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別記様式（第４条関係）

会 議 録

会 議 の 名 称
令和３年度第５回朝霞市障害者自立支援協議会

専門部会（地域生活支援拠点）

開 催 日 時

令和４年１月１２日（水）

午後２時００分から

午後４時００分まで

開 催 場 所 朝霞市役所 １０１会議室

出 席 者 別紙のとおり

会 議 内 容 別紙のとおり

会 議 資 料 別紙のとおり

会 議 録 の

作 成 方 針

■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録

□電磁的記録から文書に書き起こした要点記録

□要点記録

□電磁的記録での保管（保存年限 年）

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間

■会議録の確認後消去

□会議録の確認後 か月

会議録の確認方法 会長による確認

そ の 他 の

必 要 事 項
傍聴者 ２人
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令和３年度第５回

朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（地域生活支援拠点）

令和４年１月１２日（水）

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら

午 後 ４ 時 ０ ０ 分 ま で

朝霞市役所 １０１会議室

１ 開 会

２ 議 題

（１）「親亡き後」を見据えた支援について

（２）地域生活支援拠点等整備事業について

（３）その他

３ 閉 会

出席委員（７人）

部 会 長 はあとぴあ障害者相談支援センター 釼 持 彰 博

副 部 会 長 放課後等デイサービス まいまい 戸 倉 美 砂

委 員 すわ緑風園 吉 田 宏 子

委 員 （株）ＳＨＵＨＡＲＩ（元気キッズ） 中 村 敏 也

委 員 あさか向陽園 盛 志 帆

委 員 （社）愛隣館（グループホームつぐみ） 江 川 和 宣

委 員 ウェルビー朝霞台駅前センター 出 井 誉 浩

欠席委員（１人）

委 員 特定非営利活動法人 ユウケア 柳 澤 真奈美

事 務 局 福祉部次長兼障害福祉課長 濵 浩 一

事 務 局 障害福祉課主幹 佐 甲 文 子

事 務 局 障害福祉課障害福祉係長 渡 邉 純 一

事 務 局 障害福祉課障害給付係主任 芦 田 亜 純

事 務 局 障害福祉課障害福祉係主事 國 重 慶 子
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会議資料

・次第

・朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（地域生活支援拠点）委員名簿

・資料１ 親亡き後を見据えた支援について

・資料２－１ 地域生活支援拠点等事業について

・資料２－２ 別紙

・資料２－３ 地域生活支援拠点等に必要な機能の実施状況の把握

・資料２－４ 地域生活支援拠点等事業の開始に向けて（論点整理）
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審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）

◎１ 開会

○事務局・芦田主任

それでは、定刻を少し過ぎましたが、令和３年度第５回朝霞市障害者自立支援協議会専門部会を

開催いたします。

本日は、御多忙のところ御出席を賜り、誠にありがとうございます。

私は、司会をさせていただきます、障害福祉課の芦田でございます。

よろしくお願いいたします。

本日、委員の出席者数は８人中７人で専門部会員の過半数以上であり、朝霞市障害者自立支援協

議会専門部会運営要綱第６条第５項の規定により、会議は成立しておりますことを御報告申し上げ

ます。

次に、本協議会の傍聴についてお諮りいたします。

本協議会は、原則として、会議公開の立場をとっております。傍聴人がいらっしゃった際には、

随時、入室を許可いたしますが、よろしいでしょうか。

御異議がないということですので、傍聴人がいますので入室をさせます。

（傍聴人 入室）

資料の方は、委員には事前に送付しておりますが、お手元にない方はいらっしゃらないでしょう

か。

では、資料の確認をいたします。

まず初めに、次第一式。「朝霞市障害者自立支援協議会専門部会（地域生活支援拠点部会）委員名

簿」、資料１「親亡き後を見据えた支援について」、資料２－１「地域生活支援拠点等事業につい

て」、資料２－２「別紙」ですね。「地域生活支援拠点等の機能別各種加算」について。資料２－３

「地域生活支援拠点等に必要な機能の実施状況の把握」、これは両面になります。資料２－４「地域

生活支援拠点等事業の開始に向けて（論点整理）」。

以上になります。よろしいでしょうか。

では、これから会議に入りたいと存じます。会議録作成の都合上、御発言の際には、お名前を名

のってから大きな声で御発言くださるようお願いいたします。

これより、専門部会運営要綱第５条第３項に基づき、議事進行を釼持部会長に変わらせていただ

きます。釼持部会長よろしくお願いします。
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◎２ 議題 （１）「親亡き後」を見据えた支援について

○釼持部会長

年が明けまして最初になります。そして、最後になるんですけれど。今年もよろしくお願いしま

す。

それでは、次第に沿って進めさせていただきます。

議題（１）「『親亡き後』を見据えた支援について」、事務局の方から御説明をお願いします。

○事務局・芦田主任

議題（１）について説明させていただきます。事前にお配りした資料番号１を御参照いただけま

すでしょうか。

前回の専門部会の同議題の中で、最もハイリスクな方とはどのような条件か、介助者が突然いな

くなった場合、入院する、亡くなるなどした場合に、本当に今晩困るのはどういう方かを話し合っ

ていただきました。議論を進めた結果、浮かび上がった条件を元に、市として該当する人数を抽出

し、朝霞市の親亡き後を見据えた支援について具体的に考えようということで、今回の専門部会に

つながっています。

７月２８日の専門部会終了後、まず、上の方に書かせていただいている条件１、２、３というと

ころですね。人数を抽出させていただきましたところ、表としては四つ目のところにありますが、

３０４人という数字が浮かび上がりました。そこから、前回の議論の中で話されていた、介護者が

一人、又は７５歳以上。又は、障害や自立支援医療受給者で構成されている条件の方。サービス等

利用のない方を対象とすることに加え、長期入院患者や就労されている方、生活保護受給者など

は、障害にかかわらず何らかの機関とつながりのある方とみなし、条件から外して抽出をいたしま

した。

結果、元々は７月３１日を規定にさせていただいていたのですが、抽出をかける中で転出者も出

てきたということがありましたので、その者を除いて令和３年９月３０日現在におけるハイリスク

条件に該当する者は、一番下の表にあるように、合計の２２人でした。

この抽出結果を踏まえて、地域としてどのようなことができるか、議題である「親亡き後を見据

えた支援」を進めるために朝霞市障害者自立支援協議会として何ができるのかということを具体的

に考えていただけたらと思っております。

説明は、以上になります。

○釼持部会長

ありがとうございます。

前回は７月になるので、少し皆様の記憶を呼び起こしていただきたいなというふうに思うんです
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けれども、条件は今いただきましたように、条件１、２、３というところで出していただいたのが

この数字となります。

１回ちょっと伺いましょうか。どうですかと、ぽんと投げますけれども、出てきた数字。事前に

一応送られてきているのでお目通しいただいているかなと思うんですが、想定より多いな、少ない

な、こんなものかなと。

◯中村委員

中村です。遅れてすみません。

正直、このぐらいなんだろうなと思っていた数字でした。いろいろフィルターを掛けていくとき

っとこのぐらいだろうと。若干、ちょっと２２という数字で、何か支援できそうだなという数字だ

なという安心感を持てたと。逆に。これが１００とか超えたら、どうすればいいんだろうみたい

な、と思ったので。何かできそうな感じを受けました。

○釼持部会長

ありがとうございます。

ほかの方はどうですか。そんな感じですか。それとも、想定をもっとしていたけれどもという感

じで思っていましたか。

◯中村委員

いや、多分すごいそぎ落とされていくんだろうなと思っていましたけど、１００ぐらい行っちゃ

ったら、本当にどうするんだろうと思ったので。２２だったら何か現実的だし、地域でそれぞれ何

かができるんじゃないかというような期待感が出る数字だなと思いました。

◯釼持部会長

ありがとうございます。

当然、こう絞っているので、前回のときの話にもあったように、では肢体１級、２級じゃなくて

３級だったらとか、療育でもＢだったら大丈夫かとか、そういう話ではないんです。それは、以前

に共有してあるかなと思うんですけれども。

ただ、現実的に今おっしゃっていただきましたけれども、この何ができるかなとか一つの指標、

数。手帳を持っている人といったら５，０００人を超えているんだけれども、その人たちどうしま

しょうかという話になってくると、何ができるかなというすごく難しい話になってくると思うの

で、今抽出をしてもらったというところを確認した上で、では、どんなことが考えられるかなと。

皆さんがね、では私はこういうことをやりますとかいうことではなくて、もちろんそういうこと

ではなくて、こういった、例えば制度化できないかなとか、こういった取組はできないだろうか。

あとは、今こういった形で数字は出してもらったんですけれども、いやいや自分のところの利用者
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の方だと、こういうことも考えられるよ、こういう例があったよとか。こういうときは困ったんだ

