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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会協議会会議録 

 

平成２４年 ３月１６日（金曜日） 

開  会  午後 ３時３５分 

閉  会  午後 ４時５３分 

                                         

○会議に付した事件 

１．第３期白老町障がい福祉計画について 

                                         

○出席委員（６名） 

副委員長 広 地 紀 彰 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 吉 谷 一 孝 君      委  員 及 川   保 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 委 員 長 西 田  子 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     健 康 福 祉 課 長    西   幹 雄 君 

     健康福祉課主幹    渡 辺 博 子 君 

     健康福祉課主査    有 島 珠 美 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○副委員長（広地紀彰） ただいまより建設厚生常任委員会協議会を開催いたします。  

（午後 ３時３５分）  

                                         

○副委員長（広地紀彰） 第３期白老町障がい福祉計画について、健康福祉課から説明を求め

ます。辻生活福祉部長。  

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 本日は第３期白老町障がい福祉計画の案について、ご説明を

させていただきたいと思います。この計画につきましては、本町の障がい福祉の基本的な方針、

計画として、この計画とは別に、白老町障がい者福祉計画というのがあるのですけれども、そ

の分野別の計画となっています。障害者自立支援法、障がい者のいろいろな福祉サービスにつ

いて定めている自立支援法に基づきまして、サービスの見込量とか、地域生活支援事業の提供

体制等について、この障がい福祉計画で定めるものでございます。この計画に類するものとい

たしまして、介護保険サービスの関係で、サービス量や提供体制を内容とします介護保険事業

計画というものがございますけれども、介護サービスにおける介護保険事業計画に類するもの

として、サービス量等を定めるものでございます。  

このたびは、第２期の障がい福祉計画が平成 23 年度で計画が終了するということから、今回

改定するものでございますけれども、これまで地域自立支援協議会のご意見をいただきながら、

また、パブリックコメントも実施して、案を取りまとめいたしました。この案について担当の

ほうからご説明しますので、ご意見等よろしくお願いいたします。  

○副委員長（広地紀彰君） 西健康福祉課長。  

○健康福祉課長（西 幹雄君） それでは、私のほうから第３期障がい福祉計画案の、まず概

要版のほうから説明申し上げます。薄いほうからです。まず、第１章、計画策定の趣旨と位置

づけということで、この計画につきましては、障がい者自立支援法第 88 条に基づいて、障がい

者が地域で自立した生活ができるよう、障がい福祉サービス等を計画的に提供するための各サ

ービスの必要量と確保の方策を定めているものでございます。この計画については、平成 18

年から障がい者自立支援法がスタートしてございまして、３年ごとに計画をつくってございま

す。第１期が 18 年度から 20 年度、第２回が 21 年度から 23 年度、今回第２期がこの年度で終

了するということで、第３期が平成 24 年度から 26 年度度までの計画となってございます。  

第２章につきましては、計画の基本理念と目標値設定の考え方について述べてございます。

１、基本理念につきましては、障がい者福祉計画と同じものでございます。「わたしたちは、白

老町の「人」、「自然」、「歴史」、「まち」を愛し、障がいのある人もない人も、すべての住民が

地域の構成員として尊重され、ともに支え合うことにより、住み慣れた地域で自立し、いきい

きと安全・安心して生活できるまちづくりを目指します。」ということを、基本理念にしてござ

います。そして、２、各目標設定の考え方で、１項目めから４項目めがございます。１項目め

は、各障がい福祉サービス等の見込量。２として、施設入所者の地域生活移行に関する目標値。
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３番目として、入院中の精神障がい者の地域生活移行に関する目標値。４番目に、福祉施設か

ら一般就労へ移行する目標値が入ってございます。  

第３章でございますけれども、障がい者福祉の現状ということで、現在 23 年３月末現在で身

体障がい者が 1,329 人、人口の割合は 6.9％、知的障がい者は 191 人、1.0％、精神障がい者は

119 人で 0.62％となってございます。それから、町内サービス事業所の整備状況、それから、

（３）では、障がい程度区分認定の人数、122 名です。それから、（４）で、程度区分の支給決

定者数が 237 人ということで、これは複数の利用者があるということになっています。 

次のページをお開きください。第４章には、障がい福祉サービス等の見込量が載ってござい

まして、これは１番目から４番目までございまして、１番目は訪問系サービスで、（１）はヘル

パーさんの関係でございます。これが平成 24 年度から平成 26 年度までの見込量が載せてござ

います。１は訪問系サービス、２は日中活動系サービス、３は居住系サービス、４は相談支援

ということで、この人数について計画の中で詳しく載っていますので、今現在 24 年度以降の見

込量として、この数字が計画の中に入っているということでございます。  

第５章では、地域生活支援事業の見込量ということで、このサービスのほかに行政が行う必

須事業として、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、移動支

援事業、地域活動支援センターという必須事業と、２つ目の任意事業ということで、１つ目に

日中一時支援、それから２つ目に生活サポート事業、３番目に重度障がい者入院時コミュニケ

ーション支援事業、４番目に社会参加促進事業ということで、自動車運転免許の取得だとか、

自動車改造助成事業がございます。  

次のページ、第６章、計画の進行管理ということでございますけれども、この計画について

は、白老町地域自立支援協議会において毎年度進捗状況を報告し、適宜、計画内容の検証を行

っていくということになってございます。そして、計画策定の過程でございますけれども、昨

年の 10 月から随時町内事業者のヒアリングだとか、それから町外事業所のアンケート等を実施

して、見込量を見込んでございます。そして、計画の素案を策定した後、２月 16 日から２月末

までパブリックコメントを実施して、今回３月に建設厚生常任委員会に案の説明をさせていた

だくということで、皆さんのご意見も聞いた中で最終的にこの計画が完成するということにな

ってございます。  

次に、裏のページを見ていただければと思います。資料を載せてございますけれども、第２

期計画と第３期計画の比較ということで、人口とそれから身体、それから知的、それから精神

障がい者の手帳所持者の推移が載せてございますけれども、21 年３月と 23 年 12 月なのですけ

れども、人口はこのとおりなのですけれども、身体障がい者については新たに６名の方がふえ

てございます。それから、知的障がい者についても６名の方がふえて 191 名でございます。精

神障がい者の方については、11 名増の 119 名ということになってございます。それから、サー

ビス支給については 237 人ということで、現在なってございます。  

それから２番目に、サービス事業の整備状況でございますけれども、これも２期目と３期目

策定時の比較という形になってございますけれども、この中では特に訪問系サービスはこのと
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おりですけれども、日中活動系で、２期では生活介護でリハビリテーションセンターとポプリ

