
平成 30 年度第２回浜松市障害者施策推進協議会会議録 

１ 開 催 日 時

平成３１年３月２７日（水） 午後２時３０分から午後４時０１分まで 

２ 開 催 場 所

浜松市役所 本館８階 第４委員会室 

３ 出 席 状 況

出席委員 

福田俊子会長、畠山眞行職務代理者、赤池千明委員、伊藤さなえ委員、 

西村百合子委員、二橋眞洲男委員、野寄秀明委員、松井章子委員、村上祐介委員 

欠席委員 

永島誠二委員 

事務局 

朝月健康福祉部長 

【障害保健福祉課】 

田中課長、鈴木精神保健福祉担当課長、榊原課長補佐、金原 G 長、松本 G 長、 

浅野 G 長、杉浦 G 長、爾見 G 長、柴田 G 長、岩崎主任 

【精神保健福祉センター】 

鈴木副所長 

   【子育て支援課】 

西主任 

   【児童相談所】 

    鈴木所長 

   【障害者更生相談所】 

    高山所長 

【区役所社会福祉課】 

（中区）川合課長、（東区）大隅補佐、（西区）大澤課長、（南区）岡野課長、 

（北区）和田課長、（浜北区）大槻補佐、（天竜区）河合課長 

４ 傍 聴 者

１人（報道１人） 

公開・非公開の別 
■公 開 □部分公開 

□非公開 



５ 議 事 内 容

１ 開会 

２ 報告事項 

（１） 平成 31 年度予算の概要について 

① 障害者施設通所支援事業について 

  ② 障害者相談支援事業所の再編について 

（２） 精神保健福祉法に関するガイドラインへの対応について 

（３） 防災対策の推進について 

３ その他 

４ 閉会 

６ 会議録作成者

障害保健福祉課政策調整グループ 岩崎 

７ 記 録 の 方 法

発言者の要点記録、録音有 

８ 会 議 記 録 

１ 開会 

２ 報告事項 

（１） 平成 31 年度予算の概要について 

■資料１に基づき事務局が説明 

  ■質疑応答、意見・感想 

（二橋委員） 

 障害者福祉費が 10 年で約２倍、障害児福祉費が５年で約３倍となった理由は、

国の法律改正などによるものと考えるが、市はこの背景をどのように見ているか。

（事務局） 

 障害者総合支援法の施行、児童福祉法の改正によるものと考えている。 

放課後等デイサービス、児童発達支援事業所が多く開設され、特に子どもに対す

る支援が手厚くなっている。浜松市としても子どもの療育に関し、早期発見、早期

療育という方針により事業を進めてきている。 

（二橋委員） 

市の民生費について、５年前からの伸びはどうなっているのか。 

（事務局） 

 平成 26 年度は 912 億円、平成 31 年度 1,044 億円であり、約 15％の増である。 

参考に国の社会保障費は、平成 26 年度が 30 兆円、平成 31 年度が 34 兆円で、約



11％増となっており、当市の動きと近いものである。 

①障害者施設通所支援事業について 

    ■資料１－１に基づき事務局が説明 

    ■質疑応答、意見・感想 

（松井委員） 

 対象者への案内の方法はどうなっているのか。 

（事務局） 

 通所事業所を通じて、対象者に案内していただくようにお願いしていく。 

（松井委員） 

 通勤手当が出ている事業所を把握しているのか。 

（事務局） 

 通勤手当が出ているのは主にＡ型事業所になるが、Ａ型事業所へのアンケートの

実施により把握している。 

（松井委員） 

 すでに把握している通勤手当を出しているＡ型事業所には案内しないのか。 

（事務局） 

 すべての事業所に対し周知する。平成 31 年３月 19 日に事業所の集団指導の場で

も説明している。要綱、様式についてもメールにてすべての事業所に配信していく。

（松井委員） 

 対象者はどのように手続きするのか。また、ナイスパスに入金されるのか。 

（事務局） 

 申請手続きは年に２回となり、４月から９月分は 10 月 15 日までに、10 月から

３月分は４月に、区役所にて申請をしていただき、指定口座へ振込をする。 

（松井委員） 

 自分で申請しないと受給できないのか。 

（事務局） 

 委任状が必要になるが、事業所の代理申請も可能としている。 

（二橋委員） 

バス・タクシー券等交付事業の見直しとリンクしているのか。 

（事務局） 

