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平成２９年度鳥取県地域自立支援協議会（第２回） 

 

   日 時 平成２９年１２月１１日（月） 

                         １４時から１６時まで 

   場 所 倉吉市上井公民館 ２階 視聴覚室 

 

１ あいさつ 

（光岡座長） はい。それでは皆様、きょうはなかなか寒い中、お出かけいただきましてありが

とうございます。ただいまより、鳥取県の自立支援協議会の２回目ということで開催していきた

いと考えております。きょうは、資料の配付が、きょうこの場ですね。 

（森安障がい福祉課係長） はい。 

（光岡座長） はい。事前の配付をしていただきたいところですけども、きょうは当日配付とい

うことになってしまいました。内容もかなりたくさんありまして、専門部会のことや地域課題の

ことや、それから障害者福祉計画にかかわることなど盛りだくさんになっています。時間も限ら

れておりますけども、事務局のほうから御説明をいただいて、できるだけ皆さんの御意見を伺い

ながら進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

前回はですね、専門部会に関することについて、皆さんから御意見いただきまして、５つの部

会の取り扱いについてのことを事務局からまたお話しいただいたり、それから、地域課題のこと

につきましても、後で御説明しますけども、ヒアリングという形でいろいろ地域の皆さんから御

意見をさらにいただいたりしています。それから、計画のことについては、市町村のほうからの

その見込み量や成果目標についての要望が書いたものが記載されていることと思いますので、そ

の辺のこともお話しいただきたいと思っております。 

そうしますと、今回２回目になりますけども、１回目の会議、先々月の会議で御欠席でした中

村委員と、それから水本委員様に、一言御挨拶をいただければと思っております。 

（中村委員） すみません。八頭ひかる会役員、中村と申します。旧八頭郡の精神障がいの団体

です。それで、八頭町の家族会の代表ということで、郡の役員ということにかかわらせていただ

いています。どうぞよろしくお願いいたします。 

（光岡座長） 水本委員、お願いします。 

（水本委員） すみません。米子のＮＰＯ法人ぴのきおの理事をしている水本佳代子といいます。

私は、これ以前は、ＮＰＯとここには名簿に載っているんですけど、本当は、重症心身障害児（者）

を守る会のほうに入っておりまして、そちらのほうから初め出ていたのですけども、今ちょっと

ＮＰＯのほうもさせてもらっているので、理事のほうをしているので、こちらでまた頑張ってい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（光岡座長） はい、ありがとうございました。 

 

２ 議事 

 （１）専門部会の設置等について 
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（光岡座長） そうしますと、議事に移りたいと思います。まず１番目としまして、専門部会の

設置に関してのお話になります。じゃあ、事務局にお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） 資料３点、今分けているんですが、次第から始まるものと資料６っ

ていうその活動指標等ということと、予算の関係、３分割しています。今回見ていただきたいの

は、次第というところの一くくりになっている資料３というものをめくっていただいて、専門部

会の設置案についてというところを見ていただければと思っています。 

専門部会については、前回の協議会で提案をいただいたのは、「人材育成」ということと「相談

支援体制」、「就労」、「地域移行」、「医療的ケアを要する障がい児者支援」の５つでした。事務局

としては、「人材育成」、「相談支援体制」、「医療的ケアを要する障がい児者支援」の３つの部会を

今年度中にまず先行して立ち上げて、進捗や協議の成果を見ながら、残り２つの専門部会の設置

をするというふうにちょっと段階を分けて考えたいと思っています。というのがですね、今まで

結局、部会が全くなかったところから、一斉に５つのところをずどんと始めるということはなか

なか難しいのかなというふうに思ってます。それぞれにおいて効果的な成果というのは、なかな

か出しにくいところもあって、実際のところ、その協議会の運営上、なかなか現実的に難しい部

分もあります。そういったところを考えると、できるところから着実に進めていって、進捗管理

をそれぞれ協議会、この本体とかで行いながら、それで成果を確認しながら継続する取り組みに

したいというふうに思っていますので、３つを、５つのうち３つを提案させていただければと。

この先行する３つの部会を選定して、進捗や成果をこちらの本体の協議会のほうにフィードバッ

クしながら、後発の部会にも参考になるような取り組みのやり方をフィードバックさせて、後発

の部会を始めたいというふうに思っています。 

当初設置する専門部会の選定としては、人材育成に関することと、相談支援体制に関すること

と、医療的ケアを要する障がい児者支援部会というふうに考えています。それぞれ理由は説明し

ていきますと、人材育成に関しては、平成３１年度に相談支援専門員とサービス管理責任者、あ

と児童発達管理責任者のカリキュラム改定が予定されています。これらを意識して、ちょっとカ

リキュラムを検討し直すだとか、人材育成ビジョンをつくるとすれば、３１年度までに必ずしな

ければならないということを考えるとスケジュールも組みやすいということと、ちゃんと成果が

出てくるであろうということもありまして、こちらをまずはやりたいなというふうに思っていま

す。何をするかというと、研修カリキュラムの鳥取県版、今、厚生事業団さんに委託をしてやっ

ているんですけれども、それの再策定というか再検討を行うということと、そもそもの人材育成

ビジョン、どのようにするかという策定を行いたいというふうに思っています。この部会を構成

するメンバー、オブザーバーも含めて考えたところ、その委託先である厚生事業団さんですとか、

あとは、現在サービス管理責任者等研修や相談支援従事者研修にかかわっている講師を中心に構

成していきたいなというふうに思っております。 

次、行きまして、相談支援体制部会ということです。これに関しては、また中部のヒアリング、

地域課題のヒアリングの結果もまた後でお話しすると思いますけれども、今、そのサービス等利

用計画の作成率というのは１００％に近づいてはいますけれども、その相談支援専門員の人材不

足や計画自体の質の問題ですとか、そういった課題がたくさんあるというふうに思っています。
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ですので、相談支援体制のあり方について、全県的に中部だけではなくて、ほかの圏域において

も検討が必要な時期になっているかなというふうに思っています。ですので、これも早目に着手

したいというふうに思っています。取り組み方針としては、県内の相談支援体制、基幹とか委託、

計画相談の充実や相談支援専門員の方が、今１００人くらいケースを持っているというような状

況も聞いていますので、その負担の適正化、どこが適正なのかっていうのはちょっと難しいのか

もしれないですけど、それがそもそもの障がい者ケアマネジメントの質の向上を目指したいとい

うふうに思っています。また、その今回ヒアリングともちょっとかかわってくるんですけど、今

回のヒアリングというのは座長と事務局のほうで行わせていただいたんですが、相談支援アドバ

イザーという制度もあります。これの活用方法の検討もしていって、ほかの我々以外の人は、圏

域に入っていくやり方も考えたほうがいいかなというふうに思います。構成するメンバーは、オ

ブザーバーも含めて相談支援専門員やアドバイザー、あとは市町村や協議会の方というふうに考

えています。 

では、３つ目の部会として、医療的ケアを要する障がい児者の支援部会、仮の部会名にしてい

ますけれども、これについても、早目に取り組みたいというふうに思っています。というのが、

児童福祉法の改正ですとか、障害児福祉計画の中で、各都道府県や各圏域で、保健、医療、障が

い福祉、保育、教育等の関係機関が連携する場を、連携して協議する場を設けることというふう

になっていて、今、どの圏域にも、これに類するものがない状態というふうに聞いていますので、

各圏域での取り組みも計画上はやっていかなければならない状態です。ですので、この各圏域の

取り組みを促進するためにも、県が率先して設置をしたいというふうに思っております。取り組

み方針というか、何を検討するかというと、医療的ケア児者が、地域で生活するために必要な社

会資源の検討や、サービスの不足があるのであれはその支援策の検討も行って、医療的ケア児者

の支援コーディネーターというものも新たにつくることになっていますので、それのあり方の検

討もできれば行いたいというふうに思っています。構成メンバーの案、オブザーバーも含めてな

んですけれども、例えば総合療育センターや、鳥大医学部の小児在宅支援センターと生活介護を

中心にした障害福祉サービス事業所や相談支援事業所、あとは県の教育委員会、家族、保護者団

体や市町村など。一部固定した検討メンバーは必要だとは思いますけれども、やっぱり多くの方

から意見を聞きたいというふうに思っているので、その他、その一部の固定したメンバー以外の

方というのは流動的でもよいのかなというふうに思っているところです。事務局で前回の議論を

受けて整理したのはこういったところです。座長から補足等あれば。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。今、事務局から御説明いただいた方針でどうでし

ょうかということですけども、特に補足というのはないですけど、このことについて、皆さん少

し協議をしたいと思います。何せ、こうして３つの部会にするということや、それから、その３

つの部会が、こういう今提案があったもの、それから、オブザーバーを含めた検討メンバーがこ

ういうもの、こういう方々ということ等に関して、皆さんから御意見をいただきたいと思います。

いかがでしょうか。 



4 

 

まず、ちょっと５つの提案をいただいたわけですけども、なかなか５つを１度に始めるのは難

しいのではないかということで、まず３つにさせていただくというようなことについてはどうで

しょうか。そこら辺はよろしいでしょうかね。はい。 

それでは、仮に３つにしたときに、その３つについて今の提案のようなことになっております

けども、それについていかがでしょうか。どこら辺からでも結構です、ざっくばらんにお話しい

ただければ。構成メンバーのあたりはいかがですか。もっとこういうメンバーが入ったほうがい

いんじゃないかとかというのがあれば、言っていただければと思いますけれども。医療ケアのこ

とで御提案いただいた石尾委員、いかがですか。 

（石尾委員） そうですね。医療ケアのほうを要する障がい児支援部会ということで、御提案が

ありました。県のほうが優先して設置していただけるということなので、今までよりもスムーズ

に対策が立てられるのかなと思いますし、構成メンバーも流動的で入れるということで私のほう

も理解しておりますので、その必要に応じて構成メンバーをしていただけるというような案が出

ておりますので、それで結構です。はい、ありがとうございます。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。医療ケアのことなので、支援しておられる水本委

員、いかがでしょうか。 

（水本委員） はい。医療的ケア、一言に言って、すごく難しいんですけれども、今、現実的に、

米子っていったら変なんですけれども、やはり重度、人工呼吸器とかをつけておられる人たちに

とってのやっぱりケアがすごく不十分になってるのと、ショートステイにしてもそうですし、療

育センターでの、総合療育センターでのショート等もかなり難しくなってきてますので、やはり

検討課題がすごくちょっと深いのかなと思うんですけども。 

（光岡座長） メンバーについては、特に。 

（水本委員） メンバーについては、このたび、この鳥大のほうからも入っていただいて、小児

在宅支援センターからも入っていただけるのでいい、それと、それこそ家族・保護者、団体等も

意見が言えるようになれば、そのほうがよりよくなると思うんです。少し細かくその本人が入る

といいのかなと思いますけども。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。そうしたら、相談支援のことで、課題でも御提案

