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令和２年度（2020 年度）第２回 日高圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会

及び障害者差別解消支援地域協議会 議事録

日 時 令和２年（2020 年）９月２９日（火） １３時３０分～１６時００分

場 所 日高振興局４階講堂

出席者 別添「出席者名簿」のとおり

議 題 １ 障がい福祉計画の進捗状況について（協議）

２ 自立支援協議会の開催状況及び地域課題について（協議）

３ 日高圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会の取組について

議 事

（開会）

１ 障がい福祉計画（※１）の進捗状況について（協議）

野口推進員

今回、委員のほか、各町の担当者にも参集いただき、開催した理由として、１つは、今年度は第６期

障がい福祉計画の策定年度であることから、各町の取組等の情報を共有する場とするためです。

２つ目は、これまで地域づくり委員会は、道の条例に基づき、圏域ごとに、障がい者の暮らしにくさ

等を解決する目的として開催してきましたが、これまで町の自立支援協議会との連携が不十分であった

ことから、今回、本委員会を知っていただくため参加をお願いした次第です。

地域づくり委員会と各町の自立支援協議会が密に連携を図り、日高圏域の障がい福祉に係る課題等の

解決にむけ、取り組んでいきたい。

○ 障がい福祉計画策定に係るアンケート対象となる方、実施方法等について

平取町

町内で障がい福祉サービスを利用している方、日常生活用具等を申請されている方を対象とした。郵

送で実施。施設利用者は、施設職員の協力を得て回収した。回収率は７０％満たない程度。現在、回収

作業を行っているところ。

新冠町

障がい者・児で、調査項目を分けて実施。障がい福祉サービス利用者、障がい者手帳を持っている方

が対象。障がい者の方で、障がい福祉サービスを利用されている方については、その事業所にアンケー

トを送付し、集計をお願いした。回収率が、障がい者の方が７２％、児の方が５７％、合わせて６４％。

障がい福祉サービス利用者からは事業所を通じて回収しているため、回収率は良いが、在宅でサービス

利用していない方は、回収率が低かったので、ニーズをどのように拾い上げていくかが今後の課題。
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新ひだか町

