
令和３年度 豊田市地域密着型包括支援ネットワーク会議 

第１回会議 

 

 

               日時：令和４年１月 2５日（火）午後 1 時 30 分～ 

               場所：教育委員会室  

 

議事次第 

 

１ 開会・福祉部挨拶 

 

２ 委員紹介 

 

３ 本会議の説明 

 

４ 議 事 

（１）重層的支援体制推進事業の取組みについて 

（２）認知症対策 

ア 認知症施策検討ワーキンググループの報告について 

（３）高齢者・障がい者虐待 

ア 高齢者及び障がい者虐待に関する報告 

イ 高齢者虐待、障がい者虐待の垣根を超えた連携強化の充実について 

（４）その他 

ア 支援の必要な子どもへの対策に関する報告 

イ 消費者問題に関する報告 

 

＜資料＞ 

資料 1：重層的支援体制推進事業の取組みについて 

資料 2：認知症施策検討ワーキンググループ報告 

資料 3：高齢者及び障がい者虐待に関する報告 

資料 4：支援の必要な子どもへの対策に関する報告 

資料 5：令和 2 年度消費者行政のまとめ 

 

 

 



 

豊田市地域密着型包括支援ネットワーク会議 委員等一覧 

（令和３年度） 

 

 

１ 委員（１４名） 

加藤 真二 豊田加茂医師会 副会長 

杉本 みさ紀 愛知県弁護士会 

後藤 哲義 豊田市区長会役員会 理事  

伊藤 日出夫 豊田市民生委員児童委員協議会 副理事長 

永井 孝則 愛知県豊田警察署 生活安全課 課長 

和田 智司 愛知県足助警察署 生活安全課 課長 

浦川 岳夫 豊田市基幹包括支援センター 所長 

三井 克哉 豊田市介護サービス機関連絡協議会 理事 

杉村 龍也 ＪＡ愛知厚生連 豊田厚生病院 医療福祉相談係長 

磯部 竜太 社会福祉法人無門福祉会 事務局長 

鈴木 雅樹 豊田市社会福祉協議会 地域福祉推進室 室長 

都築 賢治 豊田市消防本部 警防救急課 消防司令 

市川 智久 豊田消費生活センター 所長 

倉島 研太 トヨタ生活協同組合 室長 

 

 

２ 専門委員（３名） 

鈴木 聖人 一般社団法人豊田青年会議所 室長 

大橋  鋭誌 夢農人とよた 会長 

岩井 武彦 青少年相談センター 指導主事（学校教育課） 

 

 

※     ：前回から変更のあった委員 

（順不同、敬称略） 



豊田市地域密着型包括支援ネットワーク会議設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市地域密着型包括支援ネットワーク会議の設置、組

織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。  

 

 （設置） 

第２条 超高齢社会の進展により、認知症支援並びに高齢者・障がい者虐待を

始めとする多様化・複雑化する家庭及び地域の課題に対し、保健・医療・福

祉等の多様な関係機関が互いに役割を持ちながら連携することにより、地域

を中心とした総合的かつ包括的な支援体制を構築するとともに、各機関が有

する情報の交換、地域課題や意識の共有、課題解消に向けたネットワークの

活用に係る検討協議等を行うことを目的に、豊田市地域密着型包括支援ネッ

トワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）を置く。  

 

 （所掌事務） 

第３条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。  

（１）関係機関相互のネットワークの形成、情報交換及び連携協力体制の構築

に関すること。 

（２）虐待問題など豊田市における地域課題の把握、解消すべき課題の整理及

び意識の共有に関すること。 

（３）上記課題に対する関係機関の役割やネットワークを活用した解決策の提

示に関すること。 

（４）その他ネットワーク会議の設置目的に資する事項に関すること。  

 

 （組織） 

第４条 ネットワーク会議は、委員及び専門委員をもって組織する。  

 

 （委員） 

第５条 ネットワーク会議の委員は、保健・医療・福祉等に係る家庭及び地域

の課題に関し、優れた識見を有する以下の者のうちから、市長が委嘱する。  

（１）豊田加茂医師会に属する者 

（２）愛知県弁護士会に属する者 

（３）豊田市区長会に属する者 

（４）豊田市民生委員児童委員協議会に属する者  

（５）愛知県豊田警察署に属する者 

（６）愛知県足助警察署に属する者 

（７）豊田市基幹包括支援センターに属する者 

（８）豊田市介護サービス機関連絡協議会に属する者  

（９）医療相談員である者 

資料⑥  資料⑥  

資料⑥  



 