よとか。答えは出なくてもいいと思うんです。こんなことがあったときに、非常に困ったと。そん

なときにこんなことがあった良かったのになとか。そういうようなお話を皆さんの中からいただけ

ると、この後を考えるきっかけになるかなと思うので、是非忌憚のない御意見を頂ければなと思う

んですが、どうでしょう。

◯吉田委員

まあ少ないと言ったら少ないし、多いと言ったら多いし。

◯釼持部会長

数がですか。

◯吉田委員

下の方は、想像がちょっと私はつかなくて申し訳ないんですけど、でもまあ５人ぐらいで、それ

なりにいるのかなという印象は受けますよね、この５という数字。

◯釼持部会長

知的障害のところですね。

◯吉田委員

どうしてつながりがないのかみたいな感じですよね。どうしているんでしょうか。

◯釼持部会長

一応伺うんですけど、事務局の方で、どうして関わりがないかなんてことは、分からないですよ

ね。

◯事務局・芦田主任

数として抽出をというところになるので、どうしてというところまでは。

◯釼持部会長

そうですよね。聴くわけにもね。

◯中村委員

全体的な、ほわっとした意見になってしまうんですけど。

お正月に、神社であるじゃないですか。ああいうのって、結構自治体がやってくれたりとか。僕

は溝沼なので、溝沼神社は実は僕の叔父が入って支援とかやっているんですけど、地域のつながり

みたいなものが、おじいちゃんとかになってきて、どんどん弱体化しているというか、すごく有機

的になって来なくなってきているなという雰囲気があって。そこに二代目のやる方、大体農家さん

だったりするんですよ。地主さんたちが結構、地域をまとめてくれていた力が、それもなくなって

きていて、すごく何か地域でみんなの顔が見えるという社会がほとんど機能してないなという感じ
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を受けています直接的に。

そうなってくると、何か地域で何ができるかって地域に任せるという方向もいいんだけど、何か

もっと制度的なというか、何かシステム的にないと、どんどん希薄になっていく気がしているの

で、ちょっと怖いなという思いがあります。

今、何となく近所のアパートのあのおばあちゃんどうしてるかなみたいなのが、僕は地元にいる

から分かるけど、普段都内に仕事に行っている僕ら世代の人たちは、誰も知らないみたいな。だか

ら、雪かきをしようと思って僕は行くんだけど、誰も出てこないとか。そんなことが実生活として

あるので、何かこの数字を見たときに身寄りのいない人が２２人もいるんだけど、きっと誰も知ら

ないんじゃないかなというふうな感じは正直ちょっと受けます。

地域として何ができるかと考えたときに、地域の人に任せられるのかなと正直思ってしまったと

いう感じがしました。

○釼持部会長

あれですか、今の神社の話というのは、初詣とかのときに。

○中村委員

初詣やるとき、みんな７０、８０のおじいちゃんたちが一生懸命やってるんです。

○釼持部会長

設営とか誘導とか、そういうところ全部。

○中村委員

甘酒作ったり。今年はやってないですけど。大体、地元の主の方たちがやってくれていたもの

が、もういい加減、嫌だなみたいな雰囲気をすごく感じているという。そんな感じです。

今までは、もしかしたらそういった人たちのおかげで町内会とかが見えていた世界が、見えなく

なってくるんじゃないかなと危惧を感じました。

○釼持部会長

ここに当てはめると、例えばその２２人という方が、結局サービスとかにつながってないのでは

ないかということはここで見られるんだけど、幸せに見れば、地域で支えてる可能性もあるという

ことですよね。ただ、危惧されるのが、その機能が落ちてきているところ。仮にですよ、この２２

人が実は地域に支えられている。そういった意味では苦労しないで、って苦労はわからないですけ

れども。

○中村委員

多分手を掛けてくれる人がいたんじゃないかなと。
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○釼持部会長

これまで生活できているところが、この後そのままでいいかと言われると、どうかなという。

○中村委員

この先は怖いなと思いました。

○釼持部会長

部会のところで、じゃあ地域で支えているからそのまま地域に任せて良しとしましょうというの

はないですので、やはり最悪のというか、機能的に落ちてきて、その方がいなくなったらどうする

かというところを想定しておくのが必要ですね。皆さん、うなずいてらっしゃるので。

なので、そこのときに、じゃあどういうふうにアプローチしていこうかという、こんなことがで

きるかなというところをお話しできたらと思うんですけど。

そうですね、さっき私が投げたところで何でと言ったのは、もしかしたらそうかもしれないです

よね。現に生活は多分できてるので。何かこんなこと考えられるんじゃないかなというところ。

○事務局・佐甲主幹

すみません。事務局から１点補足いいですか。

今回、状況を確認した中で、障害福祉サービスとか介護保険を利用してる人は、どこかつながっ

ているから抜きましょうと抜いたんですけれども、この２２人なんですが、お一人お一人を見てい

くと、以前使っていたけど今使ってないという方も、介護保険もそうですし、障害福祉サービスで

もあったんです。

ですので、何かその辺で今後何ができるかの糸口も、もしかしたら２２人の中の一人か二人か

は、そのルートで何がしかができるかもしれないかなという印象を持ちながら、データを出したと

いうことです。

○釼持部会長

ありがとうございます。

ということは、もしかしたらこの２２人の中で過去に何らかしらのサービスにつながっていた人

がいるということだから、いざまた困ったよということになったらば、そこの事業所なり何なりに

つながることはできるかもしれない。

それが２２人中２２人そうだったら少し安心なところもあるかなと思うんですが、そうじゃな

い。事務局がうなずいているので多分そうじゃないと思うので、その人数が多分、少なからずいる

と。その人たちが多分もっと問題にはなってくるのかなという。じゃあどうしましょうかというと

ころですね。何かこうするとどうだろうかというのを是非。では、お願いします。
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○江川委員

今サービスを使っている人たちというのは、サービス事業所を通して、相談員からも基本的にい

ろんな情報が入って来る。だけど、こういう人たちって情報がきっと入って来ないからこそ単独と

いうか、つながりがより薄くなってきてしまっている部分があるのかなと思うところがあります。

やっぱり昔の方がちょっとどうか分からないですけれども、今のサービスをしっかり理解してい

なかったりするのかなと思うので、そういったところを知って、ただ書類を渡して、見てください

じゃきっと何も変わらないと思うので。

どこかでケース会議じゃないですけど、そういう場みたいなものがあった方がいいのかなと思う

んですけど、ただ誰がやるんだ、どこがやるんだというところかなと。それが今思っていることな

んですけど。

○釼持部会長

一応、確認をもう一度しますけれども、委員の皆さんが発言をしたので、じゃあやってねという

ことではなくて。今、江川委員が懸念されたように、こういうのがあるといいんだろうけど、じゃ

あ誰がいつとか、やるんだろうというのは、この際ちょっと置いておいて、こんなのがあるといい

なというのを出した上で、こういうのあるといいよね、こういう機能があるといいよねというのを

やった上で、それをどういうふうに実現させるかというのは、また次の話という下に意見を出して

もらえればいいのかなと。

そのものがないと、ただこれをやっても無理だよな、こういうのあるといいけどなというブレー

キを掛けてしまうと広がらないというのがあるはずなので、是非。吉田委員もそうだし、盛委員も

そうなんですけど、特に受け入れる側の現場からの意見とかも、是非頂けるといいかなと。

○吉田委員

自分で助けを求めに来れる人は、今日も電話が掛かってきたんですけど、朝霞の方で。やっぱり

緊急で入所できないかみたいな電話がかかってきたりするわけで。助けを求めてくれる方はこちら

から情報が提供できるんですけど、助けを求められないというか、どうしたらいいか分からないみ

たいなニーズの掘り起こしって言うんですかね、そういうやり方をどうするかみたいなことですよ

ね。

やっぱり、地域の持てるニーズ、持ってるそのツールをフルに使って民間とか公立も、あと民生

委員とかいろいろあって。そのニーズの掘り起こしみたいなのでシステム化ができるといいですよ

ね。何かそういう危ない人を地域が挙げて、何かそういう近所にいるようなおじいちゃんが、どこ

どこで危ない人いないかみたいな。そういうの挙げてもらうとか。今でも隣に住んでいるのが誰か

も知らない時代じゃないですか。私なんかもそうなんですけど。やっぱ朝霞も結構出入りが激しい
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所だと思うので、そうなると難しい。都会ならではの難しさみたいなものが、ありますよね。