だったのですけれども、旧法が 23 年度末で終わって 24 年度からすべて新法に移行するという

ことで、旧法だったものが新法に、今度例えば、社台福祉園からフロンティアさんまで新法に

移行してきたときには生活介護に入られるということになってございます。右側の居住系につ

いても、同じように新法に移行した数で第３期は載せてございます。そして、例えば継続支援

Ａというのが飛生にできた北海道きのこファームさんが新たに就労継続支援の事業所として認

定されたり、居住系サービスとしては、新たにしおさいという、これは日の出町の町立病院の

横にできる身体障がい者のグループホーム、ケアホームの関係、これが入ってきてございます。

あと一番下に旧施設サービスというのがことしの３月で終了しますので、すべて第３期では、

右側のほうの新体系に移行するという形になってございますので、そういうことも含めて、こ

の計画に盛り込んでございます。  

簡単に概要について説明を終わらせていただきまして、続きまして、本編の第３期障がい福

祉計画のまず１ページ目をご覧ください。１、計画策定の趣旨でございますけれども、先ほど

も部長から説明がございましたように、この計画につきましては、平成 18 年に障害者自立支援

法が施行されまして、そのときに身体障がい者と知的障がい者しか入っていなかったのですが、

今度は精神障がい者も入って、一体化となって障がい者に対してサービス提供だとか、地域生

活への移行支援、就労強化を図るために、市町村で障がい福祉サービスの策定が義務づけられ

たことによって策定されてございます。そして、この障害者自立支援法に基づいて、白老町で

は 18 年から 23 年度６年間を第１期、第２期計画として策定してございます。しかしながら、

障害者自立支援法は皆さんご存知のとおり、利用者の１割負担ということで、以前は応能だっ

たのが応益になったりですとか、重傷者の負担がふえたりだとかいうようなこともございまし

て、国の特別措置で利用者の負担の軽減が図られるなどしてございますけれども、最終的には

この障害者自立支援法は平成 25 年８月に廃止されて、25 年８月からは障害者総合福祉法に改

正になるということになってございます。このような中、本町の計画も 23 年度に第２期計画が

終了することによって、平成 24 年度から 26 年度までの３カ年を策定するために、第３期を策

定するということになってございます。  

続きまして、２ページ目をお開きください。２、計画の位置づけは先ほども申したとおり、

障害者自立支援法に基づいて策定するものでございますけれども、先ほど言ったように、この

元締めとなる第２期障がい者福祉計画の福祉計画というのは、障害者基本法に基づいてつくら

れる計画なのですけれども、これは障がい者政策の基本的な計画で、障がい者の福祉計画を推

進するための計画なのですけれども、それと今回つくる第３期の障がい福祉計画は、一体計画

の中で障がい者の福祉計画を推進していくということになってございます。  

３、計画の期間は、その下にもございますとおり、第３期が 24 年から 26 年の３カ年となっ

てございます。  

次に、３ページ目でございますけれども、１、計画の基本理念ということですけれども、こ

れは先ほど説明したとおりでございます。  
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そして、２、計画の基本的な考え方でございますけれども、これについては、やはり施設入

所から地域移行を希望している障がい者、それから入院中の精神障がい者の地域移行が見込ま

れる数、それから、現在の福祉施設利用者、また養護学校の卒業生が新たにサービスを見込ま

れる方々の実数を見込んで推計してございます。（２）、施設入所者の地域生活移行に関する目

標値でございます。これについても国の指針がございます。それにのっとって、町の現状と考

え方でございますけれども、町としましても、国、道の指針に基づいてその目標値を推定して

ございます。平成 23 年 11 月末現在の施設入所者は、全部で 49 名ございます。この 49 名が 26

年度までに 40 人という形で見込んでございますけれども、これは、最初の上の 49 人と、下の

ほうの数値目標、たまたま一致してございますけれども、この下のほうの数値目標の第１期作

成時点の入所者数が 49 名あったのですけれども、これは平成 17 年 10 月１日現在の数でした。

これから地域移行する方が 26 年度までに 14 名、施設入所から地域に移行される方が 14 名おら

れるということで、減るのですけれども、新たにまた 26 年まで施設利用する方が５名と見込ん

でおります。それで、差し引きしまして、26 年度末の入所者数は 40 名と見込んでございます

ので、平成 17 年度から見ると、９名の方が、相殺ございますけれども、最終的には９名の方が

減少するという形になってございます。次に、（３）、入院中のの精神障がい者の地域生活移行

に関する目標値でございますけれども、これも国の指針がございまして、町の考え方としては、

入院中の精神障がい者のうち、退院可能な精神障がい者に対して地域生活への移行を支援する

取り組みを行っていかないといけないわけですし、当然グループホームやケアホームなどの住

居の確保をすることや、地域で安心して生活するための日中活動の場だとか、福祉サービス、

または医療だとか、総合的な連携体系をとってサポートしていくということにしてございます。

下のほうの表示でございますけれども、23 年６月 30 日現在の精神障がい者の入院者数が、白

老町で 72 名でございます。北海道では１万 1,917 名いらっしゃいました。退院の３名というの

は、23 年６月の１カ月間で退院された方が、白老町の方が３名いらっしゃったということで、

北海道は 2,158 名が退院されたということでございます。23 年度以降は空欄になってございま

すけれども、これについては、道のほうからまだ数値が示されてございませんので、ここにつ

いては空欄になってございます。次、（４）、福祉施設から一般就労への移行に関する目標設定

でございます。これについては、町の現状と考え方でございますけれども、下のほうにも載せ

てございますけれども、平成 17 年度から 23 年度までのこの数値の移行ですけれども、17 年は

２人、20 年は１人、21 年は１人、23 年は２人が福祉施設から一般就労に移行した実績でござ

います。26 年度には国の指針に基づいて、平成 17 年度の一般就労をした数の４倍の数の８名

を見込んでございます。この方々の一般就労に向けては、当然私どものワークステーションだ

とかハローワーク、または伊達にあります胆振日高障がい者生活支援センター、これは道が委

託した社会福祉法人なのですけれども、ここら辺と連携しながら、障がい者の一般就労に向け

て連携を図っていくということにしてございます。 

 次、７ページ目、３、計画における視点でございます。（１）、障がい福祉サービス等の提供

体制の確保のための方策等ということで、先ほどもありましたように、障がい福祉サービスに
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は訪問系サービス、日中活動系サービス、居住系サービスというものがございます。まず訪問

