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平成 29年度 八幡市障がい者自立支援協議会 第５回全体会 議事録 

 

 

 

１．日  時  平成 30年 2月 13日（火） 午後 1時 30分開始 

 

 

 

２．場  所  八幡市立福祉会館 3階 第 3、4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 

 

・相談支援事業所の運営報告について 

 

・専門部会について 

 

        ・連絡事項・その他 

 

 

 

４． 参加委員 ２６名 

 

 

１．開 会    

・資料の確認 

 

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 

 はじめの議題は、障がい者計画及び障がい福祉計画についてです。前回の全体会では計画素案につい

て協議いたしましたが、今回はその後実施したパブリックコメントの結果と、次期計画案について報告

をしていただきます。それでは、事務局より報告をお願いします。 
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事務局 

 それでは説明をさせていただきます。まず資料 1（計画案）の 125 ページ以降になりますが、資料編

を前回の会議でお出しした素案より追加しています。こちらの資料編には計画策定の経過、自立支援協

議会の委員名簿、用語説明を掲載しています。 

次に資料 2（パブリックコメントの結果について）についてご説明します。平成 30年 1月 10日から 1

月 30 日まで、パブリックコメントを実施しました。その結果、2 名の方から 13 件のご意見をいただき

ました。 

まず意見 1 は語句の訂正でして、計画案 2 ページ 6 行目の『「障害者自立支援法」を』を『「障害者自

立支援法」が』とご意見の通り修正させていただきます。 

意見 2 は計画案 5 ページにある「1．自立・自己決定の保障」に関して『「障がい」が個人と環境との

間に生じることを踏まえると、障がいのある人の力や技術向上を支援することを強調するのではなく、

自己決定できる環境づくりや意思決定支援のできる支援者養成に力を入れるべきではないか』というご

意見でした。ご意見を踏まえ、該当箇所に『意思決定支援のできる支援者の要請に積極的に取り組むと

ともに』という文言を追加させていただきます。 

意見 3は計画案 25ページ以降で、地域生活支援事業における平成 27年度から平成 29年度までの実績

値を掲載している部分について、『実績値、計画値を数値で表せるものについては数値を公表すべきでは

ないか』というご意見でした。こちらについては、現状では「実績の有無」で示した方が分かりやすい

と判断した事業について、「有」「無」と表記しています。また、当該事業については、現計画において

も数値ではなく実績の有無を記載しておりますので、現計画との比較という点においても、本計画では

同じように実績の有無で記載します。ただし、数値で表していないものについて表中の「実績値」、「計

画値」を「実績」、「計画」と改め、ご意見については次期計画策定時に参考にさせていただきます。 

意見 4 は語句の訂正です。計画案 25 ページの表にある「成年後見制度利用支援事業」について、「成

年後見制度法人後見支援事業」に修正させていただきます。 

 意見 5は計画案 49ページにある「（2）社会のあらゆる場面におけるアクセシビリティの向上」につい

て、『困難や制限は、個人の障がいと社会的な要因の「双方に起因する」のではなく、障がいと社会的な

要因の「相互関係に起因する」のではないか（障がいを社会的に捉える視点）』というご意見でした。こ

ちらの表現につきましては「障害者基本法第 2 条」における「…障害と社会的障壁により継続的に日常

生活又は社会生活に相当な制限を受ける…」という箇所を受けて国の視点を示すためのものであるため、

現状の表現のままとさせていただきます。ご意見については障がいを社会的に捉える貴重なご意見、考

え方として、受け止めさせていただきます。 

 意見 6 は同じく計画案 49 ページになりますが、『同じ文章のなかで「ため」という表現が 2 回使われ

ているため読みにくい』というものでしたので、修正させていただきます。 

 意見 7は計画案 50ページにある「（6）PDCAサイクルなどを通じた実効性のある取り組みの推進」に

ついて、『「PDCA」という言葉には注釈が必要ではないか』というご意見でした。ご指摘を踏まえ、先程

ご説明した巻末の用語集に「PDCAサイクル」を加えさせていただきます。 

 意見 8は計画案 53ページにある「1．障がいの早期発見・早期対応体制の充実」について、『児童発達

支援センターの機能を説明するべきではないか』というご意見でした。こちらについても、巻末の用語

集に追加をさせていただきます。 
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 意見 9 は計画案 54 ページにある「02 発達支援・療育支援の充実」について、『発達につまづきのあ