○釼持部会長

実際、今元々の抽出の条件で手帳を持っている人となっているじゃないですか。だから、手帳を

交付するときとかには必ず福祉ガイドブックとか、こういったサービス利用できますよみたいなの

は必ず一緒に案内をしていますよね。ですが、例えば療育手帳とか更新ない。子供だったら別です

けど、身体障害者手帳もないか。

○事務局・芦田主任

身体障害者手帳は等級というか障害種類や状態によって再判定というのはあります。ただ、全体

ではないです。

○釼持部会長

そうですよね。だからすごく前に手帳を取って、すごく前に制度の案内を皆さんもらったんだけ

れども、いざ年齢を重ねていって我々が今懸念しているような状態になったときに、福祉ガイドブ

ックに書いてあったなというふうにはならない。制度ももう変わっていることもあるでしょうし、

そういうこともあり得るわけですよね。

例えばそれを考えるのであれば、今回こういう抽出はできたわけだから、その方たちには、大分

前のことになると思うから朝霞市の福祉ガイドブックみたいなのを新しいのができたのでお送りし

ますとか、もしかしたらできるかもしれないですよね。それが１，０００人いますとかだと、送っ

てくださいはちょっとと思いますけれども。

○江川委員

そもそもこの人たちって、知的障害の方は考えられるか分からないですけれども、身体の方とか

って今後の不安というのを抱えていたりするものなのかなと。さっきも言ったニーズという部分が

あるのかなというところも一度確認しないといけない部分ですね。それによってサービスも分かり

やすく提示できたりするところがあるのかなとは思うんですけど。

○戸倉委員

すごく素朴な疑問なんですけれども、この２２人の方って市の方では把握してらっしゃる方なん

ですよね。どこに住んでいて、どういう障害があって、どういう生活をしてらっしゃる方なのか分

かっている。

○事務局・佐甲主幹

元々が障害者手帳を持っている方というところになるので、そこから引いて引いて引いて出た人

数ですね。ただ、今回抽出したように、障害福祉サービスを使っていない方になるので、どういう

生活をしているかというところが分からないんです。
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あと一点補足なんですけれども。これは、あくまで公的なサービスを利用しているかどうかとい

うところで、利用していれば誰かとつながっているからというので、この２２人には入ってないん

ですね。ですが、もしかすると有料老人ホームとか、公的なサービス以外のものを使ってらっしゃ

る方が身体の１、２級とかでいれば、混じっちゃってるかもしれないんです。

だから、条件で切っていったときの２２人なんですけれども、この２２人ってすごくいろんな方

がいて、イメージしていただくと、例えばこの２２人のうち単身は３人なんですね。つまり、残り

の１９人は誰かと住んでるんです。一番多いのは、じゃあ誰と住んでいるのかというのが７５歳以

上の御親族の方、あるいは、７５歳より若いけれども、その方が障害者手帳を持っていらっしゃる

とかいう方と住んでいるという方が多いんです。なので、おっしゃるように生活が見えないんで

す。

○戸倉委員

ただ、どこの誰さんというのは分かるんですよね。

○事務局・佐甲主幹

今回データで出したので、そこは分かります。

○戸倉委員

イメージとして何かを働き掛け・対応していくときに、その方たちのニーズが分からないと、な

かなか具体的な方策が見いだせないのかなと思ったり。

もう全然私、ずっと子供の方ばかりなので。子供だと、近くで泣き声通報とかがあると飛んで行

って、地域の方とかも全部聴いて、どういう対応ができるかという会議もありましたし。どうも、

この方たちがどういう方たちで、どういう生活をされていて、どういうニーズがあるから、じゃあ

私たちがどういうことができるのかという対応を考えるときに、どうもすごくイメージがしづらく

て。

だから、さっき何か新しい、もう一度冊子をお届けするとかというのが、もし具体的にできると

したら誰がそこになるのかとか。役所の方で行ったときに、生活を見るときに保健師も一緒に同行

した方がいいのかとか。この２２人の方が見えてこないとイメージが湧かないんですよね。

○中村委員

傾向として、多分これは１回の調査なので、これから定点観測とかしていくと、これが増えるの

か減っているのかで多分対応が変わってくると思うんですけど。

例えば同居人の方が、おじいちゃん、おばあちゃんだけだった場合、増えていくという傾向にな

ると思うんですよ。そのときに手が追い付かなくなるんだったら今何か仕組みがある方がいいんじ

ゃないかとか。多分、そういったことが考えられると思うので。今、現時点で切ったものと１年後
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はどうなのかとか。若しくは、２年、３年前に振り返って数字を取ってみるとか。その数字の動き

の方が多分対応がしやすいのかなと思います。

今、このピンポイントでどうにかしようではないですよね。今後、こういう支援の人たち用にど

のようにしていくかという考えだと思うので、今後の予測値という方が、もしかしたら大事なのか

なと思いました。

○釼持部会長

増えていくのか、減っていくのかどうか。

○中村委員

人口減になっていくのか、ここも減っていくのか。

あとは、多分緊急時のところなのかなと思ったので。今、何となくつながっているから安心なの

か、緊急時にどこにこの２２人の方たちが介入できるのかも多分考察の大事なポイントなのかなと

ちょっと思いました。

つながって、とりあえず一回民生委員で回ってみようとか、ケースワーカーで回ってみようとい

って訪問して、話を聴きましたねで終わっていいのか、緊急時その方がどことつながれるかかなと

思ったりしました。

○釼持部会長

どうぞ。

○盛委員

まずこの人数を見たときに、多いとか少ないというより、ああ２２人なんだと思って。ただ、肢

体不自由１級・２級が１７人もつながってないというのは、ちょっと疑問に思ったというか。恐ら

く介助の手が必要だと思うので、どういった生活されているのかなとか。

あと今、中村委員がおっしゃっていたとおり本当に定点、例えば調べたときはそうだったかもし

れないけど、今なら実際どうなんだろうというのもちょっと思ったりしたので、これは一つ調べて

いただいて本当に有り難かった、参考かなと思ったんです。

ただ、その上で結局肢体不自由で１５７人とか、知的障害で１２３人、こういったところで消去

していって、ただ、受給者証を持っているか持っていないかというところでは、多分持ってない人

も結構いるのかなというのがこの１５７人とか１２３人、合計３０４人のところに掛かってきたり

するのかなというのもちょっと思ったりもして、意外と多いのかなと捉えたところもありました。

グループホームとか、就労Ｂとかどこか行っていればいいとは思うけど、それが何割ぐらいにな

るのかというところでは、まだまだいるのかなと思ったのと。

あと今、当園は通所の方がいらっしゃるので、その中で一つ事例を言うと、御家族の中にも同じ



- 14 -

障害をお持ちの方が引きこもりのような状態で、もう高齢ですね、６０代と聴いているんですけど

全く家から出ていないとか、そういった潜在している方というのも結構多いのかなと。

というのも、１０月１１月に立て続けに通所の利用の希望があったんですが、どちらもやっぱり

コロナによって引きこもりになってしまってというような事例で、何とかつなげたいという相談支

援事業所がすごく苦心していたんですけど、結果的に御本人たちが乗り越えられない何かみたいな

のが一つ壁になってしまって、これは幾ら地域が働き掛けても、なかなかつながらないものがある

なと思いました。

あと、そこからちょっと思ったのは、私は、親亡き後を見据えたというのが、そもそも大きなテ

ーマだと思うんですよね。なので、そこに向けての施策じゃないですけど、年間通して別に細かい

ところからとかミクロからじゃなく、市とか相談支援事業所とかの単位で発信できる場があるとい

いのかな。私、前も会議でお話したのですが、意外と皆さん当事者なんだけど思ってないというの

をすごく感じているんですね。「自分たちはまだ頑張れるから、まだできるから」と言いながら八十

五、六のお父様が４０代の身障１級の方をまだお風呂に入れているような状況もあったりするの

で、頑張るといってもどこまでですかというふうに聴いてみても、それが生きがいだとか言われち

ゃうと私たちは言えないんですよ。

でも、そういうところの必要性を外から伝えていくというようなことは、結構それだけでも重要

なんじゃないかなというふうに、私は考えているところがあります。

あと、さっき江川委員が身障のニーズというところで、今の事例もそうなんですけど。介護して

いるからこそ私たちは生きている、みたいな使命感で生活されている御両親が本当に多くて、そこ

を口説くという言い方は悪いんですけれども。あなた方も皆様も申し訳ないけどあと寿命がないけ

どみたいな、本当に厳しい話を結構してきたこともあります。

それぐらい見えなくなってしまうものだったりするので、私はやっぱり外からきちんと何かアプ

ローチしていくということが、年間通して定期的にいろんなテーマでそういう会を開くだけでもち

ょっと違うんじゃないかななんて思ったりしました。

あとは、市役所が例えば受給者証を持ってない人も、何かこういうのがありますよというさっき

の通知みたいなものが出来れば、アプローチの一つになるんじゃないかなというふうに思っていま

す。

以上です。

○釼持部会長

ありがとうございます。

そうですね、ちょっと突っ込んでいいですか。
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必要性を外から伝えていくというお話がありましたけれども、会を開いたり通知をしたりという

