平成２４年度 第２回 吹田市障がい者施策推進委員会 議事要旨
（２０１２年度）

開催日時：平成 2５年２月１５日（木） 1４時００分～1５時２０分
開催場所：吹田市文化会館（メイシアター）１階 集会室
出 席 者：障がい者施策推進委員会委員
矢野委員長 渡邉委員、井岡委員、山本委員、谷合委員、由佐委員、馬垣委員、
鴨井委員、播本委員、平形委員、牧野委員、山口委員、江口委員、倉本委員、
松本委員、梶谷委員、平野委員、
欠席委員：青木委員、坂田委員、春藤委員
事務局
守谷理事、齋藤次長、橋本所長、村上所長、吉田所長、田淵室長、藤岡参事、
岡本参事、宮田総括参事、大市参事、橋本主幹、米崎主幹
会議次第：１開会
２案件
（１）吹田市障がい者施策推進委員会について
（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支
援法）の概要について
（３）障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待
防止法）施行後の状況について
（４）
（仮称）
「くらしの場」整備について
配付資料：
資料１

吹田市障がい者施策推進委員会 設置要領と設置規則対照表

資料２

吹田市障がい者施策推進委員会 委員名簿対照表

資料３

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（障害者総合支援法）の概要
資料４

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法 律（障害
者虐待防止法）施行後の状況について

資料５ （仮称）
「くらしの場」整備について
議事要旨：
１開会 委員長挨拶
２案件
（１） 吹田市障がい者施策推進委員会について
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委員長
事務局
委員長

委員長

委員長
委員長

それでは第１案件の吹田市障がい者施策推進委員会について事務局から説明してく
ださい。
《資料１、資料２について説明》
障がい者施策推進委員会について設置を明確にするということですね。まず市の附
属機関とすることは、特に問題はないかと思いますがいかかでしょうか、よろしい
ですか。
次に委員の追加、削除について、前回新しい委員への追加の提案があり、市のほう
で検討されました結果委員を追加し、市職員の委員を削除することについて、ご意
見ございますでしょうか。よろしければ提案どおりといたします。
３番目に附属機関となりました委員会の委員の委嘱期間につきまして、事務局か
ら説明がありましたが、ご意見ご質問がございましたらお願いします。
よろしいでしょうか。それでは事務局の提案のとおりとさせていただきます。どう
もありがとうございます。

（２） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）の
概要について
委員長
事務局
委員長
Ａ委員

委員長
事務局

委員長
Ｂ委員
事務局

委員長
Ｃ委員

それでは第２案件の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（障害者総合支援法）の概要について事務局から説明してください。
《資料３について説明》
以上事務局から説明がありましたが、これについて、ご意見ご質問がございました
らお願いします。
４月から難病等が対象ということで、一昨日ですか都道府県の担当者会議が開かれ、
追って大阪府からその内容が下りてくると思いますが、難病の方で福祉サービスの
対象となられる方は何人ぐらいおられますか。対象疾患が関節リュウマチとか１０
０ぐらいありどの程度見込まれていますか。今まで難病のサービスを利用されてい
た方は４月以降は自動的に障がいのサービスに移ることになるのですか。
今の質問についてお答えお願いします。
難病の方がどれくらいサービス利用が見込めるかにつきましては、難しいのですが、
結構な率で身体障がい者の手帳を取っておられまして、今回の法改正をまたずに利
用されておられます。現在難病だけで、手帳がない方で難病の単独サービスを利用
されている方を加味いたしましても、２桁いくかどうかぐらいかと思います。ただ
利用できることが周知されることによる増加につきましては、予測ができないのが
現状でございます。
現在、利用されている難病のヘルプサービス等につきましては、国、府からの通知
で廃止をするとされておりますので、自動的というわけではございませんが、ご本人
に説明をしてご案内をさせていただくことを考えております。現在２人の方が利用さ
れております。
２桁いくかとのことでしたが、よろしいでしょうか。他に質問ございますでしょう
か。
障がい者の範囲が増えたとのとですが、関節リウマチと後どのようなものがありま
すか。
いわゆる特定疾患ですが、数は１３０の疾患が指定されております。クローン病、
劇症肝炎、サルコイドーシス、重症筋無力症等があります。これにつきましては範
囲の拡大は今後も行われていくと考えられます。
他にございませんか。この１３０の疾患はホームページで見られますか。
見られます。
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委員長

