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平成 29年度 八幡市障がい者自立支援協議会 第 3回全体会 議事録 

 

 

 

１．日  時  平成 29年 11月 14日（火） 午後 2時 00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 

 

・八幡支援学校の新設学科について 

 

        ・連絡事項・その他 

 

 

 

４． 参加委員 ２６名 

 

 

１．開 会    

・資料の確認 

 

<進行> 

岡野 英一 委員長 

皆様、お集まりいただきありがとうございます。早いもので、もうあと少しで年末を迎えますが、計

画策定につきましても着々と進行しているところであります。本日も色々なご意見をいただきますよう、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

２． 八幡市障がい者計画及び障がい福祉計画について 
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岡野 英一 委員長 

それでは、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、議事を進めたいと思います。

前回の全体会議ではアンケート調査の内容について協議をしていただきましたが、今回はアンケート調

査の結果及び次期計画の骨子案について、報告をしていただきます。事務局より報告をお願いいたしま

す。 

 

日本都市計画研究所(事務局) 

 それでは障がい者福祉に関するアンケート調査結果の概要について報告させていただきます。まずこ

の度の調査は、計画の策定にあたって、障がい児・障がい者やそのご家族、一般住民、障がい福祉サー

ビス事業所法人、医療機関に対して各々異なったアンケート調査を行い、それぞれの状況やニーズなど

を把握し、計画策定の基礎資料とするために実施したものです。 

ではまず回収したアンケート調査の基本属性についてですが、18歳未満のアンケート調査においては、

6 歳から 11 歳の小学生にあたる年齢が最も多く、39.5％となっております。18 歳以上の障がい者では

60歳代と70歳代が最も多く、それぞれ約2割となっております。一般住民では60歳代が最も多く、29.5％

となっております。またご本人が一緒に暮らしている人については、18歳未満では「母」が 97.6％、「父」

が 87.1％、父母ともに選択されている方は 85.5％となっております。18歳以上では、「配偶者」が 47.9％、

「子ども」が 26.1％、「いない」が 19.4％となっております。 

では最初の項目として発達上の特徴についてです。発達の特徴を最初に心配した年齢として、18 歳未

満では 0 歳から 2 歳が 70.2％で最も多くなっております。誰が最初に気づいたかについては「保護者」

が最も多く 42.7％となっておりますが、「市の保健師」と「医師」を合わせると約 4割となり、早期発見

における保健師、医師などの専門職の役割の重要性がうかがえる結果となっております。またそのよう

な場合にすぐに専門機関に相談したかについては、「1 か月以内に相談した」が半数以上を占める結果と

なっております。 

次に障害者手帳所持の状況についてです。18歳未満では「療育手帳を持っている」が、56.5％、「身体

障害者手帳を持っている」が 16.1％、「精神障害者保健福祉手帳を持っている」が 1.6％となっておりま

す。18歳以上では、「身体障害者手帳を持っている」が 76.1％、「精神障害者保健福祉手帳を持っている」

が 15.4％、「療育手帳を持っている」が、14.7％となっております。 

 次に仕事の状況について 18歳以上の方にお尋ねしております。まず勤務形態については「パート・ア

ルバイト等の非常勤職員、派遣職員」が 40.7％、「正職員で他の職員と勤務条件等に違いはない」が 30.6％

となっております。また仕事をどのようにして見つけたかに関しては、「自分で見つけた」が 29.7％、「ハ

ローワークの紹介」が 19.6％となっております。次に働いていない方に対して収入を得る仕事をしたい

か聞いております。10 歳代から 50 歳代では約半数の方が「仕事がしたい」と回答しており、就労への

意欲が高いことを示しております。また就労支援として必要なことについての設問では、「短時間勤務や

勤務日数などの配慮」が 47.5％、「職場の上司や同僚に障がいの理解があること」が 37.9％となっており

ます。 

相談相手についてですが、18 歳未満 18 歳以上ともに「家族や親せき」が最も多く、希望することと

しては 18歳未満では「障がいの特性についてよく理解してくれる専門的な相談窓口」、18歳以上では「小

さなことでも気軽に相談できる相手」が最も多くなっております。 
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続いて医療についてですが、現在受けている医療的な処置やケアについては 18 歳未満 18 歳以上とも

