
会 議 録 

会議名 令和２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２年９月 29日（火） 

 午後１時 30分から午後３時 15分まで 

開催場所 東浦町役場 西会議室１・２ 

出席者 委員 原田展子氏、長谷川良司氏、 髙見靖雄氏、鎌田明文氏、

山﨑紀恵子氏、桑山利和氏、竹内理絵氏、藤浦ひろ子

氏、榊原和浩氏、深見亜津子氏、永倉元樹氏、里中清

氏、畑中悦子氏、加藤恵氏、深谷朋広氏、寺倉正恵氏 

事務局 鈴木健康福祉部長、青木児童課長補佐兼児童福祉係長、

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、中山主事 

議題 １ 各部会の取組について 

２ 今後の取組について 

３ その他 

傍聴者の数 １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 会長、副会長の選任 

◆事務局 

 会長、副会長については、新型コロナウイルス感染症予防のた

めに昨年度の第３回以降協議会を紙面開催としていることから、

引き続き NPO 法人絆の山崎様を会長、東浦町社会福祉協議会の高

見様を副会長にお願いする。 

 

◇各委員 

異議なし。（拍手多数） 

 

２ 議題 

（１）各部会の取組について 

 

◇部会長 

 ７月２日開催のおとな部会で、各ワーキングの取組状況を報告。

東浦町障がい者相談支援センター（基幹相談支援センター）の名

称変更を周知。また、新型コロナウイルス感染症の対応状況を共

有。 

 

◆事務局 

精神障がい者の地域生活ワーキングについて、精神障がいの理

解を深めるための簡単なリーフレットを作成し、校長会で福祉教

育への利用をプレゼン。新型コロナウイルス感染症予防対策のた

め、採用には至らなかったが、知的障がいのある方に関する福祉

実践教室を開催した。また、配布したガイドブックについて、精

神障がいのある子どもをもつご家族から要望があったことから作

成に至った。題目を含め「自分らしく」。表紙の挿絵は東浦のぶど

うを当事者の方がグラフィックアートで製作、デザイン。完成品

が出来次第、改めてお示しする予定。 

 

◆事務局 

地域生活支援拠点とは、障がい者の重度化、高齢化や親亡き後

を見据えた居住支援のための機能を持つ場所や体制のこと。居住



支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ、そして対応。

体験の機会、そしてその場。専門的人材の確保、そして地域の体

制づくり。この５つの柱を重点課題として各市町が整備している。 

 

◇会長 

先に説明のあったガイドブックについて、どのような配布方法

を検討しているか。 

 

◆事務局 

各障害福祉サービス事業所や役場窓口への設置を検討する。ま

た、東浦町のホームページに掲載する予定。 

 

◆事務局 

虐待防止ワーキングについて、昨年度町内福祉サービス事業所

職員を対象とした「虐待に関するアンケート調査」を実施。障害

者虐待について受講者にある程度理解いただいたが、個別ケース

の支援方法について、判断しかねる事例を抱える受講者が多かっ

たことから、令和２年 12月に出前講座を開催予定。講座を通じて

共通認識を持てるような講座を企画する。 

 

◇委員 

12月に開催予定の出前講座について、障害者虐待には施設従事

者による虐待、養護者による虐待、使用者による虐待があるが、

講座内容をどう整理していくか。 

 

◆事務局 

各障害種別に関する出前講座等を随時開催するが、養護者によ

る虐待については、町内の相談支援専門員に情報を周知して情報

収集する。使用者による虐待は、知多地域障害者就業・生活支援

センターの就労に関する相談員と情報共有して対応。ただし、講

座内容に話題性や内容がぶれてもいけないため、今年度は事業所

職員への研修を企画する。 

 

◆事務局 

特別支援学校と障害者支援施設サービスに関する連絡調整会議に

ついて、昨年度と同様、自立支援協議会の会長名で特別支援学校

校長あてに依頼し、卒業後の障がい福祉サービスの整備に向けて

情報共有した。 

 

◇委員 

特別支援学校と障害者支援施設サービスに関する連絡調整会議

は、卒業後の進路を生徒の意思に沿えるよう始まった経緯がある

が、強度行動障害や医療的ケア児等、重度の障がいのある人の進



路や受け入れが難しい状況が東浦町にはあるのか。また、ある場

合はどう対応しているか。 

 

