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令和３年度幕別町障がい者福祉計画策定委員会 
 

１ 日 時  令和３年８月23日（月） 18：30～18：47  

２ 場 所  幕別町役場 会議室３Ａ・Ｂ 

３ 出席者  出席委員：高橋委員、景山委員、小尾委員、佐藤（恵）委員、佐藤（文）委員、

菅野委員、三島委員、村上委員、宇佐美委員、堀委員 

欠席委員：尾藤委員、森脇委員  

       事務局：細澤部長、樫木課長、林課長、鉾舘保育長、松田主査、上原主査、 

居城主任、塚本 

４ 議事録  次のとおり 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

１ 開 会 

○福祉課長   皆さま、本日は御多用のところ、御出席を頂き、誠にありがとうございます。 

        私は、福祉課長の樫木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

会議開催の前に、今年７月１日より林 郁男委員の後任として、新たに高橋 

平明委員が選任されておりますので、ここでご紹介いたします。 

○高橋委員   ６月 23 日付けで幕別町社会福祉協議会の会長に就任いたしました高橋でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○福祉課長    また、事務局にも今年４月１日付けで異動がありましたので、ここで自己紹介

いたします。 

○障がい福祉係主任 ４月１日付けで福祉課障がい福祉係に配属となりました、居城と申します。よ

ろしくお願いいたします。 

○福祉課長   それでは、ただいまから令和３年度幕別町障害者福祉計画策定委員会を開会い

たします。 

なお、本日は、森脇委員、尾藤委員より欠席する旨の連絡がありましたのでご

報告いたします。 

 

２ 協議・報告事項 

○福祉課長   それでは、次に２協議・報告事項 １）委員長の選任についてでありますが、

林委員長の退任に伴い、委員長不在のため、以降は景山委員長職務代理者に議事

の進行をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○景山職務代理者 それでは、委員長を決定するまでの間、進行を務めさせて頂きます。委員長の

選任につきましては、議案３ページの幕別町障害者福祉計画策定委員会条例第４

条に規定されておりますように、委員の互選ということになっております。 

どのように選任するかお諮りいたします。ご発言をお願いいたします。 
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○佐藤（恵）委員 指名推薦が良いかと思います。 

○景山職務代理者 ただいま指名推薦というご発言がありました。 

互選の方法につきましては、指名推薦ということでご異議ありませんか。 

         異議が無いようですので、選任の方法については指名推薦とし、委員の皆さ

まからご推薦いただきたいと思います。それではご推薦願います。 

○宇佐美委員   高橋平明委員を推薦いたします。 

○景山職務代理者  ただいま高橋委員というご推薦がありました。ほかにございませんか。 

         無いようですので、高橋委員を委員長に選任することにご異議ありませんか。 

それでは、幕別町障害者福祉計画策定委員会の委員長に高橋委員が選任され

ました。 

         それでは、委員長が選任されましたので、以降は高橋委員長に議事の進行を

お任せいたします。 

○委員長     選任いただきました高橋です。社会福祉協議会の会長となったばかりでもあ

り、この障害者福祉計画策定委員会については、まだ理解不足の面もあろうか

と思いますが、皆様にお力添えをいただき務めて参りたいと思います。委員長

就任の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

         それでは、議事を再開いたします。協議・報告事項の２）障がい者福祉計画・

第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画の進捗状況について、事務局

から説明をお願いします。 

○障がい福祉係主査  それでは、『障がい者福祉計画・第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福

祉計画』の進捗状況についてご報告申し上げます。 

私からは、資料１第５期障がい福祉計画、第１期障がい児福祉計画の令和２

年度における進捗状況についてご報告させていただきます。 

令和２年度は新型コロナウイルスの影響により、予定していた事業が思うよ

うに開催できないといったことが続きました。実際に、これから進捗状況を説

明させていただきますが、会の中止や延期、規模の縮小、といったことが多く

目立ちます。ただ、そのような中でも、皆様の協力を得ながら可能な限り開催

をさせていただいたところでありますので、これから令和２年度における特徴

的な実績のある事業を中心にご説明させていただければと思います。 

それでは早速ではありますが、表紙をめくっていただき、１ページ目をご覧

ください。 

まず、表の見方でございますが、「１ 障がいへの理解と交流の充実」と表記

をしております。こちらは、現計画「障がい者福祉計画・第５期障がい福祉計

画・第１期障がい児福祉計画」の６項目の施策目標の部分にあたり、その下、

「（1）障がいへの理解、差別解消の推進」が施策の方向にあたる部分となりま
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す。事業名が、上の「施策の方向」から派生する、それぞれの各事業の名称に