系サービスにつきましては、立ち遅れている精神障がい者に対するサービスの充実のため、地

域生活の移行の進捗に合わせて必要なサービス基盤の整備を行うことはもちろんのこと、各障

がい者の必要なサービス量の提供に努めていきたいというふうに考えてございます。２番目の

日中活動系サービスでございますけれども、これは生活介護だとか自立訓練、就労支援等のサ

ービスでございますけれども、これについても事業者と連携を図りながら、希望する障がい者

に適切な日中サービスが提供できるように、必要な実施体制と見込量の確保に努めてございま

す。３番目の居住系サービス、これはグループホームだとか、ケアホーム関係でございますけ

れども、これも地域生活を望む入所者の障がい者の受け皿づくりや、退院可能な精神障がい者

の退院促進を進めるつもりでございます。また、そのための実施体制と見込量の確保に努めて

ございます。次のページでございます。４番目のその他でございますけれども、ここに計画相

談支援という新しい言葉が載ってございますけれども、これについてはことしの４月から初め

て行われるサービスでございますけれども、これから障がい者の認定を受けた方は、介護サー

ビスと同じようにケアプランをつくって、障がい者に対して必要なサービスを提供するために、

簡単に言うとケアプランをつくるのですけれども、そして、一定期間があいた後にまたそのサ

ービスが適当かどうかということで見直しをして、またサービスを計画をするサービス利用計

画、こういうものをやっていくということで、これについては 24 年から 26 年度まで段階的に

拡大していくことにしてございます。後で見込量ございますので、そのときにも説明させてい

ただきます。そのほか、（２）、地域生活支援事業提供体制の確保のための方策等ということで、

これは主に行政のほうが行う事業でございまして、これには必須事業で相談支援事業、これは

障がい者がいろいろな問題があったときに相談するために相談を受ける、これは役場が主にそ

うなってございますけれども、複雑な相談については、地域自立支援協議会の中でも問題を提

起して解決に向ける体制になってございます。２番目にコミュニケーション支援事業。これに

ついては、聴覚、音声障がいの方のために手話者の確保だとか情報提供に努める事業でござい

ます。３番目の日常生活用具給付事業については、これは障がいのある方に必要な補装具等を

提供して生活上の利便を図るために使われるものです。移動支援事業というのは、移動が困難

な障がい者に対して外出の際に介護を行うというサービスとなってございます。次のページ、

５番目の地域活動支援センター、これも必須ですけれども、これはいきいきにあります、四つ

葉作業所のことでございます。障がい者が創作的活動や生産活動をしながら地域との交流を深

めるということのセンター事業でございます。そのほかに任意事業で、ア、日中一時支援事業、

町内ではフロンティアでやってございます。それから、イ、生活サポート事業、ウ、重度障が

い者等入院時コミュニケーション支援事業。これは、ウの場合は、気管切開してしゃべれない

という方が入院した場合に、それを補うためのヘルパーさんに来ていただいて、医療スタッフ

とコミュニケーションを図って、きちんとサービスを提供していくということです。エについ

ては社会参加促進事業ということで、先ほども言いましたように、免許の取得だとか、改造の

助成事業ということになってございます。 



 7 

続きまして、10 ページの第３章で、障がい者福祉の現状と施策の考え方でございます。人口

については、ここにも記載されているとおり、平成 19 年には２万 647 人いましたけれども、平

成 23 年度では１万 9,283 人ということで、約 1,400 人減少してございます。そして年齢別に見

ていただくと、下の数値にもございますけれども、老年人口というのは 65 歳以上、それから生

産年齢人口は 15 歳から 64 歳、年少人口というのは 14 歳以下ということになってございますけ

れども、右のグラフで見ていただくと非常にわかるとおり、だんだん生産年齢人口が減ってき

て老年人口がふえているということで、これが平成 22 年と 32 年を比較しますと、ますますそ

の傾向がふえていくということで、平成 22 年で 65 歳以上の老年人口というのは 34％でしたけ

れども、32 年には 44％と見込まれてございます。それに伴って生産年齢人口は、22 年には 56％

が 32 年には 48％というように、非常に高齢化が進むということが見込まれてございます。 

続きまして、12 ページ目をお開きください。２、障がい者の数の推移と推計でございます。

まず身体障がい者については、これについても平成 19 年から常時にふえて、平成 23 年度には

1,329 名の方が手帳を交付されてございます。その内訳が下にございますけれども、この内訳

を見ますと、やはり 50 歳以上の方、60 歳以上の方が主にいるということは、当然いろいろな

年齢ふえることによってひざだとか脳だとか、いろいろな関係で身体的な障がい者がふえると

いうことが見込まれてございます。次に、13 ページは知的障がい者でございますけれども、知

的障がい者についても、平成 19 年から見ると 16 名がふえてございます。この内訳は下のほう

に載ってございますけれども、これについても 10 歳以上の方が大体平均して各年度ごとに平均

的にいらっしゃるということで、特に 10 歳未満については、障がい、知的含めて確定していな

いという中で、10 歳未満の方は少ないという形になってございます。次のページ、こちらは精