◆事務局 

 早い段階で対象者が何年度に卒業するか、今の支援状況を確認

して整備している。現状、今年度卒業見込みの生徒については全

員進路先が決定している。来年度以降について、随時整備しなが

ら検討する。 

 

◇委員 

 資料１の残された課題と解決方法に愛知県立大府もちの木特別

支援学校の記載がないが、特別支援学校と障害者支援施設サービ

スに関する連絡調整会議は隔年開催なのか。 

 

◆事務局 

愛知県立大府もちの木特別支援学校について、医療的ケアが必

要な生徒も在学しており、愛知県立ひいらぎ特別支援学校と同様、

情報提供の依頼をしている。今年度は東浦町在住の生徒がいない

ことから資料１には記載していない。今後も随時情報提供をいた

だきながら、対象者の卒業後の受け入れ先の整備等を行う。また

課題として、特別支援学校に在学していないケアが必要な生徒が

増加しており、状況把握が難しい。中学部卒業以降、専門学校や

専修学校に籍を置く生徒が数名いるため、今後の進路について進

学前に面談したり、専門学校及び専修学校に情報提供を依頼し、

切れ目のない支援をしていく。 

 

◆事務局 

相談支援事業所連絡会について、町内にある相談支援事業所と

自立支援協議会に関する情報提供や困難事例に関する助言指導を

実施。課題として、町内の相談支援事業所が少なく、適切な計画

相談を提供出来ているか判断しかねる。現在、東浦町では申請時

に相談支援専門員に計画書の作成を依頼する旨を伝えており、セ

ルフプランの人数は減少した。今後は相談支援専門員をフォロー

し、東浦町の相談支援体制を整備していく。 

 

◇委員 

知多管内５市５町とも相談支援専門員の人材不足と質の向上は

課題。近年は障害福祉サービス事業所から、計画内容についてご

意見いただけるようになった。他市では、相談支援専門員の質を

自ら振り返るような機会や障害福祉サービス事業所に相談支援専

門員の質に関するアンケートを実施予定。利用者や事業所からご

意見を聞きながら質の向上に努めることが必要なため、ご指摘を

いただきながらスキルアップに努めたい。また、東浦町は未就学



児のセルフプランが多い。障がいのある子を持つ保護者が一番揺

れ動くのが未就学の時期。保護者が子どもも障がいを受け入れる

かどうかが大切なので、現状のセルフプランで作成している利用

者に相談支援専門員がつくのが理想。 

 

◇委員 

東浦町では何名の方がセルフプランをやっているか。 

 

◆事務局 

現在セルフプランを利用している方は、直営の児童発達支援事

業所「なかよし学園」を利用されている方のみ。約 40名がセルフ

プランで計画を作成し、他の事業所を併用している方に関しては

計画相談の相談支援事業所が入っており、約 10数名。 

 

◇部会長 

セルフプランの 40名にどう対応していくかが町としての課題。

児童発達支援事業所を利用されているお子様には、家庭状況も複

雑。その中で相談支援専門員が関係機関と様々な視点で関わるこ

とで見える部分もあるため、課題解決に向けた取り組みについて

検討いただきたい。 

 

◆事務局 

町内の相談支援専門員の人材不足がある現状ではあるが、この

課題については、部会等を通して委員で検討する。 

 

◇部会長 

 日中活動ワーキングについて、10月 22日開催予定。 

 

◆事務局 

福祉実践教室は、９月 24日に緒川小学校で知的障がいの理解の

科目を東浦町育成会ふれんずの会員と共同実施した。今年度中に

藤江小学校での開催を検討する。 

 

◇部会長 

７月 14日に子ども部会を開催し、医療的ケア児等支援ワーキン

グ及び放課後等デイサービス連絡会の報告。児童発達支援事業所

の新型コロナ対応状況やサポートファイル「にこにこ」の活用に

ついて共有した。 

 

◆事務局 

 医療的ケア児等支援ワーキングについて、今年度からワーキン

グとして始動。半田保健所及び圏域の療育支援事業のコーディネ

ーター等広域にわたりご参加いただいている。第１回目のワーキ



ングでは、開催目的や東浦町の現状と課題を共有。課題解決に向

けての取り組み方法はワーキングの中で優先順位をつけながら実

施予定。対象者の全戸訪問は昨年度から継続して実施。現在、約

6 割のご自宅に訪問。訪問にあたり、ひいらぎ特別支援学校の地

域懇談会に参加し、保護者の方から生活状況等をヒアリングした。  

また、８月 24日にみよし市へ療育事業を視察。訪問看護ステー

ションの看護師さんを保育園及び小学校に派遣する事業を先駆的

に実施している市。今後身体障がいや知的障がいのない医療的ケ

アのみ必要なお子様への対応を見据えて、訪問看護派遣事業を見

学した。 

 