る子どもの相談や療育に関わってきた「親と子の育ちあい広場わくわく」の活動を取り組み状況として

挙げるべきではないか』というご意見でした。ただこちらの項目では、現計画期間で新たに取り組んだ

ものを挙げているため、現計画以前から活動している「親と子の育ちあい広場わくわく」については記

載しておりません。 

 意見 10 は計画案 75 ページにある「3．居住の場の確保」について、「視覚障がい者の養護老人ホーム

を建ててほしい」というご意見でした。こちらの意見に関しては、本計画において高齢者施設の整備を

図るものではございませんが、視覚障がい者が、高齢化に伴い施設入所を検討される場合は、京都府に

ある視覚障害者総合福祉施設などと連携し、支援に努めてまいります。 

 意見 11は同じく計画案 75ページになりますが、『八幡市の大きな社会資源であるUR団地のグループ

ホームへの活用は、他都市でも実施されており現実的である。ぜひ実現をお願いしたい』というご意見

でした。こちらにつきましては、具体的取り組みとして挙げている「公営住宅、UR賃貸住宅及び既存住

宅のグループホーム活用へ向けた検討」を実現に向けて積極的に進めてまいります。 

 意見 12は計画案 84ページにある「50 意思決定支援の推進」について、『平成 29年度から 5年間を

対象にした成年後見制度利用促進基本計画により、各自治体は権利擁護支援の地域連携ネットワークや

中核機関を設置することとなっているため、そのことも記載するとより具体的な計画になるのではない

か』というご意見でした。この点につきましては、関係機関との調整を要するため、本計画には記載し

ませんが、担当部局と連携を図りつつ今後検討してまいります。 

 最後に意見 13は計画案 118ページにあります「障害児通所支援などの見込み量確保のための方策」に

ついて、『児童発達支援の「わくわく」は保育所、幼稚園を訪問して情報交換や支援に力を入れてきた。

「保育所等訪問支援」について、提供できる事業所も実績もあるように思う』というご意見でした。こ

ちらのご意見に関してですが、ご指摘の箇所では児童福祉法に基づくサービスである「保育所等訪問支

援」の指定を受けたものについて記載しております。そのため指定を受けていない「親と子の育ちあい

広場わくわく」に関しては、記載しておりません。 

 以上、パブリックコメントでいただいたご意見と、それに対する回答について説明をさせていただき

ました。こちらの内容で計画の方を修正し、回答についてホームページにて公開をさせていただきたい

と思います。 

  

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 続きまして、計画案の 122 ページをご覧ください。こちらの計画の推進体制などについても、今回新

たにお示ししている部分になりますが、「八幡市障がい者地域生活支援協議会」という名称について、今

回初めて皆様にご報告させていただきます。これまでは「八幡市障がい者自立支援協議会」と「八幡市

福祉のまちづくり推進協議会」の 2 つを障がい者福祉に関するご意見を頂戴する場として運営しており

ましたが、この間、新たに障がい福祉や障がい児福祉に関する法律ができたり、制度が変わってくるな

かで、2つの協議会で役割を分担しながらご意見を頂戴するのは困難な状況になってきていると市では考

えております。また、国においても平成 30年 4月からの改正障害者総合支援法の中で、障がいのある方

の望む地域生活支援ということで、大きな目標を載せております。それを踏まえまして、八幡市におい

ても新しい計画のスタートに伴い「八幡市障がい者自立支援協議会」と「八幡市福祉のまちづくり推進
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協議会」の 2 つの協議会を 1 つの協議会として運営していきたいと考え、名称について「自立支援」か

ら「地域生活支援」と変更させていただきました。具体的には、新たに委員を選出するというよりも、

現自立支援協議会の委員の方々にご参加いただければと考えております。福祉のまちづくり推進協議会

につきましては、平成 29 年 10 月末で 2 期を終えておりますので、協議会が終了する旨を既にお伝えし

ております。 

 

