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西宮市障害福祉推進計画策定委員会（令和元年度第３回）議事要録 

 

 

○日時 

令和元年（2019 年）10月 9 日（水）10 時 00 分～12 時 00 分 

 

○場所 

西宮市職員会館 3階 大ホール 

 

○出席委員 

北野会長、角野副会長、近藤委員、清水委員、高田委員 

西田委員、藤田委員、増田委員、三浦委員、森裏委員 

計 10 名 

 

○傍聴者 

18名 

 

○次第 

１．開会 

２．傍聴の許可 

３．議事 

（１）西宮市障害者等実態調査について 

（２）西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について 

４．閉会 

 

○資料 

・資料１ 西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について 

・資料２ 西宮市障害者等実態調査について 

・西宮市障害者等実態調査（アンケート調査）票 ３種類 
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○議事要録 

 

会長 

本日の議題に関しては、１つ目に「西宮市障害者等実態調査について」、２つ目に「西宮市障害

福祉推進計画の進捗状況について」について意見をいただく。 

では、１つ目の「西宮市障害者等実態調査について」事務局から説明をお願いする。 

 

事務局 

（下記の議事について説明） 

１. 西宮市障害者等実態調査について 

 

会長 

今日ここで各委員にご意見いただくが、もし後で気が付いたことがあれば、後日意見してもよ

いか。 

 

事務局 

 今週中ぐらいであれば、問題ない。 

 

会長 

 では、各委員にはできるだけ本日意見をいただき、万が一追加で意見があれば今週中にお願い

する。 

アンケート調査は、様々な団体や個人の方が思いを持たれて設問の追加等の要望がでてくるが、

要望を全て反映すると膨大な設問数となりかえって、回答抜けや、アンケートに回答していただ

けないこともでてくる。よって、新しい設問を増やす場合は、そのカテゴリーに関連する重要度

の低い設問を省く方向でお願いしたい。また、継続して行っている調査項目は時系列を検証する

ためにも残しておきたい。 

では、説明いただいた資料について、何かご意見・ご質問等があれば発言をお願いする。 

 

委員 

アンケートを自分で回答してみたところ、調査票問１の「このアンケートの質問の答えを選ん

だ人はだれですか」という設問について、「家族があなたのことを考えて選んだ」という回答肢を

選び、親目線で回答していくと、本人では回答できない設問があると思う。 

 

会長 

「家族があなたのことを考えて選んだ」と回答した場合、本人の思いだけでなく家族の思いが

入ってしまうが、そこは御了解頂きたい。 
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委員 

本人目線と家族の思いは違う。 

 

委員 

 ３つ意見がある。アンケートをもとに、障害のある方の実態や、課題などを吸い上げた内容を

全て計画に反映することは難しいと思うが、アンケート内容は計画に大きく反映されると理解し

ている。時代ごとに障害のある方のニーズ・課題は変化するため、同じ質問の掲載が必要である

ことも分かるが、現場において、その質問に対する課題が解決できているかというとズレが大き

いと感じる。アンケートの項目は、継続性や課題解決に対して、変わらない項目、変えていかな

ければならない項目の精査が必要だと思う。 

質問になるが、今回アンケートの調査の内容に関しては、懇談会は開催せずにすすめていく予

定か。 

介護保険や防災の項目について削除されている部分があるが、障害においても介護保険対象に

なっている方も増えており、また障害福祉サービスも利用されている方が増えてきている。一つ

の家庭に介護保険、障害福祉サービスの利用がある場合がある。介護保険・障害福祉の計画両方

に反映されているのか。介護保険の項目が削除された場合、ニーズ把握の可否についてなど、庁

内で連携ができているか聞きたい。 

防災という観点では、災害時における障害者、高齢者など支援が必要な方への対応について、

自立支援協議会のなかでも大きな課題となっている。具体的な内容も含めて災害発生時における

市の計画は、広い範囲で反映されているのか聞きたい。 

 

会長 

１つ目の質問はアンケート調査に焦点を当てた懇談会開催の有無について、２つ目の質問は介

護保険について６５歳を超えた高齢の障害者のニーズをどこで確認するのかについて、３つ目の

質問は防災における、広報の問題や地域福祉計画も含めた今後の展開について、以上３つの質問

について説明をお願いする。 

 

