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地域自立支援協議会 会議録 

会 議 名 令和４年度 第１回 地域自立支援協議会 

日 時 令和４年７月15日（金曜日） 午後２時00分～午後２時40分 

会 場 姶良庁舎 ２号館３階 第１～第３委員会室 

出 席 者 
構成者 委員長、委員17人（５人欠席） 

職員等 長寿・障害福祉課（事務局） 

議 題 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ 委員紹介 

４ 事務局紹介 

５ 議事 

 (１) 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画について 

 (２) 姶良市地域自立支援協議会及び同専門部会について 

 (３) 地域生活支援拠点等について 

 (４) 各専門部会から 

  ア 相談支援部会 

  イ 子ども部会 

  ウ 就労支援部会 

  エ 精神保健福祉部会 

６ その他 

７ 閉会 

会 議 結 果 要 旨 

５ 議事 

 (１) 第６期障がい福祉計画・第２期障がい児福祉計画について 

 (２) 姶良市地域自立支援協議会及び同専門部会について 

・ 今後のスケジュール等について、了承。 

 (３ ) 地域生活支援拠点等について 

・ 地域生活支援拠点の方向性等に関する提案 

  了承 

・ 医療的ケア児（者）に関する協議の場の設置について 

  了承 

 

会 議 経 過 要 旨 

２ 委嘱状交付 

 

５ 議事 
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（署名委員指名） 今別府委員、野口委員を指名。 

（会長） 

 事務局から、議事(１)に関する説明を。 

（事務局） 

 議事の（1）と（2）を資料１により一括で説明する。 

それでは、資料一部を御準備ください。 

 当該資料については、昨年度の第１回協議会の際に御提示させていただ

いた資料を一部改訂した内容。 

 各計画の概要等に関する説明につきましては、今回は省略。４ページ以

降の内容につきまして御説明をさせていただきます。 

それでは、資料の４ページ。 

 本協議会については、主に障害福祉の施策の推進に関する助言を行って

いただく協議会となっているが、市が策定をしております計画に基づき、

ＰＤＣＡサイクルに沿って事業を実施、それから各事業の進捗状況、数値

目標の達成状況といったことも、本協議会で点検いただいたり、評価をい

ただいたりということも役割として持っている。 

続いて、５ページをお開きください。 

 自立支援協議会については、本会を中心として、計画の進捗の状況や、

実態の把握などに努めていただいている。その下部組織として、部会、さ

らにその下には、実務者の方たちに協議いただく場も設けている。 

昨年度お配りしました資料では、各部会までは掲載をさせていただいてお

りましたが、部会の配下にも、実務者の方が集っていただき、協議ができ

る場を設けているということを明示するために、今回こちらの図式につい

ては、新たに修正し、提示している。 

 同ページの下段には、次期計画に関することを記載。 

 第６期障がい福祉計画、第２期障がい児福祉計画については、令和３年

度から令和５年度末までの計画となっており、今の計画は間もなく１年半

経過しようとしているところ。 

 資料が戻り、３ページ。令和５年度末には、この二つの計画の上位計画

である、第２次姶良市障がい者計画とともに、計画の末期を迎えることか

ら、いずれも次期計画の策定に向けて、今年度から準備を進めることとし

ている。 

ついてはまず、第６期、それから第２期の計画について検証を行うこと

となる。 

令和３年度中の各数値については、６月から７月にかけて、確定値が出

てくることから、それらを取りまとめまして、次回の協議会の際には、お

示しをする予定。 

また、次期計画の策定に向けての各種調査についても、今年度中にスタ



3 

ートさせる予定としており、当該調査の内容についても、次回の協議会に

御提示させていただく予定。 

なお、次期計画についても、これまでの計画と同様に、今後、厚生労働

省などから順次詳細が示されることと思うので、都度、直近の協議会で皆

様に資料・情報等提供をさせていただきたい。 

 

