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令和２年度（2020 年度）第３回

日高圏域障がい者が暮らしやすい地域づくり委員会 議事録

日 時 令和３年（2021 年）２月２６日（金） １３時３０分～１５時３０分

出席者 別添「出席者名簿」のとおり

議 題 １ 令和２年度の委員会の活動の振り返り（報告）

２ 令和３年度委員会の具体的な取組決定（協議）

（１）障がい児について （４）権利擁護について

（２）福祉人材について （５）障がい者の就労について

（３）重度心身障がいについて （６）総括

（開会）

１ 令和２年度の委員会の活動の振り返り

事務局

今年度の実績について、まず、コミュニケーションボードは、昨年 10 月からホームページに

掲載。掲載ページの月毎の閲覧数は、月平均 70 件ほど。イラストのダウンロード件数は、閲覧

数の３割以下と、非常に低いことから、掲載方法などを今一度検討していく必要があるのかと。

ただ、まだ３ヶ月分のデータしかないので、閲覧数の推移を見ながら、検討していきたい。

昨年９月 29 日に開催した委員会については、町の障がい福祉担当者に参集いただいた。参集

理由としては、今年度が障がい福祉計画の策定年度であることから、各町の担当が策定にあたっ

ての困りごとを相談する場にするとともに、委員会でこれまで挙げられた地域課題を計画に反映

してもらえるよう、情報共有するための場とした。第２回委員会は、町と初めて交流する場とな

った。今後も継続して連携を図っていきたい。

手話出前講座は、聴覚障がいを持つ当事者が講師となって、受講者と接することで、障がい者

の日常生活やコミュニケーション方法など、聴覚障がいへの理解を深める講座となっている。浦

河高等学校と浦河赤十字看護専門学校の２校で行い、計 126 名からアンケートを集計した結果、

８割の学生は手話を学ぶことが初めてで、講座内容への満足度も９割と非常に高い結果となった。

次年度は管内全体の高等学校を対象に開催を検討している。先月、高等学校に講座の実施希望

についての意向調査を行ったところ、現時点で４校から希望があった。

２ 令和３年度委員会の具体的な取組決定

野口推進員

地域づくり委員会、自立支援協議会、広域相談支援体制整備事業の役割を振り返り、具体的に

どのような取り組みができるか協議していきたい。

事務局

地域づくり委員会は、当事者からの申立に基づき、その解決を図るために情報交換や協議をす

る場となっていますが、現時点で申立がないため、委員会内で挙げられた地域課題からテーマを

設定し、取り組んでいます。

自立支援協議会は、障害者総合支援法に位置付けられ、地域課題の協議や障がい福祉計画の意

見聴取の場となっています。年１度も運営していない自治体もありますが、例えば、新ひだか町
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では、子ども、就労、地域資源といった各部会があり、活発に開催されている。今年度は、障が

