
平成３０年度鳥取県地域自立支援協議会（第１回） 

 

     日 時 平成３１年２月１９日（火） 

                           １４時から１６時２０分まで 

   場 所 鳥取県庁第二庁舎４階第３３会議室 

 

 

（森安障がい福祉課係長） 平成３０年度鳥取県地域自立協議会を開催したいと思います。 

では、光岡座長、よろしくお願いします。 

 

１ あいさつ 

（光岡座長） はい。皆さん、お疲れさまです。鳥取県の地域自立支援協議会、今年１回目とい

うことで、この時期で１回目ということは、今年度１回で恐らく終了するんではないかなという

ふうに思っています。ただ、地域の中には、自立支援協議会、いつ開かれるんですかとか、今年

度あるんですかとかっていうことをちょっと耳にすることがあります。そして、そのことについ

ては、いろんな事情はあって今年度部会を、これまでなかった部会を始めていることや、そのほ

かあると思うんですけども、地域から見たときにやはり協議会が開かれてないと、それぞれの地

域からは課題が上がってきているっていうところで、どうなってるんだろうっていうことを思わ

れるのはすごく自然なことかなと思います。今後そういう体制についても考えていかなくてはい

けないとは思うんですけども、多分１回しか開かれないということであれば、この協議会の中で、

より密度の濃いいろんな観点から実りある会議していきたいと思いますので、皆さん、忌憚のな

い御意見を出していただきますようお願いしまして、始まりの挨拶はこのぐらいでよろしくお願

いいたします。 

そうしましたら、出席はいいですかね、出席率とか。 

（森安障がい福祉課係長） はい。 

（光岡座長） いいですか。とりあえず会議が開催できる人数は来ていただいているというふう

に考えています。 

 

２ 報告事項 

（１）平成３１年度鳥取県当初予算について 

（光岡座長） それでは、早速時間もない、限られた時間でありますので、進めていきたいと思

います。 

 まず最初に、報告事項ということで、平成３１年度の鳥取県当初予算について御説明をお願い

したいと思います。 

（森安障がい福祉課係長） はい。事務局の障がい福祉課、森安でございます。資料をめくって

いただきまして２ページというところから、平成３１年度の当初予算要求における障がい児・者

福祉施策の関係の主な事業ということで、県庁の障がい福祉課と子ども発達支援課の予算を上げ



ています。ただ、これが全てではなくて、紙面の都合上この自立支援協議会に関係するものを上

げています。障がい福祉課に関しては、基本的には従前どおりの事業を予算の精査等を行い、金

額の精査等を行いながらやっていくということですけれども、基本的に、県庁全体そうなんです

けれども、６月補正というものが非常に大きいボリュームを占めるかなというところがあります

ので、その中で新しい事業を検討していくということもあろうかと思います。障がい福祉課から

は以上としまして、子ども発達支援課から説明をお願いしたいと思います。 

（山岡子ども発達支援課主事） 失礼いたします。子ども発達支援課からは、拡充の事業とそれ

から新規事業について説明をさせていただきます。６ページを開いていただきまして、子ども発

達支援課の主な事業のところで、１番目の医療的ケア児者受入環境整備事業のところで、その中

の事業で、市町村への補助事業として、障がい児者在宅生活支援事業、アというのがあるんです

けれども、この事業の中の（イ）と（ウ）、要障がい児者の受け入れ事業所に対する看護師配置の

助成事業と医療機器購入助成事業なんですけれども、これまでの事業所への補助対象としてきた

事業所と、新たに児童発達支援事業所と日中一時支援事業所を補助対象事業所に加える拡充を行

っております。ページをめくっていただきまして７ページに、（コ）の身体障害者手帳交付対象外

の難聴児への補聴器購入等助成事業は、身体障害者手帳の交付対象とならないけれども補聴器が

必要な難聴児に対する助成事業です。こちらも補助対象の補聴器を拡充しております。補聴シス

テムですね、デジタル補聴システムという補聴システムを新たに追加する拡充を行う予定にして

おります。 

飛びまして９ページの４、新規の事業です。医療的ケア児等及びその家族の地域生活支援体制

整備事業です。こちらは、日本財団と共同で推進している「難病の子どもと家族の地域生活支援

の中核を担う施設」拠点施設の整備について、皆様のお手元にお配りしております、ちょっとリ

ーフレットを印刷したものなんですけれども、西部圏域の拠点施設の博愛こども発達・在宅支援

クリニックが平成３１年の４月に開設をされる予定になっております。このクリニックでは、外

来や訪問診療のほかに障害児通所事業として、医療型児童発達支援や放課後等デイサービス等の

重症心身障がい児や医療的ケア児さんが通うような施設や医療型短期入所の実施を予定している

んですけれども、この事業所を県の事業、３つの事業を委託して実施していただくというところ

が新規事業になっています。この３つの事業として、ア、イ、ウに書いてあるところで、人材養

成の研修と、それから拠点の医師による巡回相談、それから小児慢性特定疾病児とかの一時預か

り事業の３つの事業を委託して実施していただく予定としております。子ども発達支援課からは

以上です。 

（光岡座長） 説明は以上ですか。はい。それでは、今の鳥取県の来年度の当初予算の事業につ

いて御質問や御意見、お願いいたします。どうですか。とりあえず、なければ後でも結構なので、

また戻っていただいて結構です。 

 

  （２）各部会の進捗状況について 

（光岡座長） それでは、（２）の各部会の進捗状況についてお願いしたいと思います。それでは

最初に、昨年度の部会、協議会の中で、５つの部会のお話があったと思います。まず先行して、



５つのうちまず先行して相談支援部会と、それから医療的ケアの必要な課題と支援の部会と、そ

れから人材育成の部会ということを並行してやりましょうということになっていたと思います。

今のところ、そのうちの２つ、相談支援体制の部会と医療的ケアを要する障がい児者の支援体制

の部会と２つがそれぞれ１回ずつ開催されておりますので、まず、そちらのほうからお願いした

いと思います。 

 

   ○相談支援体制部会について 

（光岡座長） ではまず、相談支援体制の部会のほうを山根さんのほうからお願いいたします。 

（山根委員） はい。資料としましては、資料３の１０ページから載っている部分にはなります

けども、今年度８月２２日に第１回の相談支援体制部会を開催しております。この部会について

は、相談支援体制と協議会についての共通認識を図って課題を絞っていくことを目的としている

んですけども、その際に協議された内容について報告させていただきます。 

まず、計画相談及び相談支援体制の現状と課題についてというところなんですけども、今回報

酬改定に伴うモニタリング頻度変更について、次年度以降の増加率を米子市のシミュレーション

を参考にして各市町村で数値化をしてもらった資料が、この後１２ページについてますので、ち

ょっとまたそこも見ていただいたらと思いますけども、参照していただいたとおり、若干のばら

つきがあるんですけども、一番右の増加率のところですね、１０％強から４０％弱の増加率って

なっています。この増加率を踏まえて、相談支援事業所、相談支援専門員の不足感やセルフプラ

ンの解消ができてない圏域があるっていう現状について、各圏域において委託と特定、特定相談

ですね、の機能整理と、あとは新規の相談支援事業所に利用者を引き継いでいくプロセスについ

て検討を進めていく方向で話が行われました。 

次に、これも報酬改定の絡みなんですけれども、相談支援のときのモニタリングなんですが、

モニタリング時において、サービス提供事業所によるサービス利用状況報告書っていうものを作

成してもらう件について、西部圏域で取り組み状況を報告していただきました。書式の示してい

ただいたところですが、他圏域については、書式があるところ、ないところっていうところで、

多々定まってないですし、検討中の状況です。 

続きまして、２番目のところの相談支援アドバイザーのあり方、圏域協議会との連携について

というところなんですけれども、相談支援体制や協議会の働きについて圏域で格差が生じている

ために、県内の体制を整えることを目的としたアドバイザー活用について検討したところです。

これまでなんですけども、圏域課題の状況把握を行うという趣旨で、派遣要請受けてほかの圏域

に出向くことをしていたんですけども、活用できてないっていう状況を踏まえて、具体的なアド

バイスのための派遣ではなくて、意見交換しながら課題整理していくことでも圏域格差の問題に

変化が生じてくるのではないかという提案だったんですけれども、アドバイザーにどういった役

割を担っていただくのか工夫が必要ではないかという意見がありました。今後アドバイザー連絡

会、それから基幹相談支援センター間での連絡会、自立支援協議会の連絡会等催して情報交換の

場を図っていきたいところですが、書いてあるとおり、次のページになりますけれども、下線が

引いてあるところを読みます。会議を増やすことには負担が大きい、議論が拡散するなどの課題



提起もされました。ただ、各圏域と県の一定のつながりは持っていきたいとして、引き続き検討

していくこととしています。 

もう一つ、今後の部会で協議すべき事項についてというところなんですけれども、基幹相談支

援センターの機能と役割、人材育成と資質の向上についてというところでは、かねてから相談支

援専門員の量と資質の問題について、事例検討や実技研修に取り組んでいる圏域とそうでない圏

域が混在しており、あとは先般、主任相談支援専門員研修が国のほうであったんですけども、そ

のときも話されたという話は伺っておりますが、今後基幹相談支援センターを中心に取り組んで

いくために、設置や機能強化について検討していくこととしています。部会については以上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。 

 

   ○医療的ケアを要する障がい児者支援体制部会について 

（光岡座長） それでは、続けて医療的ケアを要する障がい児者の支援体制部会について、河内

さんからよろしくお願いします。 

（河内委員） はい、報告させていただきます。医療的ケアを要する障がい児者支援体制部会と

いうことで、こちらのほうは医療的ケアに係る関係機関の協議の場の設置をということで、障害

児福祉計画のほうにも活動指標として掲げられておりまして、それを受けて、県でも本協議会の

専門部会の１つとして、昨年の８月２０日に開催させていただきました。 

内容については、資料１３ページからの内容になりますけれども、このとおりなんですけれど

も、まず１つとして、１番目に医療的ケア児等支援コーディネーター研修についてということで、

これについても、この部会は研修の始まる前に開催されましたが、当初２０名ということで募集

しましたけれども、なるべく多く受講していただけるようにということで、結果としては３７名

の医療的ケア児コーディネーターを養成することができました。資料のほうは、これについては

この報告のほうが１６ページから載っておりますので、そちらのほうをまた参考に見ておいてい

ただきたいなと思います。 

それと２番ですけれども、医療的ケアを要する障がい児者支援の現状と課題についてというこ

とで、部会のほうに参加された方からそれぞれ課題を出していただきました。大きくは４つに分

けさせてもらっていますけれども、受け入れ先の不足ということで幾つかありまして、その中で

も、医療型ショートですね、医療型ショートステイについてということについては、東・中・西

のほうからも課題として上がっておりますので、この後、時間をとって議論していただく、時間

をとっていただけるようです。それと、あと人材確保の困難さ・人材育成の重要性というところ

と、小児在宅医療の問題、地域の小児科医がいないだとか、通学支援及び移動支援の課題という

ことで、大きく４つの分野で課題が出ましたけれども、それぞれが圏域で協議すべきものと県で

協議すべきものと、まだ整理が十分にできていないのではないかということで、もう一度こうい

った課題を整理した上で、来年度、専門部会のほうを開催したいなと思いますし、圏域内でまだ

まだ協議のほうが進んでいないということがありますので、各圏域の地域自立支援協議会などの

枠組みの中で、こういった協議の場を設置していただくようにということで、推進を図っていき

たいというようなことで話し合いました。以上です。 



（光岡座長） はい、ありがとうございます。 

それでは、今の報告について御質問や御意見を受けたいと思います。この中で、一部次の議事

や圏域課題の中にも入ってくることがあるかと思いますけれども、とりあえず、今のところで御

意見、御質問をいただきたいと思います。いかがでしょうか。医ケアの部会のほうで、コーディ

ネーター研修のこととかが出たんですけど、もう少し補足がありますでしょうか、子ども発達支

援課とか。 

（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。資料５のところ、１６ペ

ージですね、コーディネーター養成研修実施の概要ということで２枚、概要とカリキュラムとい

うことで載せております。研修の日程をこのように書いておりますけど、先ほども河内さんから

ありましたとおり、修了者数が３７名ということなんですけれども、来年度もコーディネーター

養成研修の実施の予定ということと、それから、コーディネーターは、下側の米印なんですけれ

ども、コーディネーターを配置している機関については、今年度中にホームページに公開をする

予定にしているということと、それから今後、その各圏域における早期の参加、コーディネータ

ーを参加していただけるように、その情報提供等に考えていきたいと考えております。以上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。皆さんのほうからいかがでしょう。資料６の説明

