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令和４年度幕別町障がい者福祉計画策定委員会 
 

１ 日 時  令和４年８月25日（木） 18：30～19：35  

２ 場 所  幕別町役場 会議室２Ａ・Ｂ 

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

佐藤（文）委員、赤石委員、森脇委員、村上委員、宇佐美委員 

欠席委員：菅野委員、堀委員  

       事務局：樫木部長、亀田課長、髙橋課長、岩岡係長、山田主査、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、本日はご多用のところご出席を頂き、誠にありがとうございます。 

        会議に先立ちまして、委員の皆様に委嘱状の交付を行います。 

        お名前をお呼びしますので、その場でご起立ください。 

        （各委員に対し飯田町長から委嘱状交付） 

        以上で委嘱状の交付を終わります。なお、本日、菅野(かんの)委員、堀委員よ

り欠席する旨の連絡がありましたので、ここでご報告いたします。 

        それでは、ただいまから令和４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。 

        はじめに、町長からごあいさつを申し上げます。 

○町長     あらためまして、皆さんこんばんは。夜分のこのような時間にお集まりいただ

きまして誠にありがとうございます。そして何よりも今回委員の改選期というこ

とで、快くお引き受けいただいたことに重ねてお礼申し上げたいというふうに思

います。 

        さて、今目下の問題はコロナ、第七波の真っ最中ということであります。町内

の感染者を見てみますと、年前までは延べで 171人ということでありましたけれ

ども、年明けから今現在の感染者の累計というのが 3,061人となっており、本当

に今爆発状態に近いわけでありまして、本町のおいても連日 50 人程度の感染者

が出ているということであります。対策としてやれることはハッキリしていまし

て、消毒であったりマスクをつけたり、あるいは３密を避けるとこれに尽きるわ

けでございますけれども、どこで感染したかわからない状態で感染してしまうの

が実態であります。どうか引続き皆様方におかれましては、感染防止対策に万全

を喫していただければというふうに思うところであります。 

        障がい福祉の推進につきましては、皆さんお持ちの「まくべつ障がい者福祉プ



 2 

ラン 2021」に基づいて、実施をさせていただいているわけでございます。内容と

いたしましては、「幕別町障がい者計画」、「第６期幕別町障がい福祉計画」、「第

２期幕別町障がい児福祉計画」の３本柱の計画となっております。これに基づい

て、幕別町においては、施策の推進をさせていただいているところであります。 

        究極のところは、何と言っても障がいのある方がこの住み慣れた地域でずっと

暮らし続けること。その環境づくりであるのだろうというふうに思っております。

そういった観点から委員の皆さんはどんなことでも結構でございますので、建設

的なご意見を賜ればありがたいというふうに思っております。この後、進捗状況

についてお話をしていただくことになりますので、ご忌憚のない意見を賜ります

ようお願いを申し上げて挨拶とさせていただきます。本日は、よろしくお願いい

たします。 

○福祉課長   次に、本日は任期最初の会議であり、新しい委員の方もいらっしゃいますので、

ここで委員の皆さまからお名前、所属の団体など自己紹介をいただきたいと思い

ます。高橋委員から、順に時計回りでお願いいたします。 

        （各委員順番に自己紹介） 

○福祉課長   続いて、職員の自己紹介を行います。 

        （保健福祉部長から順番に自己紹介） 

○福祉課長    それでは、議事に移らせていただきます。次第の２協議・報告事項であります

が、委員長が選任されるまでの間、町長が会議を進行いたします。 

 

