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平成 29年度 八幡市障がい者自立支援協議会 第４回全体会 議事録 

 

 

 

１．日  時  平成 29年 12月 19日（火） 午後 1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 

 

        ・連絡事項・その他 

 

 

 

４． 参加委員 ２２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 

 

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
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す。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 それでは次期計画素案について説明いたします。まずは第 1 部「計画の策定にあたって」からご説明

させていただきます。まず、基本的には「支えあい、ともに生き、暮らせるまち」という前回からの将

来像のもとで、「自立・自己決定の保障」「生活の質(QOL)の向上」「機会の均等化」「地域での支えあいの

推進」の 4つの基本理念を定めています。 

第 2 章からが八幡市の障がい福祉の現状となっておりまして、各サービスの現状や推移、また今回実

施しましたアンケート調査の結果についてまとめております。それらを踏まえて八幡市の障がい福祉を

取り巻く課題についてご説明いたします。 

まず「早期発見・相談・保健医療体制の充実」に関して、専門的な知識を有した相談窓口をより充実

させる必要性があると感じております。「障がいに応じた自立と参加支援体制の充実」については、アン

ケート調査などにおいても、保育・教育の連携や情報の引き継ぎを求める声が多く、関係機関の連携強

化と個々の障がい特性に応じた療育の提供が必要となっております。また、障がいのある人もない人も

相互に取り組めるような文化・スポーツ・レクリエーションなどの活動を充実させることも課題となっ

ております。就労に関しても、本市においては障がいのある人の就労意欲が高く、障がいに対する職場

の理解啓発を含む雇用環境の整備や、就労の場の確保、就労支援・就労後の支援を一層充実させること

が大きな課題となっております。3点目が「障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり」ということ

で、障がいのある方の高齢化が進むなかで、将来の病気や健康について心配する声が多く、それらに対

する対応をどうするのかということが、現在課題となっていると感じています。その次の「福祉サービ

スの充実」については後ほど、「障がい福祉計画」において詳しく説明させていただこうと思います。最

後が「ともに生きる地域づくり」についてです。近年施行された「障害者差別解消法」の一般住民の方々

への周知を図りながら、障がい者団体やボランティア団体などとの相互間のネットワークを構築し、交

流を活発にしていく必要性を感じております。 

続きまして第 2部の「八幡市障がい者計画」に移りたいと思います。この計画においては「支えあい、

ともに生き、暮らせるまち」を将来像としながら、それに応じた基本目標を掲げ、各々の施策の方向性

を定めています。 

まず最初の基本目標が「早期発見・相談・保健医療体制の充実」です。ここでは障がいの早期発見・

早期対応体制の充実、相談・情報提供体制の充実、また保健医療サービスを施策の方向性として定めて

います。 

次の目標が「障がいに応じた自立と参加支援体制の充実」です。ここでは、保育・教育の推進、生涯

学習・文化・スポーツ活動の推進、総合的な就労支援の推進、就労の場の拡大を施策の方向性として定

めています。 

3点目の目標が「障がいのある人が安心して暮らせるまちづくり」です。ここでは防犯・防災体制の充

実、福祉のまちづくりの推進、居住の場の確保、移動・コミュニケーション手段の確保を施策の方向性

として定めています。 

4点目が「福祉サービスの充実」です。ここでは障がい福祉サービスの推進、生活支援に関するサービ

スの推進を施策の方向性として定めています。 
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5点目が「ともに生きる地域づくり」です。ここでは障がいや障がいのある人への理解の促進、地域福