は、ここじゃなくてもいいですね。とりあえず、現状ということで説明してもらえますか。 

（高田子ども発達支援課長） 失礼します。子ども発達支援課の高田です。そうしますと、資料

６をごらんいただけますでしょうか。１８ページです。先ほどもちょっとありましたけれども、

医療機関における医療型ショートステイの実施状況ということで、各医療機関で、実際に今、ど

ういうかたちでショートステイをされているのかというのを聞き取った結果のほうを、こちらの

表のほうに記載をさせていただいております。東部圏域のほうでは県立中央病院で、中部は三朝

温泉病院と藤井政雄記念病院、西部は博愛と、あとその補助事業とは関係ないんですが、県立の

総合療育センターのほうの実施状況のほうを記載をしております。中身については見ていただい

たとおりなのですが、対象者としては、三朝のほうはそういったドクターがいないということで、

今のところ、大人の障がい者だけを対象としています。定員のほうは、基本的には全部空床型で

すけども、補助金を対象としている事業所については、原則１名という形でしております。総合

療育センターは６名としていますけれども、現実的には、多いときでは１０名以上は受けている

というときもあります。受け入れ期間につきましては、そこに記載のとおりなんですが、中部圏

域のみ日帰りというふうになってますのは、今のところ、補助事業で行っているものにつきまし

ては、ヘルパーを付き添うことにしておりますけれども、中部圏域のほうで、夜間付き添ってい

ただける事業所が今時点ではないということで、日帰り、日中だけのショートステイという形に

なっております。こちらのほうにつきましては、この前もちょっと中部の事業者さんのほうと話

をしに行きまして、来年度から夜間での事業実施に、協力に向けて、少し前向きなお話をいただ

きましたので、まだ若干ですが確実ではないんですけども、来年度からちょっと夜間のほうがで

きるかもしれないという状況です。予約方法につきましては、そこに記載のとおりであります。

基本的には１回分ですとか、すみません、予約時期ですけど、予約時期につきましては大体１カ



月前とか、その前日の１０日前という形で、総合療育センターを含めて、そういうかたちでやっ

ています。予約方法等は、そこに記載のとおりであります。 

あと、利用者からの意見ということで記載をしておりますけども、中部のほうからは、手続が

煩雑だということのいろいろ御意見等はいただいているとこなんですけども、これにつきまして

は、やはり民民での契約ということなので、ある程度の手続ということはやむを得ないのかなと

いうふうには思っております。中部のほうの意見につきましては、先ほど言いましたように、日

帰りなので、デイサービスと変わらないんじゃないかということで御意見をいただいていますけ

ども、これにつきましては来年度、若干改善できるかなというふうに思っております。 

あと、医療機関としての意見なんですけども、大体同じようなことが書いてあるんですが、や

はり、実際に現場見る看護の職員さんの負担が大きいということで、それぞれの事業所の医療機

関のほうからは、そういう声をいただいております。一部、ヘルパーを確保していただくので、

そのヘルパー手配を行うＭＳＷさんの手間が非常に大きいというふうなことで聞いているとこで

ございます。一番最後に一応参考として参加、この補助事業に協力していただいているヘルパー

事業所の数を記載をしております。ちょっと簡単ですが、説明は以上です。 

（光岡会長） はい、ありがとうございます。今のことも含めて、皆さん、いかがでしょう、御

意見ありますでしょうか。はい。河内委員、お願いします。 

（河内委員） 今、医療型ショートステイの今の状況について説明していただいたんですけど、

今現在の利用状況というか、近年、ここ数年できて、利用がふえているのか減っているのかとか、

ちょっとそういった何か利用状況が少しわかるような情報があったらなと思うんですけれども。 

（高田子ども発達支援課長） ちょっと手元に資料がないので、正確なところはあれなんですけ

ども、少なくともこの補助事業に関しましては、中部のほうで、ずっと夜間、確認したといいま

すか、夜間の対応していただけるヘルパー事業所がなかったということで、結局１年近く、中部

のほうではこのショートステイが実施できませんでしたので、実施率というか、利用率に関して

はずっと低下しているのが実態です。東部とかは、それほど、ここ何年かで大きな変動はなかっ

たかと思いますけど、はい。西部につきましても、一部もともと山陰労災病院さんのほうでやっ

ていただいておりましたけども、そこが途中で撤退されて、その時期がちょっと１年近くありま

したので、事業実施が２６年からなんですけど、それから考えますと、実施率というか利用日数

的には減ってきているのが現状です。 

（河内委員） ありがとうございました。 

（光岡会長） はい。ほかにいかがでしょうか。ちょっと聞いてもいいですか。予約方法がそれ

ぞれ違うんですけど、この理由は何でしょうか。 

（高田子ども発達支援課長） 予約方法までちょっと特に確認してないので、それぞれの事業所

というか医療機関で、多分ほかのところを参考にされながらされているのではないかなというふ

うに思います。一応東部の県立中央病院につきましては、とりあえず、今の時点で病院としては

直近の１回だけということでされているようなんですけども、利用者のほうから、例えばまとめ

てとれるようにしてほしいというような声があれば、それはそれでまた検討したいということで、



必ずしも絶対これでいくということではないみたいなんですけども、今やり方としては、今まで

こういうやり方でされているというふうに聞いております。 

（光岡会長） はい。もう一つ、すみません。手続のことがあったんですけど、標準的な手続と

いうのを、県は示してないんですか。 

（高田子ども発達支援課長） それは利用者とのということですか。 

（光岡会長） いや、全然わからないんですけど、この意見からすると、事務手続の簡素化とい

うことで、手続が煩雑というふうに読めたんですけど、県立中央病院がそれで、ほかのところが、

声がないということは、県立中央病院だけが手間のかかることになっているとか、それとも同じ

なんだけど、ここしかこういう声が出てないのか、どっちかわからなかったので。 

（高田子ども発達支援課長） 基本的に手続きは全て一緒だというふうに思ってます。県立中央

病院だけ、特に変わった手続きをしているということはないと思います。はい。 

（光岡会長） はい、ありがとうございます。皆さん、いかがですか。いいですか。後で議事の

中でのことにも絡んでくるので、また、そのときにお尋ねとかもしていただければと思います。 

 

３ 議事 

  （１）圏域課題について 

（光岡座長） それでは、次に議事に入りたいと思います。それでは、最初（１）の圏域課題に

ついてということで、それぞれ圏域から課題をいただいております。それで、それに当たっての

ヒアリングをさせていただいてますので、そのことについて説明をお願いしたいと思います。 

 

   ○鳥取市圏域課題について 

（光岡座長） まずは、鳥取市の協議会のほうからの課題についてお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） はい。事務局の障がい福祉課、森安です。資料の７番１９ページを

