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平成 25年度第１回伊賀市障がい者地域自立支援協議会議事概要 

 

                    日時 平成 25年７月５日（金） 

                       午前 10時 15分～午後 12時 20分 

                    場所 ハイトピア伊賀 多目的大研修室 

 

出席委員：坂本元之・藤島恒久・直居量行・奥西利江・東山昇・森本充契・森徹雄・

平井俊圭・小倉由守・中森あつ子・杉本巌・萩原忠之・東出昇治・柘植満

博・北野誠一・福澤信江 

欠席委員：堀川一成・森藤歌代子・滝井昇・ 

事務局：山下豊健康福祉部長 

障がい福祉課（中ひとみ・藤岸登・中出光美・森口浩司・田中宏明・藤田成充） 

障がい者相談支援センター（落合幹生・田畑朱美） 

 

（部長）挨拶 

 

（事務局） 

この会議は、伊賀市情報公開条例第 35条に基づき会議の公開を行います。また、審議

会等会議の公開に関する要綱第６条に基づく議事概要作成のため録音をさせていただ

くことをご了承ください。 

  

（事務局） 

・ 配布資料の確認。 

ここからの進行は、条例第６条に基づき会長にお願いします。 

 

（会長） 

国は、今まで経済のことばかりに取り組んでいましたが、この１～２ケ月の間に福祉

関係の法律が通りました。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、通称「障

害者差別解消法」。これに関する検討会が７月 22 日から内閣府の政策委員会で始まり

ます。私はこの委員会の委員で、今後、基本的な要綱や方針について検討していきま

す。また、障害支援区分についても、たたき案が出てきており、１００の自治体でモ

デル事業をされているそうですが、気になるところです。また、厚生労働省の社会保

障審議会の障がい部会も始まります。このように、このところ福祉の方が急激に動い

ています。皆さんも今後の動向について気をつけていただきたいと思います。 

  

