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令和２年度第２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 

 ・水戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会 会長より挨拶 

 

３ 会議録署名人の選出 

  名簿番号 10番  委員と名簿番号 11番  委員を選出 

 

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素案について 

 

事務局 それでは，「水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（素案）」について御説

明いたします。 

はじめに，Ａ４縦１枚の「水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（素案）に

ついて」を御覧ください。 

こちらの資料は，現計画からの主な変更点及び計画書変更の根拠を，まとめたものでござ

います。「１ 計画の主な変更点」といたしましては，３点ございます。１つ目に，「成果

目標の実現に向けた取組」についてですが，国の基本指針に掲げられている成果目標を位置

づけております。２つ目に，「障害児支援の提供体制の整備等」についてですが，発達障害

児に対する支援に係る施策を新たに追加しております。３つ目に，本計画に「成年後見制度

利用促進計画」を内包することに伴い，成年後見制度の利用促進に係る内容を追加しており

ます。 

続きまして，「２ 計画書変更の根拠」についてですが，（１）国の基本指針につきまし

ては，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 87 条第１項及び児

童福祉法第 33 条の 19 第１項の規定に基づき，国が障害福祉サービス等及び障害児通所支

援等の円滑な実施を確保するための基本的な方針を定めるものとしております。（２）障

害者団体等からの主な意見を反映につきましては，障害者団体及び地域自立支援協議会へ

のヒアリング結果を反映させております。その他，数値データ等についても最新のものに

更新しております。主な変更点及びその根拠の説明は以上となります。 

続きまして，「水戸市第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画（素案）」の説明に移

らせていただきます。計画の素案につきましては，構成と主な内容について説明いたします。 

はじめに，１ページをお開きください。「第１章 計画策定の基本的事項」について説明

いたします。「１ 計画策定の趣旨」につきましては，政策会議での決定事項を記載してご

ざいます。 

次に２ページを御覧ください。「２ 計画の位置付け」についてですが，本計画は障害

者総合支援法に基づく市町村障害福祉計画及び児童福祉法に基づく市町村障害児福祉計画
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であり，国の基本指針に即して障害福祉サービス等の提供体制の確保を計画的に進められ