事務局 

懇談会については、前回の３年前のアンケート作成時には、懇談会を開き意見を聞いた後、策

定委員会で精査した経緯がある。今回は計画の中間見直しであり、主にサービスを中心とした計

画であることと、先ほど会長もおっしゃられたように、項目の加除が難しくなるため、アンケー

ト項目について意見を聞くのではなく、障害福祉推進計画の進捗状況に重きをおいた懇談会にし

たいと考えている。 

介護保険の項目についてだが、身体障害のある方の大部分は６５歳以上となっており、障害福

祉の制度より、介護保険の制度を利用される方が多いと考えている。そういった方にアンケート

を行っても、こちらが聞きたい障害福祉に関する回答が得られにくいと思われるため、以前より

身体障害のある６５歳以上の方は主に聴覚障害・視覚障害の方を調査対象者としている。そのた

め、６５歳以上の方を想定した調査項目は削除することを考えている。また、介護保険と障害福
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祉サービスを併給されている方については、生活支援課で把握ができると考えている。 

また、防災の周知については課題と考えている。今回の身体・知的・障害の調査票では問３４

からが災害・防災に関する質問になっている。 

 

事務局 

域避避難支援制度については、登録団体数が少ないこともあり、今後の防災の取組については

庁内でも議論しているところであるが、様々な計画に防災に関する取り組みを明記していく。災

害時の障害のある人への対応については、災害時における職員の行動マニュアル等でも協議して

いく。 

 

会長 

６５歳以上の身体障害の方のニーズはこの調査では把握できないため、介護保険の調査のなか

で手帳等を確認し、手帳が提供されている方がどのようにサービスを使い、どのような問題点が

あるのかを確認してほしい。お願いする。 

 

事務局 

介護保険の部署と調整をはかりながら、いただいたご意見を参考にさせていただく。 

 

委員 

計画策定のアンケートのため、狭い範囲で障害福祉サービスに特化しているとのことだが、障

害福祉サービスについては今後の住まいや福祉的な就労の問題等、出てくる課題は多い。障害福

祉サービスに集中するのであればこそ、アンケート内容や計画の進捗、事業のスケジュールなど

も考えてほしい。実際、障害福祉サービスは充足しておらず、地域で生活するのは困難であると

思っている方も多いのが現状となっているため、そこからの意見も集約してほしいと思っている。 

 

会長 

意見の集約などに関しては、自立支援協議会のメンバーにも協力していただきたい。 

 

委員 

身体の調査票問２１の「あなたは今後、毎日の暮らしの中でどんなことをやってみたいと思っ

ていますか」という設問の選択肢「地域の夏祭りなどの行事やそうじなどの活動に参加したい」

という内容については、「地域の夏祭りなどの行事や地区懇談会などの地域活動に参加したい」に

変えてほしい。障害者に参加させてあげるという問題ではなく、西宮市は障害当事者がまちづく

りをすすめ、地域活動もすすめていくため、障害者の主体化を表してほしい。 

身体の調査票問４７の「次のうち、あなたが知っているものはありますか」という設問は事業

や施設等の認知を問う設問であると思うが、「福祉サービス利用援助制度」と「成年後見制度」の

項目を混在させて、認知だけを問うことに違和感がある。「成年後見制度」については成年後見制

度利用促進計画を各計画に反映させようとしているので、知っているかどうかだけでなく、もう
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少し細かい聞き方があるのではと思っている。「福祉サービス利用援助事業」についてだが、問５

５はサービスの使い方を聞いており、その後に用語説明もしている。西宮市はサービス利用計画

を作っているのではなく、本人中心支援計画を作っており、福祉サービス利用援助事業の展開は

重要となるため、認知だけの設問は疑問である。 

 

会長 

身体の調査票問２１の「地域の夏祭りなどの行事やそうじなどの活動に参加したい」などにつ

いては、障害当事者の方が主体的に参加しているような西宮市らしい聞き方ができないか。地区

懇談会等といった表現がいいのではとのことだが、地区懇談会は浸透しているか。 

 

委員 

地区懇談会は浸透しているが参加者は少ない。アナウンスはしているが、参加者が限定されて

おり、協働という意識までは醸成できていない。 

 

会長 

地区懇談会を記載する場合、説明が必要になる。 

福祉サービスについても、理解してもらっているかわからないため、調査の中で学ぶことがで

きればいいと思う。その中で、障害当事者の方が主体的になる表現をしてもらえるようお願いし

たい。「福祉サービス利用援助事業」と「成年後見制度」については、ご本人の権利を守る大切な

事業なので、事業をご理解いただくための戦略が必要だと思う。「成年後見制度」については、市

として来年度の計画にどのように反映するかについて、みなさんの意見を反映できるしくみがあ

るか説明をお願いする。 

 

事務局 

成年後見制度利用促進計画については、提言書として策定をすすめている。来年は、障害と介

護保険の計画策定年度にあたるため、提言書について報告させていただき、計画書に反映してい

こうと思っている。 

 