いただいていた中部の髙嶋委員、いかがでしょうか。 

（髙嶋委員） 相談支援体制部会ということで、今の課題に沿った形で方針立てていただいてる

のではないかと思います。構成員についても、そうですね、いいと思います。あと、協議会のほ

うの動きというところにも、県のほうが入っていただけるというので、このこともあるので、こ

のような形で進めていただけたらなと思います。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。地域移行の部会と就

労に関する部会のところで御提案いただいていた宮倉委員と中井委員、いかがでしょうか。基本

的に設置するということが方針なんですけれども、時期的に少し様子を見ながらということに提

案ではなっているんですけれども、どうでしょうか。宮倉委員、いかがでしょうか。 

（宮倉委員） はい、宮倉です。前回ちょっと提案をさせて、地域移行部会の提案をさせていた

だいたんですが、先ほど事務局のほうからの説明がありましたように優先順位をつけていただい
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たということで、その進捗を見ながら、その次に設置をしていくという考え方は特に異論はあり

ませんので、地域移行につきましても、非常にこう地域のサービスというのは非常に少ない状況

ですので、そういったところも含めてしっかりリサーチをしながら、実際に病院からの精神病院

であるとか、施設の入所であるとか、そういったところからの地域移行をする上で、どういった

サービスが実際に必要なのかと、このことをしっかりアセスメントをしながら進めていければい

いかなというふうに思っておりますので、今回３つの部会が最初に立ち上がるということについ

ては、特に異論はありません。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。中井副座長はいかがですか。 

（中井副座長） はい。最初に５つは、本当になかなか難しいと。まずは先行して３つのところ

で、残りのその専門部会の次が、どの時点で、中では音頭を取るのかっていうのがちょっと気に

なるところですが、はい。それはもう事務局さんと座長とで検討していただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。では、全部事務局の提案に沿って進めていくとい

うことでよろしいでしょうか。はい。 

では、これからのこの部会についての予定、方針というか、方向性はいかがですか。 

（森安障がい福祉課係長） 年度内に３つ、どのように動かすかっていうところですけれども、

事務局や委員さんから、この方々がよいのではないかということを御提案いただいて、その方々

に声をかけて、委員さん含めて、また部会を、部会ということで、専門部会ということで、それ

ぞれ設定させていただいて、そこでスタートするかなというところですので、この方はという方

がおられたら連絡いただければというふうに思います。 

（光岡座長） はい。ここの最初にも書いてあるんですけど、できたら今年度中に部会の立ち上

げということで、スケジュール、いろいろあと３カ月しかないですけども、スケジュールを見な

がら進めていきたいと思っております。そこで皆さん、また御協力よろしくお願いします。 

 

 （２）地域課題について 

（光岡座長） では、次の議題に移りたいと思います。では、次に地域課題についてということ

で、先に事務局からでいいですか。 

（森安障がい福祉課係長） はい。では、事務局です。また事務局です。資料４、１枚またおめ

くりいただいて、第１回の協議会に提出された地域課題のヒアリングの中間報告ということで、

３点ヒアリングを行いましたので、２カ所、２圏域３課題について、座長と事務局でヒアリング

を行いました。というのが、なかなかこの本体の協議会で、１つの話ということをずっと掘り下

げて聞くのがなかなか難しい部分だったり、背景にある事情というのがどういうものかというこ

とがちょっとわからなかった部分もあったので、試行的にちょっと行わせていただきました。試

行的に初めてやったんですけれども、中部と鳥取市について、２人で行かせていただきましたけ

れども、その中でアドバイスやアセスメントにもつながって、有益な面が多かったと思っていま

す。今後もこういったやり方を続けていきたいというふうに思っています。１２月中に、できれ
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ば、西部と東部４町にもまた同じように話を聞かせていただければなあというふうに思っていま

す。 

中身に入っていきますと、中部の相談支援専門員の量的不足であるとか、指定特定の相談支援

事業所の不足という問題がありました。先ほども言ったんですけれども、研修は着実に実施され

ているんですけれども、研修修了者が、実際に相談支援事業に従事しているかどうかとか、あと

は職場に定着しているかどうかというのは、ちょっとまだ、それを実際モニタリングしたデータ

はなくて、そこも疑問はありますということと、あとは、モニタリング期間や報酬の兼ね合いで、

事業所を運営している法人ごとに、やっぱり姿勢がちょっと変わってきているのではないという

ようなところ。もう中部の中ではお話を聞かれているようでしたけれども、じゃあ全県的にどう

なのかということにもつながるのかなと。あとは、そのそれぞれの指定特定だとか、一般相談だ

とか、基幹相談だとかっていう名前はあるんですけれども、そこの役割分担は十分にできていな

くて、なかなか人員的にも難しい状態にあって、中部だけでなくて、それは東部や西部ではどう

なのかなというところで、倉吉市に立地する相談支援事業所が琴浦など、そのいわゆる郡部です

ね、中部の郡部の計画も数多く担っているんですけれども、じゃあその郡部の中で、身近な地域

で相談ができるようになっているかといったら、そうでもないじゃないかということで、あとは、

一番ここも行政としてどうなのかというところになるんですけれども、この状況について市町が

どういうふうに受けとめて課題意識を持っているのかということが、ちょっと深く掘り下げてい

く必要がある部分かなというふうに思いました。あとは、その中部から出ていた学童児の登下校

支援について、通学支援交付金制度というのがあるんですけれども、県が、県の特別支援教育課

が大もとなんですけれども、そこの利用の方法について、今は往路復路ともにやっているんです

けれども、かえって、復路、帰るときの、その家まで送るということで、放課後等デイサービス

が例えば使えない時間になってしまっているだとか、そもそもじゃあ、その放課後等デイサービ

スの車が学校の近くまで迎えに行けば、それで済むのではないかとかというようなことがあって、

かえってこの交付金制度を使ってやっているんですけれども、かえって児童の不利益になってい

るのではないかというようなところが、ちょっと何か引っかかるところではありました。圏域間

で異なる事情になっているのでしょうから、この件に関しては、ほかの圏域の状況も聞き取った

上で、精査が必要かなというふうに思いました。 

あと、鳥取市から提案があったというか、提出された医療的ケア児の支援についてです。この

今回提案された背景にあるのは、医療的ケア児の保護者の危機感からがつながって、このような

提案になったのではないかというふうに感じました。というのが、今、実際に養護学校に通って

いる児童の高等部から卒後の行き場、恐らく生活介護事業所になるんでしょうけれども、そうい

った問題や、今は放課後等デイサービス、たくさん事業所はできましたけれども、医療的ケア児

を受け入れる施設が余り数がないというようなこと。それと、その一方で、提供体制はそうです

けれども、利用ニーズの高まりに対応できていない状況にあるというところ。利用を希望して、

何日か通所しますよということが決まったとしても、日数的にはそんなに行けていないとか、あ

とは、通所できている家庭とそうでない家庭に分かれているっていうこともあるのではないかと

いうところで、これは全般的な話なんですけれども、サービスの受給について、支給決定の状況
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とサービス利用の状況、さらにはサービス提供体制の定員の状況からすると、ちょっと分析が必

要な問題なのかなというふうに思っています。例えば、ここに書いてあるんですけど、医療型シ

ョートステイの支給決定者数は、圏域の利用者数より多分多いんですけれども、実際の利用はも

っと少ないのではないかというようなところです。ほかのサービスは、また別の分析結果になる

のかもしれないですけど、そのような、もうちょっと深めたほうがよいのかなということもちょ

っと聞き取ってきました。座長から、じゃあ補足をお願いできますか。 

（光岡座長） はい。さっきお話があったみたいに、各圏域や市町村へのヒアリングというのは、

特に前回のお話の中では出てなかったんですけども、課題を皆さんからいただく中で、これまで

も課題が随分上がってきたわけですけども、その課題について、なかなか時間をかけてお話をし

ていくということができずにいました。というのは、この協議会の限られた２時間の中では、そ

の課題が出てきた背景とか、地域の事情みたいなところが十分に確認できなかったりとか、それ

から共有できなかったりしたところがあったのではないかと思います。なので、１つの課題であ

っても、それが複数の課題であっても、まず、この協議会の中ではなかなかお話できない事情だ

とか地域の状況を、もう少し事務局もですし、こちら側としてもお聞きをしていきたいなと思っ

ています。そのヒアリングを、誰がどのようにしていくのかっていうのは、これからの課題でも

あると思うんですけども、なので、とりあえずは事務局と私とでお邪魔してお話を聞いています。

今回は中部の協議会と、それから東部の基幹センターさんのほうでお話を聞かせていただきまし

た。お話あったみたいに、全県のことを把握しないといけないと思うので、ほかの西部と、それ

から東部４町にもこれからお邪魔したいなと思っています。 

その中で、中部と鳥取に伺ったときに、それぞれの事業所の状況だとか、相談で言えば、どこ

の事業所さんがどれくらい計画をつくっていて、それがかなり格差があったりとか、それから通

学支援のことについても、さっき事務局からお話があったみたいに、いろんな御事情の中で課題

提出につながっているというようなことを聞いて、こっちのヒアリングの中だけで課題は解決は

しないんですけども、解決をしていくための１つの材料として、いい意味はあったのではないか

と思いますし、これからもそういう形で、掘り下げていければいいかなと思っています。 

ということなんですけど、皆さんから、まだ課題解決に行くための１つ道筋というか、過程の

ところなんですけど、そういう取り組みについては、いかがでしょうか。まず、受けていただい

た中部のほうから少し感想というか、御意見をいただければありがたいですけど。いいですか、

髙嶋さん。 

（髙嶋委員） 事務局と座長がおっしゃったように、ブレーキがあるんではないかと思います。

本当に行き詰まっている感じがいろんなところであって、中部の協議会の中でも課題だけではな

く、この運営とか行き詰まっているようなところもあるんですけれども、こう話を聞いていただ

いて、アドバイスいただけたことで、課題についても、その解決につながればだし、課題に解決

に向けた進め方のようなところを今回少し見えてきたような形で、ぜひ提案をしていただけたら

と話をしました、事務のほうに、ありがとうございました。 

（光岡座長） ありがとうございます。中部にお邪魔したときにわかったのは、前回の課題のと

きに、計画作成とか相談支援体制に係るビジョンというのをつくったらどうだろうというのが課
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題であったんですけども、その意味というのは、言っておられたのは、今地域に基幹相談と、そ

