け、見直しを行うた

めの資料とすることを目的として設置しています。問 18では助成制度利用者の把握、それ

から問 19では１か月の医療費、問 20では今の助成制度を見直すとしたらどのような点か、

また、自由記載欄で医療費助成制度についての意見を伺うこととしています。 



 

 

問 21は障害福祉サービスについて、(１)今の利用状況、右が(２)今後の利用意向をサービ

ス別に把握しようとする設問となります。10ページの下の右側ですが問 22が利用していな

い理由、今後利用しない理由を聞く問になります。 

次のページをお願いします。問 23、24は同様に地域生活支援事業の利用状況と、今後の

利用意向と利用していない理由を前の設問と同じようなパターンで聞く問いになっていま

す。こちらも事業別に把握することにさせていただきました。次に、下の 13ページをお願

いします。問 25 からは地域生活に関する設問です。問 25 では地域意向に対する意識を聞

いております。さらに問 26では、将来の生活場所について、グループホームを選択しない

理由を問う設問になります。これは、地域での生活の受け皿となるグループホームの意見

を聞くことでグループホームの課題や認知度について把握したいということで新たに設け

たものになります。 

問 27および問 29は地域生活における要望に関するものになります。これまでも問 27は

ありましたが、こちらのほうは地域生活において必要と思うこと、それに対して問 29では

近隣のちょっとした手助けなどに対する要望などを新たに加えました。次の問 30になりま

すが、地域における共生の進捗を問うものになります。地域の設問ですが、次の計画を策

定する際にはこちらの同じ問をすることで、共生社会の結果の度合いについて現在と把握

することができると考えております。 

問 31からは災害対策についての質問になります。策定懇話会でも多くのご意見をいただ

いたものになります。問 30 と、問 32 は今回新たに追加した質問になります。災害時要援

護者支援制度と福祉避難所については懇話会の会員より、障がいのある方の認識度をでき

るだけ把握したいというご意見があり、また制度の周知を図りたいというご意見もありま

して、災害時要援護者支援制度と福祉避難所の説明を下の方に添えました。 

問 35 から問 38 は保育、教育に関する設問になります。小学校入学以前の方のみに伺う

質問となります。こちらの方は療育支援のニーズ把握のために設けたものです。 

問 39になりますが、雇用、就労の分野になります。前回の調査と同じ設問になっており

まして、雇用状況の推移を把握するためのものとなっております。 

10番権利擁護につきましてですが、問 46からになります。これにつきましては障害者虐

待防止法および障害者差別解消法が施行されたこと、また国の障害者基本計画のなかにも

権利擁護の推進があることから設けたものになります。問 46と問 47が差別に関するもの、

問 48が虐待に関する設問で、法の趣旨も図りたいとのご意見がありまして差別解消法と虐

待防止法についての説明を入れてあります。最後に 25 ページの問 49 ですがこちらは障が

い福祉施策に関するもので障がいのある方の要望を把握し、今後の策定に活用するための

ものとなっております。問 50は自由記載になります。障がいのある方のアンケート調査票

につきましては以上でございます。 

続きまして資料２－３をお願いします。一般用のアンケート調査票について説明させて

いただきます。まず同じように表題の下の四角の囲みの中につきましては、「新」がついて



 

 

いる設問に関しましては新規の設問になります。「★」がついている設問は、一般用の方の

みの設問となります。 

１ページから３ページですが、同じように障がいのある方の特性及び暮らしに関する設

問になります。問 10 までは障がいのある方への設問と共通する内容になっておりまして、

両者の回答を比較するために設けてあります。次のページをお願いします。左側、問 11と

問 12は一般への調査のみの設問になります。障がいのある方との交流状況や、障がいのあ

る方への介助経験について前回の一般の方のアンケート結果と比較することができると考

えております。 

問 13 から５ページ問 16 は地域での生活に関する設問になりますので、障がいのある方

の状況や考えと比較するために新たに設けたものになります。問 14につきましては、障が

いのある方に対して手助けできること等を問う設問となっております。障がいのある方へ

の調査の中には、近隣の人にしていただきたいことという設問がありまして、こちらと対

になるもので、両者の意識の違いを把握することを目的としています。 

問 17、問 18は災害対策に関するものになります。障がいのある方への災害対策について

聞いております。障がいのある人への調査と同じ、設問、選択肢になります。問 17の選択

肢につきましては、障がいのある人への調査と同じものとなっております。障がいのある

人が災害時にどんなことに困るでしょうかという設問なのですが、かなり細かかったり、

専門的だったりして、一般の方が想像するのはなかなか難しいと思われるので、このよう

な選択肢はどうかという議論はありましたが、実際の事項を示し、回答してもらうことで

障がいのある人の災害時の状況について理解を促進することになる、という理由で障がい

のある方と同じ選択肢にしました。 

問 19障がいのある方の雇用就労につきましては、障がいのある方へと同じ選択肢で、障

がいのある方とない方の両者の意識の違いを把握します。 

問 20から問 26は一般用の調査のみの設問になります。問 21と 22はボランティア活動

についての設問で、問 23 から問 26 は障がいに対する理解についての設問になります。ボ

ランティアへの団体意識や、障がいへの理解の進み具合について前回調査からの推移を把

握したいと思っております。問 27以降は障がいのある方への質問と対になったまたは同じ

形になります。問 27と問 28は障がいのある方への差別、問 29は虐待防止法についての説

明。差別と虐待については、障がいのある人への調査として新たに設けたものになります。

また、障がいのある方への調査と同様に法の説明、それぞれ障害者差別防止法と虐待解消

法について主に記載しまして一般の方にも周知を図ることにいたしました。問 30は、障が

いのある方と同じ選択肢になります。障がいのある方が安心して暮らしていくためにどの

ようなことが必要か、障がいのある方とない方との両者の比較ができるものとなっており

ます。 

 

 



 

 

(溝口委員) 

資料１の５ページのところに、調査対象を抽出するというところで、対象者数の 33,000

人あまりの人たちの平均年齢は分かりますか。何を言いたいかというと、アンケート調査

の対象者の中に難病のある方たちも一部入ってきますので、そうすると恐らく介護保険を

利用している人たちもかなりいるのではないかと思います。それは調査をしなくてもいい

のですか。多分アンケート調査の時に議論になったと思いますが、議論の過程が分かれば

教えてください。 

 