それでは第２案件はよろしいでしょうか。

（３） 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）
施行後の状況について
委員長
事務局
Ｄ委員

委員長
事務局

委員長
Ａ委員

事務局

Ａ委員

次に障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待
防止法）施行後の状況について事務局から説明をお願いします。
《資料４について説明》
虐待者の内訳に養護者の場合は分かるのですが、施設の職員というのはどういう状
況なのですか、現在、高校の体罰が問題となっており、目に見えないものが表面化
している実態がございます。虐待と体罰は紙一重と思われます。内容をお聞きした
い。またこの数字が本当にこういうものなのか、水面下にまだあるのではないかな
ど、今後の取り組をお伺いします。
今後の対応もありますので説明できる範囲でお願いします。
個別のことでお伝えできることとしては、件数は４件ですが、４事業所で起こって
いるわけではなく１つの事業所であったとしましても、複数の通所者の方に対する
暴言的なことが、複数の通所者の方にとっては耐えられない虐待であるということ
もあります。また１件については確実な通報でないため虐待と認定しておりません。
また、警察等に通報が必要な身体的虐待があったというわけではございませんが、
精神的虐待として是正をお願いしましたという部分がございました。
他に質問、ご意見ございますか。
確認ですが、障害者虐待防止法の対象年齢は１８歳から６４歳、１８歳以前は児童、
６５歳以上は高齢者の虐待防止法で対応ですね。児童虐待防止法で例えば１８歳未
満で障がい児であるとの通報や事実確認をされた場合は障がい福祉室も連携して行
っていくとの流れでよろしいですか。
委員のご指摘通り、１８歳未満は児童虐待防止法が優先で、６５歳以上は高齢者で、
DV に関しては DV としての対応が主担となります。ただ、高齢者虐待との通報が
あっても、お話をお伺いすると５０歳代であり、こちらで対応するということもあ
り、児童も児童の虐待だけの問題でなく、親御さんとか、回りの環境がございます
ので関係課と連携して対応してまいります。
障がい者が６５歳以上になられた方はまだまだ少ないので、それほど割合は多くは
ないと思いますが、障がいの範囲がどこまでかということもあるのですが、児童虐
待防止法もありますが、障がい児をどう支援していくのか、例えば分離が必要な場
合もあるかも分かりませんが、障がい児として状況を含めて見ていく必要があり、
法律では所管が分かれますが、手帳を持っているかどうかだけでなく、児童も含め
対応できれば、ありがたいなと思います。もう一つ、ネグレクトで実際関わったケ
ースでは親御さんの一人が亡なくなられて、特にお父さんお一人が残って、障がい
のある方を養育されていると難しい問題がでてくることがあります。食事やお風呂
で場合によってはネグレクトといわれる状態にどうしても陥ってしまうことがあっ
たりします。施設の職員も家庭状況を把握しておりますが、放置していいことでは
なく、経済的な状況では生活保護もありますが、年齢の高い方は嫌がることもあり
ます。本人の障がい年金とお父さんの年金で生計を立てており、本人の年金がお父
さんの生活費にも回っていると経済的な虐待にもなります。そういう実例をケーワ
カーにも相談しており、全体的な支援が必要な場合がありました。これから、介護
者、本人の年齢も高くなってくるので、まだ、６０歳以上の方の割合は少ないです
が、これから増えていき、家庭の困難状況が増えていくなかで、意図的に虐待する
のではなく、そのような状況になってしまうのであり、虐待との形が出てきてから
解決するだけでなくその前に、支援についてどんな手立てがあるか議論ができたら
と思います。
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この法律の正式名は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する
法律」であります。虐待に対応するだけでなく、虐待となる過程を重視して、それ
がなくなる支援をしていくのが主旨でありますので、おっしゃられておりますネグ
レクトでも逆に虐待者といわれる方が大変な状況であり、その方をどう支援してい
くのかが今後の課題であると認識しております。児童につきましても、健常のこど
もでありましても、虐待をしている母親が障がいの場合もございますので、積極的
に関わっていきたいと考えております。
他にございますか。
５０歳代の当事者の方が約３３０人います。親御さんは７０歳を超えられており、
経済的にも身体的にも大変な状況であります。障がいのある方で虐待を受けた方が、
知的と精神の方が多く、目に見えるあきらかな障がいとは認識しない社会の通説が
あり、私が関わったなかでも、３件ほど知的障がいの方が市民から差別を受けられ
ました。１つは中学生たちから、障がい者施設に隣の公園から石を投げられ窓を割
られたことがありました。障がい者の日もありますが、虐待にいたるまでに、障が
いのある方に対する理解の施策なり研修なりの市民啓発が大事かなと思います。虐
待防止法だけでは、解決しないのではないかと感じましたので一言だけ付け加えさ
せていただきます。
他にございますか。
通報義務の規定はどうなっていますか。
市民すべてに通報義務があると明記されておりますので、どなたも通報してくださ
いと、広報及び啓発に努めております。
それでは第３案件はよろしいでしょうか。

