
 

 

様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 令和２年度第１回水戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会 

 

２ 開催日時 令和２年７月２日（木）午後３時 30分から午後４時 10分まで 

 

３ 開催場所 水戸市役所本庁舎４階 中会議室１ 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委員 土田 記代美，綿引 健，関 德彦，大野 光一，原 毅，有賀 絵理，

平川 大，木梨 勝，松本 吉夫，齋藤 正，村上 千洋，池田 仁子，

谷萩 美智子，奥田 俊裕，宮部 永一，杉田 桂子，武田 登美枝，

渡辺 修宏，鍵 久美子 

  

 (2) 事務局 平澤障害福祉課長，土屋障害福祉課副参事，大縄障害福祉課管理係長， 

 大津障害福祉課主査，木村障害福祉課主幹 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

  (1) 水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定について(公開) 

    ①国の基本指針の見直しについて 

    ②本市の基本方針について 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。）  0 人 

 

８ 会議資料の名称 

  第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて， 

水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画策定基本方針， 

  水戸市社会福祉審議会条例，水戸市社会福祉審議会運営要領， 

  水戸市第５期障害福祉計画・水戸市第１期障害児福祉計画 

 

９ 発言の内容 

  別紙 会議録のとおり 

 

 



 

 

 

 

令和２年度第１回水戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会会議録 

1 開会 

 

2 挨拶 

 ・福祉部長より挨拶 

・委員より自己紹介 

・事務局より自己紹介 

 ・会長，副会長の選出 

 ・水戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会 会長，副会長より挨拶 

 

3 会議録署名人の選出 

 

4 議事 

 (1) 水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の策定について 

 

事務局    それでは，障害福祉課から水戸市第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計

画の策定について御説明いたします。「①国の基本指針の見直しについて」と「②

本市の基本方針について」を一括して御説明いたします。それでは，国の基本指

針の見直しについて御説明いたします。資料①を御覧ください。 

はじめに，１基本指針について御説明いたします。 

基本方針は，障害福祉施策に関する基本的事項や成果目標等を定めるものでご

ざいます。市町村は基本指針に即して，令和３年から令和５年度までの３か年の

計画を作成いたします。 

つづきまして，２基本指針見直しの主なポイントについて御説明いたします。

「地域における生活の維持及び継続の推進」につきましては，入所等から地域生

活への移行について，日中サービス支援型指定共同生活援助により常時の支援体

制を確保すること等により，地域生活を希望する者が地域での暮らしを継続する

ことができるような 体制を確保することについて定められています。 

「福祉施設から一般就労への移行等」につきましては，就労移行支援事業及び

就労定着支援事業等の推進により，障害者の福祉施設から一般就労への移行及び

その定着を進めることが定められています。 

「地域共生社会の実現に向けた取組」につきましては，地域の住民が，「支え

手」と「受け手」に分かれるのではなく，地域，暮らし，生きがいをともに創り，

高め合うことができる地域共生社会の実現に向け，柔軟なサービスの確保に取り

組むとともに，地域の実態等を踏まえながら，体制整備を進めることが定められ

ています。 



 

 

「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」につきましては，精神

障害者が，地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう

精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すことについて，成果

目標が定められています。 

「発達障害者支援の一層の充実」につきましては，地域の実情に応じた発達障

害者支援の体制整備を計画的に図るため，発達障害者支援地域協議会設置が重要

であることや，可能な限り身近な場所において，必要な支援を受けられるよう発

達障害者支援センターの複数設置等の適切な配慮を行うこと等について，定めら

れています。 

「障害児通所支援等の地域支援体制の整備」につきましては，児童発達支援セ

ンターを中心とした地域支援体制を構築することや，医療的ニーズへの対応を目

指し，医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機

関の協議の場の設置等について，成果目標が定められています。 

「障害者の社会参加を支える取組」につきましては，障害者の社会参加を促進

するため，多様なニーズを踏まえ，特に障害者の文化芸術活動の推進や，視覚障

害者等の読書環境の計画的な整備の推進を図る等について定められています。 

              「障害福祉サービス等の質の向上」につきましては，令和５年度末までに都道

府県及び市町村において障害福祉サービス等の質を向上させるための取組を実

施する体制を構築することが定められています。 

「障害福祉人材の確保」につきましては，障害福祉サービス等の提供を担う人

材を確保するため，研修の実施，多職種間の連携の推進，障害福祉の現場が働き

がいのある魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等に，関係者が協力し

て取り組むことが定められています。 

続きまして，３成果目標について御説明いたします。 

①施設入所者の地域生活への移行につきましては,継続して成果目標が定め

られています。 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築につきましては， 継続 

して成果目標が定められています。なお，新たに精神病床から退院したあとの地 

域での生活日数についての成果目標が定められています。 

③地域生活支援拠点等の整備につきましては，現行の成果目標を維持し継続 

して成果目標が定められています。 

④福祉施設から一般就労への移行につきましては，一般就労への移行者数は

継続して成果目標が定められています。なお，今回は一般就労への定着も重要

であることから，新たに就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定

着率に係る成果目標が定められています。 

  ⑤障害児支援の提供体制の整備等につきましては，継続して児童発達支援セ

ンターの設置や各サービス事業所の提供体制の確保，医療的ケアを必要とする児 

童が適切な支援を受けられるよう関係機関が連携を図るための協議の場を設け



 

