
 

 

令和元度第１回静岡市障害者施策推進協議会 会議録 

 

日  時    令和元年７月12日（金） 午前９時30分から午前11時30分まで 

 

場  所    静岡市役所 静岡庁舎 本館 ３階 第１委員会室 

 

出 席 者 

（ 委 員 ）    江原勝幸委員（会長）、青木憲一委員、大石信弘委員、大橋裕委員、 

川口尚子委員、川口好則委員、久保田兼子委員、重松秀夫委員、 

杉本彰子委員、杉山愛実委員、髙成田和子委員、中村章次委員、 

橋本信仁委員、堀越英宏委員 

 

（事務局）     青野保健福祉長寿局次長兼健康福祉部長、 

海野福祉総務課主査（吉永参与兼福祉総務課長代理）、 

萩原参事兼口腔保健支援センター所長（森島健康づくり推進課長代理）、 
萩原障害福祉企画課長、戸塚障害者支援推進課長、 

渡邊地域リハビリテーション推進センター所長、 

鈴木保健衛生医療部長、 

松本保健衛生医療部理事（こころの健康センター所長事務取扱）、 

山本保健医療課長、石垣参与兼保健予防課長、松田精神保健福祉課長、

橋本参与兼子ども未来課長補佐、 

山内主幹兼システム係長（安本幼保支援課長代理）、 

太田参事兼母子保健係長（稲葉参与兼子ども家庭課長代理）、 

松下児童相談所長、吉永葵福祉事務所障害者支援課長、 

蛯名駿河福祉事務所障害者支援課長、 

望月清水福祉事務所障害者支援課長、 

渡邊学校教育課特別支援教育センター所長 

 

欠 席 者 

（ 委 員 ）    鈴木和裕委員 

（事務局）    羽根田保健福祉長寿局長、杉山子ども未来局次長、安竹こども園課長 

 

傍 聴 者    一般傍聴者 １人 

        報道機関  ０社 

 

 



 

 

議  題   （１）「静岡市障害者共生のまちづくり計画」の進捗状況について 

（２）次期静岡市障害者共生のまちづくり計画の策定について 

       （３）「親亡き後」を見据えた支援に係る協議 

 

報  告   （１）静岡市障害者自立支援協議会 平成30年度活動報告 

       （２）静岡市医療的ケア児等協議会 開催報告 

       （３）今後検討が必要な個別課題について（移動支援事業の利便性の向上・

新規サービスの提供体制の円滑な整備） 

 

会議内容 

 

議題（１）「静岡市障害者共生のまちづくり計画」の進捗状況について 

 

● 障害者福祉課から静岡市障がい者共生のまちづくり計画の平成30年度の実績について

説明 

 

【堀越委員】 

 資料２、資料３でＤ評価となっている「地域移行支援」についてです。資料３だと「２ 生

活支援」の２番目の「（２）地域移行支援を推進するための支援」の中に１つＤ評価があり

ます。資料２だと27ページに記載されています。地域移行支援というのは、皆様ご案内のと

おり、精神科病院や障がい者の入所施設などから地域に移行するための居住場所の確保な

ど具体的な支援がサービスの内容となっております。地域移行支援がなかなか進まないの

は、いくつか理由があると思いますが、ひとつとして地域移行支援事業を行うことができる

指定相談支援事業所が積極的にこの事業に取り組みにくい状況があると思います。指定の

一般相談支援事業所は、多くが委託相談支援事業でもありますので、市の方でも、どういう

シチュエーションだと使えるのかなど、協議をお願いします。先般、県と政令市で行ってい

る精神科の措置入院の研修会があり、私どもの相談員が事例を発表させていただきました

が、病院からの退院や入所施設からの退所については手厚い支援が必要だと思いますので、

仲間を増やしていきたいと思います。もうひとつですが、病院からの退院、入所施設からの

退所だけでなく、矯正施設である刑務所、拘置所、保護観察関係の施設、静岡でいうと勧善

会がありますが、そういった施設に入所している方の地域移行も、この事業の対象となりま

す。静岡市には静岡刑務所があります。居住地特例があって、静岡市で事件が発生して逮捕

されたら居住地特例になりますが、静岡でもこの事業が給付できるようになっていると思

います。そういった事業であること自体が伝わっていないこともあると思います。全国的に

見ると、地域移行支援を上手に使っている都道府県も、ほとんど使っていない都道府県もあ

って、格差のあるサービスです。この事業については、精神科からの退院だけでも非常に柔



 

 

軟に使える事業だと思いますので、ご活用をお願いしたいと思います。 

 

【江原会長】 

 地域移行支援は達成率が低いですから、事務局は、相談支援事業所が地域移行支援事業を

進めていくことなど、ぜひご検討ください。 

 