お開きください。鳥取市の自立支援協議会から出てきた課題の幾つかについて、この協議会に先

立って、事務局、私と光岡座長と相談支援アドバイザーの中島哲朗さんとで３人でヒアリング行

った結果を記載しています。ただ、ここに書いていないものも幾つかあります。出てきたものと

して、その就労支援に対する就労継続支援Ｂ型についてということと、就労移行支援について、

それから児童・障がい児の区分認定についてということで３点をこちらに上げています。 

順に申し上げていくと、就労継続支援Ｂ型についてです。平成３０年４月の障害福祉サービス

の報酬改定で、平均工賃、その事業所の利用者が全体で何人おられて、その中で幾ら工賃が出さ

れて、それでその１人に割合、平均でその人に払った、その皆さんに払ったお金の工賃で報酬が

決まるというふうになりました、この４月からですけれども。そうすると、週１回とか、月にそ

んなに回数が通えない方だとか、１日でもフルではなくて２時間しか通えないというような方に

関しては、平均工賃が結果的に、ほかの事業所の利用者さんの平均と、結局言い方は悪いですけ

れども下げてしまう可能性がある、そういうことから、ここでは利用者が行き場がなくなるよう

なことは避けたいんだけれども、実際そういった方が通いづらくなっているという現状があるの

ではないかということが、市の相談の部会から上がっているというようなことや、利用日数の少



ない利用者を平均工賃の算出から外せないだろうか、外せる仕組みができないかというようなこ

とや、利用日数が少なかった利用者の方に、通所日数が、回数がふやせたら加算がつくような制

度をつくってもらえないかとか、そういったことを県から国に要望していただけないかというよ

うなことがありました。 

これについて、他の圏域、東部４町や中部・西部の状況を確認したんですけれども、年度当初

そういった、利用を渋られるようなことがあったようには聞きましたけれども、最近ではほとん

ど聞かないというようなこと、それから、そもそも障害福祉サービスの制度上、事業所には利用

者に対して応諾義務があります。ですので、こういった理由で利用契約を断るというのは不適切

な行為となりますので、そもそも県からも国に対しては報酬改定に関して要望はしていますが、

書いてあるとおり、１９ページの下半分に書いているとおりで、そもそも事業所の平均工賃のみ

に着目した報酬算定ではなくて、それだけではなくて、利用者の支援の質の向上だとか、そうい

ったことを支援の質を強化するような、そういった報酬設定にしてくださいというような要望を

しています。もともとの考え方として、利用日数の少ない利用者であっても、継続して就労支援

することや、モニタリング、日常の支援の中で通所できる日がふえるような支援をすることが、

本来の就労継続支援Ｂ型の本来の支援のあり方だというふうに考えています。ですので、今のと

ころこういったその要望ではなくて、別のかたちでの要望を考えているというところです。 

めくっていただきまして、２０ページのほうです。就労移行支援事業所に関して、報酬改定で

は工賃実績に応じての報酬算定になりました。ですので、そうなってくると、今までの就労移行

支援の実績がないところについては、報酬が非常に下がってしまう、そういうようなところで、

鳥取市内の就労移行支援事業所が廃止や休止をされているというようなところです。ただ、実態

として、就労移行自体はほとんどで行っていなかったので、通常のその利用に関しては不足感が

あるわけではなく、ただ、特別支援学校の高等部から直接Ｂ型に就職するような場合のアセスメ

ントを行う事業所が少ないというようなことで困っているというようなところでした。相談支援

アドバイザーの方というのは、鳥取ではなくて米子の方なんですけれども、そこで、ナカポツ（障

害者就労・生活支援センター）をやっている方です。西部でもこういった課題は出てきていて、

それで夏休みの時期にこのアセスメントが重なって、そういった困り感があるということであれ

ば、なかぽつセンターでもその説明等は可能なので、利用調整等を行えばいいのではないかとい

うアドバイスもしていただきました。 

児童分野に関してですけれども、障がい児の区分認定ということも、今回の報酬改定で制度化

されています。今までの放課後等デイサービスというのは、どれくらいの時間を支援しても、ど

んな子を支援をしても、一律の報酬であったんですけれども、時間を３時間未満、３時間以上の

ものとに分けるということと、重度の障がい児とそれ以外の方の割合で、報酬区分が分かれるよ

うになっています。ですので、今４段階の報酬区分になっているというのが現状です。ただ、市

町村によって、障がいのあるお子さんの区分を判定するやり方が、東部圏域の中で異なっている

というような声があったそうです。東部４町と鳥取市のお話です。ただ、東部４町から鳥取市内

の事業所に通った場合に、鳥取市の市内から通っているお子さんとの区分の判定の仕方が違うか

らというようなことで、放課後等デイサービスの事業所から不満ではないですけれども戸惑いの



声があるというようなことでした。他圏域の状況を聞きましたけれども、やはり、中部の１市４

町や西部のほうでは、課題意識は特になかったので、東部４町でもちょっと疑問の声はあるんで

すけれども、そもそもそういったことであれば、相談支援事業所ですとか、鳥取市や東部４町と

で協議を行って、きちんと法律なり通知なりに基づいた調査をしていただくということではない

のではないかなというふうなところでした。ヒアリングの結果は以上ということです。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。今のは鳥取市の協議会から課題として出していた