事項 1 定例会議及び各専門部会からの報告 

【資料 NO.１、参考資料】 

（事務局） 

資料 NO.１「平成 25 年度自立支援協議会各専門部会の事業計画及び検討課題」につい

て説明。 
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（会長） 

各部会の事業計画と検討課題について説明いただきました。ご意見やご質問等がござ

いましたらよろしくお願いします。 

（委員） 

就労部会の相談支援部会の検討課題で、「特別支援学校卒業者の受入先の確保につい

て」というところで、私自身、受入先がないとずっと思っており、これが大きな課題

だという認識をしていました。実は７月７日にひまわりコンサートを開催させていた

だいて、そこで伊賀市の障がい福祉サービス事業所のご紹介という冊子をお配りしま

した。市内にある事業所さんにご協力いただいて、利用されている方の年齢等を細か

くまとめてみました。それを見てものすごく驚いたことがあります。というのは、ご

協力いただいた事業所ですが、Ａ型が４ケ所とＢ型が１６ケ所、あわせて２０ケ所の

就労事業、就労系の事業所ですが、今後の利用者の受入れ可能人数が、１１０人。現

段階で、合わせて１１０人受け入れられますということなのです。生活介護の事業所

が７ケ所で、この７ケ所の受入れ可能人数は２０人となっていました。また、グルー

プホームやケアホームについても調査をさせていただきました。こちらも数字の上か

らいくとまだ入れます。しかし、なぜ受入先がないと思うのかというと、事業所の活

動内容が、学校を卒業される子どもさん一人一人の障がいの状態や活動のご希望に合

うものになっていない。マッチングしていないというのが一番の問題なのかなあと思

いましたので、数を増やすというよりも、その中身の問題とマッチングの問題につい

てぜひ深く検討していただけたらありがたいなあと思いました。 

（会長） 

はい。私もびっくりしました。１１０人も受入れ可能ということですね。 

実は、同じような話を今、西宮市でしています。特別支援学校の卒業生全員に本人中

心の計画を立てる。その中で本人の進路と方向性とを議論しながらご本人の受入れの

場所を決めていくということなのですけれど。今使っている事業所、活動とのマッチ

ング、バリエーションをどこまで拡げていただけるのかというのが今大事なところで

す。 

（委員） 

今のことに関連しまして、昨年度、知的障がい者の保護者の皆さんの要望で、つばさ

学園を卒業した子ども達の進路について、段々先細りになって心配だということから、

市への要望と議会請願を署名も含めてさせていただきました。 

先ほどお話を聞かせていただいた、マッチングの問題。つばさ学園の高等部の卒業段

階でどうするかという話になってもなかなか難しいだろうと思います。小学校の特別

支援学級の段階から保護者と一緒に、自立に向けた地道な積み重ねがないと難しい。

この問題は、数の問題だけではなく、質の問題だと思います。就労支援部会の相談支

援部会が機能を果たせるのかどうか。果たせないとなると、もう少し別の形で学校関

係者を中心にしながら「教育」の部分を、「教育」「療育」も含めた部分を保護者も含

めて部会を立ち上げるというのも一つの方法かなと思います。それから、先ほどの請

願の事を保護者の方に申し上げた時に、保護者の方が、子どもを預けて自分がどこか
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にいかなければならないという時に、重度重複の障がいを持つ子については、預かっ

てくれるところがない。名張市の預かっていただける施設でも事前に予約をして枠を

とらなければならない。伊賀市にはその場所が無いと言われていました。 

（会長） 

療育部会というのは、１８歳まで含めているのですか。子どものさぽーとファイルと

いうのは、本人、保護者、福祉サービス関係者、学校関係者が関わるということです

が、市としてどのようなイメージを持っているのでしょうか。 

（事務局） 

療育部会につきましては、今言われましたように、対象としては１８歳までです。い

わゆる障がい児を想定し、将来的に自立した生活が送れるようになるべく早くから療

育を始めていただけるようにと考えています。そのためには保護者の方のご理解が必

要です。もちろん、１８歳、大人になったら次は就労や事業所での生活というように

変わっていきます。３月に行いました保護者の方との懇談会の中でも、大人になって

からの支援ということで、途切れのない支援を何とかしていただきたいと強くご要望

をいただいています。それから、部会としては療育と就労というように分かれていま

すが、例えば２つの部会が連携して検討していくということも方法の一つなのではな

いかと考えています。 

（委員） 

私は、学校（つばさ学園）におりますので子どもと保護者というのが常に目の前にあ

ります。やはり、障がいをお持ちの保護者の方は、親ですから先に逝ってしまうと、

遺された子どもがこの社会の中でどうやって生きていくのかというのが深刻な想いで

す。子どもの年齢が高くなるにつれてこの想いも大きくなってきます。ただ、やはり

学年が低くなるほどまだまだ先の話だという意識も強く、子どもの世話だけで精一杯

で、その先のイメージをつかみ切っていない。まだまだ先の話ではなくて、どんどん

大きなこととして見えてくるのですよというような話をしながらキャリア教育という

ものを進めています。しかし、地域の小中学校に通っている障がいをお持ちの子ども

を持つ保護者の方には、残念ながら我々の声というのが行き届いていないというのが

現状だと思っています。職員も地域の学校に出かけていって、先生や保護者の方にお

話をさせていただくのですが、このように情報を常に広く出しながら、また共有しな

がら今後の子どもたちの進む道を少しでもイメージしていただいて、それに向けての

準備といいますか、心構えといいますか、そういうものを含めて拡げていけたらと考

えております。 

（会長） 

児童がサービスを使う時に気になるのが、放課後児童ディの中身です。ご本人の発達

や自立に向けてその放課後デイサービスがどういうプログラムを提供しているのか。

それと、学校が作る個別の教育計画との整合性はどうか。すごく大事な時期にきてい

ます。 

（副議長） 

幸いにも療育部会、事業所部会、相談支援部会があって、いつか拡大部会的な形でお

互いが情報交換できる機会を作っていただいたらどうでしょうか。先ほど、先生が言
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われたように、ずっと将来に渡って継続的な支援がされるということが非常に大事だ