障がい福祉サービス利用者、障がい者手帳をもっている方、精神障がいを持っている方は手帳を持っ

ていなくても自立支援の受給者証を所持している方も対象としている。障がい児は、障害手帳の有無に

かかわらず、通所サービスを利用している方も対象。６５歳以上の方は介護保険が優先されることから、

福祉サービスを利用されている方等を抜粋してアンケート対象とした。アンケートは、各個人、各住民

票の登録地に郵送した。返信用封筒もしくは窓口に持参してもらう。あくまで、町に在住している方に

限り、実施。回収率はアンケートの期限がまだなので、３０％程度。

○ アンケートを実施する上での障がい特性（知的・視覚）、一人暮らしの方への配慮について

新ひだか町

アンケートの実施前に、各障がい福祉サービス事業所に対して、知的障がいを持っている方等からア

ンケートに関することで相談があった際の協力依頼にかかる周知をした。

新冠町

全盲の方に対しては、自宅に訪問して聞き取りを行った。

平取町

町内にも視覚障がいを持った方がいるが、在宅で、家族がいるので、家族から回答をいただいている。

○ アンケートの実施について

浦河町

アンケートは実施する予定。これから、どのような内容で行うか、検討中。アンケートのやり方につ

いては、過去の障がい福祉計画策定時の書類を参考とする。

野口推進員

ニーズ調査を実施する予定がない様似町は個別に、相談支援事業所等からニーズをくみ取ることを考

えているか。

様似町

委託している相談支援事業所ういず、社会福祉協議会からのニーズを調査することを考えている。

○ そのほか

野口推進員

奥村委員は、相談支援をやっていて、障がいを持っている方の生活のしづらさ、働きにくさといった

声を直接聞くことはあると思うが、そういった場合は自立支援協議会にあげるのか。

奥村委員

地域課題等があれば、各町に随時相談している。逆に、町で把握している内容があれば、相談支援事



3

業所で動けるので、情報提供してほしい。

野口推進員

役場の人が障がいのある方に歩み寄り、声を聞いてくれることも大事ですし、障がいのある方が自分

たちの声を聞いてほしい時に拾い上げることも大事なので、そういう機会が作れたら良いと思っている。

それが、自立支援協議会の場だと思うので、協議会を活性化していただきたい。

福祉サービスの有無では解決できない地域課題がたくさんあると思う。障がい福祉サービスを利用し

ている方は、事業所の職員に訴えることが多いかと思うが、利用していない方の声をどうやって拾い上

げていくかを考えたとき、福祉担当だけではなく地域全体で取り組むことが必要だと思う。

２ 自立支援協議会（※２）の開催状況及び地域課題について（協議）

野口推進員

新ひだか町、平取町、新冠町は、自立支援協議会と計画策定委員会を別に設置していると思いますが

が、委員は同じ方なのか。

新ひだか町

協議会と委員にあわせてお願いしている。

平取町

同じです。

新冠町

両方の委員会の委員を務めている方も１名いるが、他は別の方。

○ 重度心身障がい医療的ケア児（※３）について

野口推進員

新冠町では、自立支援協議会に医療的ケア児支援のための協議の場の機能を位置づけていくとされて

いるが、これは協議会の中で議題として上がったのか。

新冠町

もともと、第５期障がい福祉計画の中に医療的ケア児の協議の場の機能を設置することを含めていた。

また、町内に重度の医療的ケアが必要なお子さんがいることから、協議会に機能を位置づけ、令和２年

３月に実施する予定であったが、新型コロナの影響で急遽中止した。今年度は、改めて議題として進め

ていく。関係者間で情報を共有し、障がい福祉サービスの利用の要望があった場合に、すぐに提供でき

るよう体制を取っておきたい。
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○ 自立支援協議会の委員について

野口推進員

各町によって協議会の委員の数の違いがあるが、何か理由があるのか。

新ひだか町

自立支援協議会において、部会を３つ（就労、子ども、地域資源）設けている。部会ごとに委員を設

けていることから、他町より構成人数が多いのかと。アドバイザーとして相談員に入ってもらっている。

野口推進員

自立支援協議会への当事者やその家族の参画の有無によって、進め方に配慮が必要となる。話し合い

をするにあたって、訴えを聞く方法も含めて、差別解消に向けて良い取組だと思う。

当事者や家族を委員に入れている町が多いが、平取町は当事者やその家族を委員に含めていないのか。

平取町

自立支援協議会の委員に、障害者支援施設すずらんの父母会という団体が入っているので、施設利用

者の家族から意見は聞いている。

野口推進員

地域課題を障がい福祉計画にのせるにあたっては、各町の自立支援協議会のほか、地域づくり委員会

を活用していってほしい。

○ 地域課題の把握等について

野口推進員

各町が捉えている地域課題についてはどのように把握されたのか。福祉計画への反映をどのように考

えているか。また、障がい福祉担当だけでは解決できない問題は関係機関とどう対応しているのか。

新ひだか町

多くは、相談支援事業所、役場窓口、各事業所に寄せられる苦情などを課題として捉えている。

公共交通に関して、バス、ハイヤーの利用の不足部分の対応については資源不足。三石地区から静内

地区に利用されているケースの場合、自家用車や公共交通のいずれかになり、利用しづらい状況ではあ

るが、すぐには解決が難しい。

また、児童に関する相談が多く、不登校や預かりに関する機関がないことがあげられる。２町が合併

したことにより、１つの地域に資源が集中してしまっており、その対応が難しい。

関係機関との連携については、各関係機関の方が自立支援協議会の委員になっていることから、そこ

で意見を聴取してから、事業所等に相談していくことになる。
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様似町