だいたことに対しての御説明なり、方向性のことだったんですけど、鳥取市のほうで、今のお話

について補足や御意見等ありますでしょうか。今の森安さんに説明していただいたのは事務局と

してのまとめ方や方向性の話だったところですけど、それじゃあ困るとかっていうこともあろう

かと思いますけど、いかがでしょうか。 

（河内委員） すみません、河内ですけれども、本当は、就労に関してはこのとおりというか、

納得というか、就労Ｂについても確かにそのとおりだと思いますし、中のほうでも、相談員の中

でも、事業所に対しても、そういった利用者に対する応諾義務があるというようなことで、もし

そういう状況になっても、ちょっと相談員と行って対応するようにということでお話はしている

ところです。 

ちょっと私のほうで聞くのがいいのかなと思ったのが、児童区分のところの区分認定なんです

けれども、結局どうがいいのかなというところで、何かちょっとこう私自身も鳥取市と東部４町

とのやり方が、方式が、やり方が違うというようなことで、そのあたりで、どういったところに

ちょっと落としどころを持っていくのがいいのかというところで、ちょっと今の説明でよくわか

らなかったです。どうでしょうか。何かすみません。 

（光岡座長） ほかの圏域もちょっと伺いたいんですけども、米子や倉吉や、どうされているの

かなということと、どっちでもいい、智頭ですかね、智頭町のほうでどうされているのかという

ことをちょっと伺いたいんですけど、いかがでしょうか。まず、米子市からいかがですか。 

（吉井委員） すみません、ちょっとこれやってないので私、実際に、ちょっと。すみません。 

（光岡座長） ああ、そうですか。はい。じゃあ倉吉はいかがでしょう。 

（酒井委員） 倉吉市ですけれど、ちょっと私がおります課とは別の課で担当しているんですけ

れど、そこにも保健師がおりまして、保健師のほうが御家族さんから聞き取りでこの区分認定を

行っているっていうふうに聞いております。ほかに圏域の他町さんについては、窓口で担当職員

が保護者の方に聞き取りを行うっていうふうに、この間の市町の担当者会でそういう話だったか

と思います。 

（光岡座長） はい、じゃあ、すみません、奥から智頭町。 

（高田子ども発達支援課長） いいですか。 

（光岡座長） ああ、いいです、どうぞ、はい。 

（高田子ども発達支援課長） ごめんなさい。今の分なんですけど、昨年末の辺に、ちょっとう

ちのほうで各市町村さんに実際の取り扱いについて一応確認をさせてもらったので、ちょっと簡

単に説明させていただきますと、もともと国のほうで７月に通知が出ていまして、書類のみで判

定しているものについては保護者から聞き取りをするとか、きちんと再判定を徹底的にしなさい



ということになってまして、その実際に再判定されたかどうかっていう確認をとったんですけど

も、米子市さんについては、４月の時点では書面だけだったので、一応直接聞き取り等を行って

再判定をするというふうに聞いておりますし、結構いろいろほかの市町村さんのほうでは、実際

に４月の時点で保護者に聞き取りをされたりとか、相談支援事業者に内容を確認した上で判定を

出してるということで、再判定までは行わないっていうところが結構多かったと思います。鳥取

市さんについては、その再判定を行ってないということで、希望があれば、事業所から求めがあ

れば再判定はするけど、それ以外の部分では積極的にされてないというところが一応聞き取りの

結果で、結構大多数のところで、一応そういう新しい基準に基づいて聞き取り等を行った上で判

定をしていただいてるというふうに解釈してます。はい。 

（光岡座長） 智頭町はどうですか。 

（神田委員） 智頭町です。智頭町は、こちらに記載のあるとおり、智頭町含め４町ですね、相

談員のほうに委託といいますか、お願いして、そちらのほうでしていただいて提出いただくとい

う形をとっているところです。 

（光岡座長） はい。高田課長、障害支援区分は、やっぱり市町村がまず認定調査をするってこ

とでなってて、それを委託できるっていうことで、今の市町村が委託している相談支援事業所に

調査を委託するということができるようになっているんですけど、そことの関係でいうと、この

場合はどういう判断になるんですか。 

（高田子ども発達支援課長） 今回ちょっといろいろ市町村さんに聞かせていただいた部分では

そこまでは把握してなかったので、本当にその辺の取り扱いが実際どうなのかはわからないです

けども、一応先ほど言いましたように、各市町村さんのほうでは実際にされているところは、保

護者もしくは相談支援事業所に聞き取りをした上で判定を出しているというふうには聞いてます。

そこは実際に委託という形で出されているのかは、すみません、ちょっと把握していないのでわ

からないです。 

（光岡座長） まず、聞き取りっていうレベルだったら、市町村が調査をして、それに必要な情

報を聞き取るっていうことで、それは全然違和感がないですけど、それを相談支援事業所にそれ

を書いて提出してくださいってことになると、ほぼ委託のような感じがするので、そこの整理が

どうなのかなと思って聞かせてもらったんですけど、今のでいうと、市町村が保護者に聞き取っ

て判断するか、あるいはその相談支援事業所に聞き取って判断するかっていうことの整理じゃな

いかなと思うんですが、それでいいですか。 

（高田子ども発達支援課長） そうですね、直接聞いたわけではないんですけども、聞き取った

調査結果の取りまとめを見る限りは、保護者に聞き取りをするか、それでもわからなければ相談

支援事業所とか、そういう形での聞き取りを踏まえて判定を行ってるということになってるのか

なと。 

（光岡座長） それでいうと、鳥取市はどうですか、何か違和感がありますか。それ自体がない。 

（守部委員） 聞き取りをお母さんとかにすると、割と軽く記入しがちで、事業所の方とかに聞

き取りをすると、どっちかっていうと重くしたほうが単価が上がるんだけど、あって、その辺が

やっぱり東部とほか統一の見解があったほうがいいのかなっていう話とか出て、じゃあやっぱり



市の職員がしたほうがいいんじゃないかっていう話も出たけれども、そこまで、例えば包括がや

ってるみたいに、直営はちょっと難しいところだなあっていうふうな話が出て、ちょっとほかの

ところはどうだろうかっていうようなところで波があるなっていうような感じです。 

（光岡座長） 今の話を聞くと、障害支援区分の調査みたいに、こうしなければならないってい

うことが決まってないっていうふうにちょっと受けとめたんですけど、課長の話を聞くと。なの

で、今の段階でどれが望ましいんだろうっていうことのお話なのかなと思って聞かせてもらった

んですけど、それでいうと、市町村がそれを判断するっていうことに変わりはないと思うんです

けど、それの情報を収集するっていうか聞き取るところが家族、もしくは相談支援事業所ってい

うことが望ましいんではないかっていうお話だったように思うんですけど、そういうことでいい

ですか。 

（高田子ども発達支援課長） 細かいところは、すみません、私もちょっとはっきりとは言えな

いんですけど、国の通知の中では、一応保護者に加えて、その判定を行うに当たっては、その保

護者に加えて相談支援専門員とか、いわゆるデイサービス事業所とかの情報を収集して、それを

把握をしながら適切な把握に努めなさいということになってるので、どこか１つというわけでは

なくて、いろいろわかりづらいところは先ほどありましたけれども、保護者のほか、そういう相

談支援事業所とか、そういうサービス提供事業所とかのいろいろ情報を活用しつつ判断するとい

うことになるのかなと思うんですけども。 

（光岡座長） はい、どうぞ。 

（河内委員） 鳥取市で出してきた問題なので、当初は判定の仕方がばらばらだったりとか、東

部でばらばらだったりということから始まったんですけれども、結局その鳥取市は保護者聞き取

りというスタイルでやってるんですが、結局その保護者の方が項目だけ見てチェックをしている

というところで、職員のほうがやっぱり数が多いので対応し切れてないのかなというふうに思い

ます。それを相談支援専門員のほうが、保護者の方がどれとこれをこうチェックすればいいだろ

うというふうに聞かれたのを、相談員のほうがフォローしているという状況になっていますが、

それが、結局それをもとに区分というのが出るので、それが結局事業所の報酬に関係するという

ところがやはり問題で、やはり統一した基準というものがやっぱり必要なのではないかという、

障がい者のようなきちんとした調査であったりとか、そういった体制でないと、本当は不平等で

はないかという、事業所のほうから、そういった声が出てもおかしくないのかなと思うんです。

その制度的な何かこう課題というところがあるのかなとそういうふうには感じていますが、それ

に対しても何かこう意見として言ってもいいのかどうなのかっていうところもあるのかなあと思

いますが。 

（光岡座長） 意見を言ってもいいというのは、国に対してということですか。 

（河内委員） そうですね、何か。 

（光岡座長） 国に対してもあると思うんですけど、１つ県として、各市町村に対しての望まし

いあり方みたいなところをちょっと出していただいたほうがいいのかなあって思ったんですけど、

それはもう既に伝えてありますか。 



（高田子ども発達支援課長） 特に県としてという形では出しておりません。あくまでも国のほ

うからの通知が来てるので、基本的にはこの国の通知に基づいて、きちんと判定なり認定してく

ださいねっていう意向ではあります。ただ、意見ありましたので、ただ、ほかの市町村なり圏域

のほうで、どういう形でやってて、そちらのほうで問題がないんだったら、やはりそれは鳥取市

さんのほうにも、東部のほうにも少しそのやり方を考えていただかないといけないのかなと思い

ますので、少しそこは、ほかの圏域の分も、もう少しちょっと確認させていただいて、その上で

ちょっと検討したいと思います。 

（光岡座長） あとは、やはりさっきからあるように、直接利用されてる事業所は、どうしても

利害関係がその報酬の関係で出てくると思うので、そこら辺のところに配慮して調査をしていく

のがいいのかなって、私は思ったところです。はい。この話はこれでいいですかね。 

あと、ほかに今の鳥取市の課題のことで何かありますでしょうか。Ｂ型とか就労移行の話は、

中井さんのほうから何か御意見がありますでしょうか。いいですか。 

（中井副座長） 意見はありません。 

（光岡座長） 意見はありませんか。Ｂ型の報酬のあり方とか報酬算定のあり方とか、報酬基準

のあり方っていうところで、毎年県からも国に要望は出されてると思うんですけど、１つやっぱ

り、例えばＢ型、今までどこにも通所されていなかった、いわゆるひきこもりの状態の方がＢ型

に通われるときに、週１回からとか水曜日の午前中だけとかっていうような通所の仕方をされる

ことがやっぱりあると思うんです。そういう中で、それが人数カウントされて、報酬の算定の仕

方に影響するということは一定不合理なところも出てくると思うので、そこの辺もこう報酬基準

や報酬改定の中で考えていっていただく必要があるんじゃないかなと私はちょっと思ったところ

です。なので、その報酬だけによらず、報酬じゃなく、工賃だけによらず、報酬を算定するとい

うことの中の含めての意見だというふうにちょっと受けとめていただければと思います。はい。 

（守部委員） すみません。 

（光岡座長） はい、お願いします。 

（守部委員） すみません。私の勉強不足だと思うんですけど、この前、新聞とかで平井知事が

出て、報酬がアップした、アップ率は日本一って言ってたのは、あれはＡ型とかの話ですか。 

（森安障がい福祉課係長） Ｂです。 

（守部委員） Ｂ型です。 

（森安障がい福祉課係長） 工賃だったらＢです。 

（守部委員） Ｂですね。ここだと何か減額になったと書いてあるの、これはまた別。これは、

工賃は減額だけど報酬はアップ。 

（河内委員） 工賃はアップをしたのに。 

（守部委員） 報酬は。 

（光岡座長） 今のどこの話ですか。 

（守部委員） ごめんなさい、１９ページの下のところで。 

（光岡座長） １９ページの何行目ですかね。 

（守部委員） 下の３行目ぐらいから、減額って。 



（光岡座長） ああ、県全体で減額になったっていう、そこですか。 

（森安障がい福祉課係長） ちょっといいですか。 

（光岡座長） はい。 

（森安障がい福祉課係長） 説明をちょっといたしますけれども、就労継続支援Ｂ型の事業所の

受け取る報酬がこの報酬改定で下がりましたよ、全体的に下がりましたよということをここでは

書いています。工賃の伸び率が日本一でしたということは、利用者が受け取られた、障がいのあ

る方がＢ型で働いて受け取られた工賃の伸び率が、昨年度と比べての伸び率が日本の中で一番高

かったという話であって、ここの基本報酬が下がったというのは、平成３０年度４月の報酬改定

によって、もともとのそのベースが下がったということや、その区分、平均工賃によって報酬区

分が分かれるということのシミュレーションをこちらの県のほうでしたところ、ほとんどという

か、全体として減額になったということを書いていて、その受け取る主体の受け取るお金が違う

わけです。はい、以上でいいでしょうか。 

（光岡座長） いいですか。はい、また後で聞いていただければと思います。はい。 

それでは、ちょっと間で休憩が要りますかね。はい。じゃあ、ちょっと鳥取市の課題のところ

が今まで終わったというところで休憩にしたいと思います。あの時計で５分まで、３時５分まで

休憩したいと思います。じゃあ、すみません、５分までに席に着いていただきますようにお願い

します。 

 

（休憩） 

 

   ○西部圏域課題（災害時の支援体制）について 

（光岡座長） では、時間になりましたので再開したいと思います。次はですね、西部圏域から

の課題について、説明をお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） はい。では、資料８と書いてある２１ページから２３ページまでの

ペーパーをご覧ください。これは西部の自立支援協議会から災害時の支援体制についてというこ

とで、県の自立支援協議会に御提案というか、検討を依頼するという形で出てきているものです。

これについては２２ページのほう見ていたければと思うんですけれども、西部の自立支援協議会

の災害対策部会というところで、災害時要援護者の関係ですとか、避難所、福祉避難所などに障

がい者を想定した備蓄物品のお話であるとか、福祉避難所の福祉スペースの確保・運営指針の周

知徹底ですとか、そういったことをやってくださいということですとか、２３ページのところの

５番にあるんですけれども、県も含め、各自治体が災害時の障がい者支援について、どのように

検討したか、現対策についてはどのようなものか、そういったことをきちんと周知してほしいと

いうようなことが書いてありました。書いてありましたというか、そういうことで意見をいただ

いておりまして、ヒアリングも同じように行っているところなんですけれども、そもそも災害時

の支援体制というのは一義的には市町村が行うものというところで、県で統一的に、例えば要援

護者の基準を示すということはなかなか難しいというふうに危機管理局ともお話をさせていただ

きました。それはなぜかというと、例えばですけども、福祉避難所のキャパシティーがその市町



村によって違うということから、例えばＡ町とＢ町で福祉避難所に避難してこられる方の人数、

場所を考えると、要援護者の基準を統一するということをした場合に、人数が変わってくる。人

数が、キャパシティーが大きいところではそれでいいんだけれど、小さいとこだとそうはいかな

いというようなことですとか、そういった難しさがあるというようなところでした。そもそも県

で行うことだとか市町村で行うことということが、なかなかその各事業所さんだとか、当事者団

体の方になかなかうまく伝わっていない部分もあったりですとかするんですけれども、やはりこ

ういった声があるということは、それはその西部だけでないことだと思います。ただ、障がい福

祉課が所管していることってのはほとんどありませんので、危機管理局のほうと、例えば西部の

自立支援協議会ですとか、そういったほかの団体さんとのお話の場というところで、またこの議

題については解決するというか、解決に向けたお話し合いをしていくというようなところかなと

いうふうに考えています。はい、以上です。簡単ですけども、以上です。 

（光岡座長） はい。今の西部圏域からは、主として災害時の支援体制のことの課題を出してい

ただいたんですけど、今の説明や、それから方向性についてのことで補足や御意見、吉井さんや

宮倉さんのほうからお願いできますでしょうか。 

（吉井委員） 米子市の吉井です。先ほど森安さんのほうから言われた避難所の設置がある市町

村というのは、確かにそのとおりだと思います。ただ、その中で、例えば備蓄品、共通品目で２

０品目でしたっけ、あるかと思うんですが、その中には、なかなか障がい者に特定に配慮したよ

うなものがない。市町村で準備すれば、数が少ないものだから市町村で準備すれば足りるという

ようなことかもしれませんが、そういうふうなものも含めて県下で統一したような、例えば白杖

とか、おもちゃ、塗り絵セット、そういうようなものなども備品としていただけたらなと、準備

していただけたらなというようなこともありまして、避難所の設置というようなことは、確かに

おっしゃったとおりなのですが、そのほかで県のほうで検討していただけるべきことがあるんじ

ゃないかなというようなところもありまして、このようなところは書いて提出したというような

こともあります。 

（宮倉委員） 宮倉です。よろしくお願いします。今、吉井さんのほうからも話がありました。

今回提出させていただいたのは、これ２９、３０年度、前回のまとめ。 

（吉井委員） まとめたのが、３０年の３月。 

（宮倉委員） ３月の西部のほうの災害対策部会のほうのまとめとして出させていただきました。

ちょうど１年ほど前になりますかね、県のほうの危機管理政策課より福祉避難所及び福祉避難ス

ペース（運営対策指針）というものが各市町村宛てに出されまして、その審議の内容については、

かなり踏み込んだ内容になっておりまして、それを踏まえて、各市町村がそれぞれ計画に含んで

いただくというようなことになっているかと思うんですが、なかなか各市町村も温度差があった

り、立地の問題もありますし、中山間地特有の問題もあったり、なかなかそういったところで、

実態に合ったというか、そういった計画が十分になかなかできないというようなことや、それか

ら、福祉避難所につきましても、なかなかそれぞれの市町村の実情が違いますので、それぞれの

地域に合った福祉避難所の設置といいますか、そういったところもなかなか進んでいないという

状況もあったりしております。今回出させていただいた中で、結構細かく上げております。また、



西部に限らず、そのほか中部・東部のほうでこういった似たような課題があれば、また教えてい

ただければ、そういった全体の会でさらに深めていけるんじゃないかなというふうに思っており

ますので、何か災害について御意見等あれば、御提出お願いをいたします。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。では、災害のことは西部だけではないと思います。

中部や東部でこのことについて何か話し合われていることなどありましたら、お願いしたいと思

います。中部はいかがですか。 

（酒井委員） 圏域としては、圏域としての課題として協議していることは、災害対策について

はなくって、各市町でそれぞれが話し合いをしていくっていうようなかたちになっています。 

（光岡座長） 東部はいかがでしょうか。 

（日下部委員） 東部というんじゃなくて、鳥取市の育成会なんですけれど、鳥取の育成会は、

前も鳥取市長との懇談会というのを持っておりまして、この前も持ったんですけれども、議題は

いっぱいあるんですけれども、その中でこの災害の話がありまして、出た意見としては福祉避難

所の意見がありましてね、どうしても障がい者の方が一般の人と一緒だとどうしても暴れたりと

かいろいろあって、福祉避難所が欲しいっていうような聞き取りもしていて、施設の答えとして

は、防災マップがあるんですけれども、今は書いてないんですけれども、１年後かな、改訂する

ときに、その防災マップで福祉避難所は入れますよという意見を聞きました。それから、あと、

アレルギーの問題で、備蓄品の中に食品アレルギーに対応した食品を備蓄してあるかということ

で、米と何かミルクでしたかね、アレルギーに対応したものが備蓄してあるというふうな、そう

いう返答はいただきました。まだ、まとまった形の東部とかいうのはちょっとないんですけど、

そういうふうに、今のところはそういう市長との懇談会というような席を利用していつもやって

おります。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。行政のほうはいかがですか。 

（守部委員） この前の懇談会があったときにも、今の時点だと、とりあえず一般の避難所に行

っていただいて、そこから福祉避難所を当たるっていうふうになっていまして、それじゃあ二度

手間になるのではないかというような御指摘もあったんですけど、そのときに福祉避難所がどの

ような状況にあるかっていうことを確認してから、そこも被害があったりするかもしれないし、

そういう確認もしたいので、一度やっぱり地域の近いところに避難していただいて、それから行

ける場所、避難所を確認してから提供したいというような回答をさせていただきました。あと、

自立支援協議会のほうで、ろうの方とか視覚障がいの方とかに、どうしてもろうの方だと、情報

が入りにくかったり、視覚障がいの方もやっぱり目からの情報が入らないということで、これは

情報の伝達についてをもう少し考えて避難が遅れないように考えていかないといけないというこ

とで、災害時の防災の弱者の方の多く情報獲得のためのワーキングを、情報獲得困難者のための

ワーキングを１２月ぐらいから始めているところです。まだ成果は出てきてないですけど、課題

を取り上げて取り組んでいっているところです。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。はい、いいですかね。 