バス・タクシー券等の交付は、軽度の障がいを持つ方に対する助成が平成 30 年

度から廃止となった。バス・タクシー券等交付事業の対象外となった方のうち、訓

練施設に通所している方の交通費が、障害者施設通所支援事業の助成対象となる。



② 障害者相談支援事業所の再編について 

    ■資料１－２に基づき事務局が説明 

    ■質疑応答、意見・感想 

（野寄委員） 

 情報連携システムの構築について、管理方法はどうなっているのか。 

（事務局） 

 イントラネットを構築し、サーバーを設置する中で、ネットワークを通じて情報

を閲覧、書き込みできるシステムを考えている。個人情報となるため、権限を付与

された者のみがアクセスできる仕組みの構築を検討している。 

（野寄委員） 

 地域移行の専門委員をしている。どのようなシステムなのか、医師会、歯科医師

会、薬剤師会もそのシステムにアクセスできるのかを確認したかった。 

（二橋委員） 

 相談支援事業所 15 箇所、地域包括支援センター22 箇所の 37 箇所を５箇所にま

とめるということか。 

（事務局） 

 地域包括支援センターの 22 の圏域を踏まえ、相談支援事業所を５箇所程度に集

約するものである。 

（赤池委員） 

 多様化・困難化する相談に対応可能な体制とは、どのようなものを考えているの

か具体的に教えていただきたい。 

（事務局） 

 現行では１事業所を 1.5 人工程度で運営しており、障害種別により事業所が限定

される。五つ程度の圏域を定めて、資格や経験年数などの条件をつけて相談業務に

精通した複数人工を配置するなかで、一つの事業所ですべての障害種別の相談を受

けられる体制を作っていく。その地域の相談はその圏域で対応することを考えてい

る。 

（赤池委員） 

 圏域の具体的な案を持っているのか。 

（事務局） 

 地域包括圏域、障害者手帳所持者の状況、障害福祉サービスの支給決定者数を踏

まえ、圏域について、現在の委託相談事業者９法人と相談させていただいていると

ころである。 

（松井委員） 

 ５箇所に再編された場所を、複数の法人が、共同で運営していくことになると思



う。現在、人工が少なくて大変な思いをされていると感じるが、協力して取り組ん

でもらえればと思う。 

 情報連携システムの構築についても具体的な内容が決定した時には教えていた

だきたい。 

（福田会長） 

 再編スケジュールはどのようになっているか。 

 また、先日、基幹相談支援センターの１年の業務の報告会で、精神障害に関する

問題が浮かび上がってきたという報告があった。基幹相談支援センターが専門の領

域が違う法人が協働で取り組むモデルを作ってきていると思うので、再編された５

箇所の相談支援事業所に伝える機会をつくり、精神の問題、触法の問題も共有して

いただきたい。基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、計画相談支援事業所

の連携の在り方を市も入る中で検討していただきたい。 

（事務局） 

 スケジュールは、５月にプロポーザルの公告、７月末には契約をしていきたいと

考えている。受託法人の採用計画もあるで、なるべく早く対応をしていきたい。 

委託相談支援事業所のバックアップ機能が基幹相談支援センターであり、行政も

入りながらということになるが、密に連携して、益々活躍していただくよう期待し

ている。 

 精神障害に関しては、詳しくは後ほど説明させていただくが、国を挙げて対応し

ていくことになっている。 

（福田会長） 

 基幹相談支援センターがどのような活動をしてきたかを次の会議で報告いただ

けると、各委員もイメージしやすいと思うので検討いただきたい。 

 （２）精神保健福祉法に関するガイドラインへの対応について 

     ■資料２に基づき事務局が説明 

     ■質疑応答、意見・感想 

（松井委員） 

 具体的にどのような方が支援をするのか。 

（事務局） 

 支援計画を策定し支援を開始していくが、個別のケースで支援者は違ってくる。

障害保健福祉課、相談支援事業所のほか、訪問看護ステーションの職員、通院先の

デイケアのスタッフ、65 歳以上の方であれば地域包括支援センターの職員、地域

の支援者などの協力を依頼しながら支援していく。 