るように定める計画です。計画の位置付けにつきましては，下段の関係図を御参照願いま

す。また，「成年後見制度利用促進計画」を内包する旨を新たに明記してあります。 

続きまして，３ページをお開きください。「３ 計画の期間」につきましては，2021 年

度から 2023年度までの３か年となっております。 

「４ 計画の対象者」につきましては，それぞれの法律に基づく，身体障害者をはじめ，

知的障害者，精神障害者，難病患者，障害児を対象としております。 

次に，４ページを御覧ください。４ページから５ページに関しまして「５ 障害サービス

等の構成」として、障害者総合支援法に基づく障害サービスと，児童福祉法に基づく障害児

のためのサービス概要を掲載しております。 

また，４ページの「障害者のためのサービス全体像」において，中核市へ移行したことに

伴い，実施主体が茨城県から水戸市へ移った，「専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成

研修及び派遣事業」について，地域生活支援事業へ明記しております。 

続きまして，６ページをお開きください。「第２章 水戸市の現状と課題」について御説

明いたします。６ページから 19 ページに関しましては，障害者数の推移，障害児等の現況

等を記載しております。 

続きまして，20 ページをお開きください。20 ページから 21 ページにつきましては，障害

者団体等へのヒアリング結果について記載しております。 

続きまして，25 ページをお開きください。「第３章 計画の基本的方向」について御説

明いたします。「１ 目指す姿」といたしましては，障害者総合支援法・児童福祉法の目

的及び国の基本指針に示された基本的理念を踏まえ，現計画を継承し「障害者が笑顔で安

心して暮らせるまち・水戸」を設定しております。 

次に，26 ページを御覧ください。「２ 基本方針」といたしましては，目指す姿の実現

に向けて，３つの基本方針を定め，各種施策を展開してまいります。 

続きまして，27 ページをお開きください。「３ 施策の体系」といたしまして，本計画

素案に係る施策の体系をお示ししてあります。 

３つの基本方針に対し，７つの基本施策と 13の具体的施策を設定しております。また，

参考資料といたしまして，現計画の施策の体系をお配りしておりますが，主な変更点といた

しまして，基本方針１を「安心して地域生活をおくるための障害福祉サービス等の充実」に

変更し，基本施策及び具体的施策の内容を整理し，表現方法を変更しております。 

また，「基本方針２ 発達段階に応じた障害児通所支援等の充実」に，発達障害児に対す

る支援に係る施策を，「基本方針３ 地域生活を支えるきめ細かい支援の充実」に「成年後

見制度の利用促進」に係る施策を追加しております。 

続いて，28ページを御覧ください。「第４章 成果目標の実現に向けた取組」について

御説明いたします。国は，障害福祉計画及び障害児福祉計画の作成に当たって即すべき事

項を「基本指針」に定め，３年ごとに見直しています。 

        令和２年に見直された「基本指針」では障害福祉サービスや障害児通所支援などの提供

体制の確保に係る施策を７項目設定し，成果目標を達成するために必要な指標を計画に見
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込むこととされました。このため本素案において，「基本指針」に定める成果目標の実現

に向けた取組として位置付け，現状を踏まえたうえで，目標指標を設定しております。 

「重点施策１ 福祉施設の入所者の地域生活の移行」につきましては，現計画から継続し

て成果目標が定められております。 

続きまして、29 ページをお開きください。「重点施策２ 精神障害者にも対応した地域

包括ケアシステムの構築」につきましては，現計画から継続して成果目標が定められており，

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お

ります。 

次に 30 ページを御覧ください。「重点施策３ 地域生活支援拠点等が有する機能の充実」

につきましては，現計画から継続して成果目標が定められております。 

続きまして，32 ページをお開きください。「重点施策４ 福祉施設から一般就労への移

行等」につきましては，現計画から継続して成果目標が定められており，新たに就労移行支

援事業及び就労継続支援事業の事業ごとに成果目標が定められております。 

続きまして，33 ページをお開きください。「重点施策５ 障害児支援の提供体制の整備

等」につきましては，現計画から継続して成果目標が定められており，新たに医療的ケア児

等に対するコーディネーターの配置が定められております。 

次に 34 ページを御覧ください。「重点施策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。総合的・専門的な相談支援を実施する体

制を確保すること等が定められております。 

続きまして 36 ページをお開きください。「重点施策７ 障害福祉サービス等の質を向上

させるための取組に係る体制の構築」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。 

利用者が真に必要とする障害福祉サービス等を提供していくため，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実施する体制を構築することが定められております。 

続きまして 37 ページをお開きください。「第５章 施策の展開」について御説明いたし

ます。施策の展開といたしましては，基本方針の下に基本施策を位置付け，基本施策ごと

に「現状と課題」を設定し，「施策の基本的方向」を示して，さらに「具体的施策」とし

て主な取組を展開していく構成となっております。 

なお，皆様に「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について」の

資料をお配りしておりますが，本素案における計画値につきましては，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値を推計し算出しております。 

素案の資料に戻りまして，37ページから 48 ページにおいて，「基本方針１ 安心して地

域生活をおくるための障害福祉サービス等の充実」における 3つの基本施策について記載

しております。 

続きまして，49 ページをお開きください。49ページから 54 ページにおいて「基本方針

２ 発達段階に応じた障害児通所支援等の充実」における２つの基本施策について記載し

ております。また，51 ページからの「基本施策２ 障害児通所支援や発達障害児への支援

の充実」において，発達障害児に対する支援に係る施策を新たに追加しております。 
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続きまして，55 ページをお開きください。55ページから 62 ページにおいて「基本方針

３ 地域生活を支えるきめ細かい支援の充実」における２つの基本施策について記載してお

ります。また，61 ページからの「基本施策２ 成年後見制度の利用促進」において，本計

画に「成年後見制度利用促進計画」を内包することに伴い，成年後見制度の利用促進に係

る施策を新たに追加しております。 

続きまして，64 ページをお開きください。「第７章 推進体制と進行管理」について御

説明いたします。「１ 推進体制」については，中核市へ移行したことに伴いまして，権

限が委譲された，障害福祉サービス事業者の許認可・指導・監督についての内容について

新たに記載しております。 

続きまして「（１） 水戸市社会福祉協議会との連携」についてですが，2020 年 10 月

から運営を委託しております，「水戸市障害福祉基幹型支援センター」について新たに記

載しております。また，計画の素案の説明は以上となりますが，先日開催いたしました，

庁内検討会議での御意見を踏まえ，本素案における，第４章と第５章を入れ替える予定で

す。以上で計画の素案の説明を終了いたします。 

 