と思います。その意味では、保護者の方、施設の方、当事者、相談支援や計画の担当

者も入り、きちんと情報共有する。このような場が出来るといいなあと思います。 

（委員） 

私は小学校の校長をしています。小学校の子ども達が将来どうなるかというのは、学

校の教員の指導・支援にかかっている訳です。私の学校には、つばさ学園から来てい

ただいた先生がおりますので、この先生を中心に連携をとり、先を見据えた特別支援

の指導を徹底しています。しかし、市内の小中学校が全てそうであるかというとなか

なかそこまで徹底されていないというのが現実です。今の話を聞かせていただいて、

校長会の中でも進めていかなければならないと思いました。教員がどう支援するかに

よって、親御さんの意識が変わってきます。地域での子どもの支援も変わってきます。

日々の各学校現場の校内研修や職員研修の中でのつばさ学園さんとの連携。現在つば

さ学園に通ってみえる子ども達と小・中学校の特別支援学級の子ども達との繋ぎが大

事になってきます。 

（会長） 

西宮市の場合は子ども部会というのですが、この部会は研修をしっかりとしています。

特別支援コーディネーター、高等部の先生、福祉サービスの関係者、行政の関係者と

親御さんが全部入られて、親御さんの思いやニーズを理解してもらえるように、年に

数回合同で研修会をしています。学校の先生方も放課後デイサービスは何をしている

のか。学校のプログラムとどんな関係があるのか等関心をもたれて、両方が意識を高

めていい支援が出来るような体制のしくみを市と教育委員会で検討していただけたら

なあと思います。 

（委員） 

制度に関してなのですが、伊賀市内で就労移行支援事業をさせていただいている事業

所は、私どもの法人ともう一箇所の計２箇所です。私は今後、障害者就業・生活支援

センターは段々無くなり、その機能が就労移行支援事業の中に統合されていって個別

給付になっていくという理解をしています。そういう前提で、現在、伊賀市は学校卒

業後、市が認めたらすぐにＢ型を使えるということになっていて、これも暫定的にと

いうことで、平成２６年末までという話になっていると思います。その後は学校を卒

業してすぐにＢ型に行きたい人は、どこかでアセスメントをしてもらわなければなり

ません。このような状況の中で、就労移行支援事業の役割がとても大きくなってくる

のではないかと思っています。学校を卒業したが、一般就労が難しい。でも就労とい

う部分でＢ型へ行きたいという方がたくさんいらっしゃると思いますし、Ｂ型の事業

所はたくさんありますが、就労移行の「アセンスメントをする」という部分に比重が

おかれてくるのではないかと思いますので、どこかの部会でアセスメントを検討して

いただけたらありがたいと思います。もう一つ、ショートステイをする場所がとても

少なくて、伊賀市の方は、育成園さんにお世話にならなければならない。親御さんも

送迎しなければならないので大変という中では、伊賀市の中でショートステイをする

場所がやはり必要なのではないかなあと思います。１０年程前に、スウェーデンに行

った時に、スウェーデンではショートステイの専門の施設があって、そこは登録型で
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す。登録型でいつも空いていて緊急でない時もショートステイが出来て、大変羨まし