【大石委員】 

 地域移行支援については、自立支援協議会の部会でもご検討されていると思いますので、

後でご報告いただけると思っています。 

 私の要望といいますか、こうしてほしいというところですが、資料１の事業番号４「障が

いの理解を深める活動の促進」のための事業として「学校と地域が連携した福祉教育の実施」

があって、地域の中で啓発活動を進める取組が行われています。今年度から、地区社会福祉

協議会の役員等も啓発活動などに取り組むということで事業が進められていると思います。

私も、今度、地区社会福祉協議会の活動について、小学校で子どもたちにお話しします。私

の地域は麻機ですが、麻機で住民が100人いたとして、65歳以上の方は30人くらい、中学生

までの子どもは11人くらいというように概要を話すのですが、障がいを持っている人がど

れくらいかということについては数字がありません。高齢者の中で介護保険で介護を受け

ている人は大体５、６人くらいということは分っているのですが、障がい者の支援について

地域の中でお話しするときに、具体的に誰がどうということではなく、この地域に障がい者、

手帳を持っている人はこれぐらいいるという数字がないと、なかなか地域の皆さんが話を

聞いてもイメージが湧かないんです。地区社会福祉協議会は、地域の中の障がい者の事業所

を紹介したり、広報誌で紹介したり、福祉教育についても、先ほどのような話をするなど、

色々な取組を進めています。地区社会福祉協議会は高齢者と子育て支援が中心なんですね。

障がい者の教育の場を作ろうとしても、難しいです。そこで、お願いがあるのですが、少な

くとも小学校区ごとに障がい者手帳を持っている人がどれくらいいるのか、あるいは、障害

支援区分の認定を受けている人がどのくらいいるのか、地区社会福祉協議会に直接でなく

ていいので、社会福祉協議会に対して、小学校区ごとのそういう数字を提供してもらうこと

ができないだろうかと思います。小学校で話をしていても、障がい者は多様で、何をどう話

したらよいか、難しいです。でも、手帳があるということ、手帳を持っている人がこれくら

いいるということを話して、少しでも分かってもらうということが大切なことだと思って

いますので、ぜひご検討をお願いします。 

 

【杉本委員】 

 私も大石委員と同じ考えなのですが、うちの事業所を利用している方が、例えば、知的障

がいの手帳を持っていて、身体障がいの手帳も持っていて、２つの団体の事業所を利用して

いる場合に、事業所ごとの人数を数えて合計すると同じ人を２度数えていることになり、事



 

 

業所としては人数を把握が難しいです。市が情報提供することで、静岡市の正確な障害者手

帳保持者の人数が把握できると思います。それは、とても嬉しいことです。 

 

【中村委員】 

 昨年の８月頃のことですが、全国的に行政機関での不適切な障がい者雇用の問題が発覚

して、解決を図っていこうとされているところだと思います。資料１の３ページの111番、

「静岡市職員採用試験制度における障がいのある人への配慮」がＡ評価になっていますが、

実際にどういう配慮がされているのかということが十分に見えていないと思います。その

ことについて、いったいどうなっているのか知りたいと思います。身体、知的、精神の３障

がいのある方の目的に合った仕事で採用していると数値的に考えているのでしょうか。ま

た、全体としては知的障害の採用が少ないと感じているのですが、行政の中で知的障がい者

が働くことができる場があるのか、適切な仕事があるのか、いろんな課題があると思います。

市が率先して、そういう人たちの仕事づくりの場というものを考えていただきいというこ

とが１点です。 

 もうひとつ、自立を見据えての進路指導についてですが、５の（３）はオールＡ評価がさ

れています。それは、それなりの評価として考えていると思います。しかし、実態を見ます

と、ここで評価しているのは市立学校の支援学級だと思いますが、県立の特別支援学校に通

っている方が静岡市にも相当多くいらっしゃいます。その方たちの教育環境をみたときに、

非常に劣悪な状況があるという問題について、市としては、特別支援学級のことを考えてい

るのか、静岡市民の子どもたちが通っている特別支援学校のことも考えているのかお聞き

したいと思います。 

 

【萩原障害福祉企画課長】 

 市の職員については法定雇用率に達していません。知的障がい者の雇用をどうするかと

いうことについては、人事当局の判断になりますが、昨年度も、知的障がい者、精神障がい

者の方の募集はしていると思います。知的障がいのある方については、適切な仕事の切り出

しをしていかないと就労に結びけるのは難しいという実感を持っております。そのことに

ついても、市では検討していると聞いております。 

 