に「服薬管理」が最も多くなっております。また医療機関に対するアンケートにおいては、診療すると

きに困っていることとして、「重度の障がいのある方の場合、意思疎通が難しい場合がある」が 69.8％で

最も多く、診療時に必要な支援としては「診療時のサポートをしてくれる人の同行や付き添い」が 83.7％

で最も多くなっております。 

次に利用している障がい福祉サービスについてです。障がい福祉サービスの利用状況については、18

歳未満で「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」がともに 29.8％で最も高く、次いで「相談支援」

となっております。18歳以上では、「補装具・日常生活用具」、「計画相談支援」の順に高くなっておりま

す。障がい福祉サービスの評価について、18 歳未満では「児童発達支援」「保育所等訪問支援」「放課後

等デイサービス」「日中一時支援」「相談支援」「短期入所」で「満足している」が 8割を超えており、18

歳以上では、「生活介護」「日中一時支援」「同行援護」「行動援護」「計画相談支援」で「満足している」

が 8割を超える高い結果となっております。続いて障がい福祉サービスの利用意向では、18歳未満で「一

般的な相談支援事業」「放課後等デイサービス」「相談支援」で「利用したい」が 5 割前後と比較的高い

結果となっております。18 歳以上では「一般的な相談支援事業」「補装具・日常生活用具」「計画相談支

援」で「利用したい」が 2割弱ではありますが、比較的高い結果となっております。 

続きまして外出についてです。18歳未満では「毎日外出する」が 90.3％と高い結果になっております。

一方 18 歳以上では「毎日外出する」が 41.7％で、18 歳未満に比べ低い結果となっております。また外

出の際に困ることとしては、18歳未満では「外出にお金がかかる」が、18歳以上では「道路や駅に階段

や段差が多い」がともに約 3 割で最も多くなっております。18 歳以上では 60 歳以上で身体障害者手帳

をお持ちの方が比較的多いため、このような結果になったかと思われます。 

 次に放課後や休暇、自由時間についてです。小学生以上の 18歳未満では「自宅で家族と過ごす」が最

も多く、次いで「放課後等デイサービスを利用する」が多くなっております。18 歳以上では「テレビ、

読書などをして過ごす」、「家族と時間を過ごす」の順に多くなっており、「自由時間にしたい活動をする

ために必要なこと」では「特にない」を除くと、「いつでも気軽に立ち寄り、仲間達と過ごすことができ

る場所」が最も多くなっております。 

 次に介護や将来の生活の不安についてですが、主たる介護者の年齢について、18歳未満については 30

代 40 代が多く、健康状態は「よい」が最も多くなっております。一方 18 歳以上では、主たる介護者は

50代から 70代が多く、女性の割合が 66.6％で、健康状態も 18歳未満に比べると「よい」の割合が少な

くなっております。次に将来の生活で不安になることについては、18 歳未満では経済的なことや就労の

ことについての回答が多かったのに対し、18 歳以上では病気や健康状態のことを挙げる回答が最も多く

なっております。 

 次に地域との関わりや差別経験についてです。障がいについて差別を受けたりしたことがあるかどう

かを問う設問では、「少しある」と「ある」と答えた割合が、18歳未満においては 68.6％、18歳以上に

おいては 40.4％となっております。また地域社会で障がいのある人への差別・偏見があるかどうかを一

般住民に対して問う設問では、「少しはあると思う」と「あると思う」と答えた人の割合が 80.7％となっ

ております。年齢別に見ると若い世代ほど、あると回答する割合が高くなっております。また地域・隣

近所とのつきあいについては、18歳未満、18歳以上ともに「会ったときはあいさつをしあう」という回

答が最も多くなっておりますが、18歳以上では「つきあいはしていない」が 2番目に多くなっておりま
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す。 