２ 協議・報告事項 

○町長     よろしくお願いいたします。 

それでは、（１）委員長の選任についてを議題といたします。 

はじめに、本委員会の設置規程であります、障害者福祉計画策定委員会条例に

ついて、事務局から説明いたします。 

○障がい福祉係長   障害者福祉計画等策定委員会条例について説明をさせていただきます。 

        議案の３ページ「幕別町障害者福祉計画策定委員会条例」をご覧ください。第

１条は、幕別町障がい者福祉計画の策定を行うため、町長の附属機関として設置

するものであります。第２条では「所掌事務」、第３条では「組織」、第４条では

「委員長」について規定しており第１項では委員長は委員の互選により定めると

しております。第５条では「会議」、第６条では「庶務」について規定しており

ます。以上で、説明を終わります。 

○町長     ただ今説明にありましたように、委員長の選任につきましては、条例第４条第

１項の規定により「委員の互選」となっております。 

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 はい。 

○町長     佐藤恵子委員。 

○佐藤(恵)委員 指名推薦が良いかと思います。 

○町長     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  はい。 

○町長     宇佐美委員。 

○宇佐美委員  高橋委員を推薦いたします。 

○町長     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。 

私の職務はここで終了し、ここからは委員長に議事の進行をお任せいたします。 

○福祉課長   町長は、ここで退席させていただきます。 

        委員長は、席の移動をお願いいたします。それでは委員長から就任のごあいさ

つをお願いいたします。 

○委員長    選任いただきました高橋です。前期からの引き続きとなりますが、皆さんのご

協力をいただきながら進めさせていただきたいと思います。皆さま方には活発な

ご意見を賜りますよう、お願い申し上げ、委員長就任のあいさつに代えさせてい

ただきます。どうぞ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。（２）職務代理者の指名についてですが、

職務代理者は、条例第４条第３項の規定により、「あらかじめ指名する委員」と

なっておりますので、私のほうから指名させていただいてもよろしいですか。 

        異議がないようですので、景山委員を幕別町障害者福祉策定委員会の職務代理

者に指名いたします。よろしくお願いいたします。 

        続きまして（３）『まくべつ障がい福祉プラン 2021』の進捗状況について、事

務局から説明をお願いします。 

○障がい福祉係長   それでは、『まくべつ障がい者福祉プラン 2021』の進捗状況についてご報告さ

せてえいただきます。 

まず、資料１と資料２、そして黄色の表紙の「まくべつ障がい者福祉プラン」

を用いて説明をいたします。資料２については、本日あらためて配付をさせてい

ただきましたが、一部数値及び記載の誤りがございましたことから、本日差し替

えをさせていただいたものです。大変申し訳ございませんでした。 
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それでは、最初に本計画の概要をご説明させていただきます。冊子の「まくべ

つ障がい者福祉プラン 2021」の２・３ページをご覧ください。「まくべつ障がい

者福祉プラン 2021」は障害者基本法に基づく幕別町の障がい者福祉施策の基本的

な計画であります「幕別町障がい者福祉計画」と障害福祉サービス等の具体的な

利用人数や必要量などの数値目標を定めている、障害者総合支援法に基づく「第

６期幕別町障がい福祉計画」と障害児通所サービス等の具体的な利用人数や必要

量などの数値目標を定めている児童福祉法に定める「第２期幕別町障がい児福祉

計画」を一体のものとして構成をしている３つの計画の総称となります。 

資料１では、幕別町障がい者福祉計画の部分となります、町の福祉施策の内容

についての達成状況の報告となります。資料２は第６期幕別町障がい福祉計画と

第２期幕別町障がい児福祉計画に記載される、各障害福祉サービス等の利用実績

や現状についての報告となります。 

        それでは資料１をご覧ください。表紙をめくっていただき、１ページ目をご覧

ください。あわせて、冊子の「まくべつ障がい者福祉プラン 2021」の 21ページ

をご覧ください。 

まず、表の見方でございますが、「幕別町障がい者福祉計画」には基本理念で

ある「自立・社会参加・共生」を実現するための６つの施策目標があります。こ

れがプランの 21 ページに記載されている部分です。資料１の１ページ目の一番

上段には「１ 障がいへの理解と権利擁護」と表記をしております。これが６つ

の施策目標にあたり、その下、「（1）障がいへの理解、差別解消の推進」と記載

されているのが、６つの施策目標を具体化した施策の内容にあたる部分となりま

す。事業名が、上の「施策の内容」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

令和３年度から令和８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。 

        なお、令和３年度は令和２年度に引続き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が、そのよ

うな中でも、皆様の協力を得ながら可能な限り実施をしてまいりました特徴的な

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、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。１番「自立支援協議会定例会の開催」です。本定例会は原則毎月第４火曜日