(事務局 蝦名) 

障がいのある方へのアンケートの中で介護保険については、アンケートの中に設けてお

りまして、問４で把握したいと考えております。 

 

(溝口委員) 

平均年齢は分かりましたか。 

 

(事務局 蝦名) 

平均年齢はまだ分かりかねます。 

 

(溝口委員) 

障がいのある方たち 33,000人くらいを対象としてい中に入所の人も含まれるということ

ですね。 

 

(事務局 蝦名) 

はい、そうですね。 

 

(八木委員) 

難病患者も四月から障がい者としてなりましたので、アンケート調査の中にも２人か３

人でもいいから入れていただきたいなと思うのですが、間に合いませんか？ 

 

(事務局 蝦名) 

策定懇話会の中でも、難病障害者協議会の方に入っていただきまして、色々なご意見を

いただきました。この中では難病としましては特定疾患の受給者証をお持ちですかという

ことで、障がいのある人とない人とアンケートをどちらにも聞くことになっておりますの

で、そちらの方で把握したり、関係団体のヒアリングで課題等把握したりしていきたいと

思っております。 

 (川口委員) 



 

 

５ページですが知的障がい者の対象者数 5,342 人とあるのですが、相談支援の総数が

6,000人を超えていたような気がするのですが、差になにか要因があるのでしたら教えてく

ださい。それから、アンケートは現場でやっていらっしゃる方が悩みに悩み抜いて作って

いただいたのがよく分かって、きっと書く人が凄く答えやすいと思います。問 43「１か月

の平均給与・賃金はどのくらいですか」という設問について、ここに「臨時収入は除きま

す」と書いてありますが、「臨時的な収入」というのは、障がいを持たれた方が給与をもら

う場合、何を対象として考えたらいいのか説明をお願いいたします。 

 

(事務局 蝦名) 

具体的な臨時収入といったイメージはありませんが、やはり生活の状態を聞くために 

１か月の平均、大体常にもらっている収入とイメージで捉えていただこうと思っています。 

 

(川口委員) 

それは作る方の論理であって、書く人の立場になるとその論理を文面から読み取れない

と思います。例えば作業所等からもらう「定期的な収入及び賞与を含む」とか、ある程度

限定されてはいかがですか？全体の中から一部を外すとなると非常に定義が難しいと思い

ますので、実際に障害を持たれた方の収入を知りたい訳ですからある程度限定しても、デ

ータ的には間違いは無いと思います。この様な表現をされてはいかがでしょうか。 

 

(江原会長) 

ありがとうございました。具体的な収入を分かりやすい表現で質問したらいいのではな

いかということについてお考えいただきたいのですが、いかがでしょうか。ではその様に

工夫していただきたいと思います。川口委員は知的障害者の数が違うよということですが

これについてはいかがでしょうか。 

 

(川口委員) 

もしかしたら 6,000 人というのは障がい児も入っている数字ですかね。以前言われたの

は相談支援の時に確か 6,000人を超えた数字を見たような気がしたのですが。 

 

(事務局 蝦名) 

そうですね、18歳未満も入れて 5,134人ですね。 

 

(川口委員) 

私の勘違いでした。手帳所持者の数はこの表のとおりということですね。 

 

(江原会長) 



 

 

数字はその通りということで、ご確認いただいて、他になにかありますでしょうか。 

 

(牧野委員) 

１つは、障がい者に対するアンケートのうち、介護保険のことに関してですが、介護保

険で要介護認定を受けていますかについて、受けていない人は「該当しない」の８番です

か。「受けていない」という項目を作ることをもう少し議論したような気がしますけれども、

それが第１点です。 

次に 15、16ページ災害の関係です。福祉避難所について説明書きがありますが、１つは

特別支援学校はすでに福祉避難所に指定されているような気がするのですが、「その他の施

設」に入っているのですかとうのが１点。また、福祉避難所は勝手に行ける施設ではない

というのをもう少し書いた方がいいのかなと。ちょっと説明が中途半端な感じがします。

それが２点目。 

最後ですけれども、差別の関係で問 47 くらいに、「どのような時に差別やいやな思いを

したことがありますか」という設問がございます。その選択肢の中に「障がい者施設の建

設の反対運動が起こった」というようなことも項目の中に入れていただくと、当事者とし

ては嫌だと思っているという話と、一般用のアンケートにも同じような設問があるので、

それについて一般の人が差別だと思っているのかどうか聞いてみたらどうと思います。 

 

(事務局 蝦名) 

介護保険につきましては策定懇話会のほうで意見が出ていまして「受けていない」とい

う項目を設けるべきと思いますので、選択肢を加えさせていただきます。 

 

(溝口委員) 

今の件で、受けているか受けていないかというまず申請をしていただいているかという

ところについてです。表現としては「申請している」か「申請していないか」の方が正確

だと思います。「受けている」「受けていない」だとおじいちゃんおばあちゃんだと介護保

険払っているから私は受けていると思っているらしいのですよ。ですので、申請をしてい

るかどうかの方が正確に答えられると思います。 

 

(事務局 蝦名) 

では、受けているか受けていないではなく「申請していない」ということにしたいと思

います。 

それから防災の所ですが特別支援学校が抜けているので、確認の上表記させていただき

ます。あと、福祉避難所につきましては、まず、地域の避難地に行ってから福祉避難所に

行くという流れになりますので、検討して分かりやすいようにしていきたいと思います。

それから差別のところで、「施設の建設反対運動が起きた」という選択肢を入れてるかどう



 

 

か、委員の皆様にご意見を伺いしたいと思います。 

 

(川口委員) 

福祉的避難所を知らない人は、具合の悪い人はここに優先的に行くので、すぐここに行

けばいいと理解してしまうと思うので、１ステップ入るよと、第１次段階、第２段階は明

確になるようにしてください。 

それと、反対運動なのですが、それを載せる載せないというのは趣味趣向の問題だと思

います。差別解消法が 28年度から施行されれば、施設建設の際に住民同意を得るのは、無

用の長物になりますのでどちらでもいいです。しかし、やはりドキっとすることが無いと

インパクトがないですよ、アンケートっていうのは。さらっと書けちゃうアンケートって

身につまされません。やはりリアルな生活を把握するためのアンケートですからドキっと

するような項目があってもいいと思うのです。 

 