ところの、その対象となる方、家族だったりに対して、断られたりすることもあるけど情報を発信

していくということですよね。

○盛委員

そうですね。話していてすごく感じたのが、これも前言ったことなんですけど、意外とサービス

を知らない方が多くて、短期入所であったり、そういうの使えるんですかというところから始まっ

たりするので、やっぱり、まずはその説明をと思いました。

４年ぐらい前に、園の通所の利用者、入所の利用者対象で、短期入所やグループホームとか、障

害を取り巻くサービスってこういった制度があるんですよと説明をしたとき、割と通所の家族が一

番リアクションが大きくて。そもそも向陽園に通ってたけど、短期入所をやっているなんて知らな

かったです、なんてところも実は私が着任したときにあったので、やっぱりまずそういうところも

見せていかないといけない。

だから、朝霞に住んでいて、この近くでどこの短期入所が使えるんだろうとか、「つぐみ」のこと

もどれだけの人が知っているんだろうとか、なんかそういうお知らせからでも、一つ効果はあるん

じゃないかなとは思いました。

やっぱり集会みたいな。親亡き後、こういうところもあるので使えますよとか、御両親自身も自

分たちで健康も考えていただきたい。そうすると、健康促進とか今度は何か長寿はつらつ課とかに

働きかけられるのかもしれないですし。そんな会とかも何かあるのもいいのかなと。誰がやるとか

今、全部置いてますけれども。

○釼持部会長

やっぱり広報、周知の重要性というところですよね。

○盛委員

いつも感じます。本当にどれだけ自分たちで朝霞市のことを知る機会というか、私もこういう場

に出ながら聴いたこととかで、放課後等デイサービスとかなら分かるんですけど。なかなか身障と

か短期入所はすわ緑風園しかないですし、ニーズはあるんですよね。どうしても短期入所を使って

いきたいという声に、実際施設がないので難しいですけど、じゃあこういうところもありますなん

て、どんどんそうやって、施設職員とかも話ができるといいなというふうに思っています。

○出井委員

今ちょっとお話を聴いていて、一つ。まず情報として２２人の方がいらっしゃるというところ

で、また今後も当てはまりそうな方というのが出てくるとは思うんですけれども、その方たちを取

り巻く方に周知ができればとお話を今なってたところもあったのかなとは思いますけれども。あと



- 16 -

は、実現できるかというところなんですけれども。

もうちょっと地域の施設の交流会というところが、正直私も就労移行という立場ですと、介護と

か児童とか、自発的にやらないとなかなかつながらないというところもあったりして。

うちは就労移行なんですけど、就労移行の利用とはまた別のところに本来ちょっと目を向けた方

がいいんじゃないかなというときに、どこにつなげばいいかなというのがなかなか難しかったりし

て。そこが、多分それぞれの知識というよりかは、ちゃんと事業所同士での交流というのが、こう

いう委員会とかちょっと固い感じではなくて、あるといいのかななんていうのは少し思ったんです

よ。

なかなか福祉というところでも、サービスで垣根って結構大きいなとは思っているんです。

介護の部分があれこれ働きかけてから、その関係で体調崩して、結局仕事が続けられるかどうか

という問題も出てきたケースや、御兄弟とか御家族にも障害があってというケースだったり、どこ

までどう関わったらいいのかというのが、ちょっと悩んで相談させてもらうこともあったので。

そうなってくると、割とサービスとして知ってはいるけれども、正直私もここに参加させていた

だいているけど今まで仕事の中で御挨拶させていただいたことがない方たちではありますので。地

域として考えたときに、多分今ここで２２人の方に対して即したものをすぐに考えるというのは難

しいとは思うんですけれども、そこに向けて事業所の職員同士でのつながりというのを持つ機会が

持てると、地域でのお話もできる機会も増えて、こういったところに関しての動きというのも、も

うちょっと取れるのかなというふうには考えたところでございます。

以上です。

○釼持部会長

ありがとうございます。今、お話が出たところで、まとめるわけではないんですが。

今あるサービスを周知していく。我々どうしてもその中にいるので、既にあるのではという思い

があると思うんですけれども、実際の話、さっき盛委員の話がありましたけれども、サービス利用

してても自分の利用しているサービス以外は知らないとか。これ知ってるなら何でこれ知らないの

という事例もあると考えると、これは知っているだろうからいいよねではなくて、こんなサービス

がありますよ、こういう手続をすると利用できますよ、と繰り返し何度も周知していくことがいい

んだと思うんです。

それを各事業所とか、今お話を伺っていて思ったのが、就労移行であったとしても、障害児のサ

ービスを通常だったら別に案内とかされないけど、そこに通われている方のお子さんだったり、サ

ービスによっては親御さんであったりとか、自分ではないけど知っている方の親御さん、お子さ

ん、お孫さん、お友達というところで、どこでつながるかってやっぱり分からないので、そういっ
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た意図を伝えつつ、いろんな所のいろんな分野のサービスを、自分のところのサービスに限らずに