神障がい者でございますけれども、精神障がい者についても平成 19 年から見ると、相当数 36

名増えています。これも統合失調症だとかうつ病等の精神疾患者がふえているという現状でご

ざいます。この年齢別に言いますと、やはりこれも特に 50 代が非常に多いという数値になって

ございます。次に、15 ページでございますけれども、これは町内にあるサービス事業所の整備

状況でございます。ここに載っている定員は、全部新法に基づく定員数でございまして、これ

に基づいて受け入れができるという形になってございます。次に、16 ページをお開きください。

これは障がい区分の認定状況でございます。23 年 11 月末現在で区分１から区分６まで認定さ

れた方が 122 名いらっしゃいます。（６）の区分認定別支給決定状況でございますけれども、こ

れは居宅介護から療養介護まで区分１から区分６までございまして、内訳がこういう内訳とな

ってございます。それからその下の生活介護がグループホーム等の関係ですけれど、これにつ

いても未認定から区分６までの数がここに記載してございます。 

次、17 ページでございますけれども、第４章、障がい福祉サービスの見込量のことについて、

ここに記載されています。まず 1 つ目の訪問系サービスでございます。まずその中の 1 つ目、

居宅介護。これは自宅の中で入浴、排せつ、食事などの生活全般についての援助を受けるサー

ビスでございます。ここでは 23 年度の利用者数は 20 名と見込んでございます。23 年 12 月末

現在では支給決定を受けている方は 20 名でございますけれども、これについては内訳として身
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体 12 名、知的２名、精神８名ということになってございまして、特に精神障がいの利用者がふ

えてございます。24 年度以降についてはまた新規が３名ほどふえるということで、24 年度は

20 名、25 年度は 23 名、それから 26 年度は 26 名と３名ずつふやすことで見込んでございます。

もちろんこれについては途中で需要がふえるということもございますので、これは最後に言い

ますけれども、１年ごとに見直しをしながら、その見込量をふやしていくということはもちろ

んでございます。次に、（２）の重度訪問介護でございます。これは重度の肢体不自由者に対し

て自宅の中で入浴、排せつ、食事の介護から外出までのサービス一体についてサービスするも

のでございますけれども、これについては現在利用されている人がいませんので、とりあえず

24 年度以降もないということでございますけれども、これについても仮にそういう方がいらっ

しゃった場合は、そのための物質提供は図っていくつもりでございます。次のページをお開き

ください。（３）、同行援護ということで、これは平成 23 年の 10 月から新たにふえたサービス

でございます。これは視覚障害によって外出時にそのサービスを援助するための方でございま

す。24 年度以降については、身障者の視力障害１級と認定された方の数を見込んでございまし

て、平成 24 年度は１人 10 時間、25 年度は３名、30 時間、26 年度は５名、50 時間と見込んで

ございます。（４）、行動援護ということで、これにつきましては、やはり行動することが困難

な方を常時介護するために外出時に移動のための支援を行うというで、21 年度、22 年度につい

ては実績はございませんでしたけれども、24 年度以降は当然見込まれるということで、24 年度

は２人、16 時間、25 年度以降も同様の人数と見込み量を見込んでございます。（５）、重度障が

い者等包括支援でございます。これは介護の必要性が著しく高い人に包括的な居宅介護を提供

するというものでございまして、これについても 23 年度までは実績がございませんでした。24

年度以降も実績がないということで、見込みなしとしてございます。ただこれも同様に、そう

いう方がいらっしゃった場合は、そのサービスの提供を図っていくというふうに考えてござい

ます。 

次に、19 ページ、２、日中活動系サービスでございます。このサービスにつきましては、現

在このサービスを利用されている方の人数、また障がい者などのニーズ、それから旧体系から

新体系への移行の動向、それから事業所の調査、それから特別支援学校の卒業者などの数を見

込んで、サービス量を見込んでございます。（１）の生活介護というのは、常に介護を必要とす

る昼間に排せつ、食事等の介護支援を行うとともに、創作的な活動または生産活動の機会を提

供するサービスのことでございます。平成 21 年度、22 年度について、これについて若干実績

は上回ってございますけれども、平成 23 年度については 54 人の 976 日という実績がございま

すけれども、24 年については一気に 80 名ということでふえてございますけれども、これは旧

体系から新体系に移るために人数が実績の数を見込んでいるという形になってございますので、

このようにふえてございます。それ以降も２人ずつふえていくということを見込んで、25 年度

は 82 人、26 年度は 84 人としてございます。（２）の自立訓練でございます。これは身体障が

い者が自立した社会生活が送れるように一定期間身体機能や生活能力向上のために必要な訓練

を行うサービスでございまして、21 年度、22 年度については、実績で見込量より大幅にふえて
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ございました。23 年については、これは原則１年半で終了するサービスでございまして、23

