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平成 29年度 八幡市障害者自立支援協議会 第２回全体会 議事録 

 

 

 

１．日  時  平成 29年７月４日（火） 午前 10時 30分開始 

 

 

 

２．場  所  八幡市文化センター  ３階 第３会議室 

 

 

 

３．協議事項   

 

・八幡市障がい者計画及び障がい福祉計画について 

 

・専門部会について 

 

        ・連絡事項・その他 

 

 

 

４． 参加委員 ２７名 

 

 

１．開 会    

・資料の確認 

 

２． 八幡市障がい者計画及び障がい福祉計画について 

 

<進行> 

岡野 英一 委員長 

 それでは議事に入らせていただきます。まず障がい者計画及び障がい福祉計画の進捗状況について、

運営調整会議の構成員であられる大野副委員長にご報告いただきます。 

 

大野 実 副委員長 

 それでは今回の障がい者計画及び障がい福祉計画において実施するアンケート調査作成の経緯につい

てご報告させていただきます。この全体会に先立ちまして運営調整会議を開催し、また関係者に対して
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のヒアリングを行いまして、5種類のアンケートについて検討を行ってまいりました。 

まず 18歳未満の方へのアンケートについてですが、より実態に迫ったものにしなければいけないとい

うことがございます。そのために例えば、お子さんが 1 週間にどれぐらい外出するかを問う設問に関連

して、外出しない場合にその理由を問う設問を追加しています。また日常生活を送るうえで、具体的に

困っていることを問う設問も追加しています。また 2 点目といたしまして、回答していただく方が抵抗

のないようにしなければならないという点がございます。そのために表現の仕方や、設問の順番などに

関して工夫をしています。また 18歳未満のアンケートと発達に関するアンケートを一つにまとめたアン

ケートとなっております。 

次に 18歳以上の方へのアンケートについてですが、こちらもより実態に迫ったものにしなければいけ

ないと考えております。そのため結婚の有無や、自分自身のことについて相談できる場や機会があるか

どうか、また日常的に外出することが少ない場合には、その理由について問う設問を設けております。

ただ、実態に迫ったものである必要はありますが、回答に負担感がないようにする必要もありますので、

選択していただく選択肢の数の制限をなくすなどの工夫をしております。 

次に住民アンケートについて、これは障がい者に対する住民の方の意識を調査するものですが、障が

い者についてその範疇を具体的に示さなければわかりにくい面があるのではないかということになり、

最初のページにその定義を表記しております。 

それから事業所アンケートについてですが、これは障がい福祉のサービスに従事する事業所に向けて

のアンケートになっており、その現状や今後の課題について設問を設けております。 

最後に医療機関に向けてのアンケートについて、ここでは高次脳機能障がいや発達障がいについての

診療に関する設問や、合理的配慮についての設問を追加しております。 

  

  

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 ただいまの説明に関して補足をさせていただきます。18 歳未満の方へのアンケートにつきまして、市

の早期療育事業などに参加していただいているご家庭には手渡しで、また、特別支援学校、特別支援学

級に在籍されているお子さんには、夏休みが始まるまでに、学校から配布をしていただけるように予定

しております。放課後等デイサービスや児童発達支援事業所に通われているお子さんには、郵送での配

布を考えておりますが、郵送での配布が難しい家庭については配慮させていただければと考えておりま

す。18 歳以上の方へのアンケートにつきましては、一斉に郵送をさせていただき、住民の方にも無作為

抽出により郵送させていただきます。事業所及び医療機関へのアンケートについては少し遅れて実施を

考えておりまして、医療機関については、8月にあります医師会の協議会でアンケート内容について諮ら

せていただきます。 

 

岡野 英一委員長 

ただいまの内容につきまして、ご質問、ご意見などございますでしょうか。 

 

新井 妙子 委員 

18 歳未満の方へのアンケートの特別支援学校の項目で、「聾唖学校」は「聾学校」、「養護学校高等部」
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は「支援学校高等部」、「高等養護学校」は「高等支援学校」としていただいた方がよいかと思います。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 そのように修正させていただきます。 

 

佐藤 一恵 委員 

18 歳以上の方へのアンケートの選択肢に「手話通訳者派遣」とありますが、手話がわからない聴覚障

がい者の方もおられますので、「要約筆記」についても追加していただいた方がよいかと思います。同じ

く住民アンケートの選択肢にも「要約筆記」を追加していただければと思います。 

 

岡野 英一委員長 

情報提供の充実は重要ですので、「要約筆記・音訳」と加えていただければと思います。 

 

