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令和元年度 八幡市障がい者地域生活支援協議会第２回全体会 議事録 

 

１．日時 ： 令和元年１２月２３日（月）１３時３０分開始 

２．会場 ： 文化センター3階 第 3会議室 

３．協議事項：  

  ・八幡市障がい者地域生活支援協議会 専門部会の報告 

  ・地域生活支援拠点の状況について 

  ・児童発達支援センターの進捗について 

 

４．参加委員：  ２２名 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

１． 開会 

資料確認 

 

 

２．八幡市障がい者地域生活支援協議会 専門部会の報告 

 

岡野委員長 

本日は各部会の活動報告をお願いしたいと思います。それでは、最初に就労支援部会

のご報告をお願いいたします。 

 

山本委員 

 就労部会は、今年度はこれまで 4回の部会を開催しました。まず、第１回目は就労支

援部会とは何ぞや、というところで、就労支援部会が担う役割等を確認しました。そこ

で、働くということに対して、今年度・来年度は何を目的にしていくのかというところ

で意見を出していただきました。ものを作って販売していく視点と企業に就労して働く

視点とありましたが、今年もどちらかというと企業就労に焦点をおきながら、地域との

つながりをつくっていくことになりました。今まで会社訪問、ジョブコーチを招いてセ

ミナーをしたことを、もう一度繰り返し行いながら、去年の「はーとウォームフォーラ

ム」を活かして、企業と深く関係をもちながら地域づくりを形にしていけないかとなっ

ています。このあたりのことは第 1回目の部会で話をしました。そのなかで催しをしな

がら企業と事業所とで話しあう機会や、ハンディがある方のセミナーで考えています。

最初に企業を訪問するにも、就労部会がなにかというものを説明するものがないので、

パンフレットを手作りしていこうということで、3，4 回目にはパンフレットづくりの

打ち合わせを行いました。 

 

岡野委員長 

 子ども支援部会について大澤委員よりご報告お願いいたします。 
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大澤委員 

 昨年度まで市内の放課後等デイサービスの見学をして、中身を知ろうとしていました。

今年の部会の方向性としては、「子ども発達支援連絡会議」で行政や関係機関が一堂に

集まって、お互いのやっていることを知ろうとすることをしています。 

今年度につきましては話し合いの中で、学校見学もしたいということで、八幡市から

通える支援学校がある、選択の余地があるということを部会員にも知ってもらうために、

見学会を開催しようとなりました。 

部会には放課後等デイサービス事業所も参加してもらっていますので、日常的な悩み

ごとや活動内容の共有をしています。和やかな雰囲気で活発に発言され、非常に有意義

な部会です。 

 学齢期は大切な時期でもあるので学校と連携し、少しずつ切り込んでいきたいです。

見学会も含めていろいろと勉強して、放課後等デイサービスのことも情報発信していき

たいです。 

 次回は 1月に部会を開催し、2月に京都教育大付属特別支援学校の見学を考えていま

す。できれば年度内に、子ども発達支援連絡会議を開催したいと思っています。また関

係機関の方はご協力をお願いします。 

 

岡野委員長 

 続きまして、精神障がい者支援部会について杉本委員よりご報告をお願いいたします。 

 

杉本委員 

 10月 30日に第 1回目の部会を開催しました。今年度の取り組みついても家族会、病

院連絡会、啓発の 3本の柱を大切にしていくこととなりました。 

 家族会は、昨年度独立したのですが負担が大きいということで、ボランティアグルー

プ「フレンド」が後方支援を継続していきます。 

 病院との連絡協議会は地域、病院とで意見交換を行う場です。病院との連携は大切と

のことで長年続けています。年１回開催し、地域と病院の相談員の顔をお互い知ること

で、退院支援に役立てられたらということで、今年度も開催予定です。内容については、

病院のデイケア見学、社会福祉協議会の権利擁護事業の話などいくつか案があるので、

次回部会で検討します。 

 啓発活動では、「精神保健福祉を考えるつどい」を今年度も開催予定です。候補とし

ては京都文教大学の心理学部の松田先生を講師としてお招きする予定です。疾病予防教

育で子ども達にも啓発活動として、2 月 26 日に男山第三中学にて疾病予防教育を予定

しています。 

 明後日の部会で、病院連絡協議会と精神保健福祉を考えるつどいについて詳細を決め

ていく予定です。 

 

岡野委員長 

相談支援部会について大野委員よりご報告をお願いいたします。 

 

大野委員 

 相談支援部会は、今年度はこれまで 5回開催して、最終は 12月 10日に実施していま

す。 

第 1回目は今年度何をしていくかということで、昨年度、相談支援部会で抽出された

内容を大切にしていこうということになりました。日中一時支援の受け入れ先が少ない

ことや人材確保が難しいこと、教育との連携について話をしてきたことを確認しました。
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また、日々の困難ケースについての共有を行いました。さらに京都府の障がい福祉事業

