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第 1回土浦市障害者計画策定委員会 議事録 

 

日 時：平成 29 年 5 月 25 日（木） 14：00～15：40 

場 所：土浦市役所 302 会議室 

 

1 出席者 

委員： 

山本委員（委員長）、上方委員（副委員長）、塚原委員、村山委員、渡辺委員、吉沢委員、 

廣瀬委員、加固委員、揚石委員、海﨑委員、住田委員、井坂委員、石川委員、遠藤委員、 

尾高委員、吉田委員、下条委員、住谷委員、高橋委員 

市出席者： 

五頭副市長 

事務局： 

川村保健福祉部長、加藤障害福祉課長、村山副参事兼障害福祉課係長、 

障害福祉課障害対策係白田、相田、坂本 

  2 傍聴者 なし 

  3 議事 

   （1）土浦市障害者計画策定委員会委員長及び副委員長の選任について 

   （2）土浦市障害福祉計画・土浦市障害児福祉計画について 

   （3）策定のスケジュールについて 

   （4）現計画の実施状況について 

   （5）アンケート及びヒアリングの実施について 

  ■ 配布資料 

   ・土浦市障害者計画策定委員会設置要綱 

・資料 1 土浦市障害福祉計画・土浦市障害児福祉計画の策定について 

   ・資料 2 土浦市障害福祉計画・土浦市障害児福祉計画策定スケジュール 

   ・資料 3 現計画の実施状況 

 

 

１．開会 

 

２．土浦市障害者計画策定委員の委嘱  

 

３．副市長あいさつ  

 

４．土浦市障害者計画策定委員の紹介  

（事務局より名簿順に委員を紹介） 

（事務局の紹介） 

 

５．議事 

（１）土浦市障害者計画策定委員会委員長及び副委員長の選任について 
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【事 務 局】委員長つくば国際大学准教授山本委員、副委員長土浦市地域自立支援協議会会

長上方委員に決まる。 

 

（２）土浦市障害福祉計画・土浦市障害児福祉計画について 

【事 務 局】（資料 1 の説明） 

 

（３）策定のスケジュールについて 

【事 務 局】（資料 2 の説明） 

 

（４）現計画の実施状況について 

【事 務 局】（資料 3 の説明） 

【委 員 長】まずは障害福祉計画に関して、副委員長より、昨年度の自立支援協議会の報告

をお願いしたい。 

【副 委 員 長】昨年 11 月の自立支援協議会にて、平成 27 年の状況の説明を受けて意見が出さ

れた。施設入所者への地域生活への移行について、施設入所者の削減として平

成 29 年度の成果目標は 156 人となっているが、事業所側には在宅生活が難し

いなどの懸念があり、そうした点への配慮をお願いしたいとの意見があった。

就労移行について、法律や合理的配慮から雇用が伸びているが、定着に課題が

あり、定着支援が重要との意見があった。地域移行支援は、サービスとして使

われにくく、抜本的な見直しが必要ではないかとの意見があった。サービス量

の確保として、放課後等デイサービスは事業所数と利用者数が増加し続け、グ

ループホームの利用も多くなっており、供給が課題ではないかとの意見があっ

た。 

【委 員】知的障害者の施設入所について、子どもを施設に入所させたいとの意向が保護

者にあり、入所施設を増やしてほしいとの希望がある。 

【委 員 長】施設入所者の地域移行が進まない要因には、将来を心配する保護者の思いがあ

ると考えられる。どのような条件が整えば地域移行が進むといった意見を今後、

いただきたい。 

【委 員】当事者からすればアンケートだけでなく、ヒアリングを複数回行い、意見を計

画に反映してほしいと考えている。 

【委 員 長】アンケートやヒアリングについては、後ほど、事務局から説明がある。 

【委 員】他の会員の意見を総合的に出していきたい。今後は高齢者も増えていき、デイ

サービス事業所やコミュニケーションができるような制度もなく心配している。

ろうあ者へのヒアリングを行ってもらい、意見もまとめて出していきたい。 

【委 員】土浦保健所で指定難病を受けている人が年々増えており、現在、1,000 名弱で

ある。網膜色素変性症などの難病の方への対応や、就労に向けて何に力を入れ

ていくべきかを考える必要があるだろう。また、引きこもりなどの人への生活

支援や就労支援をどう考えていくのか、意見があれば聞かせていただきたい。 

【委 員】以前は難病の治療費への補助金があったが、現在はカットされている。補助金
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を含めて、計画に盛り込めるよう、考えていただきたい。 