◇委員 

「身体や知的に障がいのない定義」に基準があるか。 

 

◆事務局 

例えば、気管切開をして経管栄養をしているが、走れたり知的

にも遅れがなく、学業も支障がない。ただ、管がつながっている

ため行動範囲に制限があり、経管の管理が必要なために適切な教

育・保育の環境に受け入れてもらえない方を指す。通称「動ける

医療的ケア児」とも言う。 

 

◇委員 

重度の身体障がいがあり、常時点滴を行う必要はあるが、知的

にも遅れがなく身体管理も必要ない方が他市の児童発達センター

に通所している。 

また、知的障がいや医療的ケア、強度行動障害もある方でも、

医療の進歩で医療的ハンデは高いが動ける方も近年増加してい

る。 

 

◇委員 

医療的ケアが必要な方のコーディネートをする際、福祉側から

の支援方針だけでは難しく、医療と連携することが多い。他市で

は福祉側の医療的ケア児コーディネーターが２名、保健センター

で保健師２名配置し、連携しながら支援するのが最も有効的と思

われるが、東浦町の場合どのような支援体制か。 

 

◆事務局 

障がい支援課では保健師を１名医療的ケア児コーディネーター

として配置。福祉部門の保健師が、看護的視点から支援している。

また、ひがしうら障がい者相談支援センターでも社会福祉士等専

門職を配置して福祉の観点から一緒にワーキングに参加してい

る。今後は保健センター等関連部署との連携を図っていく。 

 



◆事務局 

放課後等デイサービス連絡会について、町内にある６事業所の

放課後等デイサービスにご参加いただいている。昨年、町立なか

よし学園の園長より、放課後等デイサービスの制度説明を通所し

ているお子様の保護者に再度お願いしたいと依頼があったことか

ら、今年９月 16日に放課後等デイサービスの利用方法について説

明会を開催。放課後等デイサービス事業所合同説明会については、

７月の連絡会から準備を開始。10月 13日（火）午前 10時から文

化センターで開催予定。また、町立保育園を通じて、放課後等デ

イサービスを利用希望のお子様に対して、ひがしうら相談支援セ

ンターから事前にヒアリングする予定。 

 

◇委員 

資料１の「zoom開催」とは具体的には何をするか。 

 

◆事務局 

一般的にはリモートと呼ばれており、パソコン上で会議体を持

ち、ビデオ通話で会議を進行するもの。各事業所の会議室や自席

の PCで参加して参加者とやり取りしている。 

 

◇会長 

本会議は報告だけでなく、意見交換を主としたいため、今後は

各部会の議事録を公開いただくようご検討願いたい。本日参加い

ただいた委員の皆様からも忌憚のないご意見・ご感想を頂戴した

い。 

 

◇委員 

 自身の子どもが９月 14日の緒川小学校の福祉実践教室に参加。

手話を覚えており、親として嬉しく思った。職業上福祉分野に携

わっているため、低年齢のお子様から地域で生活している障がい

のある方ともっと関わることで、昨今言われる「共生社会」につ

ながるのではないか。今後も出前講座や授業を展開していただき

たい。福祉の世界は人材不足であるため、福祉はかっこいいと思

ってもらえるよう、町として子どもたちを育成してほしい。 

 

◇委員 

特別支援学校として、学校同士の連携の不十分さを実感してい

る。サポートファイル「にこにこ」が特別支援学校に進学すると

活用されていないことに申し訳なく思う。以前、トライアングル

プロジェクトを行い、お互いの活動内容やお子様の課題が共有出

来ていないということが課題として挙げられた。プロジェクト終

了後の報告でも、お子様にとって必要な支援や情報が相互に共有

されておらず、プロジェクト終了後も課題が残ったままの状態な



ため、学校側として何をすべきか検討したい。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響で、学校が休校時に放

課後等デイサービスの事業所には日中活動の受け入れでお世話に

なったことも、この場を借りて感謝を申し上げる。 

 