（山根委員） すみません、東部４町ですが、４町全体での話にはなってないですけども、八頭

町のほうでは、実は防災室がつくられるんですよね。こちらのほうは、実は自主避難所を議員さ



んとかと連携しながら話を進めているという情報が入っていまして、そこを福祉課等が一緒に協

議をする場を持っていて、実際にその備蓄品でのどういったものが必要なのかというところが、

構成委員のほうが正確には把握し切れていない部分があるので、その辺を情報共有していきまし

ょうという話が今持ち上がっているところです。なので、具体的にこれから検討が進む段階なと

ころです。 

（神田委員） 智頭町です。東部地域生活支援協議会では、各町が今、地域課題に取り組んでお

りまして、智頭町では昨年度より災害支援について取り組んでいるところで、今年度は、手帳を

お持ちの方に訪問調査させていただきまして、そして、聴覚障がい者の手帳をお持ちの方を対象

に実地調査、訪問調査させていただいた中で、調査した全員が福祉避難所を知らないという回答、

あと地域の公民館とかの避難所は全員把握されているというところで、福祉避難所の周知がまだ

十分ではないというところの実感があったことと、あと、そうです、あと要支援台帳ですか、災

害時要援護者台帳、それが鳥取も登録されている方は半数おられたんですけど、そういった方も

要援護者台帳のことを知らないということで、実情とその調査の内容がちょっと乖離していると

いうか、実際に援護者台帳のことはあんまり詳しく知らないけども登録されていて、そういった

方も半分以上、こうなったときにどこに移るが、今回の調査で上げられていました。智頭町は以

上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。さっきの福祉避難所の情報を公開するかどうかと

いうこともたしか西部だったかなと思いますけども。 

（吉井委員） すみません。 

（光岡座長） はい。 

（吉井委員） 行政の方にお伺いしたいんですが、福祉避難所について具体的にもし来られたら

どういう具合な運用するとか、そこの避難所に行っていただく、一時避難所に集まった後、福祉

避難所にというようなところが大部分じゃないかと思うんですけど、その移動手段とか、細かい

もの、その福祉避難所でも準備していただいている、協定でどういうものを準備していただいて

いるとか、具体的に決まっているようなものとかありますでしょうか。米子の場合、ちょっとま

だ具体的なところまでは決まっておりませんで、早急にその内容について詰めていく必要がある

んですけど、もしあれば参考にさせていただきたいと思いますので、教えていただけたらと思い

ます。 

（光岡座長） じゃあ近いところで倉吉市さん、いかがですか。 

（酒井委員） すみません。防災のところはちょっとそんなに詳しくはないんですけれど、まず、

倉吉市につきましても、一旦、一般避難所に避難をしていただいて、そこから必要のある人には

福祉避難所のほうへ移動していただくという方法を考えております。速やかに福祉避難所のほう

に移っていただく人を把握して、移っていただく必要というのがあるんですけれど、そこのとこ

ろについて一般避難所の、まず名前を書いていただいたりする名簿みたいなものがあるんですけ

れど、そこのところを名前とか住所だけとかそういうことではなくって、書いていただけるんだ

ったら、こういうことで避難したときにこういうことが困っているとか、こういう障がいがある

ということを書いていただけるようだったら、名簿のほうに書いていただくというとこら辺と、



それから、移動班のほうの保健師のほうは早目に準備の、一般避難所が立ち上がった段階で、す

ぐに巡回に行って、その名簿を見ながら、一人一人の健康状態を確認するときに、この方は福祉

避難所に移ったほうがいいなというのを福祉のほうの多分援護班のほうに連絡をいただいて、そ

こからは援護班のほうが動くみたいな形で、福祉避難所へもスムーズな移動という格好に、移動

ができるようにというところの初動マニュアルというものが今整備をされているところになって

います。 

（吉井委員） 判断を保健師さんがされるっていうことでいいですね、希望と、そこは。 

（酒井委員） 今のところ、保健師がするっていうふうになっていますが、保健師の数が圧倒的

にその災害の規模にもよると思います。地震だとその保健師の数が全然足らないんですけれど、

例えば河川の氾濫で一部の地域だったりとかすると、そのあたりをそのチームがするというとこ

ろもあって、そのあたりを、一応のラインは決めてきたところなんですけれど、実際にそれを使

って求めているっていうところではないので、だけど基本マニュアルがない限りは変更できない

ので、そういうような形で今細かく具体的に誰がどのようにするかを今、初動マニュアルを具体

的にしていくっていうところになっています。 

（光岡座長） はい。ありがとうございます。鳥取市、いかがですか。 

（守部委員） すみません。鳥取市では、福祉避難所の担当が、障がい福祉課が担当してまして、

ちょっとそこは担当はしてないので、もし何かあれば、あれば提供できたらと思っております。

今の時点では、その福祉避難所に実際に避難をした事例も今のところはなく、あとは何か精神の

スタッフの方、障がい者の方が小学校とかに避難された場合には、何か障がいがある人で皆さん

と一緒になれないような場合には、別のその方たちだけの教室を準備するとか、そういうふうな

形で対応を考えています。 

（光岡座長） はい、智頭町。 

（神田委員） はい、智頭町です。直接的な担当でなくて詳しいことはちょっと今この場では言

うことができないですけど、智頭町での７月の災害時に福祉避難所に１５０名程度避難されたと

いうことで、基本的には一時避難所、先ほど言われたとおりのところから、福祉避難所なんです

けど、御本人から直接電話があって、それも、その世帯の状況で支援者とかいないとか判断があ

ればこちらで動かしていただいて、その人の支援とかに向かわせていただくという個別の支援を

行っております。あと避難所に来られた際に、名簿のほうを書いていただきまして、その中で個

別聞き取りをした中で、支援が必要であれば個室を用意したりとか、あとはベッドが必要だった

らベッドのある部屋用意して、そちらのほうで一時的に支援できるような体制は整えています。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。吉井さん、いいですか。 

（吉井委員） はい、ありがとうございます。 

（光岡座長） もともとそういうことって、東部の間で横の連携とか状況交換とかっていうのは

もともとないんですか。 

（吉井委員） 福祉間ではなかったですね。今回、先週やった災害対策部会で、全市町会、旧市

町村に全部声かけて出てもらうお願いしたんですけど、欠席が３分の１ぐらいありまして、一応

議事録とそれから資料だけは、今回情報共有のために配信したんですけど、やっぱり旧市町村で



今まで自立支援協議会でやっていく以上は、もっと情報共有すべきかなっていうところが反省点

であります。 

（光岡座長） はい。今月に入ってからですかね、聴覚障がいの方の１１９番通報のことが議題

だった会議があったのをニュースで見たんですけど、あれに参加してるのは市町村の危機管理部

局、防災部局が参加してるということですかね。わからないですか。はい。ということで、いろ

いろとチャンネルがいっぱいあってわかりにくい複雑な問題になってると思うんですけども、今

の話で本当は防災の部会っていうのも必要なんじゃないかなと思ってるんですけど、今５つの部

会が全部機能してない中で、また違う部会っていうのもちょっとなかなか荷が重いっていうこと

がありまして、ここは部会ということではなくて、さっきのお話、事務局からのお話にもありま

したけど、危機管理部局だけの危機管理部局と、それから福祉の各地域の自立支援協議会や、こ

の県の自立支援協議会との意見交換というか、そういう場を設定してみて、そこでのいろんな意

見の中から課題整理をしたりとか、それぞれの市町村へ県が取り組むことっていうのを、ちょっ

ともう一回確認してみたいかなと思いますが、いかがでしょうか。 

（宮倉委員） よろしいですか。 

（光岡座長） はい。 

（宮倉委員） はい、宮倉です。先ほど光岡座長のほうからもお話がありましたように、本当に

昨今とも日本全国でいろんな災害が起こっておりまして、非常に西部の協議会のほうでも今回出

させていただいた資料のように、いろいろ協議を重ねてきております。そういった中で、先ほど

も話がありましたように、まず何か災害が起きればまず一般避難所に避難をされるということで、

まずその中での、年齢であったり、また障がいであったり、それぞれに対する配慮というのがま

ず必要になってくると思われますし、それから、そういった中で、まず誰がリーダーシップをと

って福祉避難所に避難をしていく声かけをするのかなというところで、まず災害が起きてすぐに

市町村の方がその一般避難所に来られるというのは非常に難しいと思いますので、まず県のほう

のマニュアルのほうでもありましたけど、この地域住民の協力というのは非常に大事かなという

ふうにも思っておりまして、そういったところの広報といいますか、自治体への声かけというの

も非常に大事になってくるのかなというふうにも考えておるところであります。それから、先ほ

どもお話ししましたけど、それぞれ市町村の地理的な条件によって、いろいろ福祉避難所に実際

に避難する避難方法といいますか、中山間地であれば何か道でも土砂崩れでもあれば、そこまで

行けないというような状況も想定されるので、いろんな状況を考えておく必要があるのかなとい

うふうに思っております。ですので、先ほど座長のほうからもありましたように、そういった全

県的な課題として協議できるような場があればいいのかなというふうに思っております。きょう

いろいろ意見を聞かせていただいて非常に参考になりました。せっかく、それぞれいろんな工夫

をされておる団体、それから、市町村もありますので、そういった方々が集まって意見交換をす

るというのも非常に有意義かなと思いますので、ぜひそういった機会を設けていただければあり

がたいと思います。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。では、その方向で進めたいと思うんですけども、

西部はこれ提案なので、西部は出席でのほうだと思うんですけど、ほかの圏域もそういう場があ



れば、出席ということでよろしいですか。全部の自立支援協議会が出席していただくと、そこで

市町村のほうも必然的に構成委員だと思うので、結果的に１９市町村が全部関わっていただくと

いうことになろうかと思いますけども、いいですかね。あとは、県のほうからその危機管理部局

は当然なんですけど、例えば住宅部局とか、仮設住宅をつくれば、そっちの係が出てくると思う

ので、そういう全部とは言いませんけど、関連部局のほうにも出ていただけると助かるなという

ふうに思います。あと、今みたいに一からいろんなことを聞いていくと時間がなくなるので、そ

れぞれの今の圏域や市町村の取り組みをある程度まとめてから、そういう会に臨んだほうがいい

のかなと思います。はい。じゃあ、そういう方向性で進めたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

   ○強度行動障がい者の支援について 

（光岡座長） それでは、次ですけど、今の鳥取市や西部の課題の中で共通しているものがあっ

たので、そこをちょっと２点ほど協議したいと思います。１つは、強度行動障がいの方の支援の

ことと、それから医療ケアが必要な方の、具体的に言うとショートステイのこと、２点が共通し

てる課題として受けとめましたので、そのことをちょっとお話ししたいと思います。では、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。２４ページの強度行動障がい者の支援体制整備についてとい