また一般住民に対して障がいのある人を手助けしたことがあるかお尋ねしたところ、60 歳代以上を除

き「ある」という回答が多くなっております。この設問において「ある」と回答した場合にそれはどの

ような気持ちからかを聞いたところ、「障がいのあるなしに関係なく困っているときはお互い様だから」

という回答が 65.7％で最も多く、逆に「ない」場合の理由としては、「たまたま機会がなかったから」が

54.4％で最も多くなっております。また障がい者福祉に関するボランティアへの参加については、一般

住民の 94.6％が「参加していない」と回答していますが、協力や活動の場への参加意向は 4 割以上の人

が持っているという結果になりました。また「障害者虐待防止法」を知っているかどうかを一般住民に

聞いたところ、「知らない」が、「知っている」より多く、44.2％となっております。 

次にサービス提供事業所に障がい者虐待防止のためのマニュアルについて聞いたところ、「すでに作成

した」と答えた法人が最も多く、その研修についてもほとんどの法人が「自身で実施している」と回答

しています。成年後見制度については、18歳未満、18歳以上ともに「名前も内容も知っている」が 25％

程度で、「名前も内容も知らない」、「名前を聞いたことはあるが、内容は知らない」よりも低い結果とな

っております。 

最後は八幡市の取り組みについての設問です。八幡市の施策や取り組みに対して、一般住民において

は「福祉のまちづくりの推進」、「総合的な就労支援の推進」について「知っている」が 5 割前後と比較

的高く、それらの重要性については「福祉のまちづくりの推進」「障がいの早期発見・早期対応体制の充

実」「保健・医療サービスの充実」で「重要である」との回答が 7割を超えて高くなっております。また

今後八幡市に力を入れてほしい取り組みについては、18 歳未満で、「就労への支援」「幼稚園・保育園か

ら小学校への情報の引継ぎや連携」が比較的高い割合となっております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。多角的に調査をしていただき、内容をまとめていただきました。ただいま

報告のあった内容につきまして、ご意見などございましたら、よろしくお願いいたします。 

相談については、気軽に相談できるということと、専門的な知見によって発見されるという部分と、

両方の部分が必要なのだと思います。発達障がいについては、医師や保健師によって発見されるケース

もあるようですし、一方で自発的に相談に行くという意味では、まだ敷居が高い部分があるのかなとい

う印象を受けました。 

 

大野 実 副委員長 

気になる点を挙げさせていただきます。まず基本属性の部分で、18 歳未満の保護者にたずねたアンケ

ートでは、一緒に暮らしている方として父母ともに選択されている方が 85.5%と多いですが、ひとり親

家庭も多いようです。ひとり親家庭で障がいを持つお子さんの子育てをするというのはかなり大変かと

思いますので、子育て支援という面で注意しなければならない部分かと思います。 

就労については、10 歳代から 50 歳代で約半数が就労意欲を持っているということで、就労支援には

力を入れなければならないと思いますし、ここには精神障がいの方も含まれているものと思います。 

相談・情報については、特に希望することのなかで「障がいの特性についてよく理解している専門的

な相談窓口」がかなり多くなっております。相談支援がいかに重要かということと、対応する側が専門
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的な知識を身につけておくことの重要性が伺えます。 

医療に関する部分では、医療機関が困っていることとして、「重度の障がいのある方の場合、意思疎通

が難しい場合がある」という回答が多くなっており、その支援として診療時のサポートがかなり重要に

なってくるように思います。 

障がい福祉サービスの利用については、「放課後等デイサービス」、「児童発達支援」で利用していると

いう方がかなり多くなっておりますが、やはり相談支援についても多いです。障がい福祉サービスの利

用意向でも、障がい児・者ともに、「一般的な相談支援事業」が多くなっており、心の中に溜まったもの

を吐き出すための相談も、重要であると考えられます。 

主たる介護者の状況については、18歳以上の方の介護者では、50～70歳代の方が多いということで高

齢化が進んでいることが伺えますし、また女性の割合が 66.6％となっており、女性への負担がかなり多

くなっているように感じました。 

それから、これは最も見過ごしがたいところですが、差別を受けた経験について、18 歳未満では「少

しある」「ある」と合わせて 68.6％が差別を受けた経験があると回答されており、こちらには学校内での

いじめなども含まれているように思います。18歳以上でも 40.4％が差別を受けた経験があると回答され

ており、かなり高い割合であると感じました。 

法律や制度の認知度について、障害者虐待防止法や成年後見制度は障がい児・者ともにあまり知られ

ていないという結果が出ておりますので、こちらはもっと周知を進めていくための広報が必要であると

思います。 

八幡市に力を入れて欲しい取り組みについては、こちらは 18 歳未満の回答ですが、「就労への支援」

が大変多くなっております。また、「幼稚園・保育園から小学校への情報の引継ぎや連携」が求められて

いるという部分も重要であり、計画の見直しにあたり検討するべきかと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。介護者について言いますと、介護者の年齢が上がることで健康状態があまり

