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令和元年度第３回静岡市障害者施策推進協議会 会議録 

 

日  時     令和２年２月６日（木） 午前10時から午前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、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）     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、 

丸山子育て支援係長（橋本参与子ども未来課長代理）、 

安本幼保支援課長、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 ）    大橋裕委員、川口尚子委員、川口好則委員、鈴木和裕委員 

（事務局）    杉山子ども未来局次長 

傍 聴 者     一般傍聴者 ２人 

         報道機関  ０社 

 

議  題   （１）「親亡き後」を見据えた支援に係る協議 

（２）「今後検討が必要な個別課題」取組報告 

（３）令和２年度以降の検討事項の整理 
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報  告   （１）次期静岡市障がい者共生のまちづくり計画の策定について 

（２）令和元年度心のバリアフリーイベントについて 

（３）重症心身障がい者対応生活介護事業所「（仮称）ぴぃーす」の整備につ

いて 

 

会議内容 

 

議題（１）「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 

 

【中村委員】 

 障がいを持っているお子さんがいるご家庭では、障がいを持っているお子さんと長く住

んでいればいるほど、親離れ子離れが非常に難しくなってきます。互いに依存しあうような

方も出てきます。そのことによって障がいを持っている方が地域社会で暮らしていくとい

うことが非常に難しくなってきているというのが現実です。ほとんどの方、７、８割の方が

親子で暮らしています。その点から見ますと、地域に様々な基盤ができるということは大切

ではありますが、その１歩前のその子の人格や人権を親自身もしっかり認めるような支援

が必要だと思います。そのような課題も今から考えなければならないと思います。必ずしも

グループホームや施設を暮らしの場として求めているのではなく、親が持っている家で子

どもが１人で住みたいということになったら、自分が出ていくというほどの気持ちを持っ

ている親御さんもいます。ある意味切ないような話ではありますが、非常に大きな課題にな

っていると思います。今後、どうしていくか、考えなければならないと思います。 

 

【堀越委員】 

 この議題の検討に当たって、市の委託を受けて地域で相談を受けている知的障害者相談

員、知的障害者福祉法に定めがある相談員で、当事者の親御さんでもありますが、市内に27

人いらっしゃるので、ご意見を伺いました。10人くらいの方から、非常にたくさんのご意見

をいただいて、全てはご紹介できませんが、いくつかご紹介させていただきます。 

 「住む場所が確保できない」という問題につきましては、中村委員からもお話がありまし

たが、重度の方からはグループホームの整備をしてほしいというご意見がありました。軽度

の方につきましては、一人暮らしをしたいというニーズはありますが、地域の中で一人暮ら

しが実際にできるのか心配なので、そのための支援策を充実してほしいというご意見があ

りました。相談の場所というところにも関わってきますが、当事者性のある知的障害者相談

員、身体障害者相談員を活用していく必要があるというご意見もありました。一人暮らしを
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したいけれど、日々見守る仕組みがなかなか充実していないので、不安という声もありまし

た。自立生活援助という障害福祉サービスもありますが、個別支援計画の中で誰かが見守る

ような形をとってほしいというご意見もありました。 

 

【高成田委員】 

 中村委員のお話の続きのようになりますが、つい最近、歳の多い両親と60歳過ぎの子ども

の３人暮らしをしていたご家庭で、お父様が亡くなられました。持ち家がアパートなので、

生活していくことはアパートの収入で何とかなるのですが、お母さまは３階から降りてく

ることができなくて、息子さんは、私も小さな頃から知っているのですが、本当に温室育ち

と言いますか、親御さんが大事に育ててこられました。私は、地域の花の水撒きでもいいか

ら、息子さんを連れ出そうと地域の皆さんと考えています。天気がいいときにみんなで息子

さんを外に連れ出すことについてお母様の了解を得ているのですが、何かあったときの保

険のことも心配です。また、息子さんが飽きやすく集中することが難しいということですの

で、どうしたらよいのか勉強させていただきたいと思っています。近所では、共生、支え合

いの地域ですので、がんばろうと話していますが、何かあったときの対応が悩みの種です。 

 