い福祉計画が策定される年度なので、次年度は、計画の達成に向けて、実行・評価を行っていく

場になるかと。

広域相談支援体制整備事業は、圏域ごとに地域づくりコーディネーターを設置し、市町村の相

談支援体制の整備に向けた助言を行っていただいている。自立支援協議会を活性化する取組につ

いては、この事業と連携した仕掛けづくりを検討していけたらと考えています。

（１）障がい児について

野口推進員

自分の子が障がいを持っていて、子供が小さかった時に、地域の中に親子で行ける場所、情報

交換ができる場所がすごく欲しかった。その場所は、専門性が有るか無いかではなく、障がいを

持つ子の親である先輩達から、子育ての相談、アイデアを貰える場所。町からも課題として出て

ますが、町内に障がい児のサービスがなく、繋がる機会がとても少なかった。特別支援学級のお

母さん同士で繋がることもなかなかなくて、就学前はペテカリの発達支援センターの先生が遠く

から来てくれて、生活館での集いを細々と続けてきた。今、自分の町でいえば、認知症高齢者の

カフェなど拠り所的な場所が増えてきているので、そういう所にごちゃ混ぜに集まっても良いの

ではないかというのを自立支援協議会の中で、アイデアとして出されたらいいなと思っています。

また、地域づくり委員会で、ペアレントメンターとしての心得やどんな役割かといった研修会

を開けるのではないかと思います。

佐藤委員

第１回委員会において、小さい町なのに生活を知らない人が多い。障がい児を持つ親のフォロ

ーが必要、という意見を挙げた。推進員からは、日高町では居場所が欲しいといった意見や、専

門の機関がないといった意見がありましたが、新ひだか町をみると、障がい児の事業所ができた

ことによって、苦労のある子供がそこに集まってしまい、（コミュニティが狭くなってしまい）

子供たちの繋がりを奪っているかもしれないと思うことがあります。

最近、日高町の児童館で、時々周囲の職員が対応に困ってしまう行動を取る障がいを持ったお

子さんが利用しているケースがありまして、どのような支援を行うと良いのか教えてほしいとの

要望があり、研修会を行ってきました。児童館の職員の方々は、真剣に話を聞いてくれて、研修

終了後も、こういうふうにやってみようなどと活発な議論が展開されていました。

やはり、一般施策に繋げていくっていうことが基本であり、子ども同士の繋がりを広げていく

ためにも、簡単に放課後等デイサービスに繋げるとかじゃなくて、児童館に助言をしに行ったり、

具体的な支援策などを一緒に考えていく、発達障がいをテーマにした出前研修会の実施などでき

ると良いのではないか。

野口推進員

今の意見は、委員会よりも自立支援協議会の中で提案していった方が、地域に根づくか。

佐藤委員

自立支援協議会が動いてれば。児童館とやりとりしていると、支援学級に行っている子供は児

童館が使えない、という町もあったりする。そのような法律はないと思いますが、児童館側に余

裕がなかったり、支援の自信が持てなかったりすることがあると思う。町ごとのルールもあると
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思うので、そこに寄り添いながら議論するしかない。どっちで提案していくのが適切かは難しい。

福祉じゃなくて、放課後教室など教育でやっているところもある。福祉（児童館等）と教育（放

課後こども教室など）のどちらにもまたがる問題なので、どちらに提案していくのが適切かの判

断は難しい。

上中委員

各町だけの取組になっていて、日高東部、西部といった複数の町で話し合う場がない。各町、

社会資源は豊かではないし、簡単に作れない。各町同じような施設を作っても意味がないのに、

どうして話し合う場を作らないのかと、行政側に思う。それから、我々のようなそこで働く人間

は、そこで共通課題を見つけてやっていけば良いのでは。

奥村委員

日高東部では、障がい児のサービスが、浦河町に集中していて、様似町、えりも町で利用した

い方は距離的な問題があって、利用を控えたり、利用できる場所がない。

暮らしている場所によってサービスが極端に変わらないよう、管内全体で話ができるような場

があればいい。

駒澤委員

児童発達支援事業所は、浦河町にはまなす学園が、町立でありますが、そこは、東部３町（浦

河町、様似町、えりも町）で、共同で運営している。浦河１町での運営はなかなか難しい。

これからは、広域で共同運営できるようなものがあれば、そういった形で施設を作っていきた

いが、音頭をとるような機関がない。例えば、地域づくり委員会で音頭をとって、情報共有しな

がら、日高管内で施設を設けていくような方向性ができたらよい。

石黒地域づくりコーディネーター

私の立場で、振興局、各町の相談支援事業所の方にも同席をいただいて、年３回、各町の訪問

をしており、２月に３回目の訪問をした。

自立支援協議会の開催の頻度や仕組も含めて、各町違いがあるという話がありましたが、私も

実感している。新ひだか町であれば、３つの部会を設けて動かしているという仕組の部分で、見

習うべきという話はありました。そのほかにも、協議会では毎年テーマを変え、目的を持って開

き、それとは別に計画策定委員会を設けて、計画策定にあたる町もあります。また、協議会に新

しい社会資源の方に参画してもらおうといった動きが見え始めている町もありますが、当事者、

家族の声をいかにメンバー構成の中でくみ取るかでみると、少し心許ないなと感じる町もある。

計画策定年度だから、自立支援協議会や策定委員会を動かした、というふうに終わってはいけ

ない。計画策定年度でなくても、最低年１回、できれば複数回、開催しましょう。協議会の声は、

行政の立場にとって後押しになる、と前向きな意味合いで働きかけている。

（２）福祉人材について

向谷地委員

令和２年度の事業報告を聞いて、８割の学生が手話を学ぶことが初めて、というのが驚きだっ

たし、令和３年度希望ある学校が結構あったことは、喜ばしい。

委員として、障がい者の方々と連携して、感性が高い学校などに障がい者自身が自分の苦労、
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困っていることなどを話に行くことで、福祉に対しての興味を持っていただいたり、専門学校に