（会長） 

ただいまの説明について、質問なり御意見がある方は、挙手の上、お願

いいたします。 

今の説明でおわかりのように、３ページの上。第２次姶良市障がい者計

画が、令和５年度で終了。現在は第６期障がい者福祉計画、障がい児福祉

計画の第２期。 

今年度から来年度にかけて、次の第３次姶良市障がい者計画第７期の障

がい福祉計画第３期の障がい児福祉計画を作成するための準備を、４年度

から５年度にかけてするということが、５ページに書いてある。 

ということで、今年度から次の第３次姶良市障がい者計画に向けて準備

をする。今年度から来年度はそういう時期であるという説明だったかと思

いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（委員） 

 よい。 

（会長） 

 それでは、次に、３番目の地域生活支援拠点について事務局から説明を

お願いします。 

（事務局） 

事前に配付した資料２と本日お配りしました追加資料で、地域生活支援

拠点及び医療的ケアが必要な方への支援等について、御説明、及び、御提

案させていただく。 

まず、地域生活支援拠点については、令和３年度、第２回協議会の書面

開催にあたり、資料等は皆様方にお配りしていたが、今回、改めて簡単に

御説明させていただく。 

地域生活支援拠点については、障害者等の重度化、高齢化、親亡き後に

備えるとともに、地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性

を有し、地域生活において、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図る

もので、具体的には、①緊急時の迅速、確実な相談支援の実施、短期入所

等の活用、②体験の機会を通じて、施設や親元からグループホーム、一人

暮らし等への生活の場を移行しやすくする支援を提供する体制を整える

ことを目的としている。 

ついては拠点に必要な機能として、①相談、②緊急時の受入れ対応、③
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体験の機会、場、④専門的人材の確保、養成、⑤地域の体制づくりの５つ

を原則的に備えることとされているが、地域の実情等を踏まえ、必要な機

能の判断については、自治体で判断することとなっている。 

続いて追加資料の１ページ。 

市としては、当該拠点の整備については、現行の計画において、令和５

年度末までに、１か所以上の確保を目標としていることから、次のような

方向性で整備を進めたいと考えている。 

まず、拠点に備える機能については、先行して、①相談及び②緊急時の

受入れ対応 の機能について整備を進めたいと考えている。 

 拠点の整備の時期につきましては、来年度中頃を目途とし、整備を進め

ることとしている。 

整備手法については厚労省の資料等では、現在、現状の施設やサービス

に必要な機能を付加した多機能拠点整備型や、地域における複数の機関が

分担して機能を担う面的整備型がイメージとして提示されており、整備手

法に関しても、地域の実情に応じた対応が可能とされていることから、資

料にあるように市としては、追って整備予定の機能を見据えて、面的整備

型をイメージした形で整備を進めたいと検討している。 

続いて、追加資料の２ページ。 

医療的ケアが必要な児者への支援等について、現在市では、次のような

スキームを検討している。 

現行計画においては、本件に関する協議の場として自立支援協議会及び

同子ども部会を提示しているところである。 

現在本市内には、医ケア児等に関するコーディネーター研修の修了者

が、複数の事業所に在籍しているが、その方々の有機的なつながりや、医

療機関、訪問看護ステーション等、関係機関との具体的なつながり、協議

の場がないというのが現状である。 

そこで、コーディネーターの方同士が、情報共有やケースについて、協

議でき、加えて、関係機関との連携促進を図ることができる場として、資

料の中ほどにあるとおり、子ども部会の中に、（仮称）医ケア児等グルー

プ会議の設置を検討している。 

医ケア児等グループ会議については、より実務的な内容、対応が見込ま

れることから、定期的な会議の開催を主体とせず、各コーディネーターか

らの求めに応じて柔軟な対応、ケース検討ができるよう、ケースや課題が

生じたときに、メンバー、会議の開催研修の実施等を含め開催の手法等を

検討していく予定。 

本日は皆様方に、地域生活支援拠点の整備内容、進め方や医療的ケア児

者への支援等に関する今後の方向性について、案を提示した。 

御提示した内容により進めてよろしいかどうか、御審議願いたい。 
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（会長） 