【青木委員】 

 親亡き後については、それぞれの団体で色々な問題が起こっていると思います。知的障が

いは知的障がいで、肢体障がいは肢体障がいで問題があると思いますが、どこからを親亡き

後の問題として考えるかを決めてもらいたいと思います。肢体にも、視覚、聴覚など色々な

障がいがありますので、どういう方向に向かっていくのか決めていただきたいと思います。

各団体で色々な悩みを持っていると思いますが、知的障がいのある方のことを考えるのか、

視覚障がい、聴覚障がいのある方のことを考えるのか、全ての障がいを一緒に考えるという

のは難しいと思いますので、障がいごとに考えていく必要もあると思います。 

 

【江原会長】 

 障がいの種別によって、また、団体によって、課題に違いがあると思いますが、この場で

はあらゆる障がいのある方々への対応ということで、団体による違いも踏まえた上で進め

ていきたいと思います。 

 

【堀越委員】 

 その点に関連して、知的障害者相談員の方々から面白いご指摘がありました。「親亡き後」

の「亡き」は「ほろぶ」という字を書きますが、亡くなったときだけでなく、親御さんの高

齢化で介護力が低下した場合も含んでいるし、今の時代の経済状態だと親御さんが急に離

職されて経済力が低下することもあると思います。家族の介護力が低下するということに

ついては、どの障がいでも共通のことだと思います。障がい福祉においては、親の支援に頼
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っている部分がありますので、家族の介護力が低下していくことを心配しているという共

通の問題で捉えたらよいと思います。 

 

【江原会長】 

 親が亡くなった後だけではなく、家族の介護力の低下も見据えた課題ということで検討

していきたいと思います。 

 

【堀越委員】 

 意思決定の支援については、とても難しいところですが、福祉事業所のサービス、支援の

一環として意思決定の支援をするという流れになっています。最終的には、意思決定支援管

理者、それはサービス管理者と共通になると思いますが、そういった方を設けながら、事業

所の中でも意思決定支援をしていくことが必要になると思います。意思決定支援について

は、定着していませんが、何よりも、本人の話を聞くというところから始めないと、進んで

いかないと思います。親亡き後の問題としても意思決定支援は難しいですが、日々、親御さ

んだけでなく、福祉事業所や相談支援事業所も含めて、意思決定支援に関わっていくべきだ

と位置づける必要があると思います。 

 

【杉本委員】 

 この間、台風19号が来たときに、静岡が直下的に被害に遭うと報道されていたので、私も

非常に不安でした。一人暮らししている80歳代の方の安否確認をしたのですが、その地域で

は１対１でペアを組んで安否確認をしているそうです。障がいのある方や高齢者など気遣

われる人に対して、誰かが必ず見に行ったり、電話したりして、非常に早く安否確認ができ

たそうです。よい取組だと思いました。私たちは、通所施設なので、利用者が来ている間は

安否が確認できます。入所施設の場合は、避難訓練も日頃から行っています。平時、災害時

問わずの対応は、やっぱり難しいですね。私も１人でいましたが、緊急の電話も入りますし、

こちらからも電話をかけますし、１人で安否確認ができるか不安でした。地域で安否確認を

している話を聞いて、静岡市全体で、この町内会のこの方にはこの方が支援するという取組

ができたらよいと思いました。そのことを色々なところで話すと、それはよいことだ、この

地域は山間部だからやってみようという声が上がって、１人で３人の安否確認を行う地域

もあります。介護保険制度も障がい福祉制度も充実していますが、24時間対応できるわけで

はありません。台風などの災害時には、民生委員さんだけでなく地域の誰かが安否確認など

を行っていくことができるとよいと思いました。今の話は、「災害に対応できない」という

課題に当てはまると思いますが、平時の地域での交流こそ大切だと思います。日頃からペア

を組むなど小さなことから考えていかないと実際の災害時に動けないと思います。先ほど

の話では、実際の安否確認も早かったということでしたので、とても素晴らしいことだと思

います。 
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【江原会長】 

 災害時の問題だけでなく、平時から地域に溶け込むという課題対応として取組を紹介し

ていただきました。避難行動要支援者避難支援制度という制度があるので、この制度が機能

すればいいのですが、名簿は作っているものの、その先の個別支援が弱いので、もっと積極

的に進めていくことも必要だと思います。 

 