岡野 英一委員長 

どうもありがとうございました。ただいまの説明について、ご意見等ございますか。 

パブリックコメントでいただいたご意見については、計画を細部にわたりチェックしていただいてお

り、内容も非常に大切な指摘であります。そちらについての市の回答と、もう一点、計画の推進体制に

ついてご報告いただきました。新たに八幡市障がい者地域生活支援協議会を立ち上げるということです

が、組織的にはこれまでの自立支援協議会を移行するという形になります。 

 

ご意見がないようですので、計画案についてご承認いただけましたら、拍手をお願いいたします。 

 

委員 

（拍手） 

 

岡野 英一委員長 

ありがとうございます。計画案についてご承認いただいたということでよろしくお願いいたします。 

 

事務局 

 ありがとうございます。計画について今後誤字脱字等修正がある場合には事務局で修正し、委員長に

ご確認いただき、最終的に計画の完成とさせていただきたいと思います。 

 

３． 相談支援事業所の運営報告について 

 

岡野 英一 委員長 

続きまして、相談支援事業所の運営報告に移らせていただきます。 

まず、相談支援事業所やまびこの報告を、大野副委員長よりお願いしたいと思います。 

 

大野 実 副委員長（障がい者生活支援センターやまびこ） 

 やまびこでは現在 4 名体制で相談業務を行っていますが、昨年同様「精神」の相談が目立っているよ

うに感じています。「精神」の相談では、当事者の行動面の対応に苦慮する場面が多いということが特徴

としてあります。また「親亡き後」も念頭に置いた支援に取り組んでいるところではありますが、やは

り福祉、医療との連携だけでなく、予防についても考えていくときには教育機関との連携も必要なので

はないかと感じています。また、やまびこでは毎朝ミーティングを行い、常に新しい情報を共有するよ

うにしています。 
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 やまびこの相談事業としては基本的には「基本相談」、「地域相談」、「計画相談」、「障がい児相談」が

ありますが、現在「地域移行支援」と「地域定着支援」については契約に基づいた支援を行っていませ

ん。 

 目標や役割として、基本的には自立した日常生活を営んでいただきたいということを念頭に置いて支

援しております。自分で選択をしていくという部分についてぜひ強化していきたいと考えています。 

 これまでは相談支援専門員が 1名しかいませんでしたが、平成 29年 9月以降 3名が追加されて 4名の

体制となっています。 

 今年度の取り組みとして計画相談支援業務の実績を挙げておりますが、こちらは請求できている分で

すので、数字はもう少し伸びています。障がい児相談支援業務については、放課後等デイサービスの相

談が増えています。地域生活移行に向けた支援については、申し上げたとおり契約に基づく支援の実績

はございませんが、障がい福祉サービスにつなげる支援や医療機関等の同行、居住に関わる支援、就労

支援などを行っています。就労希望者への支援につきましては、今力を入れて取り組んでいるところで

す。また精神病予防への取り組みとして、山城北圏域の自立支援協議会「精神障がい者支援部会」の実

施している疾病予防教育に参画し、八幡市での実施を計画しているところです。 

 留意点として、相談に来られた方の表情が相談前と比べて明るくなっていることがありがたいなと感

じながらいつも取り組んでいます。 

 前期の経過報告としまして、やまびこでは「精神」に関わる相談が特に増えてきているように感じて

います。資料ではその中でも目立った事例を挙げております。 

 本人の奇行が近隣に迷惑をかけているのに家族が高齢のため制止できず、本人を医療につなげように

も家族の同意が得られないケースや、ひとり暮らしをされており、水道の過剰使用に関わる話し合いに

応じられないことから、症状の悪化が心配され、医療につなげなければならないケースなどがあります。 

 ポジティブな事例としては、発達障がい、ひきこもり傾向の男性が走ることに自信を持たれてマラソ

ン大会などでも好成績を納め、さらに自信をつけたケースや、10 年ぶりにギターの練習を始めて発表す

る場を持ったことで、自信がついて非常に状況が良くなったケースもございました。 

 また、「知的」や「身体」の方の中にも心療内科や精神科の受診が必要な方が非常に多くなってきてい

るという印象を持っています。以上です。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。ただいまのご報告について、ご質問等はございませんか。よろしいでしょ

うか。 

それでは続きまして、相談支援事業所Mahaloについて、ご報告をお願いします。 

 