(事務局 松永) 

問８の選択肢ですが、「該当しない」という項目がありますが、これについては「非該当」

などの別の言葉の方がいいと思いますので、「非該当」というところと、もう一つ選択肢と

して「申請しない」というものに変えた方がいいと思います。 

それと、今の施設の件なのですけれどもこれ自体がお答えされる方が障がい者または一

般の方という、主体が個人と考えたときにその施設の建設についての反対運動というのが

どちらかというと行政あるいは事業者側であれば選択肢としてはいいかなと思うのですが、

答える方が障がい者というところで確かに選択肢としてはインパクトがあって面白いかも

しれないですけれども選択肢として如何かなというのをもう一度投げかけたいと思います。

ご検討ください。 

 

(川口委員) 

 市にお任せします。 

 

(八木委員) 

この前、駿河区に福祉施設を作ると言ったら市会議員から県会議員から反対して、何の

ための県会議員か市会議員かわからないと、精神科のお医者さんが物凄く怒っていました。

そういった問題もあると思いますので考えていただきたい。 

 

(中村委員) 

色々な難しい専門的な福祉用語がいっぱい入っているわけですけれども、その解説が１

件も出されておらず、もう少し易しくしたらなと思いました。その中でも特にこの障害者

の差別解消法、障害者虐待防止法、この問題については多くの方に認知していただきたい



 

 

ということがあります。そういう意味で説明を入れておくといいと思いますけれども、適

宜チラシをね、どんなことが差別に当たるのか、虐待はどういうことを指して言うのかと

いうことをもう少しわかりやすくしたチラシのようなものを入れたら如何かと思います。 

 

(江原会長) 

今の質問は差別解消法、虐待防止法についてアンケートの中でチラシをつけて周知を図

ってみたらどうかというご意見です。これは出来れば検討していただければというご意見

です。パンフレット等はありますけれども、入れるにはある程度お金がかかってくるかと

思いますので、ご検討いただければと思います。もし、簡単なものであれば、いくらでも

一緒につけるという方法はあるのかなと思います。それと、先ほどの施設反対運動を選択

肢に加えるというのは、ぜひ入れてほしいという意見もありました。これについては如何

でしょうか。他の委員の方はよろしいですか。ではこれは今後検討していく中で含んでい

ただきたいと思います。 

あと福祉避難所について僕も質問しようと思ったのですけれども、これは場所を知って

いるというより、「福祉避難所の仕組みについて知っているか」という質問の仕方でもいい

のかなと思います。で、先ほど川口委員がおっしゃっていたように最初に避難所に行って

から、それから福祉避難所へという仕組みなので、これだと行ったことがある、場所は知

っているけど行ったことはないというより、福祉避難所の存在とか仕組みとかこの辺を理

解しているかどうかという方が質問としてはいいのかなと思います。指定避難所は指定避

難所で、これは場所を知っているかどうかの質問でいいと思いますが、福祉避難所は場所

を知っているかを聞いてもあまり意味がないような気がしますが、いかがですか。その辺

の質問を工夫して考えていただければと思います。 

特別支援学校は確か今６入っていますので、これから単純に抜けてしまったのかなと思

います。これも順次協定施設が増えていますので、何年何月何日現在での正確な数を入れ

ていただければと思います。他にこのアンケート等に関してご意見ご質問ありますか。 

 

(溝口委員) 

資料２―２の 16ページですが、災害時要援護者避難支援計画、支援制度についてのコメ

ントがあるのですけれど、岩手県立大学の看護学校の先生たちが難病の患者さんたち 3000

人を対象としたアンケートを行いました。そこで見ると、この制度そのものを震災の前に

知っていた人は 10%くらいしかいませんでした。震災のあとに知った人が 50％くらい。ま

だ制度を知らない人がいっぱいいます。恐らくこれ知らないのではないかと思います。静

岡市は一生懸命周知させようとしてくれているかもしれませんので、解っているかもしれ

ませんが、もう少し制度の説明をされたらどうでしょうかというのがひとつ。というのも

難病患者の災害時援助をずっとやっておりまして、こういうアンケートが患者さん達やク

ライアント、業者さんたちの啓蒙に繋がってくると思います。そういった意味ではもう少



 

 

しコメントなりパンフレットをつけるなりしていただいたほうがいいかなという気がして

います。 

それと、同じことを先ほどどなたかがおっしゃった、障害者差別解消法や虐待防止法を

僕も説明できるかわからないものですから、もうちょっとコメントがあってもいいかなと

思いますが如何ですか。それもアンケートを受ける人たちの啓蒙に繋がるということもあ

りますので、そのほうがいいのではないかなと思いました。これは提案です。 

 

(横山委員) 

年齢という項目がありますが、5,000人の方を選ぶ時に障がいはわかりました。構成割合

からして、パーセンテージで出してあります。例えば、知的障がいの方が 5,000 人の内の

800人、この 800人の年齢は、それはどうやって選ぶのでしょうか。 

それから保育教育とか小学校から 18歳までの方向けの質問があるものですから、どれく

らいの割合で特別支援学校に行くのかとか、保育教育について困っていることはあります

かといきなり聞かれているのですが、これらの割合はどのようになっているのでしょうか。

何も 5,000 人にアンケートを出しその中に小学生がいたら答えてもらうということですか

ね。意味はないのかな。 

 

(事務局 蝦名) 

抽出は年齢の構成割合で配慮するとかではないので、無作為にお送りしますのでその中

に居れば回答いただくということになります。 

 

(横山委員) 

いればということなのですね。 

 

(江原会長) 

そうですね、年齢に対してはいればという形で無作為、特に年齢については配慮しての

ものではないと思います。 

 

(横山委員) 

では意見になりますけれども、どうせこうして選ぶのであれば年齢層である程度割合が

あった方が雇用に関しても、例えば 20 代の方が働いている時と 50 代の方が働いていると

きというのはやはりちょっと違うと思います。どうせやるのであれば年齢を分けてどの年

齢からも一定の割合で出来るシステムにしたほうが網羅してわかるような気がするのです

が如何でしょうか。 

 

(川口委員) 



 

 