【渡邊特別支援教育センター所長】 

 特別支援学校の教育環境についてですが、本日、ご欠席の委員の鈴木静岡北特別支援学校

長がいらっしゃれば、もう少し詳しいお話が聞けると思いますが、私の分かる範囲内でお答

えしますと、現在、非常に狭隘化が進んでいる、子どもの数が増えて、非常に狭い空間にな

っているということで、静岡県として静岡県特別支援学校施設整備基本計画の見直し、特に、

静岡市内に新設の特別支援学校が少ないということで話が進んでいると聞いています。お

っしゃっていただいたとおり、静岡市内にお住いの子どもを県にお任せするというわけで



 

 

はなくて、その点について、静岡市と静岡県で何らかの話し合いを持たなければならないと

いう方向で話が進んでおります。現時点で何をするということは申し上げられないのです

が、今後、静岡県と静岡市の教育委員会で県立特別支援学校の狭隘化について話し合いをし

ていくという方向に進んでいます。 

 

【堀越委員】 

 資料２の24ページ、25ページの「相談支援体制の充実」についてですが、昨年度のこの会

議でも、大石委員からご質問があったところですが、事業所数の伸び、数字が増えているの

はありがたいことなのですが、実は、この中で休止をしているとか、あるいは撤退をしたと

ころもあって、プラスになっていることは確かですが、厳しい状況があります。事業所数だ

けでなくて、相談員１人当たりどれだけのサービス等利用計画、障がい児支援利用計画をつ

くることができるかということが大事だと思います。「現状の分析及び評価」に書いてある

「平成30年度の制度改正により、計画支援事業者が算定できる加算が新設されたため、事業

所の運営の改良が見込まれる」という部分ですが、ありていに申し上げますと、元々の単価

は下がりましたので、加算を取らないと元の収入に戻らないというのが実態だと思います。

加算を取ったから収入が増えて運営が楽になるということではなく、加算を取らないと元

の状況に戻らないということです。相談員が１人の事業所においては元々体制加算の対象

になっていませんので、２人以上の事業所、３人以上の事業所になるのが望まれます。障害

者自立支援協議会の相談部会では、行政とコラボして、「分かりやすい加算の仕組み」、通

称「加算の取説」というものを作成して相談支援事業所に配布すると伺っておりますので、

そういうことを呼び水にこの制度を活用していただきたいです。子ども部会で出された資

料によりますと障害児支援利用計画の達成率は70パーセントですから、様々な原因はある

と思いますが、３割の人が計画を作成していないということになります。成人の方は、96～

97パーセント程度ということですので、100パーセント近くなっていますが、成人の方は全

体の人数も大きいので、２～３パーセントでも結構な人数になると思います。部会と現状の

報告をさせていただきました。 

 

【大石委員】 

 今の相談支援のところに関連してですが、計画相談が大変だという話をよく聞きます。セ

ルフプランの数も減らないということですが、他の都市の事業所と比べるとセルフプラン

が少なくやっている事業所もあるので、静岡だけ突出してセルフプランが多いというのは

解消していかなければならないと思います。社会福祉士会や精神保健福祉士会といった専

門職団体の中で、「とてもやってられない」という話はよく聞くことなので、相談員の職務

改善をきっちりしないと、セルフプランを減らすのは難しいことだと思います。計画で数字

を出して、どれだけ達成したかを評価することも大切ですが、中身の問題として改善が必要

になると思います。それに関連して資料２の21ページの障害者相談支援事業も、相談員の資



 

 