従事者にかかる研修にあたる講師が不足しているということで、府より講師候補の選出

の依頼がありました。 

 第 2回は副会長・書記の選出を行いました。副委員長は正力委員、書記は亀山委員で

す。今年度の重点目標としては教育との連携です。福祉と教育とつなぐパイプ役として、

スクールソーシャルワーカー、八幡市では学び生活アドバイザーと呼んでいますが、そ

のスクールソーシャルワーカーとのかかわりを深めて学校とのつながりを強めていき

たいです。 

 第 3回目では、ケースの共有・報告では、特徴的なのはひきこもりの問題、８０５０

が増えていることを実感しています。医療的ケアが必要な方のショートステイの受け入

れ先のハードルが高いという話も出ています。部会の研修会については年明けに開催予

定で進んでいます。 

第 4回目でも困難ケースの共有をしています。精神疾患のある方の対応が、情報がな

いなかでの対応が難しいという話が出ています。テーマとしては相談支援の研修につい

ては法律制度への理解を深めること、背景の理解や適切な支援につなげるためのアセス

メントの研修をという意見が出ています。 

 第 5回目の部会では、この研修について講師の候補について話し合いをしました。 

 

岡野委員長 

 くらし支援部会について山田部会長よりお願いしています。 

 

山田委員 

 くらし支援部会は以前活動していましたが、一時休会となっていました。改めてスタ

ートしました。皆に賛同いただき、ありがとうございます。 

教育の場で、以前でしたら当事者団体への派遣依頼がありました。ただ、以前より派

遣依頼は減っています。今後は視覚障がい、肢体不自由の当事者による啓発も進めてい

きたいと思っています。 

先週は南山小学校から依頼を受けて、小学 4年生を対象とした授業で福祉の体験とい

うことで手話の指導をしてきました。子どもは手話に興味をもってくれ、手話による簡

単な挨拶の指導を行いました。名前も指導したが覚えるのが早いです。聴覚障がい者の

生活についても話をしましたが、とても盛り上がり、楽しい授業になりました。 

 

岡野委員長 

5つの部会からのご報告をいただきましたが、ご意見等ございませんでしょうか。 

 

大野委員 

 ひとつ報告を忘れていました。相談支援部会の終了後、拠点の相談支援事業所 3つが

集まり、情報共有を行っています。かなり効果的であると思いますので、今後も続けて

いきたいと思っています。 

 

岡野委員長 

 どうもありがとうございました。他にございませんでしょうか。 

 

大澤委員 

 補足ですが、支援学校卒業後の学びの場である「くれおカレッジ」というところがあ

ります。相談支援部会でその話があり、いろいろ考えさせてもらいました。支援学校卒
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業後の進路先で、就労以外の場、子どもがもっと学びたいという気持ちに応える場です。

こういった場を見せていただいて、八幡でもそういう学びのできる何かできないでしょ

うか。大津市にある「くれおカレッジ」の見学会を全体会で行うかどうするのかは皆さ

んで議論していただけたらと思いますが、相談支援部会でも提案がありましたし、子ど

も支援部会でもお話をしましたことをご報告いたします。 

 

岡野委員長 

ありがとうございました。これについては、改めて相談させていただきたいと思いま

す。他にはございませんか。 

 

澤井委員 

言葉の使い方なんですが、相談支援部会での今年度の取り組み内容として、「教育と

の連携」という言葉が資料にあります。ここでの教育というのは、教育内容なのでしょ

うか、教育機関なのでしょうか。 

 

大野委員 

基本は学校との連携ということを考えています。学校と福祉、そこに福祉の事業所も

含まれていると考えていただければ。 

 

澤井委員 

ありがとうございます。 

 

岡野委員長 

いかがでしょうか。それでは、次にお願いします。 

 

事務局（大黒補佐） 

12月 6日に運営調整会議を開催し、各部会の報告と取り組み内容で、教育との連携、

地域との連携といった「連携」という言葉がたびたび出ていました。6月の全体会でも

テーマを絞るのが難しいという話があり、そのことから、今後は「連携」をテーマに部

会のなかでそれぞれの取り組みを進めていただけたらと思います。ただ、連携と申しま

してもいろいろございまして、各部会の課題に対してまして、教育、医療、企業と協力

していくのもひとつの連携だと思いますし、部会では解決にできないことを全体会で協

力していくことも連携だと思います。 

もうひとつございます。先ほど補足として大澤委員からありました、滋賀県大津市に

ある「くれおカレッジ」の施設見学のご提案がございました。全体会で見学者を募るの

はどうでしょうか。主に知的障がい、発達障がいのある方を対象に通所型自立訓練を 2

年間、就労移行支援を 2年間、それらを一体的に行い 4年間かけて社会に出ていく力を

はぐくむ施設がございます。全体会の委員の皆様にもこういった場で連携を学んで、各

部会にフィードバックいただければと思います。また次の全体会で協議をいただければ

と思います。 

 