町内でサービス提供できる資源がない、という地域課題は、新規事業者に立ち上げていただくか、既

存の事業所に立ち上げを依頼するしかないが、新規事業者の相談もなく、難しい。障がい福祉計画への

反映より上位の地域福祉計画のほうで練っていく内容ではないかと考えている。

新冠町

３点、地域課題を挙げているが、まず１点目、介護の人材不足は、事業所からの相談があり、町では、

介護職員の初任者研修の助成事業などの対応を行っている。

２点目、重度の医療的ケア児が利用できる障がい福祉サービス等の社会資源が少ないことについては、

近々の課題となっており、まず、障がい福祉サービスを提供していくことが一番の課題となるが、今後、

進学といった部分で教育委員会との連携等が必要となっていくのかと思われる。こういった内容につい

ては、第６期障がい福祉計画に含めていくことになる。

現実には、障がい福祉計画に医療的ケア児の整備、児童発達支援センターの設置、これに代わるもの

とした市町村中核子ども発達支援センターを設置して可とする指針も出ていることから、あおぞらに中

核発達支援センターを検討している。

３点目の透析患者の増加による通院対応や遠方から日中活動サービスに通う障がい者の送迎対応等、

障がい福祉サービスの交通手段の確保については、アンケートで保護者の方より対応の要望があった。

保護者の負担となっていることから、今後の課題としている。これについては、町として移送サービス、

福祉ハイヤー、福祉有償運送などのサービスで対応。

野口推進員

医療患者、透析患者など移動が必要な方は、各町にいて、悩む問題ですよね。車イスの方は道南バス

を利用できないですし、養護学校の送迎とかも親御さんの負担が大きくある。放課後等デイサービスを

利用するにも親が送迎しないといけないことがある。

えりも町

地域課題は、個々の事例を窓口対応時、障害区分認定調査などの訪問時に話を聞く中で把握する。

町内にサービスを提供できる資源がないことについて、新規立ち上げや既存事業所に依頼するなど、

具体化するにはハードルが高く、困っている。担当だけでは解決できない問題かと。各事業所は人材不

足であり、現状維持も難しい。

平取町

課題は、自立支援協議会で相談支援事業所から出てくる。

１つは、町内でサービスを受けられる場所が限られる。就労場所がない。２つめは、元気な重度の方、

視覚障がいの方が入れる施設がなく、相談支援事業所が苦労されている。

もし、施設を建てるとなると、町の総合計画で議論することになるのかと。建設となると、場所も問

題となるが、人材不足が大きな課題になる。小さな町となると、人が来てくれない。
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浦河町