 

資料⑥ 資料⑥ 
（１０）障がい福祉サービス事業所等を運営する社会福祉法人に属する者  

（１１）豊田市社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーである者  

（１２）豊田市消防本部に属する者 

（１３）豊田消費生活センターに属する者 

（１４）生活協同組合に属する者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

３ 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

 

（専門委員） 

第６条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、市長が委嘱するこ

とにより、ネットワーク会議に専門委員を置くことができる。  

２ 専門委員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。  

３ 補欠の専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

４ 専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

 

 （会長） 

第７条 ネットワーク会議に、会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定め、その任期は委員の任期による。  

３ 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。  

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する

委員が、その職務を代理する。 

 

 （ネットワーク会議の開催） 

第８条 ネットワーク会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

ただし、会長が選任されていない場合は、市長が招集する。  

２ ネットワーク会議は、委員及び専門委員の半数以上の出席がなければ会議

を開くことができない。 

３ ネットワーク会議の議事で議決を要するものは、出席した委員及び専門委

員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。  

４ 会長は、必要に応じて委員及び専門委員以外の者をネットワーク会議に出

席させることができる。 

 

 （会議の特例） 

第９条 会長は、緊急やむを得ない必要がある場合には、委員に対し書面によ

り意見を求めることにより、会議の開催に代えることができる。  

 

 （ネットワーク会議の公開） 



 

 

資料⑥ 資料⑥ 
第１０条  ネットワーク会議は、公開するものとする。ただし、第３条に係る

議題において、個人のプライバシーの保護に配慮を要する場合は、非公開と

することができる。 

 

 （ワーキンググループ） 

第１１条  具体的解決策の検討などを行うため、ワーキンググループ（以下

「ＷＧ」という。）をネットワーク会議に置くことができる。  

２ ＷＧの設置及び解散並びにＷＧにおいて検討する事項は、ネットワーク会

議本会議にて決めるものとする。 

３ ＷＧ長は、ＷＧメンバーから選出するものとし、会務を総理し、ＷＧを代

表する。 

４ ＷＧ長に事故があるとき又はＷＧ長が欠けたときは、あらかじめその指名

するＷＧメンバーが、その職務を代理する。  

５ ＷＧメンバーは、検討する事項に関し特に優れた識見を有する者を、市長

が委嘱する。 

 

（報償） 

第１２条 別表に掲げる委員には、同表に定める額の報償費を支払う。  

２ 第８条第４項により出席した者については、事務局がその者と協議の上、

報償費を支払う。 

３ 専門委員及びＷＧメンバーに対する報償費については、市長が別途定める

ものとする。 

 

 （事務局） 

第１３条  ネットワーク会議の事務局は、福祉部福祉総合相談課に置く。ただ

し、ＷＧについてはその内容に応じて福祉部各課が庶務を処理することがで

きるものとする。 

 

 （委任） 

第１４条  この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の組織及び運営に

関し必要な事項は、会長が別に定める。  

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年６月２３日から施行する。  

 

   附 則 

  この要綱は、令和元年１１月６日から施行する。  

 

   附 則 



 

 

資料⑥ 資料⑥ 
  この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

 

 

 

別表（第１２条関係） 

豊田市地域密着型包括支援ネットワーク会議の委員の報償費  

委  員 報償費日額 

豊田加茂医師会に属する者 
１９，７００円 

愛知県弁護士会に属する者 

豊田市区長会に属する者 

８，０００円 

豊田市民生委員児童委員協議会に属する者  

豊田市介護サービス機関連絡協議会に属する者  

メディカルソーシャルワーカーである者  

障がい福祉サービス事業所等を運営する社会福祉法人に

属する者 

生活協同組合に属する者 

 

 

 



