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H29(2017)/9/22 

団体ヒアリングのまとめ 

 

Ⅰ 団体ヒアリングの概要 

 

１ 調査の目的 

障害福祉計画(第 5期)兼障害児福祉計画に反映する事を目的として、明石市における障害

者施策の現状と課題について障害者団体等に対してヒアリング調査を実施した。 

 

２ 期 間 

 平成 29 年 7 月中旬～8 月中旬 

 

３ 方 法 

 書面と面談形式（面談を希望する団体についてヒアリングを実施） 

 

４ ヒアリング団体 

 

団体名 面談の有無 

１ 明石市身体障害者福祉協会 

２ 明石ろうあ協会 

３ 明石市視覚障害者福祉協会 

４ 明石市肢体不自由児者父母の会 

５ 明石ともしび会家族会 

６ 明石難聴者の会 

７ 明石障害者地域生活ケアネットワーク（135E ネット） 

８ （社福）博由社 

９ （社福）明桜会 

１０ 明石市社会福祉協議会 

１１ 児童発達支援センター（あおぞら、ゆりかご） 

１２ 放課後等デイサービス feel 

１３ 特別支援学校 

１４ 明石地区手をつなぐ育成会 

有 

有 

有 

有 

有 

無 

有 

有 

有 

有 

無 

無 

無 

有 

  

 

５ ヒアリング項目 

 

１ 障害福祉サービス等の現状と課題、改善について 

２ 地域生活支援事業の現状と課題、改善について 

３ 障害児通所等の現状と課題、改善について 

４ 相談支援、権利擁護における現状と課題、改善について 

５ 不足しているサービス及び必要な支援について 

６ 中核市移行に係る意見 

７ その他 

修 正 版 
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Ⅱ 団体ヒアリングのまとめ 

１ 障害福祉サービス等の現状と課題、改善について 
 

障害福祉サービス等の現状と課題について｢５ 不足しているサービス及び必要な支援｣か

ら読み取ると、グループホームやショートステイが不足しています。障害種別にみると精神

障害者や肢体不自由者のサービス、障害児のショートステイについて、特に不足しています。 

 重度障害児者や医療的ケアの必要な方に対するサービスの整備も課題や、重度障害者の日

中活動の場や、高齢障害者に対するサービスについても課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 その他、精神障害者の地域移行促進や就労支援の充実等が課題として上げられています。 

 

○精神障害者の地域移行促進 

・退院促進事業のために、ピアサポーター養成におけるルールの検討（保険、報酬等）が必要

である。 

 

○就労支援の充実 

・Ａ型事業所は増加傾向にあり、Ｂ型事業所は急増している。 

Ｂ型事業所、移行支援事業所ともに定員を下回る事業所が多くなっており、送迎サービス

や広報で集客を図っている。就労移行支援事業所の取組を強化して企業へ送り出す仕組み

が必要である。アセスメントを行い、移行支援事業所、Ａ型事業所、Ｂ型事業所へつなげ

る機能の強化が必要である。 

・明石市障害者就労・生活支援センターあくとの体制を強化すべきである。 

企業・家庭を訪問して定着支援を行う必要がある人が増加する一方で、発達・精神障害者 

の新規相談が増加しており、新規相談に手が回っていない。 

・民間企業が発注しやすい体制の構築が必要である。Ｂ型事業所の目標工賃を設定し、体制

づくりを行うべき。 

・市役所における障害者雇用は身体障害者が中心で、非正規雇用となっている。キャリアア 

ップ事業を見直し、知的・精神障害者の雇用を進めるべき。 

 

○入所施設の障害種別配慮 

・聴覚障害者に対応した、高齢者入所施設の整備が必要。 

・入所者は、青年期の強度行動障害の方と壮年期の要介護の方に二極化している。強度行動

障害に配慮した環境整備や人的加配が必要である。 

 