よくないと回答される方が多くなるような結果も出ておりますので、色々な対応のなかで、ご苦労をさ

れているのだなという風に感じました。 

また地域福祉の関係で少し感じた部分としては、ボランティアの参加意欲や共生社会の考え方への賛

同について、全体として比較的高い結果となっているのですが、実際にボランティア活動に参加してい

る割合としてはまだまだかなり低い状況となっております。ボランティア活動というと、少し敷居が高

いように感じられる部分もあるかと思いますので、自然に参加できる機会づくりのような取り組みもあ

ればいいのかなと感じました。また、隣近所とのつきあいについて、18 歳未満より 18 歳以上の方が少

ないという結果が出ています。やはり子どもの頃は学校などを通じて地域とのつながりがあるけれども、

成人すると少しずつそういった関係が薄れてくる傾向にあり、そういった部分も課題であるように思い

ます。 

 

澤井 信子 委員 

八幡市に力を入れて欲しい取り組みとして、「幼稚園・保育園から小学校への情報の引継ぎや連携」が

多かったというお話がありましたが、現時点での実態について教えていただきたいです。 
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障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

以前より子ども支援部会で取り組んでいただいておりまして、幼稚園、保育園のすべてではありませ

んが、小学校への移行に際して支援が必要と思われるお子さんに対しては、教育支援センターとも連携

をしながら情報提供を図られていると伺っております。また小学校から中学校へ上がられる際について

は教育部局が中心となりますので、申し訳ないのですが、こちらでは十分に把握ができていない状況で

す。子ども支援部会長の大澤委員から何か補足していただくことはありますか。 

 

大澤 かおり 部会長 

公立の幼稚園、保育園では支援方法などについて先生方で共有されているという風に聞いております。

一方で私立の幼稚園、保育園ではなかなか連携が難しいようです。個別の支援計画のなかで、移行支援

として情報の持ち上がりの重要性がいわれておりますが、実際にそういった移行がされているかについ

ては、こちらでは分かりかねる部分でございます。また、中学校ではノーマークで進み、高校に入られ

てから大変苦労をされているというような話も聞いております。切れ目ない支援については学校側だけ

では難しく、また保護者にとっては、障がいの情報を持って上がると進学や就職も厳しくなるのではな

いかという気持ちもあるので、連携は非常に大切だと思いますが、色々な壁があるように感じています。 

 

大野 実 副委員長 

力を入れて欲しい取り組みとして 30％を超えているということは、それが上手くいっていないという

ことだと思います。教育現場についても、充分なつながりができていない、どこかで詰まっているよう

な状況にあるように感じます。大澤委員がおっしゃられたように、スルーした状態で中学校、高校と上

がられると、ご本人が大変しんどい思いをされるというのは事実かと思います。福祉だけでは解決でき

ない部分ではありますので、教育と連携しながらその関係の風通しをよくしていかないと、子どもたち

を育てていくなかで、どこかで不都合が生じてくるように思います。 

 

岡野 英一 委員長 

お話を聞いていて少し気になったのは、公立の幼稚園、保育園と小学校の関係は比較的スムーズだけ

れども、私立の幼稚園、保育園では連携がスムーズにとれていないという点ですね。福祉と教育がしっ

かりと連携がとれる体制にあれば克服できる課題なのではないかと思いますし、逆にいうと、差があっ

てはいけない部分であるように思いました。 

 

澤井 信子 委員 

おっしゃられたように私立の就学前施設については、情報の引継ぎや連携の面でハードルが高いよう

に思います。しかし八幡市の子どもとして小学校、中学校、高校と進んでいくということであれば、福

祉、教育という機関の違いという話で終わってしまうのは大変残念なことです。今後何とかハードルを

下げていきながら、指導内容や発達の状況などの情報をしっかりとそれぞれが把握できるよう、よろし

くお願いしたいと思います。 
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岡野 英一 委員長 

ご指摘いただいた点は計画策定に活かしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。それでは、計画の骨子案について説明をお願いします。 

 

日本都市計画研究所(事務局) 

 それでは次期計画の骨子案について説明させていただきます。まず「障がい者計画」についてです。

今回障がい者計画を見直すにあたり三つの項目を挙げておりまして、その一つ目が「基本理念の継承」

です。国の「第 4次障害者基本計画」の理念は、「障害者権利条約」及び「障害者基本法」の理念を踏ま

えるとともに、障害者を社会のあらゆる活動に参加する主体としてとらえ、その自己実現の支援と社会

的障壁の除去のための障害者施策の基本的方向を定める、というものです。また基本原則としては、「地

域社会における共生等」、「差別の禁止」、「国際的協調」の 3 点があげられております。次期「八幡市障

がい者計画」の策定においてはこれらの理念、原則を踏まえ、法令及び制度改正などの動向に的確に対

応し、これからの八幡市が目指すべき理念をさらに発展させることを目指します。 

 二つ目の項目が、「横断的視点の追加」です。国の「第 4次障害者基本計画」では各分野に共通する横

断的視点として、いくつかの項目を掲げています。本市のこれまでの基本目標に加え次に挙げる横断的

視点を加えます。それらは「障害者権利条約の理念の尊重及び整合性の確保」、「社会全体におけるアク

セシビリティの向上」「当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援」「障害特性に配慮したきめ細かい支