発信してもらうようなことも、必要じゃないかなというのが１つ出たと。

あとは、今お話しいただきましたけれども、サービス分野を超えてのつながりや集まりとか、そ

ういう機会を持つと。皆さんのアイディアとか、例えば出ると一番いいですね。たまたま隣に座っ

た方と、こういうのがあってとか、そんなサービスあるんですかとか、そのような話ができると、

結果的にはサービス等の充実につながっていくのかなという意見が出た、といったところが今まで

のところの話ですかね。ありがとうございます。

それらは現状のサービスを周知していくとか、つなげるということだと思うんですけれども、少

し踏み込んで、現状のサービスにはないけれども、こんなものがあったらいいのになとか何かあっ

たりしますか。

実は今のお話だと、こういうサービスがあるのに分かってなくてつながっていない。結局裏を返

すと、つながれば取りあえず大丈夫、それはそれで非常に今のところサービス的にはいいんですよ

ということにはなると思うんですけれども。それとは別に、今のサービスにはなくて、こういうの

があったら本当はいいんだけどなというところがあれば。これもまた誰がとかそういうことではな

くて、今後に向けて、特には思い浮かばないですかね。

○中村委員

例がないので、うまくいっている市の真似をするとかですね。そういった、多分分からないなり

に話していると多分ぼやっとしちゃうので、何かモデルケースがある方がインストールしやすいと

思うんですよね。

○釼持部会長

独自のこういう制度があってとか。

○中村委員

何々市がこんなのでうまくいって、みんなちゃんと見えているみたいなものがあるのでは、なん

て期待したりして。地方にあるのかなとか。若しくは遠くのオランダにはこういうのがありますと

か、そういったところの仕組みを朝霞なりにアレンジしてという方が現実味がある気がして。ない

もので知恵を振り絞るって結構大変じゃないですか。何かそういった形みたいなのを今回問題が出

たので、見つけるというのが早い気がします。独自のものを考えるのはちょっと苦しいので。

○釼持部会長

つまり、こういった何もつながってない人というところに対して、どういうアプローチをしてい

るとかという成功例であったりとか。
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○中村委員

成功例等をみんなで検討するとか、何々市がこういうことをやってましたとか、何かそういう事

例検討みたいなのがあった方が早いですよね。本末転倒ですけど、話そうという会なのに。

○釼持部会長

いえ、話すに当たってというところで、今期の部会としては今日が最後にはなるんですけれど

も、それで終わっちゃうわけではないので。メンバーの皆さん、変わるかもしれませんが、部会自

体は続いていくので、この話自体も今期だけの話ではなくて続いていく、引き継いでいくという話

になって。少なからず次につなげるというところで、最終的に、こういう方たちがいませんよとい

うふうになるのを目指して、どんなことが考えられるかなというところではあるはずなので。今お

っしゃっていただいたように、そういうところも調べていきましょうということであれば、それも

調べて。毎回、例えば事務局にそういうのを調べてというのではなくて、こういう例がありました

よというところで持って来て話をするとか、そういったことも必要だなと。

○中村委員

ちょっと皆さんの頭に入るだけで何かニュース見て気付くようにしようとか。

○釼持部会長

そうですね。

あとは本当に皆さんそれぞれの所属があるわけですから、それぞれのところに持ち帰ってそんな

お話をしていただいて、そこから拾い上げていくという仕組みも必要なんだろうな。私なんか特に

相談の事業所でもあるので、相談支援事業所連絡会というところもありますので、そこで話をして

みてというのも良いかなと。そういった仕組みも必要なんだろうなとは思うんですが、何かその辺

は僕からというよりも、皆さんも多分相談の事業所と関わりがあるかと思うので、相談の事業所

に、こういうのがあるといいんじゃないみたいなところに絞ったお話もあったりしますか。

○吉田委員

すわ緑風園では、３月に是枝先生をお呼びして、園として勉強会をさせていただこうと思ってい

るんですけど。なかなかうちの現場、勉強不足で施設の役割をどのように果たしていくかという自

覚とか、見聞みたいなのも含めて話をしていただく予定なんですが。いろいろ施設として期待され

ていることはあるんですが、なかなかそれを地域という広い目で見て、どのように生かしていくの

か、どのように地域から求められている役割を果たしていくのかというのは今後の課題だと、すわ

緑風園でもそのように捉えています。うちの入所されている利用者も当然ですけれども、その辺り

地域にどのように貢献していくかというのは、これからの課題であるという認識はしているところ

です。一つの事業所だけではどうにもならないので、市の方からもいろいろ連携してもらい、地域
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で見ていくというところで果たす責任は大きいなというか、求められている期待も大きいものがあ

るんだろうなというのは分かります。分かっているつもりなんですけど、なかなか実現となると、

その辺り難しいところもあるのかなというところを感じています。

○中村委員

実際、結構事業所の方たちって他事業所に見学とか行かないんですよね。僕は結構フリーで動け

るので、いろんな保育園に行ったりとか、いろんな施設やセンターとか行かせてもらうと、いろん

な発見があるんです。この前保育課に言ったんですけど、有機的にみんなで見学会に行こうよツア

ーとか、何か強制的にやっちゃうとか、それだけでも変わってくるのかなと思って。先ほどの地域

支援のつながりで情報の共有の話なんですけど、結構事業所の皆さん忙しいから無理と言うのを、

いったん見学会、勉強会じゃないですけど、何か本当に一人行くだけでも変わったりするので。結

構僕なんか都内の保育園見させてもらいに行って職員連れていくだけで、保育が素晴らしいので、

それを保育園に持って帰って次の日変わったりするんですよ。そのぐらい結構勉強とか情報とか、

どこかを見るとか、まねをするとかというものがあった方が、多分ちょっと見落としているところ

に対して自分たち単体では気付けないものが見えてくるというのはすごく思っていました。だから

もっとみんなで交流して見に行くというのがいいのかな。どうでしょう、ずれちゃったけど。

○戸倉委員

それに乗っかると、放課後等デイサービスは四市の集まりというのをやってたんですよ。「ＷＡＮ

Ｓ」ってここら辺の市の全部の頭文字を取って。会場も毎回違う放課後等デイサービスで事例検討

をやったり、４月はそれぞれの施設の特徴とか、こういうのやっていますというのを全部表にして

みんなで情報共有したり、お互い見に行ったりしてたんですね。コロナで中止になってるんですけ

ど。最初に放課後等デイサービスをやり始めたときって、まだ相談支援事業所がなかった時代なん

です。今、過渡期を経て相談支援事業所がいろいろあって、そうするとやっぱり相談支援事業所の

方はいろんなところと関わるじゃないですか。児童から大人の方までずっと見てて、すごく一番ニ

ーズを把握しているし、いろんな施設を知ってらっしゃるのかなって。だからいつも相談支援事業

所連絡会でどういう話題で、例えばこういうことに関しても、どういう話し合いをされているのか

なと。むしろ相談の方が、いろんな施設も知っているし親御さんとも近しい関係で把握をしてらっ

しゃるのかなと思いましたね。

○釼持部会長

確かに相談のところでいくと連絡会もありますし、そこでは例えば事例を一つ出して、みんなで

それについて考えるとか、そういったこともやっているんですね。それで確かに把握しているとい

うこともあると思うので、今のお話でいくと相談支援事業所連絡会で今の自立支援協議会の専門部
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会でこんなものが出ましたとか出しましたと。重要なところで周知というところも、もちろんやっ

ているんですけれども、そこの必要性というのを言われましたと。じゃあ相談の立場の方から何か

こういうのがあったらとか、こういうことが考えられないかとかいうようなもの。今日やったよう

なことを振ってみて意見をもらうというのもいいんじゃないかというようなことで捉えていいです

か。その辺は可能ですよね、事務局。

○事務局・佐甲主幹

そうですね。せっかく集まる機会だったりするので、その都度必要な議題で、相談の連絡会は市

が主催でやっているんですけれども、当然私たちも今の話聴いてますので、せっかくのこの専門部

会で話し合ったこととか意見だとかというのを連絡会とうまくリンクさせて話ができるとお互いに

積み上がりができるので、今回のもちょうど今釼持部会長がいますので、頭出しで話題提供してい

ただいてという日にちを、どこかのセッションでやれたらいいなと今のお話を聴いていて思いまし

た。

○戸倉委員

以前、災害が起こったときに避難所に行き、そこでどういうものがあるといいかとか、どういう

仕分ができるか等の表を朝霞保健所が出して、それに対してみんなで考えるというようなときも、

やっぱり私は放課後等デイサービスの集まりにその表を出してみんなこういう表にどういうチェッ

クポイントがあったらいいか考えてというようなものをやったので、それぞれのところがいろいろ

持ち帰って相談支援事業所が一番いろいろ把握していらっしゃると思うんですけれども、私たちも

放課後等デイサービスだと、なかなかつながってない人にどうするかっていうのが難しいんですけ

れども、こういう話題が出ましたというのはお伝えしていければなと思います。

○釼持部会長

つながってない人にどうするかということは一つのテーマでもあるんですが、つながっている

人、今サービスを利用している人であっても、こういったものが充実するといいねとか、こういっ

たサービスがあるといいねというような話が出れば、全体の福祉の底上げというか充実というとこ

ろにもつながるので、それを含めて話をするというところはありなんじゃないかなと思います。

ほかに何か御意見とかありますか。

○盛委員

朝霞向陽園は元々身障施設なので、県の身障協会というのに参加しているんですけど、そこでは

定期的に会議であったり職員研修であったり、それは多分知的障害とかでもあるかと思うんですけ

れども。今、朝霞市の場合は会議という場で集まることはあるんですけど、そういった職員研修じ

ゃないですけど情報共有の場というのがあってもいいのかなと。こういうのを協議すると言うと、
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もっと現場の職員から違う意見出てくるかもしれないですし、それは今聴きながら感じたところで

す。

あと、ほかの市とうちは関わっているので、朝霞市は結構相談が全てという感じがするんですよ

ね。なので、私も「はあとぴあ」に結構電話が多くなってしまったり。割と御本人だけではなく家

庭も結構複雑だったりするケースが、特に知的障害のケースが多いので、連絡取らせてもらってる

んですけど、例えばの話で、「はあとぴあ」がそういう定期的にちょっと朝霞地域をまとめてこんな

講習会をやりましょうかとか、どこが音頭取るという話ではないですけど、ただ、何かそんな場が

あるといいなと。個々の課題として、うちも実はこれからの在り方とかすごい考えていて、施設長

が市役所を訪問したりとかしてて。多分朝霞の地域って生活介護の通所事業所がなかったり課題は

あるんですよね。それを個々で考えるのももちろん大事だと思うんですけど、そういうのを共有し

て市としてどんな取組なんですかねというのも本当はざっくばらんにお話しできると、また一つ見

えてくるのかな、なんていうふうには今お伺いして思ったところです。

以上です。

○釼持部会長

ありがとうございます。

幾つか出ましたよね、大きなところで情報の共有であったり、発信の重要性であったりとか。定

点観測のお話もあったので、引き続き、今回だけに終わらずに年１回とかでどうなっていくのかと

いうようなことも出していってもらうというのは、それも一つだろうなというところ。あと、ちら

ちらと民生委員の話も出たかと思うので。民生委員って訪問するじゃないですか。そういうところ

で、民生委員の協議会にも自立支援協議会の専門部会で話が出たので、こういったこともやってほ

しい、こういった視点も是非持っていただいて、ああそうだというふうに言ってもらえるというの

も一つ。今ある制度の中でできるということでもあるかなと思います。

あとは、今後の課題にもなりますけど、サービス面を超えてのつながりとか集まりというのも何

か考えていくのは必要ですよというような、部会としての提言じゃないですけど、まとめ的なとこ

ろでは必要だよねという話になりました。

今度、２月４日に本会議がありますよね。そこで部会としても報告をさせていただきますので、

よろしいですかね。ありがとうございます。

ではですね、議題（１）の方はこのぐらいにして、（２）の方へ移らせていただいて大丈夫です

か。これを言っておきたいとか、大丈夫ですか。

ありがとうございます。
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◎２ 議題 （２）地域生活支援拠点等整備事業について