正力 直子 委員（相談支援事業所Mahalo） 

 相談支援事業所Mahaloでは基本方針として「地域で生きる、ともに暮らす」、「心を繋ぐ、心で繋ぐ」、

「地域に広げる、共感の輪」の 3つを挙げています。 

 一般相談支援事業については、事業所が認知され始めたこともあり、昨年度に比べて倍以上に増えま

した。相談者は多種多様で、私たちは主に知的障がいの方を対象としてきましたので、日々発見と驚き

と学習があります。一度きりの相談もありますが、基本的には継続して相談に来られています。初めて
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出会う方も多く、そういった時には色々なことがありまして、たまには疲弊することもありますが、私

たちの専門性とは何か、どこまで追求するべきなのだろうかと日々相談しながら考えています。地域移

行支援については現在 2 名の利用があり進行中です。一応の期限は半年で更新は可能ですが、そもそも

半年で暮らしが定着することはほぼなく、期限後も支援は継続する、そうであれば制度そのものに矛盾

があるのではないかというような話をしています。日中一時支援や短期入所などにつきましては、利用

希望は増えているものの、市内に対応できる事業所が少なく困っている状況です。市外でも同じような

状況があり、新規利用者に手が回っていない状況です。 

 指定特定計画相談事業については、モニタリングなどもコンスタントに続けていけるように考えてい

ますが、法人外の利用者についても、一度引き受けた相談は続いていきますので、困難ケースや一から

サービス調整を始めなければならないケースもあり、苦労している面もあります。 

 児童発達支援相談事業については、昨年 7 月に放課後等デイサービスを立ち上げましたので、それと

合わせて指定をいただきました。ご家族全体で困難を抱えていたり、関係機関が多いので、保護者や学

校、他事業所など色々な方と連携していかなければいけないという難しさがあります。 

 サロンについては、大々的な実施はできませんでしたが、引きこもりの方が毎週水曜日に来られて、

調理やパソコン学習を行うなどしています。その中で何か形になるものができないかと考え、他の事業

所さんと開催しているすまいるやわた 2017で焼き菓子を販売することにして、ご本人も大変楽しみにさ

れていたのですが、台風により中止になりまして、その後 1 ヶ月ほどお休みが続いたのですが、今はま

た再開されています。サロンについてはできれば少しずつ利用者を増やしていきたいと考えています。 

 相談支援というのは基本的に始まりと終わりがなく、利用者数は増える一方です。利用計画に乗らな

い相談も多く、その場合は報酬がいただけないので、人員補強が難しい状況があります。当事者の望む

生活を実現したいと思いながら相談支援にあたっていますが、現実は程遠いところにあったり、見通し

が持てずに苦しんでおられたり、今の環境を変えたいけれどもその方法が見つからなかったり、今すぐ

に解決できない問題に相談員としてどう応えていくのか、どうすればその人の未来が明るいものになる

のか、悩みながら相談にあたっています。少ない資源の中で、そこに押し込めることもできないことも

多く、何とかできればと考えています。色々な面で、地域で障がいのある方が本人の望む生活を送るこ

との難しさを痛感していますが、関係機関のご協力があったり、色々とお話しできることもあり、一緒

にがんばっていこうという思いでいます。今後も地域の障がいのある人たちの豊かな暮らしを追求して

いきたいと考えています。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。ただいまのご報告について、質問等はございますか。先程のやまびこさん

もそうですが、「契約ではないけれど」という部分で、相談というのはなかなか難しい部分があるように

思います。 

それでは続きまして、相談支援事業所 Tomariについて、ご報告をお願いします。 

 

橋本 由佳氏（相談支援事業所 Tomari） 

 相談支援事業所 Tomariは、平成 29年 4月に八幡市より一般相談の委託を受けまして、八幡市地域生

活支援拠点 i-boc24内で業務を開始しました。まだ開所して 8カ月という新しい事業所です。主に八幡市
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にお住いの障がいをお持ちの方の生活支援の相談、サービス利用申請時の代行申請、サービス調整等を