事務局から地域生活支援拠点、医療的ケア児者に必要な支援等について

二つ報告、提案があった。 

これについて質問または意見を求める。 

その前に私から、ポイントを申し上げる。資料２の中段、拠点等に必要

な機能が５つ上がっている。 

１が相談、２が緊急時の受入れ、対応、３が体験の機会、４が専門的人

材の確保、５が地域の体制づくり。 

 市としては、今回は１番目の相談と２番の緊急時の受入れ対応を中心に

計画を進め、３、４、５についてはそのあとにまた考えていくという方向。 

それから、追加資料にあるが、その相談と緊急時の受入れなど拠点の整

備について、新しい言葉として、多機能拠点整備型と面的整備型とあるが、

簡単に言うと、多機能拠点整備型は、一つの施設が中心拠点となってあら

ゆる機能を備えるというのが、多機能拠点整備型です。 

面的整備型というのは、三つか四つくらいの施設が担当して、この機能

についてはＡという施設、これについてはＢという施設、これについては

Ｃという施設が担当するというように、分担して、機能や受入れを検討す

るというように、複数の施設が分担して担当する。 

市（事務局）としてはこの面的整備型で拠点の整備を進めたいという方

向のようです。 

なので、我が施設では、緊急受入れ、また、地域生活拠点として、の機

能を分担してもいいとお考えの施設はまた、事務局から、各施設にそのよ

うなアンケートを出されると思いますので、ぜひ手を挙げていただければ

と思う。 

それから、医療的ケアについては、子ども部会の下部組織に、医ケア児

等グループ会議というのを、新しく設けたいとのこと。事務局の話では、

医療的ケアの研修を受けたコーディネーターが市内に10名前後いらっし

ゃるとのことで、この型たちを中心に、情報交換をしたり、どういう形で

医療機関等と連携していったらいいかとか、素案みたいなのをつくってい

ただき、それを、子ども部会に提示したものを、さらにこの協議会で提示

していただくということを考えているよう。この（委員）中で医療的ケア

のコーディネーターの研修を受けられた方いらっしゃいますか。 

（子ども部会会長） 

 研修、受講済み。 

（会長） 

何か、コーディネーターが集まり、話合いが出来そうでしょうか。 

（子ども部会部会長） 

 協議や話ができると思慮する。 
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（会長） 

ぜひ、研修を受けられたコーディネーターを中心にして進めていただけ

ればと思う。 

本市は南九州病院で、進行性筋ジストロフィー、重症心身障害、ぜんそ

くなど、様々な子どもたちを受入れて療育をされている。また、県立姶良

病院もある。そういったところとの連携をどういう形で進めていったら良

いかを、コーディネーターの方たちで話合いをしていただければと。 

皆さんから何か御意見なり質問とかございましたらお願いします。 

 子ども部会長はこの件に関して何か発言あるか。先ほどの発言でよろし

いか。 

（子ども部会長） 

今回、（仮称）医療的ケア児等グループ会議を開催していくにあたり、

まずはそのコーディネーターが集まるところから始めていって、何が不足

か、何が課題かを抽出してから、多機関、多方面との連携等を進めていこ

うと考えている。 

（会長） 

他の３部会長の会長も賛助いただきたい。よろしくお願いいたします。 

では、本日、市（事務局）から提案があった、地域生活支援拠点の整備等

に関する方向性及び医療的ケア児等への支援に関する方向性については、

提案のあった内容を了承してよろしいか。 

（委員） 

 よい。 

（会長） 

それではですね御了解をいただいたということにする。 

 

続いて、議事(４)の各専門部会からの報告。今日は４つの部会のうちの

２人の部会が欠席で、２人は出席されている。本来なら各部の部会長が説

明するが、冒頭事務局から説明があったとおり、新型コロナウイルスの感

染拡大に伴い、会議時間の短縮のため、配付された資料により、報告に替

えることとする。 

ついては、質問事項等があれば、事務局より質疑用紙が本日配付されて

いるので、それを事務局へ後日、提出いただき、それに基づき、回答をさ

せていただくこととなっている。 

それでは、しばらく各部会の報告に、目をぱっと通していただきたい。 

私が前もって読んだ内容では、相談支援部会は、いろんなたくさんの相

談を受け入れる、それを受入れて（サービスの）実施の方向まで、できる

ものと出来ないものがあって、その取捨選択が非常に難しいということ

で、引受けても出来ない場合は、申し訳ないけどお断りせざるを得ないと
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いうこと。 

それで相談員の絶対数が、足りないので今後の課題としては、相談員の

増と相談員の質を上げるということが課題になっているとのこと。 

それには、質を上げるためのグループスーパーバイズと、それから、子

どもだけでなく家族へのアプローチも必要ということ。 

やはり子どもさんと家族への、２本柱で進めていかなければ、子どもだ

けでも駄目だし、家族だけでも駄目だと思う。 

それから、ヘルパーの人材不足や高齢化により、在宅で暮らす重度障害

の方の生活継続は難しくなってきているということが、非常に現実的な大

きな問題としてある。このヘルパーをどう養成していくか、増やしていく

か、それに関わる人をどのように育てていくのかという問題があるのでは

ないかなという感じがした。 

非常に厳しい中で、頑張っていらっしゃるなと感じる。 

基幹相談支援センターとも連携をしながらやっていらっしゃる。 

 