会長      はい，ありがとうございます。ただいま，事務局から説明がございましたが，御質問・

御意見等ございましたら，お願いいたします。 

委員     素案 20，21 ページにヒアリングの結果が載っているが，項目だけの概略でいいので，

どのような内容や課題があったのかお伺いしたい。また意見として出された現状や課題を

どのように計画に反映されているのかお伺いしたい。 

事務局    素案の 20，21 ページにございます，障害者団体等のヒアリングの結果の記載の方法で

すが，ここは項目だけということになっておりまして，中身についても，もう少し表示す

ることによって，課題の整理につながっていくのかと思っておりますので，今いただきま

した御意見を基に，もうちょっと主な意見のところで，どのような意見があったのかとい

うところについて記載をしていきたいと思っております。また，各障害者団体に関しまし

ては，理解やこういった福祉活動について，項目ですとか福祉に関する情報提供，相談支

援，権利擁護について，また，地域におけるさまざまな生活支援について，それと就労支

援について，それに併せて生活環境整備，バリアフリーの関係ですとか障害者にやさしい

街づくり等の項目について御意見をいただいているところです。お子さんの関係団体につ

きましては，お子さんの発達支援に関する早期発見ですとか地域生活における養育支援，

養育体制の整備について御意見をいただいているところでございまして，それぞれについ

て現時点では，まだ計画に反映されておりません。今後，いただいた御意見を基に計画に

反映させていければと思っております。 

会長     よろしいですか。是非貴重な御意見ですので，計画へ反映させていただければと思いま

す。その他ございますか。 

委員     ５年，10 年前に比べれば，福祉計画策定は本当に複雑で大変な状況になっているかと思

いますので，この策定に関わられた職員の皆様には，本当に頭が上がりません。さて今日

の資料を拝見いたしまして２点ほど疑問に思った点がございますので，もし分かれば，御
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教示いただければと思います。 

今日配付の「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について」お尋

ねしたいと思います。１つ目は地域移行支援と自立生活援助の実績値の少なさですね，中

核市としては本当に極端に少ないと思います。それが，よいか悪いかは分からないのです

が，この少なさは提供者側の問題なのか，指定機関が少ないとか準備不足とかなのか。そ

れとも，クライアント側の問題なのか，使用したくないのか，アクセスが悪いところにし

かないのか。あるいはそもそも，自立生活援助は比較的歴史が浅いものですから，周知度

が極端に低いのか，これは背景因子が複数あると思うので，もしその辺の分析というか見

込み，仮説があれば教えていただきたい。 

２つ目ですけれども，同資料４ページ目，放課後等デイサービス事業の数値がほぼ横ば

いの数値だと思いますが，この数値のみならず強度行動障害の加算関係の数値も示してい

ただけると，より現状が把握しやすいので，その数字が分れば，御教示いただきたいたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事務局  まず，１つ目ですが，本日机上に配布させていただきました，「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について」の中で１ページ目にありますサービス名「地

域移行支援」及び３ページ目にございます「自立生活援助」についてサービスの利用実績

が，極端に少ないその背景の因子は何だろうかとの御質問ですが，まず「地域移行支援」

につきましてはサービスを提供する事業所は水戸市内には数か所ありますけれども，この

サービス自体が主に障害者施設あるいは医療機関から退所，退院されて，地域での生活を

始める皆さんに向けさまざまな不安を取り除くなど積極的に事業で支援を行うサービスで

すけれども，このサービスを利用に至らなくても，実際地域に移行している実態もあると

いうところがあるのかなと理解をしているところです。 

もう一つ３ページの「自立生活援助」につきましては，このサービスの中身としまして

は例えばグループホームなどに暮らしていたかたが一人暮らしを始めたり，あるいは親御

さんと暮らしていたかたがアパートなどで一人暮らしをする時に御相談にのってくれるよ

うな，そのような形で独り立ちして生活できるように支援するという様なサービスの中身

になっておりますが，この「自立生活援助」については，県内の事業所数か所しかなく，

かつ水戸市近辺には事業所が存在しないということがあって，利用の意向というところも，

ニーズとして顕在化していない部分もあり，計画の素案では，既存の障害者支援施設など

に，このようなサービスについて実施できないかどうかということを支援する働きかけを

していきたいなと思っております。 

２つ目の質問ですけれども，今お目通しいただいている資料の４ページ，放課後等デイ

サービスの実績値が横ばいというところで，強度行動障害の加算についての実績を知りた

いという御質問かと思います。突発的な行動などで見守り等が常時必要な児童，強度行動

障害児の加算という事業所が請求できるようなものがございます。この加算を取っている

かどうかについては，計画値には示すことになっていないというところもあって，今日は

数字を持ち合わせておりません。必要があれば，後程お示しできればと思っております。 
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委員   御説明，ありがとうございました。 