○保護者の高齢化への対応 

・ほとんどの知的障害者は親と同居しており、施設入所者・グループホーム入居者は 100 人 

程度である。親も高齢化が進んでおり、親亡き後に備えた自立に向けた受け皿が必要。

■障害福祉サービス等の現状と課題（｢５ 不足しているサービス及び必要な支援｣からの読み取り） 

○グループホームが不足しており、特に精神障害者・肢体不自由者向け施設の整備が進んでい

ない 

○ショートステイが不足しており、特に精神障害者・障害児向け施設の整備が進んでいない 

○重度障害児・者のサービスが不足している 

○医療的ケアの必要な重度障害児・者のサービスが不足している 

○重度障害者の日中活動の場が不足している（生活介護等） 

○将来的な共生型サービスへの対応が求められる 



3 

２ 地域生活支援事業の現状と課題、改善について 

 

 地域生活支援事業の現状と課題について、聴覚・視覚障害者に対する情報提供やコミュニ

ケーションにおける合理的配慮や、移動サービスの充実等が上げられています。 

 

○聴覚障害者に対する合理的配慮・意思疎通支援 

・情報発信の冊子について、FAX、メールアドレスの掲載が必要である（行政サービス冊子、 

警察署の連絡先、タウンページ等）。 

・聴覚障害者支援センター機能を有する施設の設置。 

・自力で通院する際などに、手話通訳者派遣制度が 24 時間利用できる体制があるとよい。 

・病院や公的機関に手話のできるスタッフがいればありがたい。夜間休日応急センターの職 

員が手話を使えるとよいと思う。 

・リレーサービスを活用しても、本人確認が必要な手続きの場合には、行き詰ってしまう。 

本人確認をＦＡＸやリレーサービスでは認めてもらえず、営業所まで赴く必要があった。 

 今後の課題だと思う。 

・他圏域にあるような聴覚障害者センター機能を有する施設を身近な市内に設置してほしい。 

 

○視覚障害者に対する合理的配慮・意思疎通支援 

・専門性の高い点字習熟にかかる指導員の養成・研修が必要。（専門指導員が不足、特に点字 

の触読の指導員は皆無） 

・手話通訳者の派遣と同様に、新たなサービスとして代読・代筆者の派遣を行って欲しい。 

・社会参加に必要な日常生活用具給付の範囲を拡大すべきである。点字ディスプレイの対象 

は、視覚・聴覚の重複障害であるが、視覚単一障害に対象を拡げて欲しい。外出に使うた 

めに GPS ナビを支給対象に追加して欲しい。 

 

○移動支援事業 

・移動支援事業は通所や通勤に利用できない。自力通所が困難な生活介護利用者の送迎加算 

の創設について検討すべき。 

・多くの学校では、障害児は親の送迎が必要とされ、親の体調が悪い時に通学できない。 

 通学時の利用ができるようにしてほしい。 

・目的を外出だけにするのではなく、学校から自宅間の送迎にも使えるようにしてほしい。 

・利用範囲に明確な基準を設けた上で拡充をお願いしたい。 

 

○明石市独自の任意事業を打ち出せないか 

・高齢者の親と障害のある子が離ればなれにならずに暮らせるような地域環境づくり。 

 

○ボランティアの養成や活動支援 

・高校生ボランティア、ボランティアサークルの養成に取り組んでほしい。 

 若い人にも関心を持ってもらえるきっかけとなる機会を設けてほしい。 

 「トライやる・ウィーク」で支援を体験した中学生が、その後、途絶えることなくボラン

ティアを継続できる体制があればよいと思う。 
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３ 障害児通所等の現状と課題、改善について 

 

障害児通所等の現状と課題について、医療的ケアの必要な障害児に対応したデイサービス

やショートステイの他、学童保育や保育所と連携した事業についての課題が上げられていま

す。 

 

○医療的ケアが必要な障害児の対応 

・医療的ケアの必要な児童デイサービス、ショートステイが必要である。 

・普通学校における、訪問看護師の派遣を行って欲しい。他市では取組が始まっているとこ 

ろもある。 

 

○児童ショートステイの充実 

・児童ショートステイの施設が少ない。 

 

○児童デイの充実 

・肢体不自由児を受入できる児童デイサービスが少ない。 

 

○放課後デイと学童保育の連携 

・放課後デイと学童保育の連携が求められており、福祉計画において明示して欲しい。 

 

