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 令和４年度 第１回自立支援協議会全体会 議事録 

（手嶋） 

それでは定刻となりましたので、ただいまから､令和４年度第１回東大阪市自立支援協

議会を開催させていただきます。委員の皆様方にはご多忙な中、ご出席いただきまして､

誠にありがとうございます。本日、司会を担当させていただきます、障害者支援室障害施

策推進課の手嶋です。よろしくお願いいたします。 

はじめに欠席委員のお知らせをいたします。中河内地域若者サポートステーションの石

田委員、日本福祉大学の小林委員、春の森法律事務所・高橋委員、府立交野支援学校四条

畷校・武田委員、たまがわ高等支援学校・東野委員、生野支援学校・国津委員、東大阪市

都市魅力産業スポーツ部・尾上委員、教育委員会学校教育部・岩本委員から欠席のご連絡

を頂いております。 

会議に先立ちまして、配布資料の確認をいたします。まず本日の会議の次第と委員名簿。

令和 4 年度第 1 回自立支援協議会全体会資料集。ホッチキス止めの資料になります。あと

チラシを 1 枚入れさせていただいておりますが、市のほうで 8 月に開催を予定しておりま

す、手話に関する舞台劇の案内を入れさせていただきました。資料については以上です。 

次に本日ご参加いただいている委員の中で、今年度、人事異動等により新たに委員に就

任された方のご紹介をさせていただきます。まず相談支援事業所の代表として、OSJ 工房

よりそいの丘から黒岡委員、布施公共職業安定所から西田委員、福祉部・宮野委員、健康

部・田中委員。以上になります。どうぞ宜しくお願いいたします。 

それではここから新崎会長にご挨拶を頂きまして、以後の進行をお願いしたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。 

（新崎会長）

どうぞよろしくお願いいたします。台風が来るとかいう話がありましたけど、温帯低気

圧に変わり、今、本当に大変な雨だったかなと思います。また、コロナ感染の拡大も少し

ずつ増えてきているというニュースもあり、本当に今、それぞれの現場で大変お忙しい中

お集まりいただきまして本当にありがとうございます。 

今回、運営規程の改定や、それから、基幹相談センターも児玉センター長になり、本当

に自立支援協議会も変化の時が来ているのかなというふうに感じます。 
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そういった中で、今回の全体会の中では、様々な立場の方からの貴重なご意見をいただ

きたいと思いますので、不慣れな議事ですけれども、よろしくお願いいたします。 

それでは、次第の一番、運営規約の改定につきまして、事務局よりご説明お願いしたいと

思います。 

（手嶋） 

資料集の1ページ目からご覧ください。 

自立支援協議会の運営規約の改定案になります。下の、一番下ですね、第7条に規定さ

れています専門部会について、今回専門会議へと名称の変更をいたします。 

会議の運営方法について見直しを行いまして、それに伴う名称変更を行うものですが、

詳細についてはこの後、説明をさせていただき、もう1点は、ページの3ページと4ページ

になりますが、協議会の参画機関につきまして、府立八尾支援学校を削除しております。  

支援学校高等部の管轄区域の変更に伴いまして、東大阪市の生徒がいなくなりましたので、

修正を行ったものです。それらの専門会議の設置について少し説明をさせていただきます

ので、資料の5ページをご覧いただけますでしょうか。自立支援協議会の組織図になりま

す。今年度、協議会の目標としまして、一つは会議の運営を整理をすることでシンプルに

わかりやすくしたいということがあります。もう一つは、運営委員会を中心に会議の活性

化を図りたいというふうなこの2点を目標として考えております。この組織図にある通り

ですね、協議会のそもそもの目的といいますのが、地域の障害児者が普通に暮らせる地域

づくり、環境づくりを進めるということになります。そのためにまずは当事者の声、ニー

ズをもとに、地域に共通する課題を集めまして、当事者や支援者、行政が集まって知恵を

出し合い、解決策を話し合うということが協議会の目的になります。協議会の構成としま

しては、まずこの図の左下にある通り、当事者が直面している問題、困りごとなんかを聞

く場所、生活する上での課題を集める。集約するための場所として、ケア連絡会をはじめ、

当事者中心の会、地域別会議、相談支援ネットワークなどが開催されています。もう一方

は、この課題を解決するために、専門機関が集まって議論をして検討を行う場所というこ

とで、運営委員会や専門部会がこれまで設置をされて、運営されてきました。 

専門部会では様々な課題について議論を進めてきましたが、同じテーマがですね、別々

の会議の場で議論をされたりとか、会議のメンバーというのが、固定化して、必ずしもそ

のテーマに沿った構成メンバーになっていなかったりということがありましたので、議論
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がうまく進まなかったり会議の目的が不明確になるということがありました。今回この固

定化した専門部会というものを、全面的に見直しをしまして、検討が必要なテーマ、これ

は事務局会議が中心となって抽出をしていきますが、その内容に応じたメンバーを運営委

員会を中心として選定をします。一定の期間内に何らかの答えを出すということを目標に

しまして、常駐型ではない会議体で議論を行う。これを専門会議と呼ぶことにしました。  

この点、昨年度ですね運営委員会の中で集中的に検討を行って参りましたので、この後、

運営委員会の報告の中で、説明をお願いしたいと思っております。 

（児玉） 

それでは、ここで運営委員会の活動報告をさせていただきます。運営委員会の事務局長

をしております、基幹相談支援センターの児玉です。運営委員会の報告をさせていただき

ます。先ほど手嶋課長からも報告がありましたとおり、今年度の運営委員会は、シンプル

化と活性化ということを目標に、専門会議を設置しました。去年度の全体会でもご報告さ

せていただいておりましたが、約3年間にわたり、大阪府の事業を利用し、相談支援専門

員のアドバイザー派遣をしてもらっておりました。自立支援協議会を見直すということで、

最初の年は講演をしていただきました。去年からは、事務局会議に毎回参加していただき

ました。その中で、基本に立ち返り、地域から挙がってきた地域課題を運営委員会に挙げ、

そこから専門会議を立ち上げるという形にしました。 

まず最初の地域課題として設定したのが、重度障害児者のサービス利用実態と社会資源

の確保についてです。これは、この後報告があります。 

ケア連絡会から挙がってきた地域課題で、ケア連絡会は相談支援ネットワークの事務局

を担っており、相談支援の方々、グループワークを重ねる中からの地域課題です。 

そしてもう一つの課題は、教育と福祉の連携のシステム化です。一口に教育と福祉の連

携といっても、様々な角度の切り口があると思いますが、今回は対象児童を絞った形のテ

ーマ設定となります。 

また、地域移行に関しましては、地域生活移行プロジェクトが既に始動しております。

これも後程報告していただきます。地域移行の課題に関しましては、すでに施設入所や長

期入院に至っている方々の地域移行という側面と、これから入所に至るかもしれない方々

という側面があります。これから入所を考えている方々の課題抽出の場が必要だというこ

とで、入口会議を常設としました。専門会議の立ち上げなど新しい試みには、運営委員会
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の活性化をねらった側面があります。運営委員会自体は、全員が参加してくださると、約