 

ることなどが定められています。なお，新たに難病児支援のための中核的機能を

果たす体制の確保と医療的ケア児等に対するコーディネーターの配置が定めら

れ 

ています。 

⑥相談支援体制の充実・強化等につきましては，今回新たに追加された項目

でございます。相談支援体制を充実・強化するため，令和５年度末までに，各市

町村又は各圏域において，総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援

体制の強化を実施する体制を確保することが定められました。 

⑦障害福祉サービス等の質を向上につきましても，今回新たに追加された項

目でございます。障害福祉サービス等が多様化するとともに，多くの事業者が

参入している中，その目的を果たすためには，利用者が真に必要とする障害福

祉サービス等の提供を行うことが重要であるため，令和５年度末までに，障害

福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構

築することが定められました。 

続きまして本市の基本方針について御説明いたします。 

資料②を御覧ください。１ページ，１の計画策定の趣旨でございますが，国

においては，障害者の福祉の増進を図ることなどを目的とする障害者総合支援

法，児童の発達や自立の保障を理念とする児童福祉法により障害の有無に関わ

らず，人々が安心して暮らすことができる地域共生社会の実現を目指していま

す。 

本市におきましては，「障害者が笑顔で安心して暮らせるまち・水戸」の実

現に向けて，「水戸市第６次総合計画」や，障害者施策の総合的な計画である

「水戸市障害者福祉計画（第３次）」，福祉分野の横断的な計画である「水戸

市地域福祉計画（第３次）」などの関連計画を策定し，各種障害者施策を総合

的に推進しております。 

また，平成 30年３月に策定した「水戸市第５期障害福祉計画」・「第１期障害

児福祉計画」により，障害福祉サービス等の計画的な提供体制の確保に努めて

いるところでございます。この計画は３年ごとに見直しを行っております。 

今年度，見直しを行い，国の動向や社会情勢の変化，市民の意向などを踏ま

え関連計画との整合を図りながら，障害のあるかたがたへの支援を計画的に進

めるため，「水戸市第６期障害福祉計画」・「第２期障害児福祉計画」を策定

するものでございます。 

なお，本計画には，「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく，

「成年後見制度利用促進基本計画」を内包するものといたします。計画の位置

づけにつきましては，下段の関係図を御参照願います。 

 

資料の２ページをお開き願います。２の計画策定の基本的姿勢でございます

が，「障害者が安心して暮らせるまち・水戸」の実現に向け，国の基本指針に



 

 

基づき，３つの重点項目を掲げております。 

（１）安心して地域生活をおくるための障害福祉サービスの充実 

（２）発達段階に応じた障害児通所支援等の充実 

（３）地域生活を支えるきめ細かい支援の充実 

 

続きまして，３計画の構成及び期間でございますが，（１）計画の構成につ

きましては，本市の課題やこれまでの取組状況，重点化を図る項目などを踏ま

え，国の基本指針に基づき施策の方向，目標指標を定めます。 

（２）計画の期間につきましては，令和３年度から令和５年度までの３年間

としております。 

４計画策定の体制等でございますが，策定に当たりましては，積極的な市民

参加を図るとともに次の組織において計画づくりを進めてまいります。「市民

参加」として，附属機関であります，本会，水戸市社会福祉審議会障害福祉専

門分科会の開催や障害者団体，施設，事業所等へのヒアリング，意見公募を実

施することとしております。                                                 

３ページを御覧ください。庁内組織といたしましては，庁議や政策会議を開

催し，御審議いただくとともに，計画策定作業を行うため，関係課長等で構成

する庁内検討委員会を設置します。 

計画策定スケジュールでございますが，別紙を御覧ください。 

スケジュールといたしましては，市民参加の部分でございますが，本会の社

会福祉審議会は今回を含め３回予定しております。また，障害者団体などから

のヒアリングを行いながら，11 月の庁内の検討委員会において，計画（素案）

の検討をいただき，12 月の政策会議で，計画（案）をとりまとめ，来年１月に

パブリックコメントを行い，令和３年３月に計画決定を行うことを目標といた

しております。 

資料の説明は以上でございます。 

 

会長 事務局の説明に対して，御質問・御意見等ございますか。 

  

木梨委員    資料② ２計画の基本姿勢で，前回と変わったところはどこですか。 

 

事務局     国の指針の中で，新たに成果目標として加えられました相談支援体制の充実・

強化の部分につきましては，市の計画策定基本姿勢（３）のところに「基幹相

談支援センターを中核とする相談支援体制の強化を図る」というところで相談

支援体制の強化について御提案させていただいているところでございます。 

        また，国の基本指針の見出しのところで成果目標⑦で障害福祉サービスの質の

向上がございますが，これは市の基本的姿勢でいいますと（１）のところに「こ

れらのサービスの質の向上に取り組みます。」というところで，この２点につ



 

