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第３回上越市自立支援協議会
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議題（公開・非公開の別）
地域生活支援部会からの報告（地域生活支援拠点について）（公開）

⑵

障害福祉サービス施設ハンドブックについて（公開）

⑶

その他(非公開)
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⑴

開催日時
平成２７年９月３０日（水）午後３時３０分から午後５時１０分

４

開催場所
福祉交流プラザ２階

５

相談室６

傍聴人の数
０人

６

非公開の理由
なし

７

出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略）
・委

員：丸山ひろみ、難波祐子、宮越亮、丸田明久、山﨑次男、田邉信、西山俊彦、
青木一美、山本拓郎、田中靖子、牛木秀人

・事務局：福祉課
８

小林係長、大島主任、

発言の内容

（小林係長）

（宮越副会長）

ただ今から、第３回自立支援協議会を開会いたします。本日は、片桐委
員の代理として丸田委員から出席をいただいております。笠原会長、中屋
委員、青木（美）委員、中村委員、井部委員、飯塚委員、山川委員、新保
委員の 8 名から欠席報告がありました。よって、上越市自立支援協議会設
置要綱第 6 条第 2 項により半数以上の出席がありますので、会議が成立し
ていることを報告します。
それでは、議事に入らせていただきます。本日の協議は 3 点あります。
（1） 地域生活支援部会からの報告（地域生活拠点について）
（2） 障害福祉サービス施設ハンドブックについて
（3） その他
となっています。よろしくお願いします。
（1）地域生活支援部会からの報告（地域生活拠点について）

始めに地域生活支援部会からの報告ということで、報告させていただき
ます。
事務局から現状と課題を説明させていただきます。
＜資料 障害福祉の現状と課題について 説明＞

（小林係長）

（宮越副会長）

ありがとうございました。自立支援協議会は地域課題を抽出してその解
決に向けてどうするかを議論していくことを中心に活動としています。今
の資料はそれをまとめたものだと思います。それぞれの部会が地域課題と
して議論されているかと思います。参考までに他の自立支援協議会の様子
を見ますと抽出して協議して解決しようという行動的な自立支援協議会が
あります。ここは年間の検討課題を持たずに、その都度に地域課題を出し
て行動しています。そのようなやり方もあります。
私から今年創設されました地域生活支援部会の中間報告をさせていただ
きたいと思い、資料を用意しました。
＜資料

地域生活支援部会中間報告

説明＞

以上です。中間点ですので、部会として、これが上越モデルですという
形の完成は 2 月くらいを目標としています。どのようになるのかというの
はまだ見えませんが、議論の途中ということで中間報告をさせていただき
ました。ご質問はありますか。
（山﨑委員）
非常に良いと思いますが、多機能拠点整備型で考えているということで
すが、誰が具体的にこの事業をするのかということになります。例えばグ
ループホームの併設だが、これも誰がやるのか、上越市としてどのように
考えているのか、少なくともこういう事業をやるということでまとめるの
にとりあえずの資金の補助が来るかと思います。
（宮越副会長） モデル事業として 50 万円です。
（山﨑委員）
それではできないと思います。
（宮越副会長） 施設整備は別です。講演会を行うなどということです。
（山﨑委員）
最終的には将来を描いていると思います。上越市が音頭をとるのか、自
立支援協議会が音頭をとるのか分かりませんが、それぞれの事業者が関わ
り合っていくということになりますよね。そのように理解したほうがよい
でしょうか。
（小林係長）
はい。
（宮越副会長） 特に面的な整備を考えた時には、そういう場面が出てくると思います。
（牛木委員）
今のやり取りでは、最終的にどのような形で反映されるのかということ
がなかなかイメージできずに心配されているかと思います。どのような形
が上越市には良いのかということを提案していただいています。そのメニ
ューにうちがのりましょうか、という事業所があるかどうかということで
す。現在では、ないことはないという状況です。その事業所とは別にそれ
ぞれの事業所もグループホームや短期入所などの計画をしています。それ