委員 

「成年後見制度」については、実態把握も成年後見制度利用促進計画で見えている部分がある。

認知度については、「成年後見制度」を知りたいということであればそれでいいと思う。ただ、福

祉サービス利用援助事業については、用語説明に加えて、自分の暮らしの中で必要性を感じてい

るのか把握できる方法がないのかと思っている。 

 

会長 

金銭の管理を含めた問題はとても大きい。金銭の管理を含めた必要な問いかけの中で様々なこ

とを聞き、それを踏まえて「この制度はご存じですか。」というような設問にしてもよいのかもし

れない。 
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委員 

 福祉サービス利用援助事業に必要性を感じているかどうか、知りたい。 

 

会長 

どのようにするか検討させていただく。 

 

委員 

障害児の調査票問３５の「あなたは「障害者あんしん相談窓口」を知っていますか」は周知を

問う設問だと思うが、現場や相談支援体制のことを考えていく中で、こども未来センターの相談

機能のあり方については意見が多く出てきている。こども未来センターや北山学園における計画

相談や児童指定特定相談支援は満杯となっているが、子供の相談機能を考えた時に、どこに親子

のニーズがあるのかという聞きとりが必要なのではと思う。 

こども未来センターができる相談機能とはなにか、学校との連携した相談機能を前面に出して

いるが、様々な問題を抱えた家庭、手帳の無いお子さんでも対応していくのか、また、実際に相

談を必要としている人が相談できているかの確認も必要になってくると思う。こども未来センタ

ーに求める機能は計画相談より基本相談の充実、学校との連携の充実、もしくは指定特定相談支

援事業所に対する指導のあり方の充実なのではないのかといった本当の意味での地域のニーズを

聞くことがアンケート調査の目的だと思っている。相談支援施設としてのこども未来センターの

役割は大きいため、ニーズ調査を行い、機能のあり方等を再度検討して欲しいと思う。 

 

会長 

障害児の調査票問３５の「あなたは「障害者あんしん相談窓口」を知っていますか」という設

問の選択肢の１つとしてこども未来センターが入っているが、その扱いだけでいいのか。特別な

施設のため、こども未来センターについては別の質問も必要ではと思う。検討をお願いする。 

 

委員 

私どもの事業所で行っている障害児相談支援は現在１５０人程度となっている。支援をすすめ

ていく中で、困難事例があり、他の事業所との連携が多くなってきていると思う。専門性の向上

が必要だと感じている。事例検討、協議会などに参加するとともに、こども未来センターと連携

しながら事業をすすめていきたい。今後は、相談支援の質を高めることが必要だと思う。 

障害児の調査票問２０の「あなたが逃げるのをだれが助けてくれますか」の設問については調

査対象者が児童であるが、選択肢に学校、保育所の職員の選択肢がないため必要だと思う。調査

票の配布数において、有効回答数が少なかった知的・精神は増やすとのことだが障害児の方は変

更がなく、有効回答率も低いが数を増やした方が正確なより多くの意見がもらえるのではと思う

がどうか。 

 

会長 

障害児の調査票問２０の「あなたが逃げるのをだれが助けてくれますか」の設問について、教
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育関係の項目がない点について、調査のなかで有効回答数が少ない知的・精神は増やしているが、

障害児の方は変更がなくていいのかについて以上２点、説明を頂きたい。 

 

事務局 

障害児の調査票問２０の「あなたが逃げるのをだれが助けてくれますか」の設問について、教

育関係の項目がない点は検討する。 

障害児の調査票の配布数については、全体の配布数に限りがあり、前回調査も有効回答数が多

かったため前回調査と同じ配布数にさせてほしい。 

 

委員 

全体的なことになるが、障害児の調査票に関しては、ほとんどの場合、親が回答していると思

う。そのため、当事者にはわかってもらえず、サービスを知らないのがほとんどとなっている。

当事者のことを考えて選んでくださいとは記載しているが親が回答したことがわかるようにしな

い限り、親がいなくなったときに、本人の衣食住ができるのか自分が支援を求めることができる

のかが把握できないため、当事者がわかっているのか確認できるようにしたほうがいいと思う。 

 

会長 

障害児の調査票に関しては、親の思いが反映されるため、親が子供の思いをどう踏まえて聞い

ているのかが重要となる。回答者の把握については、検討させていただく。 

 