行った折には、学生が日高圏域の福祉で働いてみよう、と思えるような働きかけができるのでは

ないか。

野口推進員

例えば、中学校、高校にあるボランティアサークルで、障がいのある人と一緒に何かやってみ

る機会があることで、非常に身近になると思う。長い目で見て、地域に帰ってくる人材の育成に

なるのではないか。ボランティアサークルの実施や、認知症サポーター研修のような研修を委員

会でできるのではないか。

郷家委員

若い人が卒業後、町を出てしまうのは、町全体の問題になっているので、他の団体と連携し、

色々な民間企業と一緒に、こういう働き先が町内にありますよ、地元に残って就職しませんか、

と働きかけるのはどうか。福祉人材が足りないというのではなく、日高管内には魅力的な職場が

ありますよ、と紹介していけたら良いと思う。

野口推進員

先ほどの児童の問題も含めて、ごちゃ混ぜ感ってすごく大事だと思います。

介護人材に限ったことではなくて、担い手という点では、どの産業も危機感を感じていたり、

廃業せざるをえなかったりというところで、地域の活性化として考えていく必要がある。

（３）重度心身障がいについて

佐藤委員

重度障がいを持っている自分の子供が体調を崩した時に地元の病院で入院させてもらえますか、

といった動きはご家族自身が奮闘して、何とか繋がれているというお話を伺ったことがある。

そんな中で、今年、新型コロナウイルスの感染拡大ということがあり、この状況でご家族が体

調を崩されたら、もう手詰まりなんだなと、という気づきが自分の中に生まれた。

やはり、先ほど児童の話にも出ましたけど、複数の町で繋がって作るものと、身近な地域に必

要な生活支援は分かれると思う。

身近な地域に必要なものは、自立支援協議会でやっていくと思いますし、広域は地域づくり委

員会でやっていくと思うんですけども、まず、身近な地域で、何かしらあった時に、重度の障が

いがある方でも使えるショートステイや、医療的ケア児であれば、医療機関等と連携して預かっ

てもらえるような機関を作るっていうのは、急務なのかなって感じているところ。今もそのよう

な相談がある。

こちらもお預かりするためには体制も整えなければなりませんし、アセスメントをしなきゃい

けないので、時間がかかりますが、緊急となると、そうはいかない。やはり、そこの体制を整備

していくっていうところは、一民間の事業所ではできないことなので、地域づくり委員会から自

立支援協議会の方に働きかけて、自立支援協議会は地域生活支援拠点等を作っていくっていうこ

とを真剣に向き合わないといけないと思います。

行政の側も、制度の壁を越えてやらないと緊急時は対応できないのに、制度上、これは使えま

す、これは使えません、みたいな判断で緊急時も通常時と変わらない対応で行政が動いてしまう

と、民間としては手出しができない状況に陥ってしまうので、急務な問題かなと。
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石黒地域づくりコーディネーター

