
会 議 録 

会議名 令和３年度第２回東浦町障がい者自立支援協議会 

開催日時 令和４年３月１日（火） 

 午後１時 30分から午後３時 10分まで 

開催場所 オンライン（東浦町役場 合同委員会室） 

出席者 委員 原田展子氏、水野峯雄氏、今井友乃氏、髙見靖雄氏、

鎌田明文氏、山﨑紀恵子氏、倉科由加子氏、藤浦ひろ

子氏、小田薫氏、榊原和浩氏、松尾統央氏、里中清氏、

鋤田素羽氏、加藤恵氏、深谷朋広氏、増岡あゆみ氏 

事務局 鈴木健康福祉部長、青木児童課長、鈴木社会福祉協議

会地域福祉係長、三浦障がい支援課長、笹俣障がい支

援課長補佐兼障がい支援係長、障がい支援課川邊主査 

ひがしうら相談支援センター 増田センター長、間瀬

相談支援専門員、山田相談支援専門員、毛利相談支援

専門員 

議題 １ 地域体制づくり部会・こども部会の取組について 

２ 来年度の取組について 

３ 東浦町いきいきライフプランの進捗について 

４ その他 

傍聴者の数 ０名 



審議内容 ◆事務局 

今回、委員 20名のうち過半数の方にご出席いただいていること

から、東浦町障がい者自立支援協議会会則第５条第２項に基づき、

自立支援協議会を開催する。 

 

１ あいさつ 

◆健康福祉部長 

（あいさつ） 

 

２ 議題 

（１）地域体制づくり部会・こども部会の取組について 

（２）来年度の取組について 

 

◇部会長 

地域体制づくり部会は、７つのワーキングを実施した。 

 

◆事務局 

精神障がい地域生活ワーキング 

昨年度作成した精神障がい者地域生活ガイドブック「自分らし

く」を活用。 

来年度は、精神科病院からの地域移行の状況確認と、地域移行

先となる住まいの確保や居住支援について検討予定。 

地域生活支援拠点ワーキング 

来年度は、緊急一時保護事業の対象となるハイリスク世帯につ

いて町内の相談支援専門員、福祉サービス事業所等から随時確認

する予定。 

権利擁護・虐待防止ワーキング 

昨年度の権利擁護虐待防止研修を踏まえた伝達研修を町内７事

業所で実施。 

差別解消法改正の概要について周知。町独自に役場窓口、ワク

チン接種会場等にコミュニケーションボード設置。 

合理的配慮について周知し、配慮に欠けるような事例を各事業

所から聴取した。 

意思決定支援会議を開催。 

来年度は、障がい者虐待防止の更なる推進の為に令和３年度の

報酬改定で義務化された内容について町内事業所での取組を確認

する。 

働く場所開拓プロジェクト 

農福連携、企業との関りを増やし、就労継続支援Ｂ型事業所の

工賃アップを目的として取組を開始した。 

課題は、町内の事業所で農業に取り組める事業所が限られてい

ること。 

来年度は、農家から事業所への作業依頼は継続しているので、



双方のメリットとなるよう協議する。受注窓口業務のあり方につ

いて、関係者で協議する。 

防災プロジェクト 

町内の就労継続支援事業所にて、災害を想定した避難訓練実施。 

避難訓練実施にあたり、事業所の一部の利用者５名の個別避難

計画を作成。 

来年度は、防災に関する勉強会、研修会を実施し、連携した仕

組みづくり（避難所運営、災害時の計画等）を検討する。 

特別支援学校との連絡調整会議 

特別支援学校卒業見込み者の進路状況の確認、在校生の進路実

習状況の確認。 

特別支援学級の児童、不登校の児童等の卒業後の進路把握につ

いても取組む予定。 

相談支援事業所連絡会 

自立支援協議会の動き、新規相談ケース、困難ケースについて

報告・協議を行い、相談支援事業所と相談支援専門員の支援も行

っている。 

来年度は、相談支援専門員の不足解消に向けて、町内事業所に

対して相談支援専門員初任者研修を受けていただけるよう呼びか

ける。町が取り組む重層的支援体制整備事業についての勉強会を

行う。 

 

◇部会長 

こども部会は、３つのワーキングを実施した。 

 