アンケートというのはここまで行政が行う場合は間違いなく年齢を入れるべきです。そ

れを入れないとアンケートの意味がないです。例えば無作為でやって、保育の分野が 5,000

分の 10だったらアンケートの整合性は間違いなく無いのでそれをベースにして作られた障

がい福祉計画はその点については無意味です。ですから 5,000 分のいくつという件数があ

ると思いますので最低その分は抽出できるような方策を取っていただいて年齢要件で接合

が満たされるような運営方針を定めるべきだと思います。 

 

(事務局 松永) 

確かなことは申し上げられないのですけれども、身体手帳の場合には取得してから更新

はほぼ無いと思っておりますので、そうしますとその手帳の所持者の年齢というのはもし

かしたらわからないかもしれません。分かるならば反映させていただけると思いますけれ

ども、わからなければ無作為という形で配布させていただきたいと思います。 

 

(川口委員) 

知的は分かるよね、受給者証があるから。生年月日は分からないのですか。マスターに

生年月日を入れていますよね。年齢は間違いなく分かると思うので、ただその年齢の人が

雇用の意識があるとか、そういった２次元３次元の組み合わせでタイムリーに聞くのは難

しいと思いますので、少なくとも年齢層でロケーションをある程度確定してやっていただ

くべきだと思いますが。 

 

(江原会長) 

大まかな年齢層についてアンケートに反映できるようなご指導を考えてくださいという

ような意見です。それについては今後検討していただきたいと思います。では、牧野委員

からのご質問で。 

 

(牧野委員) 

問９の誰と住んでいるかについては、施設に入所している人はその他欄「他人」と書け

ばいいのでしょうか。選択肢が足りないような気がします。 

 

(事務局 蝦名) 

入所の場合は「その他」に入るとは思うのですが、入所されている方がそういうイメー

ジを持ちにくいようならば、選択肢を１つ増やした方がいいのかを検討していきたいと思

います。 

 

 (溝口委員) 

６ページの問 20、多分大変苦労をされたのかなという気がするのですが「助成金として



 

 

市が負担する金額が年々増加しています」と書いてあると、なにかすごく自分たちがお金

をもらっていることが迷惑をかけているのかなという気がしないでもないのですが、これ

聞き方がすごく難しいと思います。僕がもし親で子どもが障がい者だったらなんだよって

一瞬思うのかなという気がしましたが、これはただの問いかけですので感想で結構です。

これについては策定の時に話題になったのでしょうか。 

 

(事務局 蝦名) 

この問 20に関しては市の方で設計しておりますので、説明も市の方で考えておりますの

で、今のご指摘に関しては配慮していきたいと思います。 

 

(溝口委員) 

この２行目、「実施しています。また～」抜いてもいいような気がするのですけれども。

いかにも市の財政に負担を掛けているなという気がするのですけれども。 

 

(川口委員) 

他の設問はシンプルに YES・NO で聞いているのにこれだけ書かれちゃうといやな詮索

を生むから止めたほうがいいと思います。 

 

 (川口委員) 

施設の反対運動なのですけれどもこれ、一般市民向けのアンケートに１個載せてみては

どうかと思います。例えば「近所に障害福祉関係の施設が出来たら歓迎してくれますか」

又は「反対運動を起しますか」。なにか先ほどの説明がずっと引っかかって、反対されるの

はしょうがないと思っています。これはこれでいいのです。ただそういう命題が出るので

あれば載る載らないは別として検討していただけますか。 

 

(事務局 蝦名) 

策定懇話会で一部の団体からはその意見があり、設問を出した方もいるのですが、一応

グループワークの中でその聞き方はどうかと。一応事実としてはあるのですけれども、そ

れを聞いてどうするかとか、そういった聞き方はどうかということで結論的に無くなった

というのが私のグループではありました。 

 

(江原会長) 

ご検討があったうえでの載せない、ということで。別にこの施設の反対に関する地域の

ものに関しては実は質問として載せる必要はないということでご理解よろしいですかね。

検討した結果がこれということです。これについては検討したという結果があります。他

によろしいでしょうか。それでは各委員からの色々な意見、要望について出ましたので、



 

 

アンケート項目への反映等、事務局において調整していただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

それでは続きまして報告事項に移りたいと思います。指定障害者福祉サービス事業料金

を定める条例の一部改正につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

 

 

報告１ 指定障害者福祉サービス事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

他基準条例の一部改正について 

 

(事務局 松田) 

障害者福祉課自立支援担当の松田と申します。よろしくお願いします。それでは資料３

をお開きください。A4の紙が１枚ありまして、タイトルが静岡市指定障害者福祉サービス

事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例他、基準条例一部改正についてと

いう内容になります。表題の通り一部改正については(１)から(６)、(６)の一部条例を改正

するという形になります。障害者総合支援法の施行が２段階に分かれておりまして、26 年

度４月の施行に合わせて国の省令が改正されます。その省令の改正を受けて、今回、市の

基準条例を一部改正します。なお本市の実情に基準と異なる、あるいは、上回る基準とす

るものがないということで、省令の基準を本市の基準とさせていただいています。３番の

ところに今回の基準条例の主な改正内容を抜粋して載せさせていただいています。 

１番目としましては重度訪問介護対象者の拡大、重度の知的障がいもしくは精神障がい

及び著しい行動を有する障がい者であって常時介護を有するもの、これが重度の身体障が

いの方に加えて利用できるという形になります。(２)で、今回改正の１番大きいものなので

すが、指定共同生活援助いわゆるグループホームですね、このグループホームと共同生活

介護と呼ばれるケアホーム、これが今回の改正でグループホームに一元化されます。これ

によって基準の該当部分が改正されるものです。 

２番目につきましては共同生活援助、これの世話人の配置を旧共同生活介護の基準と同

様の基準としまして、なおかつ支援内容に介護の内容を追加してございます。 

３番目としまして共同生活援助について、本体住居と密接な連携を確保後、本体住居と

は別の場所で運営されるサテライト型住居が今回新しく想定されています。そうしたもの

の設備と基準を定めてございます。 

４番目としまして従来のグループホーム、共同生活援助は外部サービス利用型というこ

とで外部の居宅介護の事業所と契約を結びまして、入居者の中で介護を必要としている人

が受けることができるという形になります。そうした外部サービス利用型共同生活援助の

事業を想定という形になります。それの趣旨、内容、事業方針、事業所の配置等定めてご

ざいます。なお、事業所の職員配置基準につきましては、旧共同生活援助を基本としつつ

も世話人の配置基準、これについては、旧共同生活介護と同様６対１とされております。 



 