質の問題です。私の40年以上の障害者支援に当たってきた経験値からしても、こんな相談員

がいていいのかと思う相談員がいます。障がいの相談員の原則として隠れたニーズをいか

に見つけるかということがありますが、表面的な話しか聞かず、隠れたニーズをきっちり捉

えない、そういう相談員がいるのも事実なんです。表面的なところだけでなく、本当にその

人が何を求めているのが、何を必要としているのかということを見抜いていく力が相談員

の中で育ってもらわないと相談支援はできませんよね。また、満たされないニーズが生じた

ときにどう対応するか、こういう制度はないから、こういうサービスはないから、諦めてく

ださい、というような対応が多いです。制度やサービスとしてできないものは仕方ないです

が、それをどうしていくのか、代替になるものを探していくのも相談員の役割です。本当に

困って、見つからなければ、生み出していくのも相談員の役割です。相談員個人がというわ

けではなくて、生み出す場として自立支援協議会があります。こういうサービスがないから

どうしたらいいかと自立支援協議会に問題提起していくのも相談員の役割です。そういう

ことができない相談員が多いです。だから、相談に行った人が、再度相談に来なくて、基幹

相談支援センターに相談に行って、基幹相談支援センターがパンクしてしまう。先ほど、相

談員の処遇改善の話をしましたが、相談員の資質をどう向上させていくのか、自立支援協議

会にまかせっきりにするのではなくて、市が真剣に取り組む必要があります。私は、社会福

祉士会と精神保健福祉士会に所属していますが、そこは、ぜひ取り組んでほしいと感じてい

ますので、市の考え方を伺いたいと思います。 

 別の話ですが、資料２の39ページの障害支援区分認定審査会について、こういうときに意

見を言ってほしいと社会福祉士会から話があったので、お話しします。区分認定審査会の委

員ですが、医療系の委員が３分の２、福祉系の委員が３分の１という構成になっています。

医療的な見地というのは判断していく上で大切なことだと思いますが、認定審査会は、診断

して治療に結び付けるというものではありません。生活上の困難をどのように把握して、そ

れにこれだけの支援が必要だと判断する場所です。医療的な知見が必要な部分もあります

が、福祉的な、むしろ生活の中で何が困っているのか、生活の中でどういうふうな状態にあ

るのかということは、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士といった福祉系の専門職が

見ています。どうして、今のような構成になっているのか、前々から疑問に思っていました。

改善を図ってほしいと思います。各合議体でみると、医療系の委員が３人、福祉系が２人と

いう合議体が多いですが、ある合議体は医療系の委員が４人で福祉系が１人で、その１人の

福祉系の委員からは、何とかならないかという意見が出ています。任期の途中で変更するこ

とはできないでしょうから、次回の委員の選任に当たっては、ぜひ検討をお願いしたいと思

います。 

 

【事務局 障害者福祉課 地域生活支援係 瀧係長】 

 ご意見ありがとうございます。相談員の資質の向上について御意見をいただきました。市

といたしましては、自立支援協議会に相談支援評価会を置いて、年に２回開催しています。



 

 

その中で全ての相談支援事業所が自己評価シートで自己評価をした後に、委員の方々と所

管の職員が実際に現地を訪問して評価を行っています。今後も継続していきたいと考えて

います。大石委員からご指摘いただきましたように、それだけでなく、市の方でも取り組む

ようにというご意見をいただきましたので、それにつきましては、検討していきたいと考え

ています。 

 

【堀越委員】 

 相談員の質の向上について、基幹相談支援センターとしての取り組みを宣伝させていた

だきますが、基幹相談支援センターと地域生活支援拠点の「まいむ・まいむ」の連携で２月

に１回、複合課題の事例検討を行っています。8050問題、高齢者と障がい者の同居世帯の課

題が多いわけですが、さらには引きこもりの問題や発達障害の問題の事例を検討していき

たいと思っています。少し心配しているのは、大石委員が言われたことで、委託相談支援事

業所もそうなのかもしれませんが、相談員が１人の計画相談支援事業所における相談員の

資質の向上について御懸念があるということではないかと思います。計画相談事業所の相

談員と話をすると、「自分はプランを作る立場なので、プランを書くことが仕事なのであっ

て、その後のフォローアップはしない」と言い切るような方がいます。計画相談支援事業所

というのは基本相談支援も行うこととなっていますので、基本相談支援については報酬は

得られませんが、きちんと対応していただきたいと思います。また、相談員が１人の事業所

は、多忙で、研修会に参加する時間もないというのが実情だと思います。ケアマネージャー

や地域包括支援センターの職員の方に興味を持っていただいて、多くの方に参加していた

だいています。委託相談支援事業所の相談員には参加していただいていますが、相談員が１

人の事業所について少し不安があります。基幹相談支援センターと地域生活支援拠点の「ま

いむ・まいむ」が連携して、８月、９月頃になると思いますが、相談員が１人の事業所への

訪問、フィードバックを重ねて、困難な事情も把握して、課題を市に報告しながら、改善を

図っていきたいと思っています。 

 

【橋本委員】 

 事業の評価区分ですが、Ａ評価、Ｂ評価は順調で、Ｃ評価、Ｄ評価については、今後の努

力や更なる取組が必要、あるいは目標の達成が困難だということです。Ｃ評価についてです

が、更なる取組という部分が評価の記載からは読み取れないものがあります。例えば、資料

１の７ページの21番、精神保健福祉課の「精神障害者地域生活体験支援事業」はＣ評価です

が、利用者が少ないのが評価理由で、「事業内容の変更等といった利用対象者の拡大につな

がる要綱改正を検討している」と更なる取組と思われる記載がされていますが、他のＣ評価

の事業では、それが分からないものがありました。資料２に至っては、Ａ評価もＣ評価も書

きぶりが変わらず、「今後の課題」を読んだだけでは、それがＡ評価なのかＣ評価なのか分

かりません。達成率が100パーセントになっていれば、Ａ評価なのかもしれませんが、「現



 

 

状の分析及び評価」の書き方がどれも同じという印象を受けました。資料３の「自立生活援

助」の評価の理由を見ると、「新規参入しやすい環境づくりが必要である」と書いてありま

すが、そのために何をするのか、それが更なる取組ではないかと思いますので、そういう内

容が書かれていると分かりやすくて良いと思います。 

 