いなあと思ったのですが、ショートステイの機能を、どこに、どんなふうに作ってい

くのかという部分もどこかの部会でお話をしていただけたらなあと思います。生活に

関わってという部分について話をする部会が明確ではないので、生活介護の部分もそ

うですけど、少し就労に偏り過ぎているかなと思う部分もあるので、２５年度につい

ては何かご検討いただけたらなあと思います。 

（会長） 

生活部会が無いですね。他市では生活部会といいますか、暮らし部会等で議論してい

るところが多いですね。ショートは経営的に非常に難しくなりますので、ベットを空

けていられない。虐待のケースでは、市が１ベットキープするとか緊急の場合どのよ

うに対応するのかという問題について、議論出来る場を設けられたらどうかなあと思

います。 

（委員） 

現在、うちの施設でも高齢化する障がい者に対する対応、特に６５歳以上になると制

度が変わるのでその対応がかなり厳しいという状況があります。障がいのサービスで

受けていたサービスが介護では受けられないという現状です。入所の際も介護度でい

きますので、今までいろいろなサービスを使っていた人が、使えないという状況が発

生します。 

（会長） 

暮らし部会という形で設定して、高齢の方の生活のことを考えてみてほしいです。そ

れから、例えば、入所や通所で６５歳を超えた方についての市の対応というのは、基

本的にはそのご本人が障がいのニーズがあってそれが適切であるという場合には、た

とえ６５歳を超えても入所も通所もサービスが使えていると判断してよろしいですね。 

（事務局） 

市としましては、６５歳になられた時点で一旦介護認定の審査を受けていただきます。

そして、要支援や要介護の区分が出た方につきましては介護保険に移っていただきま

すが、出ない方につきましては、そのまま障がい福祉サービスを使っていただいてい

ます。ただ、障がい程度区分から介護保険の要介護に移った時に、介護保険の方がそ

の区分が厳しいというのが現実的にございます。実際、障がいの方で受けていたサー

ビスが受けられない。量が減ったという事が現実問題としてあるのです。サービスの

数が減って本人さんが福祉サービスで生活を続けていくのに支障が出るという場合は、

障がい福祉サービスも併給しています。原則は、介護保険の制度に沿ってサービスを

受けていただき、障がいのサービスは終了していただくというのを基本に、個々のケ

ースについては個別の対応をしているというような状況です。 

（会長） 

難しい問題ですね。ただ、臨機応変に進めていただきたい。 

（事務局） 

精神障がいや知的障がいで、介護保険で反映されない部分の障がいのためにサービス

が必要という場合に障がい福祉サービスも継続していただくという事です。 

（委員） 
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この６５歳問題については、伊賀市さんは個々に配慮し、対応していただいていると

いうような状況です。６５歳になったら、Ｂ型利用者をどうするのかというような話

もありますけれども、６５歳になってもご本人の状態やご希望を全体に勘案して必要

であれば受給者証を出していただいているということで、ご本人さんを中心にご判断

いただいているということで私達は喜んでおります。ただ、障がい福祉サービスと介

護サービスの狭間の６５歳以上の方の暮らしの問題というのは大変難しく、悩ましく

一つの方法だけではなかなか難しい大きな課題だと思っています。 

（委員） 

６５歳以上の件は、どこの法人さんも抱えている問題ではないかと思います。障がい

で使えたサービスが介護サービスでは極端に減って、その結果、事業所としてどうす

るのかというと、独自の支出をしなければならないという状況で、非常に運営上は難

しいという事が分かりました。やはり、年齢に関わり無くというか、その人のライフ

ステージ、その人の望むライフステージをしっかり応援していけるような施設作りが

伊賀市で出来たらなあと思っています。 

 

事項２ 第２次伊賀市障がい者福祉計画の平成２５年度計画について 

【第２次伊賀市障がい者福祉計画 平成２５年度事業計画シート】 

（会長） 

もう一つ、議題がありますので次の議題に移ります。事務局、説明をお願いします。 

（事務局） 

昨年度の庁内推進委員会で、指標並びに目標値を適切なものに見直してはどうかとい

う意見が出ましたので、それに基づいて指標等を見直した部分についてのみ説明をさ

せていただきます。（変更部分についてはセルに色をつけてあります） 

 シートの説明。 

 