岡野委員長 

 ただいま 2点事務局よりご提案いただきました。ひとつは連携を共通のテーマとして

取り組んでいってはどうかということ。１つの問題を解決して全て解決することになり

ません。そういった意味でも連携は重要なことではないかと思います。連携をキーワー

ドとして、各部会で話し合いや取り組みを進めていただければ。 
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 もうひとつはくれおカレッジの取り組みについて。一定の猶予期間をもつことによっ

て、自然に企業就労等に結びついていくような取り組みについて見学をしてはどうかと

いうことでした。具体的には今後話合いをしていくことになるかと思います。 

それでは進めさせていただくということでよろしいでしょうか。（意見なし） 

それでは、今後の取り組みをお願いいたします。 

 

 

３．地域生活支援拠点の状況について 

 

岡野委員長 

 続きまして、地域生活支援拠点のご報告をお願いいたします。 

 

大野委員 

 この 4 月に障がい者生活支援センター８０３（はちまんさん）はスタートしました。

今はやまびこと同じ事務所にあります。基本的に 4月の段階では、８０３とやまびこの

機能を分けて実施しております。なかなか分離が難しい面もありますが、来春「はなみ

ずき」に移転します。 

 現在８０３には 2 名の相談員がいます。対象は成人。Tomari は児童、らいふサポー

トれいは後方支援、市の成人の男性は私が対応し、成人女性はもうひとりの８０３の女

性スタッフが対応しています。 

 相談件数は 12月 21日時点で、1,137件。昨年のやまびこでは、同じ時期でおおよそ

倍の相談件数がありました。見えない部分でやまびこに手伝ってもらっています。１人

で相談対応をしていくのは大変です。自分の価値観や経験だけでやってしまうことにな

るので、チームでやる方が健全。拠点で支援をしていくというスタイルに異存はないで

すが、今後はチームプレーでやっていくことが必要です。また、相談員の支援をしてい

くことも大切です。 

 

土橋委員 

 Tomari は児童の対応をしています。詳細な数は年度末に報告しますが、ざっくりと

した数字で、就学前児童約 90名、就学児童約 30名の計約 120名の計画を立てています。

そのなかには家庭児童相談室と連携している虐待ケースもあります。計画は 120名です

が、この他に成人の計画が約 25 名、一般相談、区分認定調査もあり、これを 1 人の相

談員で対応しています。法人内にその部分を支援している職員がいて、なんとかこなし

ている状況です。成人期で課題が出てくると思いますので、児童も含めてご意見をいた

だけたらと思います。 

 

正力委員 

 相談については後方支援という立場です。だからといって、相談件数が減るわけでは

なく、昨年より大幅に増えています。市からのケース依頼はないですが、市民や病院か

らの相談が入っています。相談がきたら、８０３へとつなぐべきところも、現状がわか

っているのでお断わりできずに受けています。当然継続ケースも引き続き対応していま

す。法人の利用者で 100 名近く、一般相談で 30～40 名の対応をしています。相談員は

委託料は相談員１日につき１時間分として受けています。相談員は 3名ですが、兼務で

す。相談の数が増えていくと、人は足りないです。１人で判断することも増えていきま

すが、こまめに話し合うようにしています。利用者を大切にという点は曇りなく、信頼

感で成り立っています。 
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 精神障がい、ひきこもり、発達障がいのケースが増えています。事業所とのかかわり

がない分、複雑ですし、丁寧にといていかないといけません。来年度も相談員は 3名体

制です。やまびこが 5人体制でやっていたように、どちらかにしっかりとした場所を置

いて、話をきいていける体制が必要ではないでしょうか。皆さんのご意見をお聞きした

いです。 

 

岡野委員長 

 なかなか厳しいところもあるようです。支援者を支援することも大切です。連携を深

めることも考えていかないといけないですね。 

 何かご質問ご意見はないでしょうか。 

 

大澤委員 

相談支援のことですが、親としては相談は大きなところ。不安は感じています。でき 

るかどうかはわからないですが、スカイプみたいなものを使って相談できれば良いので

はないでしょうか。いろいろな打ち合わせでもそのようなものを利用していますので。

電話などアナログも大切ですが、人員が少ないなかで、使えるものは使っていければな

いかと思います。ひとつ提案をさせていただきます。 

 