なります。 

真ん中より少し右にあります、「進捗状況」ですが、計画の期間である平成

30 年度から令和２年度における達成状況を示しており、△が検討、●が継続、

○が実施、◎が事業内容の拡大を表しています。表の一番右側にはそれぞれの

事業ごとの取組内容を記載しております。 

それでは、１ページ目「障がいへの理解と交流の充実」についてからであり

ます。 

４番「障がいへの理解教育の促進」です。令和２年度は小学校２校、中学校

１校で手話体験の授業を行いました。そのほか、出前授業の実施や中学生の職

場体験時に、理解促進に係る講義や体験を実施させていただいたところです。 

続きまして、７番「福祉向上における人材の育成」です。昨年度においては、

社会福祉協議会が中心となり、生活支援体制整備事業として「地域のお宝発表

会」を開催しました。 

２ページに移りまして、19番「一般就労に向けたマネジメントの確立」につ

いては、障がいを持つ方々が一般就労を目指す中で、当事者の悩み事をともに

解消したり、ハローワークや事業所との架け橋となるなど、きめ細やかな対応

を行えるよう、令和元年度から、就労支援コーディネーターを配置しておりま

す。 

３ページをお開きください。21番「職場体験事業の実施」ですが、令和２年

度は９人の体験を実施しており、そのうち２人は、体験後に一般就労を開始し

ています。 

続きまして 22 番「チャレンジ雇用事業の実施」ですが、令和２年度は図書

館にて１人採用しています。 

また、27番「町職員における障害者雇用の推進」については、令和２年度（6/1

現在）において、209 人中７人の障害者雇用となっており、法定雇用率 2.5％

を満たしている状況です。 

４ページに移りまして、34 番「発達支援センターの機能充実」については、

平成 30 年度から小学１年生の療育を、令和元年度からは小学２年生、令和２

年度からは小学３年生まで拡充して、療育を実施しております。 

続いて、36番「保護者支援の推進」ですが、令和２年度から新たに保護者支

援の一環として「ペアレントトレーニング」を実施しています。 

５ページをお開きください。42 番「サポートファイルの導入」については、

個別支援計画や各種検査結果を一元化できるサポートファイルを「まっく・り

んぐ」と名づけ、特別支援学級在籍児童の保護者や親の会などの希望者に配布
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しております。 

５ページ 46 番から６ページの 55 番までの各種サービスの実績については、

後ほど 資料２でご覧いただきます。 

６ページ 56番「各種福祉手当の情報提供」や 59番「交通費助成事業の実施・

周知」、60 番「割引・減免制度の事務の支援と啓発」ですが、障がい者手帳等

が交付される際に同封している「みんなのふくし」や、町の HP において周知

を実施しております。 

７ページをお開きください。67 番「自立支援協議会の実施」でありますが、

全体会・定例会をはじめ、各専門部会定例会を記載のとおり、計 14 回開催さ

せていただきました。また記載した以外にも、各運営会議や、事務局会議、特

にこども支援部会や医療的ケア児支援部会におけるケース会議などについて

も活発に開催しているところです。 

今後においても、障がいのある方などが分け隔てなく暮らせる、まさに共生

社会を目的に、課題解決に向けた活動に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

８ページをご覧ください。68番「障がいを理由とする差別解消のための啓発」

や 69番「合理的配慮の普及啓発」、70番「障がい者の虐待防止に向けた普及啓

発」では、自立支援協議会定例会において「障害者差別解消法・合理的配慮」

についての講演会を実施しました。今後も継続して普及啓発活動を実施してい

きたいと思います。 

９ページをお開きください。86番「障がい者世帯等に対する除排雪活動の推

進」では、平成 30 年はモデル事業として地域を限定して実施していた機械除

雪サポート事業を、令和元年度より全町で実施しており、令和２年度も継続し

て実施をしています。令和２年度件数は 66件でした。 

10 ページに移りまして、87 番「誰もが安全・安心して暮らせるまちづくり

の推進」ですが、公共施設の建て替え等の際にはバリアフリー化を行っており、

令和２年度においては桂町西団地を建設しております。 

11ページをお開きください。100番「難病患者の医療費助成に関する情報提

供」につきまして、制度変更や指定難病の追加・変更があった際には、これま

でにも広報等で周知を行っており、令和２年度においては、ホームページでの

新規ページの掲載を行っております。 

12ページ 106番「各種運動教室の充実」では、障がいになる事を予防する取

組として、健康づくり講座や運動教室を開催し、幕別・札内地区では合計 2２

回、忠類地区では合計９回開催しました。 

資料１の説明は、以上となります。 
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○障がい福祉係主任  続いて、資料２をご覧ください。A4 縦のもの、右上に資料２と記載のある