う資料９をご覧ください。市の自立支援協議会、それから、西部の自立支援協議会に関してヒア

リングを行ったところ、この強度行動障がい者の支援体制について、今までの協議会の中でも何

度か出てきているんですけれども、まだ解決をしていない状況にあるというところです。具体的

に、鳥取市から出てきたものと西部から出てきているものを説明すると、県内の強度行動障がい

者を新たに受け入れることができる施設がないということで、施設を改築したとしても、それで、

そこで現在入所している強度行動障がい者の支援までしかなかなか対応できないという状況にあ

るということ。それから、日中サービス、これは入所施設だけではなくて日中サービス、生活介

護事業所ですとかグループホームなどの強度行動障がい者を受け入れる施設がないということ、

少ないということから、特に皆成学園、県立の児童の入所施設ですけれども、そこから成人施設、

例えば入所施設ですので障害者支援施設などに移行する児童の受け入れができないという状況が

あるということ。これは西部圏域から上がってきていますが、同じように県の決算審査特別委員

会でも指摘をされていて、この問題というのは、基本的に障がい児の入所施設については１８歳

までしか受け入れることができませんが、法律上２０歳までは、移行先がないということであれ

ば見られるということになるのですが、結局２年先延ばしになるだけですので、移行先を確保し

ないといけないというのには変わりはないということです。この問題については、現状つらつら

書いておりますけれども、かねてから、やはり平成２５年のころから研修などを行っていたり、

実態調査なども昨年度の協議会で発表させていただいたところですけれども、実際には、その入

所施設から退去を計画的にされる、地域移行される強度行動の方というのはほとんどおられない

状態です。昨年度、障害福祉計画等も策定しましたけれども、その中でも入所施設というのは、

これから増やすような現状にはありません。とすると、行動障がいのある方や、その他の入所し



ておられる方が、地域移行、グループホームなどに地域移行していくことで、入所施設を出たり

しても、必要とする方が支援を受けられるように、入所ができるようなところをつくっていくと

いうことをしないと、循環をさせていかないと、強度行動障がいのある方の、本当にお子さんか

ら成人になった方の入所がなかなか難しいということになっています。ただ、それぞれの施設な

り、それぞれの法人、例えばここに挙げている鳥取県厚生事業団という法人が多くその強度行動

の方も受け入れてくれるところですとか、移行させるということでいうと、皆成学園など、それ

ぞれの課題意識はあるんですけれども、研修などもやっているんだけれども、それがどう生きて

いるのかわからないというところ、それから、結局、その移行先がないということの問題という

のは、例えばグループホームの施設などを持っている法人などにも、いろいろこう出ないとなか

なか難しいというようなところです。その情報を持っているところと持っていないところの差が

非常に激しくて、どこから何をすればいいのかということも共通認識を持つことにはなかなかで

きないというところです。そういうところですので、２５ページ、ワーキングのイメージ図とい

うところを見ていただけたらと思うのですけれども、やはり行動障がいがある程度軽減されてい

るにもかかわらず、ずっと入所施設におられる方というのもおられたりします。その方の地域移

行という問題にも解決していく必要があります。それから、先ほど言ったような皆成学園におか

れる問題ですとか、それからもっと言えば、その支援経験が少ないところというのは、段階的に

受け入れをしていかないと、なかなか支援のスキルが上がらないというような、こういった、そ

の多くの人で強度行動障がいのある方も支援するようなそういった仕組みをつくらないといけな

い時期に来ているということですので、こういったまずはワーキングをつくっているところで仲

間を増やしていく、関係する機関がそれに対する場をつくっていくことで、さまざまなことが解

決できればなと思っているところですので、こういったワーキングを開いていこうかなというふ

うに思っているところです。説明は以上です。 

（光岡座長） はい。では、１つ目のところ、強度行動障がいの方の支援についてということで、

今お話があったように、一番、一番でもないんですけど、深刻な課題としては、その皆成学園と

年齢超過の方の行き先がなくて、これは伺った話だったり、中部でもなんですけど、県内に受け

とめられる生活の場がなくて、県外の施設に行かざるを得ないということが複数で出てるという

ことは、これは鳥取県として深刻な問題だなというふうに思うんです。その中で、県としても、

県も市町村もさまざまな事業を間接的にやっていると思います。例えば、ショートステイがなか

なか受けてもらえないということに関しては、県独自の加算をつけて、夜間も１対１で対応して

いただけるような事業をつくったりとか、それからグループホームで受けとめられやすいように、

その設備整備の補助をつくったりとか、いろいろしてると思うんですけども、さっきの課題はな

かなか解決できずなので、また違った観点で施策なり、事業なり考えていく必要があるんじゃな

いかなと思っていて、それの１つがワーキングでいろんな方の御意見やお知恵を出していただく

ということかなと思いますけども、皆さん、御意見いかがでしょうか。施設のほうのかじを取っ

ておられる宮倉さん、いかがでしょうか。 

（宮倉委員） はい、宮倉です。うちのほうも障害者支援施設、入所施設等をやっております。

うちだけではないですが、県内の障害者支援施設の現状を見ますと、やはり非常にこう重度、高



齢化が進んでおりまして、平均年齢も６０を越えているような状況であります。かなり高齢な方

がお住まいになっておられるというのが現状でして、なかなかこう、その方が例えば介護のほう

に移行されてあきが出て、こういった若い方を受け入れるという状況になっておりませんで、な

かなかこう、そのところでとまっているという状況で、なおかつ国もそうですし、県、それぞれ

の市町村の障害福祉計画でもありますように、入所利用者の削減ということも言われておる中で、

なかなかこう新規で若い方を受け入れるというのは非常に難しい状況であります。うちの施設も

今年度、皆成学園さんのほうから３人ですかね、もう近々卒業、また、過齢児として残っておら

れる方、何とかなりませんかということで相談をいただくんですが、なかなかあきができない状

況でありますし、皆成学園さんもみなしの指定を受けるということがないという、それはないで

すもんね。ですので、先ほど森安さんが言われたように、やはり時期が来れば、出られなきゃい

けないという状況にあるということがあろうかと思います。ただ、今の国のそうした流れもそう

なんですが、できれば、そういった重度、強度行動障がい、行動の障がいがある方が、より地域

に近い形で住まうことができるようなグループホームのほうができれば、なおいいのかなという

ふうには個人的には思っております。ただ、それには１つの、それから県を含めしっかりしたバ

ックアップをしていただかないと、なかなかこう民間の事業所がそれを立ち上げて運用していく

というのは、現在ちょっと人材確保の面からも非常に難しいですし、やはり夜間支援のことも想

定をしますと、かなり手厚い形での支援が必要かなというふうにも思っております。そういった

ことも含めて、２５ページのワーキングのイメージ図に出ていますので、このあたりを協議して

いきながら、また行政としてもそういったグループホーム等の立ち上げにしっかりバックアップ

していただくようにお願いをできたらなというふうに思うところであります。とりあえず、以上

で、はい。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。ワーキングのメンバーとか、そういうのはイメー

ジでありますか。 

（森安障がい福祉課係長） そこにも、ここに書いているところ、プラスアルファですけれども、

それは必要に応じて追加していくと。関係の皆さんに呼びかけていく中で、こういうところはあ

ったほうがいいんじゃないかということを、幅広につかまえていけたらいいかなと思っています。 

（光岡座長） そういうことを考えていく、知恵を出していくメンバーとして、こういう方必要

じゃないかというのがあれば出していただければなと思います。今日じゃなくても結構ですので、

お願いしたいと思いますけども、今の強度行動障がいのことに関しては、いかがでしょうか。は

い。 

 では、次の医療的ケアの必要な方のショートステイ等の課題についてお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） すみません、資料６に戻っていただく形になると思います。同じく、

医療型ショートステイに関しては、医療的ケア児の部会においてもですし、市町村とか圏域の定

例会においても同じように課題として上がっています。ただ、説明は先ほど子ども発達支援課の

高田課長がしたとおりでございますが、やはりこの今日配付の実施状況というものもまた、提示

させていただいていますが、それがなかなか地域のほうでまだまだわかっていただけてない部分

もあったり、それから、これをもってだとか、その利用されている方のニーズだとかっていうこ



とを拾っていかないと、やはり医療型ショートステイというのはなかなか利用が難しいのではな

いかということかなというふうに考えています。先ほど説明したとおりで、やはりなかなか県の

ほうでぐるっとできることだとか、その事業所、病院に任せていることだとかということの差が

あることですので、全てのニーズに全て応えられるということではないんでしょうけれども、そ

れを幅広に聞いていきながら、できることとできないことを仕分けをしていく必要があるかなと

いうふうに思っています。 

（光岡座長） はい。余りはっきりした方向性がないお話のように受けとめたんですけど、同じ

ぐらい深刻な話かなと思います。１つ、今の冒頭にあった西部の博愛病院関係のクリニックの開

設の中でも、ショートステイというのが書かれてたと思うんですけど、これは中部や東部にも同

じような、拠点的な施設がリサーチされているのができるように聞いていますけど、それはいか

がですか、進捗状況など。 

（高田子ども発達支援課長） まず東部に関していいますと、今のところ、まだ財団のほうに正

式に申請という形にはなっておりませんけども、予定としては、３２年の４月の交付に向けて今

手続、手続というか調整を行っているところです。 

中部に関しましては、少し今話がストップしておりまして、今のところ、少し先がどうなるか

というのは、ちょっと今現時点ではお答えできないです。 

西部のほうの博愛につきましては、病床の診療小児科の医師が一緒にくっついていくので、医

療型のショートステイができますけども、ほかのところでは医師が絡んでの拠点という形にはな

らないので、少なくとも拠点での医療型ショートステイということはないようです。 

（光岡座長） ってことは、中部や東部ではショート、医療型のショートステイは増える見込み

が今のところないっていうことかなと思うんですけど。 

（高田子ども発達支援課長） 拠点、この財団とのプロジェクトの中では、増えることはないと

いうことです。はい。中部に関していえば、今、厚生病院と話をしているので、厚生病院のほう

で近々ショートステイをできる体制が立ち上げるというふうには聞いています。 

（光岡座長） はい、そういうことだそうです。もう少しこの医療型、医療的ケアが必要な方々

の支援、ショートステイなど、そういうところ進めていかないといけないのかなと思うんですけ

ど、皆さんの、委員の皆さんからの御意見や提案等あったらお願いしたいと思うんですけど、水

本さん、いかがですか。 

（水本委員） すみません、私もちょっと。すみません、この博愛のショートステイ、それと労

災でのショートステイは経験済みなのですが、やはり病院の中でのトラブルがすごく多いような

気がしました。利用する側よりも、病院の中のスタッフの関係がとってもまずく、悪くなってき

ているような関係と、それと、病院がどうしても救急病院になってくると、そっち優先なので、

利用者は二の次になって、労災での実例としまして、労災では、ヘルパーをつけてショートステ

イをするということで、ヘルパーがほとんどしなきゃいけなくなってくることと、それと１泊す

れば２４時間体制になるということと、それと看護師さんに吸引とかヘルパーができない部分を

お願いしなきゃいけないんだけども、すぐ来ていただけないっていうのがとっても何か、その話

がたくさん、ショートされた人からは聞こえたんですけれども、今度、博愛でもこれがどうなる



のかなっていうのは、ずっと疑っていうふうになってて、それ１床なので、今はもう現実問題１

人入っておられます。そうすると、幾らお願いしても、１カ月待とうが２カ月待とうが入れない

っていう状態を聞いていますので、そこは、やはりこのままでは、これのする意味が、ちょっと

少なくなるのではないかなというふうに思っています。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。今のは、最初のほうで悪くなってきているという