 

それから５番目としまして今回の改正の内容でもあります障害程度区分というものが今

回はその人に対する支援の度合を表してくる障害支援区分に改めております。 

６番目としまして、みなし規定が定められております。従来の共同生活介護、これにつ

きましては改正後の共同生活援助、グループホームとみなします。それから改正前の共同

生活援助、グループホームは外部サービス利用型指定共同生活援助とみなすという形とな

っております。利用者につきましても今、共同生活介護、共同生活援助ということで支給

決定を出しておりますが、それもそれぞれの新しいサービスの類型の支給決定とみなされ

ます。 

最後に、改正前の共同生活援助につきましては、世話人の配置基準というのがあります

が、10 対１という経過措置を設けております。裏面をお願いします。こうした基準条例の

案につきまして、パブリックコメントをかけました。実施期間が平成 25 年 12 月３日から

平成 26年１月４日までで、提出者数と提出件数は０件でございました。最後に現在開催中

の２月議会で議案を上程中でありまして、議会の議決をいただいたあと、本年４月１日か

ら施行する予定でございます。以上で資料３についての説明を終わります。 

 

(川口委員) 

これらの法改正に伴う日中一時支援などの改正というのは、同時に行われるのでしょう

か。 

 

(事務局 松田) 

地域生活支援事業等のそういった日中一時支援等については、今のところ検討中です。 

 

 

報告２ 自立支援協議会から 

 

(事務局 海野) 

当日配布資料の静岡市自立支援協議会議題からというものをご用意いただきたいと思い

ます。こちらをもとにご説明させていただきます。平成 26 年度４月 27 日に第２回自立支

援協議会を開催いたしました。 

１つ目が、相談支援事業所の事業評価についてです。相談支援事業の充実強化のため、

毎年事業評価を実施しております。本年度の事業評価といたしましては各事業者が評価基

準に基づき自ら評価する自己評価と、それから各事業者が相談支援を行った事例について

評価をする個別評価、それから利用者アンケートによる利用者評価、この３つの評価を主

に実施しました。さらに各相談支援事業所自己評価と業者評価の結果に基づきまして、差

が出ている項目に関して相談支援事業者が自ら課題整理をいたしましてそれをどのように

改善していくかを中心に、自立支援協議会で説明していただきまして、委員の皆様からご



 

 

意見をいただくということで評価させていただきました。 

まず１ページの表ですけれどもこちらが今回事業評価を実施いたしました事業所の一覧

になっております。 

２ページをお願いいたします。上段の表は、５分野 32項目について評価したものの全部

の事業所の平均値になります。各分野の評点は記載のとおり 1.8から 2.0となっております。

平成 24年度と比較しましても各分野とも同じか、上回っておりまして、総体的に改善が図

られてきています。 

３ページをお願いします。こちらは個別評価になっております。相談支援事業所が相談

支援を行った事例に基づきまして、相談受付などの項目に従いまして自己評価を行うと同

時に、相談支援事業所評価部会の会員さんによって評価を実施していただきました。上段

の表に関しましては各相談支援事業所から出された事例の一覧になります。 

次の中段以降の利用者評価についてです。この利用者評価につきましては、実施期間を

10月１日から 12月 25日までの約３か月間実施いたしました。利用者の満足度といたしま

しては「今後も相談支援事業所を利用したいか」という問いに対しまして「ぜひ利用した

い」「機会があれば利用したい」と回答した方は 84％と平成 24年度の 77％から７％増加い

たしました。なお、別紙資料といたしまして、事業所全体の自己評価と、それから利用者

評価全体を比較しました結果について載せさせていただきましたのでご確認いただきたい

と思います。 

４ページをお願いいたします。こちらは事業者自己評価、個別評価、事業者評価につい

てまとめさせていただいています。事業者評価につきましては、相談事業の評価といたし

まして平成 21年度から実施しておりまして、今年度で５年目となります。今年度実施いた

しました評価に関しましては各分野とも満点に近く、相談事業はもとより、文書管理であ

るとか個人情報の保護、業務改善の必要性に対する認識というのが深まりつつあるという

のを感じました。個別評価につきましては各相談支援事業所から出された事例が、障がい

者虐待や老障介護、それから緊急時に対応することなど、現在相談支援事業が抱えている

問題が多く出されていました。異なる事例で一律に判断することは難しいのですが、障が

い特性の理解、説明力、他機関との連携、ネットワーク力など、評価結果から、多少の差

がありました。今後相談支援推進センターを中心に研修会を開催しまして相談支援事業の

レベルアップを図っていきたいと思っています。 

それから、利用者評価につきましては昨年度の反省も踏まえて期間を延長しましたが、

回答数を増やすことは出来ませんでした。また、事業者間での回答数にも大きな差があり

ました。利用者評価につきましては相談業務に対する利用者の満足感であるとか、想いを

知ることができる貴重な機会ですので、次年度は目標を設定するなど、意識を持って取り

組むことができる方法を検討していきたいと思っています。以上が事業所評価についてと

なります。 

次に５ページをお願いします。こちらは各区の相談支援事業所連絡調整会議において出



 

 