重症心身障がい者の日中活動の場の提供については、重症心身障がい児が安心して暮らしていくため

の要望書が町村会、期成会から道・国に要望を出していることから、町としてそのような課題があると

当時から認識している。

町内には身体・知的・精神、３つの施設があり、相談支援事業所もある。重度の障がいのある方を対

象とした事業所ができるとしたら、障がい福祉計画に反映する必要がある。介護する方の苦労さという

のは、行政側も分かっているが、実際どのように解決していくかは各町、苦労されていると思う。財政

面、場所の問題がある。町、事業所の連携が必要となっていく。

野口推進員

日高管内の事業所は数的にはあるほうかなと思うが、居宅介護は障がいの種別が限定できるため、結

局、利用者にとっては使いたいサービスがない、放課後等デイサービスを月１回しか利用できない、と

いうことが実際におきている。送迎が無いから使えないというギャップをどう埋めていくかが問題とな

る。

石黒地域づくりコーディネーター

各町の状況を聞き取っている。人材の問題は共通の課題。福祉現場は特に苦労。１つの町では、なか

なか解決できないことは、広域単位で解決を模索していくになるのかと。今後も地域づくりコーディネ

ーターとして各町の担当と関わり、必要な情報を提供し、サポートしていきたい。

奥村氏 北海道重症心身障がい児者を守る会 日高地域（※４）（傍聴者）

重度障がいの息子がいます。北海道重症心身障がい児者を守る会の日高地域には10名ほどの母親達が、

子ども達が生まれ育った地域で生涯を通して安心して豊かな生活を送れるよう、いろいろな活動してき

た。その中で、子ども達が学校を卒業して、親たちが還暦をむかえるような歳になり、今後どうしたら

よいかという問題があがった。

これまでは、施設入所が難しいと言われてきたため在宅で介助してきたが、親亡きあと、どうするの

かというのが大きな課題となり、平成 30年に町村会にまわり、町長や福祉担当者にお話を聞いてもらい、

町村会・期成会から国・道に要望書を出したが、財政面の問題のほか、看護師など福祉現場の働き手の

不足により、現実にならず、１つのグループホームが建たない。

日高管内には、重症心身障害児のグループホームはなく、初めてのことだから、難しいのかもしれな

い。子ども達は、新ひだか町静内にあるデイセンター虹と多機能型事業所を利用しているので、新ひだ

か町にグループホームを作りたいと考えているが、１つの事業所、町では支えきれない問題。日高圏域

で話し合う必要がある。

石黒地域づくりコーディネーター

１つの事業者が抱える問題ではなく、日高全体の課題となるので、各町、気に留めていただきたい。

このような会議を通じて、横の繋がりを作り、新たな動きが生まれたらいいと思う。
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奥村委員

障がいの重い方の生活の場をどう提供するか、グループホーム単独となると、職員の人数の確保が難

しいということがある。１つの法人で全て担うのは、いろいろな面で厳しいので、日高管内各法人が連

携していく必要があると考える。

野口推進員

冠婚葬祭、親が病気になるなど緊急性が高いときでも利用が難しいといった声を聞く。サービスを使

いながら少しずつ地域に慣れていくといったこともできないまま時が流れていくのに、親は焦りを感じ

ると思う。なにがあれば課題解決できるか、福祉人材の確保と財源か。

郷家委員

人口が少ない町は、施設がない等ハード面が問題になってくるかと。同じ課題であっても町の状況が

異なるので、同じ対応はできないと思う。人材の確保や施設の整備などハード面はどうしようもないか

ら、移動面がある程度解消できればいいのだが。家庭で送迎するとなると、冬は難しいと聞く。日高地

域でも差が出ていると感じた。

向谷地委員

障がいを持っていても、各地域で生活し、働き、人の役に立ちたい、と思っている。自立支援協議会

や地域づくり委員会の役割は、障がい者自体が主体となるために、どう応援できるかだと思う。

障がい者が暮らしやすくするためには、人づくり・町づくりをコツコツと取組をやっていくと、その

町で育った子ども達が、その町の福祉に関わって働きたいと思う人材が生まれるのではないか。

浦河べてるの家でも、地域社会、広域的な取組を惜しみなくやっていきたい。

障がい者にとって、常に意識していることは、災害時にきちんと避難し、地域の方と一緒に避難生活

できるかです。避難訓練をして、日々模索して生活している。１０月９日の浦河町の自立支援協議会で

そういった話もできたらいいと考えている。

野口推進員

コツコツと日々の積み重ねが資源になっていく。障がいを持つ子の親であるが、福祉制度にかかわら

ず、地域で暮らせる、安心できることが大事。地域づくりが重要と感じる。

可能であれば、地域づくり委員会の委員の方を各町の自立支援協議会の構成委員に入れていただけた

らと思います。協議会でどういった議題を挙げているかを、日高管内で情報を共有し合うことができる

ようになる。

各町に参集いただいき、地域づくり委員との意見交換会を行ったのは、日高管内にとっては、初めて

の取組だと思う。本来、繋がっていなければならなった。今後も、暮らしにくさを抱える方達の声に耳

を傾けられたらいいなと思う。

和田オブザーバー
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第１回地域づくり委員会で、このような場を設けたら良いのではと提案させていただいた。