◇委員 

特別支援学校では、新型コロナウイルス感染症の影響で受け入

れ出来ない状況で、日中活動どうしたらいいのか職員として考え

させられた。また先にご意見あった福祉実践教室について、障害

のある子たちとの関わりはぜひ取り組んでいただきたい。地域で

生活する中で「共生」を見据えた事業づくりを特別支援学校も行

っている。地域資源の活用で地元の企業にご協力いただきながら、

畑を使った農福連携プログラムを行っている。東浦町にも田畑が

多いのでぜひ活用出来ればと思う。 

 

◇委員 

医療的ケア児について、実際に義務教育の場において医療的ケア

の必要なお子様は複数在籍しているが、経管等の自己管理が出来

ている状況。今後看護師が必要なお子様の入学が予想されるが、

学校教育に携わっている者は、医療に関して知識がないため、ご

協力願いたい。また、サポートファイル「にこにこ」に関しては、

ここ数年は特別支援学校に引継ぎされて活用出来ている。 

 

◇委員 

保健所では、精神障がい及び医療的ケア児のグループが関わっ

ている。精神障がいワーキンググループにて今回配布いただいた

ガイドブックの原案を拝見した。知多南部の自立支援協議会でも

同様のものを作成しているが、内容がとてもわかりやすい印象を

受けた。精神障がいのある方が生活面で何に困るかが具体的に記

載されているので、今後中学生向けの福祉実践教室で精神障がい

の理解を実施するに向けて、本ガイドブックを中学生向けに修正

すれば、十分中学生にも伝わるものがあると思う。 

 

◇委員 

昨今ピアサポーター養成事業に愛知県も取り組んでいるが、行

政として、地域住民向けに同様の事業を推進いただきたい。また、

福祉実践教室で取り組みたい精神障がいの理解について、精神障

がいワーキンググループにて、小学校４年生を対象にした内容は

難しいのではないかと校長会から意見があった旨を伺った。地域

の課題の一つとして、今後の自立支援協議会で検討いただきたい。 

また、昨年度課題であったフクシアの運営について、今年度は

新型コロナウイルス感染症の影響で課題として挙がってこなかっ

たが、継続して取り組んでもらいたい。 



 

◇委員 

通常時、多くの方がどれくらいの支給日数や時間を利用されて

いるか知りたい。学校で１日過ごして帰宅する前に放課後等デイ

サービスを利用して疲労が溜まるのではないか懸念している。例

えば、本人から「疲れた」といった訴えがみられるか、あるいは

家庭内で親子関係が上手く構築されていないようなケースがない

か。放課後等デイサービスの利用に対する問題や傾向が見られる

のかどうか。 

 

◇委員 

生徒はほぼ毎日放課後等デイサービスを利用している。利用し

ない生徒は 100 人以上いる生徒の中で１～２人。ただ、体調が悪

い場合は放課後等デイサービスをお勧めせず、保護者の方にご対

応いただくよう提案している。ただ、ご両親が就労されている状

況がある場合は本来だったらお迎えにきてほしいところ、応じて

いただけないケースも多い。平日の利用はもちろん土曜日、日曜

日の利用もされていて、利用することが当たり前になっている状

況なため、新型コロナウイルス感染症の対応時はありがとうござ

いますと申し上げたが、学校に行かないように案内している建前、

事業所の利用も控えた方がいいと思われる。しかし、家庭の事情

があり、保護者と事業所の契約ということもあって、強くは言え

ない部分がある。 

 

◇委員 

相談支援において、保護者から心配や訴えはあるか。 

 

◆事務局 

現在、入学時から保護者の方と関わりを持つため、関係性が未

熟な点は心配している。ご家族の要望と申請時の認定調査の支給

量の可否で相談支援のコーディネートが始まってしまうため、常

に思うところはある。 

 

◇委員 

各事業所の職員や利用されている保護者に本会議で話し合われ

ている内容が浸透しているのか。各部会やワーキンググループで

様々な内容が議論されているのを少ししか知らなかった。事業所

が東浦町、そして施設全体で地域の体制整備を捉えていないので

はないか懸念がある。 

 