豊田市における「重層的支援体制推進（整備）事業」について 資料①

１ 重層的支援体制推進事業について

２ 重層的支援体制推進事業 本市の基本的な流れ

ー 複雑化・複合化した主な相談事例 ー

・80代の親と50代の無職の子どもの世帯。

・息子は２０年ほど無職で親の年金で生活。障がい者疑いだが病院の受診は拒否。

・親は息子のことや今後の生活費の心配から適切なサービス利用を諦めている。

年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

相談件数 702件 541件 553件 2010件

備 考

福祉総合相談課・
健康と福祉の相談窓
口（高岡）の開設

健康と福祉の相談窓
口（猿投）の開設

旧市内5支所に福祉の相談
窓口開設、新型コロナによ
る生活困窮相談の急増

●従来の属性別の支援体制では対応が困難な事例が増加している。

⇒国は、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築を目的

として令和2年6月に社会福祉法を改正し、重層的支援体制整備事業を創設。令和3年4月から施行。

⇒手上げ式の事業実施で、全国42自治体が令和3年4月から実施。

（愛知県では豊田市、岡崎市、長久手市、東海市、大府市の5市が実施）

⇒本市は平成29年度からモデル事業実施を進めており、全国に先駆けて体制の整備が進んでいること

から、「整備事業」ではなく、「推進事業」と独自の呼称を使用。

⇒相談件数のうち（図表１）、約３割が複雑化・複合化した課題に対する相談で、そのうち半数程度は

対応するサービス等がなく、支援機関の把握による見守りにとどまっている（令和２年度を除く）

これまでの取組における課題

本人 本人以外

本人

参
加
支
援
事
業

・世代や属性を超えた住民同士の多様な場の整備及びコーディネート

・すでに実施している以下の５事業の参加者交流等

・地域資源を活用した支援につなぎ、社会参加を促進

・既存の支援がない場合、新たな支援メニューを創出する

・多機関の適切な連携による支援の実施

・必要な支援機関を招集し、支援の方針や役割分担を決定

・個別課題を積み上げ、必要な公的サービスなどの検討

・相談を適切に聞き

取り、対応できる

支援機関に適切に

つなぐ

・支援が行き届く

よう本人への自

宅訪問等を行う

※ 法令上規定する５事業（当該事業は公的サービス主体）

とよた多世代
参加支援
プロジェクト

地域
サロン

お助け隊
交流館

自主グループ
子ども
食堂

など

既存の支援

支援策がない

福祉の相談窓口

多
機
関
協
働
事
業

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
等
を
通
じ
た

継
続
的
支
援
事
業

相談

子ども家庭課

子育て支援
センター

次世代育成課
地域保健課

地域保健課 生活福祉課

福祉総合相談課 地域包括支援
センター

社会福祉
協議会

障がい者相談
支援事業所

保健支援課

ケアマネ

図表１ 相談実績（平成29年度〜令和2年度）

包
括
的
相
談
支
援
事
業

地
域
づ
く
り
事
業

①包括的相談支援事業

⇒Ex:ケアマネからから、８０５０世帯の生活困窮と子どものひきこもりについて地域包括支援センタ

ーに相談があり、福祉総合相談課と社会福祉協議会につなぎ、多機関で困りごとへの支援が進んだ。

②アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

⇒Ex:精神疾患がある両親からの相談を受け、発達障がい疑いのあるひきこもりの子の生活の立て直し

について、支援会議を開催し、複数の支援機関と支援方針について合意形成し、本人へのアプロ

ーチを実施中。

③参加支援事業

⇒任意ではあるが、とよた多世代参加支援プロジェクトに加入いただき、他分野との連携や取組の情報

共有を推進。【プロジェクト加盟数：４０事業所】

④地域づくり事業

⇒Ex:相談支援事業所や社会福祉協議会ＣＳＷが中心となり、庭の草取りやごみ捨てなど高齢者の困り

ごとを障がい者が支援する活動を逢妻中学校区で実践。

新たな支援メニューの創出

３ 複合化・複雑化する困りごとについて

生活支援体制整備
事業（協議体、生
活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ）

地域活動支援センタ
ー事業（ｴﾎﾟﾚ、ﾎﾟｼﾞ
ﾃｨﾌﾞ21いなぶ）

一般介護予防事業
（自主ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援）

共助の基盤づくり事業
（子ども食堂、権利擁
護支援活動応援資金）

地域子育て支援拠
点事業（子育て支
援ｾﾝﾀｰ）

解決のためには・・・

〇多機関協働による早期支援が必須

〇行政の仕組みだけでは対応が困難であり、民間事業所それぞれの取組の活用が必須

重層事業の取組事例

・新設された支援

会議を活用して

情報共有



 

