
 

 

令和元年度第２回静岡市障害者施策推進協議会 会議録 

 

日  時     令和元年10月31日（木） 午後２時から午後３時12分まで 

 

場  所     静岡市役所 静岡庁舎 新館17階 171・172会議室 

 

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）     羽根田保健福祉長寿局長、青野保健福祉長寿局次長兼健康福祉部長、 

千須和地域包括ケア推進本部次長、吉永参与兼福祉総務課長、 

森島健康づくり推進課長、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、 

野ケ山こころの健康センター事務長（松本保健衛生医療部理事代理）、 

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、 

橋本参与子ども未来課長補佐、 

松世課長補佐兼総務・事業者指導係長（安本幼保支援課長代理）、 

安竹こども園課長、 

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 ）    杉本彰子委員、鈴木和裕委員 

 

傍 聴 者     一般傍聴者 ９人 

         報道機関  ０社 

 

 



 

 

議  題   （１）次期静岡市障がい者共生のまちづくり計画の策定に向けたアンケート

調査について 

       （２）「親亡き後」を見据えた支援に係る協議 

 

会議内容 

 

議題（１）次期静岡市障がい者共生のまちづくり計画の策定に向けたアンケート調査 

について 

 

● 障害者福祉課から次期静岡市障がい者共生のまちづくり計画の策定に向けたアンケー

ト調査について資料に基づき説明 

 

【堀越委員】 

 アンケートを通じて、経年変化も踏まえながら、障がいのある人のニーズを探っていただ

くということですが、アンケートを取らなくても把握している５年来、10年来積み残して来

たニーズがあると思います。アンケートだけでなくて、過去において様々な団体から出され

ている要望、本年度、これから実施する団体ヒアリングで聴き取る要望なども十分に参考に

していただきたいと思います。入所施設が少ないという状況の中で、短期入所施設が少ない

ということは10年以上前からあるニーズです。また、強度行動障害等に対応する色々なプロ

ジェクトがあって、支援者の養成や事業所のコンサルなどを進めていますが、そのような課

題もあります。積み上がってきた、あるいは、まだ達成することができていない課題がある

ということも含めて、このアンケートを活用していただきたいと思います。 

 

【川口委員】 

 アンケートですので、高い回収率を目指していると思います。中身の変更は分かりますが、

回収率を高めるための手段、手法があったら教えてください。 

 

【事務局 障害福祉企画課 竹田参事】 

 アンケート調査票の２ページ、「ご記入に当たってのお願い」の最後に「回答にあたって、

分からないことなどがありましたら、お気軽に下記「お問合せ先」にご連絡ください。」と

いう一文を加えました。連絡があれば、丁寧に支援させていただきたいと思います。また、

支援団体等にも、分からないから答えないのではなく、郵送までたどり着くような支援をし

ていただくようにお願いしたいと考えています。 

  

【江原会長】 

 アンケートの問い合わせについて回答がありましたが、川口委員がお考えになる回収率



 

 

を上げる工夫がありましたら、お願いします。 

 

【川口委員】 

 今の回答だと、工夫ではなく、皆さんにお願いをする話になります。どうして私がこのよ

うな話をしたかというと、私のところに厚生労働省からアンケートが届きました。国政調査

と同じように、担当の方が自宅に来ます。そこまでしてアンケートを取るのかということで

す。アンケートの内容は、厚生労働省の補助金を使ってよろしいかというもので、5,000人

から回収することを目的に努力しているという現実を目の当たりにして、これは回答をし

ないといけないと思いました。そういう姿勢がないと、アンケートは、どんな規模で行って

も回収率が決まってきます。選挙のように一生懸命行っても60パーセント程度です。それ以

上の回収率を目指すのであれば、それなりの努力をしなければ回収率は上がりません。回収

率を上げるための方策を考えていただきたいと思います。 

 

【江原会長】 

 ちなみに前回の回収率は、どのくらいでしたか。 

 

【事務局 障害福祉企画課 竹田参事】 

 障がいのある人が、2,229票で44.6パーセント、一般市民が1138票で37.9パーセントです。 

 

【江原会長】 

 回収率があまりよくない状況ですので、川口委員がおっしゃったような回収率を上げる

工夫をしていただいて、より多くの声を集めるように、実施に向けて検討してください。 

 