【大石委員】 

 今のお話を聞いて、地域で暮らす中で、地域社会との結びつきがどうなるかというのは、

とても大切なことだと思いました。フォーマルなサービスは、この資料にも書いてあって、

色々なサービスがありますが、杉本委員がお話しされたように、24時間カバーできるわけで

はありません。普段の生活は地域の中で隣近所がどのように見守っていくかということが

大きな問題としてあると思っています。高齢者のためにというものが多いのですが、地区社

会福祉協議会で色々なインフォーマルサービスが行われています。フォーマルなサービス

では対応できない庭の草取り、ちょっとした買い物の手伝い、ゴミ出しの支援など、地域ご

とに仕組みは違いますし、実施しているところも実施していないところもあります。地域ご

とのインフォーマルサービスで、障がいのある方が使えるところもあれば、高齢者だけのと

ころもあります。どこの地域でどのようなインフォーマルサービスが実施されているのか

を把握しておくことも大切なことだと思います。もうひとつは、見守りの仕組みについてで

すが、障がいについての知識がなくてもできる見守りなどについて、こんなことをやってほ

しいと地域の人に提案してもよいと思います。今、地域の中でボランティア活動をしようと

すると、対象は高齢者が多くて、みんなで集まって考えながら進めていけるのですが、障が

い者も含めてどうするか、こんなものがあったらいいということを提案していくことも必

要だと思います。 

 

【江原会長】 

 高齢者の場合は、地域支え合い事業として地域のインフォーマルな支援を進めていこう

という取組として把握されているのですが、高齢者福祉と障がい者福祉との連携が弱いと

感じています。今、ご意見をいただいたように、実施されているインフォーマルサービスを

把握し、地域の方ができることを提案していくことも必要だと思います。 

 

【杉本委員】 

 同じような話になりますが、阪神・淡路大震災のときに、耳の不自由な方が被害に遭われ

たことがありました。台風19号が来た時に、言葉を発することができない方がホテルを利用

したいということで、空いているホテルを探しましたが、なかなか見つかりませんでした。

重度の障がいのある方、知的障がいのある方、耳の不自由な方、その他の障がいがある方は

避難所が苦手な方が多いですが、そういう方はワンルームのホテルで過ごすことができる
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と、とてもよいと思いました。３人がホテルに行きました。タクシーに１人で乗ってホテル

に行ってもらいましたが、調子が悪いときなど、連絡をしてくれる人が必要です。私たちの

ようなサービス事業所にはできることに限界があって、看護師もあちこちに出かけていま

した。１対１で支援をすることができる人がいればよいと思いました。 

 

【江原会長】 

 ただいまの話に関係するのですが、静岡県と静岡県旅館組合が協定を結んで、災害時に受

け入れを始めるということでした。実際に受け入れるに当たっては市町村が対応すること

となると思いますので、静岡市でも体制を整えていただきたいと思います。避難所ではなく、

旅館やワンルームの部屋に入れるとしたら、安心につながると思います。課題はあると思い

ますが、ぜひ、進めていただきたいと思います。 

 

【久保田委員】 

 家族の残した家で暮らす場合の話ですが、ある人が両親と３人で住んでいました。両親が

相次いで亡くなって、本人は長男だし、両親の残した家で暮らせると思っていたのですが、

妹たちに外に出るように言われて、今は、家賃が安いアパートで暮らしています。それでも、

計画相談支援事業所の相談員も入っていますし、１週間に２回ほどは移動支援を利用して

買い物に行ったり、食事をつくったりして、休まずに作業所にも通っていて、ホッとしてい

るところです。 

 また、母親と２人で暮らしていたのですが、母親が介護施設に入って元気がなくなってい

る方もいれば、母親が病気になって、それまでは何もできなかったのに、買い物や洗濯がで

きるようになり、洗濯物を干してから作業所に来る方もいらっしゃいます。昨日の話では、

味噌汁も作れるようになったということでしたので、あとは苦手な隣近所の方と話すこと

ができるようになれば、皆様が先ほどからお話しされているような地域での見守りをして

もらうことができるのではないかと、だんだん良い方に向かっているようで、嬉しく思って

います。 

 