１ 認知症施策検討ワーキンググループ設置について 

 

 認知症の人を支援する際の「医療と福祉の連携」について、認知症初期集中支援チーム検討委員

会において以下のような課題が提起された。 

 

・（認知症のケースについて）介護・福祉側から「医療連携の方法が分からない。」 

※令和元年度、支援チームへの相談内容のうち、約２割が医療連携に関すること（適切な医療  

機関、受診に繋げる方法が分からない等）。特に、軽度認知症やかかりつけ医が不在の場合 

に相談が多い傾向 

 

検討委員会では、対応策として、「受診支援や介護・福祉から医療機関への相談等をスムーズに

進めるための、情報誌作成等の具体的な方法を検討・実施」が提案されたため、地域密着型包括支

援ネットワーク会議設置要綱第１１条に基づき、「認知症施策検討ワーキンググループ」を設置、

豊田加茂医師会を始め関係機関メンバー１１名（うち、アドバイザー２名含む）の協力のもと、検

討を開始した。 

 

２ 検討内容 
 

状況と課題 
かかりつけ医を持たない市民に、認知症の症状がみられた際、その症

状などからどの医療機関に相談したらよいか迷う 

対策（案）※ 

・各医療機関について相談可能な内容の情報誌の作成（例：アディク

ション関連情報誌） 

・各機関がお互いの役割を知ることができるよう研修機会の設定 

調整が必要な機関等 

・在宅医療・福祉連携推進会議（地域包括ケア企画課） 

・豊田加茂医師会在宅相談ステーション(おうちでねっと) 

・地域包括支援センター ブロック協力事業 医療介護連携検討委員 

狙う効果 

・地域包括支援センター職員や介護支援専門員が医療機関に相談しや

すくなることで、本人へ適切な支援をより迅速に行うことができる。 

・地域包括支援センター等からの相談が減少し、支援チームの負担軽

減を図ることができる。 

 ※WG設置時点の案であり、話し合いの結果、新たな課題の浮上等により変更もあり得る。 

 

３ ワーキンググループの概要 

 

（１）検討期間：令和３年８月から１１月まで 計３回（方針転換による意見聴取を除く） 

（２）検討メンバー：右記（参考）ワーキンググループメンバーのとおり 

（３）検討内容：裏面のとおり 

 

 

 

４ 結論（今後の進め方について） 

 

ワーキングの内容を踏まえ、情報誌等の作成については、既存のツールを整理する方向とし、一

方で、基礎知識や関係機関の役割の習得と相談しやすい環境整備（顔の見える関係構築の場の設定）

の必要性も考慮し、介護支援専門員や地域包括支援センター職員を対象に、以下の内容を加味した

交流会（座談会）を行う方向で進める。 

方向性の決定を以って、本ワーキンググループは終了とする。 

 

○ 「認知症と精神疾患の基礎知識」「基幹病院を含めた医療機関受診時のルール」「各医療機関

の特色」「認知症疾患医療センターや在宅相談ステーションの役割」「認知症サポート医との

連携」「個別支援のポイント」などについて学べる場、情報交換ができる場の設定 

○ 交流会（座談会）は、毎年継続開催し、基礎知識を確認する場、医療機関の情報を得られる 

場として確保 

 

 

（参考）ワーキンググループメンバー（敬称略） 

 

 【アドバイザー】２名 

豊田加茂医師会：しばはらクリニック 医師 柴原 弘明 

認知症疾患医療センター 仁大病院 医師 長尾 桂 

【メンバー】９名 

認知症疾患医療センター 仁大病院 精神保健福祉士 西沢 悦子 

トヨタ記念病院 医療ソーシャルワーカー 河合 由美 

衣ヶ原病院 精神保健福祉士 和田 真里 

豊田加茂医師会 在宅相談ステーションおうちでねっと 保健師 兼松 富美子 

ケアマネ部会：ケアプラン高岡 介護支援専門員 成瀬 成美 

ケアマネ部会：三九朗病院居宅介護支援事業所 介護支援専門員 清水 貴子 

豊田福寿園地域包括支援センター 保健師 堀之内 美穂 

豊田地域ケア支援センター 社会福祉士 村木 美和 

認知症初期集中支援チーム 看護師 石黒 富美子 

事務局：高齢福祉課  在宅医療・福祉連携推進会議担当課：地域包括ケア企画課 

 