40名になる大きな会議です。その場で議論することがとても難しい人数です。なので、運

営委員の皆様には、専門会議に参加することで、そこを議論の場にしていただきたいと考

えております。ただ残念ながら、専門会議２つでスタートいたしましたので、全員の方に

参加していただくには、まだ至っておりません。これから一つのテーマが終われば、次の

課題が待っているような状態ですので、そのたびにメンバーチェンジをしながら、継続で

きたらと思っております。報告書の課題のところにも書き出したとおり、事務局も手探り

の状態ですので、随時手直し、見直しも必要だと考えておりますが、運営委員の皆様とと

もに議論を重ねながらよりよい協議会運営を目指していきたいと思います。以上です。 

（新崎会長）

ありがとうございます。6ページですよね。今、資料集の6ページのところの部分につい

てのご説明をいただいたと思います。先ほどお話しましたように、フレキシブルで、それ

から柔軟に対応していくっていうお話だったと思います。次第の2番までの説明をいただ

きましたけれども、ただいまの説明につきまして、ご意見やご質問がありましたら、お願

いしたいと思います。忌憚のないご意見、お聞かせいただければと思います。いかがでし

ょうか。 

また後で見ていただいて、最後に最終的ご意見という形もあると思いますので、本当に

今回、運営規約の改定、そして専門会議という形で、しっかりと現場からのニーズを吸い

上げながらフレキシブルに、専門会議を開いていくというところのね、お話が中心だった

と思います。また、後でご検討していただくところ、ご意見お聞かせいただければと思い

ます。では、一応ご異議がないようでしたら、今年度の協議会の運営方針について、また

それに伴う規約改定についてご承認いただけたということで、よろしいでしょうか。あり

がとうございます。 

ご承認いただいたということを確認して、次に進めていきたいと思います。次第の3に

移ります。委託相談の再構築について事務局よりご報告お願いしたいと思います。 

（手嶋） 

それではですね、委託相談支援センターのプロポーザルを今年度実施いたします。その

件について報告をさせていただきます。資料は7ページからになりますが、ちょっと飛ば
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して9ページをご覧ください。今年度、委託相談の再構築ということでプロポーザルを実

施いたします。8ページにはそのスケジュールを載せさせていただいてますが、9ページの

方でですね、現在の東大阪の相談支援の状況について簡単に説明をさせていただきます。  

まず、平成29年4月にですね基幹相談支援センターがレピラ内に開設をされました。同じ

年の10月に、各リージョンを担当とする委託相談支援センターを市内7ヶ所開設をいたし

ました。あと別途、発達障害に特化した相談支援センターというのがありますけれども、

これを入れて8ヶ所で、あと基幹相談を入れますと9ヶ所、大きな相談支援の窓口があると

いうイメージになります。 

令和2年度からですね、地域生活の支援拠点について、整備事業が開始となっておりま

す。重度の障害がある方でも安心して地域で暮らせるように、緊急時の預かりであったり

とか、そういう五つの機能を整備するというものになりますが、東大阪の場合は地域のい

ろんな社会資源を組み合わせることで、面的な整備という形で方針で進めております。今

年度、重層的支援体制の整備事業が始まりました。分野横断的な相談支援体制の構築であ

りますとか、アウトリーチの支援であったり、多機関共同事業といったようなところが、

今少しずつ動き始めております。 

東大阪の障害者の現状です。中段の表を見ていただきたいんですけれども、平成28年か

ら令和3年度にかけまして、まず身体障害者の手帳と、療育手帳、精神保健福祉手帳、そ

れぞれの手帳所持者数を載せております。身体障害の方の数というのは平成28年ぐらいを

ピークに、これは少子高齢化の影響もあります。減少傾向にあるということが見ていただ

けると思います。一方で療育手帳を精神保健福祉手帳の件数というのはずっと継続して増

加をしているという状況です。相談件数ですけれども、これは委託相談と、基幹相談の件

数を合わせたもので、まず実人員、とですね、その次に延べの相談件数ということで載せ

ております。29年に再構築をして以降、毎年件数というのが増加をし続けているという状

況が見ていただければと思います。 

最後はサービスの受給者数ということで、これは大人の障害福祉サービスの利用者の数

ということで、参考で見ていただいたらと思います。今ですね委託相談、基幹相談も含め

て、いわゆる3障害種別を問わずにすべての障害者を対象として、相談を受け付けている。

ここに難病の方だったり、障害児であったり、例えば手帳をお持ちではないけれども、自

立支援医療を使っている、精神疾患の方であったり、そういった方もすべて含めて、どな

たでも相談ができるということで、傾向として多いのは今40代から60代の、中には8050
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問題ですとか、引きこもりの問題。多問題を抱える家庭の問題というものが増加をしてき

ておりまして、そういった対応件数の増加でありますとか、複雑な多問題を抱える家庭が

増えている中で、委託相談全体として飽和状態が続いているというふうな分析をしており

ます。 

次のページにいっていただきまして、こちらですねまず国が提示しております、相談支

援の、いわゆる3層構造と言われるものですけれども、まず3層の一番下の層、これが基本

相談支援を基盤とした計画相談ということで、いわゆる指定特定の計画相談の事業所がこ

れにあたります。高齢介護でいうところのケアマネージャーさんのような役割の相談支援

ですね。 

第二層に当たるのが、これが市町村の相談支援事業で、委託相談がここに当たります。 

一般的な相談支援ということで本来は市町村が窓口になって、これは受け手になるわけで

すけれども、多くの市でですね委託相談という形で、専門的な知識を持っておられる事業

者に委託をして運営をしているという状況です。ただもともとはやはり市町村が、まずは

責任を負う部分であるということがあると思います。3層一番上の層が、地域における相

談支援体制の整備、社会資源の開発などということで、基幹相談がこの役割を担うという

形になっています。この3層構造がですね目指すところというか、いう形になるわけです

けれども、一方でですね、一番下の表を見ていただけますでしょうか。まず最初に言いま

した第一層の指定特定の計画相談につきまして、東大阪の現状ですけれども、まずサービ

ス計画を作成している割合ですね、児童さんの場合は96％、概ね100％に近い方がサービ

スの計画を作成して利用サービスを利用されている。 

一方で、成人になりますと43％。およそ4割の方にしか、いわゆるケアマネージャーさ

んがついていない状態。これはセルフプランという形で、ご自身または家族の方が、その

利用計画を作成をして、サービスを利用している状態ということになります。他市と比較

しますと、児童の作成率が非常に高い、これは東大阪市の特徴でもあるわけですけれども、

児童の計画を優先して、付けていこうということでやっている。ただ、大人に関しては、

やはり計画の作成率が非常に低いということで、この第一層その指定特定の計画相談がつ

いていない方が非常に多いと。そういった方が、委託相談であったり、基幹相談の方でカ

バーをしている現状があるということになります。 

次のページにいきまして、今回プロポーザルの方でですね、大きく変更するところとし

まして、委託相談の管轄区域の変更がありまして、まずこれまでリージョン制ということ
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でリージョン単位、AリージョンからＧリージョンまで、７つのリージョン単位で設置を