援」「障害のある女性等の複合的困難に配慮したきめ細かい支援」「PDCA サイクル等を通じた実効性の

ある取り組みの推進」の 6点になります。 

 三つ目の項目は「施策の体系の見直し」です。ここまで挙げてきた二つの項目を踏まえて、今後これ

までの八幡市の施策に追加、見直しを行っていきたいと考えております。具体的には相談支援体制にお

ける「意思決定支援の推進」や、特別支援教育における「インクルーシブ教育システムの構築」などと

いった点になります。 

 続きまして「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」についてです。ここでは国の「第 5 期障害福祉計

画」の基本指針見直しの主なポイントを踏まえながら、八幡市の基本方針を検討し、具体的なサービス

供給企画を策定し、PDCA マネジメントサイクルによる進行管理を通じて、効果的な施策の推進を図る

必要があります。国の「第 5期障害福祉計画」の基本指針見直しのポイントは、「地域における生活の維

持及び継続の推進」「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」「就労定着に向けた支援」「障

害児のサービス提供体制の計画的な構築」「地域共生社会の実現に向けた取り組み」「発達障害者支援の

一層の充実」の六つの項目になります。今後これらを踏まえて、八幡市の基本指針を検討し、策定を進

めていきます。 

 次に成果目標の見直しポイントについてですが、以下に挙げる項目について、具体的な成果目標を提

示し、施策を推進していくことになります。「施設入所者の地域生活への移行」「精神障害にも対応した

地域包括ケアシステムの構築」「地域生活支援拠点等の整備」「福祉施設から一般就労への移行」「障害児

支援の提供体制の整備等」の五つの項目において、今後成果目標を掲げていきます。 

 続きまして新しいサービス体系についてです。「障害者総合支援法」では、障がい種別に関わらずサー

ビスが提供されます。同法で規定されるサービス体系は全国一律に提供される「自立支援給付」と、地

域の実情に応じて市町村などが独自に実施する「地域生活支援事業」に大別されます。「第 4期障害福祉
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計画」からの変更点として、「障害者総合支援法」の改正により、平成 30年から「自立生活援助」や「就

労定着支援」など新たなサービスが創設されることになりました。 

 最後に「児童福祉法」によるサービス体系についてです。「児童福祉法」では、障がい児に対する通所

系サービスや相談支援が市町村事業として提供されています。本市においては、従前より、障がい児支

援サービスの利用見込みなどについて「障がい福祉計画」の中で記載してきましたが、平成 30年度から

の「児童福祉法」改正により、都道府県や市町村に「障がい児福祉計画」の策定が義務付けられること

になりましたので、本市でも現在策定を進めております。また「居宅訪問型児童発達支援」などの新た

なサービスが創設されることにもなりました。 

 以上の骨子案は国の指針を踏まえた大きな枠組みを示すものとなりますので、今後は先ほど説明しま

したアンケート結果や市の関係各課へのヒアリングなどの結果を踏まえて計画素案を作成し、次回の自

立支援協議会において提示していきたいと考えております。 

 

