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平成３０年度 第１回 豊田市社会福祉審議会 障がい者専門分科会 議事録 

日 時 平成３０年７月１７日（火） １４ ００ １５ ５０ 

場 所 豊田市役所 東庁舎 東５１会議室 

出席者（委員）※敬称略 
西原 香保里、田中 和彦、菅沼 正司、谷川 博伸、浦野 滋行 
鷲津 さとみ、中田 繁美、髙橋 政人、川合 信吾、梅田 幸重 
成瀬 正剛、山田 法子 １２名 

欠席者（委員）※敬称略 
大谷 忠幸、田端 稔、田中 裕美 

１ 開会 
２ 福祉部長あいさつ 
３ 専門分科会長あいさつ 
４ 委員自己紹介 
５ 副分科会長の選任 
６ 議題 

報告事項１ 「健康と福祉の相談窓口」猿投地区の開設について 

事務局 ・（資料に基づき説明）
成瀬委員 ・多くの相談実績があるが、目標値はあるのか。また、目標値に対

して多いのか少ないのか。
事務局 ・目標値を上回る相談件数があった。
福祉部長 ・これまで支援が届いてなかったところからの相談が増えた。課題

の掘り起こしができたことは大きな成果と感じている。
山田委員 ・障がい者、高齢者、こどもの相談の中ではどれが多いのか。
事務局 ・全体としては、高齢者の相談が多い。障がい者の相談件数に関し

ては前年度全体の中で約15％ほど。
中田委員 ・これまでは問題になって初めて相談となるケースが多かったが、

昨年７月、高岡の相談窓口を開設し身近な地区に窓口が出たこと
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で、問題になる前に相談を受け、事前に対応することができた。
川合委員 ・高岡地区の相談対応をした際に、相談窓口を通じて、高齢者関係

の事業者と連携したケース会議が開けた。今後も支所展開をして
いただきたい。

西原会長 ・今後の展開について、他の整備予定はあるのか。
福祉部長 ・具体的には未定だが、全市的な展開を検討していく。 

ただし、豊田市は広い市域を有するため、高岡、猿投の実績を踏
まえて、今後の展開を検討していく。

鷲津委員 ・

・
・

精神障がい者の相談については複合課題が多いため、こういった
窓口はありがたい。 
猿投の相談窓口は同じ地区なので連携していきたい。 
ただし、個人情報については慎重に管理するべきである。 
精神障がい者の地域移行支援についても連携できるといい。

報告事項２ 豊田市在宅医療・福祉連携推進計画について 

事務局 ・（資料に基づき説明）
山田委員 ・24 時間 365 日安定したサービスを提供するための専門職の負担

軽減策の推進とあるが、専門職の負担はどれほどのものなのか。
事務局 ・

・

限られた専門職の人数で在宅医療を進めていくことから、負担は
大きいと想定している。 
現状で対応できている部分もあるが、今後、在宅医療のニーズが
増えていく可能性が高いため、負担軽減策を計画に定めた。

山田委員 ・薬剤師へも 24時間 365 日相談できるとよい。
浦野委員 ・豊田加茂薬剤師会、「あんしん電話」というサービスがあり、24

時間 365日対応している。
山田委員 ・広報とよたで周知していただきたい。
浦野委員 ・

・
過去には広報豊田にも載せていると思う。 
現在も多くの相談を受けているため、今後も活用していただける
ように進めていく。

菅沼委員 ・

・

24 時間 365 日の対応は医療センターのように在宅医療専門スタ
ッフがいる基幹病院では体制が整っている。 
しかし、開業医では24時間 365 日の対応は難しいため、在宅医
療専門の職員体制が必要である。

菅沼委員 ・資料中にある「在宅医療・訪問看護についてイメージできない」
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というのはアンケート調査の結果か。
事務局 ・過去に実態調査をした結果である。
菅沼委員 ・訪問診療を必要とする患者数の推計について、2016 年は１日あ

たり800件の実績があったということか。
事務局 ・実績値である。
川合委員 ・障がい者相談支援対応の中で、訪問看護が必要な場合、どこに相

談したらいいかわからなかった。 
どこに相談したらいいのかを勉強できる機会があるといい

田中委員 ・人材確保策について、訪問看護師の育成について、新卒の看護師
を対象としているのか、それとも潜在看護師も含まれているのか。

事務局 ・対象は両方である。一人でも多く、訪問看護師が増えていくよう
に制度設計をしていく。

田中委員 ・在宅医療・福祉連携推進計画とあるが、在宅医療に比重が大きい
計画と感じた。 
福祉との連携についてはどのようなポイントがあるのか。

事務局 ・

・

・
・

介護・福祉業界のイメージアップや、多職種連携に力を入れてい
く。 
現在、多職連携合同研修会や多職種ブロック研修会を実施してい
る。 
また、電子連絡帳など情報共有の電子化について取り組んでいる。 
今後は、テーマを絞った研修会などを実施し、連携を深めていき
たい。

福祉部長 ・

・

・

介護・福祉については第７期介護保険事業計画があり、介護分野
の施策について多く掲載されている。 
今まで、医療については県の計画に伴って進めていたが、市とし
て初めて本計画を定めた。そのため本計画は医療の切り口が強く
なっている。 
実際の市の施策の推進については、第７期介護保険事業計画と本
計画との整合をとって進めいてく。

梅田委員 ・豊田市として人材がどれくらい確保できているのか。それを計画
に落とし込むべき。

事務局 ・
・
資料は概要版であり記載がないが、本計画書には記載がある。 
例えば、現在、訪問看護師が 120 人程度であるが 180 人まで増
やす必要があるため、そのために必要な事業を位置付けている。