されました地域課題になります。まず、葵区から出された課題は、緊急時の受け入れ先の

確保と既存資源の活用と調整についてということです。これは障がいを持つ方を介護され

ている方が急な入院などで介護できないという場合に、障がいがある方を緊急的な受け入

れ先として短期入所という手段が考えられるのですけれども、普段短期入所を使っていな

いような人がすぐに利用するには難しい状況にあるということです。そのため、緊急に受

け入れ易いような方策が課題となっております。具体的には、施設を利用する際に健康診

断が、欠かせませんが、健康診断にはすごく時間がかかるということと、かかりつけ医が

いないことで対応に苦慮している状況があります。そのため区として課題解決に向けて、

特に予め短期入所を利用していただくなどの助言を行ったり、健康診断書の様式を統一し

たりすることによってスムーズに施設などが利用できるようにしたいということで、今後

障害者支援施設や短期入所事業所と連携をはかり検討していくとことに取り組みたいとい

うのが葵区から挙げられています。 

次に駿河区の課題としましては、老障介護世帯に対する危機対応と虐待予防の取り組み

についてということです。現在障害者虐待防止法が施行されまして、地域包括支援センタ

ーであるとか障害者福祉サービス事業所の方から老障介護に関する相談というのが本当に

増加している状況があります。現在、地域の民生委員さんであるとか地域包括支援センタ

ーでは、単身高齢者と 75歳以上の高齢者の世帯の訪問というのが行われているのですけれ

ども、もし同居家族に障がい者の方がいてもその対象から外れているということで発見し

にくいということ、それから障がい者手帳を持っていても全く障害福祉サービスの利用を

されていないと老障世帯を把握できないということになります。世帯全体を支援するとい

う視点のもと駿河区では地域包括支援センターと連携し一緒に訪問したり、お互い会議に

参加したりして情報収集、情報共有を行っていくことで対応していくということです。 

次に清水区からの課題です。強度行動障がい類型の児童年齢超過後の支援についてとい

うものになります。児童福祉法の改正により障がい児入所施設の入所が 20歳までになった

ということで、20 歳以上の人は地域に戻るということになりました。その中で特に強度行

動障がいのある方につきましては施設が満床か、事業所としてが受け入れていないという

現状があります。そのため、在宅支援という形になりますと、家族が不安を抱えることに

なりまして、虐待の温床になるということが考えられます。今後の支援としましてこれら

の対象の方のために入所、通所事業所に、強度行動障がい類型の児者の受入状況について

アンケートを実施するとともに、関係機関とのケース会議であるとか情報共有のための場

を設けて検討したいとのことでした。以上が課題になっております。 

次に６ページをお願いいたします。中段以降ですが、自立支援協議会に移動支援のプロ

ジェクトチームを作りまして、25 年度検討してまいりました。その協議結果についてご説

明させていただきます。移動支援のプロジェクトチームは平成 25年６月から計８回開催さ

せていただきました。協議事項としては、まず利用対象者の見直しとしまして、身体障が

い者の対象に疾病要件があることについて、他の政令市と比較しても静岡市のみであるこ



 

 

と、また重度訪問介護であるとか、タクシー乗車利用料金助成券事業などの外出支援制度

の整理を行いまして、利用対象者以外で移動支援を利用したい人の整理を行いました。そ

れから、対象利用者以外の相談が各相談支援事業所に来ておりますので、それも調査しま

した。その結果、平成 26年度につきましては身体障がい者の原因疾病を外すことで予算要

求をさせていただきまして、現在その方向で進んでおります。 

それから通学における移動支援に関してですが、こちらは特別支援学校の高等部の通学

で、家族による通学支援が困難な場合に通学する方法がないとのことで、平成 23年度から

地域課題としてあげられておりました。平成 24年度に関しましてはこの課題について検討

しまして県教育委員会で、スクールバスを増やしていただいたり学校でバスのルート変更

をしていただいたりしました。25 年度につきましては、５つの特別支援学校にスクールバ

スの利用の実態調査をさせていただきまして、実際どのようなことが困っているかなどを

把握させていただきました。それから他の移動支援以外の支援についても検討を行ってき

ました。来年度につきましては特別支援学校に通っている方の保護者の方にもアンケート

を行いまして、困難事例集などを作成していきたいと思っています。また、移動支援以外

の支援ですとか個別検討会議で対応することも検討していきたいと思っております。 

それから３番目といたしましてヘルパー不足と人材養成に関してです。今、移動支援事

業を希望する方が増えておりまして、特に土日利用を希望される方が多い状況にあります。

移動支援の事業所としてはヘルパー不足などの理由から希望に添えないという状況にあり

ます。そのため平成 26年度におきましては移動支援従事者養成研修を実施いたしまして静

岡市の移動支援のヘルパーを増やすことを考えていきたいと思っています。特に福祉に興

味のある学生さんですとか、主婦の方を取り込んでいけたらと思っています。それから介

護保険事業者の方に障がい分野に参入してもらいたいということもありまして、介護保険

事業者を対象に障害福祉サービスの説明などを行って、障がい福祉に関する理解を求める

ための研修会を実施いたしました。それから居宅サービスを行っている事業者の方に集ま

っていただきまして、人材不足などの解決に向けた協議などを行いたいということで障が

い者ヘルパー事業者ネットワークを発足させていただきました。またこのネットワークに

おかれましては今後色々ご協力をいただきまして、現在、ヘルパーとして活躍されている

方のスキルアップ研修なども実施していきたいと考えています。 

以上で第２回自立支援計画の概要について説明させていただきました。 

 

(横山委員) 

来年度また 30人増えるという状況の中でスクールバスはもう追いつきません。小中学部

がかなり増えてきておりまして、小中学部の義務教育がまずは優先、そこに一昨年も増や

していただいているのですが５台回しているのですけれども、高等部の生徒が乗れる空き

がなかなか無い。空けば乗せられます。高等部の、少し障がいが重くて自力で路線バスが

困難だという生徒はどんどん乗せるというように言っているのですが、乗せるキャパがな



 

 

いという状況で、どうすればいいのかなと思います。お母さん方も放課後の支援機関には

たくさんお世話になっているし子どもたちにとっては学校と家の２つではなく、やはり放

課後のデイサービスは非常に有効な機関だと思っています。仲間が増えますし、縦横のつ

ながりということで。今はこのデイサービスの機関が増えてくださること、通学支援の方

も増えてくださること、これは保護者の方にとっては非常にありがたいことかなと思いま

す。 

今度はその先です。この先の卒業した後、今年も 40 人 50 人と出ていくのですが、先ほ

ど高等部と中学部の在校生については進路先のアンケートもしてくださるということです

が、ぜひ中学校の特別支援学級の生徒さんや保護者の方にもアンケートを取っていただき

たい。というのは、この人たちがかなりの数高等部に来るのですね。今中学校から就職し

ていく人は殆どいません。本校とか、清水とか、附属とか中央の高等部に行くわけですよ

ね、そうすると中学部からの在学生の数だけでアンケートを取っていても、高等部を卒業

するときは全然違いますね。それから数が倍々になって、この行き先ですがやはり先ほど

から出ている強度行動障がいのある生活介護が必要で、介護が必要だというお子さんの進

路先がありません。一般就労については30％から就労移行まで含めると50％くらいですね。

かなり障がいのある方の雇用は優しくなってきたかなというのは感じています。公的な機

関も含めて静岡市さんも色々やってくださっていますので、一般就労の方も希望するもの

はしてくれています。一時期よりはすごく優しくなりました。だから先ほど障がいのある

方の施設が傍に来たら嫌だという人がいると言ったけれど私はそんな風には感じず、すご

く優しくうちの生徒を歓迎してくれるなとありがたく思って、一時期、障がい者の理解が

凄く深まって、これでインクルシブになれば「差別」なんて言葉もないそんな世の中にな

るのにもう少し障がいが重いお子さん方が一般就労に行ければもっと介護の方も空くしそ

うなるといいかなと思っています。そういう意味ではぜひ進路先についてこのような形で

アンケートを取ってくださるとありがたいかなと思っています。 

 