【大石委員】 

 回収率は、確かに低いです。項目が多く、分厚いアンケートなので、それだけで回答する

のが嫌だと思う人がたくさんいると思います。精査して、ここまで絞ったと思いますし、こ

こから更に絞るのは難しいのかもしれませんが、必要ではない項目があるのではないかと

思います。例えば、一般市民向けのアンケートの問３、問４です。一般向けのアンケートで

あっても、障がいを持っている方に送付されることもあるでしょうから、こういう項目を作

ったのではないかと思いますが、本当に必要でしょうか。それから、ボランティアの設問が

ありますが、このアンケートで実施しなくても、他のアンケートで把握していないでしょう

か。負担感を減らすことが求められていると思います。懇話会で作り上げたという経緯もあ

るので、具体的に、どこをどうするということは申し上げませんが、項目が多ければよいと

いうものではないと思います。回収率が、３分の１程度しかないという状況も考えなくては

なりません。このアンケートを関心のない人が受け取ったら、設問の数だけで嫌になるとい

うのが正直なところではないでしょうか。また、一般市民向けのアンケートの設問ですが、



 

 

障がいのある人と比較したいという意図で障がいのある人のアンケートと同じ文面のもの

がありますが、一般市民にとっては違和感のある文面だと思います。例えば、問８ですが、

障がいのある方は、施設やデイケアに通うこともありますので、そういう選択肢があること

は分かりますが、一般市民には馴染みがなかったり、知らなかったりして、どうして自分が

このような項目に答えなくてはならないのかと感じるかもしれません。比較をしたいとい

う意図は分かりますが、文章表現や選択肢を変えてもいいのではないかと考えますので、検

討していただきたいと思います。そのことも、回収率を上げるための努力だと思います。多

くの方から正直な意見を聴くことは大切なことですので、アンケートを回収する側がきち

んと努力する必要があると思います。 

 

【江原会長】 

 色々と意見が出ましたが、負担感を少なくし、回収率を上げるための工夫をしながら進め

ていただくようお願いします。 

 

議題（３）「親亡き後」を見据えた支援に係る協議 

 

● 障害福祉企画課から「親亡き後」を見据えた支援について資料により説明 

 

【江原会長】 

 事務局から説明がありましたとおり、具体的な課題の3-1から3-9までのうち、今回は、3-

1から3-4までについて、具体的な課題と解決策をいただきたいということです。将来的には

ハンドブックにすることも視野に入れているようで、そのための基本的な資料になると思

います。どのような場面でどのような支援策があるかなど、実際に支援に携わっている皆様

からご意見をいただければと思います。 

 

【堀越委員】 

 親亡き後の支援について、いよいよ各論に入ってきました。まず、住むところが確保でき

ないという課題ですが、日々の相談の中でお聞きするのは、１番借りにくいのは公営住宅だ

ということです。例えば、静岡市営住宅だと連帯保証人と身元保証人の２人が必要です。県

営住宅でも連帯保証人が必要です。ＵＲ住宅であれば、生活保護の方でも保護費で家賃を払

うことができるから大丈夫だというところが多いです。しかし、公営住宅の場合は、連帯保

証人と身元保証人の両方をそろえるのは困難です。障がい者の方も高齢になってくると家

族がいないから公営住宅に入りたいと考えるので、そのときに誰が保証人になるのかと考

えると、窓口規制ではないかという考えも薄っすらと浮かんできます。居住支援団体ができ

ましたから、そういう団体とリンクするとか、緊急の連絡先はどうするのかなど、公営住宅

が求める保証人の役割を分解して、地域の資源と結び付けられないか、そういうことを考え



 

 

ないと公営住宅には入居できないと思います。 

 入所施設やグループホームへの入所については、ご本人の理解のために入所までの手順

を示していただくことがとても重要だと思います。手順を示していただくとともに基盤整

備をどうしていくのかということも大きな課題になっています。グループホームも少しず

つ増えているように感じますが、例えば、しっかりと働いて給料もたくさんある部分介護の

方が入るグループホームや障害支援区分が４以下でスプリンクラーを設ける必要がない方

が入るグループホームが増えているという印象です。日中支援型のグループホームも最近

できていますが、基盤整備として、グループホームをどう整備するのか、民間の事業者、法

人が手を挙げるのを待つのか、何か呼び水はないのか、そういうことも検討していただくと

ありがたいと思います。 

 