の 18 時から様々なテーマで障害者理解等を図るべく実施しております。令和３

年度はコロナの影響もあり６回の開催となりました。その中でも、ひきこもりや

アルコール依存症の当事者から講演をいただくなど貴重なお話をいただいたと
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ころです。今年は来月 27 日に札内コミュニティプラザにおいて難病をテーマに

定例会を開催する予定ですので、皆様方もご都合がつきましたらぜひご参加いた

だければ幸いです。 

次に同じく１ページの３番ですが、これまで小中学校に対し、手話授業として

聴覚障がいがある方を講師に招いて授業を実施していましたが、これまでの手話

だけではなく、町職員が学校にお邪魔し、授業を行わせていただきました。令和

３年度は１校しかできませんでしたが、今後周知を行い様々な手法での障がい者

理解の授業を展開できればと考えております。 

続きまして、２ページ「２自立した生活支援の充実」です。13番「ガイドブッ

クなどの充実」では、町福祉課が作成している「みんなのふくし」を見直し更新

をしております。 

３ページに移りまして、「３ 障がい児支援体制の充実」です。15・16 番は町

発達支援センターにかかる内容ですが、発達支援センターに通所できる年齢を段

階的に引き上げ令和３年度から小学校６年生まで拡大したほか、子どもの療育だ

けではなく、保護者支援としてペアレントトレーニングを実施し、８家族に対し

実施しました。18番「自立支援協議会こども支援部会の充実」では、虐待やネグ

レクトまで行かないものの、家庭の要因等様々な要因で支援者が困っている子ど

もに対しての情報共有や相談の受け皿としての場としてこども支援部会による

ケース会議を４件開催しております。 

４ページをお開きください。「４就労支援の充実」です。22 番「農福連携の推

進」ですが、令和３年度から町内の福祉事業と農家が契約をし、農作業を進めて

いる事例が増えてきております。24番「新たなニーズの掘り起こし」ですが、令

和３年度からひきこもり支援を実施し、町福祉課に配置されているひきこもりサ

ポーターが中心となり、家族からの相談で 21 番にある職場体験事業を利用した

り、ハローワークに繋がったりと少しずつ社会参加・就労へと進んでいけるよう

支援を行っています。 

５ページに移りまして、「５ 安全・安心な生活の確保」です。27 番「移動支

援事業等の確保」についてですが、移動支援事業は余暇活動等における移動が困

難な方に利用していただいている事業ですが、令和２年度からはコロナの影響に

より、余暇活動や買い物等での外出が大きく減ってしまったことで、利用人数や

利用時間は令和元年度の半分以下になっておりますが、必要な人が必要な時間利

用できるよう、町内外８事業所と契約をし、利用体制を維持しているところであ

ります。 

最後に５ページ中段以降の「６ 保健医療の充実」です。32番の「自立支援協

議会医療的ケア児支援部会の開催」では、昨年 10 月に国の医療的ケア児支援法
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の制定を受け、医療的ケアを必要とする子どもを地域の小中学校で受入、どのよ

うな体制をとることで安心・安全な学校生活を送れるかについて、医療的ケア児

支援部会において、教育委員会や学校も交えて協議を重ね、看護師を配置するこ

とができました。これは大きな成果だと考えているところであります。 

６つの施策目標について、特徴的な事業について抜き出しての説明とさせてい

ただきました。資料１の説明は、以上となります。引き続き資料２について居城

主任より説明させていただきます。 

○障がい福祉係主任  続いて、資料２をご覧ください。 

１ページから２ページにかけては、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は減少傾向にありますが、２ページの療育手帳