◆事務局 

医療的ケア児等支援ワーキング 

医療的ケアが必要な児童に関するケースの状況や課題の把握を

行った。 

「医療的ケアや病気のある子どものためのガイドブック」を関

係者に配布。 

令和３年９月に「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関

する法律」が施行された。 

課題は、町内で医療的ケアが必要な児童を受け入れる体制や資

源がない。介護負担の多い医療的ケア児の保護者の交友や意見交

換の場が求められている。人工呼吸器等の医療機器を使うため、

災害による停電時の電源確保などである。 

来年度は、町内福祉サービス事業所や保育園、小学校で医療的

ケアが必要な児童を受け入れるための体制づくりに関する協議や

検討を行う。個別のケース等から、ニーズの把握や課題を明らか

にし、県の医療的ケア児アドバイザーによる事例検討等を実施予

定。 

児童発達支援事業所連絡会 



町立と民間の児童発達支援事業所を併用する児童が増え、療育

内容の共有や就園や就学などの仕組みをつくることを目指した。 

各事業所の利用状況や、保育園や小学校への移行の流れについ

て情報共有を行った。 

課題は、町内で児童発達支援事業所が少ない。肢体不自由児、

重症心身障害児、医療的ケア児を受け入れる体制がない。なかよ

し学園のセルフプランが解消できていない。 

来年度は、他市町の児童発達支援事業所の利用児の保育園や小

学校への移行支援のありかたについて協議する。「ペアレントト

レーニング」の実施にむけての協議。児童発達支援センター（令

和５年度新設）との連携について協議したい。 

ペアレントトレーニングとは、保護者を対象にしたプログラム

で、こどもへのかかわり方、発達促進等、家族支援のアプローチ

のことをいう。 

放課後等デイサービス事業所連絡会 

「東浦町放課後等デイサービスガイドブック」を保護者向けに

作成し、保育園・学校等関係者通じて配布。 

「性に関する研修」を受講し、町内で複数の事業所を併用して

おり、性に関する課題のある児童について、専門講師による事例

検討会を実施。 

課題は、放課後等デイサービス事業所と地域の学校との連携・

情報共有の場が求められること。町内の放課後等デイサービスに

空きが少なく、新規受入れが困難なこと。学校と町内事業所間の

連携や感染症に関する BCP（業務継続計画）の作成。 

来年度は、事業所が抱える困難なケースについて事例検討を行

う。学校と放デイの連携のありかたについて引き続き検討する。

感染症版の BCPの作成状況を確認し、利用者が感染した際の事業

所対応の統一について協議。感染症に関するフローチャートを作

成する。 

 

（質疑応答・意見等） 

◇委員 

権利擁護・虐待防止ワーキングでは、伝達研修をやってみてど

うだったか。 

 

◆事務局 

 ７事業所で実施。参加事業所からの意見を聞きたい。 

 

◇委員 

30 分ほどの伝達研修を約 20 名参加。ポイントがまとまってい

た。どの部署の人も意識を持つことが大切、継続したい。 

 

 



◇委員 

 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所のスタッフ

全員伝達研修を受けた。知らないうちに虐待に当てはまる行為を

しているのではないか、一人で療育をしない等、確認することが

できた。繰り返し受けることで虐待を防ぐことができるため、研

修を継続したい。 

 

◇委員 

 虐待防止研修を受けて、その時にどう感じたかを、毎回振り返

りを行い、その積み重ねを大事にしてほしい。 

 

◇委員 

 意思決定支援はどのように行ったのか。 

 

◆事務局 

 「意思決定支援ガイドライン」をもとに行った。事例は 66歳の

一人暮らしの方について、自宅か、高齢者住宅やグループホーム

の入所など、ケアマネジャーや障がい関係支援者で検討した。 

 

◇委員 

 意思決定支援は、基本的には、すべてが意思決定支援と頭に入

れてほしい。 

 

◇委員 

 児童発達支援事業所連絡会について、「年度当初は児童発達支援

事業所が町内で４事業所あったが、２事業所が閉鎖となり、残っ

た２事業所での開催となった」と記載があるが、閉所した事業所

の利用者は、どのように支援したか。 

 

◆事務局 

 閉所した事業所の利用者について、利用先を調整するため、苦

慮した。 

 

◇委員 

 児童発達支援事業所への問い合わせが多くあった。できる限り

受け入れをしているが、調整は大変であった。 

 

◇委員 

半田市も児童発達支援事業所数は足りない。フォローが必要な

こどもが多い。 

 

◇委員 

 児童発達支援事業所が２事業所閉所した理由は。 



 

◆事務局 

 民間の事業所で、１事業所は、新型コロナの影響で人員不足と

なったため、１事業所は、事業主の自己都合のためと聞いている。 

 

◇委員 

児童発達支援センターとは何か。今の児童発達支援事業所が児

童発達支援センターとなるのか。 

 

◆事務局 

児童発達支援事業所に加え、相談支援等を実施し、関係機関と

つながり、連携するなどの機能強化された施設。 

今の事業所とは別で設置予定。 

 

◇委員 

令和５年度からの児童発達支援センター設置に向けて準備が相

当必要であると思うが。 

 

◆事務局 

民間の事業所であるため、どのようにかかわるのか未定。ワー

キングで調整していきたい。 

 

◇委員 

 町全体で、保育園を含めた体制整備が必要。 

 

◇委員 

ペアレントトレーニングとは何か。令和５年度計画に１件とあ

り少ないが、なぜか。 

 