年度の実績では２人ということになってございます。24 年度以降については１人ずつふやして

各年度３人ずつと見込んでございます。次のページをお開きください。（３）、自立訓練（生活

訓練）。これは、先ほどは身体障がい者でございましたけれども、こちらは知的障がい、精神障

がいの方が自立した生活を送れるように一定期間生活能力向上のために必要な訓練ということ

でございます。これは 21 年度、22 年度ともに見込みより実績が上回っています。ただ、この

訓練も原則３年で終了することとなっておりまして、23 年度については２名という実績でござ

います。24 年度以降についても２人ずつの見込みで推定してございます。（４）、就労移行支援

でございます。これは、一般企業で就労する方のために、一定期間必要な知識や能力を高める

ための訓練を行うサービスでございます。平成 21 年度、22 年度については、若干実績のほう

が下回ってございます。この事業につきましても、原則２年で期間が終了するということで、

23 年度については、実績はございません。しかしこの事業については、これからも見込まれる

ということで、24 年度は２人、25 年度は２人ですけれども、26 年度については４人というこ

とで見込んでございます。21 ページです。（５）、就労継続支援（Ａ型）ということで、これは

一般企業で就労が困難でございますけれども、雇用計画に基づいて就労の機会を提供するとい

うことで、21 年度から 23 年度まで実績はございませんでした。23 年度には先ほど言いました

ように、きのこファームというのがＡ型の指定をされまして、それに基づいて 24 年度以降から

３名、５名、７名と見込んでございます。（６）、就労継続支援（Ｂ型）でございます。これは

先ほどと同じようなことなのですけれども、これは雇用契約を結ばないということで、町内で

はポプリだとか、そういう方が活用されているサービスでございます。21 年度、22 年度の見込

みに対して、これも実績を若干上回ってございました。そして 24 年度以降につきましては、こ

れも大幅にふえているのは、これは新体系に動いた数を見込んでございますので、平成 24 年度

は 69 名ということですけれども、25 年度は４名ずつふやして見込んでございます。（７）、療

養介護。これは、医療と介護を必要とする方に必要なサービスを提供するということで、23 年

度までは実績はございませんでしたけれども、見込量として 24 年度は３名、25 年度は４名、

26 年度は４名と見込んでございます。 

 次の 22 ページ、（８）、児童デイサービスでございます。これは障がいのある児童に日常的な

指導、集団生活の適応訓練を行うためのサービスでございます。これについては、23 年度まで

の見込みと実績は大体同じくらい見込んでございますけれども、24 年度以降については、児童

福祉法に基づく政策で見込んでいるため、こちらのほうでは見込んでございません。（９）、短

期入所、これはショートステイということでございまして、21 年度、22 年度の見込みに対して、

実績は若干下回ってございます。しかし、新規には１人ずつふやしていくということで、平成

24 年度は５人、25 年度は６人、26 年度は７人と、１人ずつふやして見込んでございます。 

23 ページ、３、居住系サービスでございますけれども、これはグループホーム、ケアホーム、

これも実績に基づいて見込んでございます。まず１つ目のグループホームとケアホームについ

ては、実績はこの見込みのとおりになってございますけれども、これについても新体系に動く
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ということで、24 年度以降については２名ずつ増加して、24 年度は 47 名、25 年度は 49 名、

26 年度は 51 名と見込んでございます。（３）、施設入所支援ということで、これについては、

23 年度までは実績のほうが若干下回ってございます。24 年度以降については、地域移行する人

を差し引いて見込んでいますので、人数的には 40 名で、26 年度まで見込んでございます。 

次、24 ページでございますけれども、４、相談支援ということで、これは新たに 24 年度か

らスタートするサービスでございまして、これについては、（１）の計画相談支援ですけれども、

24 年度には 42 名、25 年度には 90 名、26 年度には 204 名で、新しくサービスを認定された方

はすべてこの計画相談支援をやっていくということになってございます。（２）の地域相談支援

でございますけれども、これは施設に入所されている障がい者、または精神科に入院されてい

る障がい者が地域に移行するための相談でございます。これについては、現在入所なり入院さ

れている方の実績も見込んで、それぞれ８名ずつ各年度見込んでいます。（３）の地域相談支援

でございますけれども、これは居宅において生活している方について、それぞれの緊急事態が

起きたときに相談を受けるということで、これもある程度実績を見込んで、平成 24 年度以降５

人利用されるということで見込んでございます。 

 25 ページは、第５章、地域生活支援事業ということで、これについては地域の特性や利用者

の状況に応じて、やはり障がい者が自立した生活が送れるように、これは行政のほうで行う事

業となっておりまして、先ほどもお示ししたとおり、必須事業のアの相談支援事業、イのコミ

ュニケーション支援事業、ウの日常生活用具給付事業、エの移動支援事業、オの地域活動支援

センター事業などがございます。次の 26 ページ目にあるのは任意事業でございますけれども、

これも日中一時支援事業から社会参加促進事業までございます。 

２番目の地域生活支援事業の実績及び見込みでございます。（１）のア、相談支援事業につい

ては、これは行政のほうで相談に来られた方について相談をしていく事業ということで、右に

表が載ってございますけれども、これは１、１、１と載ってございますけれども、これは役場

の事業ということになってございます。それから、イ、コミュニケーション事業についても、

手話通訳が１名ございますので、それについても各年度１名ずつ 24 年度以降見込んでございま

す。ウの日常生活用具給付事業については、27 ページにも記載されているとおり、見込量と、

それにふえることも見込んで、24 年度以降 461 件という形で見込んでございます。エの移動支

援事業については、これも同行援護と同じように２名の利用を見込んでございます。それから、

オの地域活動支援センター事業については、四つ葉作業所でございますけれども、これも１ヵ

所で 15 人が定員となってございますので、その数を見込んでございます。次、28 ページでご

ざいます。（２）、任意事業でございますけれども、これについても下の実績と見込みで数を示

してございますけれども、日中一時支援事業については、23 年度まで実績見込みが３でしたけ

れども、24 年度以降は１名ふやして４名ずつとしてございます。生活サポート事業については、

23 年度まで実績ございませんでしたけれども、これについても 24 年度以降１名あるというこ

とで、１名ずつ見込んでございます。重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業につ

きましても、23 年度以降１名ずつ見込んでございます。それから社会参加促進事業については、
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これについては 24 年度以降１名ずつ見込んでございます。自動車改造助成事業についても、１