岡野委員長 

ツールを使っていくのは大切なことです。外国人の相談でも機器をつかっていると聞

いたことがあります。そういったことが可能かどうか含めて、課題として考えていただ

けたら。 

 

澤井委員 

就労支援部会の資料にインターシップ制度と書かれていますが、その言葉の意味を教

えてもらえたらうれしいです。 

 

松原委員 

インターシップ制度というきっちりした制度があるのではないですが、企業のなかで

実習をして、お互いに知り合って就労につなげていくことをここでは言っています。部

会として企業を知って、企業にも障がいについて知ってもらいます。そして、マッチン

グしていきます。 

 

澤井委員 

主役は誰ですか。 

 

松原委員 

主役は当事者の方です。 

 

澤井委員 

ありがとうございました。 

もう１点よろしいでしょうか。土橋委員から先ほど相談のことについて話のなかで、

家庭児童相談室ケースがあるということでしたが、発表できる範囲でどのようなケース

があるか教えていただけますでしょうか。 

 

土橋委員 
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 ケースの詳細は申し上げられませんが、Tomari が関わるケースで数名が家庭児童相

談室と連携しています。そのなかには虐待ケースもあります。 

 

澤井委員 

それは障がいをもっている子どもですか。 

 

土橋委員 

知的な遅れのない方もあります。基本は発達障がいのある方です。 

 

澤井委員 

家庭児童相談室から Tomariへ依頼があるですのか。 

 

土橋委員 

そういうこともありますが、ご家庭から Tomariへ連絡が入ることもあります。 

 

澤井委員 

事務局にお尋ねしたいのですが、家庭児童相談室はどこの部に所属するのですか。教

育委員会でしたか。 

 

事務局（大黒課長補佐） 

家庭児童相談室は子育て支援課のなかの位置づけになりますので、福祉部になります。 

 

澤井委員 

他の市町村の家庭児童相談室の位置づけについて、所属がわかる範囲で教えていただ

ければ。 

 

事務局（森谷課長） 

こちらの知る範囲では、京田辺市は八幡市と同じで、子育て部門で福祉部に所属して

いると認識しております。 

 

岡野委員長 

その他はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、相談支援について

はここまでとします。 

 

 

４．児童発達支援センターの進捗について 

 

岡野委員長 

 それでは、議事はすべて終了いたしましたが、事務局より児童発達支援センターの進

捗状況についてのご報告があると伺っています。それでは、事務局よりお願いいたしま

す。 

 

事務局（森谷課長） 

旧福祉センターは現在解体工事中ですが、それにともなう児童発達支援センターの開

設についてのご説明をさせていただきます。本来は朔日の土橋委員からのご説明かと思

いますが、詳細について担当のほうから説明させていただきたいというご依頼もあり、
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よろしいでしょうか。 

 

岡野委員長 

 それでは、皆さまよろしいでしょうか。 

（意見なし） 

それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

朔日 磯崎氏入室 

 

朔日 磯崎氏 

 それでは、経過をご説明させていただきます。私、朔日の磯崎と申し上げます。どう

ぞよろしくお願いいたします。法人が進めております、男山笹谷の新築工事の概要をご

説明させていただきます。 

旧の八幡市立福祉センターの解体工事につきまして、10 月から解体工事を進めさせ

ていただいております。現在、来春オープンに向けて工事を進めていますが、少し遅れ

ています。また正式な開所日等が決まりましたら、この場でご報告させていただきます。 

 事業について簡単にご説明させていただきます。児童発達支援センターの事業概要で

すが、児童発達支援事業は定員 20名、放課後等デイサービスは定員 10名、生活介護事

業は定員 20 名の予定です。主に児童の拠点として、八幡市から認めていただき、事業

が行われる予定です。その他に相談支援事業を移す予定です。厨房を設置して、食堂、

カフェ等を併設する予定です。福祉避難所を開設予定です。地域に開放させていたく交

流室も詳細が決まりましたらご報告させていただきます。子ども食堂を開催予定です。

建物自体は太陽光ソーラーを設置し、敷地内につきましては外構は透水性アスファルト

を用いまして、雨水の利用をしながら、エコな建物を建築する予定です。簡単ですが、

以上で児童発達支援センターの概要をご説明させていただきました。ありがとうござい

ました。 

 

岡野委員長 

児童発達支援センターだけではなく、放課後等デイサービス、生活介護、相談支援事

業そのほか総合的な支援と、地域との連携を進めていかれるということで、地域生活支

援拠点ともなっていくというお話でした。来年の春くらいということですが、非常に期

待されるものですので、どうぞよろしくお願いいたします。磯崎様、どうもありがとう

ございました。 

それでは、これで本日予定していました議事は終わります。委員の皆様の議事の進行

にご協力いただき感謝いたします。 

 

 
 

 