事務局 

 続きましてただいまご説明いたしました計画骨子案にありました成果目標の、八幡市における現状に

ついてご説明いたします。 

まず「福祉施設の入所者の地域生活への移行」について、平成 28年度末時点で八幡市では施設に入所

されている方が 47 名おられます。国の基本指針ではここから平成 32 年度末までに 9％以上が地域生活

に移行することを基本として、地域の実情を踏まえて目標を設定することになっておりますので、これ

らを踏まえ今後目標を設定していきます。 

 次に「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」としての市町村毎の保健、医療福祉関係

者による協議の場の設置状況についてですが、国の基本指針では平成 32年度末までに市町村ごとに協議

会やその専門部会など保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置することを基本としています。八

幡市では現在、年に 1 回から 2 回、医療機関との協議を実施しておりますので、設置しているとしてい

ます。 

 次に「地域生活支援拠点等の整備」についてです。基本指針では平成 32年度末までに各市町村または

各圏域に、少なくとも一つ整備することとありますが、現在八幡市では既に地域生活支援拠点を設置し

ています。 

 次に「福祉施設から一般就労への移行」についてです。平成 28年度に八幡市において福祉施設から一

般就労された方は 5名となっております。基本指針に則り、平成 32年度にはこの実績から 1.5倍以上を

目標値として設定していこうと考えております。さらに就労移行支援事業の利用者数についてですが、

平成 28年度末の時点では 11名が利用していますが、平成 32年度末においてはここから 2割以上の利用

者数増加を目標値として設定していこうと考えております。 

 最後に「障害児支援の提供体制の整備等」についてです。まず児童発達支援センターの整備について、

現在八幡市では児童発達支援事業所を 2 ヶ所整備しておりますが、児童発達支援センター対象の児童に

ついては京田辺市の「すてっぷセンター」を利用しています。国の指針では児童発達支援センターが各

市町村に設置が必要とあることから、今後検討が必要と考えております。次に保育所等訪問支援事業に

ついて、現在児童発達支援事業所により保育所への訪問や職員とのケース会議を実施しています。早期

療育支援の充実を図る上では、今後整備の検討が必要かと考えております。次に主に重症心身障害児を
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支援する児童発達支援事業所について、現在対象になる児童については京田辺市の「すてっぷセンター」

を利用しています。医療依存度の高い就学前児童については、今後も圏域での支援は引き続き必要な状

況と考えております。次に主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスについて、現在八幡市

の事業としては京都府立八幡支援学校放課後等健全育成事業を実施しております。今後は市内の放課後

等デイサービス事業所においても就学後の重症心身障がい児の支援が図れるようにしていく必要がある

と考えております。そして医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置について、今後は重症

心身障がい児、者の地域生活支援拠点において、支援が図れるように推進していきたいと考えておりま

す。 

 また障がい福祉サービス、障がい児通所支援の具体的な各々のサービスについて、これまでの実績を

踏まえながら今後 3 年間の見込み量を設定していこうと考えております。児童については「子ども・子

育て支援等の利用ニーズ」として、保育所や認定こども園などにおける、配慮が必要なお子さんの人数

についても、今後 3年間の見込み値を設定していこうと考えております。 

 

岡野 英一 委員長 

ただいまの説明について、ご意見などございましたらよろしくお願いいたします。 

 

山本 陽子 委員 

成果目標のなかの就労移行について、八幡市では就労移行支援のみでの移行率の上昇というのは、厳

しいのではないかと思います。就労継続支援の A 型・B 型と就労移行支援をすべて含めて考えた方がよ

いかと思います。就労継続支援 B 型のなかにも能力のある方はたくさんおられて、そこから就労すると

いうことも可能ですし、国でも色々なところで議論していますが、生活介護からの就労も有りだという

ことです。国の意向としては就労移行支援をうまく動かしたいという意図もあって、このように成果目

標が設定されていますが、八幡市においては就労移行支援の事業所が少ないということもありますし、

就労継続支援の A 型・B 型も含めて考えないと、能力のある方がずっと事業所にいるという状況が打破

されないのではないかと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

どなたにも可能性があるので、固定的に見てはいけないというご指摘ですね。 

 

山本 陽子 委員 

八幡市の現状には合っていないように思います。 

 

3．八幡支援学校の新設学科について 

それでは次の議題に移ります。京都府立八幡支援学校では、来年度から福祉総合科が開設されます。

その内容について京都府立八幡支援学校の下野様からご説明をお願いします。 

 

下野 恵子 京都府立八幡支援学校副校長 

 本日は自立支援協議会の中でお時間をいただきありがとうございます。平成 30年 4月から開設いたし
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ます職業学科の福祉総合科について説明させていただきます。 