名ずつ見込んでございます。ただこれについても先ほどから説明しているとおり、この数がふ

えた場合は、そのためのサービスの提供はしていくつもりでございます。 

29 ページでございますけれども、第６章、計画の推進管理でございます。ここにも載せてご

ざいますとおり、毎年この分析、評価を繰り返して、見直しを図っていくということで、母体

としては、地域自立支援協議会がございまして、そこに先ほど言いました伊達にあります生活

支援センター等のアドバイスを受けながら進行管理を図っていきますし、個別的な支援体制に

ついては、障がい者の福祉サービス、または、障がい者団体、それから社会福祉協議会、それ

ぞれ学校や医療機関の、そういうもろもろのを含んで、連携してやっていくという形になって

ございます。 

次のページでございますけれども、30 ページは計画策定の経過、31 ページは自立支援協議会

のメンバー、このメンバーで今回の計画を策定してございます。 

次のページ、32 ページをお開きください。資料１でございますけれども、これは今回策定す

るために聞き取り、ヒアリング、またはアンケート調査した内容を記載してございます。町内

は 10 事業社、それから町外については 23 事業社にアンケート調査して、回答をいただいてご

ざいます。それぞれ 33 ページには、その中で生活支援では課題が出されたものについて記載さ

れてございまして、障がい年金１級だったらいいのですけれども、２級ではなかなか生活が厳

しいだとか、やはり平均工賃が少ないという中では、今回、昨年 10 月からグループホーム、ケ

アホームの家賃補助があるのは助かるですとか、いろいろなそういう課題だとか、それぞれの

ニーズというものがここに記載されております。それぞれの項目ごとに雇用・就労、それから

施設の処遇の問題、それからその裏には、施設従事者の確保の問題だとかが記載されてござい

ます。 

そういう中で、次の 35 ページ、資料２については、この計画も結構専門用語がございますの

で、下線のついてあったものはすべてこの用語解説に載ってございますので、こちらも見てい

ただくことによって、中身をわかっていただくようにしてございます。 

そして、42 ページをお開きください。これは資料３ということで、それぞれの事業所が行っ

ているサービスメニューがここに記載されてございますので、どの事業についてはどの事業所

ということがわかるような形で、ここに記載してございます。そして裏のページもございます

けれど、44 ページまでそれぞれの事業所と行っているサービスが記載されております。そのほ

か障がい福祉団体ということで、身体障がい者福祉協議会白老支部から手をつなぐ育成会、こ

とばを育てる親の会、肢体不自由児者父母の会、精神障がい者家族会はまなす会、難病連白老

支部、母子通園『エミナ』親の会、それぞれ福祉団体がございますので、それぞれの団体から

も意見を聞きながら、今回の計画を策定してございます。 

以上、簡単でございますけれども、説明を終わります。 

○副委員長（広地紀彰君） ただいま説明がありましたが、この件について質疑がありました

らどうぞ。氏家委員。 
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○委員（氏家裕治君） 氏家です。こういった障がい者福祉計画ができることによって、これ

からの知的、精神、また身体障がい含めて、そういった方々が難しいけれども、一般就労に向

けた意欲を持って、社会参加をされていけるような環境ができつつあるということについては、

すごくこれからの障がい者の方々にとって道が開いたと思います。１点、２点お伺いしておき

たいのですけれども、14 ページに精神障がい者の年齢別内訳というのがありますけれども、先

ほど課長が言った、50 代以上の方々が 51 名、私が逆に目を向けるのは、20 代から 40、50 代前

半、ここの数なのです。現状的に、これからどんどんこの数ふえてきます。私に言わせれば、

そこの対応なのです。50 代以上の方々に目を向けるのも確かに、ここの数としてこうなのです

という言い方は、確かにそのとおりかもしれません。私が言いたいのは、20 代から、特に精神

障がいの方々について、20 代から 40 代後半、50 代前半での、ここの数字にやはり着目しない

と、この福祉計画というのは、私は違った方向に行ってしまうと思います。  

そしてもう１点。今までの就労体系、Ｂ型からＡ型に移すという、そういう考え方と、一般

就労へ向けて、各年度目標を定めて何名、何名、これはすごくわかりやすくていいのだけれど、

その方々が、今施設に特化していますから、果たしてその方々が定着して就労されていく環境

が、本当にできるのかどうか。例えば、事業所と当事者の方々の間に立って、そういった場所

を提供するのはいいです。ただその後、その方々がしっかりとした定着に向けていかれる体制

になるのかどうかということは、ここには全然明確になってないし、私は、一番大事なことは

そこだと思っています。幾ら橋渡しをして、そこに例えば席を置かせたとしても、１年たち、

２年たったらそこには移らない状況になったと。それが私は一番この計画の中での問題点だと

思っています。だから、今伊達との連携と言っていました。伊達とどういった連携。例えば、

相談事業で、相談をして、こういった生活支援がいいですよとかといった、単純な生活支援だ

けなのか、それとももっと違った意味で生活支援、就労支援の支援体制を持っていく形が伊達

とできているのか。そこまで踏み込んでこういった計画を練らないと、はっきり言って、ただ

の計画書になって終ってしまう気がします。例えば４年後、５年後、また西課長と話をしたと

きに、本当になっているのですかというような体制ではだめだと、逆に私は思うのです。特に

今一般就労に向けて自立支援、例えば地域社会の中で受け入れましょうという話になっている

のですけれども、果たして、住宅を例えば見つけるにしても何にしても、保証人の問題から何

から、本当にそういった体制になっているのかどうか、私は疑問に思います。例えば、精神障

がいを持っていても、町の住宅を申し込む場合、一般と同じく保証人２人立ててくださいと、

できなければ結局は入れませんという状況は、結局は変わらないですよね。そういう家庭の中

で、精神、知的含めて、厳しい家庭というのは、例えば親御さんと本当に長年一緒にそこだけ

で生活できた人、保証人をそれ以上に見つけないといっても、親戚もいなければ、誰もいない。

一般社会で受け入れますよという自立支援、どうのこうのというのは、ただの絵そらごとにし

か私には聞こえてこないのです。だから、そういったしっかりとした、各住宅でも何でも、そ

ういったものの横の連携を持って、本当にそういった気持ちがあるならば、横の連携を持って、

本当に地域の中で受け入れて、就労支援に対してもどういった支援をしていくのか、ちゃんと
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明確にしていかないと、私はそこが一番不安なのです。いいですよ、本当にそういった数字を