れから委託相談と計画相談というのがあって、それの役割分担というのがなかなかはっきりして

いないということで、そのあたりの再構築というか、整備をしていくことが１つのビジョンかな

という話をいただいたことで、ビジョンというのはそういう意味だったんだなということがわか

ったりとか、それから、計画の事業所なんかも、少ない少ないと言っているんだけども、それは、

言っておられる意味は、倉吉市にある相談支援事業所が、さっき言われたように、郡部の町の計

画をいっぱい立てていると。各町が身近なところで相談支援ができるのがいいんではないかとい

う、そういう意味の量的な不足ということをおっしゃっていたということとかがわかってきたか

なと思っています、はい。鳥取市のお話はどうですか。 

（石尾委員） 今回ヒアリングをしていただきまして、医療ケア児者ということで大変大きな課

題なんですけど、その中でもヒアリングに来ていただいて、どこに焦点を当てるかというところ

が明確になってきたと思います。提案はしましたけど、ただ、大きな広い課題がある提案でして、

まず、その優先順位をどうするかということを、今回ヒアリングで座長、事務局のほうの森安さ

んのほうと話をして明確化されたというのが１つのポイントだと思いますし、東部だけではなく

て、中部、それから西部、大きな地域で捉えると、どのような課題なのかということが明確にな

ってきたと思います。今後もいろいろな課題が出ております。鳥取市の自立支援協議会の中では、

課題は自立支援協議会をするたびに課題が出てきている状況で、それを今、整理をしている状況

なんですけど、そちらのほうも鳥取市で整理をして、また、県の自立支援協議会のほうに課題と

して持ち上げれるような機会をつくっていきたいと思いました。ありがとうございました。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。鳥取市のほうも、さっきと同じように、いろいろ

伺う中で、これから特別支援学校におられる方々が、医療ケアの必要な方々が卒業後の行き場が

このままで行くとないのではないかということが大きなことだったんですけども、お話を聞く中

で、今現在も放課後デイとかで行きたくても行けず、それから家族さんがそこを担っているとい

うことの実態をお話聞かせてもらったりとかっていうことで、現在と将来について、どちらにも

やっぱり課題があるということをお聞きをすることにしています。はい。 

では、皆さんからこのことについて、何か御意見があったらお願いしたいと思います。ちょっ

と現在、余り時間がもうないんですけど、西部と東部４町のほうもぜひ聞かせていただいて、話

を伺えればと思っています。山根さんと宮倉さん、どうでしょうか。 

（宮倉委員） はい、よろしくお願いします。じゃあ１つ、じゃあ西部の方に、これからヒアリ

ングをしていただくということで、西部のほうも相談支援事業所、非常に多く立ち上がってはお

りますが、やはりまず計画策定を先に、急いでるということだと思うんですけれど、どうしても

最初委託の事業所にすごく固まってしまって、現在もそれが続いているというような状況で、事

務局のほうからも、先ほど話があったんですけれども、やはり１人で１００件以上抱えている状

況もあります。それを今後どうしていくのかなというようなことで、西部のほうでも、今アンケ

ート等をとりまして、今後どういった方向で進めていくのかなということで協議をしている最中

であります。 
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それから、ここの医療的ケアについてですが、前回もちょっとお話をさせていただきましたが、

やはりショートステイの受け皿っていうのが非常に少ないということですので、病院のほうにも、

そういった動機づけといいますか、受け皿の確保というのをお願いをしていかないけんのかなと

いうようなことで感じております。 

それから、今ありました日中活動についても、なかなかこう医療的ケアの必要な方の日中活動

の場というのが非常に不足をしております。看護師の確保であったり、それから医療的な知識の

ある職員であるとか、そういった方等の確保も必要になってくるかと思うんですけども、やはり

そういったところをしっかり進めていく必要があるのかなというふうに思っております。これは

全県的な課題であると思いますので、また部会等ででも掘り下げていければなというふうに思っ

ております。以上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。では、山根委員からお願いします。 

（山根委員） はい。そうですね、東部の４町のほうもなんですけども、実は２４年から２６年

の間にその計画というところで、そのときに看板上げてた相談支援事業所のほうに、相談のほう

が集中しているのは事実ですというような、結果的に委託のところが中心にはなってて、八頭町

で行けば、ことし１カ所、新規の相談支援事業所ができたんですけれども、先ほど御説明があっ

たように、ほぼほぼ１００％に近い計画というところで、新規の利用者さんが余りおられないと

いうところで、その辺がどうしていこうかなっていう課題はありますし、せっかく立ち上げてい

ただいた相談支援事業所、そこがどういうふうに担っていってもらうのかなっていうところで、

これも試験的にですけれど、八頭町のほうでは、今現在委託と、それから特定入れて５カ所の相

談支援事業所があるんですけれども、そちらのほうで西部がやっておられる取り組みに倣って事

例検討会とかもやっていると、必要なこういうことやっていきましょうねっていうところをちょ

うど始めたところでして、それは４町がどんどん広げていけれたらなとは思っております。 

あと、医療的ケアに関してですが、こちら今、課題として上げられているのは、基本的に学齢

児童さんの問題だとは思うんですけれども、ただ、学校を卒業したら通所はどうなるのかってい

う問題があるので、この辺は全体的にちょっと見させてもらえたらなという思いがありまして、

実際問題、鳥取市街のほうに事業所が集中している部分はあるので、旧八頭郡から、今も八頭郡、

智頭町に八頭郡とかあって、地域で行けば、若桜町とか智頭町等々で行けば、事業所の送迎が見

込めない。じゃあその方がどうやって通所するのかっていうところでも、課題はずっと残ってい

まして、その辺についても検討していきたい部分があるんですが、あとはその事業を始める、医

療的ケアにしても、それから送迎サービスで事業を始めますよっていうところに関して、じゃあ

そこをバックアップする制度的なもの、人件補助とかもいろいろだと思うんですけども、こうい

うリスクがあるので、そこはじゃあどういうふうにしていきましょうかとかっていう、その辺の

話は今後の検討会で詰めていっていただく話だとは思うんですけれども、そういったことを、ま

た情報提供させてもらいながら参入してもらえるような事業所とかっていうところは、開拓して

いけたらとか思っております。以上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。なので、課題は山積してるんですけども、これか

ら後は、いろいろヒアリングとか課題をいただいて、それのことなりをして、そういう繰り返し
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の中で整理しながら、できればこの本体協議会もですし、新たに設置される部会の中で振り分け

ながら、もう少し具体的な解決策について協議していきたいと思っていますので、皆さん、よろ

しくお願いいたします。 

 あと、課題についていただいているものがありますので、そのことを少しお話しいただけます

か。 

（森安障がい福祉課係長） はい。日下部委員から、１枚めくっていただきまして、資料５のほ

う、災害時における障がい者の「福祉避難所」を促進するという課題をいただいております。東

部４町の地域課題ということで、４つ挙げられていました。災害時の対応に向けた取り組みです

とか、障がい理解に向けた活動への取り組み、生活圏域に利用可能なサービスがないための移動

手段、あとは医療的ケアということ、また今月中に座長と事務局で聞き取りに行きながらで、北

栄町の取り組みというのもまた聞きながら、またあわせて次回の協議会で、このような状況でし

たということをお示ししながら、次のステップに向かっていけたらなというふうに思ってます。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。なので、日下部委員から御提案いただいたんです

けども、日下部委員、一言、説明いただいて。 

（日下部委員） いえ、それで結構です。いや、説明ということでないですけども、災害がとに

かく、災害が最近頻発しておりますので、もし急に起こった場合にどうなるのかなという、ちょ

っとそういう心配を非常にしておりまして、それで、ここに書いております北栄町が、ここの中

井副座長なんかが非常に努力されて準備をされて、それが中部地震にかなり間に合ったといふう

な話聞いて、それはすごいなあと思いまして、ほかのところはどうなのかなという、ちょっと危

惧してるものですから、そういうふうに、これからも進めていただければと思います。 

（光岡座長） ありがとうございます。副座長、少しこのことについて、時間はたくさんはない

ですけど。 

（竹内委員） 災害対応を少し。 

（光岡座長） はい。 

（竹内委員） 東部４町のほうなんですけど、智頭町さんのほうから話が挙がっておりまして、

今年度から民生委員さんと協力して、地域のほう見て回って、これからの災害対応についてどう

していったらいいということで、今年度やろうという予定で考えております。またこれは、当面

来ていただいた際に、智頭町さんの取り組みのほうで、今お困りのことがあったらと思いまして、

そういうことも含めてお話しできたらと思っています。 

（光岡座長） 副座長、北栄町の取り組みについて、少し御紹介いただくといいんですけど。 

（中井副座長） いつごろから始めたのかと言えば、東日本の大震災の直後だったと思います。

まだ自立支援協議会、北栄町が始まったときでした。複数あるデイサービス事業所のほうの幾つ

かの項目の、アンケートの幾つかの項目の中で答えたものの中に圧倒的に多かったのが、この災

害における障がい者の、何というのかな、避難所であり、それから、困ったときの安全策という

ことが、ほとんどの事業所から心配だっていう声を、そのまま具体的に、毎年毎年行ってきまし

た。何ていうのかな、取り組もうとしたときに、ほんとにどこから取り組んでいいのか、どこか

らつついていいのかっていうのが、すごい心配ではありましたが、ちょうどその町の担当者が、
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東日本で話を聞いたときに、助かった命が、障がいのある人の何倍かが亡くなられてしまうとい

う、二次で亡くなられるという圧倒的な死亡の数を言われたときに、せっかく助かった命を、助

かるにはどうしたらいいのかっていうところから、福祉避難所の整備っていうのをしたらいいじ

ゃないかっていうことから始まりました。北栄町の中でも、大栄体育館っていうこの広い、約１

００人か２００人ぐらいの福祉避難所ではなくて、一般の避難所なんですが、そこに障がいのあ

る人が、その体育館にいたら何に困るんだろうっていうところで、北栄町の自立支援協議会と中

部の自立支援協議会の委員の方に、十何名の方が参加していただいて、トイレだとか、備蓄のこ

とだとか、そういったことを検証した中に、福祉避難所に向かうべき道、それから、どんな障が

いのある人が、何があったらいいのかというハード的なものとかソフト、ハードを整備をしてい

きながら、２６年だったでしょうか、提言書という形でまとめたものを町のほうに出しました。

要望ではなくて、提言ということは、ずっとずっと言い続けていこうっていう、その姿勢を町に

出すっていうことで、提言書を１回出しました。そのときに私が出しました。それからずっとず

っと毎年福祉避難所を考える、体制整備を考えるっていうことで、毎年１回、中部の北栄町の自

立支援協議会としてサービス事業所も参加していきながら、いろんなことを整備をずっとし続け

ています。 

（光岡座長） ありがとうございます。 

（中井副座長） 何名かで、こういう機会に。２８年のその地震のときには、１つの福祉避難所

が開設されて、約１カ月近く開設されたっていうことです。間に合ったということです。以上で

す。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。ちょっとまたその提言書を拝見できたらいいかな

と思うので、またよろしくお願いします。はい。 

実は、私は、個人的にはこの災害対応、対策っていうのが大きな課題で、ひょっとすると１つ

の部会にもなるようなことなのかなあと思っています。で、ただ優先順位でいうと、ほんとに災

害っていつ来るかわからないので、高いんだろうなあと思うんですけども、ちょっと今どういう

形で、それをこの協議会の中で扱って解決の方向を出していくのかっていうことは、ちょっと具

体的にはなかなかお示しすることもできないですけど、これからいろんな場で、そういう、その

テーマについても協議していければいいかなと思っているところです。はい、ありがとうござい

ます。じゃあ、また東部のほうのヒアリングの中でもお話ができればと思いますので、よろしく

お願いします。 

では、地域課題については、とりあえず今回もう前進することはないんですけども、ヒアリン

グや、ヒアリングをしながら、あるいはこの部会の中で、また議事を具体的にしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 （３）鳥取県障害（児）福祉計画の成果目標・活動指標等について 