 この福祉総合科は城陽支援学校のビジネス総合科に続き、山城教育局管内では二つ目の職業学科とい

うことになりまして、障がい者の雇用をどう進めていくのかということを受けて、教育委員会としまし

ても職業教育を進めて共生社会を目指すための一つの契機となればと考えております。この福祉総合学

科では「誇れる自分をつくる、一歩先の共生社会の実現をめざして」というものをコンセプトとしてい

きたいと考えております。小学校、中学校で様々な経験をしてきた生徒たちが、ここでさらに自分に自

信を持ち、自分もやれる、世の中に貢献できるという誇りを持って社会に出ていってほしいという考え

から、このコンセプトを掲げております。 

 また福祉総合学科では 100 パーセントの企業就労を目指しておりますが、普通科は今後もこれまで通

りありますので、それに加えて全員が企業就労を目指す学科ができたということでございます。この学

科の目玉になりますのが、在学中に校内で介護職員初任者研修の資格を取得できることです。この資格

を取得するということは就労に関して有利になるということもありますが、資格をとるための勉強をコ

ツコツと積み上げたり、いろいろなことにチャレンジすることが生徒たちの自信の一つにつながるので

はないかと考えております。 

 福祉総合科はその名称にもあります通り、福祉の学びを中心にしながら様々な授業において、生きる

力を育成していくことを目指しております。様々な介護福祉についての専門知識を学び、それを中核と

しながら、今までのような生活関連学習、情報、音楽、数学などといった教科も学び総合的な力をつけ

て卒業までたどり着ければと考えております。また先ほどの初任者研修以外にも情報処理の技能検定と

いったような、生徒たちの今後の糧となるような検定などを取得することも考えております。 

 またこの学科の中で特徴的なことと考えておりますのが、実習をたくさん予定しているということで

す。知識を現場で生かしていくためには、実習を行うことが大事だと考えております。例えば３年生に

なると、朝から現地集合で実習の施設に行き、福祉で学んだことを実際に行いながら、自分に足りない

ことやコミュニケーションなどについて振り返り、学習していければと考えております。 

 入学選考については平成 30年 1月 11日、1月 12日を予定しています。またこの他の情報も掲載して

おりますので、ご興味がおありでしたら、ホームページなどを見ていただければと思います。 

 地域の皆様にご理解、ご協力いただきながら、総合支援学科という新しい学科を開設し、良い教育活

動ができるようにしていければと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

岡野 英一 委員長 

今のご説明に対して何か質問はございませんか。 

ありがとうございました。 

 

４． 専門部会について 

 

岡野 英一 委員長 

最後に各専門部会からのご報告を賜りたいと思います。まずは、就労支援部会の山本部会長よりご報

告お願いします。 
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山本 陽子 部会長 

 今年度はまず委員の中でワークショップを行いまして、今後どのように就労支援部会を進めていくか

を検討しました。その結果、就労支援部会の中で対象者を選定し、就労への支援を行うことによって、

就労支援部会としての就労事例を作ろうということになりました。またその中で具体的にどのような方

法があるのかと検討しまして、他市の就労部会の見学や、京都ジョブパークに来ていただいて就労セミ

ナーを行うことになりました。 

 就労セミナーを希望する人たちは、就労することができるであろう人たち、また現在どの事業所にも

通っておられない人たちであろうと思いますが、セミナーに参加することで顔のつながりができたり、

八幡市にこういうところがあるということを知ってもらう機会になればと思っています。また他市の就

労部会の見学として、今週宇治市の就労支援部会を見学させてもらうことになっております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。続きまして、子ども支援部会の大澤部会長よりご報告お願いします。 

 

大澤 かおり 部会長 

 まず第 3回子ども支援部会において、「放課後等デイサービス事業所蓮華」を見学させていただきまし

た。蓮華は非常にゆったりとした広い場所で、その機能などにおいても工夫されているという感想が多

く出ました。また具体的な意見としましては、夏休み中ということもあり、一日朝から夕方近くまで事

業所にいるのは小学生には長いのではないかというものや、放課後等デイサービスに限ったことではな

いが、短期入所や日中一時支援など学校に迎えの車が大量に並んでいるので、もう少し配慮が必要では

ないか、その一方送迎があるのは保護者の負担軽減になっている、というものがありました。 

 また第 5 回の子ども支援部会においては、八幡市地域生活支援拠点の「児童発達支援事業所マムぐり

お」を見学させていただきました。自然な遊びの中で上手く療育活動をされているという感じを受けま

した。障がいの程度などによってグループ分けをされていて、保護者が同じグループの子どもたちの様

子を見ることで、同じような悩みを持ち、自分だけの悩みではないんだと感じることができるようにさ

れていると感じました。また保護者同士での話し合いを行うことで、同じ悩みを共有し、一人で抱え込

むことがないよう配慮がなされていました。子どもたち一人一人に目が行き届いているということや、

長期で休まれている方への対応など、体制の手厚さを感じました。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。続きまして、精神障がい者支援部会の大野部会長よりご報告お願いします。 