してきました。一方で例えば高齢の分野、地域包括支援センター、でもそうですし、いき

いきネット相談支援センターＣＳＷですが、いわゆる中学校区を基準にした地域割という

のが行われています。なので委託相談はリージョン単位で動いていますが、それ以外の他

機関というものが、別の考え方、中学校区を基準にして動いておられるということで、ど

うしてもその地域によってはですね、幾つもの他機関と連携をしないといけないというこ

とで非常に仕事がやりにくい状況があったということになります。なのでまずここを見直

しするために、地区割を中学校区単位に見直しをしまして、概ね二つから三つの中学校区

をまとめて、担当区域ということで設定をさせていただこうと思っています。次のページ

に、ざっくりとした図を載せておりますけれども、これまで通り七つのエリアに分かれて

おりますが、これまでのリージョンという考え方ではなくて、中学校区を基準にした管轄・

区域になります。次のページは人員配置の基準等載せさせていただいております。 

７つの管轄区域というところは変わりませんが、それぞれ障害者の手帳人口につきまし

ても、29年に設定をした時と比べてかなりばらつきが出ておりますので、そこら辺りのバ

ランス、もう少し、もう一度検討を行いまして、人員配置基準等の見直しを行っておりま

す。今回の委託相談の再構築につきまして、説明は以上になります。 

ありがとうございます。 

（新崎会長）

ありがとうございます。ただいまの報告につきまして、ご意見、ご質問ありましたら、

お願いしたいと思います。 

（田村副会長）

提案については全然賛成なんですけど、資料で少しだけ、今見させてもらってちょっと

疑問を感じたので。10ページです。10ページの先ほどの受給者証の話のところで、東大阪

市の人口からしてですね、障害児の受給者の数、発行数と、この茨木市が余りにも多いの

かどうか知りませんけどほぼ同数。八尾市の人口からしても、逆に東大阪が少ないかなあ

というのが、この数字からだけは見えるんだけど、ただこれはね、この表で言うと、右上

に書いてます右っていうかその表の右上ですが、他市は令和2年の3末ですけど、本市は、

4月末ですよね。ですから、もしかしたら児の決定はもっと多かってんけど、一部18歳到
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達で「者」になったんかなあというのは読み取れない事はないんですけど、その辺のもし

同じ時点における数字の比較等がもしあれば今後教えていただいた方がありがたいなと思

います。以上です。 

（手嶋） 

わかりました。ちょっと気がつきませんでしたので、今後同じ基準で用意させていただ

くようにします。ありがとうございます。 

（新崎会長）

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。 

会長からの質問、ふさわしくないのかもしれないんですけれども、中学校区別割にする

っていうことで、高齢、それからいきいき相談支援センターと合わせるっていうのは、と

ても地域で、密着型でいいと思うんですけども、この７つはもう固定ですか？それとも今

後将来、もう少し地域、中学校の中で必要であれば、増やしていけるかどうかとかってい

うことの、ちょっとそこのお考えのところを聞かせていただけたらと思うんですけども、

いかがでしょうか。 

（手嶋） 

ありがとうございます。 

今年度から重層的な支援体制も始まりまして、やはり多問題を抱える家庭の中には裏に

っていうか背景にその障害を抱えている家族さんだったりとか、いうことがあるのかなと

思っています。障害の専門的な相談については、やはり体制の強化っていうのが、今後引

き続き必要ではないかなと。まず最初述べましたように、今の時点でもやはりちょっと委

託相談も飽和状態になっていて、なかなか必要な人的なマンパワーを必要なところに振り

向けられないというような事態が起きているように聞いておりますので、7ヶ所というの

は今回、前の形と数は変わっていないんですけれどもできればもう少し細分化をして、こ

れは高齢の分野とか、CSWもそうですけれども、やはり細分化することできめ細やかな対

応がとれるようにしていきたいなというふうには考えております。 

（新崎会長）
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予算的なこともあるのですぐにということは難しいかもしれませんけど、そういった形

でご検討いただければと思います。また、重層的支援体制整備で、重層のコミュニティソ

ーシャルワーカーの方が配置されていたので、障害者の部分だけではなくて、そういった

ところの相談機関とかも活用していただけたらというふうに思います。 

ありがとうございます。他に何かご意見とかよろしいでしょうか。では、次に進まして

いただいてよろしいでしょうか。 

引き続きまして次第の4、各連絡会からのご報告をお願いしたいと思います。なお、運

営委員会からの報告も含めまして、内容に関する質疑応答につきましては、各連絡会の報

告がすべて終わってから、まとめて行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

それではまず、相談支援事業所の方からお願いしたいと思います。 

（黒岡委員）

委託相談支援センター連絡会の本年度の代表を務めさせていただいております、OSJ工

房よりそいの丘の黒岡と申します。よろしくお願いいたします。

先ほど委託相談支援センターについて、手嶋課長の方から詳しく説明していただきまし

たので、私からは簡単に説明させていただきますがお許しください。配布資料の１４ペー

ジをご覧ください。来年度からの委託相談のプロポーザルが実施されることになります。 

それに伴い、これまでのリージョン地域による担当制から中学校区による担当制に変更に

なりました。 

そのことによって、各委託支援センターにおいても今までに関わりのあった機関以外の

機関との連携が必要になることも、十分予想されます。 

また、各リージョンの委託のほうに新たな委託先（法人）が加わる可能性もあります。

中学校区の担当制になることにより（担当地域が変わるので）、各委託と新たな（変更に

なった）担当地域の関係機関との連携が必要になることもあると思います。また、今回の

変更によって、各地域の利用者様が混乱しないように、また地域の関係機関ともこれまで

と変わらず連携できる関係を維持していくためにも、今一度、委託としての役割を統一す

べきでないかなと思っております。 

重層的支援体制整備事業が今年度より始まりました。委託相談におきましても、障害だ

けに特化した相談だけでは対応が難しい、高齢や児童といった分野に跨った相談がとても

増えております。そういった傾向があることから、重層的支援体制はとても重要になるの
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ではないかと感じております。 

今後、重層的支援体制整備事業との関連において、障害分野の相談を実施しております

委託相談支援センターとして、どのような役割を果たしていけるか、整理することが必要

と考えております。 

委託相談支援センターとして５年間積み重ねてきました個別ケースの支援を振り返り

ながら、地域の中での委託相談の役割、機能を整理して、次年度以降の新たな体制におい

て、各機関の皆様方と円滑に連携が図れるように、委託として何をするべきかについて話

し合っていきたいと思います。 

次に課題についてお伝えします。リージョン制の中で、過去５年間委託としての機能役

割を果たして参りました。各委託の月毎の相談件数や個別相談の内容を分類する中で、地

域性の違いや障害種別による相談傾向の違いが見えてきました。委託相談支援センターに

より、相談対応に若干の違いがあることもわかりました。 

新たな体制に移行しますが、混乱なく委託の相談体制を構築できるように、（委託間で）

統一性のある運営をしていく必要があると考えております。 

簡単ではございますが、以上、説明になります。 

（新崎会長）

はい、ありがとうございます。続きまして、ケア連絡会の八尾委員よりご報告お願いし

ます。 

（高島） 

八尾委員に代わりまして、基幹相談支援センター高島よりケア連絡会についてご報告さ

せていただきます（八尾委員欠席）。資料の15ページをご覧ください。 

ケア連絡会開催の目的としましては、計画作成、進捗状況の把握、各地域別会議の取り

組みの共有、発達障害相談センター、児童事業所連絡会など、児者を取り巻く問題や課題

の整理、精神保健にかかわる市内のネットワークの情報収集、相談支援ネットワークの企

画、課題抽出に向けた取り組みを行っています。 

参加機関や日程は資料をご覧ください。 

２番にありますケア連絡会、西中東地域別会議についてですが、地域にある複数の支援

機関とのネットワーク構築、相談支援専門員のスキルアップや顔の見える関係づくりを目
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的として開催しています。各地域の委託相談支援センターが、事務局を担って下さってお