及び精神障害者保健福祉手帳の所持者数は増加傾向となっております。２ページ

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３年度末（令和

４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。 

資料２の３ページ、まくべつ障がい者福祉プラン 2021の 35ページをご覧くだ

さい。『①施設入所者の地域生活への移行状況』についてですが、国の基本指針

では、令和５年度末までに福祉施設入所者の６％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１.6％以上減少としております。幕

別町の第６期計画でも、実績と実情を踏まえて、地域移行を６.７％、入所者数

を１.７％減少することを目指しております。従いまして、令和元年度実績 58人

をもとに、令和５年度末の入所者数の《目標値》を 57 人、地域生活移行者数の

《目標値》を４人としております。 

令和３年度の地域生活移行者数は０人ですが、令和２年度は 1人地域生活移行

しております。地域生活移行をした方や、死亡等により退所された方がいるため、

令和３年度末の施設入所者数は 54人となっております。 

資料 23 ページの②、まくべつ障がい者福祉プラン 2021 の 36、37 ページをご

覧ください。『②地域ケアシステムの構築状況』ですが、国の基本指針では、精

神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの推進のため、地域における精神保

健医療福祉体制の基盤を整備することとしており、幕別町の第６期計画でも、協

議の場を設置、また、相談やサービスに繋がっていないひきこもりの人も含め連

携機関が協力して情報収集に努めるとともに、アウトリーチ体制を構築し家族支

援についての体制を検討することとしております。令和３年度末時点では特化し

た協議の場は未設置となっておりますが、自立支援協議会の場においてその役割

を果たしております。 

資料24ページをお開き下さい。『③精神障がい者のサービス利用状況』ですが、
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精神障がい者の各サービス利用者数の令和５年度目標値と、令和３年度末実績値

を記載しております。 

次に、『④地域生活支援拠点の整備状況』についてです。まくべつ障がい者福

祉プラン 2021の 38、39ページをご覧ください。国の基本指針では、障がいのあ

る人の重度化・高齢化等を見据え、地域で障がいのある人やその家族が安心して

生活するために、緊急時にすぐに相談が行え、必要に応じて緊急的な対応が図ら

れる体制として地域生活支援拠点の整備を推進していく必要があるとされてお

ります。幕別町の第６期計画において、池田町、豊頃町、浦幌町を含めた東部十

勝４町での共同設置も視野に入れながら、早期の整備を目指すこととしておりま

す。令和３年度末時点では未整備となっておりますが、令和５年度の設置に向け、

東部十勝４町で協議を進めております。 

資料２『⑤福祉施設利用者の一般就労への移行状況』及びまくべつ障がい者福

祉プラン 2021の 40ページをご覧ください。幕別町の第６期計画では令和５年度

末までの各年度の一般就労移行者数を４人と設定しております。令和３年度末に

おいて一般就労に移行した者の数は４人となっております。幕別町の第６期計画

では、就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割と

することを目標としております。幕別町が援護している方が利用している就労定

着支援事業所は全部で２事業所であり、２事業所とも就労定着率は８割以上とな

っております。 

資料 25 ページ、まくべつ障がい者福祉プラン 2021 の 41 ページをご覧くださ

い。『⑥発達障がい者支援体制の取組状況』ですが、医療機関へ早期に繋げてい

けるよう発達検査や相談体制を確保し、保護者への支援を行っていくため、ペア

レントトレーニングの受講者数等の目標値を定めており、令和３年度末の実績値

については記載のとおりとなっております。 

次に『⑦相談体制の充実・強化の実施状況』についてです。幕別町では基幹相

談支援センターの設置、自立支援協議会相談支援部会やこども支援部会の開催等

により、相談支援体制の充実・強化を図っております。実績については記載のと

おりとなっております。 

次に『⑧障害福祉サービス等の質の向上のための取組状況』についてですが、

障がい福祉サービス等の質を向上させることを目的に、毎年研修へ参加しており

ます。 

資料 25 ページ『⑨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。まくべつ障がい者福祉プラン 2021では 43