梅田委員 ・24時間体制は現実的にやっていけるのか。
事務局 ・現在でも、24時間体制で実施している訪問看護ステーションもあ
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るが、今後、支援が必要なケースが増えていくと予想されるため、
今後も随時検証し、必要な施策を検討していく。

梅田委員 ・市民にとって心強い計画であり、ぜひ実現してほしい。
谷川委員 ・

・
・

・

豊田市としては、地域包括ケアシステムの在宅医療についての対
象は障がい者も含まれるのか。 
在宅医療については高齢者を対象として議論が始まっている。 
障がい者も対象となると、支援に関して専門的な知識やスキルが
必要となるため、人材確保がさらに困難となる。 
本会議で報告しているということは、豊田市としては高齢者も障
がい者も含めて在宅医療を目指していくのか。

福祉部長 ・

・

・

元々は超高齢化社会の対策としての支援策であるため、対象は高
齢者であった。 
しかし、豊田市は共生型社会を作ることを目指しており、その中
には高齢者に限らず障がい者も含まれる。 
本計画についても、議論の始まりは高齢者課題についての支援策
であったが、豊田市としては障がい者も対象に含めて検討してい
く。

報告事項３ 障がい者ライフサポートプラン２０１５の進捗報告について 

事務局 ・（資料に基づき説明）
山田委員 ・

・

精神障がい者の日中活動場所の整備の検討については、現在、２
病院が実施している地域活動支援センター、はばたき工房、畦道
などがあるがまだまだ少ない。 
精神科病院による新たな地域活動支援センターの設置準備とある
が、精神障がい者は利用ニーズが多種多様であり、病院が経営す
る地域活動支援センターが合うとは限らない。

事務局 ・

・

・

地域活動支援センターについては、病院が経営することのメリッ
トも多くある。 
精神病院の患者が次のステップに進むために、その病院が経営す
る地域活動支援センターに必ず通う必要があるわけではなく、本
人自身にあった居場所を選択することができる。 
地域活動支援センターについては、それぞれに特徴があるので、
本人にあった居場所を選択できるように、個々の特徴を周知して
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いきたい。
山田委員 ・それぞれの特徴を家族会でも把握して連携していきたい。
鷲津委員 ・

・
・

・

現在、２病院で実施する地域活動支援センターについて、精神障
がい者の特性によってなかなか利用につながらない。 
また、PRも足りていないと感じている。 
現在、地域活動支援センター、就労継続支援B型、デイケアなど
多くの事業を実施しているが、その利用者の中に重度の発達障が
い者の方がいるとグループの調和が困難となり、多くの利用者を
受け入れることが難しい状況がある。 
居場所を増やすだけでなく、発達障がい者の方と精神疾患の方を
支えていけるシステムが必要となる。

西原会長 ・システムとはどんなことが必要なのか。
鷲津委員 ・病気の症状なのか性格の問題なのか、医療でアプローチするべき

か福祉でアプローチするべきかを見極められる職員を育てること
が必要だが難しい問題である。

髙橋委員 ・

・

・

強度行動障がい者の受入れの拡大策については補助金であるの
か。 
強度行動障がいについては、人材育成だけでなく人材確保の問題
が大きい。 
福祉人材の確保について、助言をいただきたい。

事務局 ・

・

強度行動障がいの支援策については、現在、豊田市福祉事業団と
連携して検討している。その中で、強度行動障がいの居住の場の
整備については、手厚い人材が必要であることも踏まえ、補助金
についても検討していく予定である。 
人材確保策については、待遇面の課題もあり難しい問題であるた
め、抜本的な確保策について現状はない。

髙橋委員 ・事業者側も人材確保に努力していくが、引き続き、市としても就
職につながる方策を検討していただきたい

事務局 ・人材の確保策も必要だが、離職が多い現状もあるため、事業者側
において離職を減らすことについてお願いしたい。

川合委員 ・
・
福祉就職フェアについてはハローワークと連携していくとよい。
ハローワークからチラシを配ってもらうと来場者数が増えていく
と思う。

田中委員 ・

・

教育の現場においても、福祉分野を希望する学生が減ってきてお
り、大学も定員を減らしている現状がある。 
通信教育で資格が取れる仕組みもある。新卒だけでなくキャリア
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チェンジを検討する方々をターゲットとしていくのも人材確保策
の一つである。

西原会長 ・実習をした学生の話を聞くと、現場の職員から福祉の大変さが伝
わってしまうことが多いため、現場の魅力ややりがいが伝わる機
会があるとよい。

協議事項１ 豊田市特定疾患患者見舞金の見直しについて 

事務局 ・（資料に基づき説明）
田中委員 ・対象者を拡大しつつ所得制限をかけたということだが、支給額を

減額して所得制限を設けないという検討はあったのか。
事務局 ・支給額を減額して所得制限を設けないことも含め様々な見直し策

を検討した結果、難病患者における必要な支援策として今回の案
となった。

障がい福祉
課長

・県や市における他の手当は所得制限を設けている中で、見舞金だ
けは所得制限がなかったため、今回の見直しに併せて設定した。

事務局 ・当事者や家族にヒアリングした中では、お金よりも相談できる場
所が必要との意見が多くあがった。

山田委員 ・難病の予防策は難しいのか。
事務局 ・難病の性質上、予防策は難しいため、支援制度を知ってもらえる

ことを進めていきたい。
成瀬委員 ・支払い機会が１回にした理由はいかがか。
事務局 ・事務の効率化を目的としている。
成瀬委員 ・年度の途中で難病にかかった方はどうなるのか。
事務局 ・当該年度の支援金受給対象者は前年度の３月末日時点で受給者証

を所持していることを条件とするため、年度途中で受給対象とな
った場合は翌年度から支給される。

１５時５０分 会議終了 