豊田市地域密着型包括支援ネットワーク会議設置要綱 抜粋 

第１１条 具体的解決策の検討などを行うため、ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）をネットワーク会

議に置くことができる。 

２ ＷＧの設置及び解散並びにＷＧにおいて検討する事項は、ネットワーク会議本会議にて決めるものとする。 

（以下 略） 

 

 

 

資料② 
令和３年度 認知症施策検討ワーキンググループ（報告） ～認知症に関する医療と福祉の連携について～ 



■ 検討の経緯（各回の意見の要旨） 

 

第１回：令和３年８月１９日（木） 

【第１回検討時の意見】議題：医療介護連携について意見交換・情報共有（各立場からの課題） 

○ 医療側から 

・ 精神科への相談が気軽に早めに、個人情報を扱わない程度の段階での相談が理想 

・ 地域包括支援センター職員やケアマネジャーからの助言で、医療機関へ相談する家族が増加 

・ 医師会では在宅医療の後方支援病院として、各医療圏の医療機関を調査し、結果を会員に公開。もう  

少し細かい項目で、どのような情報が必要か分かると、医師会としても会員に周知可能ではないか。 

○ 介護・福祉側から 

・ 認知症なのか精神疾患なのか分からないとき、どの医療機関に繋ぐのか、繋ぐ方法がわからない。 

・ 医療機関が具体的にどの情報が必要なのか、わかるとよい（本人の生活上の困りごとなど）。 

・ 家族に対して分かりやすい説明が大切。病状は様々なため、家族の理解が得られるような、目安にな 

る何かがあるとよいのではないか。 

・ 精神症状の強い場合、地域包括支援センターもケアマネジャーも、見立てや方向性の支援が１回でも 

あれば、すぐ入院にならず、在宅で通院しながらの生活を支えられるのではないか。 

【第１回で検討した課題を解決していくための対策案】 

「症状別のフローチャート」「医療機関を受診する際のルール」「本人と家族に受診の必要性を伝えられるも

の」「医療機関への相談時に情報をまとめられるもの」これらについてツールがあると良い。 

 

第２回：令和３年１０月１３日（水） 

【第２回検討時の意見】議題：症状別フローチャートについて、福祉側から医療につなぐ際に迷うポイント等の洗い出し 

・ 交流会など生の声を聞いたり、直接情報交換したりした方が細かいニュアンスも含めて共有できるの 

ではないか。支援者として知っておいてほしい情報もある。 

・ 特に医療機関の情報によっては、情報誌という形に残してまとめることには慎重に対応する必要があ 

るのではないか。 

・ そもそも「精神科の役割・特徴」などの基本的な知識を得られる場があったほうが効果的ではないか。 

・ 既存のツール（主治医連絡票、とよた認知症あんしんガイド、ひまわりノート等）との整理も必要で 

はないか。そのツールを一か所にまとめたほうが、使いやすいものを選択しやすいのではないか。 

・ 支援者が正しく情報を収集し、アセスメントすることが出発点ではないか。 

 

第２回後、意見を振り返り、課題の明確化と方針変換への着手 

◎ ツールを作成することで、「そもそも」の課題が解決するのか。ツールを使用する側にも一定以上のレ  

ベルが求められるものである。ツールを増やすことより、既存のものを見直してもよいのではないか。 

◎ 認知症の行動・心理症状（BPSD）が強く表れている時に困ることが多く、その際、「精神科」と連想す   

ることもあるが、それ以外の原因はないのか。精神症状に偏ることなく、総合的な視点が持てるとよい 

のではないか。 

◎ 困っているのは誰なのか、そのための支援は何なのか。何に困っているのか。 

【 提案 】 

 相談しやすい環境を整えるための顔の見える関係を構築する場の必要性を考慮し、交流会の企画へ方向性

を変えてはどうか。 

 

 