ります。参加機関、開催日は資料のとおりです。 

３番のケア連絡会相談支援ネットワークについてご報告します。こちらは行政情報の共

有、相談支援専門員同士の繋がり、助け合い、学び合えるネットワークの構築を目的とし

て東大阪市内６７か所の指定特定相談支援事業所に参加を呼びかけ、令和３年度は年に３

回開催しました。今年度は６月８日に第一回を開催し、３１事業所４１名の方にご参加い

ただきました。今年度も３回開催予定です。主な取り組みと成果としまして、令和３年度

にケア連絡会が開催した、ケア連絡会、地域別会議、相談支援ネットワークで相談支援の

立場から見えてきた地域課題を抽出し、自立支援協議会、拡大事務局会議に二つのテーマ

を提出いたしました。 

一つ目は、「重い障害がある児者のサービス利用の実情と、社会資源の改善・開発につ

いて」、二つ目は、「多問題、困難ケースの事例収集と、多職種連携を円滑に進めるため

の課題分析および検討」です。 

令和4年度は、一つ目の「重い障害がある児者のサービス利用の実情と社会資源の改善・

開発について」というテーマが自立支援協議会の専門会議で協議されることが決定しまし

た。令和３年度に課題整理を行った結果、自立支援協議会で協議するテーマとして設定さ

れたものです。 

ご報告としましては以上です。 

（新崎会長）

はい。ありがとうございました。続きまして、当事者中心の会、地村委員、ご報告お願

いしたいと思います。 

（地村委員） 

 はい、当事者中心の会を担当しております、地村です。資料の１６ページをご覧くださ

い。よろしくお願いします。今年度も障害当事者の方々が中心になって集まっていただき

まして、西、中、東のそれぞれの委託相談支援事業所の方から推薦いただいた方々を中心

に今、来ていただいておりまして、基幹相談とか施策推進課さんと一緒に活動してきてお

ります。 

 今年度既に５月、６月に２回、会議をさせていただいておりますけれども、以後毎月か
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ら隔月くらいの頻度で必要に応じて開催させていただく予定です。 

 今年度の取り組みですけれども、コロナ禍の影響もありますので会場とオンラインのハ

イブリッドでやっていく予定ですが、大きく４つくらいのテーマで進めていこうと思って

います。 

 ひとつは車座ワークショップというのを毎年やっていますが、その取り組みとバリアフ

リーにしていくための取り組みと防災・新型コロナウィルス関連の取り組み、そしてその

他の取り組みとなっています。 

 防災に関しては、避難所運営マニュアルや災害時の個別避難計画作成事業等に東大阪市

は取り組んでおられますが、それらの進捗状況を共有していきながら進めてきました。 

 バリアフリーの取り組みは今後予定されているドリーム２１という東大阪市の児童文化

スポーツセンターがあり、そこのプラネタリウムが改修工事をされるということになって

おります。そこの改修工事に向けてのバリアフリーをしていただくための意見提供等を今

後していく予定になっております。 

 今年度下半期には１１月にふれあいの集いというイベントを開催予定ですけれども、そ

ちらの方で差別解消法をテーマにして、集まった方々にわかりやすいような寸劇みたいな

ものを実施したり、車座ワークショップの中でも昨年は防災についてやりましたが、今年

度は差別解消法をテーマに進めていく予定で考えています。 

 そこで、課題というかいろいろ進めていく中でのことですけれども、様々な障害種別の

当事者にかかわっていただきたいと思っていますが、手話通訳とか展示資料とかの情報保

障とかの課題もあって、それらの当事者の方々になかなか参画してもらえていない状況に

あります。 

 先ほども言いましたが、バリアフリーに向けた取り組みとしましては東大阪市のウィル

チェアスポーツコートというのが一昨年前にできておりますが、そちらとドリーム２１の

プラネタリウムの方を見に行かせていただいて、それぞれのところに対して施設を活かし

ていけるようなイベントとか意見を出していけたらと思います。 

 防災がらみのことは避難所運営マニュアルがこれから各地域の避難所の自治会であった

り自主防災組織さんの方でこれから作られていくことになるのですが、その元となるマニ

ュアルであったりとか避難所のマニュアル作りにおいて、当事者の視点でどのようなとこ

ろを気にしていただいて避難所運営を考えていただれば良いのかというような部分につい

て意見を出していけるように準備をしていっております。 
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 あとは個別避難、個別支援計画の作成事業も東の地域から、昨年度から取り組みが進ん

でいるのですが、それらの進捗状況も聞かせていただきながら本来避難しなければならな

いような方が、いざとなった時にきちんと避難できて、きちっとした災害時の支援が受け

れるようにというところを取り組んでいきたいと思っております。 

 あとは障害者の就労に向けた取り組みとかインクルーシブ教育に向けた取り組みなんか

も会議の中では話題になってきています。 

 最後にですが、避難所運営マニュアルが東大阪市は未整備なのですが、より良い避難所

運営マニュアルを作成していくためにも当事者中心の会からの障害者に対する配慮などに

ついてしっかり意見できたらなあと思っています。以上です。 

（新崎会長）

はい、ありがとうございます。ここまでのご報告について、ご意見、ご質問はございま

すか。あればお聞かせいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

（意見、質問なし）よろしいですか、当事者中心の会のご意見とかそういったバリアフリ

ーのチェックとかといった当事者ニーズの把握という自立支援協議会の本来の趣旨のとこ

ろで動いていただいているというところで、これからもよろしくお願いいたします。 

 では、次にいきたいと思います。続きまして次第５の専門会議についてのご報告になり

ます。これも質疑応答につきましては、まとめて行いたいと思いますのでよろしくお願い

いたします。 

 それでは現在行われている二つの専門会議につきまして、それぞれの現時点での進捗状

況や今後の見通しについてご報告をお願いしたいと思います。 

まず、テーマ１につきましては児玉所長の方からよろしくお願いしたいと思います。

（児玉） 

はい。資料の17ページをご覧ください。 

専門会議①、「重度障害児者のサービス利用実態と社会資源の確保」についてを報告さ

せていただきます。基幹相談支援センターの児玉です。先ほど運営委員会の報告でもさせ

ていただいた通り、この専門会議のテーマはケア連絡会が事務局をしております、相談支

援ネットワークから出てきた地域課題です。 

相談支援専門員の方々に、毎回、グループワークをしていただき、そこで議論されてい
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たケースや、相談支援専門員の困りごとなどから抽出されてきたものです。 