ことがあったんですけど。 

（水本委員） はい。 

（光岡座長） どんな原因でしょうか。 

（水本委員） やはりドクターの、院長の意見と、現場で働く看護師さんたちの意見が、やはり

すれ違ってくるっていうのかな。現場はとっても忙しい、でもしなきゃいけないというところに、

すごくひずみができてきているような気がしましたけど、現実問題はね。 

（光岡座長） だから、病院内での連携の問題もあるのかなと今思ったんですけど、今のお話で

いくと、なかなか成果が見えないようなことも伺ったんですけど、例えば今のこの表にあるもの

で、先ほどもあったんですけど、予約方法とかそういうとこで、一定の統一ができないものでし

ょうか。例えば月１回のみとか複数回でも可能とかっていうあたり、最低限のあり方によって統

一とかができないものですかね。 

（高田子ども発達支援課長） 使われている形にもよるとは思いますので、必ずしも絶対に全部

統一しなきゃいけないっていうふうには思いませんけども、予約の仕方とかで、予約の方法とか

で予約するときで、実際利用者のほうで不都合が生じているということであれば、それはそれぞ

れ病院で改善なり見直しをしていただければいいとは思うんですけども、今時点では、そうです

ね、うちのほうから病院に働きかけていくところまでは考えてないです。 

（光岡座長） 地域として困ってて、こういうとこを改善してほしいなとかっていうのがありま

すでしょうか。鳥取市のヒアリングでは、そういうところもちょっとお聞きしたんですけど、ど

うですか、鳥取市さん。 

（河内委員） 河内です。鳥取市からは、今までも機会があるごとに言ってきているのかなとは

思うんですけれども、やはり少し、やっぱりもう少し柔軟な対応ができないかなっていう思いが

相談員の方もありまして、相談員さんがいろいろ交渉するんだけれども、やっぱり進展しないと

いうことで、今までも相談員から県のほうに問い合わせというか、こちらからまた病院のほうに

ちょっと問い合わせとかもしたり、ちょっと働きかけていただいたこともあったかなとは思うん

ですけれども、さっき言ったとおり、その答えとしては一緒であって、今まででになるんですけ

れども、やはり少しでもやっぱり前進するためには、やはり県中の方にも入っていただいて、県

庁、病院とその相談とかと一緒に、ちょっと一度改善に向けての話し合う機会を持つとか、そう

いった何か少しバックアップというか、そういった機会がいただけたらありがたいなというか、

なかなか統一した、県で統一したっていうところまでは難しいまでも、やはりちょっとした配慮

で改善するのではないかなというところも、やはり一方通行で終わってると感じているんですね。

なので、ぜひそういったところを検討いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 



（高田子ども発達支援課長） もしかしたら以前に聞いてるかもしれないんですけど、具体的に

今言われたとおり病院内連携部分を具体的にまた教えていただけますか。内容によっては、その

病院に話をしてできるものもあるかもしれませんし、今の仕組みを例えばヘルパーを派遣すると

いうことになっているので、例えば期間を短縮せよという部分は、そのやはりヘルパーの派遣、

どうしてもやはりある程度期間が必要ですので、そこは今の制度上どうしても言われても無理っ

ていうとこもありますので、より具体的にちょっと教えていただければ、その中で病院さんと話

をしてできること、できないところっていうのはあると思いますし、見直しをして、より利用し

やすくなるということであれば、もちろんそれがうちにとってもメリットありますので、そこは

いろいろまた対応していきたいと思いますので、またちょっと具体的に教えてください。 

（河内委員） また相談をさせていただきます。 

（光岡座長） はい。ちょっとじゃあ直近の言われたようなところは、また調整、県も協力して

いただいて調整をしていただきたいと思います。大きな枠での改善の方向性みたいなのは、ちょ

っとなかなか今日の時点で出ないんですけど、また医療的ケアを必要な方の部会、その中でも引

き続き話を、話し合いをしていきたいと思いますし、必ずしも医療的ケアが必要な方が医療機関

のショートステイじゃなくてもいい場合もあるんじゃないかなと思っていまして、そこは次の議

題にある地域生活支援拠点の中の話でも一部役立つことかなあと思うので、そちらのことも含め

て、また協議をしていきたいと思います。 

 

（２）地域生活支援拠点の設置推進について 

（光岡座長） では、すみません、（２）のほうに行きますが、少し時間が超過しますけども、よ

ろしいでしょうか。１５分ぐらいには終わりたいかなと思いますが、じゃあ、その地域生活支援

拠点のことで説明をお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） はい。２６ページの資料１０というものをごらんください。昨年度、

皆様にお世話になりまして、鳥取県障害福祉計画を定めさせていただきました。その中でも、そ

の前に２つあるんですけれども、各市町村に１カ所、地域生活支援拠点というものを設置しよう

ということを目標にしていますが、現在、県内には１カ所もない状況にあります。これは繰り返

しになるんですけれども、障がい者の重度化・高齢化、親亡き後を備えるために入所施設からだ

とか病院からの地域移行を進める観点では、地域の体制整備のために、やっぱりこういった拠点

だとかネットワークが必要だということです。 

そういうことですので、昨年の１２月に圏域ごとに市町村の担当者を集めて、設置に向けた働

きかけと会議を行ったところです。この資料には書いてないんですけれども、２月の２６日にも

厚生労働省から担当者に来ていただいて、圏域の自立支援協議会ですとか、市町村の方と説明会

と、あとはグループワークなどして取り組みを進めていくというふうにしています。 

市町村に関しては、市町村の方に関しては、今後工程表などをつくっていただくなどして取り

組みを推進したいというふうに考えております。ただ、まだまだ、なかなかいろんなところで話

を聞くと、まだ誤解があるなあと思うのは、拠点というと、やっぱり施設をイメージされる方は

多いんですけれども、そうではなくて、地域と社会資源の再構成をするネットワークをきちっと



つくって、それで必要な方に必要なサービスが行き届くように、そういったことを目的にしてい

るものです。ですので、そもそも各圏域の自立支援協議会や市町村の自立支援協議会があるかと

思うんですけれども、その枠組みでそのサービスを提供する体制を話し合うというのは、もとも

と自立支援協議会の役割ですので、その中でも拠点整備の設置ということを強く事業所の皆さん

からも働きかけていただくとともに、市町村の方は計画にも定めてあることでございますので、

平成３２年度末までに１カ所という目標を掲げてやっていますので、御努力をいただくとともに、

御理解いただければなというふうに思っています。 

１、２、３に関しては、今のその各圏域の状況を書いています。鳥取市のほうではワーキング

をされているし、米子のほうではワーキングが、ワーキングというか検討が始まっているという

ふうに聞いています。その他の町についても、圏域であれば鳥取市だとか米子のことを見ていき

ながら横展開していくというようなこともしていただきたいなというふうに思っています。私か

らは以上です。 

（光岡座長） はい。今のこの地域生活支援拠点のことについて、皆さん、御意見、御質問いか

がでしょうか。２６日ですかね、これの何でしたっけ、名前は何ですかいね。 

（森安障がい福祉課係長） 説明会。 

（光岡座長） ですか。そういうことがあるということですけど、ただ参加が、参加の確認はと

れてないかもしれませんけど、できれば皆さん、参加していただきたいと思います。皆さんから

いかがでしょうか。議論が始まってないところもまだあるかなと思うんですけど、いいですかね。

はい。 

 

（３）障害福祉サービス・障害児通所支援に係る現在の提供体制について 

（光岡座長） それでは、次、３番の各サービスの現在の提供体制についてお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） はい。２７ページの資料１１というものをご覧ください。前回の、