資料になります。先ほど説明のあった資料１の５ページから６ページ（事業番

号 46番から 55番）までの各種サービスや事業の利用実績についてまとめたも

のになります。 

１ページから２ページにかけては、各年度末における各障害者手帳の所持者

数になります。 

１ページの身体障害者手帳の所持者数ですが、各区分ごとに若干の減少傾向

にあり、合計では令和元年度と比較して 35人の減となっております。 

続きまして２ページの②の療育手帳、③の精神障害者保健福祉手帳について

は、増加傾向となっております。なお、この③精神障がい者に関する部分につ

いては、北海道において令和２年度末（つまり令和３年３月 31 日現在）の数

値が確定していないことから、各年３月 31 日現在の数値となっておりますの

でご了承ください。 

３ページにうつります。『①施設入所者の地域生活への移行状況』について

です。国の基本指針では、令和２年度末までに福祉施設入所者の９％以上がグ

ループホームや一般住宅などの地域生活に移行を想定し、入所者を２％以上減

少としており、北海道においては過去３年間の実績に基づき、3.8％が地域生

活へ移行し、入所者を２％以上減少としております。幕別町の第５期計画でも、

実績と実情を踏まえて、地域移行を 3.2％、入所者数を 3.2％減少を目指して

おります。従いまして、令和 2 年度末の《目標値》を 62 人から 3.2％減少の

60人、地域生活移行者数の《目標値を》２人としております。 

令和２年度末までに地域生活移行をした方の数は２人となっており、移行者

数の年度ごとの内訳は備考にありますとおり、R元年度 1人、R2年度 1人とな

っております。施設入所者数 62 人から地域生活移行をした方 2 人、また死亡

等により退所された方がいるため、令和２年度末の施設入所者数は 58 人とな

っております。 

４ページをお開き下さい。『②福祉施設利用者の一般就労への移行状況』で

すが、幕別町の第５期計画では令和２年度末までの一般就労移行者数を平成 28

年度一般就労者数（１人）の２倍である２人と設定しております。 

令和２年度末において一般就労に移行した者の数は３人となっております。 

同じく４ページの、『③訪問系サービスの利用状況』以降、各種サービスや

事業についての計画値と実績値となります。 

５ページをご覧ください。就労支援に関するサービスの利用実績ですが、上

から３つめ「就労移行支援」の実績値については、令和元年度と比較すると 29

人の増となっております。次の「就労継続支援Ａ型」の実績値はここ３年間減
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少傾向にあり、「就労継続支援Ｂ型」は増加傾向となっており令和２年度にお

いては計画値を上回っております。 

６ページをお開き下さい。ページ中段から７ページにかけての、⑤居住系サ

ービスの実績についてですが、「共同生活援助」いわゆるグループホームです

が、実績値は増加傾向、「施設入所支援」の実績値は減少傾向となっておりま

す。 

７ページ上から２つ目からの⑥相談支援の利用状況ですが、「計画相談支援

の利用者数」は増加傾向となっておりますが、相談支援専門員が不足してきて

おりますことから、今後担い手の確保が課題と考えております。 

８ページをお開き下さい。『障害児相談支援の利用者数』については、令和

元年度と比較して 6人の増となっております。 

         ページ中段からの『障害児通所支援の利用量』ですが、主に未就学児童への

療育を行う「児童発達支援」については、減少傾向、学齢期の児童への療育を

行う「放課後等デイサービス」について利用については、大幅な増加傾向にあ

ります。十勝管内で事業所も増えており、今後も増加が続くものと見込んでお

ります。 

８ページ下段からは『⑧地域生活支援事業の状況』になります。９ページを

ご覧ください。ページ下段にあります『日常生活用具給付事業の利用件数』の

実績ですが、令和元年度と比較すると自立生活支援用具および排泄管理支援用

具などが増加しております。 

10ページをお開きください。障害のある方の外出支援を行う『移動支援事業

の利用人数・利用時間数』については、令和元年度と比較して利用人数・利用

時間ともに減少しております。コロナの影響により、外出頻度が減ったことが

要因と考えております。また、ページ中段にあります『訪問入浴サービス事業

の利用人数・利用日数』についても、令和元年度と比較して、利用人数・利用

日数ともに減少しております。こちらは療養介護サービスへ移行したことに伴

う減となっております。ページ一番下、障がいのある方が家族等の不在時に事

業所で見守りや日常的な訓練を行う『日中一時支援事業』についてですが、利

用人数、利用日数ともに増加傾向となっております。これは放課後等デイサー

ビスの利用増に伴い、子どもの利用が増えていることが要因であります。 

         以上で『障がい者福祉計画及び第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉

計画』の、令和２年度の進捗状況についての報告を終わります。 

○委員長     ただ今事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問がありましたらご発

言をお願いいたします。 

         よろしいでしょうか。それでは、その他何か事務局からありますか。 
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○障がい福祉係長  本年度の策定委員会は令和２年度の進捗状況のご報告で終わりとなります。 

        今年度、令和３年度からは昨年度皆様に協議、答申をいただきました、「まく

べつ障がい福祉プラン 2021」に基づき、それを達成するべく取組んでいるとこ

ろであります。来年度、また進捗状況をお示しさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○委員長     この際、委員の皆様からも何かありませんか。 

         無い様でありますので、本日予定しておりました議案が終了いたしました。 

         それでは、以上をもちまして令和３年度幕別町障害者福祉計画策定委員会を

終了いたします。ありがとうございました。 

                                     了（18：47） 