強度行動障害や医療的ケアの必要な方、また重度訪問介護支援を利用している支援区分

の重度の方々などが、総数でいうと障害福祉サービスを利用している方々の中で、割合的

には低いのですが、相談支援専門員としては、そこに多くの時間と労力を割いているとい

う現状があります。 

先日も複数人で手分けして、100件近くのヘルパー事業所に電話しても、ヘルパーさん

が見つからなかったという話もありました。 

相談支援専門員同士で話をしていると、「わかるわかる」となるが、一般的には200ヶ

所以上も事業所があるのなら見つかるだろうとか、他市の人から見ると、人口規模からし

ても東大阪市の事業所少なくないと見られております。 

今回の専門会議では、地域で感じている肌感覚を客観的に見てわかるような数的なもの

が出ると、一番わかりやすい思うのですが、そこを出し合いながら、必要なのは「スキル

アップ」なのか、「検索エンジン」なのかというところまで議論できればと考えています。 

1回目の会議を終えまして、専門会議にて話し合う方の像として、強度行動障害の関連

項目10点以上の方、重度訪問介護対象者約130名、医療的ケアの方を対象とすることを定

義づけました。 

ただ、早速出てきた課題として、医療的ケアに関しましては、現在の参加者に十分に話

ができる方がいないので、今後の議論の進め方によって、運営委員以外の方から参画を検

討する必要があり、これからのスケジュールといたしまして、4週間から6週間に1度ぐら

いの日程調整で、年度末に向けていきたいと考えています。 

2回目に向けて、参加者の方々には宿題もでておりまして、どこの数字が出てくれば対

象者のサービス利用実態が明らかになるのか、また、それを調べる手段は何が考えられる

のかを具体的に考えてくること。そして参考資料として、東大阪市の福祉計画を準備する

こととなっております。 

以上です。 

（新崎会長）

はい。ありがとうございます。 

続きまして、ご報告をお願いしたいと思います。中西委員よろしくお願いいたします。
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（中西委員）

はい。それでは専門会議2の、ご報告をさせていただきます。 

テーマは、教育と福祉の連携のシステム化に向けてということです。先日、6月の28日

の日に、第1回目の会議をさせていただいております。テーマにありますように教育と福

祉の連携ですが、これは昔からずっと、障害のある子どもたちに言われてきていることで

すが、時代背景としまして平成24年の児童福祉法が改正されて、放課後等デイサービスと

か児童発達支援とか、児童の相談支援とかっていうのが、どんどんどんどん制度が進んで

きております。これは他の福祉の障害種別とはちょっと違った進め方をしているのではな

いかなあ、というふうに思っておりまして、昔は学校の先生方が家と連携して、その子ど

もさんの障害に対してどうしていくのか、というのを結構考えることが多かったと思いま

す。事業所が少なかったということもあったので、今は、障害のある子どもたちの取り巻

く環境が、非常に改善されていっているので、その子どもに関わる方がたくさん増えてき

ております。 

当然、家、学校の先生、相談員、福祉の事業所で通所の事業所というような形で、いろ

んな機関の方が関わるようになってきているんですが、その中で、いつもテーマになって

ます、教育と福祉っていうものを繋いでいくシステムっていうのを作らなければ、もうい

よいよ駄目なんじゃないかということで、専門会議になっております。もうゴール地点を

決めておりまして、年内には、形を作ろうということで、教育委員会さんとかですね、支

援学校の先生方とお話させていただいております。福祉の方からは、通所連絡会であると

か、児童相談支援のメンバーが出ていて、現場で何に困っているのかというような話をし

たりであるとか、共通の言葉をこう使えるようにしないと話が進まないよねとかっていう

話をさせていただいております。 

例えば、子どもの相談、子どもの会議をするときに、福祉の方から、教育現場にお願い

するとき、教育現場で困っていることで、福祉の方に相談するとき、同じ言葉を使わない

とわからないのでそういうものも含めて、システム化をしていければいいなというふうに

思っております。 

この専門会議②も、委員の方に宿題出させていただいておりまして、今まで困ったこと、

教育現場で困ったことや、福祉の現場で困ったこと、逆にうまくいったこと、今は、あの

先生は話ができるからあの先生に言おうとか、あの相談員さんはお話できるからしようと

か、マンパワーでやっていたことを組織同士でやろうと思っているので、今までできた、
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うまくいったケースがあるなら教えてくださいっていうことで、次に宿題としてさしてい

ただいております。 

課題については、システム化するだけでは意味がないので、それをどのように、学校現

場とか支援学校とか、あとは福祉の事業所とかに伝えていって、子どもを取り巻く環境を、

改善していけるのかっていうところになると思いますので、引き続き、年内目途に終われ

るように頑張りたいと思います。 

以上です。 

（新崎会長）

はい。ありがとうございます。 

二つのテーマ、重度障害児者のサービス利用実態と社会資源について、それから教育と

福祉の連携システム化について、二つとも本当に非常に重要な課題であり、それぞれの多

様な考え方を論議していく部分必要だなというふうに思っています。 

特に教育と福祉の連携っていうのは、言われて長いけれども、なかなか進んでいかなか

ったという状態ですけれども、この今までの二つの報告につきまして、何かご意見とかご

質問あればお聞かせいただきたいのですけれども、いかがでしょうか。 

宮田委員ありがとうございます。お願いいたします。 

（宮田委員） 

施設連絡会の宮田でございます。所属の方は、社会福祉法人若草会でございます。 

専門会議①の方なんですが、先日会議がありまして、私もこの専門会議①の方に、参画

させていただいております。そこで委託相談の方から、現場の報告を聞かせていただいて、

非常に大変だということを、それは肌感覚で感じたわけですが、会議の目的が、肌感覚じ

ゃなくて数値化するということであるわけでしたので、重度訪問介護の関係になるんです

が、なぜ受けられないのか、受けられない理由をしっかり実態把握をしていかないといけ

ない。先ほど児玉さんの報告にもありましたが、しっかり報告を把握して、その理由を1

個1個潰していかないと、いつまでたっても不利益をこうむるのは当事者の方なんだろう

なと思います。 

実は先日の会議の後で、実際に重度訪問介護のサービス提供が、どの程度行われてるの

かという話が出ました。その会議の後で一体どれぐらいの提供実績なのかを、まだきっち
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り整理できてないんですが、また整理ができたら、児玉所長さんの方には、表にしてご報