立てながら、計画的にやっていくというのは。目標としてはいいのだけれど、それに対する取

り組みが、余りにも今までと変わらないような気がします。法律が変わったからこうしますと

いうふうにしか聞こえてこない。その辺だけちょっと確認。  

○副委員長（広地紀彰君） 西健康福祉課長。  

○健康福祉課長（西 幹雄君） ２点ほど氏家委員からありましたが、50 歳代ではなくて、20

歳から 40 歳代にも注目すべきだと。これは数値的に先ほど 50 代が多いということで、当然若

い 20 代、40 代に対しておろそかにするということではなくて、当然そういう方々に対しても

同様のサービスはしていくということですので、誤解のないようにお願いいたします。 

それで、先ほど精神障がい者の一般就労ということなのですけれども、これも基本的に精神

というのはいろいろありまして、うつの方もいれば、統語失調症の方もいらっしゃいます。た

だ、当然そういう治療も受けて退院が可能になってくるということでございますので、基本的

に先ほど言ったのは、その方の持っている能力と、企業が求めるマッチングです。これは、や

はり白老町のワークステーションもあるのですけれども、基本的に、先ほど言った伊達の胆振

日高障がい者就労生活支援センターというのがそのための役割を道が委託した事業ですので、

我々も例えば精神障がいの方が退院されてくるという場合は、ここと基本的に連携を図って、

この方の能力、またはできる能力を見て、企業さんでこういう方が就労したいというので事業

所はどこかありませんかということは、当然そこでもサポートしますので、サポートもただ就

労ばかりではなくて、生活全般にサポートするというのがここの施設の役割でもございますし、

もちろん我々も相談があれば、逐次連絡をとって定着するように対応していかなければいけな

いですし、また、地区のほかに精神障がいの場合は苫小牧に地域生活支援センターというのが

ありまして、ここが精神障がいの地域移行の具体的に動いているところでございますので、こ

ことも今は連携を取って、白老の方も入院されている方が退院可能かどうかもここで打ち合わ

せしながら、地域に戻るということですので、ここら辺と町が連携しながら、この方の生活が

成り立つように随時連携をとってやっていくということでございますので。また事業者にとっ

ても、やはりそういう方が来るということでの受け入れ態勢、やはりこれは当然ハンデがある

のは事実でございますから、そのハンデがハンデということではなくて、きちんとそういう方

を受け入れていただけるように、事業者のためにもこちらも説明しながら、お互いが成り立っ

ていくように、依然言われたジョブコーチの活用も含めて、そういう障がい者が仕事に定着で

きるように、我々も支援していかなければいけないというような形では考えてございます。 

○副委員長（広地紀彰君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。課長、私は思うのです。例えば、言葉が汚いかもしれませ

んけれども、他人事のように、障がい、特に精神、知的もそうだけれども、今までもいろいろ

なところに一般就労してきたわけです。本当に厳しい。厳しいという現状がわからないと、例

えば、就労支援Ａ型にこれだけの人たちを移しますので、皆さん受け入れてくださいという。

法律が変わることによって、まちがそれを受けて整備計画を立てる。これが今までの流れなの
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です。でも、本当にそこの厳しさのところをわからないと、冗談抜きで、受けきれないのです。

これだけは言っておきたいのです。ちゃんとした、腹を据えてと言ったら変だけれど、しっか

り腹に持って、受け入れる体制をちゃんと整えていかないと、地域の理解も得られなければ、

一番福祉行政がやりづらくなります。手がつけられなくなってきます。だから私は言うのです。

ちゃんとした支援をするのだったら、ある程度のところまでは見てやらないといけないし、そ

のために伊達がいいのだったらいいです。伊達でも、苫小牧でも、そういった遠距離の中でも

って、ちゃんと白老のことを見てくれる人がいるのだったらいいけれども、そうでなければ、

自分たちのまちは自分たちのまちの中で、そういったことを勉強できる人、勉強してもらえる

人を育てていかなければいけない。今すぐにはできないかもしれない。でも、そういった人を

もって、年度２人、３人と目標を立ててやっていくのであれば、私は理解ができます。ただ伊

達にこういった相談所があります。苫小牧にはこういったところがあります、相談所がありま

す。各自治体は、やっぱり大変です。苫小牧だってそうだと思います。紙風船とかいう事業所

が、苫小牧の地域のそういった相談事業受けて今やっています。それだって、日常を聞いたら

大変です。専門的なそういうことをちゃんと勉強してやっていかないとできない分野だと私は

思っているから、ちょっと言うのですけれど。大事な計画だから、本当に前に進めていただき

たいのです。ただ、そこには本当に肝に命じて、腹を据えてやらないとできない計画だと、私

は言っておきます。  

○副委員長（広地紀彰君） 渡辺健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（渡辺博子君） 障がい者の就労については、本当に就労すればそれで終わ

りということではなくて、定着というのは非常に重要であるということは、十分認識しており

ます。今は余り専門職の方がいないので、私たちが相談をお受けして、各企業さんたちにつな

いでいるという状況なのですけれども、その中で私たちでも疑問に思うというか、処理できな

いようなことは、伊達のセンターなり、苫小牧のセンターなりの職員さんと相談をして、定着

に向けて進めております。センターにはジョブコーチの方がいらっしゃいますので、かなり専

門的なアドバイスも受けながら、私たちもその就労の継続に向けては努めていますので、今後

はもっともっとそういう体制を整備していくというふうに、十分認識しています。  

○副委員長（広地紀彰君） 氏家委員よろしいですか。 

それでは、ほかに質疑のある委員はありませんか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１つだけ。皆さん方、一生懸命やられてこれをつくられた

というのはよくわかるのです。今議会では、ほかの議会では、議決事件、議決事項をふやして

いっているところが随分あるのです。現実問題としても一生懸命やられているというのはよく

わかるし、我々も、これ３月に出てきますよね。つい先日いただいたのです。もちろんそちら

十分わかって言っているから、わかるのだけれども、代表質問あり、一般質問ありといったら、

とても読みこなすというところまで行かない。我々の努めは議員だから、夜でも読んでとなる

のかもしれないけれども、ただ、この計画、氏家委員とちょっとかぶるけれども、計画のため

の計画をつくっても仕方がないのです。国の法律で３年間に一度つくりなさいとなるのだけれ
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ども、もう少し余裕をもって、きちっと議論ができるようにできないものかなというのは感じ

るのです。それは、皆さん方が悪いとは私は思っていませんから、要望なのだけれど。これで

例えば、３年以上の計画、全部議決事件にしたら議会もまいるけれども、皆さん方もまいる。

福島町なんか、水道計画から、建設、３年以上のもの全部議会の議決事件なのだから。議決事

件だということは、今は皆さん方が出しているから、こう言って、答弁で終わりです。こちら

は早い話責任がないから。だけれども、議会の議決事件になったら、議会が責任を負わなけれ

ばならないとなったら、はっきり言ったら、こんな簡単にはいかないのです。だから、両方大

変なのだけれども、もうちょっと。読んで、説明受ければ、すごく大切なものだという理解に

なったときに、もう間に合わないというのが実態なのです。そういうところがもし改善できる

範囲があれば、今後改善していってほしいと非常に強く思いましたので、お話だけ。  

○副委員長（広地紀彰君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先般介護保険事業計画、これも押し迫った中で、今回もこう