今回は、各町の問題課題を伺うことができ、一歩前進になったと思う。協議会で各町との情報共有し

ていき、横の繋がりをもって、日高管内に地域格差がなくなっていくと良い。

奥村さんからお話いただいた問題については、地域課題として、地域づくり委員会本部に挙げてもい

いのではないか。

３ 障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会の取組

事務局（大谷主事）

地域づくり委員会は、道内１４振興局で運営しています。協議する内容は、障がいに関する困りごと

について、相談・申立があれば、委員会で当事者間の調整を行い、問題解決を図ります。

ただ、日高管内では、申立の実績がないため、実際には、委員から挙げられた地域課題や、これから

説明する委員会独自の取組についての協議を行っています。

日高独自で、３本の矢という取組を継続してきました。これは 28 年度に委員から、障がいのある方々

への理解が進んでいない、という意見が挙げられたことを踏まえ、障がいのある方と、地域住民との相

互理解を深めることを目的とした３つの取組を指します。具体的には、「障がいの見える化」、「情報ネッ

トワーク」、「コミュニケーションボード」の３つのツールです。

まず、障がいの見える化は、手助けを受けたい側が、誰に声を掛けたら良いか判らない時のサインと

して作成しました。ヘルプマークと異なるのは、手助けをする側もサインを表示する点で、障がいの見

える化によって、声をかける側のためらいが少しでもなくなったら、と思っています。

なお、現在、浦河べてるの家において、キーホルダーを制作・販売していただいております。

次に、情報ネットワークは、支援者や行政などが行う研修会などのイベント情報を、アドレスを登録

した方に配信し、地域の交流を活発化させることを目的としたツールです。登録数は、個人と職場で重

複して登録している方もいますが、現在、日高管内の事業所や医療機関など約７０件です。もし、日高

管内で周知したい情報がありましたら、是非、情報ネットワークを活用ください。

コミュニケーションボードは、会話が苦手な方がボードのイラストを指すことで、コミュニケーショ

ンを図りやすくするツールです。これまで、印刷した物を、浦河町内のお店などに配布して、利用依頼

していましたが、より多くの方に知ってもらい、活用してもらうため、デジタル版を配信し、スマート

フォンなど携帯端末でも利用できるようにします。10 月 1 日から振興局のホームページに掲載します。

最後に、手話出前講座ですが、これは、３０年度から行っており、聴覚障がいへの理解・知識を深め

てもらうことを目的としています。今年度も昨年に引き続き、浦河高校と、赤十字看護専門学校の２校

を訪問し、ユニバーサルデザインについての説明や、ゲームを交えて手話を体験してもらう予定。

（閉会）

（補足説明）

※１ 障がい福祉計画（市町村障害福祉計画）

障害者総合支援法第８８条において、市町村が、障がい福祉サービス等の提供体制に係る目標や
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サービスの見込量などについて定めなければならないとされているもの。作成するにあたり、あら

かじめ住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされている。

※２ 自立支援協議会

障害者総合支援法第８９条の３において、各自治体で障害者等への支援体制の整備を図るため、

関係団体、障がい者及びその家族、福祉・医療・教育・雇用に関する事業所など関係機関で構成し

た協議会を設置するよう努めなければならないとされているもの。

協議会では、地域における障がい者等への支援体制に関する課題について情報共有し、関係機関

の連携の緊密化を図り、地域の実情に応じた体制の整備について協議する。

また、同法第８８条第３項第９号には、市町村障害福祉計画を定め、また、変更するときは、あ

らかじめ協議会の意見を聴くよう努めなければならないとされている。

※３ 重度心身障がい児、医療的ケア

重度心身障がい児とは、医学的な診断名ではなく、児童福祉法第７条第２項において「重度の知

的障害及び重度の肢体不自由が重複した状態の児童」と規定。国において明確な判定基準はないが、

一般的に大島の分類という方法をもちいて判断されている。

医療的ケアとは、日常生活を営むために医療を要する状態の人に対して、医師や看護師、家族な

どが行う経管栄養、たん吸引などの行為をいう。

※４ 北海道重症心身障がい児（者）を守る会 日高地区

（経過）

・平成 25 年６月

北海道重症心身障害児（者）を守る会 日高地域(以下、「守る会」という)から、管内５町に対し、①

ショートステイの開設、②ケアホームの開設、③安心して生活できる地域づくりの３点について、要望

書を提出。

・平成 28 年７月

日高町村会・日高総合開発期成会から、北海道に対して、重症心身障がい児（者）に対応できるグル

ープホームの開設、運営費等の特別加算の新設、管外へ短期入所する際の利用枠の確保、利用者及びそ

の家族の移動手段の確保・費用支援の充実、介護福祉職員の養成・処遇改善について、要望書を提出。

・平成 30 年 5 月

「北海道重症心身障害児(者)を守る会全道総会」において、社会福祉法人静内ペテカリが全体講演を

担当し、グループホーム新設に向けたプロジェクトチームの取組が紹介される。

・平成 30 年７月

守る会、北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課、日高振興局保健環境部社会福祉課、管内施設

等と「日高圏域重症心身障がい児（者）意見交換会」を開催。