【川口委員】 

 施設を運営している立場からの意見ですが、3-1から3-4まで、対象者がどこまでできるの

かできないのか、支援する範疇はどこからどこまでなのか、ランクで分けるのは申し訳ない

と思うのですが、たとえば、３から４までの全てのことができる人をＡ、どこかからできな

い方をＢ、Ｃと細かく分けないと、おそらく、全部税金でやってほしいという話になります。

対象の方について、こういったことはできるけれど、こういったことはできないという分析

をして、対応していく形を取るべきだと思います。どうしても報酬が絡んできますので、「こ

のくらいかかるので、最初にお金をいくら使えるのか、足りない分は何かのシステムを使っ

て補うことができるのか」ということを個人で分析して、そこからスタートするという考え

方が必要ではないでしょうか。入所施設に入ってくる方は、必要なお金が決まっています。

グループホームに入る方は、働きに行ける方、親の援助がある方、入所施設に入りたいけれ

ど空きがない方ですが、お金の面では必要な金額が分かってきますので、それぞれがその金

額でやっていけるか、やっていけないかというところで考える必要があります。何となくそ

うしましょうという相談ですと、なかなか進んでいくのが難しいかと思いますよ。 

 

【大石委員】 

 今の川口委員の意見と重なるところもあるかもしれませんが、障がいの状況は個別多様

でそれぞれ違いますので、一律にこういう制度があればいいというものではないと思いま

す。個別の状態に応じて、例えば、家に住むけれど、家の管理がどこまでできるのかという

ところで不安があるとか、一人暮らしをするけれど、生活の面でお金の管理が大丈夫かなど

確認する必要があります。これまでにお世話をしてきた親御さんにとっては色々な面で不

安があると思います。そのときにどのような支援策があるのかを示すこと、色々な状況に応

じて、こんな支援策があるとか、こう地域との結びつきをつくったらいいとか示すこと、資

料に書いてあるような形で示すことは、とても大切なことだと思っていますが、今まで世話

をしてきた親自身が今までどおりには世話ができないと思ったときに、どのように相談す



 

 

るのかが一番重要なところだと思います。どこにどのように相談するのか、その相談の中で

親自身が安心感を持つようにすることが大切なことだと思っています。保護者の団体や当

事者の団体があり、そういうところに関わっている人には情報が届きますが、一人で抱え込

んで、誰とも相談しないで過ごしてきて、困ったと思ったときに、その人はどこから情報を

得るのかというところが難しいと思います。そのことで、将来に希望が持てなくなって事件

が起こることも、時にはあります。むしろ、そういうどうやって情報提供していくのか、相

談に応じることをどのように伝えていくのかの方が大切なことだと思います。 

 例えば、私は民生委員ですし、高成田委員も地域で活動されていると思いますが、心配な

お宅に情報提供をするなど、気付くのは民生委員です。こんなことを話すと、また、民生委

員の負担が増えるかもしれませんが、一番身近な相談相手として民生委員のところに相談

に行くように伝えること、民生委員も努力していますが、どうしても目が届かないこともあ

りますので、困ったときの相談先として情報提供することが親の安心感を高めるためには

必要だと思います。 

 資料に示されていることを整理して情報提供することも大切だと思いますが、受け取る

方が知らなければ意味がないので、そこをどうするかということの方が重要だと思います。 

 

【松田精神保健福祉課長】 

 大石委員、ご意見ありがとうございます。保健所でも親御さんやお子さんから心配である

という声が相談員に寄せられます。今、大石委員がお話しされたように、大きく分けて２つ

のパターンがあると思います。組織につながっている人、心明会の委員もいらっしゃいます

が、家族会などに入っている方には、保健所の職員が総会や研修に出席させていただく際に、

後見制度や各種相談窓口について情報提供をさせていただいています。つながっていない

人、例えば8050問題で、親御さんが亡くなって初めて地域がお子さんの存在を知るような場

合、地域や社会から孤立しているような状態のときは支援機関に何らかの形でつなげるこ

とが大切であると考えております。待っていても、家族や本人と接触することは困難です。

親御さんにはケアマネージャーやホームヘルパー、地域包括支援センターが関与している

ことがありますので、こうした支援者をきっかけとして行政や相談支援事業所や福祉サー

ビス事業所につなげることができればよいと考えています。突破口としては間接的ではあ

りますが、色々なルートで支援機関につながっていくのがひとつの方法ではないかと思っ

ています。こころの健康センターでは、支援者への訪問支援ということでアウトリーチを積

極的に行っています。保健所でも、対話は重要な課題であると認識していますので、今後も

どのような機会が望ましいか検討していきたいと思います。 

 