（副議長） 

目標値を変更された点について、部会での議論を経ずにされていますが、出来れば部

会での議論をされた方がより現実的な目標値が出来るのではないかと思います。「チラ

シの配布数」より「参加者数」ではないかなあと思う点もありますのでぜひご検討い

ただきたいと思います。それから、最も大きな問題としては、計画相談について、伊

賀市としてはどうするのかというのをぜひご議論いただきたい。 

前回も若干出ていたのですが、伊賀市で７００～８００件の計画相談を達成すること

は無理です。ならばどうするのか。国も県も達成するといっています。ぜひご議論い

ただきたい。 

(委員) 

「Ｈ２４年度伊賀市障がい者相談支援センター相談件数」という資料を見て、総計で

７千件を超える数字があがっています。先ほどの計画相談とも関わりますが、年間こ

れほど相談があるということは、セーフティネットという意味づけが出来ます。これ

が無かったらどこへ持っていくのか、誰に言うのか、結局何も言えずに終わってしま

う。ですから、セーフティネットを確立していくためにも相談件数がどんどん増えて
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相談体制が増えるという事は大事だと思うのです。何人相談員の方が座っているのか

わかりませんが、おそらく電話が鳴りっぱなしというのでしたら、本当に相談に応え、

対応できるのかなあと思います。そういう意味では、相談体制をきちんと見直す。体

制そのものを、あるいは職員の数そのものも見直していく必要があるのではないかな

あと感じました。 

（事務局） 

今は、４名の相談員が対応しています。電話や訪問でかなりの件数を一人ずつ持って

いただいています。計画相談が始まる以前から伊賀市の障がい者相談支援センターで

はサービス調整ということで、相談員さんが計画相談を作っています。そのようなサ

ービス調整や計画相談の数がこの数になっています。順調に特定相談支援事業所が増

えましたらサービス調整がそちらにいきますので、市の相談支援センターは、もう少

し生活に密着したサービス以外の相談に重点を置けるのではないかと思っています。 

（副会長） 

計画相談の深刻さというものをもう少し説明させていただきます。現在、伊賀市内で

４名の担当者、ケアマネージャーがいるとお考えください。国では３年後までに計画

を全部作り終えなさい。それ以降はサービス提供をケアマネージャーが管理していく。

計画が出来上がっていなければ、サービスが利用できませんよというふうな仕組みに

なっています。これでは、障がいをお持ちの方々が、安心して暮らせるということに

ならないわけです。タイムリミットは３年です。その間に７００件なり８００件なり

の計画を作り終えられるのか。都道府県によって対応は違い、完全に諦めている県も

あるのですが、三重県は達成すると言っている。伊賀市として本当にどうするのか、

そのあたりをご議論いただきたい。ちなみに、今は７０件ぐらいしか出来上がってい

ません。モニタリングはずっと追加されますから、これは無理ですね。 

（会長） 

今、副会長から問題提起がありました。こうして見ていますと、一つは国の制度設計

ミスだと思います。いわゆる基幹型というしくみが作られていますが、基幹相談支援

というしくみは、財政的な担保の無いしくみです。また、委託相談支援事業というの

もよく分からないしくみになっています。そうすると、国が明確に予算をつけるとい

っているのは、特定相談支援事業だけです。これは、基本相談支援と計画相談支援の

いずれも行う事になっています。一方で、地域移行と地域定着を行う、一般相談支援

事業。どこの市町村も同じで、特定相談支援事業所をどのように育てていくのかとい

う課題を抱えています。これについては、市、地域自立支援協議会、事業所さんとで

真剣な議論をしていかなければならない時期に来ているのではないかと思います。 

（事務局） 

今、委員さんが言われたように約７００名の利用者に対して計画相談支援は全く足り

ない状況です。前回の地域自立支援協議会でもご議論いただきましたが、特定相談支

援事業所が増えない理由というのが、国の単価や仕組みの部分の問題であり、事業所

さんがなかなか踏み出せないという現状があります。このような中で、国は現段階で

も全ての方に計画相談をということで、一方的な指示を出している状況なのですが、

計画相談の質をどの程度保っていくのかという点で、件数は変わってきます。薄っぺ
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らい計画で数だけこなして、モニタリングもほどほどにしていけばよいのか。相談支

