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令和２年度 第２回 立川市自立支援協議会(全体会) 会議概要 

会議名称 第２回 立川市自立支援協議会(全体会) 

開催日時 令和２年９月 18日（金） 午後 18時 00分～午後 20時 00分 

開催場所 立川市役所 101会議室 

次 第 １．開会 

２．委員の交代について＜資料１＞ 

３．各専門部会からの報告について＜資料２＞ 

４．地域生活支援拠点等について 

５．第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の進捗管理について＜資料３・４＞ 

６．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 

➀ 計画の概要及び骨子(案)について＜資料５～９＞ 

 ➁ 成果目標及び各サービス等の見込量(たたき台)について＜資料 10＞ 

７．障害者施策推進委員会の議事概要報告＜資料 11＞ 

８．平成 31年度障害者虐待報告＜資料 12＞ 

９．医療的ケア児支援関係者会議について＜資料 13＞ 

10．コロナ禍での各事業所・関係機関等の対応について(情報交換) 

11．その他連絡事項 

出席者 [委員] 加瀬進、寺田悦子、鶴園誠、須﨑篤、飯田絵里、遠藤雅子、宮本浩史、鈴木

雄大、石倉菜子、長谷川敬祐、前芝博樹、山本剛、比留間敏郎、岡部俊一、

小林仁志、藤田彩也子、水野夏美、岡田治、泉口哲男(敬称略、順不同) 

[事務局]  茅沼障害福祉課長、鈴木障害福祉推進係長、塩塚障害福祉第一係長、宮

川障害福祉第三係長、阿部障害福祉第四係長、西村主事 
 

欠席委員 大山悦子、木村憲介、小林拓哉、西山直美、柴和範、澤内清志(敬称略、順不同) 

会議資料 ＜資料１＞ 令和２年度立川市自立支援協議会委員名簿 

＜資料２＞ 各専門部会報告書 

＜資料３＞ 第５期障害福祉計画 PDCAサイクル評価・改善管理シート 

＜資料４＞ 第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の目標値に対する実績 

＜資料５＞ 第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の概要 

＜資料６＞ 国の基本的な指針一部改正通知および指針の概要 

＜資料７＞ 計画の策定スケジュール 

＜資料８＞ 計画策定のためのアンケート調査概要 

＜資料９＞ 計画の骨子（案） 

＜資料 10＞ 計画の成果目標及び各サービス等の見込み量（たたき台） 

＜資料 11＞ 令和２年度第２回立川市障害者施策推進委員会会議概要 

＜資料 12＞ 障害者虐待報告書(平成 31年度) 

＜資料 13＞ 立川市医療的ケア児調査の概要 

【参考資料】第６次障害者計画 

【参考資料】障害のある人、家族への新型コロナウイルス感染症への支援についての

要望 

備考 第１回会議は新型コロナウイルス感染拡大予防のため開催中止。 
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１．開会 

 

２．委員の交代について＜資料Ⅰ＞ （略） 

 

３．各専門部会からの報告について＜資料 2＞ 

[相談支援専門部会説明] 

・就労支援部会とのコラボによる連絡会を実施予定。年に３回程度実施予定だが、５月ごろの開催を

予定している中コロナウイルス感染症の影響により中止。 

・８月に部会内での議論を実施。コロナウイルス感染症の状況を受け、本人や家族・支援者が罹患し

た場合の対応について検討した。 

・10/20相談支援事業所連絡会に参加。11月頃を目安に部会を開く予定。 

［就労専門部会説明］ 

 ・当事者を招き、現在の支援や課題、今後必要になるサービスについて学んだ。 

・８/４に開催した部会では、共通課題である「高齢化及び親の高齢化」について話し合い。 

 ・職員のスキルアップ、障害分野以外の知識の習得、障害分野以外との関係機関との連携、地域の社

会資源の把握、工賃アップと授産作業開拓について今後の整理すべき事項とする。 

 ・「様々な機関や制度を知り、必要に応じて適切な支援を行える力を付ける」をテーマに、オンライ

ン講座を実施予定。 

［権利擁護専門部会説明］ 

 ・昨年度より検討している「グループホーム連絡会」に関しては、コロナウイルスの影響により今年

度はペンディング。来年度以降で検討となる。 

 ・立川市障害者虐待防止センターと共同し学習会を年２回予定。内容に関しては未定。 

 ・コロナウイルス感染症の影響により虐待が多発。通所系事業所向けにアンケートを実施、虐待防止

に努める。 

［地域移行専門部会説明］ 

 ・1 月以降部会での話し合いは設けられていない。身体と精神のワーキンググループはアンケートを

実施する予定。知的のワーキンググループは啓蒙・普及活動を行う事で検討していたが具体的な話

は進んでいない。 

 ・コロナの長期化により、今後の活動を見直す必要がある。アンケートが可能かどうか模索。 

 ・10/16部会の全体会を予定。 

 