ページ以降が該当箇所となっております。 

資料 26 ページからの『⑩日中活動系サービスの利用状況』では、令和２年度
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と比較し、自立訓練（機能訓練）、就労継続支援 A 型、就労定着支援においての

利用実績が増加しておりますが、その他サービスについては減少若しくは横ばい

となっております。「就労継続支援Ａ型」の実績値は減少傾向にありましたが、

令和３年度は前年度の実績を上回っております。 

資料 28 ページ、まくべつ障がい者福祉プラン 202148 ページをお開き下さい。

『⑫相談支援の利用状況 ◇計画相談支援の利用者数』ですが、幕別町の第５期

計画では、サービス請求実績を用いて１月あたり平均を算出していましたが、請

求月にばらつきがあることから、第６期計画からは年度末時点における計画相談

支給決定者数に変更しております。令和３年度末時点では 236人が計画相談支援

を利用しています。 

資料 29 ページ中段からは『⑬地域生活支援事業の状況』になります。資料２

の 10 ページ下段をご覧ください。移動支援事業については、年々利用実績が減

少しております。これは新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外出頻度が減っ

たことが要因と考えられます。 

資料２の 12 ページ、まくべつ障がい者福祉プラン 2021 の 58、59 ページをお

開き下さい。『①障害児通所・相談支援の利用状況 ◇障害児通所支援の利用量』

についてです。放課後等デイサービスの利用量が年々増加しており、計画値を大

幅に上回っております。これは、福祉課や発達支援センター等の案内や周知によ

り、保護者や学校教員のサービスへの理解が進み、発達障害といった言葉への抵

抗感が少なくなったこと等が要因と考えています。 

次に、『障害児相談支援の利用者数』についてですが、計画相談支援の利用者

数と同様、第５期計画と第６期計画で算出方法が異なっており、令和３年度末時

点では 58人が障害児相談支援を利用しております。 

以上で『まくべつ障がい者福祉プラン 2021』の令和３年度の進捗状況について

の報告を終わります。 

○委員長    説明が終わりましたが、皆さんから、ご質問等はございませんか？ 

○森脇委員   はい。 

○委員長    森脇委員。 

○森脇委員   何点か質問させていただきます。まず、資料１の１ページ４番「成年後見制度

の周知及び事業の推進」に関連して質問いたします。令和３年度の認知高齢者を

含めて町長申立が何件あったのか、また、費用負担制度の利用は何件あったのか

お伺いします。 

 次に、その下の５番「障がい者虐待発生時の体制の構築」に関連して、障がい

者虐待防止についてお尋ねします。障がい者虐待防止法が施行されて 10 年が経

ちました。この法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合には、
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市町村へ通知することを義務付けされておりまして、通報を浮けた市町村は速や