祉活動・交流活動の充実を施策の方向性として定めています。 

次に第 3 部の「障がい福祉計画」に移ります。ここでは国が設定している成果目標を踏まえて、八幡

市としての目標を定めています。まず、「施設入所者の地域生活への移行」についてです。国の指針では、

平成 28 年度末時点の施設入所者の 9％以上が地域生活へ移行すること、平成 28 年度末時点の施設入所

者を 2％以上削減することを基本としていまして、これを踏まえまして八幡市でも目標値を設定していま

す。地域への移行、定着につきましては、なかなか難しい面もありますが、少しでも多くの方々が住み

慣れた地域で生活できるよう支援をしていく必要があると考えております。それに向けて具体的な施策

を進めていきたいと思います。 

2点目が「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」についてです。精神障がいをお持ちの

方がどのように住みよい暮らしを送っていくかということについて、より良い対応を考えていくもので

す。 

3点目が「地域生活支援拠点の整備」についてです。これについては、現計画からすでに本市では取り

組んでおりますので、今回の計画においては各々の拠点の質の担保ということに重点を置き、整備をよ

り進めていきたいと思います。 

4点目が「福祉施設から一般就労への移行」についてです。現在福祉施設から一般就労へ移行される方

が大いに増えているというわけではありませんが、支援学校などを卒業された方が一般就労されるケー

スが少しずつ増えてきているという状況です。八幡市としましても、それらを踏まえて具体的な数値目

標をたて、施策を推進していきたいと考えています。 

5 点目の「障がい児支援の提供体制の整備等」については、複数の項目があります。まず、「児童発達

支援センターの設置」についてですが、国の指針では平成 32年度末までに、児童発達支援センターを各

市町村に少なくとも 1 ヶ所以上設置することを基本としています。現在は京田辺市の府立の児童発達支

援センターを利用している状況ですが、今回の計画期間中に八幡市でも児童発達支援センターの整備に

ついて検討を進めてまいりたいと思います。次に「保育所等訪問支援の整備」についてですが、現在八

幡市では児童発達支援事業所が 2 ヶ所あります。どちらの事業所も保育所や幼稚園と積極的に連携して

いただき、保護者の方の支援も行っている状況ではありますが、事業としては整備しているわけではあ

りません。そのため、今回の計画では事業として保育所等訪問支援の整備を図り、療育活動の充実を図

りたいと考えています。次に「重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービ

ス事業所の確保」についてです。これにつきましても現在、医療的ケアが必要な就学前のお子さんにつ

いては、府立の児童発達支援センターを利用していただいています。放課後等デイサービスに関しては、

八幡市内では重症心身障がい児に対応できるよう事業の充実を図っていただいた事業所もありますので、

今回の計画ではそのような事業所と連携をとりながら、児童発達支援においても放課後等デイサービス

においてもより充実した支援を提供できるよう体制構築を進めていきます。最後に「医療的ケア児のた

めの関係機関の協議の場の設置」についてです。これは八幡市だけで進めることはなかなか難しいこと

ですので、圏域の様々な機関と協力しながら進めていければと考えています。また、現在整備を進めて

いるディアレストの重症心身障がい児・者に対応する地域生活支援拠点において、今後は個別の支援の

会議や検討を進めていければと考えています。 

次に個々のサービスの今後の方向性について説明いたします。まず訪問系のサービスに関してです。
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障がいのある方が地域での生活を送るにあたって、やはりヘルパーの確保がますます重要になると考え