委員 

２点ある。１点目は、障害児の調査票問１７－ｄと問１８が重複しているような気がするため、

問１８の回答肢に足りない項目を追加する形にした方がわかりやすいと思った。  

２点目は身体・知的・精神の調査票問５８の自由回答の設問と問６６の自由回答の設問内容が

重複しているのではと思った。 

 

会長 

１つ目は障害児の学校と卒業と、働き方などの設問について、ひとつにまとめられないか。２

つ目は身体・知的・精神の調査票問５８の自由回答の設問と問６６の自由回答が重複していれば

まとめることができないかについて、以上２点、説明をお願いする。 

 

事務局 

障害児の調査票問１７・問１８については対象が違うため問いを分けていたが、分かりにくく

重複している箇所もあったため、検討させていただく。 

身体・知的・精神の調査票問５８と問６６の違いについては、問５８は障害者本人、問６６は

介護者への質問となり、対象者が違うため分けているが、同じような回答が出てくることも考え

られるため、再度検討させていただく。 
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会長 

障害児の調査票問１７・問１８については高等学校に行っている方とその他の方の将来像に違

いがでてくるのであれば問いを分けることも必要だと思う。 

 

委員 

障害児の調査票には医療的ケアの設問があるが、高齢化に伴い、子供ではなくても、医療的ケ

アが必要になってくる人も多く、医療的ケアになり、施設やサービスが使えないといった事例も

出てきている。よって、身体・知的・精神の調査票にも医療的ケアの設問が必要ではないかと思

う。医療的ケアになり、施設やサービスが使えなくなった方がどれくらいいるか確認したい。 

 

会長 

細かく調査できるかは検討させていただく。 

 

委員 

知的障害、精神障害における医療的ケアや介護は今後、大きな課題となるため、今回の調査に

おいて医療的ケアなどの項目が少しでも反映できるよう調整して欲しい。 

身体・知的・精神の調査票問２１の「あなたは今後、毎日の暮らしの中でどんなことをやって

みたいと思っていますか」という設問においては、項目だけではカバーできないことも考えられ

るため、自由回答のスペースを多く取り、色々なことが記載できるようにしてほしい。 

調査票の有効回答率の約５０％は高いと思うが、アンケートに答えられなかった５０％のニー

ズを反映することも必要になると思う。今後は協議会等も踏まえて、様々な場所でニーズを拾い

あげていくことが重要になると思う。 

 

会長 

では、次の議題に入る。２つ目の「西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について」事務局から

説明をお願いする。 

 

事務局 

（下記の議事について説明） 

２. 西宮市障害福祉推進計画の進捗状況について 

 

会長 

説明いただいた資料について、何かご意見・ご質問等があれば発言をお願いする。 

 

委員 

進捗における評価部分においては、庁内で評価をしていると思うが、△が 4 つ、×が２つとな

り、残りはほぼ◎と○で一定のことはできているとの評価となっている。一方、懇談会や協議会

での評価とズレがあり、当事者、家族、支援する関係機関との認識とも若干ズレていると思う。 
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取組状況のなかで数値があるが、実際のニーズとあっているのか、需要と供給のバランスが取

れているのかがこの数値だけでは見えない。評価基準がどういったものなのかを、オープンにし

てほしい。懇談会の中で、皆さんが感じているズレや評価をヒアリングし、意見を合わせた上で

の評価基準を考えていかないとダメだと思う。懇談会において、いつも同じ課題が出ている現状

を考えてほしい。 

また、進捗状況７ページの医療的ニーズへの対応については、障害児への医療面は整っている

が、精神障害者への医療面が不安定要素となっている。児童の中のニーズについては、教育・保

育等通常通う場所への医療的ケアの充実が必要であり、目に見えた形でその進捗を確認できれば

と思う。 

 

会長 

１つ目の進捗状況の項目については、所管課との評価と当事者・関係団体あるいは第３者の評

価が必要であり、評価基準が、評価される側のニーズとあっているのかを検討し、評価の仕組み

を考えていかなければならない。これは大事なテーマである。 

２つ目の医療的ケアについては、子どもの医療そのものは充実している。今後は、保育・教育

の場面における、医療的ケアについてしっかり検討できる仕組みづくりが課題となる。 

 

委員 

評価については、○や◎がある事業も内在している課題はあると思う。その課題に対して、本

当に対応できる状態にすすめていくという認識が必要であり、その認識を共有することが大事だ

と思う。 

 

委員 

所管課評価は第３者が評価するべきであり、チェックする機能が必要だと思う。 

 

会長 

評価結果と、当事者や関係団体のニーズとのギャップが少なからず感じられる項目もあるため、

各課での評価基準の定め方については今後、議論をしていく必要はあると思う。 

 