行っています。 

 Tomariの人員体制についてですが、相談支援専門員は 3人おります。そのうち 1人は、併設しており

ます児童発達支援事業所の管理者を兼務しており、発達等に不安のあるお子さんの相談が多いのが特徴

となっています。児童の計画相談としては 50名ほど、成人の方は 10名ほど利用されています。 

次に Tomariの業務を少し紹介させていただきます。主に認定調査の調査業務を行っています。八幡市

に在住され、障がい福祉サービスを利用されている方に対して、ご自宅や就労先等を訪問し、生活状況

等を伺っています。精神科等より退院された方で、在宅生活を希望される方の地域生活への移行に関す

る支援を行っています。先程申し上げたように Tomariは i-boc24という地域生活支援拠点の中にありま

して、そこに成人のグループホームを持っています。そこで地域生活へ移行される方の一時的な短期入

所の相談も受けています。また、発達に不安のある未就学児童を持つ保護者さんの相談支援を行ってい

ます。また、関係機関との連携を行い、障がいに対する知識と理解を深める活動も行っています。 

Tomari の業務を通じて見えてきてことから、Tomari でできることについて考えてみたのですが、相

談に来られる方々の気持ちに寄り添い傾聴することで、相談者自身がご自身を客観的に見ることができ、

解決への一歩を踏み出すことができるようお手伝いができればと考えています。また、ご相談いただい

たケースから読みとれる課題の把握に努め、関係機関と連携し、安心して生活していただくことができ

るような環境設定を提案していきたいと考えております。 

今後は、地域で同じ悩みを持つ方たちが相互に支えあうことができる体制づくりや、ケースを中心に

した他機関との縦横の連携体制に取り組んでいきたいと考えております。 

開所して 8 カ月が経過し、少しずつですが認知していただけるようになってきました。ご相談いただ

くケース、とりわけお子さんについての数的な多さ、課題の多様性に驚いています。多様化する課題に

対応するため、今後とも相談支援の持つ「繋ぐ」技術を駆使し、真摯に柔軟に対応していきたいと思っ

ております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。ただいまのご報告について、質問等はございませんか。 

 

満若 好美 委員 

 今ご報告いただいた 3つの事業所の連携はどのようになっているのでしょうか。 

 

大野 実 副委員長（障がい者生活支援センターやまびこ） 

ありがとうございます。その件についてはどこかでお話したいと考えていたのですが、現在延数でい

いますと 3,552 件の相談を 3 つの事業所で受けています。これだけの相談を受けていながら、各事業所

の連携が取れていないと感じております。それぞれの事業所が何をしているのかについて、今資料が出

てきて初めて分かったような状況もございますので、その点については改善をしなければならないと思

います。また、どこの事業所も苦慮されていることと思いますが、現在精神の方の相談が非常に増えて

おります。やまびこでは閉所日であっても一日何十回と連絡をしてこられるという状況があります。ま

た非常に苦しいところとして、相談が 1 回で終わることは当然ありませんので、その相談に満足をされ
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ない場合に、他のところに連絡をされて、「やまびこでは全然話を聞いてくれない」というようなことを

お話されることがあります。こちらでは一生懸命お話は聞いているのですが、お話をすべて聞いている

と大変時間がかかりますので、10 分くらいでお願いして、その間に計画相談などもしなければなりませ

ん。不満を持たれているということを感じながら相談に応じていかなければならない状況です。自立を

促すというと、突き放されたように感じる利用者さんがいるのも事実です。 

 

満若 好美 委員 

 やはり 3 つの事業所の連携が必要だと思います。共通理解も必要になってくると思いますので、何ら

かの形で連絡を取り合う組織を考えたほうがよいのではないかと思います。 

 

岡野 英一 委員長 

大切なご指摘をありがとうございます。 

 

５．専門部会について 

 

岡野 英一 委員長 

それでは、各専門部会の報告に入らせていただきます。 

まずは就労支援部会について、ご報告をお願いいたします。 

 

山本 陽子 部会長  

 就労支援部会は前回の全体会より 3 回開催いたしましたが、その間に就労セミナーを一度開催させて

いただきました。就労セミナーにあたっては、事前に各事業所さんなどに聞きたいことをヒアリングし、

集約した内容で開催しました。総勢約 30名の方にご参加いただき、その後のグループワークを通して積

極的に質問やご発言をいただきました。就労支援部会ではセミナーの結果を踏まえ、八幡市の就労支援

にとって今後どのような取り組みをしていくことがよいのかということを話し合っています。山城圏域

の就労支援部会にも初めて参加させていただいたりしながら、八幡市の就労支援の在り方を確立してく

ためには、やはり単独ではできないので、どういうところと連携を取っていくのか、どういうモチベー

ションを持って進めていくのかということが大切ではないかと積極的に議論しています。 

 部会には商工会にも入っていただいていますが、今回企業アンケートを実施していただきました。今

後はその結果も生かしつつ、雇用を考えている企業とお話するなどしながら、マッチングをしていく、

就労の機会を作っていくようなことを次年度計画で立てられればと考えています。 

 