【川口好則委員】 

 先ほどの相談員の話ですが、相談員が３人いないと採算が合いません。私のところは相談

員が２人ですが、やはり２人だと大変です。ですので、これからは相談員がなるべく３人以

上いた方がいいという指導をしていただければと思います。 

 それから、「静岡市役所での障がい者雇用」ですが、対応が遅すぎます。国が遅いと言わ

れますが、国は去年、解決しているかと思います。表現は悪いですが、役所に勤めるられる

方は、障がい者の中ではあるていど能力が高い方です。面接を受けようと待っている方がた

くさんいます。雇用率の目標は、2.8パーセントだったと思いますが、問題が発覚してから

１シーズン過ぎようとする中で、解決策がまとまっていないのはおかしいのではないでし

ょうか。民間だと職務怠慢です。ありえないことです。役所が募集をすると私たち事業所内

では人手不足になると思っているくらいですので、障害者の方の仕事の割り出し方によっ

ては、静岡市ならあっという間に定員がいっぱいになり、法定雇用率を達成することができ

ると思います。 

この「静岡市役所での障がい者雇用」がＣ評価になった理由は３つあると思います。事業所

の必要性に関する需要と供給の見間違い、事業そのものの採算性の問題、そして、どの業界

もそうなのですが、仕事をしようとする人が物理的にいないこと、この３つを障がい者計画

の中でどのように見通していくかが問題だと思います。物理的な問題は、どう議論しても解

決策はむずかしいかと思います。例えば、先ほどの相談支援事業ですと、専門相談員が３人

いて夜中でも電話がかかってきたら出ていくことができるというような体制なら採算は合

いますが、人手不足の時代ではなかなかそのような体制は取れません。市民のお役に立つと

いうスタンスで仕事をするしかないと思います。そのような議論ではなくて、何とか道を作

るような姿勢で、解決策を考えてもらいたいと思います。 

 

【杉山委員】 

 先ほど大石委員がお話しされた障害支援区分認定の関係ですが、障害支援区分６の方の

中には、医療的ケアが必要な方も、必要のない方もいます。比較的自己表現ができる方もい

れば、私の息子のように意思疎通が全くない、看護体制が必要な方もいます。障害支援区分

が６になる範囲については、国のガイドライン等で定められていて、それに則って判断され

ていると思うので、仕方がないと思います。息子が生活介護で、別の事業所に移りたいと思

ったときに、医療的ケアが必要だと、なかなか次の事業所が見つかりません。医療的ケアが

必要な利用者を受け入れている事業所が少ない中で、どうしてだろうかと考えました。それ



 

 

は、障害支援区分が６の障がい者を受け入れるに当たって、私の息子のように、医療的ケア

が必要で看護師が常駐していないと対応ができない障がい者を受け入れるのと、看護師が

常駐する必要がない障がい者を受け入れるのだったら、常駐の看護師を雇う必要がなく、ス

タッフが大変にならず、金銭面の負担も少ない障がい者の方が受け入れやすいのではない

かと思いました。事前に、事務局に、障害支援区分６の方を生活介護で受け入れるに当たっ

ての加算が設けられないだろうかということを質問させていただきました。引続き、協議し

ていただきたいと思います。 

 私の息子は10歳で障がいを発症しました。障がい児として始まりましたが、ここ10年で障

がい児のためのサービスは年々充実してきているように感じています。静岡市にも感謝し

ています。10年経った今、息子は成人を迎え、障がい児から障がい者に変わりました。障が

い児のサービスが年々充実してきたと感じていた分、障がい者に変わったときに同じサー

ビスが受けられなくて、後退してしまったように感じました。今までは、学校が終わった後

の放課後等デイサービスがありましたが、成人になってからは、事業所から帰って来てから

の支援がなくなってしまいました。私は、仕事もしておりますので、障がい者に変わった時

点で、仕事との折り合いがとても難しくなりました。資料を見ても、障がい児に対してのサ

ービスが充実してきているのは嬉しく思っていますが、障がい者になってからも引き続き

同じサービスが受けられるような体制を考えていただきたいと思います。 

 

議題（２）次期静岡市障害者共生のまちづくり計画の策定について 

 

● 障害者福祉課から次期計画策定に向けた「静岡市障害者共生のまちづくり計画策定等

懇話会」の開催及び策定までのスケジュールについて資料により説明 

 