髙岡 歩 委員 

18歳未満の方へのアンケートの外出の際の同伴者について問う設問で、回答が「○は 1つだけ」とな

っていますが、通勤・通学・通所と、訓練やリハビリ、医療機関に行く場合とでは同伴者は違ってくる

ので、答えにくいかと思います。 

 

日本都市計画研究所(事務局) 

ご指摘の点につきましては、複数回答にしても差し支えないと思いますので、変更させていただきま

す。 

 

新井 妙子 委員 

今の質問と関連して、スクールバスで通う生徒についてはバス停までの同伴者という捉え方でよろし

いですか。回答される方がこの選択肢をどのように捉えられるかなと思いまして。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

はい。スクールバスに特化した書き方にはなっておりませんので、少し分かりにくいかもしれません。

ただスクールバスのバス停までご両親と行くのか、あるいは 1 人で行く方もいるかと思いますが、選択

していただく項目はあるかと思います。 

 

筧 智子 委員 

18 歳未満の方へのアンケートのサービス利用についての設問の中で、サービスの種類で、児童発達支

援と医療型児童発達支援が離れて掲載されていますが、並べてはいかがでしょうか。また同じ問で、現

在利用しているか、していないかを聞いて、利用している方に対して満足度を聞いていますが、「利用し

ている方にお聞きします」として満足度だけを聞いてはいけないのでしょうか。 

 

日本都市計画研究所(事務局) 
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こちらについては、まず利用していない方に今後利用したいかを聞きたいということがあります。ご

意見への対応としましては、「利用していない」から「今後利用したいか」へつなぐ矢印を入れて誘導す

るという方法があるかと思います。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

児童発達支援と医療型児童発達支援については、項目を並べて掲載するよう変えさせていただきます。 

 

筧 智子 委員 

同じく18歳未満の方へのアンケートの設問で、発達障がいに特化した選択肢が挙がっているのですが、

こちらは意図的にされているのでしょうか。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

こちらは手帳を持たれていないお子さんに聞くことを想定していまして、配布している資料には選択

肢 1 に「言語の遅れや障がい」とありますが、事務局としては「障がい」は削除したいと考えておりま

す。またお子さんの身体的な部分でもこちらの設問で聞くということであれば、選択肢を増やすことも

検討してまいります。 

 

岡野 英一 委員長 

こちらについては、事務局で検討していただくということでお願いいたします。 

 

大澤 かおり 委員 

先程の18歳未満の方へのアンケートのサービス利用の有無とその評価、今後の利用についての設問で、

利用している方でもサービスに満足してなければ今後利用したくないという方もおられるかと思います

ので、こちらの設問はこのまま残していただきたいと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

そうなりますとこの矢印を使った表現はいかがでしょうか。利用している方は満足度のみに答えるよ

うにも見えてしまうかと思うのですが。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

矢印をとった方が分かりやすければ、そのようにさせていただきます。こちらについてはまた事務局

で検討させていただきます。 

 

筧 智子 委員 

18 歳未満の方へのアンケートの問 38 は、お子さんのことに関する相談相手についての設問ですが、

問 39 でその満足度を聞いていますが、問 38 の選択肢が多いなかで、満足したか、していないかを 1 つ

だけで聞くのは難しいかと思うのですが。 
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障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

運営調整会議でもあまり回答者に負担がかからないように、ということが議論されていまして、この

ような形にさせていただきましたが、どのようにさせていただきましょう。 

 

岡野 英一 委員長 

問 38では相談先として家族や友人、職場の人などさまざまに聞いていますので、おしなべて満足度を

聞くのはかなり難しいかと思います。そうであれば、ここであえて満足度を聞くことが必要かどうかと

いうことも検討する必要があります。 

 

日本都市計画研究所(事務局) 

おっしゃっていただきましたように、問 38 について問 39 の形で満足度を問うのは困難な部分がござ

います。満足度を聞くのでしたら問38の選択肢の横にそれぞれ満足度を入れる形になるかと思いますが、

それでは回答が煩雑になるという協議もございましたので、そうであれば問 39を削除するという方法が

あるかと思います。 

 

大澤 かおり 委員 

問 38で主となる相談先に二重丸をしていただいて、それについての満足度を聞くという形でもよいか

と思います。 

 

岡野 英一 委員長 

今回の調査のなかで、フォーマル、インフォーマルな相談の満足度を聞く必要かという議論もあるか

と思います。 

 

山代 浩史 委員 

「満足」という言葉には抵抗があるので、もう少し和らげた表現にしてもよいのかなと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

