へきなん障害者ハーモニープラン（碧南市障害福祉計画）

資料２

ヒアリング結果（要旨）

質問９
質問２
質問３
質問４
質問５
質問６
質問７
質問８
質問１
障害のある方が地域で暮らす
障害のある人に対する周囲の 障害福祉サービスに関する情 障害福祉サービスの利用にあ 障害のある方が就労するにあ 障害のある方やその関係者に 碧南市で不足している障害福 障害児（又はその疑いのある
団体別 調査
貴団体の主な活動内容をご記
ために、今の碧南市に必要だ
理解についての問題点や課 報提供について、問題点や課 たって、問題点や課題はあり たって、問題点や課題はあり 対する相談支援について、問 祉サービスは、どのようなもの 児）の育成について、問題点
載ください。
と思われることは、どのような
題はありますか。
題はありますか。
ますか。
ますか。
題点や課題はありますか。
と思われますか。
や課題はありますか。
ことだと思われますか。
碧南市在住で、お子さんが安城
特別支援学校に通っている保護
者で活動している。
碧南市の福祉サービスについ
て、情報を発信したり、子ども達
が安心して暮らせる為にいろんな
視点で考え、学べるような勉強会
を実施。

実際、障害について、興味を
持っていただくことは、とても難し
いことだと思う。身内や身近な友
人に障害者がいれば違うと思う。
障害児（者）に関わる周囲の方々
の支援の仕方しだいで変われる
と思うので、理解者を増やすこと
は大切だと考えている。
また、子ども達にも障害につい
て知ってもらうことは大切だと思
う。
今の学校の支援級のイメージ
（勉強ができない子がいる、自分
には関係ないクラス）を変えられ
るといい。そのために障害、支援
級について理解のある大人がい
る必要がある。

まだまだ分からないことが多々
あると思うので、自団体でも常に
情報を収集して、碧南市に住む
障害児を持つご家族の方々へ発
信していきたいと思う。何か情報
があれば、教えてもらいたい。
福祉サービスの詳細がわから
ない。
市が新しいサービスを行う時など
は特に情報を発信して欲しい。
困ったことについて相談出来る
体制や対応のサービスの充実を
して欲しい。

放課後等デイサービスや日中
一時支援について、夏休みは手
続することで日数が増やせるが、
春休みや冬休みも同様に日数を
増やすことができないかという声
が挙がっている。

障害のある方が、仕事に慣れる 相談支援員がうまく動いてくれ、
までのフォロー体制がしっかりあ 不安なことがあっても、相談しや
るとよいと思う。
すくありがたい。
親として、子どもに働くための心 学校と事業所とうまく連携を
構えを伝えていかないといけない 取ってもらっていて、ありがたい。
と考えているが、企業がどんな人
材を求めているかわからないの
で、保護者と企業の考え方をマッ
チングさせる機会があるとよい。
就労について一般企業へ質問す
る懇談会を開催したところ企業側
もしっかり把握してなかった事が
わかりよかった。
また、特性がわかりづらい障害
の方々の支援は大丈夫か不安に
感じる。

グループホームなど学校卒業
後や親亡き後の事が考えられる
ような施設が増えるとよい。保護
者がもっとニーズを訴えていくべ
きだと思う。
また、在宅で暮らしていく訓練
等を実施するサービスがあれば
と思う。

障害児に関わる人達の情報の
共有が必要かと思います。
サポートブックを学校の支援
級、発達障害の疑いがある子等
にも利用してもらうとよい思う。
また、活用方法についても、子
ども達の情報等利用者だけでなく
支援者にも記入してもらうと良
い。

障害があっても、できることがた
くさんあることを一般の人に理解
してもらう機会が必要。
障害者が作成した物をまわりの
人に知ってもらう事、障害者が仕
事をしている姿をまわりの人に
知ってもらう事が必要だと思う。
親は、小学生から中学生支援
級になると高校へ入学できないと
不安になっているので、高校にも
支援級クラスがあると良い。（高
校がないと無理して中学校にて
普通級へ行きいじめ等を受けてし
まう。）