○保育所等訪問支援 

・訪問支援について、幼保施設の中に位置づけられていない。福祉計画の中でその位置づけ

をしっかり抑えて欲しい。 

・保育所や幼稚園の理解が進んでいるが、ニーズが上がってこない。報酬単価が低い赤字事

業であり、民間事業所が取り組むことが難しい。 

・保育所等訪問支援により支援方法などを教員や保育士に伝えても、受け入れてもらえない

ことがあり、支援が定着しない。 

 

○肢体不自由児療育の充実 

・ゆりかご園は就学前の母子が機能訓練や生活指導、保育を行う通所施設である。近年の園

児は減少傾向にある。将来的には、園が発達障害児への支援に関わったり、障害児をもつ

母親への保育支援を行うことも考えられる。 

 

○養護学校への通学交通費 

・自家用車で通学する生徒について交通費が支給されていない。神戸市のようにガソリン代

の支給を。 

 

○親の付き添い 

・学校によっては、医療的ケア以外にも、食事・プール・校外学習等の様々な場面で親の付

き添いが求められることがあり、学校間で対応に差がある。 
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４ 相談支援、権利擁護における現状と課題、改善について 

 

相談支援、権利養護の課題について、明石市地域総合支援センター（平成 30 年度整備予定）

における障害者相談のあり方検討や、親亡き後の準備として、成年後見制度の利用促進や権

利擁護ネットワークの構築等が課題となっています。 

 

○明石市の地域総合相談における障害者相談 

・明石市では平成 30 年度から、地域総合支援センターにおける地域総合相談がスタートす 

る。地域総合相談における、障害福祉相談のあり方について、福祉計画の中で考え方を示

す必要がある。身近な総合相談を行う上で、地域の障害者の把握が必要になる。 

 

○相談支援の充実 

・障害者への計画作成が行き届いたことから、相談支援専門員の質確保と安定した運営のた 

めに、一人の相談支援専門員の計画策定に係る人数の上限の設定、加算体制の構築が必要 

である。 

・相談支援事業所の間で相談件数の格差が大きく、負担が生じている相談支援事業所もある 

ため、一定以上の件数を受けている事業所に対して加算や助成をすべき。 

・民生児童委員、障害者相談員と連携がとれる仕組みづくりによって、地域で引きこもりが 

ちの障害者の発見につながるとよい。 

・相談終了後もアフターフォローが必要である。 

 

○成年後見制度の利用促進や権利擁護ネットワークの構築 

・親族でなく第三者が後見する意義について啓発が必要であり、行政と取り組みたい。 

・高齢化が進んでおり、親亡き後、一人になる障害者が増加する。家族が居る間に親亡き後 

の準備をしておく仕組みづくりが必要である（成年後見制度の利用促進等）。 

・後見制度の利用は、高齢者分野に比べると遅れている。障害者の制度利用について福祉計 

画に盛り込んで欲しい。 

・高齢者や障害者など、分野を超えた権利擁護のネットワーク構築について計画の中に位置 

づけて欲しい。 

 

○地域活動支援センターと相談支援事業所との連携 

・障害福祉サービスと地域活動支援センターを併用している場合に、活動支援センターのみ 

を利用している障害者は相談支援事業所の支援が受けられない。コーディネート機関が必 

要になる。 
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５ 不足しているサービス及び必要な支援について 

 

不足しているサービス及び必要な支援について、グループホームや緊急時の受け皿である

ショートステイが上げられています。さらに、重度身体障害者や医療的ケアの必要な障害児

者に対応したサービスが求められています。 

 その他に、重度障害児・者の日中活動の場としての生活介護や、高齢障害者に対応した共

生型サービスが必要とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○グループホーム等 

・グループホームやショートステイ等の暮らしを支える資源が圧倒的に不足している。明石 

市独自の加算を考えるべきである。 

・行動障害等がある重度障害者のグループホームがない。明石市独自の重度加算を導入すべ 

きである。他市では、重度障害者を受け入れた際の加算を設定しているところもある。 

・肢体不自由者対応のグループホームがない。 

・精神障害者について、グループホームでの地域移行ができていない。グループホームが終 

の棲家となっており循環がない。一人暮らしの訓練の場として位置づけて循環させる方法 

が考えられる。 

・市営住宅におけるグループホームのモデル実施は、地域住民とのトラブル等もなく順調で 

ある。市営住宅の積極的な活用を進めて欲しい。 

・グループホームは閉鎖的な環境になりがちであり、監査や研修会等による質の担保が必要。 

 