【重松委員】 

 災害時の対応というところですが、台風19号のときに、色々問題がありました。特に電力

の件です。重症心身障がい者の方は、人工呼吸器と吸引器の問題があって、電力供給のため

には自家発電ができればよいのではないかという話だったのですが、使えない方がいます。

アフターケアがなければ、いざというときに実際に使うことができません。また、騒音の問

題もあります。自家発電機は、すごい音がして、夜間は使えないという問題もあります。役

に立ちそうだけど実用的ではなかったということです。そのことを考えると、最近では、車、

ハイブリッド、充電器を使うということになっていますが、お金の問題、補助が受けられな

いという問題もあります。日頃から考えないといけないと思います。物さえ提供すればいい
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というものではなく、使えなければいけないので、アフターケアも十分に行う必要がありま

す。障がいのある方たちを中心に、訓練等も考えることが必要だと思っています。 

 

【江原会長】 

 発電機の購入について補助はあっても、その後の使い方の問題、使った時の騒音の問題な

ども含めて対応していく必要があるというご意見でした。騒音の享受について、地域との関

わりも大事になってくると思います。 

 

【堀越委員】 

 災害対応の話がでましたので、先ほど会長からも避難行動要支援者避難支援制度に登録

しても、その後のことが、というお話があり、大きな課題だと思っています。そのことにつ

いてですが、自立支援協議会の中に地域支援部会などがありますが、そういう中で要支援者

の地域での生活、体制づくりなどについてプロジェクトチームを作って、その中で集中的に

議論していく必要があるのではないかと思っています。そういう中で、この場でも何度か申

し上げていますが、相談支援事業所が作成するサービス等利用計画に災害があったときの

避難のプランを盛り込むことができないだろうかと思います。これは、広島市が実際に行っ

ています。その取り組みは、高齢者の方でも、ケアプランの中に災害時のことも盛り込むと

いう形で役立つと思います。ケアプランもサービス等利用計画も個別の給付については記

載されますが、家族全体のことについては書かれないことが多いので、家族全体の支援の視

点に立つことができるというところからも、災害時の計画を織り込んでいくことはよいこ

とだと思います。この取組はお金がかからず、紙１枚増やすだけでできることですので、プ

ロジェクトをつくって検討していくとよいと思います。 

 

【江原会長】 

 ご提案がありましたが、自立支援協議会の部会もたくさんあり、部会を増やすということ

は大変だと聞いています。あまり負担のかからない、しかし、問題に特化した取組として、

個別支援計画の中に災害時の支援について盛り込むことを検討するプロジェクトチームを

自立支援協議会に置くことを施策推進協議会として提案したいと思いますが、よろしいで

しょうか。 

 

【各委員】 異議なし 

 

【江原会長】 

 施策推進協議会として、災害対応の支援体制として、自立支援協議会のプロジェクトチー

ムで検討していただくことを提案させていただきたいと思います。 
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【杉本委員】 

 細かいマップなのですが、災害時に分かるように、ここにはＡＥＤがある、ここには自家

発電があるということを私たちにも分かるように公表してもらえたら、と思います。私のと

ころの自家発電はとても早く動き出して、すぐに電話が使えるようになりました。緊急時、

本当にみんなが困るようなときだけは、どこの事業所が電話が通じるのか、どこに行けば助

かるのかということを公表することができたらよいと思います。個人情報の話もあります

が、災害時には、公的に必要なものとして知らせてもらえると、事業所では助かります。そ

れから、停電時に怖いのは信号です。私は五叉路で信号の停電に遭ったことがありますが、

誰が最初に動けばいいのか分からず、動けなくなりました。そういう時は警察が対応するに

も、人数が足りないかもしれませんし、どうしたらいいのかあらかじめ考えておくべきです

し、停電の復旧の状況などの情報がラジオなどで得られたらよいと思います。 

 