第３回：令和３年１１月２９日（月） 

【第３回検討時の意見】議題：方向性の確認と交流会等の対象・内容について 

・ 基礎職が異なることや地域包括支援センターと居宅介護支援事業所では支援対象が異なるため、困り 

事も違うのではないか。 

 ・ 地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が悩んでいること、「何が」分からないのか、というと 

ころを明確にするために、交流会の開催は良いのではないか。 

・ 福祉側が事前に「受診の前に知っておくこと」を把握できると良い。今まで、そのようなことを改め 

て学ぶ研修機会がなかったので、今回新たに企画できると良いのではないか。 

・ お互いが「ちょっとした、日々感じる疑問」「純粋な疑問」を意見交換できる場があるとよいのでは 

ないか。特に新人が気軽に質問できる場がほしい。 

・ 医療機関の相談員の「顔と名前が一致する」だけでも、福祉側は、その後の相談のしやすさが違う。 

一歩踏み出して相談ができるようになると良い。 

・ 福祉側のことを医療側に知ってもらう、という視点も大切。お互いに理解し合える場になると良い。 

・ 精神科の医療機関以外でも、基幹病院に受診をする場合もあるので、対応方法の違いなど、知ること 

ができるとよいのではないか。 

 ・ サポート医や訪問看護師など、医療と介護の連携を進めるために、お互いの役割を知り、交流が持て 

るとよいのではないか。 

・ 規模が大きいと十分な交流ができない恐れがある。交流会というよりは、座談会のイメージに近いの 

ではないか。 

 ・ ツールは既存のもので、「こういったものがある」という情報だけでも提示があれば嬉しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ア 高齢者及び障がい者虐待に関する報告
イ 高齢者虐待、障がい者虐待の垣根を超えた連携強化の充実について

資料③
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ア 高齢者虐待に関する報告

●「相談・通報受理件数」は令和元年度に比べやや減少した。（Ｒ元年度83件⇒Ｒ２年度66件）･･･ 表１

●「相談・通報受理件数」のうち、高齢者虐待として市が判断した事例は２１件で3割程度だった。･･･ 表１

●虐待者の続柄は息子の割合が増加。「生きずらさを抱えている」、「引きこもり」の割合高く、８０５０問題の背景がみられる。･･･表２

●高齢者虐待事例の介護保険認定済者のうち46％が要介護認定のある高齢者である。また、認知症日常生活自立度は、58％が自立度Ⅱ以上であった。

･･･ 表３、表４

●虐待の発生要因としては、虐待者側の要因は精神不安定、介護疲れ等の割合が4割。被虐待者側の要因は認知症の症状が３割以上。また、経済的困窮
も２割を占めている。･･･ 表５