今、地域生活支援拠点等の整備は、もう国及び道の大きなフレーズになっている。

第５期の障がい福祉計画の重点方針に、拠点整備が掲げられていて、各町に訪れるときも、必

ずこのテーマを話すようにしている。ただ、どの町も単独ではなかなか難しいというのが、この

１年間通して感じた。第６期の計画の中でも、拠点整備の項目は、自治体単独、あるいは広域設

置と、どちらの可能性も残すような形で記載せざるをえない状況にある。

どこかのタイミングで、時間軸も含めて、見通しを立てて、拠点整備に向かって一歩ずつ、各

事業所などでできる範囲を差し出しあって、みんなで議論していかないと、次の３年間も残って

しまう。全員にとって有益なもの、ということを共有しながら進めていきたいというのが、私の

立場で感じているところ。現在、他圏域から情報を集めたり、町担当者から問い合わせがあれば、

随時、情報提供しているところですが、日高管内では、まだ事例がないものですから、そこら辺

が少し弱い。他圏域に足を運んで、目に見える情報を持ってこなければいけないと感じている。

野口推進員

昨年、委員会に各町集まっていただけた経緯もあるので、皆さん、積極的に手をあげられない

にしても、話はしようっていう姿勢はあると感じています。

奥村委員

困っている方はたくさんいて、できるだけ早く、といった声は多く聞かれる。ただ、一法人、

一自治体だとか、一つのところだけが頑張っても、なかなか実現しない。

重度障がい者が利用できるようなところは、やはり、それぞれできることを持ち寄って、どこ

かで、それを取りまとめることが必要だと思います。どう取りまとめていくかというのは、地域

づくり委員会のような場所になるのかなと。法人であれば、法人の意向を持ち寄って、すり合わ

せていけたらと思いますが、先ほど地域課題として挙げられた人材不足の面もあり、解決しなけ

ればならない課題は残されているのかと。

野口推進員

お互いの立場を理解しながらではないと連携できないと思うので、管内の法人の方に集まって

もらい、人材・資源も含めて拠点整備について話し合う場として、委員会がなれるのではないか

という意見には、とても賛成。

（４）権利擁護について

郷家委員

後見人をしており、成年後見制度ポスターを事務所に貼ることもありますが、ポスターは見る

方はいない。マスコミも成年後見制度を取り上げていない印象。利用率が一番高い認知症の高齢

者の話題でも、遺言書をどうするかとか、終活ということで葬儀のことや、治療、介護をどうす

るかという話題が多いが、成年後見制度については、あまり触れられていない。成年後見は、法

律なので、福祉、医療の分野の方があまり詳しくないから、話題に挙がってこないのかなと。

法律上はご本人が認知症や知的障がいとかで、財産管理できない場合は、未成年者を除いて、

厳密には、家族であっても、その方が財産管理できないが、やってしまっている状況があり、そ

れで済んでいる。成年後見制度は、本人の全財産が成年後見にとられるし、面倒というところで、
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利用に繋がらないのかなと。

身近に管理できる人がいないとか、やむを得ず施設の方が管理している状況があり、本当に制

度を利用しないといけない方が利用できていないと思い、前回、問題提起させていただいた。

野口推進員

ケアマネージャーの仕事をしていて、こういった制度に紹介する立場にあるが、紹介するタイ

ミングにはすごく苦慮する。その辺の難しさが、なかなか繋がらない要因ではないかなと。

申請するかどうかというのは、その制度について知らないと、利用には結びつかない。

小野委員

私が手がけた事案だと、例えば、相続が発生したような事案や、病院から施設に移るタイミン

グなど、大きな法律行為が問題になるようなタイミングで、相談・依頼されることが多い。

成年後見については、自分で管理できないっていう方が利用していくことになると思いますが、

生活保護費で生活しているような場合には、実際は施設の方で管理していることが多いと思いま

す。弁護士、司法書士についてもらうメリットがなかなか感じられず、逆に、専門職がついて報

酬がかかる、というようなところも利用に繋がらないのかと。

私自身としては、権利擁護の関係で、意思決定支援の問題があるのかなと思っている。例えば、

後見人がついていて、相続が発生した場合。本人は実家を売りたくないって言っているが、周り

としては売ったほうが良いと思っている場合、どこまで本人の意思を尊重していくか、というと

ころはすごく難しい。そのような意思決定支援について勉強したり、意見交換ができるような場

があればよい。

最後に、障害年金について、受給できるけど、実際はあまり受給してないっていう方が全国的

にまだ多い。これについて、札幌弁護士会として少しサポートしていこう、というような話があ

り、私の方でも実際に訴訟を起こしたりしていくことになると思う。もし、今までのケースだっ

たら受給できたはずなのに不支給決定になったとか、おかしいって思う事案があれば、相談して

ほしい。

野口推進員

地域課題として出ていた、保証人となってくれる人がいないケース、そういう方が一般就労し

たい、一人暮らししたいといった場合の解決方法はあるのか。

小野委員

保証人がいない方が家を借りたいといったとき、後見人は保証人になることはできませんが、

後見人がいて、面倒を見る人がいるから、保証人をつけなくてもいいでしょう、といったふうに

事実上、お願いをしていることが多い。私のケースだと、就労継続支援事業所に通っている方が

ほとんどなので、一般就労のケースは見ていない。

（５）障がい者の就労について

石黒地域づくりコーディネーター

新ひだか町の自立支援協議会の各部会にもオブザーバーとして参加している立場にあり、今年

度は１度だけ集まってお話を聞く機会があった。新ひだか町は、管内では就労事業所が多い町で

すが、昨年、２つの民間事業所が閉鎖してしまい、利用者の選択肢が減ってしまった。農福連携
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は町政執行方針にも掲げられていたが、今年度については、コロナウイルス感染拡大もあってか、