［質疑・意見等］特になし。 

［決定事項］報告のみ。異議なし。 

 

４．地域生活支援拠点等について 

［事務局説明］ 

 ・７/１より立ち上げ。障害者の高齢化や重度化について、今後も立川市で住みやすい環境を作って

いく取り組みを中心に活動。知的障害者を対象に始め、事業を展開。市内に４か所コーディネータ

ーを配置し、相談しやすい環境を整えていく。 

 

［質疑・意見等］ 

・相談事業所との違いや、実際どういった活動が行われているのか細かいところまで分からず、活動

内容に関して実感が沸かない。24 時間体制での当事者の相談窓口など、今後機能の幅が広がると良

い。 

［決定事項］報告のみ。異議なし。 
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５．第５期障害福祉計画・第１期障害児福祉計画の進捗管理について＜資料３・４＞ 

［事務局説明］ 

 ・障害福祉計画・障害児福祉計画の二つを一体的に策定。サービスの見込み量や確保の方策などを記

載。国の基本指針に基づく３年間の計画となっており、５つの成果目標について、資料３の PDCA

サイクル評価・改善管理シートにより進捗管理を行っている。 

 ・成果目標１→福祉施設に入所されている方の地域移行の推進と、入所者の削減を目標とする。 

        病院や施設との関係を強化し、当事者と施設や病院側のニーズや不安を把握し、地域

移行を進める。障害別の問題、地域移行の問題を明らかにし、自立支援協議会で協議・

フィードバックを進める。 

 ・成果目標２→精神障害者を中心に、入院後の早期退院の促進や長期入院患者の地域移行が支援でき

るよう、関係者間の協議の場の設置を目標とする。 

        地域移行・地域定着支援の利用者が現状少ないことを踏まえ、新規の働きかけの方法

などを検討し、利用者中心の地域包括ケアシステムの構築に向けた協議をする。 

 ・成果目標３→各市町村に地域生活支援拠点の整備を目標とする。 

        令和 2年度に具体的な配置が決定。今後は拠点の周知と実質的に運用できる体制を構

築する。 

 ・成果目標４→就労移行支援・就労継続支援利用者の、一般就労への移行を目標とする。 

        就労と生活の両面を見据えた支援が必要。支援者が様々な機関や制度があることを知

り、必要に応じて利用が出来る力を身に付けることが必要になる。 

 ・成果目標５→児童発達支援センターの設置等を目標とする。 

        現状、設置の方針は決まっており、今後役割や機能を検討していく。障害児支援の提

供体制の整備等については、自立支援協議会との連携が整理されていない。体制の構

築に向けて検討を進める必要があるが、連携手段や関係性のあり方についても随時検

討が必要となる。 

 

［質疑・意見等］特になし。 

［決定事項］異議なし。提案通り承認。 

 

６．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 

 ➀ 計画の概要等及び骨子(案)について＜資料５～９＞ 

 ➁ 成果目標及び各サービス等の見込量(たたき台)について＜資料 10＞ 

［事務局説明］ 

➀・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画が令和３年度より始まるに当たり、国の基本指針に基

づき策定を進めている。 

・主に自立支援協議会の運営会議において意見を頂戴しながら準備を進めており、次回 10/6 に第３

回の運営会議を実施予定。 

・障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の受給者を対象としたアンケートを実施。現在回答をま

とめており、後日結果報告を配布予定。 

・第６期障害福祉計画・第２期障害児福祉計画の骨子案は資料９の通り。 

➁・国の基本指針では、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、 

７つの成果目標が掲げられている。また、目標達成のための必要な量（活動指標）を計画で見込む 

こととしている。 

 ・各サービスについて、過去３年間の実績と今後３年間の見込みを記載。各計画相談事業所への調査

結果も参考とし、たたき台を作成。運営会議を中心に内容を掘り下げる。 
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［質疑・意見等］特になし 