●高齢者虐待に対する対応は、分離を行った事例が３割程度、分離していない事例が6割弱を占める。・・・表６

表５

高齢者虐待の状況

表４

認知症自立
度Ⅱ以上：

58％

表１ 表２

息子自身、発
達障がいや疾
病、生きずらさ
を抱えている割
合が高い

割合％
66.7%
61.9%
57.1%
61.9%
42.9%
33.3%
23.8%

その他 23.8%ケアサービス不足

発生要因

被虐待者の要因

家庭の要因

知識や情報の不足

身体的自立度の低さ

家族関係の悪さ

性格や人格

認知症の症状

経済的困窮

虐待者側の要因
精神状態が安定していない

表３

表6

2



ア 障がい者虐待に関する報告

3

● 障がい者虐待の相談・通報・届出件数は「高齢者虐待」と比較し、通報が少ない。（Ｒ元年度24件⇒Ｒ2年度18件）

● 障がい者虐待の相談・通報・届出件数のうち「養護者（家族等）による虐待」件数が多い（６割以上）。 ･･･表１

● 「養護者による虐待」の相談・通報・届出（16件）のうち、虐待認定された割合は１割弱（２件）であった。 ･･･表１

● 被虐待者の障がい種別は、「精神障がい」 、「知的障がい」、のある方の割合が高い･･･表４

● 養護者による虐待に対する対応は、分離事案は２件で分離を行わなかった事案が8割以上を占める。（見守りを実施） ･･･表５

通報：第3者からの通報
届出：本人からの通報

障がい者虐待の状況

虐待に対する対応状況（重複あり）
表４

表５

表3表２表１

サービス機関と
の情報共有によ
る見守りを実施



イ 高齢者虐待、障がい者虐待の垣根を超えた連携強化の充実について

４

２ 虐待に関する令和３年度の取組み

１ 虐待に関する現状の課題

地域の理解促進
日頃からの声掛けや
見守りの充実
意識醸成

高齢者・障がい者の
垣根を超えた
虐待対応の連携

１

８０５０問題
複合課題世帯

７０４０での支援
の必要性

２ ３

KHJ全国ひきこもり家族連
合会ｱﾝｹｰﾄ結果→220例
のうち約４割は親を虐待

8050問題

高齢
障がい

生活困窮虐待
複合課題

ひきこもり

希薄な
近隣関係

◎複合課題を抱える世帯の虐待リスク
◎高齢者虐待において、「息子」による虐待の割合が増えている。
→国の調査においても虐待者の続柄は「息子」が40.2%と最も高い。
また、未婚の子と同居している被虐待高齢者が35.7%と最も高い。
未婚化、定職に就けていないなどの背景 共依存傾向
相談しにくい ストレス⤴ 虐待へ

◎ひきこもり支援、男性介護者への支援

高齢者・障がい者の垣根を超えた虐待対応の連携

高齢者虐待 障がい者虐待

高齢者虐待、障がい者虐待の垣根をとり、関係機関が地域での虐待対応の連携強
化を図るきっかけとなる研修を行う）

１ 高齢者・障がい者の垣根を超えた虐待対応の連携

２ 高齢者虐待予防の講座
（生涯学習出前講座）の追加

３ 障がい者虐待予防啓発リーフ
レットの活用方法等の検討

（２）

高齢者・障がい者の垣根を超えた虐待対応の連携

〇高齢者・障がい者虐待対応合同研修 （２回実施）
内容・対象者
・高齢者虐待、障がい者虐待対応に関係する機関が集まり、講義、事例検討を
通して情報共有・連携強化を図る。
・地域包括支援センター、ケアマネージャー、障がい相談支援事業所、市職員等
実施内容
■講義：高齢者虐待、障がい者虐待の基本的な流れ
■グループワーク：事例検討、情報交換
実績
■参加人数：６９名（7/5分）、６１名（8/23）
■アンケート結果：合同研修については、普段なかなか関わることがない高齢者
部門と障がい者部門の支援やサービス等の情報交換ができ、それぞれの立場
での考え方等をグループワークで共有できたことで、今後の支援や連携につ
ながるきっかけとなったことが分かった。

虐待発見 初動段階 継続的対応段階通報

①コア会議（対応方針の決定）
②事実確認、訪問調査

①ケース会議の開催
②関係機関の役割分担・実施
③終結の評価

受容・共感・支持

介護負担の軽減

家族関係の調整

★早期発見・早期対応で被虐待者の安全性の確保
★虐待関係の解消に向け、養護者支援も含めた見守りの継続

〇関係機関との連携による継続支援

継続的な
養護者への支援

支援の方向性



支援の必要な子どもへの対策に関する報告

資料④



気持ちを受け止めてもらえる場へつなぐ

令和３年度の取組

①集合型学習支援への参加が困難な子どもへの支援への対応
②新型コロナウイルス感染症の影響により、派遣労働者世帯の生活困窮者が急増。
外国人世帯の困窮者支援 学習支援の利用 外国人利用希望者数の増加。実態把握が急務。

新
規
取
組

学習支援
会場

支援の必要な子どもへの対策の推進（子どもの学習・生活支援）

学習
サポート

話し相
手

送迎

拳母 高岡 拳母 猿投 上郷 高橋

集合型学習支援 訪問型学習支援
事業
形態

(1)集合型学習支援への参加が困難な子どもを対象に実施
（引きこもり・不登校（外国人を含む）の課題を抱える子ども）
訪問型学習支援の本格実施

(2)豊田市全域の生活困窮者の地区診断
新型コロナ感染症による影響を受けた困窮者世帯の把握
学習支援6か所が地域のニーズと一致しているか
診断結果：外国人対象者の学習支援の必要性を把握