（４） 案件４ 「くらしの場」整備について
委員長
事務局

それでは案件４の「くらしの場」整備について事務局よりお願いします。
《資料５について説明》

委員長
Ｄ委員

質問がごさいましたらお願いします。
グループホーム等に市有地を有償で貸与となっておりますが、吹田市の市営住宅を
グループホーム等に活用されている例はあるのですか。
はい、市営住宅につきましては府営住宅と同様に目的外使用として提供させていた
だいております。
大体で結構ですので、市営住宅はどれくらいありますか。
市営住宅は５，６か所ぐらいあるかと思います。
今私の地区にもございますが、施設だけの運営でなく、地域との結びつきが一番大
切であると思います。今一番心配されておりますのが、まず地域に進出されたとき
に地域の理解がまだまだ乏しい、いろいろな心配されて反対の声も当初はございま
した。時間の経過の中、なんとか地域の中で施設が運営されているという形になっ
ておりますが、その背景にはお世話されている方に十分にお世話が行き届いている
かとの心配がございます。
特に今グループホームの火災がマスコミをにぎわせており、こういったことがでま
すと、公営住宅でグループホームで生活されておりますが、こういう事故に対する万
全な管理が大丈夫であるか、防災関係では防災がらみの支援が言われていますが、日
常的生活の中で発生する事故や火災等について大丈夫なのか、運用はどうされている
のか、指導がもっと必要ではないかと思います。
実際では地域の自治会等がいろいろと交流を図りながら、そのような状況を見定め
ておりますが、まだまだ施設の運営の仕方や世話人さんの数や時間帯に心配もありま
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す。その点についてはどのようにされておりますか。
グループホーム等の認可にあたり、火災報知機等火災設備は消防本部で確認されて
おります。スプリンクラーの設置についてはすべてのところに設置は困難かと思わ
れますが今後の課題と考えております。
公営住宅では一般の家庭と同じであるので、スプリンクラーはありません。実際に
は、日常生活での火元の管理が必要ではないでしょうか。なかなか世話人の方の確
保が難しいようであり、そのあたりをきっちり管理していくことが地域の信頼につ
ながっていくのではないかと思います。
障がい福祉室といたしましも、事業所さんへ通知なりお願いして事故が起こらない
よう努力していきたいと考えております。
AED を設置している施設があると聞いていますがあるのでしょうか。
ＡＥＤ設置の調査は行っておりません。各施設から来られている委員でそのへんの
状況をお聞かせいただけますでしょうか。
学校等にもほとんど配置されておりますね。
施設独自の取り組みとして第２さつき作業所は５０人規模であり、設置しておりま
す。救急のときの訓練で一番いいのは AED です。独自では広めようとしていますが、
費用面のこともあり、グループホームには現状では配置できておりません。
３点お伺いします。まずこのケアホームはどのくらいの人数の方が利用できるので
しょうか。平成何年度の完成ですか。また１か所だけの整備予定ですか。将来的に
増やしていくのでしょうか。
大阪府の指導がありまして、１０人以上になるケアホームが作れませんので、２０
人規模ですが、２棟を考えております。できればショートステイを併設したいと考
えておりますので、土地的には１０００㎡ぐらいが必要と考えております。完成時
期は、土地が決まりましたらなるべく早く、最短で平成２７年４月にはオープンし