【委 員 長】難病等の方の把握や支援について、土浦市の現状を説明願いたい。 

【事 務 局】現計画のアンケートでは難病の方へは行っていないが、今回は難病の方や障害

児、手帳を持っていない障害の方へもアンケートを行っていきたい。現在、難

病により総合支援法のサービスを受けている方は 2 名で、介護給付費として主

にヘルパーを利用している。引きこもりの方への対応としては、精神障害担当

の職員が保健所と連携して個別対応を行っている。支援はなかなか難しい状況

にあるが、関係機関と連携して、引きこもり等の解消に向けて取り組んでいき

たいと考えている。 

【委 員 長】難病の方には、生活を成り立たせるための支援が必要だが、その段階で総合支

援法のサービス利用に結びついていない現状にあると考える。例えば、自立訓

練や生活訓練などは実態として数値が上がっていない。対応しているのが保健

所で、サービスが必要になると障害福祉課が関わるのだろう。精神については、

軽度の知的障害となるのか。 

【委 員】生活面の技能の習得が十分でなく、騒ぐなどの問題行動がある人など、精神障

害の相談件数が増えている状況にあり、今後を危惧している。子どもから大人

になるまで支援が一貫してできたらと思う。 

【委 員 長】それは自立支援協議会での検討となるだろう。協議会で検討いただき、計画に

反映できる内容があれば提案いただきたい。 

【委 員】自分のこれまでの経験から、今後、意見を出していきたい。 

【委 員 長】続いて、障害児福祉計画に関して、意見をいただきたい。 

【委 員】放課後等デイサービスの利用者数と事業所数が増えている。役割としては、学

校が終わった後の余暇支援、育ちを支える療育支援、保護者の就労等に対する

支援の 3 つがあるだろう。保護者からすればサービスを選択できる反面、発達

障害がきっかけで家を出られずに引きこもりになってしまうケースも多いと聞

いており、そうした子どもへの支援もデイサービスで出来るのではないかと考

えている。デイサービスの質もこれから見直していく必要があるだろう。保護

者が安易にサービスを使い、本来の親と子どもの時間が少なくなり、家庭のつ

ながりを深めてほしいと思うケースもある。子どもだけでなく、保護者への支

援も行っていく必要がある。障害児福祉計画が充実すれば、障害福祉計画も前

向きになっていくのではないかと考えている。 

【委 員】資料では、実績や見込み量では減っているが、周辺自治体からの利用者も含め

て、未就学の発達支援のサービス利用者は増えている状況にある。幼稚園や保

育園への入園を考えて見学に行った際、園から集団生活が難しく加配もできな

いと断られ、相談機関に行っても療育施設が少ない現状にあり、自分たちに話

が回ってくるケースが増えている。児童発達支援の事業所は放課後等デイサー

ビスの半数しかない。現状は増えているため、平成 29 年度の見込み量からは増

えるのではないか。事業所も少なく相談体制も手一杯で、職員一人で 100 人以

上を抱えている事業所もある。サービス利用までの情報を提供する場所が増え

るとよい。 

【委 員 長】現計画策定時は総合支援法が動き出したばかりで、障害児の状況をそこまで想

定しておらず、今回から計画策定となったのだろう。障害者も含め、障害児の
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質と量をどう充実させていくか、協議会での議論と連動させながら、検討を進

めていきたい。 

【委 員】特別支援学校でもサービス利用や進路の面などで、関係機関と連携しながら取

り組んでいる。子どもと保護者が利用するサービスを自ら決められる状況にな

ればと願っている。実績のある就労移行の事業所が増えるなど、就労の目標が

達成されて前に進めば勇気付けられるだろう。自分がやりがいをもって活動で

きる場を求めている生徒もおり、就労継続支援 B 型も直接利用できればと思う。

今後、学校の実情や生徒の思いを伝えていければと考えている。 

【委 員】高校卒業から 10 年以上、引きこもっている人がいるが、自分は病気ではないと

する人などもいる。保護者が高齢になった後のことを考えると心配である。 

【委 員 長】引きこもりの一因として、発達障害や軽度の知的障害があるといわれている。

そこにどうアプローチできるか、今後、意見があればお願いしたい。 

【委 員】過去のケースで、本人は人と接するのが苦手なために引きこもって人と接しな

い方が幸せだとしている方がいたが、診断を受けたら発達障害だった。発達障

害の人への支援としては、その人に合った就労が必要だろう。家族がどこかに

相談することによって、どこかへつなぐことが重要であり、相談場所の PR も

必要である。計画相談は依頼があって動けるが、依頼がないと動けない。相談

の件数も多く、少人数で 250 件を抱えており、新規の依頼を断るケースもあり、

事業所が増えることを望んでいる。民間でも就労継続 A 型が増えているが、A

型ではない事業所もあり、数が多くなると質の問題も出てくる。A 型は障害福

祉の専門の人がおらず、A 型を気にしている。若い人は就労に進んでいくが、

利用者は高齢者が増えて認知症になる人もおり、介護保険との連携を考えてい

く必要がある。 

【委 員 長】数字よりも、生活実態をイメージしながら計画を策定できればと考えている。 

【委 員】障害児もいずれは障害者になるが、「児」から「者」へスムーズに移行できる

ためにはどのような支援や対応が必要なのか、学校やこれまで利用してきた事

業所との連携も必要になるだろう。 

【委 員 長】質の確保の方策は計画として表しづらいかと思うが、「児」から「者」へのス

ムーズな移行と合わせ、自立支援協議会と連携しながら、土浦市の課題として

対応できればと思う。 

【委 員】手話奉仕員等の養成・研修に関して、現計画の 99 ページの意思疎通支援では、

「視聴覚障害のある人」とあるが、2 つの障害を併せ持った方と誤解される恐

れがあるのではないか。視覚障害と聴覚障害に分けて記載はできないか。 

【事 務 局】誤解のないよう、表現は改めていきたい。他にも指摘があればいただきたい。 

 

（５）その他 

【委 員】7 月の第 2 回策定委員会において、ヒアリング調査とあるが、これは団体ごと

に行うのか。日程もできるだけ早く決めてもらいたい。アンケート内容は委員

に対して事前に提示していただけるのか。 

【事 務 局】現在、アンケートとヒアリングの内容の検討を進めている。ヒアリングは、早

めに連絡を取りながら、団体ごとに行うか全体で行うか検討していきたい。ア
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ンケートは、国の指針に合う形での実施を考えているが、委員会での意見も反

映させていく必要がある。内容は 2 回目の策定委員会で協議して承認いただい

た上で、行っていきたい。 

【委 員】第 2 回策定委員会で協議した後に、修正があれば修正して、アンケートの発送

となるのか。 

【事 務 局】事前に資料を送付して、策定委員会で協議した後、アンケートを実施する。 

 

 

６．閉会 

【 事 務 局 】次回の策定委員会は、7 月 6 日（木）の 14 時から開催予定である。開催前に事

務局より通知する。以上で第 1 回策定委員会を終了する。 

（以上） 