告をさせていただこうと思っています。 

この資料の17ページの課題についてのところに、東大阪市にはサービス提供事業所はた

くさんあるものって、僕もそう思ってたんですが、認識を変えないといけない。実はサー

ビスの提供実績が、67事業所しかなかったんです。市が出してる表では216事業所で重度

訪問介護をやるよっていう事業所の一覧が、調べたのはワムネットですが、ワムネットの

方が206事業所が出てたんです。 

若干、数字の差はあるんですが、今年、前年度と前々年度のサービス提供実績として数

字が上がってたのが、67しかなく、それ以外は０または何も入っていないというふうなこ

とが、昨日わかりました。だから、たくさんあるんじゃなくって、67しかない。あとは、

何らかの理由でされてない。そこの実態をしっかり把握して、実際に動かれてる事業所っ

ていうのはこれだけなんだと。多分、少し疑問のある数字が入ってたりしてたんですが、

区分6の方に対して、利用実績、1人とか2人とか、これは確かな数字だと思います。そん

なに多く、重訪の方対応できないので。ということは、新規の重度訪問介護の方を受入れ

るっていうこと自体がなかなか難しいんだろうなっていう、これは推測ですけども、とい

うふうなことも思いました。 

だから、そういうふうな事業所の実態というものが、まだきっちりと整理できてません

が、見えましたので、さらにそれをもっと深く、それ以外のところはどうなのか、新規受

けれません、じゃあ受けれない理由は何なのか、人が足らないのか、人はいるけど支援技

術が伴わないのか。それ以外には、経営上の問題なのかと。いろんなものが理由としては、

出てくるんだろうと思いますけれども、それを今後、明らかにしていく必要性がある。 

それともう一つ、これはちょっとある委託相談の方からお話し聞いてたんですが、やは

り見つからない。見つからない場合はどうしてるのかと聞いたら、場合によっては、訪問

看護事業所さんの方で対応してもらってるというふうなことも、ある委託相談の方は言わ

れてて、そういう意味では、先ほど相談支援の中学校区に変わった、再編ですね、あの時

話ありましたけども、多職種連携っていうのも視野に入れながら、重度の障害のある方へ

の対応については、そういうことも視野に入れながら対応していかなくちゃいけないのか

なっていうふうなことも、ちょっと思いました。一応感想と意見です。以上でございます。 

（新崎会長）
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はい。ありがとうございます。 

貴重な数値まで出していただいて、貴重なご意見いただいてありがとうございます。こ

の件につきまして、何か、いかがでしょうか。 

専門会議の①、そういう重度障がい児者のサービス利用実態についてというところでの

ご意見とか、何かあればお聞かせいただきたいんですけども。 

センターの方からは何か今のご意見、感想とかありますか、児玉さん。 

（児玉） 

宮田さん、はやばやと宿題をやってきてくれたみたいで、すごくうれしいです。会議の

時にはワムネットで調べるのも一つ手があるというご意見もいただいておりまして、そう

言われればそうだなと思っていたんですけど。さっそく動いてもらって嬉しい限りです。

相談支援とか現場に出ている方は、サービスが足りていないのはすごくわかるんですが、

なかなか第三者に訴える時に、今みたいに200以上あるけど実際動いてるのは67ヶ所だっ

て言われたら、ちょっと私も数字を聞いて、やっぱりそんな感じなのか、っていう実感が

湧きましたので、そうやって数字を出しながら見えてくる新たな課題があるのかなと思い

ました。ありがとうございます。 

（新崎会長）

まさしく、センター長がお話された対価の肌感覚をエビデンスに落とし込むっていうこ

とを今お話いただいたのかなというふうに思います。 

またその条件、我々まだわからないですけど、いろいろな課題で3分の1しか対応できて

ないっていう現状についてどのようにしていくか。また、専門会議でご検討いただければ

ありがたいと思います。ありがとうございました。 

続きまして何かご意見とか、よろしいですか。はい、坂本委員。 

（坂本委員） 

今のように、重度障害者へのサービスの利用実態が問題になってるということは、地域

生活支援拠点の問題にもなってくると思うんです。障害者が重度化、高齢化して親亡き後

の問題となったときに、これは計画して整備をしたものの実際に動いたら、それは使えな

いっていうのはとても残念なことだと思うし。一つ一つ、そうやって課題を解決していか
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なきゃいけないんじゃないかなというふうにすごく思います。 

私たち、当事者っていうのは例えばこの制度、拠点については期待しておりますので、

よろしくお願いしたい。一緒に考えていきたいと思います。 

（新崎会長）

ありがとうございます。それでは田村委員、よろしいでしょうか。 

（田村） 

私自身が今回協議会の副会長という立場もありましたので、専門部会から専門会議に変

えていく、こういう仕組みをもう一度見直そうかという議論に入ってきた経過があります。

その中の、今回、専門会議として新たにスタートしたという報告で、大方の方がご理解い

ただいたと思うんですけれど、もともとこの自立支援協議会ができたときに、冒頭の要綱

の見直しのところで規約でも書いていますように、やっぱりこの協議会は、特に困難事例

の対応に当たって、やっぱり協議をしていく。どうしたら、いわゆるそのサービスが、み

んなに行き届くのかということを面的に整理する場所だと思って作られたと思うんです。 

ところが、10年ほど経ってくると、専門部会の方が残って、部会に集まったメンバーで、

ちょっと言葉悪いですけど、よろず相談所になってくると、「今日何か課題があるか、課

題がこれあるね」って言った時に、本当にそれは、東大阪の地域的課題だろうかとの議論

になります。まして、先ほどから出てるエビデンスとか、いわゆるこのなぜ必要なんだと

いう根拠を示したいものですから、たまたま現場で対応している相談支援の方々側からす

ると、今まさにこの人にはそのサービスいる、という訴えはあるんですが、視点を変える

と、東大阪市がこの間出している、障害福祉に係る扶助費といいますか、いわゆるお金は

財源的には相当出てるんです。右肩上がり出てるんです。今やっと、具体的に重度訪問介

護という部分についての参画してくれてる事業所が、実はそんな少なかったというのも出

てきましたけれど、その辺が結局空中戦で、かたや現場の人間は、いや、こんだけサービ

スがいるんですって言いながら、いや、そんな言うてるけど全然見てみたらこんだけサー

ビスが届いてるんだなっていうのが、現状で、なかなか僕はそこがね、実はこの15年たっ

ても障害福祉あるいは、障害者の人権を守っていくにあたっての行き届かない部分がまだ

ここに大きくあったんやな、それは僕は、今回の専門会議、まさに、それぞれの相談支援

事業所が、それぞれの地域で相談を受ける中でいろんな課題でできますよね。 



R４ 協議会 全体会

20 / 27

先ほどの教育と福祉もそうですよ。ある学校の先生が、福祉のある担当者と点と点で繋

がってるとすごく上手くいくんだけど、例えば転勤される、あるいはその福祉の方も変わ

る。そうすると面的な整備がされてないですから、そこが全く福祉が届かない、あるいは

教育の現場の声が聞こえない。支援学校の先生もおられますけど支援学校から就職するに

あたっても、進路指導するときに、いろんな相談支援がかむけれどそれとまた別に違う事

業所が違う方向性をだす。本当にその障害当事者にとって、一番いい方法あるいは、本人

が決められる、あるいはみんなが決めて本人で納得できるような、方向性はどうなのかな。 

この視線というのがなかなか、少し、どっか行ったかな、いっていないと思いたいんです

けれど、その辺がですね、多分多くの方々にこの障害福祉のまだまだ重要性、またまだ行

き届いていないという実態を理解してもらういい機会になった。 

もう1回重度障害者、例えば、地域移行の話も出ます。これ、次も出ると思いますけれ

ど、施設からの地域への移行というのを進めてきてる一方で、重度障害があって、いよい

よ親がご高齢になり見られなくなったから、また施設に入ってる。それって本当に東大阪

市でどうするのっていうなんて本来、もうそういうところがなかなかもう、サービスが行

き届いてないんだけどその声が届いていない。 

それで、それが実はこの自立支援協議会の中で困難事例として議論されていない。そこ

をもう一度各委員さん、それぞれの代表ですし、その中で議論していただいて、私みたい

な声の大きい人が「これがいるから」というのではなくて、みんなが納得できる、そうい

うとこにはサービスがいる。「でも、このサービスは見直したらええんちゃう」のような

議論したらいいと思うんです。 

そういう中で、東大阪にお住まいの障害者当事者でご家族、あるいはその支援者の皆さ

んが、本当にこのインクルーシブといいますかノーマライゼーションといいますかそうい

う社会になるように、この専門会議ってのはこれから議論されていくと思いますし、大き

な期待をしているということで、少し関わった中で、今後こういう方向で進んでいきたい

なということで、思いを込みで述べさせていただきました。以上です。 

（新崎会長）

はい、ありがとうございます。他に何かご意見とかよろしいでしょうか。 

前回から引き続いて委員をされている皆さんにとれば、今回の全体会議でのご提案って

いうのは、かなり積極的に、変革していくということの動きを提案していただいてるんで

はないかなというふうに思います。先ほどから何回も委員の方々がお話しされています、
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当事者のニーズをしっかり受けとめて、それを具体的に実現するために、自立支援協議会