（光岡座長） それでは、次の議題に移ってもよろしいでしょうか。それでは、３つ目の議題で、

鳥取県の障がい児者の福祉計画の成果目標や活動指標について、お願いいたします。 
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（森安障がい福祉課係長） はい。では、事務局です。資料６という１冊丸々のものをごらんく

ださい。大枠を説明しますと、障害福祉計画と障害児福祉計画の策定年度になっていて、国の指

針とかがあって、成果目標なり活動指標なりを定めていくということになっています。まずです

ね、事務局のほうからその成果目標の案についてお話しする前に、障がい児の保護者に対するニ

ーズ調査を行いましたので、その結果を説明させていただければと思います。１枚おめくりいた

だいて、資料６－１というものです。じゃあ、子ども発達支援課で、お願いいたします。 

（山岡子ども発達支援課主事） はい。子ども発達支援課の山岡です。私のほうから、平成２９

年度鳥取県の障がい児の保護者のニーズ調査の結果について、報告させていただきます。先ほど

森安のほうからもありましたとおり、調査の目的は、平成３０年度から始まります県の障害児福

祉計画と、それから市町村の障がい児福祉計画の作成と、今後の障がい児福祉施策推進のための

資料を得ることを目的として実施をしました。この調査は県と市町村の共同で実施しております。

調査期間、すみません、期間の期間の字が違っております。期間がですね、２９年８月上旬から

２９年９月１日まで実施いたしました。調査対象につきましては、鳥取県内の障害者手帳を所持

している障がい児の保護者様、また手帳は所持されてないんだけれども、障がい児通所支援を利

用している障がい児の保護者様であります。調査方法については、各市町村担当課から対象者宛

てに郵送でアンケート用紙を送付して実施。その結果を各市町村が保有するとともに、県のほう

で集約して、県の全体の結果としております。調査内容については、基本情報とサービス利用の

ニーズと施策等に対するニーズというような３点の調査内容からなっております。このサービス

利用のニーズというのが、障害児福祉計画のサービス利用の見込み量の、今後の見込み量の資料

として活用されております。回答率についてはありますとおり、４８．７％となっております。 

１枚めくってください。調査の結果についてです。１の基本情報については、書いてあるとお

りではあるんですけれども、年齢区分については、３歳未満を除いては大きなばらつきはありま

せん。障害者手帳の種別については、療育手帳が最も多くなっております。また、障害者手帳を

持っておられなくて、通所支援を利用されている方も１７４件の方から回答があっております。

障がい種別については、発達障がいと知的障がいが１番目、２番目に多くなっております。また、

医療的ケアの必要な児童数については、８０名の方で、うち肢体不自由または重症心身障がいが

ある方が５８名、ない方が２２名となっております。 

２の障がい児福祉サービスの利用ニーズについて表にしております。この質問については、現

在利用しているかどうかということと、今後利用したいかどうかっていうようなことを聞いてお

ります。この表を見ますと、サービス利用のニーズについて、各サービスともに今後のニーズっ

ていうのが高いところがあるんですけども、特に高いと考えられるのが、放課後等デイサービス、

保育所等訪問支援、障がい児入所支援及びショートステイを今後利用したいというニーズが高か

ったということです。あわせて、子ども・子育て支援の利用ニーズについても伺っておりまして、

これについては、特に放課後児童クラブを今後利用したいというようなニーズが高いということ

でありました。 

 めくっていただきまして、３の施策等に対するニーズということで、子どものことを相談して

いる機関ということで、よく相談している人や機関ということで、３つまで選択ということで、
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家族・友人・知人、学校・保育所等、医師・看護師。保育所等、家族・友人が同じぐらい高くて、

その次に、医療機関と通所支援事業所というような並びになっております。（２）の施策に対する

ニーズについては、特に望む施策を３つまで選択しております。これについては、経済負担の軽

減とかというの、身近な地域での障害児通所支援事業所の充実が２００件ということで高くて、

その後、１００件台の要望ということで並んでおります。 

 さらにめくっていただきまして、４については、県への要望、県と市町村への要望等について、

自由記述で書いていただいたものです。これについては、回答のあった中からの３２３件の自由

記述欄の記入がありまして、これを内容を項目ごとに分類しております。主な内容ということで、

概要をこちらのほうに示しております。項目については、そのほかということを除きまして、最

も高いのが、障がい児福祉サービスについて書かれている方が多かったです。中でも、受け入れ

体制の充実を求めるというもの、施設数の増であったりとか、受け入れ回数をふやしてほしいと

か、長期休暇の受け入れ先を確保してほしいであったりとか、看護師さんを確保してほしいとい

ったような受け入れ体制の充実を求める声が多かったです。２番目に多いのが、⑦の家族への支

援・負担軽減ということでありますが、こちらについては、詳細について見ていきますと、保護

者の就労というのがその中でも多いのですけれども、この中では、子どもの、お子さんの預け先

の問題等で、なかなか就労に制限があって、収入が満足に得られないであったりとか、経済的な

負担を求める声とともに、先ほども申しました障がい児福祉サービスの受け入れ体制の充実と同

様に、回数をふやして、受け入れ回数をふやしていただいて、就労についても十分にしたいとい

うようなことでつながっている面もあるのかなというふうに思っております。そのほかについて

は、こちらのほう、概要のほう御確認いただけたらと思います。今後の施策の推進等に結果を活

用していきたいというふうに考えております。以上です。 

（森安障がい福祉課係長） では、もう１枚めくっていただいて、資料６－２というところをご

らんください。障害福祉計画と障害児福祉計画の成果目標及び活動指標についてということです。

障害者総合支援法と児童福祉法に基づいて、平成３０年度から３年間、平成３２年度までの障害

福祉サービスや地域生活支援事業の数値目標や見込み量を定めるということと、あとはその他、

国が示している成果目標・活動指標についても数値的な目標を掲げる必要がありますということ

です。サービスの数値目標については、市町村の積み上げというのもあって、それをまた調整し

た上で確定することになります。今のは、ここで提示しているのは、中間報告を国に出した数値

です。その後、それが１１月にあったことですので、その後、各市町村の策定検討委員会である

とか協議会の中で、数字がもまれて、また違う調整したものが上がってきて、それを最終的に県

の数字とするという予定にしています。で、県が独自で定めるものというか、県が定めるものと

しては、以下この１から書いてある施設入所者の福祉施設からの地域移行、地域生活への移行促

進というものがあります。ちょっとそれぞれ一つ一つ、細かくはないんですけど、大ざっぱにお

話ししていくことにします。 

まずですね、施設入所者、地域移行、部会を設置するという話にはなっているんですけれども、

地域生活への移行というものを毎回この計画の中で定めるんですけれども、施設入所者の方が、

今後グループホームや民間賃貸住宅など、地域生活に移行する方の数について数値目標を定める
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ということになっていて、今は平成２８年度末の施設入所者数は１，０１８人県内におられます。

これの９％を地域、もうこの３年間、次の３年間で地域移行者数とする、目標とするということ

や、施設入所者削減者数はこの２％ですので、２０人を削減するということにはなっているんで

すが、実は国の指針にはただし書きがあって、平成２９年度末までの数値目標が達成されないと

見込まれる場合は、未達成割合を３２年度末における入所者の地域移行者数や、この削減数に加

えた割合以上を目標値とするというふうに書いてあってですね、今その第４期のこの今の時期の

計画については、目標は地域移行者数１４７人に対して１８人のみとなっていて、施設入所の、

いわゆる施設入所支援っていうサービスの削減数は６７、目標掲げていたんですが、１５しか達

成してないので、じゃここを上乗せするのか、積み残しとして上乗せするのかという問題があり

ます。で、国の指針どおりとした場合、現実的な目標設定とはなりません。で、現実的な目標設

定を行うべきではないかという論点があります。ここはちょっと、ここは御意見をお聞きしたい

なというふうに思ってます。なおですね、中四国の８県に聞いたところ、回答があったのが６県

あって、２県は回答がなかったんですけども、６県とも、このいわゆるこの未達成割合というこ

とを積まないというか、未達成割合を、この次の目標には加えないというような方針であるとい

うことや、厚生労働省のほうからも中間報告で、この数をそのまま未達成の方、人数も上げたと

ころ、目標、現実的な目標設定がありませんねという意見が返ってまいりました。課題としては

繰り返しになるんですが、ずっとの話なんですけれども、地域移行に関する課題の協議や、施策

の充実がやはり必要で、その数字だけを上げていっても、簡単に数字は達成できるものではない

のではないかと。ずっと地域移行者数というのはどんどん減ってきている中で、さらに地域移行

を進めるためには、やはりこういった協議会の部会であったり、地域の取り組みというのが必要

ではないかというふうに思っています。 

２番です。精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築ということで、圏域や市町村

で協議の場を設置するということになっています。県の考え方としては、市町村ごとと圏域とい

うのがちょっと重なるんですけれども、市町村ごとのこの協議の場というのは、複数市町村によ

る設置も可能ということになっているので、圏域で設置することとして、都道府県や圏域ごとの

協議の場というのは、県と各圏域で持つということと、市町村の協議の場についても、ちょっと

わかりづらいんですけれども、各圏域ごとで持つということにしたいと思っています。考え方と

しては、専門性が高くて結果的に同一の方が複数の市町村の会議に出席することも考えられて、

実情に合わないことになりかねないので、各市町村に設置するのではなくて、圏域ごとの設置を

促すことにしたいと思ってます。その下です。在院期間１年以上の長期在院者の減少ということ

ですけれども、これは今の長期在院者数を想定してですね、計算式があって、それを機械的に算

出するというものがあって、この６５歳未満と６５歳以上で算出したところ、２７９人、長期在

院者数、ここまでにもうとどめるというか、ここまでの数になるように退院していただくという

ことを目標とするというような表になっています。で、この（５）のその下、（５）の入院後一定

期間時点での退院率の上昇というものも、これもたしか国の指針で数字が定められているもので

すので、これは医療計画、県のほうでさまざま計画があって、今、医療計画の見直しの時期でも

あって、これを連動させていくという方針にしています。 
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３番、地域生活支援拠点の整備についてです。これは第４期のときに、新たに国がつくりまし