援部会の中では、やるからには一人ずつの計画もしっかり目標を立てて、モニタリン

グもしっかりやっていくという方向性で進んできています。しかし、それでは数がな

かなか増えていかないということで、ジレンマな状況になっています。この現場の状

況、進まない理由というのをしっかりと県や国に訴えていくという事も重要な部分で

あると思います。各自治体の状況も調査しながら、伊賀市としてはしっかり県に訴え

ていかなければならないという議論をしています。 

（会長） 

三重県がそういう方針を出されたというのは少し不思議です。兵庫県も大阪府も完全

に諦めているような雰囲気ですね。出来ないから延長してほしいという要望書を出し

ています。政令指定都市は全部要望書を出しています。大阪府も障がい者の数が多い

し、安易に計画を立てられない。実は、最初のアセスメントが大変で、最初に立てる

計画はあまり精度の高いものは出来ないです。特定相談支援事業所が入って、自分の

事業所以外のサービスについてはあまり理解せずに計画してしまうので。モニタリン

グの中で、ご本人のニーズに合っているか、福祉サービスがうまく使えているか等を

見ながら中身を変えていかなければなりませんので、大変な状況です。介護保険は毎

月モニタリングをしますが、介護保険は要介護認定が決まれば使えるサービスが非常

に分かりやすい。しかし、障がい者の方は幅広いニーズがあり年齢も様々で、ご本人

の想いとご家族の想いの違いというのが、介護保険と比べて大きい事があります。ケ

アマネージャーさんや相談支援員さんは、本人の想いを聞き取るだけでも大変という

状況です。また、精神の場合はモニタリングが大変という状況がありまして、本人中

心の支援というのは大変だなあと思います。 

（委員） 

私の法人も特定相談をさせていただいていますので今後の事については副会長さんと

同じで、伊賀市としての方向性を明確に出していただけるように、話し合いをさせて

いただきたいと思っています。この部分は、施設経営や事業所経営に関わってくる部

分ですので、多分相談員だけで話をしても答えは出ないと思いますので、法人の経営

を担当している者も入らせていただいた上で、いろいろな議論をさせていただけたら

ありがたいと思います。もう一つ、先ほど会長さんがおっしゃられた意見に賛成で、

一番最初に作る計画に時間がかかり過ぎだと思っています。最初に作る計画は、事業

所を利用されて、福祉サービスを利用されている方であれば、ある程度は作れると思

います。基本はどこを使う、とりあえず１回使ってみる、というような感じで、次の

モニタリングをしながら計画をもう一度組み立てていくというようなシステムにしな

ければなかなか進んでいかない。このように最初の入口をもう少し簡潔にして、その

後のモニタリングの部分で組み立て直すというようなシステムのあり方についても検

討するべきではないかなあと思います。 

（副会長） 

実は、介護保険のケアマネジメントもそういうやり方なんですね。最初ご本人の状態

がわからないので、ご本人の同意を得ておおよそこれぐらいのプランでいけるのでは

ないかというようなプランにして、モニタリングをして修正をし、本来の姿にあわせ
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ていくというやり方が合理的だと思います。 