◆事務局 

ペアレントトレーニングとは、発達障がいのあるお子さんの保

護者が、肯定的な働きかけを学び、不適切な行動の改善を目的と

した勉強会や講座を受講するもの。まずは、ペアレントトレーナ

ーとなる同じ立場でその経験のある保護者の育成も必要であるた

め、１ケースから取り組んでいく。 

 

◇委員 

なかよし学園のセルフプランが解消しないというのは。 

 

◆事務局 

 児童発達支援事業所を利用する際、相談支援専門員による計画

によってサービスを受けている。なかよし学園を利用する場合、

保護者の計画によってサービスを受けている利用者がまだ一部い



るため。 

 

◇委員 

 以前は放課後等デイサービスがなかったが、児童の制度や施設

が変わり、母は安心感が増しているのか知りたい。 

 

◇委員 

 子どもの福祉サービスが、託児の感覚の保護者もいれば、療育

を進めていきたいと願っている保護者がいる。サービスを利用す

ることで、家族以外の居場所で安心できるのではないか、担えて

いると思いたい。 

 

◇委員 

 行きたくてもいけない人もいる。居場所についても話し合うと

いい課題。 

 

◇委員 

防災プロジェクトに参加し、新しい情報が知りたい。勉強会に

期待している。つながって、知っていただき、一緒に助け合いた

い。 

 

◇委員 

 相談支援専門員が不足していると聞いている。マンパワーが確

保でき次第、増員を考えていきたい。 

 

◆事務局 

 相談支援事業所は、報酬単価が低く、赤字の事業所が多い時代

があった。人材育成のため、現場経験をしてから相談員になるが、

直接支援と相談支援では仕事内容が異なるなどの悩む人もいる。

多忙で相談できる状況が難しいなどの環境が厳しく、運営が難し

い。 

 

◇委員 

 相談支援事業所は赤字でもやるしかないと、覚悟が必要。 

 

◇委員 

 相談支援や福祉分野だけでなく、どこの分野でも人材は不足し

ている。 

 

◇委員 

他市では、高齢分野などの人材を育成し、やれるように工夫し

ている。一緒に情報共有していきたい。 

 



 

◇委員 

 地域生活支援拠点ワーキングは、新型コロナの影響で活動でき

なかった。これから一緒に参加したい。 

 

◇委員 

 子育て支援センターでは、来所者の会話の中から困ったことな

どをくみとり、支援している。新型コロナの影響で来所者が以前

は 1日に 138人いたが、今は 60人弱となり、外に出られなくて困

っている人もいるかもしれない。 

 

◇委員 

 精神障害がい者向けのガイドブックは、使い勝手がよく、病院

のスタッフ間で活用している。ピアサポーターは、新型コロナの

影響で病院へ来所することができなかったが、他の病院ではオン

ラインで実施している。 

 

◇委員 

 小学校入学に関しての就学相談が多い。保育園で困っている人

をつないでもらい、支援級か特別支援学校かの相談をしている。

医療的ケア児や、保育園でつながっていない人はどうすれば就学

につなげるのか、身体障がい等、施設面のケアについては、早め

に相談したい。 

 

◇委員 

 肢体不自由児が通う特別支援学校では、今後は防災に力を入れ

ていきたい。医療的ケア児等支援ワーキングでの緊急時の電源確

保について、相談したい。 

 

◇委員 

 新型コロナの影響で BCPが、職員の感染により職員が少なくな

る場合の事業所運営について心配である。 

 

◇委員 

 法人内の各事業所で、BCP を進めている。新型コロナについて

は、待機期間や濃厚接触者等について保健所の指示で変わること

があるが、入所施設では持ち込まないために、保健所の指示より

一歩進めた形で慎重に対応している。 

 

◇部会長 

 働く場所開拓プロジェクトでは、主に１事業所のみが取り組ん

でいるが、皆さんとつながって進めていきたい。 

 



 

◇委員 

 特別支援学校を卒業するこどもの生活、就業先のサポートを進

めている。今後も人数が増えるため、よろしくお願いしたい。 

 

（３）東浦町いきいきライフプランの進捗について 

◆事務局 

第３期障害者計画、第６期障害福祉計画、第２期障害児福祉計

画である「東浦町いきいきライフプラン」は、令和３年度から令

和５年度までの３か年計画であり、今年度は、その初年度となる。 

計画の進捗状況を確認するため、２月 22日に障害者計画等推進

委員会を予定していたが、コロナウイルス感染拡大防止のため、

書面開催とした。 

今後も地域課題解決のために自立支援協議会で協議していきた

い。 

また、令和６年度からの次期計画の策定が令和５年度のため、

令和４年度に、実態把握のためのアンケート調査を実施予定。 

 

３ その他 

 

◇委員 

 知多地域成年後見支援センターは、来年度から４市５町で展開

し、中核機関として役割も加わる。虐待に関して、に相談できる

ホットラインを開設するため、専門の弁護士とつなぐ体制とする

ため、活用してほしい。 

 

◆事務局 

来年度の第１回協議会は ５月に開催予定。 

 

（閉会） 

 