満足か、そうでないかを二者択一する選択肢になっていますが、満足度を聞くのであれば、もう少し

精緻な枠組みをつくる必要があります。本来問38はどういう社会資源と付き合っているかを聞くもので、

満足度を聞くことが前提にはないのではないかと思います。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

問 39を入れるかどうかについては、みなさんのご意見も踏まえて事務局で検討させていただきます。 

 

山代 浩史 委員 

18 歳未満の方へのアンケートの問 36 の「⑩一般的な相談支援事業」の説明のなかに事業所名が入っ

ていますが、南山城学園 地域療育支援センター 「うぃる」についても名前を入れていただければと思

います。 
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岡野 英一 委員長 

事務局でそのようにしていただきますようお願いいたします。貴重なご意見をいただきましてありが

とうございます。みなさんのご意見を反映させて、調査の実施まで迅速に進めていかなければなりませ

んので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３． 専門部会について 

 

岡野 英一 委員長 

続きまして、各専門部会の報告を各部会長よりお願いしたいと思います。平成 29年度の方針と、方針

に向けての取り組み内容がわかるようにご報告いただければと思います。まずは就労支援部会の山本部

会長より、よろしくお願いいたします。 

 

山本 陽子 部会長  

 就労支援部会はこれまで 2 回開催いたしました。今年度の方針としては、八幡市の中で就労に向かう

人たちの支援をどのように進めていくか検討していければと考えております。これまでは販売に関する

ことがメインになっていましたが、今年度の就労支援部会では実際の就労支援についての実態を把握し

て、2年後、3年後に就労に向かう人たちがどういう形になっているのが理想的なのかということの検討

から始めています。販売に関しましては 1 年間のスケジュールを立てまして、計画的に出店できるよう

進めていきます。これらを踏まえて 3 回目以降の就労支援部会では、実際の今後の具体的な行動計画を

立てていきたいと考えております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。続きまして、子ども支援部会の大澤部会長、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

大澤 かおり 部会長 

 子ども支援部会はこれまで 2 回開催いたしました。まず最初にグループワークを行い、皆さんの意見

をいただきました。その中で、福祉の横の連携や教育との連携といった他機関との連携の必要性が高い

と感じましたので、今後進めていければと考えています。また医療的ケアの必要な児童について、山城

北圏域の自立支援協議会とも連携して考えていければと思います。2回目の部会では早速八幡市教育支援

センターの方に来ていただき、その役割について話していただき、特別支援教育との連携について検討

いたしました。教育との連携は確かにハードルが高いかとは思いますが、ぜひとも必要だと感じていま

すので、今後も検討していきたいと考えております。次回は放課後等デイサービスの事業所を見学させ

ていただくことになっており、今後も順次様々なところに目を向けていき、現状を把握することを今年

度の課題としていきたいと考えております。 
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岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。続きまして、精神障がい者支援部会の大野部会長、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

大野 実 部会長(副委員長) 

 精神障がい者支援部会は本年度 2 回開催しております。本年度の活動のテーマとしまして、一番大事

なことはご本人に関しては自信をつけること、ご家族に関しては安心することと考えております。ご家

族が安心することがご本人の自信にもつながってくるのではないかと考えております。そのために生活

や就労の支援をしていくことを一つの目標として定めました。また昨年度までは家族会ひとときは主体

的に独立して活動していただこうと考えておりましたが、まだやはり時期尚早ではないかとの意見がご

ざいましたので、精神障がい者支援部会の活動の一環として、家族会ひとときをサポートしていこうと

いうことになりました。 

 また啓発の活動についても重要だと考えております。今までの啓発は精神疾患に関する理解を含め、

地域で生活するにあたっての偏見などをなくすためのものが中心だったかと思います。しかし今回新た

に考えましたのが、疾病予防教育についてです。介護予防というものがあるのと同様に、精神予防の視

点で予防教育に取り組む必要があるのではないかと思います。そのため中学校や高校などの教育機関と

の連携を進めていければと考えております。15 歳から 30 歳頃に発病する場合が非常に多いため、若い

うちに精神病にならないということが非常に大事ですが、もう一つ大事なことは、精神病にさせないと

いうことだと思います。特にいじめや不登校が招く精神病は因果関係が分かっている以上、これまで以

上に熱心に取り組んでいく必要があるのではないかと考えております。 

 それともう一つは医療連携ということで病院連絡会を行っております。そこにおいて情報交換や共有

という意味での顔の見える関係を構築し、今後は疾病予防という観点から協議を進めていきたいと考え

ております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。それでは、最後に相談支援部会の土橋部会長、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