【堀越委員】 

 静岡市障がい者共生のまちづくり計画につきましては、静岡市地域福祉計画の下位にあ

る特定分野に関する計画に位置付けられるものだと思います。地域福祉計画との連携、連動

のところについて、地域福祉計画の担当課もオブザーバー的に御参加いただくと良いと思

います。また、次の議題になっている8050問題にもつながっていくと思いますが、地域包括

ケア推進本部の方にもオブザーバーとして御参加いただくことで、地域福祉計画との連動、

あるいは、高齢者分野の計画との連動がされていくのではないかということを注意点とし

て申し上げます。 

  

議題（３）「親亡き後」を見据えた支援に係る協議 

 

● 障害者福祉課から「親亡き後」を見据えた支援について資料により説明 

 



 

 

【堀越委員】 

 課題１についてお尋ねします。「親亡き後」を見据えた支援の中で１番大切なことは、家

族を丸ごと支援するという視点だと思います。障がい者の支援については、課題２以降のそ

れぞれのフローチャートの中でしっかりと状況を確認していくことが必要です。家族全体

を支援していくこと、これは、引きこもりとの同居世帯のことにも関連するのですが、支援

が必要な家庭をいかに把握するかという問題があります。この問題について、私は常々色々

なところで申し上げていますが、社会福祉法が改正されたのは、行政の方はご承知だと思い

ます。社会福祉法第106条の２の趣旨は、複合化、複雑化した課題を抱えた個人や世帯に対

する適切な支援や対応を行うために、地域子育て支援拠点、地域包括支援センター、障害者

相談支援事業所など福祉の各分野における相談支援事業所が、利用者からの相談を通じて、

利用者自身とその利用者が属する世帯が抱える地域生活課題を把握した場合に、必要に応

じて適切な機関に繋いでいくことを努力義務としています。地域生活課題については、社会

福祉法第４条で明確に規定されています。基幹相談支援センターとしましては、この社会福

祉法第106条の２の仕組みは、連携を深めるための大きなツールだと理解しています。改正

されてから１年ほどが経つのですが、静岡市から法が改正されたから連携を進めていこう

と関係機関に呼びかける通知はありません。通知をいただかなくても、現場では連携が進ん

でいますが、ぜひ、関係機関に第106条の２の趣旨を周知して、連携を後押しするような通

知やアクションを起こしていただきたいと思います。 

 

【竹田障害福祉企画課参事】 

 連携につきましては、静岡市も次の人にバトンを渡して、それで終わりにするのではなく、

一緒に走っていくことができるような関係を作っていきたいと思っています。自立支援協

議会等の中で、実際に、個々のケースにつきましては連携を取りながら進めております。し

かし、市全体の制度として連携を深めていく関係になっているかというと十分ではないと

思いますので、堀越委員が言われた周知や連携につきましては、関係部署と共有して、前向

きに進めていきたいと思っています。 

 

【江原会長】 

 周知を深めた上で、静岡市として連携を進めるための体制づくりについて強化していく

ことが必要ではないかと思います。地域福祉計画においても、求められていくところだと思

いますので、児童、高齢者、障がい者に関わる各事業所が連携することができる体制づくり

についてバックアップをお願いします。各分野の計画についても、この地域生活課題の解決

のための体制づくりという課題に踏み込んでいけるようなものにしていただきたいと思い

ます。 

 

【大石委員】 



 

 

 フローチャートの課題１に書いてあることは必要なことですが、民生委員による高齢者

実態調査というのは、「親亡き後」の支援が課題になるような世帯は対象になりません。高

齢者実態調査で把握できないということを高齢者関係の部署と共有できていないことが不

思議です。民生委員が地域の実情を把握するというのは、役割のひとつですが、高齢者実態

調査ではそれができないということをきちんと理解していただきたいと思います。 

それから課題２ですが、こういう取組が必要なのは分かりますが、誰が実施するのか書いて

ありません。明記していただきたいと思います。 

 

【高成田委員】 

 ６月で、ほとんどの民生委員が高齢者実態調査を終えて、結果を市へ提出しました。高齢

者実態調査の中で、市に緊急に連絡したいことというところに、一般世帯に障がいのある方

がいらっしゃって、困っているようだということを書かせていただきました。市の方から、

地域包括支援センターへ連絡してくださったのではないかと思います。一般世帯は、調査の

対象にはなりませんが、私は訪問するようにしています。まめに訪問する民生委員がいる地

域はいいのですが、そうでない地域のことは気になっています。 

 