たいと考えておりますが、まだ土地が決定しておりません。箇所数ですが、くらし
の場として、ただのケアホームだけでなく２４時間体制でご家庭で困っているとき
電話で相談できる地域の拠点として考えております。それでは１か所では無理であ
ろうとのことで、理想ではございますが、可能であれば市内を４つぐらいに分けて
できればいいなと考えております。
他に質問ございますか
私の法人でも市内各地に日中の場とか、独自の拠点施設を作っております。自分の
持っている、土地であればまだ地域との話し合いはいいのですが、行政にお借りし
ている場合は厳しいことがあります。よく火災のことをいわれます。関係があって
消防庁とも話をいたしましたが、障がいのある人の出火率はごくわずかであり、多
くは寝たばこが原因です。障がいがある方が火災をだすということではなく、地域
のなかで火災が起こることはお互い大変なことですので、みんなで対応しようとの、
認識をお持ちいただきたいと思います。
他に質問ございますか。
理想でいえば何か所かできればいいのですが、経営戦略会議も見させていただいた
のですが、障がい福祉計画の数値目標だけでなく、障がいの重い方を含めて頑張っ
ていきますとの答弁がありました。今の国の制度にない障がいの重い方への制度を、
早急に具体化していくことが大切です。数値目標との兼ね合いからも障がいの重い
方を含めて計画していく必要があります。こういったものは場所等の支援がないと
できません。このような施設をどのように作っていくかが、福祉計画とも関わって
きます。施設を建てる費用はなんとかしても、運営費が国の基準ではとても低いで
す。ケアホームの前提として、平日の日中は誰もいないとして計算されているので、
体調管理の関係で日中もケアホームにいるとなれば体制が必要であり、２４時間の
体制を取るのであれば、一定の補助が必要です。補助制度をどのように作っていく
のか、委員会の位置付けが上がるのであれば、中身に関して既存のケアホームに広
げられないかを含めこの委員会で議論できればお願いしたと思います
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Ｃ委員

グループホームに関しまして、公営住宅以外はオール電化にしていますが、行政的
な支援はありません。また公営住宅は構造上から改装の許可がでません。自助努力
をしていることをつけ加えさせていただきます。

委員長

それでは第４案件はよろしいでしょうか。その他なにかございますでしょうか。

Ｄ委員

お礼ですが、社会福祉協議会で、カンのプルトップなど集めまして、２台目の車椅
子をいただくことになりました。だんだん地域に浸透してきまして、中学校でもペ
ットボトルのふたをトッラクで運びきらないほど集めてくれました。ありがたく感
謝したいと思います。施設で若い人たちが資源ゴミの回収をしてると聞きまして、
さつきさんですか、そういうお話を自治会に流させていただき、十何件かの協力が
あり、その後それを見て何人も追加の希望がでてきました。施設の取り組みに手助
けできるということと伴に、地域でも年配の人たちが下まで運ばなくてもいいと助
かる、お互いが助かるという形で、施設と地域の繋がりがでてきました。これから
も施設と地域のつながりを深めていきたいと思います。

委員長

他にないようでしたら、第２回吹田市障がい者施策推進委員会を終了します。
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