られます。現在ヘルパーの絶対数が足りないという問題はあるのですが、それ以上に個々の障がいの特

性を理解して、それに対応できるような専門的な知識を有する方の数が足りていないという意見もあり

ます。そのため専門的な知識を高めることができるような研修や会議が今後必要になってくるかと思わ

れます。 

次に日中活動系サービスです。まずは生活介護について、前回の計画期間については生活介護事業所

の不足が課題となっておりましたが、現在の計画期間中に八幡市内に１ヶ所整備されましたので、喫緊

の課題というわけではありません。しかし充分に足りているというわけではありませんので、今後も配

慮していく必要を感じています。就労継続支援 A 型につきましては、いまだに八幡市内には提供事業所

がありませんので、A型をご希望されている方は市外、府外の事業所を利用してもらうという状況です。

そのため市内においても就労継続支援 A 型を利用できる事業所が少なくとも 1 ヶ所はあり、そこを中心

に就労支援を行っていけるような状況にできればと考えております。就労継続支援 B型については、様々

な事業所があり各々の特色に応じた事業を展開されています。しかし障がいのある方の中には障がい特

性のため既存の事業所には通えない方がまだまだおられます。そういった方々は地域活動支援センター

などを利用しておられる場合があるので、就労継続支援 B 型につきましても、今後整備を進めていく必

要があるかと思います。 

療養介護に関しては、利用される方が突然多くなるということは考えにくいので、平成 29 年度から

32 年度までの見込みは同じにしております。しかしこれはあくまで人数の話でありますので、利用を希

望される方がいらっしゃいましたら、市としてはきちんと対応させていただきます。 

短期入所についても、29 年度の見込みは多いとも少ないとも言えないのですが、まだまだ気軽に利用

できるような状況ではないと思います。そのため引き続き整備が必要かと思います。 

次に居住系のサービスについてです。共同生活援助(グループホーム)に関しては、昨今八幡市において

は増加しています。そのためこれ以上の増加は必要ないんじゃないかというようなご意見もありますが、

やはり親御さんの高齢化により、今後利用の必要性があると考えられる方々がおられますので、整備を

進める必要を感じております。 

次に計画相談についてです。八幡市においては市内事業所の協力のもとで利用数が増加しており、他

市と比べても遜色ない数字だと考えております。しかしこれからはただ計画を作ればいいということで

はなくて、障がいのある方の支援についてより質の高い支援を事業所の方々と共に考えていければと思

っています。以上が障がい福祉サービスについてとなります。 

続きまして地域生活支援事業についてです。まずは必須事業についてですが、ここでは情報保障の占

める割合が高くなっております。情報保障につきましては、前計画から積極的に取り組んでおりますが、

次期計画につきましても、「障害者差別解消法」の施行もあり、手話通訳者や要約筆記者といった意思疎

通支援を充実させていきたいと考えております。 

また障がい福祉サービスと同じくここでも相談支援事業がありますが、こちらは一般相談、特定相談

という形になりますので、地域生活支援拠点においてこれらの機能を設けております。しかしまだまだ

地域生活支援拠点の認知度が低いと感じておりますので、これに関しましても今後より利用しやすくな

るようにしていければと考えております。 

移動支援につきましては、量的に不足しているというのが現状です。そのため事業所と連携してより
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整備していければと考えております。任意事業につきましては、今後もボランティア団体や社会福祉協

議会と連携をはかりながら事業の周知や充実に取り組んでいければと考えております。 

次に障がい児福祉計画についてです。児童発達支援については現在市内に 2 ヶ所ありまして、早期療

育支援に取り組んでおります。今後はさらなる療育支援の充実を目指し、児童発達支援センターの整備

を進めていこうと考えております。 

放課後等デイサービスにつきまして、次期計画では今以上どんどん整備を進める必要はないかと考え

ておりますが、国のガイドラインに基づいて適切な療育支援ができているかといった質的な面がポイン

トになってくるかと思います。 

相談支援につきましても、各事業所のご協力によって利用数が増加してきておりますので、今後も整

備に努めたいと思います。 

最後に、「子ども・子育て支援等の利用」という、これまでの計画ではなかった項目についてです。こ

れは保育所や認定こども園などにおいて、支援が必要なお子さんについての資料になります。 

長くなりましたが、以上で説明を終わります。 

 

岡野 英一 委員長 

 ありがとうございました。児童発達支援センターについて、周辺自治体の状況はどのようになってい

るのでしょうか。また、府立の「すてっぷ」との関係はどうなってくるのでしょうか。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 児童発達支援センターについては宇治市にもありまして、特に八幡市が初めてというわけではありま

せん。現在福祉センターで行っている児童発達支援事業の民営化を検討していますが、平成 29年度中に

事業所を決定し、平成 30年度を引き継ぎ期間とし、平成 31年度の民営化を予定しています。「すてっぷ」

との関係についてですが、「すてっぷ」は医療型の児童発達支援センターになりますので、本市としては

福祉型の児童発達支援センターを整備できればと考えております。医療型と福祉型とで連携しながら、

あらゆる児童に対応できるようしていきたいと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。他にご意見はいかがでしょうか。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 障がい者計画については、大きな方向性を示す内容となっており、当事者団体の方やボランティア団

体の方と関係するところでありますので、団体としてのご意見を頂戴できればと思うのですが、いかが

でしょうか。 

 

山田 耕一 委員 

 福祉センター周辺の道に外灯がないので見えにくいです。また、手話が言語であるという「手話言語

条例」がこれから広がってほしいと思います。 
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障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 計画書第 2部の 22ページから「福祉のまちづくりの推進」という項目があります。福祉センター周辺

の外灯が暗いということについては、できるところから進めていきたいと思います。ろうあ協会さんか

らは火災があったときのためのパトライトの整備についてもご意見をいただいております。障がい者計

画には具体的に外灯やパトライトの設置と記載はされないかと思いますが、どのような方でも福祉セン

ターを利用しやすいよう環境整備を進めてまいります。「手話言語条例」については、本計画に盛り込む

ことができればよいのですが、市としてはっきりお答えできる状況ではないため、府の「手話言語条例」

の動向をみたうえで、検討していきたいと思います。 

 

山田 耕一 委員 

計画とは外れるかもしれませんが、一人暮らしのろうあの高齢者はヘルパーさんとのコミュニケーシ

ョンをとることが難しいです。一人暮らしのろうあ者でもコミュニケーションがとれるヘルパーさんが

いる事業所ができればいいなと考えています。 

 

岡野 英一 委員長 

専門的な知識を有したヘルパーさんの確保についても大きな課題となってきているかと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

障がいだけでなく高齢でもそうですが、介護の現場の人材不足については市としても危機感をもって

おります。高齢の方では介護報酬が若干上がるという報道もされており、障がいの方でもそのような形

で改定があるのではないかと思います。報酬改定の動向についてもみながら、平成 30年度からの介護現

場がどのようになっていくのか、見定めている状況です。 

 

岡野 英一 委員長 

現場で悩みを抱えているという話はよくお聞きしますので、なんとか改善できればと思います。 

 