【堀越委員】 

 障がいの相談支援機関は、地域のどこに障がい者がいるのか分からない仕組みになって

います。問題が複雑化、顕在化したときに初めて相談にいらっしゃるわけです。そうすると

手がつけられない状態になっていることもあります。予防的に日頃から関わりを持つとい

うことが大切です。障害者手帳を持っている方のご家庭を把握することについては、個人情

報の関係もありますので、非常に難しいことだと思いますが、先ほど、大石委員、杉本委員

からもお話がありましたが、ニーズの把握の方法も含めて、地域にどのくらい障がいのある

方がいるのか、どんなニーズがあるのか、把握していかないと、包括ケアに含まれる予防的

な対応というのは難しいと思いますので、どうするのか検討していただきたいと思います。 

 小規模な市では、正式に、精神障害者保健福祉手帳１級、２級の方、療育手帳Ａ、Ｂの方

の全数調査を行っているところもあります。そして、ニーズを把握しています。精神障害者

保健福祉手帳をお持ちの方の場合は、障害福祉サービスを使っていない方の方が多いわけ

です。おおよそ、６割以上の方は使っていないと思います。サービスを使っていない方に安

否確認といいますか、年に２回くらいは、「お元気ですか」「サービスは必要ないですか」と

いうことを問いかける仕組みというものはありません。年金のように、せめて年１回は確認

する仕組みを作るとか、そういったことを併せて行っていかないと、問題が顕在化したとき

に後追いで対応するしかなくなってしまいます。ご検討いただきたいと思います。 

 

【中村委員】 

 私たちは、葵区・駿河区で手をつなぐ育成会という団体を作って800人以上の会員がいま



 

 

す。清水区は別に同じ名前の団体を作っていて、約300人の会員がいて、協力しながら活動

しています。大きな団体です。その中で、様々に集まって、色々な勉強会を開いています。

「親亡き後」、後見人、年金、暮らしの問題、様々なことを勉強しています。「『親亡き後』

を見据えた支援」というのは、マイナスのイメージがあるタイトルだと思います。親が、「私

たちが亡くなったら、この子たちは本当に生きていけるのか。ちゃんと生活していけるの

か。」という心配があります。現在の制度では、心配せざるを得ないような実態があります。

私たち、手をつなぐ育成会は、「障がいを持つ人の明るい未来のために」というタイトルを

作って、副題として「親亡き後」を考えることが必要ではないかと論議しながら、皆さんで

合意を図っているところです。ここに書いてある「障がい者の『親亡き後』を見据えた支援

について」という言葉ですが、「本人たちの未来のために」、そして、その未来をつくってい

くために、本人の支援、本人を支える家族の支援を考えていただきたいと思います。今後も、

論議を深めていって、皆さんと共有したいと思います。 

 

【久保田委員】 

 私たちは１年に一度、「しんめい」という機関誌を出していますが、その中に、作業所に

行っている当事者の書いた記事が載っています。ひとつ、聞いてください。題が「ひとりぼ

っち」です。「６月に母親を亡くし、母親の通夜の前の日に父親が救急車で静岡市の静岡病

院に運ばれ、10月６日に亡くなりました。」と書いてあります。本人は６月と書いています

が、実際は７月６日に亡くなりました。７月と10月に親が亡くなっています。「49日までは、

毎日、ご飯と味噌汁と煮物と煮豆と香の物を供えて、花の水を入れ替えていました。」この

方の家は、100坪くらいの大きな家です。「大きな家にひとりぼっちで寂しいです。遺言書が

あり、財産は妹２人が相続し、自分は放棄するよう書いてありました。お父さん、お母さん

２人の葬式代が750万円かかりました。この３分の１の250万円を自分が分割で払わなけれ

ばなりません。もうすぐアパートを借りて一人で生活していきます。不安と希望で胸がいっ

ぱいです。心明会には続けて通いたいと思います。よろしく」と書いてあります。父親が昨

年の10月に亡くなって、今年の10月で１年になるので、広い100坪の家と土地があるのに、

今、二軒長屋に慌てて家を探して、昨日は、「隣との壁も薄い、隣は１日中テレビをつけっ

ぱなしで、音が筒抜けで、夜中にトイレに入るとガンガン、テレビの音が聞こえて、僕はも

う眠れません。」と、電話がありました。父親が亡くなって、まだ１年経たないのですから、

妹たちも出て行けと言わなくてもいいと思うんです。本人は55歳ですが、その家の姓を名乗

っているのは本人だけです。妹２人はお嫁に行って、それぞれ家族を持っています。妹は53

歳と44歳です。53歳の妹の夫が本人より１歳年下の54歳なんですが、この人が強くて、何か

と、本人に「てめえ、出ていけ」「てめえ、死んでしまえ」と名前を呼ばずに「てめえ、て

めえ」と呼んでいます。父親がまだ存命の時に、司法書士の下で遺言書を作成したんです。

その時は、本人もいたので、内容は分かっていて、妹たちは結婚したから、息子である本人

に財産を残すと書いてあったらしいのですが、母親が７月６日に亡くなって、その後、すぐ



 

 