ょうということで目標設定をしたんですけれども、１９各市町村ごとに設置という目標を立てた

んですが、今の時点では全く各市町村のほうでは設置はされていない状況にあります。ただ一部

の地域では検討に向かって、設置に向かって検討を始められたところではあるように聞いていま

すけれども、そもそも何かっていうと、相談や体験の機会や場、緊急時の受け入れや専門性、地

域の体制づくりをする拠点を想定しているんですけれども、やっぱりそこの検討というのが進ん

でいない背景には、国が出した指針であるとか、県の取り組みもまだまだ不十分だった部分もあ

って、各市町村の働きを促進するためには、どういう取り組みや、どういう議論が必要かという

ことを、県も呼びかけていく必要があると思っていますので、そのまま計画は１９を目指したい

というふうに思っています。 

次、どんどん行きますけれども、福祉施設から一般就労への移行促進ということです。これに

ついても、大体国の指針どおり、今ある方、今の数字をもとに何％というものが決まっていて、

そこに向かっていくというふうにしています。福祉施設から一般就労への移行１２６人、就労移

行支援事業所の利用者数１４１で、就労移行支援事業所ごとの就労移行率が５０％を超える事業

所の割合は、全移行事業所の５分の１、２０％という目標としたいと思います。就労定着支援事

業というのが、平成３０年度から新しく障害福祉サービスに加わるものなんですけれども、これ

の職場定着率についても国が８割という数字を示していて、そこに反するものを、反するという

かそこと違うものを設定する根拠がちょっとないので、一応８割というふうにしています。以下

について、その（５）から（９）についても、大体同じ考え方でして、同じ考え方でやっていき

たいと思っています。国の指針どおりとしていきたいと思います。課題としては、課題や今後の

取り組み方針としては、障がいの、いわゆる福祉施設から一般就労への移行が伸び悩んでいるの

で、就労移行支援事業所を中心として、一般就労に効果的な訓練の実施や、就労定着支援事業所

の設置を支援していくことで、一般就労への移行をふやしていきたいというふうに思っています。 

これ以降、５の障がい児支援の提供体制の整備については、子ども発達支援課からお願いしま

す。 

（山岡子ども発達支援課主事） はい。障がい児支援の提供体制の整備についても、国の基本指

針をベースに、各市町村から意向聴取して作成しているものであります。（１）の児童発達支援セ

ンターの設置、それから（２）の保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、あと（３）の主に

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所と放課後等デイサービス事業所の確保について

の目標は、以下の表のとおりになっております。基本的には、各圏域にプラス１というのを基本

にして、加えて各市町村についても新設というようなところになっております。今後の取り組み

方針、課題等につきましては、児童発達支援センターと保育所等訪問支援事業所については、各

圏域に１カ所または２カ所の設置となっていて、現状としても、全ての市町村において身近に利

用できる状況ではないということであって、事業所の充実を図る必要があるというふうに考えて

おります。それから、重心児や医療的ケア児の支援については、これまでも県での補助等行って

きたんですけれども、さらにこのような事業所等の充実を推進していく必要があるということと、
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あわせて短期入所を初めとするレスパイトサービスの充実も図る必要があるというふうに考えて

おります。 

（４）の医療的ケア児者支援のための関係機関の協議の場の設置について、先ほどの議題にも

あったところであるんですけれども、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障がい福祉、

保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるということで、これは、平成３

０年度末までの目標となっております。ほかについては、基本的には３２年度末ですが、こちら

は３０年度末ということです。目標値としましては、県に１つ、圏域に３つ、それから、鳥取市

に１というふうに定めております。課題と今後の取り組み方針について、基本指針については、

医療的ケア児を、児童を対象とした協議の場というふうにされてはいるんですけれども、この児

童ということに限らずですね、児者合わせて対象とした協議の場とすることが望ましいというふ

うに考えております。先ほどの議題でもありましたとおり、県では県自立支援協議会に専門部会

を新設する予定ということであります。また、市町村につきましては、圏域の自立支援協議会の

部会を設置するか、または別の方法で設置するか等を協議しているところであります。 

それから（５）は、医療的ケア児者に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配

置人数であります。次のページに、目標の表があります。このコーディネーターについては、相

談支援専門員等が医療的ケア児者の支援を調整するコーディネーターとして、他分野にまたがる

支援の利用を調整して、医療的ケア児者の総合的かつ包括的な支援の提供につなげていく役割と

いうことを想定しておりまして、各市町村で、この配置を促進することが必要と考えております。

県では、来年度から医療的ケア児等のコーディネーターを養成するための研修、養成を実施予定

ということで予算要求しているところであります。 

（６）の発達障がい児者に対する支援ということで、この下の表には、地域協議会の開催回数

であったりとか、発達障がい者支援センター、鳥取県ではエールの相談支援件数であったり、発

達障がい者地域支援マネージャーの助言件数等についての目標が書いてあります。課題と今後の

取り組み方針については、発達障がい児者及びその家族の支援については、身近な地域において

必要な支援が受けられるように地域の事業所の拡充を図る必要があるというふうに考えておりま

す。また、理解啓発についても、さらに進めていく必要があるというふうな考えであります。 

次のページに行きまして、（７）の障害児入所施設の必要入所定員総数です。これについては、

いわゆる成果目標というんではないんですけれども、障害児福祉計画に定める必要のある事項と

いうことで掲げております。福祉型障害児入所施設ですが、現状が皆成学園６５、松の聖母学園

２０ということで、現状８５ということでありますが、３０年度から８１ということで、あとは、

８１を３２年度までというふうにしております。これについては、松の聖母学園さんのほうが定

員を削減予定ということで、このような数字にしております。医療型障害児入所支援につきまし

ては、６０ということです。現状が、総合療育センター定員が５０名、鳥取医療センター１６０

名と、児者合わせてというふうに書いてありますけれども、児童については１０名ということで

定めておりまして、合わせて６０名ということで、現況をそのままの目標としております。課題

と今後の取り組み方針につきましては、今後については、小規模なグループによる支援であった
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りとか、または、短期入所についても受け入れ体制を強化するというふうなことで書いておりま

す。 

（８）については、障がい児の子ども・子育て支援等の提供体制の整備ということで、これに

ついては、障がいのある方の保育所利用または幼稚園利用、あるいは放課後児童クラブの利用、

提供体制の整備ということであります。３２年度までには、このような形での目標を定めており

ます。受け入れ体制の充実を図るというふうな取り組み方針でありますし、あわせて医療的ケア

のある方につきまして、保育所、認定子ども園等についても受け入れの体制整備を図るというふ

うに考えております。以上です。 

（森安障がい福祉課係長） はい、ちょっと続きます。２枚めくっていただきまして、成果目標

及び活動指標報告書というこのでっかい表を見ていただければと思います。ちょっと表に誤りが

あることに今気づいたんですけれども、基本的には、これ全県と東部・中部・西部とあるんです

けれども、市町村からの積み上げの数字にしています。先ほども説明したんですけども、また数

字が動いている可能性はありますし、誤りというのは、訪問系というところ、東部・中部・西部

で訪問系という数字が全て同じ数字になっていて、多分計算式が誤って入っていて、そのままに

なっているものですので、また修正したものをお送りしますけれども、各市町村のほうでまた数

字が動いていて、それが最終的に積み上げということで、県に上がってくるようなものになって

います。 

ちょっと逆転しているんですけれども、資料６－３というところ以降が、現在の計画、第４期

計画時点での２９年度末の数字はないんですけれども、成果になっています。各サービスごとの

見込み量ですとか、地域生活支援事業の見込み量というか実績をお示ししています。今後、地域

生活支援事業ってものについても目標値を定めて、県に関しては独自に県で定めていくことにな

るんですけれども、県が担当している地域生活支援事業というのが、例えば高度な意思疎通支援

事業、例えばろう者の方への手話通訳の団体派遣であるとか、あとは、盲ろう者の意思疎通支援

事業、あとは広域調整の必要な事項、例えば研修とかもそうですね、人材育成に関するようなも

のっていうものですけれども、地域生活支援事業に限らないかもしれないですけれども、数字的

なものよりも、やっぱり中身の質をどうしていくかっていう課題が大きくあるのではないかとい

うふうに感じています。今後向かうべきなのは、この数字もそうなんですけれども、やっぱり質

の確保をどのようにしていくかということも、また考えていく必要があるというふうに思ってい

ます。とりあえず、こちらからは以上ということで、はい。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。きょう見たところ、資料なので、なかなか御意見

が言いづらい面もあるかと思います。本来もう少し詳しく説明いただく時間があったほうがいい

かなと思うんですけども、少しお時間を、とりあえずこのことについて、ちょっと４５分ぐらい

まで、２５分ぐらいしかありませんけども、議論していきたいと思います。 

まず、成果目標についてですね、これは、県としてどういう数字を示すのかっていうところで、

それぞれの都道府県の姿勢がうかがえるところだと思うんですけども、一応国のほうでも、いろ

いろ決まっているところもあって、なかなか動かしづらいところもたくさんあるわけですけども、

いかがでしょうか、御意見をいただければと思います。 
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まず最初に、さっき事務局からありました地域移行、施設入所者の福祉施設、いわゆる施設入

所者の福祉施設から地域生活への移行促進のとこについて、まず地域生活への移行者数ですね、

これが第４期計画の積み残し、未達成分を入れると、１２９名をプラスすることになって、本来

の国の算出式で出された９１名と合算になって２２１名ということで、３年間で７０名を超える

方の地域移行をしないといけないということなので、現実的ではないのではないかというお話な

んですけども、いかがでしょうか。先ほどの提案では、１２９名の未達成分は含めず、９２人と

いう２％で行きたいというお話だったのですけども、いかがでしょうか。まず、市町村の協議の

ぐあいを聞かせていただければありがたいんですけれども、どうですか。まず、西部はいかがで

しょうか。 

（吉井委員） ちょっと待ってください。 

（光岡座長） じゃ先に倉吉さん、いかがですか。 

（酒井委員） まだ２回目の策定委員会のほう終わっていませんので、まだはっきりしたことと

いうのは出ていないんですけれど、一応実際に未達成分を入れますと、現実の目標設定にならな

いというようなのも重々感じておりますところで、県のほうとどういうふうに次の目標に加えな

いような形で提案していこうかなというふうには思っております。 

（光岡座長） はい。鳥取市はありますか。 

（石尾委員） はい。きょう、鳥取市のほうの係長が休んでおりまして、私のわかる範囲でとい

うことで言わせていただきますね。ちょっと記録に残していいかどうかわからないんですけど、

この間、この地域移行の数に関しましては、鳥取市自立支援協議会の相談支援部会のほうで話が

ありました。相談支援部会のほうの意見と、それから鳥取市のほうの意見ということで、ちょっ

と話をさせていただきます。やはり鳥取市のほうでも、この積み重ねをされたら、ちょっと現実

的に達成できないような数になるというような意見がありまして、先ほども言われてたように、

数ではなくて内容が必要ということで、そういう意見も出ておりました。まず数が先行するので

はなくて、その中身をどうしていくのかというところを、もう少し鳥取市のほうで検討が必要と

いうような話をしておりました。その中では、やはり数だけ見ると、なかなか難しいであろうと

いことで、鳥取市のほうも、実現可能な数にしてはなみたいな話をしておられましたけど、これ

が今月のお話でしたので、その後のほうはまだちょっと聞いておりません。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。じゃ、次、米子市ですね。 