（委員） 

相談支援で、就労支援の推進というところで、障がい者地域自立支援協議会就労（事

業所）部会において、就労支援事業所の作業確保について検討しますという計画を入

れていただいてありますが、伊賀市内の障がい福祉サービス事業所のＡ型、Ｂ型は、

全国平均と比べるとかなり工賃が高いです。しかし、Ｂ型の事業所さんの中には、障

がいの重い方たちを抱えて委託作業をしているところがたくさんあります。作業の確

保については、民需を促進するというよりも、優先調達法等の計画もあると思います

ので、伊賀市としては官公需における作業の確保という事で検討していただきたいと

思います。事業所独自で高い工賃を出しているところもたくさんある中で、生産性の

低い方達がＢ型を利用していただいているところに官公需の仕事が流れるような形を

作っていただければ、全体的に平均して底上げになるのではないか。そして、安定的

な作業の確保にもなるのではないかと思いますのでご検討いただければと思います。 

（事務局） 

官庁の方で需要を増やしていくという件につきましては、伊賀市の方針を作りまして、

ホームページにもアップさせていただいています。今年の初めに市内の各事業所さん

にご協力いただいてどのような製品が販売できるのか。また役務をしていただけるの

かという調査をさせていただきました。今後は、事業所さんの方でもこんな事が出来

るというような情報提供をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

（委員） 

私も、老人関係で支援事業所をしていますが元々赤字です。障がいの場合はそれに輪

をかけた赤字というのがもう見えています。経営者的な立場から言えば、正直、特定

相談支援事業所をするという気持ちにはなれません。その業務内容からある程度仕事

を任せられる中堅以上の職員をということになると、それだけで人件費が高くなると

いうことですから。 

（会長） 

本当に、事業者にとってこの特定相談支援は何のメリットもないので、参加する気が

起こらないというのはあるかもしれません。一方で少し危ないところも出てきていま

す。国が「しなさい」と言ったから「やります」という事で、民間が１００、２００

やりますと。つまり、マニュアルを作ってあり、パッとモニタリングをして決まった

形で計画を出してくる。本人の事なんて何も考えていない。ただそれは出さざるを得

ないという状況があるからで、非常に楽な危ない事をするところがはびこってくる可

能性も出てきているというのは事実です。西宮市ではそういう危ない事業所は基幹型

がチェックしてしまいますので、他の市でやろうという事になる。だから、先ほどか

ら言われているように、初めはこなせる程度の件数にしてノウハウを身に着けて、高

いレベルで解決してもらえるようなトレーニングをしてもらえたらいいと思います。 

（副会長） 

関連して、今、私、相談支援従事者の指導者研修の復命書を持っているのですが、そ

の中で専門家がこんな事を言っています。「モニタリング期間については、状況が変わ

ればその都度入れていくことが可能」、「地域定着支援が対象になる人もいるはずで支
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給決定をしてもらうように」と書いてあります。サービス利用計画案を立てるときに、

事業所さんが書いたモニタリングの回数等を受け取るかどうかというのは市の判断で

す。必要であれば、モニタリングの回数等もそれなりに設定できるという事です。 

 

事項３ その他 

（事務局：部長） 

就労支援について、市として優先調達法という部分の中で、当事者の方にマッチング

した仕事の内容について、多種多様な職種を検討していきたいと思います。次に、シ

ョートスティについては、今は育成園さんにお世話になっているという実情の中で市

としての使命ということになると、限界が生じてきています。そういった部分ではや

はり事業所さんにお願いしたいと思うのですが、市としてそれなりの支援という部分

について検討していくべきだろうと考えています。次に、６５歳以上の方の介護保険

への移行について、当事者の方の判断能力をサポート出来る様に考えていきたいと考

えています。 

（委員） 

私の知り合いに障がいのある子どもさんがいます。今、小学校に通っています。先ほ

どつばさ学園の先生が言われたように、普通の小学校の特別支援学級に障がいのある

子がいる場合もありますし、障がいのある子とどう接してくのかという事を小さい頃

から学んでいくキャリア教育というのもとても大事だなあと思いました。また、療育

部会で保護者の参画をしていけば、子どもの生涯の事を考え、イメージ出来る保護者

になってもらえるのではないかと感じました。 

（会長） 

地域自立支援協議会の専門部会にも参画、参加していただければと思います。 

（事務局） 

本日はどうもありがとうございました。今日いただきました貴重なご意見は、障がい

者福祉計画等の推進に反映させていただきたいと思いますのでご協力をよろしくお願

いいたします。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