【堀越委員】 

 「お金の管理が難しい」という課題ですが、地域福祉権利擁護事業、成年後見制度と書い

てありますが、お金の管理という視点に立つと、その人の生活が豊かにならないように思い

ます。お金を使ってはいけないかのような管理をしてしまうところがあって、例えば、弁護

士等が成年後見人や保佐人に決まった場合に、後見活動を行っていただいていますが、皆さ

んお忙しくて、身上監護の部分、本人がどういうお金の使い方をしたいのかというところの

検討をあまりしていただけていないと感じます。大切に使いましょうというところで、全国

親の会でも話題になっていますが、親御さんがある程度資産を遺して、本人が家族と旅行に

行くのが好きだから、そのために使うのが親御さんの希望なのにも関わらず、裁判所に、家

族の分の費用までそこから出すのはおかしいと言われることもあるようです。本人のため

に有効に使うという視点が欠けているように思います。市民後見により、身上監護もセット

にしてお金の管理を行っていかないと、「無駄遣いするな、きちっと管理しよう」という視

点になると思います。それから、オール・オア・ナッシングのようになっていて、全ての財

産を預かるのかという話もあります。例えば、金銭管理の中でも、家賃と光熱水費だけは管

理する人が払って、残りはある程度自由に使えるようにするとか、色々なヴァリエーション

も必要だと思います。今は、弁護士等がきちっと管理をすることを考えているためか、身上

監護の部分が欠けているように思います。所得は少なくても、家庭裁判所が定めた後見人の

報酬付与の決定があると報酬が出ますが、その報酬を最初に取ってしまうというような行

き過ぎた管理もないわけではありません。市でも、市民後見人の制度を進めていると思いま

すが、市民後見人の活動の幅を広げるということも含めて、お金の管理について考えていく

必要があると思います。 

 

【大石委員】 

 精神障がいのある方が一人暮らしをしたときにどうなるかということですが、いろいろ
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考えて、ここにない課題として、薬の管理の問題があります。私も、これまでに、両親が亡

くなって一人暮らしになった精神障がいのある方を見てきて、薬の管理を自分でできる人

も多いのですが、中にはできない人もいます。管理ができている人の中でも、何かのきっか

けで薬を飲まなくまってしまう人もいるし、薬が好きで、あればあるだけ飲んでしまうとい

う方もいて、その都度、必要な対応をしてきました。薬を飲み過ぎてしまう人には、毎日１

日分だけ渡すようにしたり、ボランティアにお願いして毎日薬を届けたりしました。ある人

は作業所に通っているから大丈夫だと思っていたら、だんだん調子が悪くなって、薬を飲ん

でいないことが分かりました。その方も、両親と暮らしていましたが、亡くなったり、施設

に入ったりして、１人になりました。薬の管理は、精神障がいのある方にとっては、難しい

部分があります。ヘルパーが入って、お薬カレンダーを使って管理ができれば問題ないので

すが、それができない方がいるので、そういうときの支援の仕組がほしいと思います。課題

として挙げられていないと思ったので、お話ししました。 

 

【久保田委員】 

 今の例ですが、私の所属する家族会でも、両親が入院していて、１人で薬を大量に飲んで

しまって、２度、意識不明で救急車で運ばれた人がいて、今では、毎日、薬を届けてもらっ

ています。 

 

【江原委員】 

 精神障がいのある方の場合は、薬の管理も課題で、生死に関わる可能性があるということ

について、ご指摘いただきました。 

 

【杉山委員】 

 私は、サービスの給付を受けて使わせていただいている側なのですが、課題３－５「ひと

りで過ごすことが難しい」の夜間の欄にライフサポート事業とありますが、この事業は、試

験的に始まったと思いますが、今でも試験的に実施している状況でしょうか。 

 