かに事実確認を行い、対応措置を取らなければならないこととされています。こ

の法律を受けて、幕別町でも窓口として障がい者虐待防止センターを福祉課に設

置していると思います。そこで、令和３年度の実績として、虐待の通報や相談が

あったのであれば、その件数をお伺いします。また、「関係機関と連携し」とあ

りますが、具体的にどのようなことかお伺いします。 

 次に、地域生活支援拠点の設置についてですが、これは、障がい者の親無き後

を見据えて、障がい者の地域生活支援を推進する観点から、国の方針として平成

29年度末までに各市町村または圏域に設置することを基本としておりまして、令

和２年度末の時点で約６割の市町村または圏域で設置されています。先ほどの説

明で令和５年度に向けて協議中ということでしたが、進捗状況と、また、協議す

る中で整備手法として多機能拠点整備型や面的整備型などどのような方法を考

えているのかお伺いいたします。 

○障がい福祉係長   はい。１点目の成年後見の町長申立制度の令和３年度の件数ですが、実績とし

ましては３件です。障がい者が１件、高齢者が２件となっています。費用負担制

度については年度またぎの関係から２件多い５件となっており、鑑定費用や診断

書の作成費用を町が負担をしております。 

        次に、障害者虐待に関わる通報件数と関係機関との連携についてですが、令和

３年度の実績は、町への直接の通報件数はありませんでした。また、警察からの

情報提供は１件でありましたが、確認をいたしまして、最終的には夫婦喧嘩によ

るもので、警察および町としても虐待であるとの認定はしておりません。 

        関係機関との連携についてですが、まずは警察との連携により事実確認などが

必要になります。大人であれば、危険からの守るために例えば一時的に障害福祉

サービス事業者との連携により短期入所施設の利用を可能としたり、子どもであ

れば、児童相談所との連携により一時保護、施設入所措置などを必要に応じて行

うことになります。ケースバイケースでの対応が重要であると考えますので、ど

こで誰が誰からという状況を把握した上で必要な機関と一緒に対応をしてまい

ります。 

        ３点目の地域生活支援拠点の進捗状況と整備の手法についてでありますが、現

在、担当者レベルで大枠の体制について検討を進めており、来月４町が集まり課

長職も入った中で、内容の確認や今後の手続きについて協議を行う予定でありま

す。令和５年度からの設置に向けて進めているところです。 

        また、手法ですが多機能拠点整備型は拠点を作りそこに様々な機能を集約させ

て１か所で様々な対応を行っていくというものですが、東部４町の実情には即し

ていないと考えており、現在は、点在する様々な関連施設や関係者が情報共有を
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行いながら進めて行く、面的整備の手法を考えております。 