(牧野委員) 

６ページの最後のところの説明ですね、３番の身体障がい者の対象範囲の拡大について

は結果として２年くらいかかってしまったのかなと思って、自立支援協議会でこういう形

でいこうと思っても、「予算がないから動けません」みたいな形になったことについて非常

に問題だと思っていまして、今後もそういう形になるのだとすると、ここで議論すること

が決まっても財政の話は別だよとなるのはどうかと思います。そうだとすると厚生委員会

とかいう議員の皆さんか、財政の担当の方も来ていただいてお願いするというのも一つの

手かなと思っているのですけれども、そのスピードアップできる方法ですとか、今回のこ

とについて私も勉強したのですけれども、ここで決めても財政に行かないと話にならない

よと言われて、そこから先はこうしようとしても２年も３年もかかるよというのが一方で

あるのと、障がい者福祉計画に入れて載せることができるのなら、それについてもっと詰



 

 

めていかないといけないのではないかなと思うのです。 

もう１つの自立支援協議会で出てきた課題は、当事者団体だとか事業所で出てくる課題

とはまた違った面からの課題や問題に焦点を当てて来ますので、例えばさっきの移動支援

のことについても当事者はあまり運動とかしない方たちなのですよね。片麻痺であったり

する方々の移動支援どうしましょって話だったのですけれども相談の部分でしか挙がって

こないものですから、当事者団体がこうしてほしいみたいな塊みたいなものを相談支援の

方で拾ってくるのだとするとその部分もっと施策推進協議会に反映させていくべきなので

はないかということが純粋におもっていることです。 

もう１つ、厚生労働省がこの計画の策定について自立支援協議会の意見を聞きなさいと

いうことを謳っていますので、施策推進協議会は今日報告を受けたという話になっている

と聞いておりますけれども、今後個別の課題について自立支援協議会でもっと叩いて出し

ていく形にするのか、あくまでここで課題が分かったからあとは施策推進協議会にお任せ

という形にするのか、前回の自立支援協議会では自立支援協議会の中での専門部会のよう

な話もあって、そこでの検討の話になってくるのかということの、方向性と整理がまだよ

くできていないのですけれども、その部分についてお伺いしたいと思います。 

 

(事務局 松永) 

まず今年度から来年 26年度に関しましては、計画の策定の時期でございます。先ほど懇

話会に障がい者団体が 36団体入りまして、アンケート項目の検討を行っていただいて来年

度はアンケートについての分析、検証、それに基づく課題の洗い出しと施策計画の素案を

作るという中で、障がい者の団体を交えて話をするので、私としては当然その中で自立支

援協議会の中で課題となってくるものも出てくるものだと思っています。ただ先週の自立

支援協議会の中では、部会を設ける方向でということになっておりますので部会の持ち方

についても、懇話会と何度も会議を重ねるのはどうかということもありますけれども、部

会の持ち方について来年度検討していきたいと思います。 

最初にお話しいただいた施策の位置づけということですけれども、基本的に計画の中に

位置づけるつもりでいます。ただ市の総合計画に位置付けられていましても実現できない

ものもいくつもあります。計画の中の現状で課題がいくつもあり、それを解決するため位

置付けて進めていくというものも当然ありますので計画に基づいて進めていくわけですけ

れども、市の財政もキャパがありますし、今は若干市税が増えていますけれどもそれにも

増して社会保障、扶助費が非常に伸びております。自立支援給付費におきましても毎年 10

億ほど伸びています。来年度 26 年度は 70 億くらいの支出になります。その扶助費などの

継続的な経費を除いた中で自由に動けるお金をどういう施策に展開していくかというので

決まってくるわけでございますけれども市の行政は当然福祉だけではなくて道路とか、建

築とか、教育とか色々な分野がございます。そういった中、優先順位をつけながら事業を

実施していくということなので、移動支援については２年かかりましたけれども計画が必



 

 

ず実施できるというものではないということはご理解いただきたい。今後この協議会の中

で、手当てできないのはどういう理由なのかという説明責任も我々にはあると思いますの

で、予算の組み立ての結果としてこの事業は計画にあるけれどもこういった事情で実施で

きなかったという説明も今後していく必要があると牧野さんのお話を聞いて思いました。

なるべく私の方としては計画にある通り事業を実施していくというように取り組んでいき

ますけれども、そういった財源に限りがあるという中ですので、できない場合はその辺は

説明をさせていただきます。 

 

(牧野委員) 

重度心身障がい者を守る会の立場とすると重度心身障がい者の在宅支援として色々やっ

ていただいて前に進んでいるものですから非常に感謝をしているのですけれども、例えば

その当事者団体がない人たち、強度行動障がいや虐待を受けている人たち、触法関係の人

たちもそうなのですが、その人たちの話題は相談関係でしか出てきません。懇話会の中で

その団体の人たちがああしてくれこうしてくれという中では出てこずに、そういう課題は

自立支援協議会の中で、今回はたまたま老障介護になってきますけれどもこの老障介護も

高齢者の方からの話もないし、当事者からの話もないものですからこれが結果として虐待

につながるという話になっていてこの課題も相談支援から出てくる話は施策推進協議会と

しては真摯に受け止めなくてはならないのではないかと思います。 

その中にもう一つ今後の話として軽いけれども触法系のやんちゃな人々の対応について

司法から福祉のほうでやれという話が上の方でそういう方向になっているみたいなのです

けれども、現場の方が全然対応できていませんのでその辺についても計画の中で検討でき

るようなことをお願いしたいと思います。来年度の懇話会が４つの部会に分かれるという

お話ですけれどもその中に少なくとも強度行動障がいと触法と虐待とかの話を部会でちゃ

んとやっているよというか、もしそこが適切適所でなければ特別にプロジェクトチームか

なにか作っていただくということをお願いしたいと思います。以上です。 

 