（宮倉委員） ちょっと実際にここ、ちょっとまた吉井さんのほうにはタッチ、後で、私も入所

施設に勤務をしておりまして、成人のほうですけども、やはり入所施設も非常に重度・高齢化が

進んでおります。大体、平成１５年ぐらいから地域移行が上がってきて、既にかなりの方がグル

ープホームのほうに移行をされております。今現在、残っておられる方というのは、非常に重度

の方もしくは非常に高齢の方という状況になりますので、そういった方をさらに地域にというこ

とになりますと、やっぱり医療機関とのしっかりした連携でやりますとか、そういった本当に対

応できるグループホームであるとか、そういった整備をしっかりしていかないと、なかなか現実

的には難しいのかなというふうに思っております。その後に、地域生活支援拠点の整備の話も先

ほどありましたが、やっぱりそういった拠点となる場所といいますか、そういったところの整備
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をしっかりやっていくことも同時に進めていかないけんのかなというふうに思っております。で

すので、非常に、先ほどありましたように、この、あれですかね、未達成分ですか、を加えると、

現実的にならないということがそこに書いてありますが、確かに加えるのは現実的ではないのか

なというふうに思います。 

（吉井委員） 米子市の計画、実は、きょう帰ってから最終的なパブコメの直前の部分を協議す

ることで、ちょっとここにあるんですけど、その分では、２８年度末時点の９％以上を地域移行

っていうことの計画になっておりますということで、ちょっと現実的でないような数字かなとい

うところちょっとあるんですが、これについては、帰ってもう一遍ちょっと確認をしたいと思い

ますけど、県のほうでは、こういうような現実的ではないというような話もあったということで、

ちょっと帰ってもう一度報告したいと思います。施設入所者は、２８年度末時点の２％以上を削

減ということで、実数的な数値的なものだと、３２年度末の目標値が１５人と施設入所者の削減

が４人ということとなっております。ただ、実態的なその入所者の高齢化、重度化っていうのは、

全国平均を上回っているというような実情もありますので、その辺が痛しかゆしのところじゃな

いかなと思っております。この数値については、妥当性的に、もう一遍ちょっと帰って話をして

いきたいです。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。では、若桜町と東部４町、ほかの町のとこはいか

がですか。 

（竹内委員） これについて、ちょっとまだ協議会を開くまでに至っていないんですけれども、

担当者レベルのほうで話をしていまして、それで、県のほうのこれ、前の障害福祉計画で上げら

れてはいるんですけども、ただその解消する具体的な方法というのは、劇的にじゃどうすれば解

消できますか、そういうことが示されていないので、できれば、この未達の分はちょっと切って

いって、新しい目標のほうで進めていけたらいいなということで、担当者レベルで話はしており

ます。 

（光岡座長） ほかの町は、ちょっとわからないですね。はい。今のお話だと、加える、積み残

し分も加えるというところはなかったように思いますが、果たしてそれでいいのかということに

なるのだと思いますけども、どうでしょうか、県としてはどうあるべきかということだと思うの

ですけど。 

（森安障がい福祉課係長） ただ、後ろ向きなニュアンスにはしないように、やっぱり何をする

かっていうこととか、どんな方策をするかっていうことを、やっぱりある程度書いていかないと

いけないのかなというふうに思っています。 

（光岡座長） ちょっと、私はですね、思うのは、これまで１期からずっと来た中で、その地域

移行者数と数値目標、成果目標というのは、その時々であったわけですけども、今回ほど目標と

かけ離れた数になっていないのではないかと思うんですが、今回かなりかけ離れた１２９名とい

う積み残し分があって、達成したのはわずか１８名っていうことなので、何かやっぱりこのもう

積み残しを加えないとしても、こういう数字しか上がらなかったということを、何かしらの総括

というか、そういうものを書く必要があるんじゃないかなと思います。これからのことも、もち

ろん書く必要があると思うのですけども、そこら辺の総括を示して、新たな９％なら９％という
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ところの具体策もあわせて書くということが最低必要ではないかなと思うんですけども、いかが

でしょうか。 

（小澤障がい福祉課長） はい。障がい福祉会長の小澤でございます。光岡座長のほうからお話

あったとおり、数字がかなり今回、国の示す指針と離れているということは、その要因があると

いうことでの認識が正しいのかなと思ってます。宮倉委員がおっしゃられたとおり、そこには既

に地域に移行されている方が大方いらっしゃっていて、今残られている方が地域移行がなかなか

難しい重度の方とか高齢者の方ということで、そこら辺のところの状況をまた市町村の方々から

も計画上げていただくときにいただいて、そこの問題意識みたいなところを含めて、計画のほう

にできるだけ記載をするような形でちょっと考えていきたいと思います。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。なので、県では、積み残しを一律に加えるという

ことではなくて、市町村とのやりとりの中で、今回は２８年度の数に対して９％ということ、で

も、それはそれで行くということで、後はまた記述の中でまとめという、評価ということとか、

これからのことについて書いていただくというようなことでもよろしいでしょうか。 

それでは、そのほかの数値目標、成果目標についての御意見をいただければと思います。質問

もたくさんあると思うので、質問をしていただければと思うんですけれども、いかがですか。た

くさんの情報が１度に出てて、していただいたので、なかなか入ってこないと思うんですけど。 

（森安障がい福祉課係長） また照会の文書を出させて。 

（光岡座長） 御意見はまた後でもいただくことができると思うので、この際、確認しておきた

いことや、わからないことなどあったら質問いただければと思います。皆さんが書いていただい

ているうちに、私から言わせてもらっていいですかね。地域生活支援拠点のことなんですけど、

３２年度末で１９カ所ということは、各市町村１カ所ということなんですけど、実際にその拠点

が全市町村に１カ所っていう目標がどうなのかということなんですけど、見込みとしてはどうい

うふうに考えておられますか。 

（森安障がい福祉課係長） 例えばなんですけれども、日野郡とかって人口規模のちっちゃいと

ころが３町ある、３町で日野郡なんですけれども、そこにそれぞれ必要なのかっていう議論はあ

るかなというふうに思ってます。一方で米子みたいに人口規模のおっきいところで、１つでいい

のかっていう問題もあって、なかなかそこは難しい問題なのかなというふうには思っているんで

すけれども、今そもそもやっぱり日野郡とかでも、そういった話し合いができていない中で、何

が必要なのかっていう議論がない中で、圏域で１つでいいですよっていうことも言いづらかった、

言いづらいのではないかなというふうに思っています。前回のこの計画のときには、この各市町

村に少なくとも１つというのは変わっていなかったんです。これと前回の計画、第４期計画つく

るときそうだったんですけれども、国指針どおりとしてしまったというのが１個あって、今後ど

うするかは、やっぱりもう１回市町村でも考えていただきたいなというふうに思っているところ

です、県としては。 

（光岡座長） 特に規模が小さいところが、この会の中におられ、少ないと思うんですけど、国

の指針では、各市町村または各圏域に少なくとも１つということになっているので、そこら辺は

どうかなと思ったんですけど、若桜町さん、いかがですか。 
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（竹内委員） そうですね。この生活拠点の話は、いいでしょうか、鳥取市の中核市の話が出て、

挙がってまして、そのときはその東部４町のほうが単独では厳しいので、鳥取市のほうが広域的

に変えていくんだということで話があったんですけれども、八頭町さんが言うのは、大きい鳥取

市さんのほうでちょっとまだ、その事業委託する先は決めてないという現実がありまして、それ

で圏域のほうでもちょっと今は進んでいないということがあります。なので、できたら、その圏

域で大きなかなりそういう部分、上がっているとありがたいんですけれども。 

（光岡座長） あの、これはどうなんですか。例えばですね、圏域っていうと何なんですけど、

例えば各市町村の中に共同設置というようなものがあっても、それはそれで現実的に身近なとこ

ろにあるということであればっていう考え方もあると思うんですけど。北栄町はどうですか。 

（中井副座長） あの、わかりません。 

（光岡座長） 目的が。 

（森安障がい福祉課係長） ある意味、共同設置を１にするかどうかということですよね。 

（光岡座長） これによると各市町村に少なくとも１つの拠点を整備するということでやると、

日吉津も整備しないといけない。 

（森安障がい福祉課係長） ですね。 

（光岡座長） となるわけですけど。まあ、そこら辺少し検討していただければいいのかなと思

うんですけど、これはこちら側が言うことでもないかもしれませんけども、市町村の意向とかそ

ういうのも聞いていただきながらということかなと思います。皆さんからどうですか、数値的な

ことについて、それ以外でも結構なんですけども。 

（４）の地域移行支援事業の利用者数のとこなんですけど、これは目標が１４１で合ってます

か。 

（森安障がい福祉課係長）これは、２割増ですけれども、成果目標の就労移行支援の１４１の同

数にしてます。こちらのこの活動指標の３２年度末の就労移行支援の利用者数が１４１いる。 

（光岡座長） ２８年度の２割増ですよね。 

（森安障がい福祉課係長） ２割増ですけれども、そう、積み上げのほうを採用して、多分端数

調整で上がった分が２ふえてる。 

（光岡座長） はい。それと、その下の就労移行支援事業ごとの就労移行率が５割、５０％を超

える事業所の割合が２０％なんですけど、これって国が示してる３割以上が、の事業所が５割以

上っていうことと違うような気がするんですけど。 

（森安障がい福祉課係長） ちょっと待ってくださいよ。３割以上の事業所。 

（光岡座長） 米子の計画見ても多分。 

（森安障がい福祉課係長） 前回が３割以上、５割、ここは間違いです。 

（光岡座長） ですね。ちょっとそこは修正いただいて。 

（光岡座長） その下にある（９）の福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職す

る者の数っていう後に表がありますよね。 

（森安障がい福祉課係長） はい。 

（光岡座長） この表の目標の根拠は何です。 
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（森安障がい福祉課係長） 県独自ですね、ここは。 