次、追加資料の２ページだが、子ども部会は先ほどもあったように、新

しく医療的ケアの支援についても検討していくとのこと。それから、就労

支援部会も、ワーキンググループを作って、検討したり、事例研究をして

いるとのことです。 

それから、精神保健福祉部会でも、就労定着に向けての取組、アルコー

ル依存症の回復の体験者、アルコール依存に対する対応などが検討されて

いる。 

本日、相談支援部会と子ども部会から部会長は出席していることから、

これだけは話をしておきたいなというのがあれば、相談支援部会長からお

願いします。 

（相談支援部会長） 

部会報告を見ていただくと、非常に厳しい状況のように映って、そうい

う印象を持たれてしまうかと思うが、実際、現場で起こっていることだと

思っている。ただこの人材不足に関しては、市単独で、どうにかできるか

というところは、これはかなり厳しい部分もあるかなと思っている。 

特にヘルパー。介護保険や障害の方、いろんな分野の保険や制度が、複

雑に絡み合っているような事案もあったり、あとは親亡き後の話であった

り子どもさんが成人になる時の支援というのは、非常に多岐に及んでいる

ところ。 

ほかの圏域でも、ヘルパー事業所が人材不足というところは上がってい

たりするので、そこと併せて、またこの市の協議会だけではなくて県の協

議会でも、また、同様の形で、根拠を基にお出しできるような形をとれれ

ば、現在は考えている。 
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（会長） 

大変だが、対応をお願いしたい。県との連携もお話しいただいたように

考えていただければと思う。それから、子ども部会の部会長からは何かあ

るか。 

（子ども部会長） 

子ども部会では、様々な関係機関の方が出席されているが、やはり子ど

もさんの問題だけではなく家族の問題というのも、結構話が出てきている

ことから、今ある相談支援部会とか、精神保健福祉部会など、他の部会と

の連携も図っていく必要が出てくるのかなというのを今感じているとこ

ろ。 

（会長） 

多少話がずれるが、（さちかぜ）では、養護学校卒業した後の利用者の

方も多いと思うが、利用者の年齢が上がっていくに従って親も高齢になっ

ていく、親御さんが亡くなるケースも多くなると思うが、そういう場合で

も、施設としては親亡き後もずっと、利用者を、ケアしていく対応されて

いるのか。 

（子ども部会長） 

親御さんが高齢になられたときには、後見人制度なども紹介をしなが

ら、（利用者が）安心した生活が送れるように取り組んでいる。 

（会長） 

各部会からの報告が書面と口頭であったが、何か質問や御意見ございま

せんでしょうか。 

（委員） 

 なし。 

（会長） 

ないとのこと。基幹相談支援センター長からは何もないか。 

（基幹相談支援センター長） 

 なし。 

（会長） 

特に御意見がなければ、専門部会からの報告を終わらせていただく。 

以上で協議事項が終了したので事務局へ返す。 

 

６ その他 

（事務局） 

今後の開催日程について。本年度の第２回の開催日につきましては、現

在１月の開催を予定。冒頭、説明したが、第６期の障がい者福祉計画、そ

れから第２期の障がい児福祉計画についての進捗状況と、次の計画に向け

ての調査、アンケート等に関する内容の審議等をお願いしたい。 
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他に、何かないか。 

（委員） 

国から、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金というのが

出ていると思うが、施設関係も、まず給食材料費の値上げ、ガソリン代の

値上げ、電気代の値上げといったような状況で、非常に運営が逼迫してい

るような状態。それに加えて、コロナ関係の消毒関係の問題。 

そういった、費用が出ていく一方だが、市として、交付金の活用について、

障害分野への活用とかは何か考えているものはあるのか。今日の議題から

は外れるが、答えられる範囲でお願いしたい。 

（事務局） 

今の段階では地方創生交付金については、市全体にどのように活用する

かという動きでしか検討が進んでおらず、個別に介護等の事業所等に対

し、交付金をどう扱うかというところまでの審議には至っていない。 

（会長） 

やはり、（施設運営は）厳しいか。 

（委員） 

各施設ともそうだと思う。 
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