令和３年８月
地区診断

令和３年４月より開始
目標値：8名・ 実績：11名

課題

令和２年度の課題 ヤングケアラーへの支援

重層的支援体制推進事業を活用した支援

アウトリーチ事業

多機関協働事業

参加支援事業

〇「社会や周りの人が意識を変える」

〇「安心できる居場所で孤立を防ぐ」

〇「必要な人に支援がしっかり届く」

6割以上が
誰にも相談した
ことがない

地
域
か
ら

の
支
援

孤立を防ぐ

表面化しづらい
学
習
面

生
活
面

家
庭
支
援

家庭訪問等による個別的な支援

支援品
寄付 今後の支援策

◎ヤングケアラーとは 厚生労働省
家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担うようなケア責任を引き受け、
家事や家族の世話、介護、感情面のサポートなどを行っている１８歳未満の子どものこと

令和4年度から3年間を「集中取組み期間」として取り組む
①愛知県による実態調査の実施。(令和3年11月）
②重層的支援体制推進事業を活用した関係機関の連携
（福祉部、子ども部、教育委員会で連携）

周知啓発

包括的相談支援事業

アウトリーチ等を

通じた継続的支援事業

①子どもたちに対して、権利啓発事業の中で、権利を学びや気づきを
通して相談に繋がるように促していく。
②子ども自身や周囲の大人に対し子どもの権利に関する周知啓発を
図る

SOS

福祉総合相談課

パルク豊田

包括支援センター

子ども家庭課

社会福祉
協議会

障がい相談支援
事業所



豊田市内における“子どもの学習・生活支援”の実施状況について

１ 事業概要と令和2年度の実績

支
援
実
績

実施地区 事業開設 参加児童生徒数 進学実績

全6か所 H28.7 105人
進学希望者10名
（100%）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

実
績

区分 登録数 備考

大学生
教員OＢ
地域の協力者

136名
愛教大、中京大、県立大等
教員OB・民生委員等

【目的】

子どもの将来が生まれ育った環境に左右されないよう、貧困の世代間連鎖の解消を図る。

【手段】

経済的理由により学習環境が整っていない、生活保護世帯やひとり親世帯および不登校

の子どもがいる世帯等の子どもに対して、ボランティア等による集合型学習支援を実施する。

【新たな取り組み】（挙母第１地区でのみ実施）

集合型学習支援に加え、訪問型学習支援を実施。

小中学生に加え、高校生も対象とする。

２ 令和3年度の事業実施内容

②挙母地区②（委託）

③猿投地区（委託）

④上郷地区（委託）

運営主体

特定非営利活動法人 みらいてんし

＜法人の概要＞
ひきこもりの子及び親の相談や居場所づくり支援、障がい者就労支援Ｂ型事業

所の運営する若林地区に事務所のある団体

開始時期 平成30年4月13日より、毎週金曜日

登録者数 16 名

特 徴 一般社団法人天使のかけはしが運営する「こども食堂さんぽみち」と連携

運営主体 豊田市社会福祉協議会（市民福祉大学）

開始時期 平成30年10月6日より、毎週土曜日

利用者数 15 名

特 徴 市民福祉大学修了生による運営

①高岡地区（委託）

⑤高橋地区（委託）

運営主体 一般社団法人「いま・ここ」

開始時期 令和2年4月より、毎週金曜日

登録者数 21 名

特 徴
美里地区の居場所「東山こどもサポーターズいま・ここ」、

子ども食堂「東山ぐうぐう食堂」と連携

運営主体 社会福祉法人 福寿園

開始時期 平成31年1月より、毎週金曜日

登録者数 13 名

特 徴 福祉施設の地域貢献と施設利用の高齢者との交流。

運営主体 社会福祉法人 福寿園

開始時期 平成31年1月より、毎週木曜日

登録者数 20 名

特 徴

福祉施設の地域貢献と施設利用の高齢者との交流

上郷地区の居場所「郷の里」と

末野原地区の子ども食堂「ゆるっとほっとかふぇ」との連携

事業概要

⑥挙母第１地区（委託）

運営主体 一般社団法人「HATO」

開始時期 令和3年4月より、毎週木曜日

登録者数 21 名（訪問型11名）

特 徴
豊田市を拠点に不登校やひきこもりの居場所で自立を支援する団体。
アウトリーチ型の不登校・ひきこもりを対象に相談支援および居場所や
宿泊所の事業を実施している。子ども食堂「山二食堂」と連携。

令和3年 12月 1日時点










