○釼持部会長

それでは次に、議題（２）「地域生活支援拠点等整備事業について」、事務局の方から説明をお願

いします。

○事務局・佐甲主幹

では、議題（２）については、佐甲が進めさせていただきます。

資料は２－１と２－２のＡ４片面、２－３はＡ４の２ページにわたっています。２－４はＡ４の

片面になりますが、よろしいでしょうか。

まず、先に今回議題（２）の結論からお話すると、地域生活支援拠点等の整備をしましょうとい

うのが、もう何年も前から言っていたんですけれども、ここで形を整えたいと思っています。令和

４年４月１日をもって「地域生活支援拠点等の整備をしました」というふうに形を整えたいことが

今回の提案になります。

まず、２－１から順に抜粋しながらですが、お話をしていきます。そもそも、その拠点等の整備

を何のためにするのか、整備とはどういうものなのかというところとか、目的が書いてあります。

今までも皆さん方に、前任者というか前の職員が県の研修へ行ったりして、資料をお渡ししたりも

してたかと思うのですが、機能が五つあって、順に申し上げると「相談」というのがまず一つ。「緊

急時の受入れ・対応」というのが二つ。「体験の機会・場」というのが三つ。「専門的人材の確保・

要成」というのが四つ、それから最後が「地域の体制づくり」で五つということがまず機能として

あるんですけれども、そういった機能を整えて、障害児・者の生活を地域全体で支えていきましょ

うというのがこの地域生活支援拠点等の整備の趣旨になります。

目的というところで、①、②がありますが、①については、地域で安心して生活できるようにと

いうことで、緊急時に迅速に対応ができるとか、場所として活用しましょうということで、②は、

これも障害者等の地域での生活を支援することですけれども、親亡き後とか、一人暮らしの移行と

か、そういったものの体制を整備しましょうというのが目的として挙げられています。

次の、「市の方向性」と書いてあるんですけれども、これは皆さんもお持ちかと思うのですが、障

害福祉計画に書いてあるものの拠点の部分を抜粋したものになります。確認をすると、「面的整備」

という形で朝霞市は整えましょうというのを、恐らく去年、一昨年ぐらいでしたかね、皆さんと御

確認をしたかと思います。

次の「５つの機能の概要」というのは、今までもこの議題で何度も皆さん方と意見交換をしたり

もしていますので、そこは見ておいてください。

今回、なぜ来年度の４月に整備しましたという形を整えたいかというところの、後押しの一つと
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して、平成３０年度の報酬改定で、拠点等の機能を担う事業所については、加算が付けられますよ

というのが、新しい制度としてできていたんですね。ですので、今回整備をするのに当たって、ど

んなサービスをどう使うとどう加算が付くのかというのは、次の資料２－２ですけれども、いろい

ろ細かいですので、今の段階としてはイメージとして御理解いただければいいと思います。こうい

った形でもう国を挙げて拠点の整備をしましょうということが今言われています。

ただ、この資料２－２の右側のところを見ていただくと、左に機能というのが五つあって、対象

となる、加算が付く対象となるサービスがあって、内容となっているんですけど、その次の「運営

規定の記載」というのと、「指定権者への届出」というのがあって、ここは手続をしないといけなく

て、何でもいいですよではないんですね。

この運営規定の記載というのが、それぞれの事業所が、うちは拠点の位置付けで事業をやります

というふうに決めていただいたら、事業所がまず御自分たちの運営規定の中に、例えば朝霞市の拠

点として私たちはこういうことをしますというのを、まず皆さん方が書いていただかなきゃいけな

いというのが、この運営規定の記載なんですね。そういったように、市へ何か書類を１つ出せばい

いよではなくて、事業所でもやるべきことがまずあるということ、その隣の「指定権者への届出」

というのもあるんですけれども、朝霞市が指定をしているのは、相談のところだけですが、そのほ

かのサービスについては、皆さん方、県に届出をいただいていると思いますので、必要な場合には

県への届出が必要ということになります。そんなふうに資料２－２については、解釈していただけ

ればいいかなと思います。

では、埼玉県内で、拠点の整備ってどのぐらい進んでいるのというので、資料２－１に戻るんで

すけれども、県内では１０月１５日現在、２１か所、２８市町が既に整備済みです。

近隣では、志木市と富士見市が整備済みになっていて、ほかの市はまだですけれども、すごい勢

いでこの整備がすすんでいますので、恐らくそれほど遅くならないうちに近隣もどんどん増えてい

くだろうなというふうに想像はしています。

市の状況については、皆さん御承知おきのように、この部会がその拠点等の整備、つまり親亡き

後、議題（１）でも今回意見交換いただきましたけれども、どうしていくといいかなというところ

を考えるような部会を２９年度に設置して、皆さんと話し合っているところですよということにな

ります。

最後、「今後の方向性」なんですけれども、これは先に結論からお話ししましたが、要綱を今、作

っているんですけれども、今度の４月１日から地域生活支援拠点等事業を開始するということを計

画しています。

目的は、やっぱり機能強化ですよね。障害がある方、障害児・者の方たちが地域で生活できると
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いうところの機能を強化したいということが大きな目的になります。

ただ、今後については、こうやって市が整えれば終わりではなくて、今後、この部会において

は、下の②なんですけれども、地域に共通する課題の検討を重ねていく必要がある。今日もいろい

ろなモデルケースがあったらいいよねとか、いろいろな御意見をいただいていますので、サービス

の枠を超えていろいろと連携できるようなとか、勉強会や職員研修とかもあわせて、課題の検討は

ずっと重ねていくということです。

あと、評価というのが私はすごく大事だと思っていますので、③のところでは、協議会で評価及

び今後の方針を検討するというふうに書きました。この協議会というのは、部会の枠を超えた、本

会議をイメージしていただければいいかと思うんですけれども、そういったところで、今ここまで

できていて、ここがなかなかできないんだよね、今後どうしていくかねというところの、地域の方

たちの共通の認識を持った評価というのをしていきたいというふうに考えています。

それで、資料の２－３は、厚生労働省が出している地域生活支援拠点等の手引書のようなものが

あるんですけれども、そこから全部持ってきたものです。資料２－３に関して、こういうふうにで

きているとか実施していないとか、こういうシートを使って評価をしていくというのもありですね

という例があったので、まずは、国が示すようなやり方でやってみるといいかなと思いましたの

で、この資料２－３を使って評価もできたらいいかなと考えています。

資料２－３の１枚目は「運営全般に関するもの」としてそれぞれのグループごとに一つ一つ書い

てあって、これが実施されているかとか、実施はしているけど有効じゃないなとか、実施していな

いのかというのを入れたり、今後の方針、メモを書いたりというものです。

２枚目は、「個別機能に関するもの」というふうになっているので、上から「相談」、「緊急時の受

け入れ・対応」とか、これが５個ありますので、五つの機能についてそれぞれ今どういう状態かと

いうことについて客観性を持って判断をしていくシートに使えたらいいなと考えています。

それから最後、資料の２－４ですけれども、これは、一昨年ぐらいですかね、朝霞市の現状がこ

うですよといって、四角だったり丸だったりという囲った資料を、２回ぐらい続けて出したものと

中身は変わっていないです。今まで、皆さん方と共有をしてきたものを機能ごとに落としていま

す。次の市の社会資源。これは１２月１日現在に更新はしていますけれども、社会資源が今このよ

うな状態で、課題とか、今まで皆さん方からこんな御意見を頂いていたというのを、一番右側に落

としているので、新しいものというよりは、論点として整理をしたものというふうに解釈をしてい

ただければいいかなと思っています。

こんなイメージで、来年の４月１日から拠点等の整備をしましたということにすると、県から照

会が掛かったときに、○と書いて出すと、県が年に１回地図にも落として、どこの市がやれていま
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す、やれていませんという中で、「やれています」という形が作れるかなと思います。