事務局 

来年度は障害福祉計画の策定もあり、現状把握をすすめていかなければならないため、自己評

価の考え方については、対応していきたいと思っている。 

 

委員 

自己評価はいいと思う。結果として○や◎が多いので行政の解釈がわかった。数値目標をあげ

ている事業は○や◎を付けており、それなりに適正な評価をしていると思う。行政と当事者や関

係団体との温度差は何かと考えると、根本的な課題が解決に至っていないことに温度差があると

思う。実際、具体的なサービスの需要と供給のバランスが取れていないため、利用したくても利
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用できない方が多くいる。制度的にはサービスは全て充足しているが、数の問題として、ほぼ５

０万都市である西宮市においてサービスの量が少ないと感じている。一方で、行政と関係団体が

ともに、内容や重点項目の精査を行い、事業の向上に向けての議論の場ができたことについては

評価している。しっかり見えてきたことについて議論していきたい。 

 

会長 

重点項目の数値目標は委員会で最終決定している。よって、数値目標はある程度妥当だと思う。

所管課の評価と第３者との評価が並列されていればより分かりやすくなると思う。２つの評価軸

において大きな違いがあれば問題点がよりはっきりする。並列した形で評価ができる仕組みがで

きるのであれば大きな意味を持つと思う。 

 

委員 

所管課評価と今後の取り組み課題については、一定の評価をされているが、数値ができたから

といって達成ではないと思う。将来像が目標設定されていると思われるため、これから協議会等

で具体的目標に向けてどのようなプロセスを歩んでいくかが必要となり、プロセスを踏まないと

明らかにならない課題もあると思う。 

我々のＮＰＯ法人では、今ある地域課題を抽出する作業を行っており、この作業を広い場面で

すすめていくことを続けていかない限り、地域包括ケアシステムの構築などは難しいと思う。 

目標に向けて、プロセスをどう考えていくかを行政・関係団体がともに考えていく機会を持たな

いとズレは解消できないと思う。そのような内容をしっかりと話し合っていきたいと思っている。

行政だけで考えるのではなく、様々な協議会においても考えていくことが大事だと思う。 

 

会長 

数値だけではなく、プロセスを評価することも考えなければいけないと思う。 

 

委員 

中間評価を各課より伝えてほしい。生活支援課はどうか。 

 

事務局 

広く様々な事業を行っている上での総括としては、評価として○をつけているが、課題もあり、

進んでいない状況も認識している。そのような中で、できることから進めていこうと考えている。 

 

事務局 

新規事業に取り組み始めたところであり、また、３月に条例を制定することから、それらを踏

まえ、理解の促進に取り組んでいきたい。 

 

事務局 

精神障害に対応した地域包括ケアシステムの構築という部分においては、皆さんの意見を聞き
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ながらすすめていくとともに、ニーズのズレにも対応していこうと考えている。 

 

事務局 

平成 29 年・30 年とグループホームの補助申請が０件であったため、評価を×としている。計

画の目指す理想はグループホームが増えることであり、補助申請が殺到することとは本質的に違

っている。そのような意味では、平成 30年は補助の活用は０だったが、賃貸を利用した補助を活

用しない形での新規開発は出てきている。 

一方、市が展開している補助については、新築を対象とした自己所有物件が対象となっており、

建築費の高騰等で活用しにくいとの意見があった。賃貸物件を活用とした展開はその支援を考え

ていく意味でも、補助のありかたを見直すきっかけになっている。 

 

事務局 

地域生活を推進する入所施設の支援については、空きがあればその相談に対する短期入所の活

用を促しているが、施設からの相談はなかった。 

 

委員 

障害福祉サービスを展開していくなかで、仕組みは協力しながらお互いが作り上げていくもの

と思うが、そのなかでも行政しかできないものがある。障害福祉サービスの質については、人材

が不足していくなかで支援する職員も多忙となり、結果として不適切な対応につながっている。

今後は支援の質にまで言及しないといけないと思う。 

 

会長 

 法人指導課も地域自立支援協議会に相談などもしていただけたらと思う。 

 

委員 

評価のズレをどう検討していくのかが必要だと思う。行政しかできない制度運用もあるが、事

業に関しては細かい部分を検証し、どこで考えていくかを明確にすることが大事だと思う。 

 

事務局 

次期計画は来年度に審議し、策定を行う。来年度の委員会は４回を予定している。 

アンケートは事務局で再度精査後、１１月下旬または１２月に発送を行い、アンケート結果は

来年策定委員会で報告する。 

次回の策定委員会は１１月２０日に開催し、条例について審議していただきたい。 

 

以上 

 

  