具体的な動きまで進んでいないというか、昨年度に比べると、話題に上がる機会も少なくなって

いるかと思います。

平取町においては、トマトや牛肉など第一次産業中心なので、養護学校の卒後支援の一環とし

て、そこと結びつきができないかということで、自立支援協議会の中でも話題に挙がっており、

計画にもそれが反映されていくのかと。

また、他町でも障がい者就労に関心を持っている民間企業がいるという話は聞いています。

向谷地委員

農福連携ということで、私たちの施設でイチゴのヘタ取りの事業もやらせてもらっていて、月

１回、イチゴ農家さんと連携する会議があります。農家さんが今、何に困っているのか教えても

らい、お手伝いできることがあったら、それを仕事にしている。

イチゴ農家も高齢になってきていて、突然、お母さんが倒れて、収穫時期に大変困ったという

話も聞く。20 キロの重い土を運んで、それを搬入しなきゃいけないお仕事がとても大変だと聞

いたので、お手伝いさせていただいた。仕事のノウハウを教えてもらいながら、お互いの弱いと

ころを補っていく形で、常にコミュニケーションは取っていくことが大事なのかと。社会福祉法

人として、地域に何か貢献したいっていう思いもある。

野口推進員

そういう取組の発表の場であったら、委員会でできるのではと思います。

管内で、就労支援事業者同士で情報交換の場はあるのか。

奥村委員

全体で協議する場はないかと思います。個別に他事業所に聞いたりすることはある。

石黒地域づくりコーディネーター

障がい当事者の働き方を見ると、事業所数と比例するかもしれませんが、Ｂ型が大多数を占め

ていて、Ａ型の比率がとても少ない。また、Ａ型から一般就労を目指す人は、ほとんどいない状

況がある。Ａ型でも最低賃金が守られていることや、ある程度、働き方に満足していることが、

背景にあるのかもしれません。

以前、札幌の障害者職業センターの研修に足を運ぶ機会があり、日高管内は、障害者雇用率が

道内で一番高いという新鮮な情報を得た。自然な形で溶け込んでいる現れなのかなと感じる一方

で、個々の企業がすごく積極的に、具体的に納付金制度とかも活用しながら、障害者雇用を推し

進めているような企業があるかと言われると、あまりみかけないので、そこら辺はリサーチをし

て、障がい者の働くことを後押しする形で、結果的に企業の価値を高めているところがあれば、

そういった声も聞く機会があったらいいなと感じる。

（６）総括

野口推進員

令和３年度委員会として取り組めることを抽出していきたい。

繋がっている地域課題もありますし、これは自立支援協議会に働きかけたい、というものもあ

ると思います。地域との繋がりの事例を紹介したり、社会福祉法人としてやっていることを話す
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場もそうですし、拠点整備事業のことも絡めて、管内の社会福祉法人の方に集まっていただける