○緊急時の受け皿であるショートステイ 

・肢体不自由、精神障害者対応のショートステイが不足している。 

・精神障害者対応のショートステイがない。地域生活に必要な施設であるが、稼働率が確保

できるか分からないため整備が進まないのでは。市内の病院等を活用して１、２床でよい

のでショートステイ先を確保して欲しい。家族を支えるためにシェルターが必要である。 

・利用者、家族ともに高齢化が進み、緊急対応のニーズは増えていく。施設入所前のサービ 

スはショートステイしかないため、サービスの拡大が求められている。新規グループホー 

ムの一室を体験枠、ショートステイ枠とすることが考えられる。 

・重度身体障害児のショートステイが必要である。医療的ケアが必要であるが制度の隙間と 

なっている。 

■不足しているサービス及び必要な

支援 
 

○地域生活を支えるグループホーム 
 

○緊急時の受け皿であるショートス

テイ 
 

○重度身体障害者のサービス 
 

○医療的ケアの必要な障害児・者への

対応 
 

○日中活動の生活介護 

■障害福祉サービス等の現状と課題 

○グループホームが不足しており、特

に精神障害者・肢体不自由者向け施

設の整備が進んでいない 

○ショートステイが不足しており、特

に精神障害者・障害児向け施設の整

備が進んでいない 

○重度障害児・者のサービスが不足し

ている 

○医療的ケアの必要な重度障害児・者

のサービスが不足している 

○重度障害者の日中活動の場が不足

している（生活介護等） 
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○重症心身障害児・者のサービス 

・重度心身障害者受入加算によって、サービス提供の促進を目指してはどうか。 

・重症心身障害児・者の通所施設、ショートステイがほとんどない。重複障害のために家族 

の負担も大きく、行政主導でサービス展開が必要である。 

・重度訪問介護のサービス事業所が明石市内にはない。 

 

○医療的ケアの必要な障害児・者への対応 

・医療的ケア付きの通所サービス、ショートステイ、入所施設サービスが不足している。 

 遠方の施設に子を連れて行く車中でも、たん吸引が必要であり、一人では連れて行くこと

ができない。 

・医療的措置提供加算によってサービス提供促進を目指してはどうか。 

・明石養護学校の児童生徒 22 名のうち、医療ケアが必要な児童生徒が 17 名であり、医療対 

応できるショートステイ施設が市内にほとんどない。 

 

○日中活動の生活介護 

・養護学校卒業の受け入れ先として、生活介護が不足している（西部地区）。 

・生活介護の事業所が少ない。小規模な事業所を望まれるケースに対応できていない。 

 

○共生型サービス 

・高齢精神障害者のサービス提供が求められており、サービス目標や加算について福祉計画

に盛り込むべきではないか。 

・高齢障害者の共生サービス利用に向けて、介護保険サービス利用に向けた行政と事業者の

協力体制づくりや、利用者に対する情報交換会の実施が求められている。 

・平成 30 年度報酬改定を見越して福祉計画を策定すべき。 

・通院時の同行援護を利用する視覚障害者が、65 歳到達により介護保険サービスに移行した 

際に院内介助が受けられなくなるため、病院内の介助が受けられるようにしてほしい。 

 

○移送サービスとしての安価な福祉有償サービス 

・介護タクシーに比べて、安価に利用できる福祉有償サービスが不足している。 

 

○地域生活移行を支える保証人確保 

・保証人がいないことから賃貸住宅が限定され、単身者の地域移行が進んでいない。 

緊急時の相談窓口や生活支援などを併せて、保証人がない障害者の住宅確保を支援する必 

要がある。 

 

○通所事業所利用後の夕方から夜までのサービス 

・通所施設利用後に、家族が帰るまでの間、日帰りショートステイを利用する方が多数ある。 

児童の放課後デイサービスのようなサービスがあればよい。  
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６ 中核市移行に係る意見 