土橋 成人 部会長 

 相談支援部会はこれまで 2 回開催しております。今年度も昨年度に引き続き個別のケース検討をして

いこうということになりました。各ケースを検討していく中で、サービスの調整が必要になることがあ

るかと思われます。また八幡市という地域に必要な社会資源についても話し合っていくことができるの

ではないかと思います。 

 今後は全体会のある月以外の月には相談支援部会を開催し、出席している各事業所が順番に事例を持

ち寄って報告していただき、それを検討していくという形で進めていこうと考えております。 

 

 

岡野 英一 委員長 
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ありがとうございます。各専門部会の充実が自立支援協議会の大きな力となるように、今後ともよろ

しくお願いいたします。 

 

大澤 かおり 部会長 

すいません、補足でお願いをさせていただきます。みなさんお忙しいなかで専門部会に入っての活動

までされておられない方もいらっしゃると思うのですが、今報告があったような各専門部会で話し合わ

れていることを、自分の組織に持ち帰ってお話していただくことが、一番の啓発になると思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

澤井 信子 委員 

就労支援に関連してお聞きしたいのですが、八幡市の障がい者の就業率はどうなっているのでしょう

か。また、精神障がい者支援の報告で、教育委員会は受け入れてくれないので、学校に直接行った方が

早いというご意見が見受けられたのですが、具体的にどういうことがあったのか教えていただけますで

しょうか。 

 

岡野 英一 委員長 

それではまず就業率について、事務局よりお願いします。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

平成 28年度に福祉施設から一般就労された方が 5名おられます。平成 26～28年まで、だいたい 3～5

名で推移していまして、計画の目標値については達成している数値になります。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。では精神障がい者支援に関するご質問に関して、ご回答お願いします。 

 

大野 実 部会長 

基本的に、これまで教育委員会と連携して何かをするということが難しい状況がございました。実は

今、やまびこから依頼を受けまして、小学校、中学校、高校それぞれ 1 校で、福祉体験学習の最後に講

演をさせていただいています。子ども達に精神障がいといってもなかなか難しいので、まずは発達障が

いと考えられるような子どもへの対応として、いじめられないように、不登校にならないようにするこ

とが重要だと考えています。心を傷つけることが脳を傷つけるという因果関係ははっきり出ていますし、

いじめを減らすことが精神障がいの予防につながります。また、不登校の子どもは学校に行けない自分

を責め続けます。継続的なストレスも精神障がいにつながっていくという風に感じています。いじめや

不登校に対する対策ですと、福祉からつながっていくのは難しいので、やはり教育の領域、教育委員会

ということになるかと思うのですが、ここ 2、3年で劇的に教育委員会のご協力をいただけるようになっ

てきています。ただ、たしかに教育委員会に行ってもなかなか話がつながらず、学校に直接行き、学校

から教育委員会につなげた方が早いということがありまして、報告にはそのように書かせていただいた

ものと思います。 
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精神障がいは八幡市にもたくさん出ていらっしゃって、何らかの対策をしなければなりませんし、必

ず予防はできるものと考えています。就労支援、子ども支援、相談支援も同様です。具体的にいうと、

精神障がいの方が今一番なくしているのは意欲です。就労意欲が一番顕著だと思います。必ず働けとい

うことではなく、少なくとも誰かの役に立っているという感覚が自己肯定感を高めますので、とても大

事なことです。走ることや音楽を通じて発達障がいを乗り越えたという方もおられます。ひとつには自

信をつけるが大切ですし、家族の方の安心も大切です。自信と安心を合言葉に自立支援協議会でも取り

組んでいくべきかと考えています。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。学校だけでなく教育委員会も含めて、取り組みを進める体制ができてきてい

るということでございました。 

 

山田 耕一 委員 

ろうあ協会の山田と申します。暮らし支援部会がなくなってさびしく思っておりまして、聞こえない

人の理解について、何か意見を言える機会があればよいなと考えています。実は私たちも学校での講演

などを積極的に行っていまして、そういった取り組みについても、みなさんに知っていただきたいと思

います。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。また何らかの形で、語り合える場や、理解し合える場が持てればいいなと思

います。これは国の動きで恐縮ですが、地域福祉計画のなかで障がいのある方々の地域での暮らしも含

めた共通の課題を検討していくという話が挙がってきています。色々な方面からそういったつながりが

できてくれば、と感じております。 

 

・連絡事項・その他 

 

岡野 英一 委員長 

それでは、本日の議事については終了とさせていただきます。今後も自立支援協議会の活動の推進に

ご協力いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 