いう状況の中でということで、ここの部分は少しでも早くという部分はあるのですけれども、

ただ、道の情報なども得ながらという、そこのところは一つご理解をお願いしたいと思います。

それと、こういう計画づくりですね。やはり、職員としても経験しないと、なかなか次のステ

ップ、また人事異動もありますし、そういう面では、新しい人材にこれを担当していただきな

がら、勉強しながら、つくっていかなければならないと。そういう限られた人間のなかで、次

に引き継いでいくというようなことも含めて、前半ちょっと、勉強時間にかなりかかったとい

うこともございますけれども、今後はご意見はもっともでございますので、そういうことで、

なるべく早めに進めたいと思います。  

○副委員長（広地紀彰君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私、先ほどいろいろ言ったけれども、数年前から見たらずっと今の健

康福祉課の中の相談体制というのは充実していますから、これを、先ほど渡辺主幹言ったけど、

これをもう一歩進めていく、その努力がこの計画に見えない。今までやってきていることを、

例えば一部でもこの計画の中に、今後こういう体制を強化していくのだというものが見えない。

だから、今大渕委員が言ったとおり、計画の計画をつくっているようにしか私にも見えないの

です。実際やっていますよね。私だってどれだけ相談にのっていただいているかわからないの

です。その現状がわかるから、わかるからこそ、この計画を見ると、どうしてこういうふうに

して、これで終わってしまうのかなと思ってしまうのです。だから、先ほども言われたとおり。

先ほど話を聞いているから、いいです。それをやはり、こういう計画にちゃんと反映させてい

けるというか、現場の声を反映させていけるような計画にしていただきたいと。  

○副委員長（広地紀彰君） 西健康福祉課長。  

○健康福祉課長（西 幹雄君） まさしく氏家委員が言われたとおり、我々もそこら辺は認識

してございまして、やはり定着に向けた、今、我々職員だけではなくて、我々の職員のほかに

そういうことを専属に扱う職員というか、そういう方を配置しながら本当はやっていけるのが

一番いいなと思っているところではあるのですけれども、今後に向けては、そういうことも含
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めながら対応していけるように、我々も努力していきたいと思っています。 

○副委員長（広地紀彰君） それでは、ほかの委員から質疑はありませんか。松田委員どうぞ。  

○委員（松田謙吾君） 何もないのだけれども、今の説明の中で、全部見込量と書いているの

です。これは障がい者を目方にして書いているのです。人ではないのですか。量といったら、

目方のことです。私は、そう思うのです。  

○副委員長（広地紀彰君） 渡辺健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（渡辺博子君） こちらの言葉なのですけれども、道から示されている、道

の計画書に見込量という言葉を使っていますので、私たち余り深いところまで考えずに申しわ

けありません。そのまま同じ言葉を使わせていただきました。  

○副委員長（広地紀彰君） ほかににありませんか。 

 私のほうから、簡潔にまとめますので、２点お願いしたいのですけれども。大きく言えば、

裏づけの点なのです。大前提に、今回障害者自立支援法というのは、申しわけありません、言

葉を選ばなければ、猫の目というか、ころころと変って、またこの今整備計画わからないです

よね。今後も。そういった状況の中でも、年度の切りかわりにこういうふうにしてつくり上げ

てこられたというのを、大変理解していますので、本当に町民にとっても、行政にとっても、

大変な中だと認識しています。ただ、いろいろな支援に沿って福祉計画つくられたというのは

知っているのですけれども、まずこの特に通所から地域生活移行に関する部分だとか、あと、

精神障がい者の方が地域生活に移行したりだとか、福祉施設から就労に移行するだとか、そう

いうことの検討したり、状況把握したり、その協議したりするその主体というのは、まずどち

らになるのでしょうか。  

○副委員長（広地紀彰君） 渡辺健康福祉課主幹。 

○健康福祉課主幹（渡辺博子君） まず見込量の出し方なのですけれども、私たちが日頃相談

をお受けしている中で把握している人数があります。その中から見込んでおります。それから、

事業所から、最終的な今後のご本人さんからの意向などを聞き取った中での見込量となってご

ざいます。  

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。気になったのは、保健師さんは、多分その実態の

把握だとか協議しますよね。保健師さんの業務の量が、言葉を選ばないで言ってしまうのです

けれども、確かついこの間、福祉の計画でも保健師さんが重要とあって、医療の面まで保健師

さんが大事だと。さらに今回、障がい者の部分についても保健師さんがきちんと把握するとい

うことで、今までも相当努力を重ねてきているという、わかっているのです。だから、これ、

こういうことになったからと。本当に、今まで、実際には８人ですよね。26 年の目標値として、

一般就労の実績。これは基準があるので、平成 17 年の４倍をしなければならないという指針に

基づいてつくられたので、これでつくるしかないと思うのです。だけれど、本当にこの裏づけ

として、努力はもちろんされるというふうに期待しますけれども、大丈夫なのかなという心配

なのです。これについては当然、そのあたり把握していると思うのですけれども。  

 有島健康福祉課主査。 
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○健康福祉課主査（有島珠美君） ありがとうございます。そのとおりでして、今実際に障が

いの施設でサービスを利用されている方たちがおりまして、その方々もそのまま仕事が続けら

れるかという、状態が変わっている方もおりまして、その方の次の計画をどうするかという中

でも、保健師の、私たち、動かせていただいています。ただ、冒頭から述べさせていただいて

いるように、26 年までで計画相談支援という形では今、白老町内でも私たち市町村のほかにも

一般の事業所にも相談支援員という方の研修を受けていただいて、協力をお願いしている状況

ですので、私たち町だけではなく、そういう事業所と協力をしながら見守る体制ができるとい

う中での見込みの数値となっておりますので、町だけで抱えるには、町全体、事業所も含めた

中でという目標値になっております。  

○副委員長（広地紀彰君） わかりました。ただ、そうは言っても、本当に実際それを考える

だとか、こういうふうにお願いしようとか、ある部分があるので、業務量と、大変、実戦部隊

に対しては、本当に敬意を表するのですけれども、そのあたりは少し注意しながら、計画のほ

うを進めていっていただきたいというふうに、まず締めたいと思います。 

 ほかに何かありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（広地紀彰君） では、ほかに意見はないということですので、第３期白老町障が

い福祉計画について、担当課からの説明を終了いたします。  

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（広地紀彰） これをもちまして、本日の建設厚生常任委員会協議会を閉会いたし

ます。  

（午後 ４時５３分）  