岡野 英一 委員長 

ただいまの就労支援部会の報告についてご質問等はございますか。 

それでは続きまして、子ども支援部会について、ご報告をお願いいたします。 

 

大澤 かおり 部会長 

1月 24日に開催しました第 6回子ども支援部会の中心となったテーマは重心児対象の放課後等デイサ
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ービス「こはるびより・きらり」についてです。私から概要を説明させていただきますと、重心児が地

域で暮らすのは家族負担がとても多く、特に入浴介助は介助者の負担がとても大きいため、少しでも家

族の手助けになれたらとの思いから開所されたということです。12 月から開始されていて、1 月に「す

てっぷ」さんの紹介により 2 人見学に来られています。定員は 1 日 5 人ですが、その日利用される方の

状況に合わせて人数を減らすこともあるということです。利用は多くて週 3 回までで、入浴サービスは

ありますが、現時点では 1名のみ資格を保有されていて、補助の方がその都度入られています。1階を重

心児、2階を発達、3階を訪問看護ステーションにと考えておられて、体調の変化にも対応が可能である

とお聞きしています。利用対象児は八幡市在住の方が優先で、今後利用がなければ市外の方も考えてお

られるそうです。昼食については弁当持参とお聞きしていましたが、衛生面での問題などがありますの

で、今後検討されてはどうかという意見を述べさせていただきました。 

また、子ども支援部会では教育との連携が大きく議題として挙がっています。それを受けまして、京

都府の教育委員会には学校と福祉の連携について指導員基準の規制緩和や講習会の年複数開催などにつ

いて要望を出しています。今年は医療ケアにはお金を掛けるということで、医療ケア児については手厚

い支援をしていくということをお聞きしていますが、講習会については講師の方を呼ぶということもあ

り予算的に厳しいということで、どうしても優先されるのであれば優先するということでお話いただい

た方がよいとお聞きしています。行政との連携については、地域や部署によって基準が違うようにも感

じています。 

また、アイデアは子ども支援部会ですが、市の方で差別解消法の啓発ということで 2月 19日に自閉症

体験ができることになっていますので皆様ご参加いただければと思います。 

次回の部会は「こはるびより」さんの見学をさせていただきます。 

 

岡野 英一 委員長 

子ども支援部会の報告についてご質問等はございますか。自閉症の疑似体験というのはどのような形

で行われるのでしょうか。 

 

大澤 かおり 部会長 

言葉で表現するのは難しいので、ぜひ体験していただければと思うのですが、触覚などの感覚的な困

難さが分かるように講演をしていただくという風に聞いております。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。 

他にご質問よろしければ、精神障がい者支援部会について、ご報告お願いいたします。 

 

大野 実 部会長（副委員長） 

精神障がい者支援部会では懸案となっておりました家族会「ひととき」の独立について、色々と関わ

っていただいていたフレンドさんに中心になっていただいて、やまびこが事務局をさせていただき、精

神障がい者支援部会は後方支援をさせていただこうという内容の話し合いをしました。 

また、「精神保健福祉を考える集い」を 1 月 26 日に開催しました。基調講演を京都府精神保健福祉総
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合センターの所長にお願いし、ゲストの当事者として松竹芸能からどんぐり兄弟に来ていただき、約 60

名の参加者がありました。以前から「精神保健福祉を考える集い」に笑いを取り入れたいと考えており

まして、そのことで興味を持っていただく方が増えればありがたいと考えております。 

病院連絡会については、2月 14日に洛南病院に見学に行きまして、病院関係者の方にもお越しいただ

き、どのように取り組まれているのか見学の後に教えていただく予定です。 

疾病予防教育については、2月 28日に男山第三中学で精神病予防について特別授業をさせていただく

ことになっています。こちらについては圏域で非常に熱心にされていまして、こういうところから教育

との連携が少しずつできていくのではないかという期待も持っており、ぜひ八幡市でもさせていただけ

れなばと思っています。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。ただいまの報告について何かご質問等はございますか。 