ただ、中身の不足がある分は重々承知をしていますけれども、１００パーセント全部そろってか

ら手を挙げるというのは、違うかと思っていて、やりながら機能も強化しながら、最低限の形は整

えていくということを今回契機にやりたいなと思っていることです。

その流れで、今は１月半ばで、あと２か月半しかないので、その間、ピッチを上げて今やってい

ることは、先ほどお話ししたように要綱を市は作らないといけないので、それを今行っているとこ

ろです。そのほか、こういう動きがあるというのを、今回初めて皆さん方にお話ししました。

この後、２月４日に本会議を予定していますので、本会議でもまた同じ話をさせていただいて、

こういう動きをしたいと思っていますという話で、よほど反対とかされてしまったら、それは何で

すけども、多分それはないかなという想定の下ですね。そうして、次に私たちがやらなければいけ

ないことは、事業所の方たちに手を挙げてもらうようなプレゼンや手続の話をしたりというのをし

ないといけないので、それを２月中の半ばぐらいにやれたらいいなと思っています。

２月の半ばに皆さん方、今回集まりの方や本会議の方以外に、朝霞市には事業所が５０何か所か

あるんですけれども、これに手を挙げる、手を挙げないにかかわらず、全部の事業所にはまずお知

らせを出そうと思っています。その上で、ああこういうことなのかと御理解いただいて、手を挙げ

ていただく事業所では、先ほどお話ししたように運営規定に入れてもらうというのが最初の準備な

んですね。運営規定に入れていただいたもののコピーを付けて市に申請という段取りなので、まず

はそこを事業所には３月をめどにやっていただかないといけないということがありますので、私た

ちも準備を急いでいますので、そんな感じで２月には皆さん方にお知らせをする場を設けて、何と

か３月、４月で手続を済ませて４月１日に整備できましたという形にしたいなというふうに思って

いますので、まずはそのお知らせになります。

議題（２）については、以上です。

○釼持部会長

ありがとうございます。

それでは、今の説明を受けて質問等がある方はいらっしゃいますか。

大丈夫ですか。

○事務局・佐甲主幹

もしあればですね、言っていただいた方が私たちも準備をするのに、こういうところを足した方

がという助けになるので、ここがよく分かりませんとか遠慮なくおっしゃっていただくと、本当に

助かります。

すみません、今日の資料はこれだけですけれど、あとこういう資料があると、もうちょっと分か
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りやすいですとかいうのも、もしあれば教えていただくと大変有り難いです。

○中村委員

基幹がないけど、基幹的な役割は、はあとぴあがやるというところという感じになるんですか。

○事務局・佐甲主幹

ここは、事務局で答えていいですか。

今、基幹がないのは事実です。そこが無いために、よそができていてもなかなか整備しましたと

いうのが苦しいというふうに私たちとしては思っていました。ただ、今の現状で、はあとぴあは委

託相談を受けていただいているということと、市の職員のケースワーカーで今、半々ぐらいのイメ

ージですかね、動いているのは。

ですので、１か所の基幹というのはないんですけれども、相談機能としてはこれから充実させた

いという思いもあるのと、あと、市が全面的に１００パーセントやっているわけでもないので、そ

こはそれぞれの組織で相談機能の充実を図れるようにというのは意識していますので、そこでカバ

ーしていこうと考えています。

○中村委員

先ほど盛委員がおっしゃったところで、ちょっとどこに相談していいのかとか、電話の窓口と

か、何かそういったところがやっぱり集約してほしいなというのが多分事業所の思いだと思うの

で。基幹というところはやっぱりあった方が便利というか、何か情報の集約がしやすいのかなと。

新座とかは、今基幹ができていて、やっぱりそこから相談支援事業所の方にケースをつないでく

れるとか、すごく流れがすっきりしているので、何かそういった方がスムーズな、シームレスな支

援ができるんじゃないかなという思いは持っております。

○事務局・佐甲主幹

ありがとうございます。

大変承知しておりますので、そこは委託相談と市の職員、役割分担も含めてですけれども、まず

は形を整えるということをやっていったときに、市が一方的に社会福祉協議会にというのもおかし

いので、相談の在り方について、これを機会に協議したりとか整理をしたりとか、あと、事業者の

立場からすると、連絡しやすいような体制って何とかというところも合わせて、社会福祉協議会と

も協議も重ねていきたいと思いますので、今の段階では、どちらに連絡しても構いませんというの

がお答えで大丈夫ですか。

今の段階では、ケースバイケースで、市の職員、市に直接声を掛けていただいてもいいですし。

○釼持部会長

基本的には、今の現状としては、こういう困ったことがあるんですということって大体市の方に
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相談が入るんですよね。それについて、委託として一緒に動いてくれないかというような話で、そ

こで共有をして動いていくというような、現状としてはそんな感じになっているので。じゃあ、逆

にはあとぴあに委託をやっているということでポンと、できましたとなったときに、そこで全部解

決するかというわけではないので、もちろん市の方と相談したりとかというふうにはするので。そ

うですね、今のお話で行くと、現状どこにということであれば市に掛けていただいてもいいし、は

あとぴあに掛けていただいてもいいし。そこでお互いが把握するというような状況にはなっている

というところです。

なかなかそういった意味では本当に、例えばどこかが基幹ですというふうになればスムーズでは

あるんですけど。そこはまた、先ほどの資料にもありましたけれど、資料２－４の「課題・部会の

意見等」のところで、「２４時間体制可能な機関の設置が必要。」というような課題と意見等という

ことで載ってはいるので、今後というところになると思います。

ほかに。よろしいですか。何か意見、質問、その他。

なければ、いいですかね。それでは、議題（２）はそのぐらいにして。

◎２ 議題 （３）その他

○釼持部会長

議題（３）その他に移りたいと思います。

委員の皆様から何かありましたら。よろしいですか。

私、始まる前にちらちらと伺ったんですけれども、現状のコロナ感染拡大について、今こんな感

じで動いてますよとか、先ほども幾つか伺っているので、せっかくですので把握しておいてもいい

かなと思うのですが、どうですかね。

○戸倉委員

放課後等デイサービスの特徴として、うちだけを利用しているのではなくて、他事業所、週に２

日はうちで、あとの２日はどこか違う放課後等デイサービスに行っているというところもあるの

で。朝霞市の中でも今朝放課後等デイサービスで発生したという話も聴いて、そういうところの対

応に追われているという状況です。

まいまいも１、２、３とあるんですね。それぞれの特徴があるので、１と２を併用していると

か、２と３を併用するとか、１と３を併用するとか、そういう組み合わせをやっと再開しようかと

言って、今月から再開し始めたら今のこの状況なので、またその併用をなくして。誰か一人が出た

ときに全部の放課後等デイサービスもストップしなければいけないので、その辺の対応を今朝、緊

急会議を開いて、親御さんへの対応もしたところです。
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○釼持部会長