(溝口委員) 

ヘルパー不足の対策のお話なのですけれども、実際には何人足りないかというのは出な

いでしょうけれども、どういう風にしたら増やせるかという具体的なものはお考えなので

しょうか。見るとヘルパー人材養成と書いてあります。これはヘルパー事業所ネットワー

ク内で多分左上に書いてある障がい者ヘルパーネットワーク静岡の中の研修の話ですよね。 

 

(事務局 海野) 

はい、①の方が移動支援従事者養成研修とは静岡市が直接研修を行うような内容になっ

ております。また、ヘルパー事業所ネットワークにおいて行う研修というのは今現在ヘル

パーさんとして活躍していただいている方のスキルアップを図るための研修、２段階にな



 

 

ります。 

 

(溝口委員) 

でも移動支援の従事者養成研修とは要するに移動支援の人たちだけが足りないわけでは

なくて全部が足りないわけですよね、ヘルパーさんが。そうすると、簡単に言うとヘルパ

ーのスキルアップは大変重要なことだと思うのですが、左側に書いてある介護保険事業者

参入などということを考えなければ、他所から人を持っていなければだめだよという話に

なりますよね。そうすると具体的な研修の計画があるのかどうか例えば３障がいで分けた

場合にどこの障がいが一番足りないかだとかそれはニーズを掴んでいらっしゃるのですか。 

 

(事務局 海野) 

はい、移動支援従事者養成研修は市独自で、静岡市の移動支援のみに従事していただく

ようなヘルパーを養成していただくと考えております。それ以外のヘルパー養成につきま

しては静岡県で実際に研修を行っていただいております。 

それから３障がいでどこが１番足りないのかということなのですけれども、実際に居宅

サービスの業者のネットワーク会議を開かせていただきました時にご意見としていただい

たのは精神の方の支援は難しいというお話をたくさんの事業所からいただきました。その

ため、この３月には精神障がいの特性であるとかの研修会をヘルパー事業所ネットワーク

会議の中で行っていきたいと考えています。 

 

(溝口委員) 

ありがとうございます。多少誤解していて３番のところが移動支援プロジェクトチーム

でしたので確かに移動支援の話でした。ただ全体的にヘルパーさんが足りないのも確かで

すよね。参考になるかは分かりませんけれども僕は静岡市とそれから県の事業でやってい

るのですけれども、ヘルパーさんたちにヘルパー２級だか取れるような研修会というのを

静岡市とそれから今年は沼津でやって、200名くらい来るのですよ。そういうところで話を

持ち出せばもしこういう風に言ってほしいというのがあればついでにいくつか出しますけ

れども、これが前向きな話です。 

 

(杉本委員) 

最近は学校に普段お母さんが送ってくる、お母さんの具合が悪くなって、流産しそうと

かあるいは自分の精神疾患がおかしいと言って一定期間中央とか北特支に送るとか、入所

施設の方から電話があって入所している方のお散歩とか、入所施設の中の話し相手、相談

相手が多いですね。それから障がいのある方の療治保育、ですから普通のヘルパー間に合

わないときに特例というものが必要なのですけれどもとにかくうちの場合は土日の依頼が

物凄く多くて、でもなかなか医療的ケアがあって、急にというと看護師一人と運転士二人



 

 

で行かなくてはならないと、うちが１時間 1300円取るものですけど総合支援法で行けない

と 2600円になりますね２人つけると。ですから特例措置というもので間に合うしかないか

なというのがあって、私たちはお金もらえればいいのだけれどお金をもらうのも申し訳な

い。そして１か月になるとすごい金額になるのですね。そして流産などになると４か月く

らいになります。緊急にお母様が入院された場合そういうときだけ特別早くに特例ができ

るとありがたいなと思っています。それから今色々出来るとありがたいなというのはヘル

パーの教育、もっと吸引ができる介護福祉士とかいっぱい増やさなくてはいけないなと思

うのですけど割合静岡市で吸引というのも１年に２回くらいありませんのでもうちょっと

増やしていただけるとありがたいなと。いてもうちでは労働過重になっていて、職員がケ

アをする人のケアをしなくてはならなくてはならないような時代ですので、非常に超過重

が多いですし、知的の重い人、重心という人もいっぱいいますし、療治保育でも普通のお

子さんもなかなか 40度近いとインフルエンザとかも行きますけど、大変なところで重心が

ついてくるともっと大変になるのでちょっとヘルパーの不足については本当に真剣に考え

なくてはいけませんし、私自身もそうですけど高齢化してしまって 60代のヘルパーがうち

の７割くらいになります。若い人たちは若い人で入ってくるのですけど間の 40 代 30 代は

ちょっと見つけなくてはいけないなと急ピッチに思っていますけれどもまた支援の方とい

うか金額の方で何か応援がいただければいいなと思っています。 

 

 (八木委員) 

ヘルパー養成は行政を経てやるのか業者にお願いしてやるのかその辺聞きたいのですけ

れど、今まで社会福祉協議会がやっていたのですけれど社会福祉協議会は儲からないもの

で止めてそれきりになってしまったのですけれど、その辺どうでしょう。お聞きしたいの

ですけれど。 

 

(事務局 海野) 

はい、26 年度から実施いたします移動支援ヘルパー養成研修につきましては静岡市が直

接行います。移動支援だけの場合は市が行いまして、それ以外のヘルパー養成研修は… 

 

(八木委員) 

介護ヘルパーとかの場合はどうなっているのかなと。 

 

(事務局 松田) 

県の方が研修業務を実施しております。県は直接やるわけではなくて養成機関に委託し

ましてそちらで実施する形をとっております。 

 

 (江原会長) 



 

 

はい、ありがとうございました。以上で本日の議題はすべて終了いたしました。皆様のご

協力をいただき滞ることなく議事を進めることができました。ありがとうございました。 