（光岡座長） また調整が要りますよね。 

（森安障がい福祉課係長） そうですね。 

（光岡座長） あと障がい児のほうなんですけど、（２）の保育所等訪問支援のところで、各圏域

３プラス市町村１とか市町村３とかっていうのがあるんですけど、これをすみません、もうちょ

っと説明いただきたい、何で１なのか３なのかっていうのを。 

（高田子ども発達支援課長） じゃ、すみません。 

（光岡座長） はい。 

（高田子ども発達支援課長） 子ども発達支援課の高田です。目標値の内訳として書かしていた

だいているんですけども、現状というのは今時点で、例えば保育所等訪問支援事業所は、今現状

で４つの事業所があるっていうことで読んだんですけども、残りの４つにつきましては、各圏域

につきましては、やはり新しく、少なくとも各圏域に１事業所ぐらいはふやしてほしいという思

いで、各圏域に１つずつでプラス３で、残りの市町村の１というのは、実際に市町村から上がっ

てきた中で、今後、市町村の中でそういう事業所をふやしたいという要望があったものをそのま

ま数値として上げてます。具体的には保育所等訪問のところは、鳥取市さんのほうから新規で１

という数値が上がってきたので、それはそのまま生かして、それにプラスアルファということで

各圏域に１つずつということでプラス３で、合計で８という形にさせていただいておりまして、

ほかの部分についても基本的には同じような考え方で数値を計上させていただいてます。 

（光岡座長） 市町村は、プラス市町村１とか３は、今、意向が挙がっているものということで

すか。 

（高田子ども発達支援課長） そうですね、はい。今後の予定というか、希望が挙がっているも

のです、はい。 

（光岡座長） はい。あと（５）の医療的ケア児に関するコーディネーターの配置人数なんです

けど、この数はどうやって出したものです。 

（高田子ども発達支援課長） これは市町村の積み上げです。 

（光岡座長） その市町村の積み上げっていうのは、実際に１５ですよね、最終的に。 

（高田子ども発達支援課長） そうですね、はい。 

（光岡座長） １５、１９市町村あるわけですけど。 

（高田子ども発達支援課長） そうですね。コーディネーターの配置については、とりあえずこ

こに挙げさせていただいてるのは各市町村から積み上げ、こういう目標でっていうことで上がっ

てきたものだけをとりあえず入れさせてはいただいてるんですけれども、その他のところにつき

ましては、コーディネートについては各市町村かもしくは各圏域でということがありますので、

まだちょっとそこは細かい調整はできてないんですけども、数値が上がってきてないとこについ

てはまた少し調整させていただきたいと思います。 

（光岡座長） ５とか、圏域によって５とか２とか８とかっていうのがあるわけですけど、一見

すると、均てん化してないように見えるんですけど、これはこれでいいんですか。 
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（高田子ども発達支援課長） そうですね。また最終的にはですね、いろいろ調整はしたいと思

います、ここの部分は。 

（光岡座長） 西部よりも、西部と東部が多分同じぐらいの人口だと思うんですけど、はい。 

（高田子ども発達支援課長） どっちにしてもこちらの分については多分メインでやっていただ

くのは、多分相談支援専門員の方ということを想定しているので、また少しいろいろ相談をさせ

ていただければと思います。 

（光岡座長） コーディネーターの人っていうのは、相談支援専門員を想定してる。 

（高田子ども発達支援課長） だけではないんですけども、はい。主な方ということで、一応想

定はさせていただいてます。 

（光岡座長） はい。皆さん、いかがでしょうか、御質問がありましたら。それこそ活動指標の

ところの見込み量のところでいっぱい数字が書いてあるわけですけども、中部と西部と東部とが

分かれて書いてあって、その中で幾つか地域ごとに弱いとこと強いとことあって、県の中で、さ

っきも言いましたけど、均てん化というか、地域格差のないような状況にしていかないといけな

いかなと思うんですけど、そのあたりの御意見とかはいかがでしょうか。なかなか見込み量出す

ときに、各市町村でどういう見込み量を出していいかっていうのが、なかなか物差しが見つけに

くくて苦労されてることと思うんですけども。この間の西部の議論の中ではお話ししたんですけ

ど、各サービスで同じように目標が３０年、３１年、３２年と、少しずつ上がっていくような目

標を立ててるんですけど、実はそんなに均一化してなくて、その地域で少ないサービスと、そう

でもないサービスがあって、地域ごとの力の入れぐあいっていうのが違うと思うんです。だけど、

数字にしてみると皆同じように見えるというところで、もう少しめり張りのついた目標設定って

いうのができないだろうかっていう話をちょっとしてたところなんですけど。例えば、西部では

就労移行支援がほかの地域よりも少ないっていうことがあったりとか、これは全部そうだと思う

んですけど、訪問系サービスが足りてないっていうこととか、医療型のショートステイが極端に

不足しているとかっていうところで、もう余り現実的じゃない数値を掲げることは問題だと思う

んですけど、そこら辺の足りているもの、足りてないもの、めり張りをつけてはどうかというよ

うなお話もしていました。西部・東部・中部見比べてみると本当によくわかるんですけど、先ほ

ど言いましたけど、西部は就労移行が少ないっていうのが目に見えてわかったりとか、東部地区

を見ると、行動援護が少なかったりとかすると思うんです。そのあたりのもう少し力を入れて、

てこ入れするところあたりが地域ごとにあって、県全体としてバランスのとれたものにしていけ

ればいいのかなというふうにちょっと思ったところです。 

（小澤障がい福祉課長） 特徴っていうのは、ここに文字で書きますか。 

（森安障がい福祉課係長） 書きますかね。 

（光岡座長） あと、希望とかも言っていただければと思うんですけど、これ、障害福祉計画に

関して、中村委員や日下部委員や田中委員や水本委員のほうで、何か御意見があればお願いした

いんですけど、いかがでしょうか。何か盛り込んでほしいとか。 

（中村委員） 考えているところですけども、今、就労、作業所でいったら一般就労に移行とい

うところの数ですけども、作業所ですけども、職員が指導員の方、毎日とっても忙しくて、工賃
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アップが大分強みになるというか、今そういう歳行くと、一人一人の、長年利用している人が、

ちょっと腰が悪くなったなとかいうのがありまして、だけど今何とかっていう、そういうふうに

考えていただくという優遇の面というか、いうので、できれば、そういうように一般就労に持ち

上げたい施策、いろんなメニューを用意という経費のところで、何か作業所に行けば、本当にも

う、本当、事業所も大きくなってよくなったなあということを私らも感じています。 

（光岡座長） そこら辺、Ｂ型とかの役割の中で、工賃アップとか、就労、一般就労だけの目標

じゃないっていうあたりも大事なことかなと本当思います。はい。皆さん、どうですか、日下部

委員や田中委員や水本委員さんは。日下部委員さん、どうですか、計画については。 

（日下部委員） ちょっとまだ理解が進んでないので。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。田中委員、いかがですか、計画について。 

（田中委員） いつも何か看護師さんの不足とか保育士さんなんかも全国的に不足していますけ

ど、私がいつも考えていることなんですけど、例えば定年になった看護師資格を持ってる人に、

たんの吸引や医療的ケアをしてもらうのに、そういうショートステイの場所に、看護師さんをパ

ートに来てもらうというのはいかがでしょうか。そしたら、賃金的にも楽ですし、定年になった

人なのでかなりの技術力もあるし、今、日本海新聞の１０月の新聞を切り抜いてきたんですけど

も、やっぱり鳥大で議論されているんですけど、西部の人と、そういうたん吸引やって、経管栄

養などが必要な医療的ケアの人が必要な人がいるんですけど、そうすると、やっぱり看護師さん

がいないとか、そういうのがすごく問題になって、預けたいけど２４時間ケアをしていて、お母

さんが休む暇がないということなので、日中預けられるデイサービスやショートステイをもっと

充実させてほしいという要望があったみたいなんですけど、医療の従事者になった人、定年にな

った人を県が声かけして、その人にパートに来てもらうっていうのはどうでしょうか。ずっとじ

ゃないし賃金もパートですので、そんなにたくさんじゃないし、そういうところの人材を確保し

たらいかかでしょうか。 

（光岡座長） 多分、自発の事業所や法定の事業所の確保っていうあたりの具体的なこう施策と

いうか取り組みの中に、そういう記述の中に盛り込んでいくような、そういうお話なのかなと。 

（田中委員） はい。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。水本委員は。 

（水本委員） 何か全然行き届いてないっていうか、できてないことが数値的には上がってきて

るので、何か迷ってしまいました。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。はい、また計画のお話ちょっとこれで終わろうと

思うんですけど、まだ、もう少し時間はありますよね。 

（森安障がい福祉課係長） あります。 

（小澤障がい福祉課長） すみません、補足で。資料の中で今回ちょっとお示しができてない点

が幾つかありまして申しわけなかったんですけれども、先ほど座長のほうから御指摘をいただき

ました、４の（４）の下の表にあります就労移行支援事業所ごとの就労移行率が５０％を超える

事業所の割合の部分、表の上から３つ目の部分については、少し先ほど座長から御指摘をいただ

きまして、ここの部分はちょっと修正した数値を入れさせていただきたいと思いますし、また（５）
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から（９）の部分については、考え方のほうを文書で記載をさせていただきたいと思います。そ

ういたしまして、また委員の先生方に資料のほうをお配りをさせていただきたいと思います。そ

の上で、また今回の資料、ちょっと細部で数値が出ておりまして恐縮でございますけれども、こ

ちらのほうまたごらんいただいて、再度御意見等をいただければと思いますので、よろしくお願

いします。それから、成果目標と活動指標につきましては、数値出させていただいてますが、座

長のほうからも、東・中・西でメリハリをというお話がございました。それで、どこまで記載で

きるかわかりませんけれども、例えば東部ではこのサービスがなかなか不足しているとか、中部

ではこのサービスがもっと増やしたいとかですね、そういう点で皆さんがお気づきの点があれば、

そういったことも御意見としていただいて、それを計画のほうに文言で記載していくというのも

あるのかなと思っておりますので、その点についても、今回数字等ごらんいただいて、御意見と

していただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

（光岡座長） また、資料まとめて修正点等を修正いただいて、送っていただくと思うんですけ

ど、きょう御発言いただけなかった御意見とかも、県のほうにまた寄せていただければ、今週い

っぱいぐらいをめどにでもいただければと思います。はい。 

 

３ 報告事項 

（１）平成３０年度当初予算について 

（光岡座長） それでは、ちょっとすみません。少し時間を、１５分ぐらい延ばさせてもらって

もよろしいでしょうか。はい。それでは、残りの報告事項になると思うんですけども、事務局の

ほうからお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） はい。資料７という資料をごらんください。平成３０年度当初予算