［決定事項］骨子(案)、たたき台ともに承認。 

 

７．障害者施策推進委員会の議事概要報告＜資料 11＞ 

［事務局説明］ 

 ・障害福祉施策に関する計画の策定、推進、見直し等に関して協議しており、８月 21 日に今年度初

めての障害者施策推進委員会を開催。現障害福祉計画・障害児福祉計画の進捗管理と、次期計画の

策定について協議した。 

 

［質疑・意見等］特になし。 

［決定事項］報告のみ。異議なし。 

 

８．平成 31年度障害者虐待報告＜資料 12＞ 

［事務局説明］ 

 ・前年度に比べ虐待認定の数は減少しているが、再発するケースが増加傾向にある。支援体制を整備

するまでに時間を要し、施設入所を目指した事例については対応が長期化した。 

 

［質疑・意見等］ 

・コロナ禍の中で、虐待ケースはどのように変化しているか。 

   →在宅の時間が増え、一緒にいる時間が多くなったことで通報が増えている。 

 ・認定後、どのような防止策をしているのか 

   →虐待を責めるのではなく、再発防止に取り組んでいる。施設従事者に関しては防止策の提出、 

養護者の場合は話し合いを設けている。 

    重度障害者の場合は自分から通報が出来ないため気付きにくい場合が多く、また、認定後分離 

の方向で進めても、重度であることから施設の受け入れが難しいケースがあり課題となる。 

［決定事項］報告のみ。異議なし。 

 

９．医療的ケア児支援関係者会議について＜資料 13＞  

［事務局説明］ 

 ・現在３つの調査を主に行っている。 

1、 実態調査→現在どこに、どのような医療的ケア児がいるか把握する。関係機関を通じ 25名確認。 

2、 ニーズ調査→医療的ケア児やその家族のニーズを把握する。アンケートを実施し、21/25人が 

回答。 

3、 事業所等調査→事業所等の医療的ケアの実施状況や、実施に伴う課題等を把握する。児童発達 

支援・放課後等デイサービスなどの各関係事業所にアンケートを実施し、74/92

事業所が回答。 

 

［質疑・意見等］今後、自立支援協議会にも意見の共有をしていく。 

［決定事項］報告のみ。異議なし。 

 

１０．コロナ禍での各事業所・関係機関等の対応について(情報交換) 

 ・医療関係者 

→ニュースやメディアに煽られて不安が募っている。正しい情報を正しい場所で得る必要がある。

コロナ禍での対応に関してどのようにしていいのか、もしくは悪いのか線引きのガイドラインが

あれば共有したい。 
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・サービス事業所(計画相談) 

→通所先が休業になったことで、グループホーム内で密になるケースが増えている。病院に行く、

家族に会いに行くといった行動が出来ず症状の悪化やストレスの増加に繋がっている。利用者に

正しい情報が伝わらない。利用者の家族や支援者にコロナが出た場合は、リモートや LINE など

で対応している。 

 ・サービス事業所(通所) 