 

 中核市移行に係る意見として、迅速な身体障害者手帳交付やサービス給付が可能になるこ

と、個別対応が充実することが期待されています。その他に、適正な法人運営の指導が上げ

られています。 

 

○迅速な障害者手帳の配布と個別対応の充実 

・身体障害者手帳の申請から交付までに時間がかかり、結果的に補装具の支給まで長い時間 

がかかったケースがあった。乳幼児の場合は速やかに交付されればその後の発達にもよい。 

・特別児童扶養手当について、経済的な支援は療育の質に係わるため、個に応じた支援が求 

められている。 

・矯正施設への積極的な障害者手帳交付の実施 

 

○就労継続支援Ａ型の適正運営の指導 

・増加している就労継続支援Ａ型事業所について、作業収入から賃金を支払う経営になって 

いない事業所がある（助成金依存の運営）。中核市としての監査により、適正運営の確認や 

指導を行うべきである。 

 

○事業者説明会の実施 

・権限移譲についての詳細を聴取できる事業者説明会を実施していただきたい。 

その後、詳細についての質疑を行いたい。 

 
 

 

７ その他 

 

 その他の事項として、緊急災害時の障害者支援や地域の理解促進・啓発の他、社会参加や

余暇活動、芸術文化活動の充実についての意見がありました。 

 また、現場における人材不足への対応や職員研修等、事業所支援についての意見がありま

した。 

 

○緊急災害時の障害者支援 

・聴覚障害者の救急・消防利用時の手話通訳派遣を 24 時間対応にして欲しい。 

・単身で生活している視覚障害者の見守りや緊急時の支援が求められている。 

・障害によって一般住民との生活が困難であり、避難所における障害者対応（福祉避難所） 

が必要である。 

・緊急時の地域との協力体制づくりについて、もっと深いものにしていきたい。 

 

○地域の理解促進・啓発 

・障害当事者が参加する啓発事業に取り組みたい。 

・タウンミーティングやＰＴＡ研修を啓発の機会として充実させたい。 

・学校教育において、障害者配慮条例の啓発を行うべきで、精神障害に関連する教材づくり 

や当事者の参加が考えられる。 

・学校等との交流を通した啓発活動の必要性を感じている。 
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○社会参加の促進 

・障害者交流運動会などの既存事業だけでなく、スペシャルオリンピックなどの民間活動に 

対する助成金や、活動場所の支援により量的な拡大を促進したい。 

 

○芸術文化活動の促進 

・障害者の芸術文化活動として、助成を受けながら｢アートシップ明石｣を行っているが、実 

行委員は本業の傍ら、人員・時間を割いて運営している。作品展への出展希望が増え、人 

的・時間的な負担は増加傾向にあり、運営の見直しが必要になっている。今後の在り方に 

ついて、市と一緒に検討したい｡ 

 

○余暇活動の充実 

・独居障害者や家族が高齢になった障害者は居宅内の余暇活動が難しい。ヘルパーが余暇活 

動に対応できるサービスを創設することで、在宅生活の充実を図ることができる。 

 

○人材不足への対応 

・職員確保のために、人材確保システム、人材育成プログラム、賃金改善、イメージづくり 

の取組が必要である。 

・職員の支援は法人や企業の努力に委ねられているため、人材確保や助成等、支援者側のバ 

ックアップをお願いしたい。 

・ヘルパーの力量差を生じており、質を上げる研修が必要である。研修や支援事業について 

明石市のホームページで詳しい情報発信をしてほしい。 

 

○福祉事業所の設備改修費用の支援 

・設備の改修費用等が発生しており、事業所の運営事業は厳しい。大規模災害に対応するた 

めに、市の独自策として費用助成ができないか。 

 

○コンプライアンスに適った事業所運営の支援 

・福祉に関する理念やルールへの理解が乏しい事業所があることから、135Ｅネットワーク 

 で行政とも連携した共催の事業として研修の場を設けたい。 

 

○地域福祉計画との関連 

・障害福祉計画について、児童福祉、高齢者福祉、地域福祉分野の計画との連携に配慮すべ 

き。 

 

 