昨年度の計画策定の中でもちらっとお話あったかと思うんですけれども、ここに書いているとお

りです。鳥取県の就労継続支援Ｂ型の事業所とか、放課後等デイサービスの事業所が増えている

という状況になります。ですけれども、一部の地域においては、利用者数を上回る提供体制にな

っている一方で、これは、これまでの課題なんですけれども、訪問系のサービス、居宅介護だと

か重度訪問介護、行動援護だとかというような訪問系のサービスや短期入所や生活介護といった

事業に関しては、利用ニーズを満たせていない状況にあるというのは、この計画を昨年度定める

中でも議論になりました。 

県としては、地域の障害福祉サービスに格差がないように、障がい者のニーズに合った形で必

要なものが必要なときに提供されるという体制、そういうことが一番望ましいというふうに考え

ています。安定的にこのサービスが提供されるために何らかの形をとらないといけないのではな

いかというふうに考えています。 

この提供体制のところ、下の表を見ていただければと思うんですけれども、目標と実績という、

目標というのは、障害福祉計画の目標値です。この東部・中部・西部・県全体というのは、市町

村の支給決定がこれからどう伸びるかなというようなところを考えて目標を設定されています。



その実績というのは、実際に提供された数というふうになっています。目標を上回る実績という

ものは全然問題ないんですけれども、目標達成できていないというのは、一方では、その利用者

がその分利用できていないということになっているかと思います。 

定員というのは、それぞれの事業所の定員を出したものになっていますけれども、これについ

て、その実績よりも少ないということであれば、提供できる体制がないということです。逆に提

供体制がある、提供体制の定員のほうが多いという、実績よりも多いということですと、実績よ

りも多くの定員を受け入れられる能力があるということになります。 

ただ、ちょっと注意をしていただきたいのは、短期入所や放課後等デイサービスに関しては、

空床型、先ほどもちらっと話出ましたけれども、空床型ということで、入所事業所のあきを使っ

ての短期入所利用できますよっていうところもあるので、何床ということが言いにくいことがあ

ります。 

それから、放課後等デイサービスについては、今、児童発達支援との多機能型というものもあ

りますので、そこと合わせた数字というものにはなっていないので、放課後等デイサービスの実

際の定員とはちょっと違う数字になっています。今そういう状況にあります。全国的にも就労継

続支援Ｂ型だとか放課後等デイサービスというのが増えているというふうに報道等もあって、一

部の都道府県では、次のページに書いてあるとおり、計画値を上回る場合に指定を行わないとい

うようなこと、総合支援法や児童福祉法で可能というふうになっていることから、都道府県もあ

るという調査結果も出ています。はい。私からは以上です。 

（光岡座長） はい。この表の網かけは、どういう意図でされているんでしょうか。 

（森安障がい福祉課係長） この表の網かけは、実績よりも提供の定員が少ない、訪問系に関し

ては、実績が目標を下回っているということです。 

（光岡座長） はい。地域によってばらつきがあると思うんですけど、今のお話は、今こういう

状況ですよということで、これから２８ページにあるようなことも、その想定としては考えられ

るということで理解したらいいですか。 

（谷障がい福祉課長） すみません、障がい福祉課の谷です。説明の補足をさせていただくと、

今の座長のお話からいくと、可能性としてはなくはないです。ただ、この資料の１１もそうです

し、その前にお話をした地域生活支援拠点もそうです。少し前にお話しした強度行動障がいであ

れ、その医療型のショートステイとかっていう話も共通するんですけれども、結局、要はこのあ

たりの問題っていうのは、各地域において必要な人に必要なサービスが行きわたっているかどう

かという検証を、まずはしっかり地域でやっていただくことが重要だということをお伝えしたい

ということなんです。要は、今後供給の制限をするであるとか、例えば地域生活支援拠点をとり

あえずつくれとか、また強度行動の障がいの方をとりあえずだけど受け入れるという、話ではな

くて、どういう今あるサービスの中で、各地域でどういうものが足りていないかというものを、

各圏域内、市町村の自立支援協議会の中で、ちゃんとそれぞれ今の供給体制と必要なサービスの

あり方というものをしっかり議論していただくことで、その先に拠点の話であるとか、そういう

ネットワークを組むことで、例えば結果としてその強度行動障がいのある方をどういう形で受け

入れるかとかいうところの議論につなげていただきたいという意味ですので、もしかしたらその



結果として、その２８ページにあるように、一部供給過剰にあるサービスを一部制限するような

ことにつながっていくかもしれませんが、まずは各圏域で本当にこれが、要はその必要なサービ

スが提供されているかどうかというのもありますけれども、当然それに伴う、少し前、支援する

方のお話もありましたけども、従事される方の数、要は福祉人材の数というのは限られているの

で、その限られた資源であるとか人材の中で、どういうふうに必要なサービスを提供していくか

というものを、まずはしっかり地域の中で議論していただきたいというところで、個別にお話を

出すと、強度行動障がいであるとか、この提供体制とか拠点の話になるんですけども、まずはし

っかりそれぞれの圏域で、必要なサービスについてしっかり関係者で議論していただきたいとい

うところが、まず県として最初にお話をしたいということですので、可能性としてはないわけで

はないんですけれども、すぐにこれをやろうと、これについて是非を問うとかという趣旨ではな

いです。 

（光岡座長） はい。このことについて、皆さん、御意見、御質問がある方はお願いします。市

町村によっては、あるいは協議会によっては、こういう供給量と現状の供給量の関係性とか、バ

ランスの問題とかというのを議論していただいているとこもあるかなと思うんですけど、これか

ら、またこういう議論を必要なときにしていただければなあというふうに思いますので、またそ

ういうこともあれば協議会の中でもお知らせいただければありがたいかなと思います。はい。 

 

（４）日中サービス支援型グループホームの実施状況報告・評価について 

（光岡座長） それでは、すみません、最後ですけども、日中サービス支援型のグループホーム

の実施状況報告と評価について、お願いします。 

（森安障がい福祉課係長） では、２９ページの日中サービス支援型グループホームの実施状況

報告・評価についてということで、資料１２番というものをご覧ください。平成３０年の４月か

ら制度開始しています日中サービス支援型グループホームというものがあります。これは、簡単

に言うと、グループホームって本来は、夜だけのサービス、帰ってこられて、そこに集うような

形で世話人の方がおられてっていうことだったんですけれども、日中サービス支援型っていうの

は、その日中、例えばほかのＢ型だとか生活介護に通うのではなくて、その中で、そのグループ

ホームの中で支援を受けますよというような形になっています。その指定基準の中では、事業者

が実施状況を定期的に自立支援協議会等に報告して評価を受ける、協議会から要望や助言を聞く

ということにしています。これはなぜこういうふうにしているかっていうと、やはりそうなって

くると、日中サービス支援型グループホームというものが入所施設みたいになってしまって、地

域から離れたものになってしまうのではないかという懸念があったものですから、国の省令で定

める基準にそのように書いてあるというふうになっています。ただ、こういったサービスについ

ては、先ほども言ったように、地域の実情に即した評価や要望や助言が行われるべきものである

と考えていますので、この報告の受理や評価に関しては、各圏域、鳥取市であれば鳥取市、東部

４町であれば東部４町の自立支援協議会において実施していただきたいというふうに考えていま

す。 



 制度の趣旨等に関しては、先ほどお伝えしたとおりですが、その評価や報告に関しては、様式

を示しておりますので、これをその地域のそれぞれの自治体、協議会でアレンジしていただきな

がら、必要なサービスを提供されているかどうかというような評価をしていただきながら、より

よいものにしていただけたらなあというふうに思っています。 

 なお、指定状況なんですけれども、今のところ米子市に１つ、１事業所あるだけにはなってい

ますが、これから中部のほうにもできていくように聞いていますので、中部の圏域の中でもこう

いったことを進めていただけたらなあというふうに思っています。以上です。 

（光岡座長） はい、ありがとうございます。今のこのグループホームの報告や評価について、

御意見、御質問ありますでしょうか。この様式は、どこが出しているものですか。 

（森安障がい福祉課係長） どれですか。 

（光岡座長） ３１と３２ページの。 

（森安障がい福祉課係長） ３１と３２、これは他県の状況を踏まえながら、県で考えたもので

す。 

（光岡座長） ああ、そうですか。 

（森安障がい福祉課係長） はい。 

（光岡座長） 各圏域の協議会にはもうお話し済みでしょうか。 

（森安障がい福祉課係長） はい。県の協議会でこのように議題としますよということは伝えて

おります。 

（光岡座長） はい。皆さん、よろしいでしょうか。もともと精神障がいの方の精神科病院をグ

ループホームにこう変えるという、変えるというか、精神科病院内にグループホームをつくるこ

とがいいのか悪いのかっていう議論が大分前にあって、それが制度的には可能っていうことにな

ったときに、閉鎖された中のことなので、こういう評価が必要じゃないかという議論のつながり

がある話だと思いますので、そういう観点での評価になるのかと思います。はい。ほかにはいか

がでしょうか。事務局からは、これで以上でしょうか。はい。 

協議会の役割として、いろんな施策提案とか現状分析とか枠組みをつくっていくっていうこと

が役割の中にあると思います。それが主なことかなと思います。その中で、さっきの相談支援の

部会の中でもいろんな課題があったんですけど、例えばさっきのモニタリングの評価をこれから

していかないといけないときに、どういう基準で何を評価するのかっていうことが地域の中でバ

ランスが悪いことにならないように様式をつくるとか、そういう圏域全体で質の高いレベルでの

バランスをとるという意味で、いろんな仕掛けや取り組みをしていかないといけないんじゃない

かなと思いますし、また、そういうところも議論していきたいかなと思います。 

基幹センターについても、米子が４月から始めるということもありますし、圏域、県全体とし

ていって、まだ町村のところではないところがあるんですけど、そういうことで基幹センターの

連絡会などもつくっていかないといけないのかなあっていうふうに、私はちょっと思っていると

ころです。 

あと、全体を通して御意見をいただきたいところですけど、中井さん、今後の課題でも全体的

でもいいですけど、御意見をお願いします。はい。 



（中井副座長） はい。まず部会の中で、５つのうちの２つだったっていうところでは、もう少

しスピード上げてできる気はたしか去年あったと思うんですね、皆さんの中で。でも、残念なが

ら２つだったっていうのは、私だけではなく皆さんも思っておられるのかなと思います。 

あとはワーキング、それから災害については、次年度のほうでまず進むっていうところでは、

機敏に対応したいと思います。 

私はＡ型の事業所をしてるというところで、就労系の事業所の先ほども出ましたけれども、Ａ

型については、改善計画書が提出されているところが県内の事業所に、割合言わんほうがいいで

すかね。 

（森安障がい福祉課係長） 大丈夫です。 

（中井副座長） 言っていいですか。６割ですね。６割が改善計画書が出している中に、国が確

か２年って言っていたんですね。２年が多分もうこれで来るんです。私も読んだんですけども、

すぐに指定取り消しとかそういうことではないにしても、でも不適切な、要するに運用に訓練等

給付費を使ったりとか、使用したりっていうところでは、経営的に不健全、不適切で、やっぱり

そこについてこの２年になったときに、２年を経過しようとしているときに、どうなるのかなっ

ていうのは、Ａ型の事業所の目標値は、まだまだ県内に示すものが実績より上回っているところ

では、本当に必要であるっていう数字ではあると思っています。ただ、そこについて事業所がそ

こまで届いてないっていうところのそのずれをいかにどう解消していくのかと、あとは本当に障

がいのある人の豊かな暮らしっていうところで、振興センターもあったり、私は振興センターの

理事であるので、障がいのある人の本当に豊かな暮らしがそれぞれの事業所において、本当に確

かなものであるかっていうことを理事会の中でも話しているんですね。事業所に問うのではなく、

障がいのある人のことを問うてみたらどうかっていうことも理事会の中でも話はありました。そ

れも含めてどうなっていくのかっていうとこでは、やっぱり就労系の部会の中に、やっぱりああ

いうものが欲しいなって、自分は思っています。 

 あともう一つ、ＷＡＭ－ＮＥＴの公開についてですが、ＷＡＭ－ＮＥＴは障がいのある人やま

た家族の人がその事業所を選ぶに値する、選ぶということで、いろんな情報公開がされています

が、このことについて、障がいのある当事者や家族の方は、そのＷＡＭ－ＮＥＴの状況を知って

おられるのかっていうところは、この去年の７月、９月、いつでしたっけ、公開、完全に。まあ

いいです。それについては、県は何も言われないし、ここからもそういうことを言ってねとか、

日下部さん、知んならんでしょう、そういうのがね、育成会、何もないですよね。身体障がいの

方も全然知られないんです、そういう情報が。これは事業所の方はよく知っておられると思いま

すが、事業所以外の方は余り知らないっていうところに、ＷＡＭ－ＮＥＴをそういう情報公開の

場にしようとしたことについて、やっぱりもう一回ちゃんと公表なり皆さんに情報を提供をして

いただきたいなというふうに思います。圏域課題でいいですかね。 

（光岡座長） いいです。 

（中井副座長） いいですかね。 

（光岡座長） ありがとうございます。最後のほうは部会のことで、全体会もそうですけども、

部会のスピードが上がらないっていうことは、そのとおりだなと思いますし、来年、来年度、今



の部会もですけど、人材育成部会やそのほか就労や地域移行の部会も順次取り組んでいきたいと

思います。ただ、特に人材育成の部会はカリキュラム、サビ管の研修カリキュラムが変わったり

とかいろんなことがあります。それから委託、研修委託についてもいろんな話を今されていると

思います。結果的に、その各研修がいろんな機関に実施をお願いするっていうことになるんじゃ

ないかなと思いますので、余計そういう意味で連携をとりながら質の高い研修をしていかないと

いけないので、そういう部会もやっていきたいと思いますので、皆さん、御協力よろしくお願い

したいと思います。 

とりあえず、すみません、進行が２０分遅れましたけども、とりあえずこれで議題というか、

内容をこれで終了したいと思います。じゃあ、よろしくお願いします。 

（森安障がい福祉課係長） では、長時間の議論ありがとうございました。この次第と、次第と

いうか資料等はまた皆様にお送りして、ネットのほうにも公表したいと思っております。はい。

では、ありがとうございました。 

（光岡座長） ありがとうございました。 