【川口委員】 

 この問題は、それぞれの機関がそれぞれに関わるという問題ではないと考えています。親

亡き後の子どもについては、誰がどこをどうやって面倒をみるという問題ではなく、生活全



 

 

般をどうしたらいいかという相談だと思っています。その相談に耐えられるのが入所施設

です。グループホームも地域も対応することは難しい事が多いかと思います。それをどうす

るかということですが、要は、誰かに生活設計をしてもらい、その管理を誰かが責任を持っ

て行うということだと思います。具体的に言うと、80代の御両親が亡くなったときにお子さ

んにいくら遺産があったのか、その遺したお金に加えて、本人の障害者年金と就労の工賃は

月々いくらあるのか、どんなところに住みたいのかということを具体的に分析する人、コン

サルをする人が必要だと考えています。事業者は、それがなかなかできないし、知識もない

ので、そういうシステムが市にあるとよいと思います。コンサルタント機能です。ある時は

不動産業者、あるときは弁護士、あるときは司法書士や行政書士の知識を出していくという

形が80代の御両親にとっては安心できる相談窓口だと思います。 

 

【堀越委員】 

 川口委員のご意見、ごもっともだと思います。専門のコンサルが入る場合は、それが一つ

の事業として成り立つということが必要だと思います。その場合に全体のニーズの把握が

なかなかできなくて、昨年度のこの会議でも、ハイリスクの家庭が400世帯あるという報告

をいただきましたが、その後、どうなったのでしょうか。全体のニーズを把握するためには

どうしたらよいか、それから、意思決定支援にも重なる話として、情報提供を続ける必要が

ありますが、障害者手帳を持っておらず、サービスを利用していない人には何の情報も伝わ

らない仕組みになっていますし、私たち相談支援事業所も、どこにどういう障がいを持った

方がいるのかということは分からなくて、8050世帯で、まさにご両親が介護保険施設に入る

ような段階でケアマネージャーから連絡をいただくようなことが多い状況です。障害者手

帳を持っている方や自立支援医療受給者証を持っている方には、年に一度か、数年に一度、

障害基礎年金の現況調査が年に１度あるように、定期的に手紙を出して状況を確認するよ

うな、そういう仕組みがないと全体のニーズの把握が難しいと思います。 

 

【大石委員】 

 先ほど、川口委員のお話にありました入所施設でないとできないということは正しくな

いと思います。障がいの状態によって、入所施設に入る必要がある方もいらっしゃるかもし

れませんが、私自身が中心になって、突然両親を亡くして、一人残された３障害を持った方

の支援を続けてきた例があります。本当に大変で、成年後見人を頼んだり、自立支援法が制

定される前の話でホームヘルプを頼むのも大変だったりしましたが、きちんとコーディネ

ートすれば、生活できます。その人の状態に応じて、きちんと支援を組み立てることのでき

るコーディネーターが寄り添って支援をすることが大切です。現在の相談支援の体制だと

なかなかそこまではできないと思いますので、その人の生活丸ごと支援するという相談窓

口の役割を担う部署が必要だと思います。基幹相談支援センターが担えばいいという話で

なく、一人の生活丸ごとに寄り添って支援できるような仕組みを作ってほしいと思います。



 

 

それをしないと本来であれば地域で生活することができる人も、地域での生活が難しくな

ります。３障害ある方でも、地域での生活を支えることができました。一人暮らしもできな

いことではありませんので、ぜひ、支援体制を見直していただきたいと思います。 

 