【事務局 障害者支援推進課 宮原課長補佐】 

 ライフサポート事業は、試験的な事業ではなく、市の単独事業として実施しています。 

 

【杉山委員】 

 ライフサポート事業自体があまり知られていない事業で、実施している事業所は、ほんの

数カ所だと思います。私の子どもは21歳になりましたが、高等部の頃からライフサポート事

業を使いたいと声を上げているのですが、使える枠に入らなかったというのが現状です。も

う少し、使いやすくしていただけるとありがたいと思います。 

 もうひとつですが、この課題は全体として地域で暮らしていくということですが、各地域
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にある地域包括支援センターで、高齢者だけでなく障がいのある方も受け入れてもらえる

ようになれば、遠くの事業所に行かなくても、身近な地域でそこに住む障がいのある方のこ

とを知ってくださる方を増やすことができると思います。 

 

【橋本委員】 

 ハローワークは、働く能力と働く意思がある障がい者と接する機関ですので、皆様の意見

をなるほどと思いながら、聞かせていただいています。勉強している段階ですので、なかな

か意見も言いがたいのですが、色々な障がい種別、程度があると思います。支援策を考えた

ときに出てくるものは、あくまでメニューだと思います。支援制度を充実させるのは、地方

自治体としては重要なことだと思いますが、それをどうやって使っていくのかということ

も重要だと思います。究極のことを言うと、親亡き後は、親の代わりをしてくれるようなサ

ポーターを養成するのが１番いいのではないかと思います。支援策を充実させた後に、障が

い者本人が、どの支援策を使うか選ぶことは難しいこともあると思います。全てのことを任

せるというわけではありませんが、親御さんに代わってサポートする方を、地域のコミュニ

ティの中で育てていけるような静岡市になれば、素敵なことだと思います。 

 

【堀越委員】 

 「必要なサービスを受けられない」というところですが、事業所と利用者とのミスマッチ

が相当あるように思います。ひとつの例として、市内に、日中サービス支援型グループホー

ム、生活介護を行って20床あるグループホームができましたが、今日現在、17床くらい空い

ていると思います。すぐ定員が埋まると思っていたので、なぜか確認したところ、そのグル

ープホームはバリアフリーなので障がいの重い方でも入居できるのですが、外部支援型で、

障がいの重い方はヘルパーを付ける必要があるということでした。そのインフォメーショ

ンができていないので、ヘルパーを付けることができない重度の方を断っているかのよう

な誤解も生じかねないことになっています。このグループホームを開設したのは他県から

来た法人なので、事業展開をするときに静岡市のヘルパー不足という事情をよく分かって

いなかったのではないかと思いました。事業所指定のときや申請のときに、市から、地域の

実情を申請者によく話していただきたいと思います。今の制度では、申請をすれば、行政手

続法上、書類が整っていれば、１か月か２か月くらいで認めなければなりませんが、静岡の

実情はこうで、この事業をするのなら、生活介護の方にしてくれないか、など、サジェスチ

ョンというか要望を伝えたり、行政指導として問題にならない程度に、静岡ではこのサービ

スが足りないと誘導したりするような策を考えていかないと、ミスマッチが広がっていく

と思います。提出された書類が整っていれば決定するしかないというのが事業所指定の実

情ではないかと思いますが、どうにかして静岡市の状況をお伝えしながら、静岡市に必要な

事業所をつくっていただくことが必要だと思います。 

それから、知的障害者相談員のご意見の中で、こういった地域資源、社会的資源のリスト
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化はありがたいし、必要なのですが、親亡き後は個別支援が必要な課題でもあるので、心配