◇委員 

 私からは５点お伝えする。一点目が放課後等デイサービスの制

度説明会について、制度の内容だけでなく、相談支援計画のセル



フプランの件があると、どうしても保護者の意向が反映された契

約になってしまうが、お子様にとってどうなのか。高齢者のデイ

サービスでも、家族の都合で利用日数を増やしてほしいと要望が

多い。放課後等デイサービスという施設の役割を伝えるような説

明会になると良い。２点目が特別支援学校を利用されている方の

福祉サービス利用について、町内では愛光園の利用者が多いと思

われる。利用の需要に供給が追い付かないことも当然ありえる。

本会議が地域で受け入れ出来るような体制に向けて働きかけを行

う場としたい。３点目が対応困難事例について、先日強度行動障

害の方の対応について、行政や保健所、医療機関に相談した事例

があった。支援者が孤立感を感じると対応出来ないため、本会議

で連携・協力する体制をつくりたい。４点目がフクシアの運営に

ついて、立ち上げ時から関わっているが、現場はひっ迫している

状況が継続しているため、引き続き運営について取り組みたい。

最後は zoomについて、事業所で zoomによるオンライン説明見学

会を開催。このコロナ禍でオンラインを活用する機会が増えたの

で、インフラも含めて整備していろんな交流方法を実践していき

たい。 

 

◇委員 

災害時における一人暮らしの高齢者や、障がいのある方の支援

について、一般の避難所に避難するのは困難ではないか。防災交

通課が避難行動要支援者のために民間社会福祉施設５事業者 11

施設の避難施設の協定を締結した話を伺った。東海豪雨の際、名

古屋市の避難所で障がいのある方の避難を受け入れるのに大変苦

労したという話を伺っている。協定を締結した 11施設の中で障害

のある方が避難できる事業所が実際どれくらいあるか。 

 

◇委員 

障がい支援課は障がいの「がい」をひらがなで表記している。

法律は全て漢字で表記しているが、約 20年前に北陸の障がい者施

設がひらがな表記に書き換えて以降、「がい」の字が普及した。し

かし、「がい」の字に表記を切り替えて良かったと聞いたことは一

度もない。東浦町で「がい」の字を採用している経緯はなにか。 

 

◆事務局 

課名をひらがな表記にしたのが、東浦町で一番最初に害をひら

がな表記にした事例ではなく、今年度改定する障害者計画等でも、

約 10年前から害の字をひらがなにしている。きっかけは、害の字

を漢字で書くと、人に害するとかあまり気持ちよくないような捉

え方をされる方がいるため。また、「身体障害者手帳」のような固

有名詞については害の字で表示している。 

 



◇委員 

障害のある子どもを育てる親からすると、子どもには出来るだ

け丁寧に関わりながら、良い親子関係をつくって安心して育てた

い。福祉サービスを必要な時に利用するのはもちろん重要だが、

むやみに親の都合で仕事優先的な利用はいかがなものか。一概に

は言えないが、親子が密に時間を過ごせたらと思う。 

 

◇副会長 

これまで、高齢者福祉分野やコミュニティソーシャルワーカー

等の事務局をしてきた延長線上で、相談支援における子どもから

大人になるにつれて途切れない支援は各団体が連携すれば可能で

はないかと思われる。 

また、障がいのあるお子様がいる世帯で、生活困窮や高齢の家

族の介護とのダブルケアの問題があったり、もしくは離婚されて

父母一人で育児をされて介護もしているといった生活課題を抱え

た世帯が東浦町にもみられる。問題を抱えた世帯に対応するため

の相談支援体制として、包括的支援体や東浦町においても高齢、

障がい、及びコミュニティソーシャルワーカーが連携したワント

ップ機能を目指すようなワーキングを今後新設いただきたい。東

浦町オリジナルの地域密着型の支援について皆さんで議論出来れ

ばと思う。 

 

◇委員 

放課後等デイサービスの問題はどの街でも大きな課題。支援者と

して思うのは一般の人が使える支援を、障害のある方も同じよう

に利用出来ること。未就学児の時期に、保護者の方には今の目の

前の困りごとでなく、ライフステージに応じて色々な経験してい

くことような研修会や情報提供が必要。卒業後、その子に使って

いなきゃいけないサービスがなにか踏まえたうえで、児童発達支

援や放課後等デイサービスについて相談支援をする。一人で過ご

せるようなその子の過ごし方や支援方法を放課後等デイサービス

に求められれば良い。 

 

◆事務局 

今年障害者計画、障害福祉計画、障害児福祉計画の３つの計画

の改定年度。自立支援協議会の会則第１条第６項にも、障害福祉

に関する計画の推進に関することが明記されている。本会議の委

員の皆様にいただいたご意見を併せて計画に反映していきたい。

次回は３月２日の午後に文化センターで開催予定。 

 

（閉会） 

 