 

大野 実 部会長(副委員長) 

 精神障がい者支援部会の今年度のスローガンは「当事者に自信を！家族に安心を！」というもので、

当事者には自信をつけていただいて、何とかして就労に目を向けていただけないか、またご家族はさら

に疲弊されておりますので、できるだけ安心していただきたいという思いからのものであります。 

 また今年度の支援の三つのテーマというものを掲げておりまして、一つ目が「理解」です。これは精

神障がいに関する理解を深めることによって、差別や偏見をなくしていきたいというものです。具体的
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な取り組みとしては、1月 26日の午後 1時 30分から 3時 30分まで、八幡市文化センター3階で「第 9

回精神保健福祉を考えるつどい」を開催します。まだ案の段階ではありますが、「心のバリアフリーを目

指して」をテーマとしております。京都府精神保健福祉総合センターから講師の方をお招きして、「スト

レスと心の健康」という内容で講演を行っていただくことになっております。また「うつ病だけど笑い

を届けたい」というテーマで漫才師の方をお招きしまして、漫才を披露していただくことにもなってお

ります。 

二つ目が「寛解」です。やはりこれに関しましても、当事者の活動の場を通じて自信を育むというこ

とを考えております。具体的には一緒に活動をしております「フレンド」や「やまびこ」において、当

事者が少しでも自信を育むことができるような活動を実施しております。 

三つ目が「予防」です。これも福祉の立場から予防について考えるということを考えております。具

体的には、圏域でも行われていますが、疾病予防教育を実施いたします。平成 30 年 2 月 28 日に男山第

三中学校で「精神障がいについて」というテーマで出前の授業をすることになっております。 

また、病院連絡会議を今年度も行います。平成 30 年 2 月 14 日に京都の洛南病院にお邪魔させていた

だくことになっております。また精神障がい者支援部会がサポートしている「家族会ひととき」では、

権利擁護や自立支援給付の利用といったようにテーマを決めまして、研修をしたり、講師の先生を招い

てソーシャルスキルトレーニングを行ったりしております。このような形で精神障がい者支援部会は活

動をしております。 

 

岡野 英一 委員長 

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

 

土橋 成人 部会長 

 今年度相談支援部会は前年度に引き続きケース事例の検討を行っております。各事業所 1 ケースずつ

事例報告をしていただくことになっております。その中でも特に困難事例を中心に検討を行っておりま

して、それを通して実際の地域の課題、例えば社会資源をどのように作っていけばいいのかということ

や、各関係機関の連携やサービス調整について、また地域機能の整備などについても検討することがで

きると考えております。 

 また各ケースにおいて検討する項目としては、本人の行動や状態、本人と周囲との間に起きている状

況の確認、本人の特性の見立てなどを中心としていまして、それらを踏まえて本人なりの自立や社会適

応に向けて支援方針や課題解決の方法を報告していこうと考えております。 

 では報告としまして 1 ケースだけ取り上げさせていただきます。本人は 40 代の身体障がいの方です。

以前は体重過多で自力での起き上がりが困難な状況にあり、衣服の着脱など日常動作には支援が必要で、

移動時は車いすを利用されていました。コミュニケ－ションに関しては、他者に思いを伝えるのは難し

く、また会話の主導権を握られることを苦手としていました。指示に対しては一定の理解はありますが、

衝動を抑えられないこともある状態でした。生活歴として、20 年ほど前には事業所に通い作業をしてお

られまして、道具を扱う力や物事の進め方はしっかりしていたとのことです。しかしその後、自宅の火

事によってやけどを負い入院し、それ以降あまり動かなくなり体重が増加し始めました。その後居宅の

サービスなどを利用して支援を受けておられましたが、数年前に施設への入所が決まりました。現在は
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体重も減少し、車いすでの自力走行も可能になりました。表情もよくなり、安心感が伝わってくる状況

です。これは 10 年、20 年という長いスパンで本人やご家族と事業所が関わり、最終的には納得してい

ただいて入所につながったケースです。 

 今後もこのような形でケース検討を行い、相談支援部会を進めていこうと考えております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。 

 

・連絡事項・その他 

 

岡野 英一 委員長 

これで本日予定しておりました議事は終了となります。議事進行へのご協力に感謝申し上げまして、

本日の会議は閉会とさせていただきます。お疲れ様でした。 