の今要求、財政当局に向けて要求をしている状態です。その資料をお示ししております。ごくご

く一部です。障がい福祉課と子ども発達支援課の中でもごく一部で、自立支援協議会の委員の皆

様に関係があるだろうというものをピックアップさせていただいたようなところです。ちょっと

時間がないのですけれども、さっと説明すると、障がい福祉課では、重度障がい児者支援事業と

いう継続した事業でございます。これを今年度も継続していくということと、あとは２番、相談

支援体制強化事業ということで、自立支援協議会の予算もここに含まれているんですけれども、

またここに関しては拡充ということで、専門部会のお話ですとか、あとは県内や県外の事業所に

視察する経費というのも要求をしている状態です。あと、相談支援アドバイザーの派遣ですとか、

身体・知的障害者相談員活動強化事業ということです。 

３番は、とっとりモデルの共同受注体制構築事業というものがあります。何度か話題になって

いるんですけども、ワークコーポとっとりというものに委託事業をしているんですけれども、共

同作業場を委託しております。これもまた継続しますということです。 

あと、４番です。障がい者のはたらき・自立のための工賃向上事業計画ということで、振興セ

ンターのほうにコーディネーターを配置して、個々の事業所に合った支援を実施するですとか、

先ほどの共同作業場でのマッチング支援ですとか、共同受注窓口の充実や官公需・企業からの受

注や、事業所マッチングを効果的に進めることによって、工賃の向上を今後も継続するというこ
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と、目指していきたいということです。障がい福祉課は、とりあえず以上で、子ども発達支援課

のほうでお願いします。 

（山岡子ども発達支援課主事） はい。子ども発達支援課です。１の障がい児者在宅生活支援事

業については、拡充を検討しております。これについては、市町村にも関係するということなん

ですけれども、主な変更点としまして、これまでエのですね、看護師配置助成事業ですが、日常

的に医療行為が必要な重症心身障がい児者とですね、支援される事業所に対して、看護師配置の

費用について助成をするというものであったんですけれども、これにですね、日常、重心児等に

限らずですね、日常的に医療的ケアが必要な障がい児者の方を対象とできるように拡充を考えて

おります。また、看護師配置については、看護師配置に限らず、訪問看護でも利用できるように、

また事業所については、放課後等デイサービスと生活介護事業所を対象としていたんですけれど

も、新たに就労Ｂ型の事業所についても対象とするように要求を行っているところです。 

（長谷川子ども発達支援課係長） すみません、ちょっとかわりまして、同じく子ども発達支援

課の長谷川です。２番と４番について簡単に説明します。２番につきましては、医療型のショー

トステイ整備事業ということで、こちらは継続ということで、特にそのスキームの変更はなく続

けていこうというふうに思っております。既に皆様も御承知のとおり、なかなか特に夜間のヘル

パーの確保というようなところが困難な課題となっているところですが、そこも現在引き続きヘ

ルパー事業所をですね、確保するということで進めながら、あと、そもそもそれを受け入れる新

規の病院ですね、この間のこの会合の場でありましたとおり、米子の博愛病院さんですとか、あ

と倉吉の藤井政雄記念病院さん、このあたりで来年の１月からですね、受け入れを開始しようと

いうような話も出ているところです。２番についても引き続き続けていくというところです。 

４番はですね、新規ということで、人材確保の事業を検討しております。きょうも何度か議論

に出ましたとおり、重心児者、医療的ケアが必要な児者、こういった方々を支援する事業所の確

保をですね、進めていかなければならないという中で、人材不足が深刻であると。先ほどうちの

山岡から御説明しました看護師の加配に係る助成事業、そういったことも続けていくんですけれ

ども、そもそも不足している人材、パイといいますか、少ない部分、ここをですね、県外からで

すね、人を引っ張ってこようと、そういったことで、人材確保事業を展開していきたいと思って

おります。ア、イ、ウ、エということで、こちらのアのところですね、人材登録バンクというこ

とで、鳥取県で働いてみたいと思われるような方に実際登録をいただいて、そういった方に県内

の障害福祉サービス事業所の求人情報ですとか、研修の情報等を提供していって、具体的にここ

でというようなお話があれば、実際に見に来ていただいてですね、事業所の様子ですとか、生活

環境等々を見ていただいて、実際鳥取県に移住していただけるようなですね、そういったことに

なればいいなということで考えているところです。あと、イ、ウのあたりは、奨励金ということ

で、事業所さんですとか、個人の方が実際に県内の事業所に来られる、戻ってこられる、そうい

ったことがあれば、そういった動機づけとなるようなお金をですね、補助していきたいなと考え

ております。最後のエは、理解・啓発ということで、どちらかというと、これは県外からという

よりも人材の流出を防ぎたいというようなことでですね、県内の看護師さんの養成学校、こうい

ったところにお声かけをしてですね、実際、障害福祉サービスの事業所の職業体験等をしていた
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だいて、これも同様に県内の事業所への就業につなげていきたいというふうに考えている事業に

なります。以上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。今の来年度予算に関して、皆さんから何か質問や

御意見ありますでしょうか。 

（中村委員） この資料をしたいということで、了解です。 

 

 （２）計画相談実施率とモニタリング期間について 

（光岡座長） では、最後、計画相談ですけど、これ説明しますか。 

（森安障がい福祉課係長） いや、いいです。 

（光岡座長） はい。一応計画相談の現状については、資料８で資料がついていますので、また

目を通していただければと思います。 

すみません、ちょっと最後５分ほどなんですけども、議題にはないんですけど、３０年度の報

酬改定が今議論の大詰めを迎えていると思いますが、国の検討会で。そのことに関して、毎年鳥

取県としても、国に年に何度か要望の機会があると思います。報酬改定に関して、何か皆さんの

ほうで、この会としてですね、要望などがありましたら、この場で出していただくと、県のほう

でまた盛り込んでいただけるのではないかと思います。ちょっと報酬改定に関する要望がなかな

か、つまびらかになっていないとことか、皆さんも目を通していない部分もあるかと思いますが、

今、わかることでいかがでしょうか。１つ今、厚労省からの情報や新聞報道とかで食事提供体制

加算のことが議論になっていると思うんですけど、ほかのことでもあるかと思いますけども、い

かがでしょう。 

（森安障がい福祉課係長） 状況をお伝えすると、県のほうでキャッチしている情報というのは、

皆さんがアクセスできる情報と同じです。厚生労働省のホームページに載っている報酬改定検討

チームで上がっている資料のみ、同じ状況です。例年、国要望を行っているのは、報酬改定につ

いてで言えば、いわゆる重度者、医療的ケアが必要な方、重心児、行動障がいのある方など、地

域の生活を支援する適切な報酬設定をすることということで毎年要望している状態です。今回の

３０年の報酬改定に向けてということで、大枠としては今、国要望する登録をしているところで

す。その１つがやっぱり重度者の対応と低所得者への配慮ということにしています。 

（光岡座長） 宮倉委員、何かありませんか。 

（宮倉委員） できれば増えたほうがいい。逆にちょっと光岡さんにお聞きしたいんですけど、

例えば相談支援の今の単価の設定、非常に今の単価設定であるとか、それからモニタリングの辺

のところも議題に上っていると思うんですが、そのあたりで今、相談支援事業所の現状というの

で、小さい所ですと、一人職場であったり兼務であったりというふうな状況が非常に多いと思う

んですが、ところが、しっかり事業をしていただけるような報酬単価にしていただくというのは

いろんな団体から上げていると思うんですけど、そのあたり、しっかり割に福祉サービスって入

り口の部分ですので、そのあたりはしっかり事業を継続できるようなかたちで上げていく必要が

あるのかなということは、どうなんでしょう。 
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（光岡座長） 相談支援専門員、相談支援、計画相談に関しての報酬改定の部分で結構多く載っ

ているんですけど、皆さんからも御意見あると思うんですけど、順番を間違えないようにしない

といけないというふうにちょっと感じていて、例えば１人当たりの担当件数が多いと、１００件

を超えることがあるや、その上限が定められていないことでいろいろあって、相談支援専門員の

数が少ない、事業所が少ない、広範囲にわたって担当しないといけないってなことがあるんです

けど、それを解決する順番というのが多分あると思うんです。その担当件数が適切な数にすると

いうことは必要だと思うんですけど、それを先にやると、やっぱりひずみが出てくるので、やっ

ぱり報酬をちゃんとした上で、担当件数の制限をかけないと、先に制限をかけると、多分成り立

たなくなるし、また地域が混乱するというふうに僕は思ってるんです。なので、そこら辺を適切

にやっていただきたいなと思っているんですけど。さっきの食事提供体制加算の話になりますけ

ど、これは多くのところで維持してほしいという声が多いですけど、皆さんもそういうことでい

いですか。どんなもんでしょうか。作業Ｂ型とか生活介護とか、いろいろあると思うんですけど、

中井副座長はどうですか。 

（中井副座長） それは、補填が高いほうがありがたいですよ。でも、何ていったらいいだろう、

今計画が出ましたけども、進捗が計画よりあんまりうまくいかなかったような記事ばっかりが出

て、何かすごい沈んだなって思って、何か１つでも秀でる数字はなかったのか、考察のまだ段階

ではないとは思いますが、そういってどこかが、誰、どこの地域がとかね、何かが頑張れたとい

うのがあったらいいなと思いましたが、だめですかね。 

（光岡座長） いやいや、全然そんなことはないです。どうしても計画づくりになると、そっち

のね、てこ入れするほうばっかり話が行ってしまうので、あれなんですけど、成果も出している

ところもあると思うので、そういうことは盛り込んでいければ本当にいいかなと思います。 

（中井副座長） 核の大きな予算の中で、３０年を迎えようとしている中で、こういった計画の

数字がそこにやっぱりはね返っていけるっていうのが一番よいなと思うので、そこは何か次にど

ういうのがあればいいと考察がしていただければなと思いました。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。その単価改定、報酬改定についてもまた御意見が

あれば県のほうにまた寄せていただければと思います。すみません、１５分も過ぎてしまいまし

たけども、一応、皆さんのほうでほかにはございませんでしょうか。 

では、事務局にお返しします。時間が過ぎまして、申しわけありませんでした。 

（森安障がい福祉課係長） どうしましょう、課長、最後に。 

（小澤障がい福祉課課長） 改めまして、障がい福祉課の事務局の障がい福祉課長の小澤でござ

います。本日はお忙しい中、委員の先生方におかれましては、忌憚なくさまざまな御意見いただ

いたことを感謝申し上げたいと思います。本日いただいた御意見、また資料のほうを、こちらの

ほうも訂正させていただいたものをお配りさせていただいて、改めて見直していただいて御意見

等いただいて、また、それを踏まえさせていただいて計画を定めていけたらとか、あるいは今後

の検討に生かさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。ありがとうございました。 
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（森安障がい福祉課係長） 意見であるとか先ほどの報酬改定に関するものは、ちょっと早目に

意見照会という形で正式な文書をお送りしたほうがいいかと思いますので、お送りします。 

次回に関しては、できれば２月下旬ぐらいに、この計画や障がい者プランの改定案について、

パブリックコメントをそれまでにすることになりますので、その頃にまたお集まりいただくこと

になるかなというふうに思っています。部会をいつどうするかということはまた相談させていた

だければというふうに思っています。はい、以上でございます。どうも長時間にわたりどうもあ

りがとうございました。 

 