 

いては新たに盛り込ませていただいたところでございます。 

 

 

会長 ありがとうございました。その他，ございますか。なければ次へ進みます。 

 

会長      最後にその他，皆様から御意見等ございますか。 

 

会長     事務局ございますか。 

 

事務局     今後の障害福祉専門分科会のスケジュールについて確認させていただきたい 

と思います。資料②の別紙を御覧ください。計画策定スケジュールにもござい

ますように次回の障害福祉専門分科会は，11月中旬の開催を予定しております。

第２回の障害福祉専門分科会におきましては，現行の水戸市第５期障害福祉計

画・第１期障害児福祉計画の実績及び水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害

児福祉計画の素案について御説明させていただきたいと考えております。詳細

につきましては，開催前に改めて御通知いたしますのでよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

会長 はい。ありがとうございました。御意見・御質問等ございますか。 

 

委員        11 月までの間に各団体からヒアリングをされるようですが，大体どれくらい

の数の団体からヒアリングをされる予定でしょうか。 

 

事務局     水戸市障害者福祉団体連合会への加盟９団体でございます。水戸市障害者福祉

団体連合会９団体以外に水戸市のほうで水戸市自立支援協議会という協議会を

立ち上げておりまして，そこに相談支援事業所を含めて，御参加いただいてお

ります。そちらからも，御意見を賜る予定です。 

 

会長      はい。ありがとうございました。その他ございますか。 

   

委員          今すぐ答えを求めているというわけではありませんが，一つ私なりの問題意識

を投げさせていただきます。まず，前期計画なんですけれども，短い時間では

ありますが拝読いたしました。大変見やすくて，作成に当たった委員さんや職

員の皆様に頭が上がらないと申しますか，感謝申し上げたいと思います。 

        今般，基本指針の見直しで一番注目しているのが，福祉施設から一般就労への

移行等です。５期計画で言いますと 39ページ就労移行支援等の実績データ，そ

して61ページの成果目標が一番読み込むべきデータであると理解しております。 

ここで，２つほど私なりの問題意識を述べさせていただきます。 



 

 

61 ページには，年間一般就労移行者数の実績値（2016 年度データ）22名と出

ております。これは本当にすごく尊い数値だと思うのですが，この 22名のかた

がたがどういうかたなのか，つまり世代，年齢層とかあるいは就労先，ジャン

ルというか領域とかでしょうか。そういったデータを出すべきかどうか，私も

正直どちらがベストか，分かっておりません。ただ一長一短と思っております。

ただもし，そういうデータが出るのであれば，そういった世代のかた，そうい

う領域に向かって頑張って就労に向けていそしんでいるんだと，これは当事者

やその御家族へ貴重な参考値になると思っています。しかし同時にそれは，「そ

ういうところにしか行けないんだ」という偏見を生む可能性すらあります。で

すので，どちらがベストなのか私にも分かりませんが，そういうデータを上手

に使えないものかと今，考えております。 

もう一つが，同じ 61ページの下から４行目にジョブコーチ等の活用というも

のがございます。ジョブコーチというのも耳ざわりがよく，すごく重宝される

言葉なのですが，実際，水戸市近郊でどのくらいのジョブコーチのかたがたが

どのような実働をされているのかというデータはないので，ジョブコーチは使

おうというときに意外に知られていないのではないかと思っています。ここも

このデータを出すべきかどうか，一長一短あると思います。ですので，どうす

べきかではなくて，そのあたりを一市民としてうまく活用できないかとジレン

マをもっていますので，意見として述べさせていただきました。 

 

会長       貴重な御意見ありがとうございました。これを踏まえながら，出せるものは出

していただくと，前向きにお願いしたい。 

 

会長       その他ございますか。 

 

委員       基幹相談支援センターを，今作っているところかと思いますが，状況等，いつ

頃完成するとか，大まかでいいので教えていただきたい。 

 

 

事務局      基幹相談支援センターの進捗状況ですが，現在の第５期障害福祉計画の中でも，

今年度までに立ち上げると，計画に位置づいています。基幹相談支援センターに

つきましては，今年度の 10 月に開設を予定しておりまして，障害福祉課事務室

の脇のスペースに設けようと思っております。基幹相談支援センターに専門職員

を４名ほど配置いたしまして，一般的に相談を行う相談支援事業所であるとか，

あるいは計画相談などを行う指定特定相談支援事業所と連携を図りながら，障害

者の相談支援の強化に努めていきたいと思っております。 

 

 



 

 

 

会長       その他ございますか。 

特にないようであれば，以上をもちまして議事を終了し，議長の任を解かせ

ていただきます。 

         本日は，議事進行に当たり，御協力賜りまして誠にありがとうございました。

これより，進行を事務局へお返しいたします。 

 

5 閉会 

 