それでは続きまして、相談支援部会について、ご報告をお願いいたします。 

 

土橋 成人 部会長 

相談支援部会は 11月 21日と 1月 16 日に 2 回開催しております。11 月の部会では、先程の副委員長

のお話と重複しますが、この時点で 3,000 人から 3,500 人の利用者がいて、約 7 割の方が精神障がいと

いうことで、やまびこさんから 5つのケースの事例を挙げていただいています。1つ目はお母さんが働い

ておられるので、お子さんの放課後や長期休みの時などにどういう風にサービス提供すればいいのかと

いうケース、2つ目は複数の事業所のサービスの調整を行ったケース、3つ目は退院後の福祉サービスと

訪問看護の調整をしたケース、4つ目はお母さんが急死されて、その間どういう風にサービスを使うかを

調整したケース、5つ目は他市から八幡市に転居されて、育児支援、家事援助、訪問看護のサービス調整

をされたケースで、この時には、日中一時支援以外でのサービス利用の調整が困難であるとか、受け入

れ先がなかなか見つからないといった話し合いをいたしました。 

1月の部会では、うぃるからケース事例の報告がありました。こちらは八幡市のケースではありますが、

うぃる自体は広域で山城北圏域管内ですので、家庭支援総合センターから相談が繋がって、本人が通わ

れている病院と、ご家族、お母さんの 4者で支援を行ったというお話でした。 

先程相談支援事業所の連携についてお話がありましたが、相談支援部会に相談支援の関係事業所が集

まって、課題を共有することができるのではないかと思っています。相談についてはケースが大事です

ので、そこで課題であったり、足りないサービス・人材について、また利用計画についてどのように考

えるのかを話し合ったり、新しい制度や報酬単価の変更などの情報交換もしていくとよいのではないか

と思います。もう一点、八幡市では拠点整備を応援してくださっています。鳩ヶ峰さんは主に成人のケ

ースの拠点、朔日の会では児童のケースが多くなっています。やまびこさんは約 7 割が精神のケースと

いうことですから、それぞれの役割分担で進めていき、ご提案がありました連携について、集い、話し

合いができるような場ができればと考えています。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございました。ただいまの報告について何かご質問等はございますか。 
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それでは、本日予定しております議事については以上となりますので、事務局より連絡事項等につい

てお願いいたします。 

 

・連絡事項・その他 

 

障がい福祉課課長 古住 新(事務局) 

 事務局より 3点ご報告をさせていただきます。 

まず 1点目については、主に事業所の方に関係する部分になりますが、平成 30年度の報酬改定が国か

ら示されました。皆様には詳しく中身を見ていただいているかと思いますが、就労系などについてかな

り変更があります。他に放課後等デイサービスの単価も変わっておりますし、よくご参照いただければ

と思います。京都府の集団指導等でご説明させていただく機会もあるかと思いますし、不明な点ござい

ましたら八幡市に聞いていただけましたら、担当から詳しくご説明させていただきます。 

続いて 2 点目について、先週八幡市内の障がい児通所施設で火災がありました。幸いなことにお子さ

んや従業員の方にはお怪我もなく済みましたが、各事業所におかれましても火災等についてもう一度チ

ェックをしていただくとともに、防災マニュアルを職員さんのなかで回覧等していただき、安全確保に

努めていただければと思います。また、もし火災等がありましたら、市の方にご一報いただければと思

います。 

最後に 3 点目ですが、こちらも事業所の方には周知させていただいている内容になります。現在福祉

センターにおいてわくわくという児童発達支援事業を市で行っておりますが、平成 31年 4月に民間移譲

を予定しておりまして、先だって民間移譲に関する委員会を開かせていただきました。第 1 回目ではど

のような審査をするかなどについてご協議いただきまして、次回 3月 29日に、公募の事業所の方々から

プロポーザルを受け、民間事業所を決定していくことになります。進捗状況については、先程ご説明し

ました新たな協議会の方で随時ご報告させていただきますので、よろしくお願いします。 

 

岡野 英一 委員長 

ありがとうございます。 

それでは、本日の委員会は以上で終了となります。皆様大変お疲れさまでした。 

 