があるという、そのコンセプトを明確にした上で、試行錯誤として二つの専門会議を開い

ているというふうにご了解いただければと思います。その辺のところの確認でよろしいで

しょうか。はい、ありがとうございます。 

（新崎会長）

続きまして、次第の６の地域生活移行プロジェクト会議についての報告をお願いします。 

（創思苑 西野委員）

資料のほうは１９ページになります。社会福祉法人創思苑の西野と言います。宜しくお

願いします。昨年度までは、地域移行の課題の部分で言うと、地域生活移行部会の中で課

題のほうを解決するべき方法を検討してきましたが、部会がなくなり考えていかなければ

ならないというところで、今回プロジェクト会議という形で設置をして頂きました。 

地域移行の課題で言うと、この間、受け皿となるグループホームの数は増加しているが、

障害の重い人が、なかなか自立生活の為に利用できていない現状があります。そういう中

で今回、砂川に入所されている CY さんという一人の方のケースを、地域移行を進める実

践を通したなかで、改めて東大阪における地域生活移行の課題であったり、どんなことが

システムで必要なのかを検討していく場を持ちたいなという事で、今回設置をして頂きま

した。

先ほどの話にもありましたが、地域移行の部分で言うと、地域から入所してしまうとい

う部分と、入所施設から地域に移行するという両輪の部分をおさえていく必要があるなと

思うんですけど、まずこのプロジェクトでやる部分は、CY さんを１年間かけて今回は社

会福祉法人創思苑が主要な受け入れ事業所となって、CY さんのニーズに合った自立生活

を支援していきたいと思っています。ただ、１法人ですすめるには、強度行動障害など、

困難な状態を示す人の自立生活に関しては限界がありますので、そういう部分で、いろん

な事業所さんに移行のプロセスに関わってもらいながら地域全体で、地域のベースアップ

をはかっていけたらなという風に思ってすすめています。 

具体的な部分でいうと CY さんは 6 月にまず 1 回目の体験をして頂きまして、今後も月

に 1 回、体験であったりとか、グループホームの宿泊をして頂く中で、徐々に地域移行の

ほうに向けて進んで行こうと思っています。まあそういう中で、見えてくる課題等を、プ
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ロジェクト会議の中で整理しながら東大阪における地域移行のシステムというのを作って

いけたらなというふうに考えています。以上です。 

（新崎会長）

はい、ありがとうございます。今回、地域生活移行プロジェクトの会議も、いわゆる運

営委員会の方々に発信されて、希望がある方は参加してくださいというような発信もして

頂いてありがとうございます。新崎も参加させて頂こうと思いましたが、老親が入院する

とかで初回の会議に出れなかったのですが、そういった形でやはり運営委員全員の方々が

問題意識を持って取り組んでいく事が大切だなと思って聞かせて頂きました。ありがとう

ございます。今の西野さんの報告について、何かご意見とかご感想とか、ご質問とかあり

ますでしょうか。 

では、なければ次へ進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

(新崎会長) 

地域課題の共有について、ということで各部会からのご説明は以上になりますが、それ

以外の地域課題につきましてもまた本日は様々な機関、立場の方が参加していただいてお

りますので、情報共有であったり、委員の方からご意見、感想などありましたらお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。なかなかこういったところでは発言しにくいでし

ょうけども、障害者に対する就労支援という部分で何か協議会として取り組んでいること

があれば報告をお願いできればと思うんですけども、いかがでしょうか。 

（直江委員） 

東大阪市就労支援ネットワーク連絡会の代表させていただいています、直江と申します。

所属は社会福祉法人ヤンググリーンの就労支援センターレジスタです。 

就労支援ネットワークの活動の内容ですけども、就労移行支援事業所が東大阪で現在 9

か所ありまして、一般就労の促進を目的として活動を行っています。現在、現場の課題へ

の対応として二つのワーキンググループを作って、一つが支援力アップのため研修企画の

ワーキンググループで、もう一つが企業の方も一緒にワーキングに入っていただきながら

課題共有し、解決を図っていくグループを作っております。そこが現場の底上げの目的な

んですけども、もうひとつ、自立支援協議会運営委員会にネットワークが昨年度から参加
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させていただいています。そこに向けての会議も行っており、ネットワークの代表・副代

表と就業・生活支援センターと施策推進課の方にも参加していただき会議を行っています。 

 その中で課題の抽出をしてるんですけども、今の内容として東大阪市内の就労移行がピ

ークの時の約 20 か所から現在半減して 9 か所となっていますので、その原因分析と対策

の検討を進めています。 

請求のデータを分析していただきますと、就労移行の支給決定の数自体は大きく減少し

ていないんですけども、その半数以上が東大阪市外の事業所の利用をされているという結

果になっています。東大阪市内の就労移行が利用されていない理由はいろいろあげられる

と思うんですけども、東大阪市の就労移行の中身が広く知られていないことが原因に挙げ

られると思います。 

支援学校の複数の進路指導の方にも状況をお聞きしているんですけども、支援学校卒業

後就労移行につながった後、本当に就労につながっているかどうか不透明であったり、移

行の後にB型の利用に移っているケースも見受けられる等透明性をもっと求めるという声

もあがっています。学校を卒業してから、一般就労する力がありながら就労継続支援 B 型

や A 型の利用につながってる方も多い現状の話も伺っていますので、障害があっても一般

就労がしっかりできて、就労定着支援事業等もありますので十分な支援があるという情報

をもっと伝えていく必要があることが現在の課題として挙がっています。

そうしたことから今年度の取り組みの目標としましては、若年層で重度の障害がある方

も含めて、働いている姿、イメージを伝えていって安心して就労を目指していけるという

ことの啓発活動も取り組みたいと考えておりまして、対象としてはご本人・保護者含め周

囲の学校や支援機関へ伝えていくことも合わせて検討を進めております。以上です。 

(新崎会長) 

ありがとうごさいます。 

新崎が聞きそびれたんですけど、二つのワーキンググループ、一つは企業との課題共有

ということですけど、もう一つは？ 

（直江委員） 

もう一つですけども、市内の就労移行の職員の支援力の課題が上がっているので、そこ

をアップするための研修などのワーキンググループをしております(新崎会長) 
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ありがとうございます。 

企業との課題共有、（支援者の）支援力アップという二つ、ワーキンググループを作っ

て取り組んでおられるということでした。 

市内の就労移行支援事業所が半減しているということ、驚くべき数字だと思います。そ

ういったところについても調査・検討していただいている、ということです。 

ありがとうございます。何か今のお話につながるようなご意見・ご質問ありますでしょ

うか？ 

(児玉) 