と今、描いている拠点と最終的には合わせるというか重ねるというか、そ
のような作業が出てくると思います。そして実際今、どういう人がどのよ
うなことで困っているかということをしっかりと押さえたうえで全体的な
計画を立てなくてはいけないと思っています。これから先は計画の最終的
な完成までにこの重ねるという作業ができないときちんとした物にはなら
ないと思います。
（山﨑委員）
それは分かりますがどちらが先になるかという話になります。
（牛木委員）
昨年、上越市障害者福祉計画を作成する段階で各事業所のさまざまな計
画を聞いています。その中に拠点の計画も出ています。それと他の事業所
の計画と合わせて過大になると困ります。過不足をよく見据えながら最終
的に必要となる整備計画を立てなくてはいけないと思っています。それに
は福祉課がしっかりとしたデータを皆さんに示さなくてはいけないと思い
ます。いろいろな作業を重ねていくことになると思っています。
（宮越副会長） 私たちもまだあいまいな点がありますので、さまざまな情報を聞きなが
ら計画を立てていきたいと思います。
（牛木委員）
どういう形で進めていけばよいのかということを考えていかなくてはい
けません。
（山﨑委員）
よく分かりました。この面的な整備はこれで良いと思いますが、多機能
型の中のグループホーム併設型になると今後整備するグループホームがど
のような規模になるのかという話が出てきます。その時に距離的には市街
地からは遠いが、清里区の京ヶ岳や大島区のあさひ荘などお風呂があるの
でそれを利用したりそこに特殊浴槽を入れたりするのもよいと思います。
今ある宿泊施設を整備してエアコンも各部屋にあるので、グループホーム
の入居者の部屋になると思います。ただ、重度障害の場合は京ヶ岳はその
まま使えません。上越市としてそのような施設を再利用していくという考
えが必要だと思います。
（牛木委員）
その視点も入れて、地域全体でどのような施設が空いているかをリスト
アップしなくてはいけません。公営住宅の活用の部分も必要になってくる
かと思います。
（山﨑委員）
公営住宅の利用は私もよいと思いましたが、市街地の公営住宅は待機者
がいて空きはありません。空いているのは 13 区の公営住宅です。そこは
いつでも入れますが、入居しません。ほくほく線があるので大島区の公営
住宅は利用しやすいと思うが、ほとんど利用がありません。だから使える
としたら、郊外の公営住宅だと思います。市街地の公営住宅で待機者がい
る中、障害者用に部屋をほしいというのも一つの意見だが、これはなかな
かうまくいかないと思います。
（牛木委員）
実際、おおすぎの里のグループホームで公営住宅を利用できないかとい
うことで話をいただきましたが、結果としては難しいということでした。
（山﨑委員）
それは、制度的に難しいということでしょうか。上越市として利用でき
ないということでしょうか。
（牛木委員）
さまざまな問題があり難しいということでした。事業所は空きのある公

営住宅を利用したいと考えていることは分かりました。
（西山委員）
サテライトとして市営住宅を検討したのですが、問題がありました。
（山﨑委員）
利用できるようにしてはどうか。
（宮越副会長） 高齢者専用賃貸住宅はあるが障害者専用住宅ができると良いなと話して
います。その障害者専用住宅を公営住宅として借り上げて入居することに
すると安価で入れるという仕掛けができるのではないかと議論をした覚え
があります。このようなやり方もあって既存のアパートということもあり
ますが、細かな議論を積んでいかなくてはうまくいかないです。
地域生活支援部会としてもう少し今の話を踏まえながら議論を進めてい
きたいと思っています。いずれ、協議会としてこのような形を用意したと
いうことになりますが大事なところだと思うので、またご意見をお願いし
たいと思います。
（2）障害福祉サービス施設ハンドブックについて
（小林係長）
障害福祉サービス施設ハンドブックの更新について説明させていただき
ます。皆さんの手元にある緑色の冊子は現在利用している冊子です。これ
につきまして本日皆さんからご意見をいただき更新をかけていきたいと、
前回話をさせていただきました。本日皆さんからご意見をいただけたらと
思いますが、いかがでしょうか。
（宮越副会長） 事業所的には廃止や新設など増減があるでしょうか。
（小林係長）
事業所のプラスの方が多いです。
みなさん、いかがでしょうか。
（宮越副会長） 定員などは市で把握されていますか。
（小林係長）
事業所からの報告に基づき把握し、定員や登録者数などは市でも必要な
ところであります。
（田中委員）
前回ここまで必要なのかという意見があったような気がします。
（小林係長）
就労やグループホームなど定員や登録者数は必要だと思います。月の利
用者数や受け入れ可能数は必要なのかどうか。ただ、一番聞きたい人は、
山川委員や新保委員が見てどのように感じるかと思いました。本日はお二
人ともお休みなので残念です。
（田中委員）
ホームページなどを作って新しいデータになっているのであれば随時更
新して受け入れ可能数を入れてよいと思います。紙ベースで 1 年に 1 回の
更新であれば、ここまで出さないほうが良いかと思いました。
（小林係長）
必ず 1 年に 1 回更新できればよいですが、状況によっては 2 年に 1 回に
なってしまうこともあるかもしれません。だから、平均利用者数はどんな
ものかなと思いました。言葉の変更など内容の更新はいくらでも差支えな
いので、みなさんにお願いの文章を出したいと思います。
（難波委員）
月の平均利用者数というのは、施設利用を希望する人への事業所を紹介
する時に利用させていただきたいので、ホームページ上で新しい情報を随
時見られるのであれば必要な数字になってくると思います。紹介するとき
に電話してその都度確認するということにならないように配慮いただけれ