ありがとうございます。

ほかに、何かあれば。

○出井委員

そうですね、就労移行支援と就労定着支援ということで行っているんですけれども、幸いにもセ

ンターの中からこれまでコロナ陽性者というのは、今まで出たことがないというところではあるん

ですけれども。新たに何とか株がということで毎回出てきているというところで、対策としてもあ

れこれ考えなきゃいけないのかなとは思ってはいるんですけれども。多分、通所型というよりかは

入所とかの方がむしろ、そこら辺で気を付けなきゃいけないところかなと思いますので、実際にど

んな対策を取られているのかなとかいうのをちょっとお伺いできればなと思いまして。

すみません、私のところの発表というよりかは、質問みたいになっちゃうんですけれども。

○吉田委員

障害者支援施設のすわ緑風園では、施設入所と生活介護、短期入所、日中一時支援とあります

が、今に始まったことじゃなくて、１０月の時点で感染状況に応じて警戒レベルを４段階で設定し

ておりまして、感染者数とか１週間の平均の人数と、あと１０万人当たりの人数で。政府の方から

もレベル１からレベル４まで指針というのが出ていますけど、それに連動するような形。うちは入

所なので、クラスターが一番危ぶまれるので、それはもうちょっと前倒し、先を見越して早め早め

に対応するということで動いているのですが。

１２月から、一回通常に戻したんですね。感染状況が落ち着いたので、警戒レベルを全部引き下

げて。もう通常どおりとしたのですが、ここのところの年明けからの感染状況の拡大を受けて、ま

たその警戒レベル、先週の時点で下から２番目、具体的にはちょっと細かくなるので申し上げませ

んけど、レベルを１回真ん中ぐらいまで引き上げた後に、この３連休でもう東京は１週間平均５０

０人超え、埼玉県は今日で多分２６０人超えなんですよね、１週間の平均がね。１４日の金曜か

ら、４段階あるうちの一番最大の警戒レベルで対応するということに決めておりまして、関係各所

には通知、電話連絡をしていたりとか、これから送ろうと思っているところです。

それもあって、通所系の受入れは、入所施設ということでかなり厳しい制限にならざるを得ない

ということで、皆様には御理解をいただくお願いをしているところです。

具体的には、短期入所、日中一時支援は受入れをすべて中止です。利用者の御自宅への帰省につ

いても金曜からは当面の間取りやめていただいて、面会のみということで施設に来ていただいて、

ワクチンを接種した方は面会のみ可能ということでさせていただいております。出入りについて

は、そんな感じにしています。



- 29 -

○釼持部会長

ありがとうございます。

何か、ありますか。

○江川委員

そうですね、うちはグループホームなんですけども、特にこれというのは。一応、入居者が四つ

の日中事業所に通われているので、とにかくうちが発生源というか、拡散するような場所にならな

いようにはしないといけないなというふうには、常に思いながらやっています。

なので、通所先でうちの利用者が濃厚接触だったとか、いろいろなパターンがあるんですけど、

その時々で、職員で相談して決めているというような状況ですね。なので、今のところ大丈夫なん

ですけれども、週末帰ってもらっているので、週末、御家族で発熱者が出たとかいう場合は、来所

しないでもらって、そのまま御自宅でＰＣＲ検査の結果が出るまで待機していただいたりもしてい

ます。

なるべく通常通り運営できるようにというような形で対応させていただいてます。

○釼持部会長

ありがとうございます。

○盛委員

ちょっと重複してしまったらすみません。

うちは、通所と入所、両方やっていて、出入口が一緒というハイリスクな状況下でやっているの

ですが、どこもそうかもしれませんが、入口のところに検温の機械を置いたり、来訪者にも基本的

に検温と、時間とか書いていただいてと、まずその確認はさせてもらっています。

あとは、かなり人数が多くなった９月、１０月のときに、入所の方で作りとして１０人単位のコ

ーナーに分かれているんですけど、コーナーごとに仕切りのカーテンを作りまして、感染拡大を防

ぐという予防対策の一つとして、施設の中にそういったテコ入れをしたというのと。

あと、あくまでも本当に感染者が一人、若しくは発熱者が一人出たという時点でどういう体制を

とるかというのは、結構９月、１０月からシミュレーション化されて、このゾーンはレッドゾーン

として感染者が出たらここに隔離、職員もこうする、と。うちの法人の一番大きい施設で、４０人

以上のクラスターが出て、そこが職員も１５人中１０人がかかるという、もうすごい大変な状況だ

ったようなので、そういった例とかも写真と解説付きで頂いて、参考にさせていただきながら感染

対策は取り組んでいます。

利用者の方の朝夕の検温をしたり、今のところ本当にこの数か月、高熱という方が一人も出てい

ないのでそれが幸いだなと思います。
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あと、通所の方ですと、うちは玄関が一緒、実は食堂も入れ替え制にはしているんですが、廊下

が全然かち合うような状況で、本当にリスクが高いんですけど、利用、通所の方にも来る前に検温

は必ずしてきていただいて、それでちょっとでも、３６．８℃とか３６．９℃でもだるいと言った

ら休んでいただいたりとお願いはしています。

その中で、今日ちょうど来る前だったんですけど、御家族的にボーダーな家庭で、お母様も全然

関与していない、まだ２０代の知的障害の男性なんですけど、先週の年明けからだるい、食事をと

っていない、行けないと言っていて。病院へ行ってほしいという話をしているんですけど、行けな

いんですよ。御家族も対応ができなくて、それで通所に来てしまう。一番そういうのが怖くて、た

だ、ケースとしてちょっと何人かいらっしゃるんです。家族もそういう支援や、関わりが持てない

ような。

大分前の話なんですけど、民生委員とか、虐待とは異なるんですけど家から異臭がするとか何か

そういう障害の「あれっ」という発信って、どこへすればいいのかって意外と分からない。警察で

もなさそうだし、多分市役所かなと。障害のことで、まさかそういう相談支援があるとか一般の方

は知らないと思うので。正しくその家も本当にごみ屋敷でという御家庭なんですね。なので、私た

ちが必要なことを電話で伝えたり、それは最大限頑張っていて、何かその地域の目とかいうのが入

るともう少し違うのかもしれないなと。ちょっといろいろなことをつなげちゃったんですけど、そ

ういった対応が一番今、通所の方では怖いなと思っています。

以上です。

○釼持部会長

ありがとうございます。

○中村委員

児童発達支援事業所なんですけど、通所でやっていますと、子供たちというより保護者の方が一

番危険度が高いなと思っています。やっぱり両親が働いてらっしゃったりとか、同僚で濃厚接触が

出たとかいうところは、少しずつ今、増えていますね。この１２月末から１月にかけて増えてきて

います。

対応は皆さんと一緒で、職員の朝の自宅での検温と、来てからの検温と、利用者のチェックは必

ずやっているのと、あと空気清浄機はいいやつを入れさせてもらったりとかして、必ず空気はきれ

いな状態を保つようにするとか。やっぱりそういうことはやっています。給食は、今ついたてをし

たりとかいろいろなことをしながら、緊急事態宣言のときと同じような対応をしようというのを今

週から決めてやっております。特別なことはしていない感じですね。
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○釼持部会長

ありがとうございます。

私の方は、相談のところなので、主にモニタリングとかでは、今までもずっとそうなんですけど

相手が受け入れられるかどうか確認させていただいて。ただ、当然、出勤時は検温して、消毒を持

ち歩いたりとか、そういった対応をしているというような感じになります。受入れをしないとか、

そういうことはできないので。

あとは、一時期すごい緊急事態宣言が出たときは、来ていただいての面談を避けるようにという

ところもあったんですけれども、今のところは、御家族の方とか来られる対象の方がちょっと遠慮

したいというような方に関しては、その意向を汲んで対応しているというようなところにはなりま

す。電話での面談であったりということをやっています。

ありがとうございます。その他、皆さんの方からなければ、あとは事務局の方からありますか。

○事務局・佐甲主幹

では、すみません。最後にまた佐甲から。

最初に部会長が、今日最後ですよとされたところなんですけど、皆さん方に委嘱させていただい

ているのが令和４年７月でちょうど切り替えになります。２年間ずつ皆さんにお願いしているんで

すけれども、この部会については、今日がまずこの任期中は最後ということになります。ただ、も

う１回、２月４日に本会議がありますので、そこまですみません、是非お願いしたいんですけれど

も。

それ以降なのですが、令和４年７月に切り替えになったときに、今、専門部会が三つあるんです

が、今度からは四つに増えます。精神包括ケア部会、精神障害の包括ケアシステムを考えましょう

という部会を一つ増やしますので四つになります。

ただ、今、皆様方に委嘱させていただいているのが２０人なんですが、そこの人数を増やしてし

まうと、本会議が２０人以上で意見がなかなか出せなくなってしまうので、２０人は変えずに四つ

の部会を運営しようと思っています。同じメンバーの方が次回というのは難しいかと思っていて、

四つの部会に、どのお立場の方を、どこの部会に入っていただくのがいいかとバランス見ながら、

調整をしているところになります。

基本的に四つの部会とも、今、８人構成ですので、人数は変えないでやっていきたいと思います

が、その今作っている案というのを、２月４日にはお示しできるようにと思っていますので、その

ときにまた何か御意見とかあれば、伺っていきたいと思いますが、そんな動きがありますので、ま

ず御承知おきいただきたいということになります。

以上です。
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○釼持部会長

ありがとうございます。

ほかには、大丈夫でしょうかね。

◎３ 閉会

○釼持部会長

それでは、これをもちまして、令和３年度５回朝霞市障害者自立支援協議会専門部会を終了とさ

せていただきます。

本日は、どうもありがとうございました。