○森脇委員   成年後見制度については、ご承知のとおり、判断能力が十分でない方が不利益

にならないために本人の権利や財産などを守る制度であります。そういった権利

を守るために幕別町では、成年後見サポートセンターを社会福祉協議会に設置し

ており、市民後見養成講座も社協で取り組まれております。先ほどの説明では、

町長申立が３件ということで、多いか少ないかという評価はさておきまして、後

見申立というのは、戸籍の調査やとにかく煩雑な業務であり、また、制度に精通

していなければ片手間で行うような業務ではないというものでございまして、今

後、高齢化や障がい者の地域移行が進むことによって、市町村申立を必要とする

方が年々増えてきているのではないかということで、この町長申立事務を迅速か

つ効率的に行うためにも、外部委託も含めて、ぜひ推進体制の推進を進めていた

だきたいと要望します。 

        次に、障がい者虐待の件ですが、国の調査では令和元年に全国の自治体が確認

した障がい者への虐待は 2,737件、被害を受けた障がい者が 3,190人、死亡者も

出てきております。それから、相談者は 9,110件と最多を更新しているという状

況でございます。先日でしたか、朝日新聞で掲載されていたかと思いますが、東

京都青梅市の障がい者支援施設で入所者を暴行したということで、そのうち１名

が死亡しまして職員が相次いで３名逮捕されたという大変な事件がありました。

こうした障がい者への虐待が後をたたないということで、早期発見、早期解決が

重要であります。さきほどご説明ありました、関係機関との連携、ネットワーク

を構築していただいて対応していただければと思います。 

        それと、地域生活支援拠点ですが、面的整備を目指しているということで、た

しか帯広市が面的整備型での取組を目指しているということですから、参考にし

ていただければと思いますが、障がい者の生活を地域全体で支えるという制度で

すから、相談機能とか、緊急時の受入態勢など地域の実情に応じて協議を進めて

いただければと思います。 

        全て要望でございますので、説明はいただかなくても結構です。よろしくお願

いします。 

○福祉課長   ご要望としてお伺いしましたので、しっかりと内容を受け止めて、できる対応

を進めて参りたいと思います。ありがとうございます。 

○委員長    よろしいですか。ほかにございませんか。 

○佐藤(文)委員 はい。 

○委員長    佐藤文子委員。 

○佐藤(文)委員 資料１の３ページ、15番の町発達支援センターの機能充実のところですが、取

組内容に記載のある、また以降の部分ですが、保育所等訪問支援には幼稚園も含
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まれるのでしょうか。保育所のみとなるのでしょうか。 

○保健福祉部長   保育所等の等の部分には幼稚園も含まれています。 

○委員長    よろしいですか。ほかにありませんか。 

○赤石委員   はい。 

○委員長    赤石委員。 

○赤石委員   職業柄どうしても障がい者の権利擁護の部分で気になってしまうのですが、１

つは、先ほど話題として出ていましたけれども、障がい者の虐待の部分で障がい

者だけに限らず、昨今では児童虐待ということもあり、児童相談所だけで解決し

ていくのが難しい案件もあると思われる。町として児童相談所だけではなく、警

察も一緒に対応できるような連携、連絡体制を密にしていくということが、緊急

時においては最善の策なんだろうなと思って伺っておりました。これは要望です

が、そこのところの連絡体制、連携体制のパイプを太くしていただきたいという

のが１つでございます。 

 もう１つは、障がい者理解の啓発、事業ナンバーでは３ということになってお

ります。学校での障がい者理解の啓発を進めていくという内容ですが、実績とし

てはどのようなものなのでしょうか。実は、私ども人権擁護委員も各学校に入り

まして、人権教室という取組を進めているのですが、ここ何年間かの私どもの実

績を見ますと、忠類小中と白人小以外は全然受けていただけないという現状でご

ざいます。ですので、この学校における啓発の実績がどうなのか、もし学校数に

対し実績があまり上がっていないようでしたら、教育委員会とも連携して何らか

の検討が必要ではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○障がい福祉係長   昨年度は１校のみの実施で終わってしまいましたが、学校名を申しますと忠類

中学校で町職員が出向いて合理的配慮についての授業を行わせていただきまし

た。令和２年度は３校、中学校１校と小学校２校で実施しています。コロナで出

来なくなってしまった学校もございますが、令和元年度以前の過去に遡りますと、

多くの学校で少なくとも１回は実施をいただいているという認識であります。 

        実施にあたっては、学校に理解をしていただいた上での実施となるため、まず

は、毎年校長、教頭会議にお邪魔させていただき、事業の趣旨を説明し制度を活

用してほしいとお願いをしているところであります。令和４年度も引続き、実施

できればと考えております。 

○赤石委員   近年はコロナがありますので、どうしても訪問してというのが難しい面がある

かなとは思います。それでも人権教室よりは成績がよくうらやましいなと思いま

す。もし、人権分野と連携できる分野があれば連携して参りたいと思います。 

○福祉課長   私のほうから、児童虐待の件についてです。事例にもよりますが、警察との連

携が非常に重要になってくると思います。通報があれば、関係機関として児童で
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あれば児童相談所にも連絡をすることにはなりますが、丸投げすることなく、し

っかりと連携をして対応して参りたいと考えております。 

○委員長    ほかによろしいですか。 

無いようですので協議・報告事項は以上となります。次に３その他ですが、事

務局からありますか。 

○障がい福祉係長   はい。本年度の策定委員会は今回限りとなります。来年度につきましては、３

つの計画のうち、「第６期幕別町障がい福祉計画」および「第２期幕別町障がい

児福祉計画」の見直し年となっておりますことから、２回から３回の開催を予定

しております。引き続き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。 

        無いようですので、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４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。お疲れ様でした。 

                                     了（19：35） 