ばと思います。
（西山委員）
内容はとても良いと思いますが、誰向きなのかと疑問を感じることがあ
ります。分かりやすい版があってもいいのかなと思います。写真が鮮明で
はないので分かりやすい版では写真を大きくするなどしてイメージが湧く
ような感じにしたほうがよいかなと思います。
（宮越副会長） ページの見方は 17 ページに全部書いてあります。これはこれで良いか
と思います。
（小林係長）
写真は印刷をしているので画質が悪くなってしまいますが、もう少し大
きくする方法はあるので、写真を交換したい場合は交換をしてもらいたい
と思います。
（西山委員）
分 か り や す い 言 葉 を 使 っ た ほ う が よ い と 思 い ま す 。 27 ペ ー ジ で
「D.C.・O.T.への通所または通勤」は DC や OT って何ですか、という話に
なってしまいます。デイケアへ通所というようにしたほうが一般の人が分
かりやすい言葉がよいと思います。全部データ化しているのでしょうか。
（小林係長）
事業所からデータでもらっています。ただ写真がない事業所があって福
祉課のほうで加工した部分もあります。これから皆さんに依頼をかけてい
きたいのですが、11 月 22 日の事業所説明会に参加される事業所のものは
抜粋させていただき作るということで考えています。ついては新しい情報
で提供できればと思っていますので、関係する事業所に今までのデータを
うまく修正していただければと思います。
（丸田委員）
いつくらいまでに修正が終われば良いですか。
（小林係長）
事業所の定員などの修正は 10 月末までにお願いしたいと思います。様
式の変更に関しては本日から 1 週間以内でお願いします。先ほど話がでま
した、平均利用者数はカットさせていただいてもよろしいでしょうか。
（委員全員）
了解
（小林係長）
ありがとうございます。平均利用者数はカットさせていただきます。皆
さんにご意見を聞かせていただき文書にて周知させていただきます。お願
いします。施設ハンドブックはよろしいでしょうか。
（山﨑委員）
平成 26 年 3 月発行となっていますが、なぜ 3 月なのでしょうか。受け
取る側はなぜ年度末なのか疑問に思うと思います。
（小林係長）
今回更新する時は月で新事業所を追加して新しいものを作りたいと思い
ます。
（宮越副会長） 平成 28 年度版などにしてはいかがでしょうか。
（小林係長）
そうさせていただきます。
（宮越副会長） ありがとうございました。よろしいでしょうか。その他に入ります。事
務局からお願いします。
（3） その他（非公開）
（小林係長）

最後、大きい 3 番のその他に入ります。事務局からお願いです。
１点目は、地域生活支援拠点の研修会について説明します。

＜チラシ 地域生活拠点とは 説明＞
２点目は、次回の開催ですが、定例的に開催してほしいという要望があ
りましたので 10 月は研修会などがありますので、11 月の第 2 週の火曜日
というところで 11 月 10 日(火)15：30〜開催をしたいと思います。みなさ
ん、いかがでしょうか。11 月 10 日で予定を入れていただきたいと思いま
す。よろしくお願いします。もし緊急にご連絡があればその都度連絡させ
ていただきますので、その際はよろしくお願いします。私からは以上です。
皆さんから、他にありますか。
（宮越副会長） 協議会の定例化ということで話がありました。議論がなくても各部会は
動いているので、部会の報告は必ずして情報を共有化していくのはとても
大事だと思います。議論などを流してもらえると嬉しいです。このような
形で協議会はエンジン部分だと言われて地域を変えていく機能を果たして
いかなければならないと思っていますので、ご協力をお願いしたいと思い
ます。本日はそういう意味では地域の緊急課題を議論できて、それを決め
るという手ごたえ感があり、協議会らしい協議会の良い面を見ることがで
きました。地域を変えていくという本気感がないと自立支援協議会はうま
くいかないので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
（小林係長）
とても良い話をありがとうございました。あと、ほかの部会の部会長も
いらっしゃるので中間報告としてアンケートをとった結果だけでも良いの
で、報告いただけたらありがたいと思います。これから先の中でお願いし
たいと思います。他になければ終了といたしますがよろしいでしょうか。
（委員全員）
はい。
（小林係長）
ありがとうございました。
９

問合せ先
健康福祉部福祉課福祉係

TEL：025‑526‑5111（内線 1151）
E‑mail：fukusi@city.joetsu.lg.jp
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その他
別添の会議資料も併せてご覧ください。