就業・生活支援センター所長として発言できたらと思います。

就業・生活支援センターの運営会議を毎年一回しているんですが、その中で出てきた数

字で、精神の方の対象者が若干減少しています。大阪府下の数字（精神の方は減少してい

ない）から見たら、大阪府下の数字と連動していないということだったんですが、精神の

方の対象者がどこに行っているのかが明確になったのが、精神の障害者を支援している方

からご意見いただいたのですが、就業生活支援センターを通さずに就労しているというの

があって、どこが支援しているのかというと、エージェント、派遣会社。派遣会社を使う

メリットは何かというととにかく話が早い。 

就業・生活支援センターが目指しているのは働き続けることを支援させていただいくこ

とです。障がいのある方でも、精神の方は特に就職することは割とクリアされることが多

いんですが、働き続けることに困難さを感じることが多いのでそこを丁寧に支援させてい

ただいている。 

派遣会社で就労斡旋されているような方々は「就職すること」を目標としているので当

事者にとって、そこがどうなのかと感じているところです。ただ、この問題が自立支援協

議会になかなか挙がってこないのは、そこに相談支援や事業所が関わっている訳ではなく、

就業・生活支援センターだけが捉えている数字だからかもしれません。 

協議会に挙がってくる課題の道筋、広げていかないといけないのか、うまく網を張って

行かないといけないのか。立場が変わって見えて来たことがあったのでシェアできればと

考え発言させていただきました。 

(新崎会長) 
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ありがとうございます。大変、大切なご指摘です。新崎もちょっとコメントしようかな

と躊躇していたところに今お話しいただきました。今、私は CSW の困難事例の相談ケー

ス等のスーパーバイズをさせて頂いています。就職したが長続きしない、就職して傷つい

て引きこもりになってしまうケースが結構多いんです。子ども、若者支援という視点から

考えていくと、就労移行なんですけども、就労することを目的としてしまうと、先ほどの

ように、会社にとりあえず入ることがゴールになってしまうけども、実は障がいのある方

が社会参加する、その一つの、最後のゴールとして就労というのを選択肢としていくとい

う発想をしないと、一番手っ取り早い、就職した、そこで利益を得る企業があるという発

想になってしまうと思いますので、そういう意味でいうと、障害がある方の就労支援とい

うことと、子ども、若者、引きこもり、ということの社会参画ということに抵抗感がある

という方が増えているという状況、そういったことを連動して考えていくことも児玉さん

のご意見を聴いて感じたところです。 

またその辺のご議論（協議会で）いただければと思います。 

就労支援という言葉、言葉はそうなんですが、就労をゴールとしてしまわないで、最終

ゴールとしていく、そんな考え方も必要かなと思って今聞かせていただきました。 

ありがとうございました。 

（地村委員） 

就労のからみで当事者中心の会の中でも働くことについて話題が出ています。 

今年度、隣の大阪市で始まっている通勤とか職場での介助者で使える重度障害者の就労

支援事業があり、国の方からスタートしていて、東大阪市ではまだその事業ができていは

ないんですけども、今後、重度障害者が就労していくことを叶えていくためにもそういっ

たようなサービスが東大阪市で使えるように検討いただきたいというのがひとつ。 

昨年度からスクラム作業員という会計年度職員、知的の方３名、精神の方３名庁舎で働

くことがスタートしてまして、今年度はその中のうち 2 名が一般就労に移行したと聞いて

います。新たな方 2 名が就職されたと言うことも聞いています。東大阪市でそういった方々

と共に働くということを考えていくというところでどういったことに気づきながら進めて

いるのか等どこかで一度報告いただければと思います。

（新崎会長）
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一般就労、障害がある方々がより就労しやすい形のヘルパーさんそういった取り組みに

ついて考えていくところ。もう一つは今取り組んでおられるスクラム作業員そういった取

り組みの中でうまくいった成功例をしっかりとアウトプットすることで就労支援の意義を

伝えていくということ。この二つ地村委員からお話いただきました。 

ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

田村委員、よろしくお願いします。 

（田村委員） 

皆さんのお話が出てて、この自立支援協議会が今何をしなきゃいけないのか見えてきて

いるのだと思います。 

それは、6 ページの運営委員会の報告にも書いていますように、そもそも協議会の運営

をシンプル化・活性化しようということ、もう一つは、検討課題の中でも障害当事者のニ

ーズと権利擁護が大事なんですね。もっと平たい言葉で言うと、先ほどから就労の問題も

含めて出ている当事者・相談支援の方々から出されているのは地域にやはり生きづらさを

感じている方がおられるということですよね。生きづらさを感じて生活している、これだ

け制度ができて、15 年経っていて、例えば教育の話で言うと、特別支援教育ができてそれ

だけ経っているわけですよね。しかしまだまだ特別支援教育に対する無理解もあるのかと

いうふうにも思います。 

そのあたりも含めるとね、まだまだ我々がしなければならない任務といいますか、大事

なのは、そこまでは多分今までも言ってきたと思うんです。「生きづらい人が人がいてはる、

大変です、だから頑張りましょう」って。問題はその人達をどうしたらいいのかこれから

は具体的数値をもって、エビデンスをもって、誰もが理解できる、なるほどな、何とかし

ないとあかんし、そこには他のサービス、ここは充足しているから、このサービスは抑制

したとしてもその予算で別のサービスをできるのではないかといったことを含めて、皆さ

ん各委員がそれぞれ持ち場を持って知恵を出し合いたいんですよ。 

この東大阪市の市域で障害者がノーマライゼーションの下で生活できるように知恵を

出し合う、そのための根拠をそれぞれで見つけてきて、議論して、その根拠の元で、こう

すればもっと良くなるのではないかということを今後、自立支援協議会で各委員が、ある

いは運営委員会の委員も含めて、それぞれの機関が議論できたら素晴らしい仕組みになる
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なと思っていますので、よろしくお願いしたいなと思います。以上です。 

（新崎会長）

ありがとうございます。 

今年度から先ほどご報告もいただきましたように、重層的支援体制整備事業ということ

で、今 13 人の CSW と統括 1 名、14 名で行っていましたコミュニティソーシャルワーク

に、重層型 CSW が行政 1 名、社協 3 名、配属されまして、少しずつ障害・こども・高齢、

垣根をなくしていく相談体制づくりが始まったばかりです。 

これは理想かもしれません。全ての人が生きづらさを感じない社会をつくるためにどう

すればいいのか。今そういった形で今回この自立支援協議会がかなり大きな変革を目指す

ということのご報告をいただきました。 

それから、先ほど言った重層的支援体制整備事業も一応、スタイルとしては形を少しず

つ整えていくという状況です。システム整備したからうまくいくわけではなく、皆様自身

のお力、住民の方々の想い、地域活動計画や地域福祉計画で地域の方々に専門職の方のご

苦労や想いをどう伝えていくかということが非常に重要になってくると思います。 

今回そういう意味では積極的にご意見いただき自立支援協議会運営委員会で専門会議

作って頂いて、検討するという強いご意見もいただきました。本当にありがとうございま

した。 

他にご意見、ご感想が無ければこれで終了したいと思いますが、いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

本当に皆さん熱心なご意見いただきありがとうございました。これにて東大阪市自立支

援協議会全体会を終了させていただきたいと思います。 

それでは事務局にお返しします。 

（手嶋） 

新崎会長ありがとうございました。

今回の議事録については作成次第各委員に送付させていただきます。それでは以上で令

和 4 年度大 1 回の東大阪市自立支援協議会を閉会させて頂きます。本日はお忙しい中ご参

加いただきまして、誠にありがとうございました。 