 

会長  よろしいでしょうか。その他ございますか。 

 

委員   自立生活援助というところで，今お答えをいただいたのですが，水戸市では利用できる

ような事業所がないとのこと。私の子も，当初グループホームに居ましたが，いろいろあ

りまして，今は自宅に戻ってきています。 

将来的には，グループホームとか施設ではなくて，地域の中で一人暮らしをしながら，

またそれを援助してくださる行政側の沢山のお手伝いをいただきながら生活をしていけ

たらいいなという願いもあります。 

先日テレビで大阪，名古屋，東京方面では，一人のアパートで暮らしをしている障害者

に対して，７～８か所の事業所の手厚い援助があって，親が監視しませんけれども 24 時

間子どもたちが必死に生きていく，幸せそうに生活をしているのを観ました。水戸市でも

このようなことが強く実現できないかという思いがありました。ですので今お話があった

ように，水戸市は（事業所が）０に近いとのお答えがあったので，少しでも早くそれが実

現できるようにお願いをしたいなと思います。 

 

会長   貴重な御意見ありがとうございます。是非そういったところも反映していただけたらと

思います。その他ございますか。 

 

委員   ２つ質問があるんですけれども，１つは今回地域生活を支えるきめ細かい支援の充実と

いうことで，成年後見人制度の利用促進がありますが，私ども社会福祉会も成年後見パー

トナーということで行っているのですが，社会福祉会に回ってくるかたたちは皆お金のな

いかた，さまざまな事情があるかたがいらっしゃって，この成年後見制度，他の市町村で

は，市町村申立てのみというところがあるのですけれども，水戸市の場合はそうでないの

かどうなのか。市町村申立てであってもお金のある人は報酬の助成はしないのかというこ

と，市町村申立てでなくても，必要に応じて報酬の助成をしているのかどうかというとこ

ろ。市町村によっては，「市町村申立てだけしか助成をしない。」というところもあるし，

途中からでも報酬の助成をしてくれるというところもある。折角こういうことができて，

もし，必要に応じてやってくださるようにしていただければいいかなと。 

それから，もう１つ 63 ページの障害を理由とする差別の解消の推進というところであ

るんですけれども，水戸市さんは合理的配慮の実施ということで，今回広報にも載ってい

ましたが，事業所に対して補助金を出しているということころもあるのですけれども，今

までどのくらいのペースで（申請が）上がってきているのか。あと，差別解消法の合理的

配慮というのは，求めに応じてということが原則なので，63 ページでも（3）のところに

何らかの形で障害のあるかたが求められるような文言が一言入っていればよいのかと思

う。計画に合理的配慮の助成金があるということが，助成金なので入れられないというこ
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ともあるかもしれませんが，どうなのかというのが，２つ目の質問です。 

 

会長   はい。ありがとうございます。では，お答え願います。 

   

事務局  １つ目の御質問でございますが，成年後見制度の利用促進に関することですが，素案で

言いますと 62 ページに該当するところでございます。62 ページの具体的施策３の部分に

関する御質問かと思います。成年後見制度を利用すべき対象者がいらっしゃって，四親等

以内のかたが家庭裁判所に申立てができると法令上は規定されています。申立てすべき親

族がいない，あるいはいてもできないという場合には，居住地の市町村長が申立人になる

ことができるというふうになってございます。そのことに関して，特に低所得のかたであ

って，申立ての費用を自分で負担ができない。あるいは，後見人が選任された後，後見人

に対して支払うべき報酬が，支払えないというようなかたに対して，報酬の助成制度とい

うのは，水戸市で設けてございますが，現在のところは，対象者といたしましては，市町

村申立てをした案件のみというふうにさせていただいております。各方面からは，市町村

申立て案件だけではなく，他の事案についても，対象とすべきではないかという御意見も

いただいているところでございまして，その辺につきましては，検討してまいりたいと考

えております。 

２つ目の御質問でございますが，素案 63 ページの（３）にございます，障害を理由と

する差別の解消の推進の部分についてでございますが，  委員のおっしゃる通り，本市

では合理的配慮に資するような何らかの物品を購入等を事業所がした場合，例えば，段差

を解消するようなスロープを設置した場合であるとか，あるいはコミュニケーションがと

りにくいかたに対して，絵文字みたいなもので絵を指し示して意思疎通を図るコミュニケ

ーションパーツというようなものを購入した場合には，助成をさせていただくという制度

はございます。実績については，件数など数字を持ち合わせておりませんので，改めてお

示ししたいなと思っております。 

差別解消法では，合理的配慮は求めに応じて負担が重すぎない範囲内で提供するという

のが示されているところでございますので，制度が水戸市で用意されてるということを周

知をするような文面を，計画に位置づけを行っていきたいと考えております。 

 