などである。 

（松井委員） 

 支援計画は相談支援事業所が作成するのか。 



（事務局） 

 支援計画は行政が作成する。 

（赤池委員） 

 同意者が 12 人で支援開始者が３人であるが、支援が開始されない９人はどのよ

うな理由か。 

（事務局） 

 支援開始者は地域で生活している方であり、９名はまだ入院中である。 

（赤池委員） 

 退院できない理由は病状によるものか。 

（事務局） 

 病状ではなく、退院後、自宅に帰るのか、アパートを借りるのか、施設に入るの

か等、退院先の確定が難航している方である。 

（二橋委員） 

 措置入院者の全数は何人か。 

（事務局） 

 今年度の措置入院者が 25 人である。 

（福田会長） 

 マニュアルの作成について、静岡県、静岡市と共同で作成した理由は。 

（事務局） 

 浜松市民が市外病院に入院する場合もあり、逆の場合もある。そのため、県内で

統一した支援ができるように共同で作成した。 

（３）防災対策の推進について 

    ■資料３に基づき事務局が説明 

    ■質疑応答、意見・感想 

（野寄委員） 

 ４の今後の対応、３ポツ目の医療救護所訓練とは、10 月第４日曜日に実施して

いるものか。 

（事務局） 

 はい。 

（野寄委員） 

 薬剤師でも福祉避難所の存在を知らない人も多いため、薬剤師会へも案内をして

いきたいが予定はあるか。 

（事務局） 

 現在の予定はないが、三師会については、高齢者福祉課等との関係課とも調整し、



説明に伺うことを検討する。 

（野寄委員） 

 福祉避難所について概要等から教えていただきたい。 

 障がいを持つ方が参加するのは良い試みだと思う。事前に周知いただければ対応

しやすいと思う。 

（伊藤委員） 

 サバイバルキャンプは当事者が中心となって開催していたところに行政が見学

する形になってきたものである。 

パラリンピック等もあることから障害に関する関心は高まっていると感じるが、

当事者の意見を聞いてもらうともっと良いものになると感じることがある。実働訓

練については、どのような訓練なのか最初は見学させていただきたい。 

（事務局） 

 検討させていただきたい。一時避難所の開設、福祉避難所の開設、移送訓練は重

要と考えている。過去に福祉避難所の開設訓練も実施しているので、実施の際には

ご案内をさせていただきたい。 

（村上委員） 

 静岡ＤＣＡＴの派遣規模の想定はどのくらいか。静岡ＤＣＡＴにて対応できない

場合の他県からの派遣要請は考えているのか。 

（事務局） 

 派遣規模は決定していない。県内で対応できない場合は、応援要請という形にな

ると考える。 

（村上委員） 

 応援要請する先について具体名は出ているのか。 

（事務局） 

 出ていない。 

（二橋委員） 

 福祉避難所の公表について、あらかじめ避難する福祉避難所を指定することはど

う考えているか。 

（事務局） 

 医療的ケアが必要な方などの重篤な方について、例えば登録制にして福祉避難所

にスムーズに避難できるような支援をしなければならないことは課題として持っ

ている。マニュアル改正後に考えていく。 

（西村委員） 

 発災時に市内に福祉避難所が何箇所開設されるのか。 

（事務局） 



 協定締結施設は 255 事業所あり、発災時に福祉避難所が開設されるかどうかは、

協定締結施設の被災状況による。 

（西村委員） 

 障がいのある方への福祉避難所への避難について検討を進めていただくように

要望したい。 

（福田会長） 

 マニュアルの改正時期はいつごろか。 

（事務局） 

 平成 31 年度の早い時期には改正する予定である。 

 改正時にはホームページにて公表していく。 

（福田会長） 

 当事者からの意見を聞く中でマニュアル改正に結び付いた部分があれば教えて

いただきたい。 

（事務局） 

 福祉避難所の実動訓練の部分である。 

（福田会長） 

 実際に訓練をやってみて、そこから見えてくる課題などを研修会などの企画に繋

げていくということでよいか。 

（事務局） 

 はい。 

（伊藤委員） 

 この前の台風の際の停電時の体験をマニュアル改正にも生かしてもらいたい。 

３ 閉会 