意見交換会や事例発表会ができないかな、と思っています。

石黒地域づくりコーディネーター

社会福祉法人としての公益事業の好事例を紹介するとか、そういった場を設けることを１つの

目的として、集まっていただき、その中で、少し協議の場も設けさせてもらうのはどうか。

また、地域づくりコーディネーターとして、地域生活支援拠点の整備は、私は通年でやること

だと思っている。委員会主催だと固い場になってしまうこともあるかもしれないので、広域相談

体制整備事業主催で打ち合わせするなど場の工夫が必要になるのかなと感じた。

小野委員

私の子供も今、放課後等デイサービスに通っていますが、発達障がいを持った子は、見た感じ

は他の子とは変わらないが、体が動いたりするので、ちょっと変わった子って見られると思う。

発達障がいを持った子供は、どういうふうに接していくか、どういう特徴があるのか、というよ

うなことを親御さん、一般の方々向けにセミナーをやってみたら、貢献活動になるのかなと。

意思決定支援については、先ほどもお話ししたとおり意見交換の場があるといいなと思ってい

ます。

地域生活支援拠点の設置については、厚生労働省のホームページの報告書を見ると、小さいと

ころだと人口 15 万人から、大きいところだと京都市が 147 万人の規模で拠点のモデル事業をや

っている。日高圏域は、人口６万５千人割り込んでいるので、各市町村で考えるというよりは、

圏域で考えていくしかないのかなと感じる。

検討するにあたっても、手探り状態だと大変なので、実際にモデル事業やっているところに、

会議に出席してもらい、話をしてもらうことから始まるのかなと思います。

佐藤委員

手話の授業がすごく良かったとのことで、やはり当事者のことを身近に感じる機会っていうの

は、若い人にとっては多分、新鮮なのかなと。

今年、コロナの影響で作業療法士の実習ができなくなった代わりに、大学で講義する機会を得

ることができた。普段、医療の勉強している人たちだから、発達障がいの子たちは地域でこんな

楽しい生活している、楽しむためにこんなサポートしています、という福祉現場の話をすると、

新鮮に感じたのか興味を持ってくれて、質問をたくさんしてくれた。

発達障がいを持つ子の親、一般の方相手の研修というのも良いと思いますが、学生を相手にし

た研修はどうか。大学の講義の時に、みなさんもお父さん、お母さんになったら、私たちのよう

なものがいるから頼ってね、力になりたいと思っています、というような話もしました。そうす

ることによって、障がいのことを我が事としてとらえられるような機会も作れるのではないか。

これは地域づくり委員会で取り組めるので良いと思う。なので、ホームページに出前授業しま

すよ、といったことを掲載しておくこともいいですし、発達障がいでよければ、私やります。

そのような取組を岩手県では先駆的に行っており、であい授業というのをやっている。中学

校・高校に当事者の人生を振り返り、語って伝えるような取組をしている。実際、岩手に視察研

修に伺った際、その取り組みの中心を担っている方ともお話させていただき、具体的な内容につ

いてもお教えいただいたこともあるんですけれども、とても興味深いものだった。

もう一つ、地域生活支援拠点の話について、広域で拠点を作ろうと、委員会で意見を出すのは、

それなりに意味のあることだなと思います。ただ、日高管内の面積は、福岡県と同じぐらいある

ので、都市部と同じやり方ではうまくいかないと思う。
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圏域の中心に位置している、新ひだか町に１か所、身近な人が使える場所です、と拠点を設置

したときに、山日高の方も庶野の方も、身近とは思わない。

やはり、まあまあの専門性しかないし、かなり頼りないけど、身近ではある、っていうことを

優先したほうがいいのかなと思う。専門家主導にならないで、ちゃんと生活に沿ったものを。

専門性も全く要らないとはならないので、そこは、広域でも良いから、何か担保できるものを、

というふうに機能分化しながら（面的に）整備していくことを委員会で、きちんと各町に訴えて

いけるような取組ができればいいかなと思ったので、自分の方からは主にその２つが委員会で、

次年度取り組んでいけるといいと思いました。

野口推進員

直接、委員会で話し合っていることを、各町にお話できた方が良いので、地域づくり委員とし

て自立支援協議会へ参画できないか、働きかけもしていきたいなと思っています。

和田オブザーバー

各町、第６期障がい福祉計画の策定に絡んで、自立支援協議会が開催されたと思う。

石黒地域づくりコーディネーター、奥村委員、振興局が定期訪問しているなかで、地域づくり

委員を各自立支援協議会の構成員として加えていただけるよう働きかけをお願いしたいなと思い

ました。

また、これからは、ごちゃ混ぜの福祉が必要になってくると思います。

重層的支援体制整備事業は、まさにごちゃ混ぜの福祉となります。各町において、補助金など

をうまく使い分けて、柔軟に事業を組み合わせていくと、高齢者、障がい者、児童も含めて、何

か集いができるのではないかと。浦河では、中学校３年生で職場体験学習で、福祉人材の事業所

にも訪問して、将来、介護士になりたい、というお子さんがいる。また、介護初任者研修を受講

する生徒さんもいるので、そういった人材をなるべく外に流さないよう、福祉施設のＰＲもして

いかなきゃならないと思います。

この状況化で、出向いて面接を受けられない学生さんたちは、オンライン面接を受けて就職し

ている。各事業所もオンラインで面接して、人材を確保する方法もあるし、そうなると、町が、

我が町に来てくれ、というような働きかけも必要となってくるので、福祉施設と町が両輪で人材

を確保していくことが、さらに必要になってくると思います。

石黒地域づくりコーディネーター

委員会として、自立支援協議会に働きかけをするといっても、容易いことではないと思います

が、例えば、自立支援協議会で学びの場が欲しいとか、そういった声があったら、私と地域づく

り委員が一緒に赴いて、助言をしたい。

また、これから障がいのある子供を育てていこうという団体に寄り添うような関わりをするだ

とか、委員一人ひとりの強みを生かしたような活躍の場を可能な範囲で作っていきたいなと思う。

先ほど、佐藤委員もおっしゃっていましたが、学生さんは、すごく良い感性を持っているから、

そこへの働きかけも大事だと思います。

野口推進員

出された意見は次回、取組を決定するにあたって、取りまとめを事務局にお願いし、本日の委

員会は終了します。

（閉会）