をしている家庭に寄り添うような総合的な相談の場所がほしいというご意見がありました。

なかなか常設の窓口を設けるのは難しいと思います。ひとつの事例としては清水医師会と

社会福祉協議会が年に４回行っている何でもかんでも相談会があります。そこには、弁護士

や医師、「士」がつくような職業の方はほとんどいらっしゃいます。親亡き後の何でもかん

でも相談会のようなことを各区で行っていただいて、相続のことは弁護士や司法書士にも

協力をいただいて、地域のことは民生委員にもお手伝いいただいて、そういうことを進めて

いって、状況を探りながら、常設の窓口が必要かどうか検討するためにも、ワンストップで

相談する相談会をつくっていくことが、まずは必要だと思います。 

 

【江原会長】 

 前回の協議会でも、総合的、包括的な相談支援体制づくりが必要だという意見がありまし

た。その中のひとつとして、各区に総合的な相談窓口をつくっていくことも必要だというこ

とですので、検討をお願いします。 

 本日、出していただいた意見について事務局で整理していただくことにします。 

また、資料１－２の課題１及び課題２については、いまだに具体的な解決策が示されていま

せんので、事務局内で十分に検討して、協議会に報告してください。 

 

議題（２）「今後検討が必要な個別課題」取組報告 

 

● 障害福祉企画課及び障害者支援推進課から「今後検討が必要な個別課題」の取組状況に

ついて資料により説明 

 

【堀越委員】 

 計画相談支援・障害児相談支援の充実について、相談支援部会で様々な検討が進められて

います。計画相談事業所が相互支援、お互いに助け合うような、顔が見えるような関係をつ

く上げ、質を向上させよう、色んな情報交換をしながら経営を見直していこう、という視点

から検討がなされました。ただ、計画相談支援事業所の絶対数が足りないことは事実で、葵

区でも新規の事業所が増えましたが、まだ足りません、計画相談事業は、制度的に、計画を

作ったり、モニタリングをしたりしたときに費用が生じる仕組みになっていて、介護保険の

ケアマネージャーのように給付管理を行うものでもありませんので、構造的に赤字になり

ます。３人、４人の相談員がいる事業所は加算を付けて何とか成り立つようになっています

ので、経営モデルについて、もう少し相談支援部会で検討するか、経営モデルの提示が必要

だと思います。計画相談事業に限らず、どのサービスでもそうなのですが、これとこれを組

み合わせるとよいとか、例えば、計画相談支援事業所に自立生活援助を組み合わせたときの

経営モデルや人の配置などの情報がありません。サービスを実施したい事業所が自分で考
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えるというのが筋ではありますが、こういうふうにすれば経営が成り立つという情報を行

政から提供することも誘導策としては必要ではないかと思います。それから、計画相談事業

所の増員のことですが、８０５０問題もありますが、地域包括支援センター等に障がいの相

談員を置くという方法もあるのではないかと思います。国も地域包括型の相談体制の整備

について進めていて、地域社会共生検討会の12月の最終取りまとめを見ましたが、高齢者、

児童、引きこもり、社会的孤立、障がいなど各分野の交付金について、分野の壁を取り除い

て、包括的な相談体制の構築のために一体的に交付することが検討されています。その中で

地方自治体の相談の仕組みは再構築されなければならないと思います。地域に密着したも

のになると思いますが、その再構築の中で、計画相談も考えていく必要があると思います。

先ほど、申し上げるのを忘れましたが、知的障害者相談員は、市内に27人いらっしゃいます

ので、地域包括支援センターにも地域の中でも障がいについての相談を受ける方がいるこ

とを情報提供していただきたいと思います。 

 

【江原会長】 

 今後、体制の再構築が求められますので、きちんと進めていただきたいと思います。 

 

議題（３）令和２年度以降の検討事項の整理 

 

● 障害福祉企画課から令和２年度以降の検討事項について資料により説明 

 

【江原会長】 

 説明があったもののほか、検討した方がよい議題がありましたら、事務局へ連絡してくだ

さい。 

 

報  告   （１）次期静岡市障がい者共生のまちづくり計画の策定について 

（２）令和元年度心のバリアフリーイベントについて 

（３）重症心身障がい者対応生活介護事業所「（仮称）ぴぃーす」の整備につ

いて 

 

● 障害福祉企画課から報告（１）から（３）まで、資料により説明 

 