に父親が救急車で運ばれたものですから、その入院先の病院へ妹の夫たちが２度目の遺言

書を書かせるために出向いたそうです。家庭裁判所では、財産は妹２人のものにして、本人

は放棄するという内容の新しい遺言書が通ったそうです。一昨年の１月２日には、義理の弟

に「てめえ、出ていけ。死んでしまえ。自殺しろ」と元旦に言われて、「とても辛い、苦し

い、やりきれない」と本人から電話がかかってきました。 

 

【江原会長】 

 とても切実な問題があるというケースのご紹介ですね。こういったケースについては

個々に対応していただきたいと思います。 

 この議題については、先ほど、お話のありました複雑化してから顕在化するという問題が

ありますので、もっと早い段階で関わっていくこと、長い間、引きこもっている場合がある

ので、そういった場合も、この課題１が把握できるかどうかが大切だと思います。そのため

には、関係機関と連携しないと難しいと思いますし、民生委員が把握するのも難しいという

お話もありました。今年度も、協議を進めたいと思います。 

 

【堀越委員】 

 先ほど、大石委員からお話があった、相談員の資質というところですが、サービス等利用

計画の中には、使いたいサービスのことも書くのですが、家族全体のニーズや状況を把握し

て、将来設計も含めて、総合的なプランとして作成することが必要だと思います。５年、10

年後はどうするのだろうということを相談支援専門員が一緒に考えていかなければならな

いと思います。広島市においては、災害の予防と結び付けて、サービス等利用計画書に災害

時に相談支援専門員が避難所やご自宅に応援に行くことができるような計画を盛り込んで

います。そうすると、家族の全体像が浮かび上がって来ます。モニタリングをする度に、家

族のニーズを把握することができます。障がい者のサービス等利用計画、あるいは、高齢者

のケアプランも、今は、サービスを使うための計画になっていますが、本来は、総合的なプ

ランですので、家族全体のことを考えられるような仕組みを盛り込めたらいいと思います。

その分量が多くなると、費用の問題が出てくるかもしれませんが、考えていきたいと思いま

す。 

 

【江原会長】 

 災害を切り口にニーズ把握や実態把握を行って、プランの中で、サービスを利用する人だ

けでなく、総合的に家族全体を支える仕組みをつくるために連携をしていく必要があると

いうご意見だったと思います。 

 

【大石委員から令和元年９月14日開催の8050問題に係る研修について、当日配布資料によ

り紹介】 



 

 

 

 

報告（１）静岡市障害者自立支援協議会 平成30年度活動報告 

  （２）静岡市医療的ケア児等協議会 開催報告 

  （３）今後検討が必要な個別課題について（移動支援事業の利便性の向上・新規サー 

ビスの提供体制の円滑な整備） 

 

● 障害福祉企画課から報告（１）及び（２）について、障害者支援推進課から報告（３に

ついて資料により説明 

 

【杉本委員】 

 居宅訪問型児童発達支援を行っている事業所です。このサービスについては、いろいろと

難しいところがありますので、また、ご相談させてください。 

 

【堀越委員】 

 新しいサービスで「自立生活援助」がありますが、これは、一人暮らしをしている障がい

のある方、あるいは、これから一人暮らしを目指そうとしている障がいのある方を定期的に

訪問していくもので、ヘルパーの派遣はしないのですが、光熱水費がきちんと支払われてい

るかどうかの確認、生活が滞りなく行われているか、睡眠はしているかなど見守りをする支

援で、実は、地域生活を行う上で非常に重要な支援です。まだまだ、周知が足りないという

ところはありますが、そもそも、この制度が出来た時の国の説明では、相談支援事業所で行

っている事業とこの事業を一緒に行うことができるということでした。１人の事業所では

大変ですが、２人、３人の相談員がいる事業所では対応できるのではないかと思います。相

談支援事業を行う中で、一人暮らしの方を訪問しているけれど、給付につながっていないと

いう実情もあるかもしれませんので、相談支援部会の中で経営モデル的なものを作らない

と進んで行かないと思っています。 

 そして、ヘルパー事業について、ヘルパーサポートブックを作成して、来週から、その説

明会があります。ヘルパー向けのものと利用者向けのものと両方あります。例えば、私が、

ヘルパーさんから聞いた話なのですが、「時間が余ったので、玄関先を掃除して帰りますね」 

と利用者に話したところ、利用者が精神障がいのある方で、「玄関先くらいは自分が掃除し

なくてはいけなかったんですよね」と電話があったそうです。「掃除してもらってラッキー」

と思えたらいいのですが、真面目な方だと心配になるようです。そういった事例についても、

説明がありますので、ヘルパーも支援に入りやすく、利用者もこういうふうに利用してもら

うとヘルパーが助かるという両方のことが書いてあります。大変良い冊子ができましたの

で、ぜひご利用いただきたいと思います。 

 