→障害者の家族に対する支援についてどうするか話題になっており、現在東京都が仕組みづくりに

動いている。知的障害者の方に正しくコロナウイルスを理解いただくため、本人に正しくどう伝

えるか、入所施設に入られている方が感染した場合、どのような支援・対応を進めるか検討して

いる。インターネットの情報を鵜呑みする知的障害者の方が多いため、正しい情報を案内し、手

洗い・うがいなど 100％実施できるよう声掛けをしている。 

 ・教育・雇用・立川市就労支援事業所 

→会社での雇用切りが増え始め、不安で相談に来られる障害の方がいる。契約社員で雇用している

方で、当初の契約よりも短い期間で提示される方も増加。退職者が 30 人以上いる場合に会社側

では再就職援助計画を出す決まりになっているが、ここ最近は提出する企業が増え始めている。

また、雇用は続いているが会社内での仕事が回って来ず、今後が不安だといった声も多い。新規

求職者はマイナス傾向にあり、求人情報も減少傾向にある。３密を避ける形で、１社限定での企

業面接会を行うようにしている。 

 ・教育・雇用・立川市就労支援事業所 

→就労に向けた実習を行っているが、コロナの影響で実習先が見つからない状況。この春から就職

した卒業生に関しても、在宅ワークを機に、自分がするはずだった軽作業が無くなる、自宅で一

人では仕事が進まないといった方が増え、転職を考えている声も多くなっている。卒業生と在校

生両方のサポートが課題となる。 

 ・教育・雇用・立川市就労支援事業所 

→実習について昨年度は通常通り受けていたが、上半期は受け入れを断り、下半期の 10 月から２

名受け入れを始めた。正しい情報やコロナ対策など、ご本人やご家族が気にされている。実習に

入る前から体調管理をするよう呼び掛けている。地域からのボランティアスタッフの受け入れに

ついても、少しずつ再開しているが、従来通りの対応は難しい現状がある。 

 ・商工業関係者 

→通常、春・秋の実習を受け付けているが、今年は秋の受け入れはお断りをしている。最近は少し 

ずつ見学といった形で受け入れはしているが、コロナ対応のガイドラインに沿ったやり方を取っ

ている。商品の陳列の作業を行っているが、４、５月はコロナ禍の影響により店舗の売り上げが

140%伸び、ソーシャルディスタンスが保てないほど店内は混雑し、就労者から不安の声が上がっ

ていた。就業時間を前倒しし、お客様に出会わないよう工夫している。コロナ禍の中で雇用した

人材からは派遣切りや派遣先が無くなったといった話も聞き、雇用環境一般の状況は良くない。

エッセンシャルワーカーとして営業を続けることが使命となる中、店舗や本社の消毒のコストも

多くかかり、経営を圧迫している現状。 

 ・家族会 

→いざというときに後回しやたらい回しなどなく医療機関が対応できるか、今のところ身近で拒否 

されたような事例は聞いていないが、危惧されることである。近年、精神障害に関する様々な事 

件が発生している。親が子供を殺す事件など、その一つ一つの問題に対して家族間での考え方を 

しっかりと考えていかなければいけない。 

 ・家族会 

→緊急事態宣言を受け自主的に作業所への通所をお休みされる方が多い。自分の子は問題なく通う

ことが出来ていたが、周りの状況がいつもと違ったことで、夜寝ないなどの精神的な不安定が見

られた。人によってはストレスを感じない子もいるが、外に出られず家に籠ることがストレスに
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なるといった意見は多く聞く。移動支援のサービスについても、感染リスクを避けるため実際に

は使えていない。保護者も疲弊している様子。作業所が休みになった所で、在宅支援のため自宅

での様子などを聞く電話があるが、毎日かかってくることへの保護者のストレスが溜まっている。

保護者が罹患した場合、自宅に残された子供が一人で過ごすことは出来ないので、どういった支

援や対策があるのか不安。感染した方から感染後の自宅での過ごし方や、どう対策をしたかなど

取りまとめたものを参考に欲しい。常にどうしていけばいいのか不安があるため、対策のフロー

チャートがあると良い。 

 ・家族会 

  →特別支援学校の場合は、東京都から自宅で過ごせないお子さんは学校に行ってもよいということ

で通常通りスクールバスも運行し利用が可能であった。デイサービスも迎えや給食もあり体制が

整っていたためありがたかった。子供が熱を出してしまい、病院へ PCR検査を受けに行ったとこ

ろ、検査結果が出るまではインフルエンザと同じように過ごすように案内された。仕事もあり大

変であったが自宅待機で過ごした。生活介護の実習もようやく始めることが出来た。コロナ禍の

中でも少しずつ動いていく必要がある。 

 

［質疑・意見等］ 

 ・新型コロナウイルス感染症についてアセスメントが必要。保護者が感染し自宅にいなくなった場合 

どのような対応が必要かしっかりと決めていく必要がある。地域生活支援拠点がこの課題について

担っていく必要がある。 

・医療との連携が今後重要になる。 

・障害に対する差別や偏見にコロナの問題が重なっているため、対応が求められる。 

・４、５月に比べ感染防止が徹底されており、支援が出来るようになっている。 

・精神疾患の方が陽性になった場合の入院の拒否が少なくなった。 

・感染対策をしっかり理解して今後も協議の場を設けていきたい。 

［決定事項］報告・意見交換のみ。 

 

11．その他連絡事項 

 ・11/7地域福祉市民フォーラムの開催 

 ・障害福祉サービス事業者緊急支援事業給付金の案内 

  →詳しい申請方法に関しては事業者に案内を郵送 

 ・アールブリュット開催中 

 

12．閉会 