佐藤 一恵 委員 

難聴者は情報が届きにくく、健常者とのコミュニケーションがとりにくいということがあります。情

報が届かないと閉じこもりがちになりますし、特に高齢になってから難聴になる人が増えてきておりま

すので、そういった方の社会参加への支援などを具体的にしていただければと思います。計画書第 2 部

の 23ページに「公共バスにおける筆談具等の設置の推進」とありますが、現状はどうなっているのでし

ょうか。また、特に高齢者にとって、バスが 1 時間に 1 本しかないなど福祉会館への移動が不便なので

すが、何か対策を考えていただければと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

移動支援については高齢者全体の課題でもあります。地域によっては乗り合いバス・タクシーの制度

を取り入れているところもありますし、社会福祉協議会の自動車をボランティアの方が運転して、高齢
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者や障がいのある方の移動支援をするなど、実験的な取り組みがされているところです。 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

移動支援については地域福祉計画や介護保険事業計画でも課題となっていますし、色々なところでご

質問やご意見をいただきます。デマンド交通などについてもご提案をいただいていますが、予算などに

ついて調査をしているところであります。移動手段の確保については、議会でもまだお示しできる形と

なっておらず、これから検討していくこととなっております。公共バスへの筆談具の設置については、

把握できていない部分もありますので、改めて確認させていただきます。 

 

佐藤 一恵 委員 

京都市バスにはあるかと思うのですが、筆談マークというものもありますので、積極的に取り組んで

いただきますよう、お願いいたします。 

 

久保 一人 委員 

児童発達支援センターの整備ということが謳われていますが、現在八幡市に 2 ヶ所ある児童発達支援

事業所のどちらかがセンターになるのか、それとも新しく建てていただけるのでしょうか。 

 

障がい福祉課課長 古住 新 (事務局) 

児童発達支援事業所は現在直営で 1 ヶ所、民営で 1 ヶ所ありまして、今回は直営の方を民営化させて

いただくということで考えております。事業所については未定となっていますが、現在就学前の療育を

受ける子どもの数からいうと、市内に児童発達支援事業所が 3、4ヶ所もある必要はないと考えておりま

す。そういう意味では民営化をした民間事業所にセンター化を図ってもらうことを想定しています。 

 

大澤 かおり 委員 

障がい児の福祉サービスについては充実されてきているように感じますが、障がい者のサービスが足

りていない現状があるように思います。今回の計画に色々と載せていただいていますので、障がいのあ

る人ができるだけ孤立しないようにしていただきたいと思います。 

 

満若 好美 委員 

今現在全盲の児童はどのくらいいるのでしょうか。視覚障がいのある児童については取り上げられる

ことが少なく、親御さんが相談する場所もありません。今後は視覚障がいのある児童に対する取り組み

についても考えていっていただきたいと思います。現在視覚障害者協会の八幡支部では八幡市の視覚障

がい者団体を中心に月 1 回会議を開き、相談や話し合いなどをしていますが、市内の参加者が少ない状

況です。また、先程福祉会館へのバスが 1時間に 1本という話がありましたが、最終が 17時というのも

とても早いので、せめてもう 1 時間延ばしてもらえるとありがたいなと考えています。はじめの質問に

だけお答えいただけますか。 

 

障がい福祉課課長 古住 新 (事務局) 
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申し訳ないのですが、府立盲学校に通われているお子さんについては、教育事業部に聞かないとはっ

きりした数字が分かりません。ただ、学校に通われている弱視のお子さんがおられることは把握してお

ります。 

 

岡野 英一 委員長 

相談窓口やバスの時間についても、今後検討していっていただきたいと思います。 

 

満若 好美 委員 

視覚障がいはとても情報を得にくいということがあります。特に今の社会では、スマートフォンの普

及などにより情報に取り残されているということを強く感じます。八幡市の「よむよむ」さんが読んで

くれる広報などがありますが、他にも例えば声の出るパソコンがあって、視覚障がいのある人が調べ物

をできる場があればありがたいです。視覚障がいのある人が個人的に声の出るパソコンを持って自分で

操作するというのは大変ですので、市役所や福祉会館、図書館などで手伝ってくれる人がいる場があれ

ば、生活も変わってくるように思います。 

 

岡野 英一 委員長 

寄り添ってともにパソコン操作をしてくれるボランティアが広がると良いですね。 

 

・連絡事項・その他 

 

事務局 

次回の全体会については来年の 2 月上旬開催に向けて準備を進めてまいります。次回は計画案として

お示ししまして、ご異議などがなければ、計画として承認いただくという形となります。それまでの間

に、今回お示している素案について整理したうえで、年明けから 20日間ほど市民のご意見を伺うパブリ

ックコメントを実施します。委員の皆様にも、本日ご発言できなかったことなどありましたら、ご意見

を寄せていただけますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。それでは、本日予定しておりました議事は以上で終了となります。皆様方の

議事進行へのご協力に感謝しまして閉会とさせていただきます。お疲れさまでした。 