会長    はい，ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 

委員    是非，後見も市町村申立てだけじゃない，本当に必要なかたのところに報償費用などが

届くよう，よろしくお願いをいたします。 

 

会長 その他ございますか。 

 

委員    ２つ資料の見方でお聴きします。今日配られたほうの資料の２ページ，短期入所実績値

で 2020 年度が減っている理由は，新型コロナウイルスの影響でしょうか。素案の 54ペー
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ジ，発達障害児等に対する支援のところで。他の表は 2020 年度までは何かしら数値が入

っていますが，こちらだけ，全部真っ白という理由は何でしょうか。 

 

会長     はい，事務局どうぞ。 

 

事務局    １つ目の御質問ですが，本日机上に配布させていただいた，「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について」の２ページにございます，短期入所福祉型，

医療型の実績値ですが，2020年度に数値が減っているその理由は，新型コロナウイルス

の影響ではないかという御質問でございますが，ちなみに，各年度の数値はいつの時点

での数値かと申しますと，各年度の 10 月にサービスを利用したかたの数値になっており

ます。ただし，2020年度に関しましては，４～６月迄の数値を平均で割り返して載せて

いるところでございます。例えば，短期入所福祉型の利用者数実績 2019 年度が 103 名，

2020 年度が 48 名と約半数に減っているわけですが，内部で個々について検討をした時に

は，新型コロナウイルスの影響は有るのかなと，特に短期入所のサービスを提供してい

る事業者さんは，既に多くの入所者のかたを抱えている障害福祉施設で編成されている

サービスでございますので，やはり利用者の常に入所されているかたの部屋の確保とい

うところで，なかなか受け入れが進まなかったというお声もお聞きしておりますし，あ

るいは利用を控えたということも伺っているところです。ということで，新型コロナウ

イルスの影響があったものと推察しているところです。 

２点目の御質問ですが，素案の 54 ページにございます，発達障害児に対する支援の第

１期計画の実績値なんですけれども，ここが空欄になっておりますのは，54 ページから

は全く新しい項目になっておりまして，１期計画の時には，項目として立ててございま

せんでした。ですので，実績値としてこの欄をお示しするかどうかというところを，内

部で揉んでいるところでございます。数字としては係数ができにくいところではあるの

で，２期計画からのお示しとなるかと思います。 

 

会長    ということですが，よろしいでしょうか。 

 

委員    もう一点だけ，  委員もお伺いしたヒアリングの結果についてなんですけれども，こ

の会議の時にある程度中身が分からないと，何か課題か分からないので，素案だけでで

はなくて，ヒアリングの生データをきちんとまとめたものを資料として提出するように

していただくことが必要かと思います。 

 

会長    ヒアリングの結果につきまして説明をお願いします。 

 

事務局     この専門分科会は，３月に３回目の会議を予定しております。その時には逐語録という

わけではありませんが，このような意見がありますよというところで，お示しできれば

と思います。大変失礼いたしました。 
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会長      よろしくお願いします。その他ございますか。それでは，御意見がなければ次へ進み

ます。 

 

会長    続きまして，その他，委員の皆様から何か御意見等ございましたらお願いします。 

 

会長    御意見，御質問がなければ，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，議事進行にあたり，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。 

 

事務局   ありがとうございました。 

      本日，皆様からいただきました貴重な御意見を踏まえて素案を修正し，令和３年１月に

意見公募を実施いたします。その後，最終案を確認いただくため，３月中に，第３回水

戸市社会福祉審議会障害福祉専門分科会を開催する予定でおりますので，御承知おきく

ださい。また，本日いただきました御意見の他に，何か御意見等がございましたら，配

付いたしました意見シートに御記入のうえ，御提出いただければ幸いでございます。 

本日は，委員の皆様におかれましては，大変お忙しいところ御出席をいただきまして，

ありがとうございました。以上を持ちまして，第２回水戸市社会福祉審議会障害福祉専

門分科会を終了いたします。大変お疲れさまでした。  

 