【杉山委員】 

 私は、息子が難病を抱えていますので、どちらかというと当事者側の立場です。母子家庭

で子ども２人と私の３人で生活しています。１人は中学生ですので、障がいのある兄に何か

あった場合に責任の取れる年齢ではありません。私が当事者として、今考えていることをお

伝えします。まだ8050の年齢ではありませんが、もしも、私が突然亡くなった場合、障がい

を持った子どもはどうなるだろうと考えると、無呼吸があって、夜間や体調の悪いときは人

工呼吸器を着けていますし、食事は胃ろうでお腹のチューブから食べています。吸引は頻回

ですので、数時間放っておくと呼吸ができなくなってしまいます。１日、２日の間に誰かに

見つけてもらえばいいというものではなく、一刻を争う状況です。今、現在、日中は生活介

護に通っており、何かあった場合、その生活介護事業所では昼間は対応してもらえますが、

夜は対応してもらえません。また、今までは子ども病院に通っていましたが、20歳になった

ことで、現在、移行手続中で、子ども病院を卒業しようとしているところです。ショートス

テイは、つばさ静岡を利用しており、今現在、一日通して息子をみてくれる唯一の事業所が

つばさ静岡です。そのような状況ですので、私が突然亡くなったとき、どこで息子をみてく

れるだろうか、行ったことも受診したこともない一般病院が受け入れてくれるはずもあり

ませんし、まず、どこに連絡を取ればいいのかということを常に考えています。最も、身近

な存在なのは相談支援員さんです。相談支援員さんに、終活も含め、私が亡くなったときに、

息子を誰がどこで受け入れてくれるのかという相談を進めています。「親亡き後」について、

市でどういう体制を整えてもらえるかということもありますが、私自身がやらなければな

らないことだと思っています。実際にそうなったときに、つばさ静岡で受け入れてくれるか

もしれませんが、受け入れてもらった場合に、市がつばさ静岡をフォローするような体制を

整えてくださるとありがたいと思います。先ほど、川口委員がお話しされたように私のよう

な当事者が相談できるコンサルタント機関があると本当にありがたいと思います。 

 

【高成田委員】 

 課題から少し戻ってしまうかもしれませんが、民生委員も地域の隅から隅まで把握する

のは不可能ですが、現在、静岡県が主になって県内のひきこもりの状況の調査を行っていま

す。8050問題だけに限らないのですが、ひきこもりの方、障がいのある方を調べています。

自宅を訪ねるということはしないのですが、11月末を期限として、民生委員が奮闘している

最中ですので、お知らせします。 

 

【堀越委員】 



 

 

 専門相談員の責務といいますか、守備範囲の中では、資料に書いてあるような親亡き後の

お手伝いが完全にはできていないというのはご指摘のとおりなのですが、この頃、風水害が

非常に多くて激甚災害があった地域の相談支援事業所に対する厚生労働省の通知を見ると、

避難所に避難した障がいのある方の把握をするように書いてあります。相談支援専門員が

世帯丸ごとの把握をどのようにするのかということについて、サービス等利用計画の中に

は項目がありません。サービス等利用計画は、サービスを利用するための計画なので、ご家

族、世帯全体のリスク管理については項目として記載されていません。広島市においては、

災害に特化したページがあって、家族の状況を聞きながら、避難所で生活した場合の支援に

ついても記載があるということで、努力されている部分だと思います。事業所が少なく、相

談員も手いっぱいの中で、そういうことができていませんが、様式を少し工夫するだけでも、

親亡き後の支援につながるものができるかもしれません。資料には、様々な課題と解決策が

書いてありますが、誤解してはいけないのは、解決策の全てを親御さんが準備しなければな

らないというわけではないということです。相談支援相談員も知らなくてはならないし、地

域包括支援センターにも知っていてほしいということで例示をしていただいているのだと

思います。親御さんが全て行うのは大変なことですので、分担し合うことが大切だと考えて

いて、そういう観点からも例示していただいていると理解しています。 

 

【江原会長】 

 様々な解決策というところではない根本的な話として、コンサルの必要性、生活を丸ごと

支える仕組みづくり、担当部署や方策をきちんと行うことが必要だという意見が委員から

出されました。工夫としては、サービス等利用計画の様式を変えるだけでも、支援につなが

るのではないかという提案もいただきました。「親亡き後」を見据えた支援について、課題

ごとに解決策を示してまとめてハンドブックのような形にして親御さんに安心していただ

くということですが、それが実際に使われないと意味がありませんので、それがどう使える

のかということも大きな課題です。この協議会では、3-1から3-4まで提示されましたが、親

御さんが行うことだけではなく、相談支援員ほかの関係する方と一緒に行う解決策の整理

を進めていきます。もしも、課題や解決策などがあったら、事務局へ伝えてくださいますよ

うお願いします。 