体に障害のある子とその家族
障害の重い人の日常の暮らし
同士の情報交換、茶話会、勉強 自体が、知られていないので、
会、施設見学会、ピアサポーター 様々な事で不都合や不便を感じ
による相談会
ている障害のある人とその家族
の思いが多くの人に理解されづら
いため、必要であることを要望し
ても、なかなか叶わない。
なかなか外に出られないことを
知られていない。自分の家族が
ならないとわからない。
行動に制限がある。車いすで行
けないので、あきらめざるをえな
団体 Ｂ調査票
い。
親は目を離せないので、なかな
か親同士で集まることができな
い。
公共施設（文化会館、芸文、サ
ンビレッジ等）も車いすに不便
サンビレッジの風呂やプール
が、水に濡れても大丈夫な紙お
むつであれば利用可能にして欲
しい。水に濡れるので、専用の車
いすを設置して欲しい。

ラインのグループでたよりを出し
ている。（ラインのグループに入っ
ていない人に情報提供できない。
ひいらぎ特別支援学校の在校、
卒業であれば、グループに入れ
る）
情報をもらえない人は、障害を
認めたくない等の意識がある。

サービスの受給時間等はあっ
ても、事業所の職員不足等の理
由で満足には利用できない状
況。
離職しないよう、働きやすい環
境づくりが大切。

身体障害があると、身の回りの
ことについて支障を要することが
あるため、知的な能力、技術が
あっても就労に結びつかせること
が難しい。
トイレなど介助サービスを付け
るなどのサポートが必要

事業所の都合で担当の相談支
援員が予告もなく代わってしまう
ことは、とても不安になる。
様々な個人情報を伝え信頼して
いるので、やむを得ず交替すると
きは、当事者も含めたしっかりと
した引継が必要と思う。

ショートステイ
医療ケアを含む福祉サービスを
提供できるヘルパー事業所
学校に通いながらも支援が受け
られるように訪問介護や保健師
（吸引、呼吸器等）を学校にも入
れるようにしてほしい
重度加算があるとよい

学校関係者の障害等に関する
知識と技術の向上
障害のある児童が地元校に入
学を希望した際の柔軟な対応。
身体障害のみで車いすが原因
で小学校に入れなかったことが
あった。同じ社会に入れたい希望
があるので、そのようなことをなく
して欲しい。（健常者にとっても理
解に繋がる）

重度心身障害者の入れるグ
ループホーム、 重度心身障害者
をサポートできる拠点（市民病院
でやってはどうか。）
障害のある人とない人とが共に
暮らすということを意識したイベン
ト、事業があるとよい。（市民に広
く障害のある人のことを理解して
もらう。）
保護者の急病時などの緊急時
にレスパイトできるとよい。
知多地域でやっているような障
害の有無関係なく一緒に楽しめ
るような発表会など文化的な楽し
いイベントなどがよい。

勉強会、相談会、施設見学会等 発達障害に対しての認識は、以 福祉サービスの情報や利用に
支給量の増加
の親向けの活動を行ったり、親子 前に比べると拡がっていると思い ついては、多くの方が認識、利用 子どもの特性が強いと支給量
参加型の活動（お遊び会、お料理 ますが、まだまだ理解されていな されているように思えます。ただ、 が少ないと感じる人もいる。支給
教室、運動教室、陶芸教室など） い部分も多いと思います。
昨今、放課後等デイサービスの 量があるだけでなく、親と子ども
を行っています。
発達障害は、目には見えない障 事業所が急増していて、利用者 の関係づくりもきちんと出来てい
害なので、わかりづらく行動を誤 側としては、選択することができ ることも必要。
解されがちです。
るというメリットがある一方、各事 家族の状況に応じてレスパイト
地域で、障害のある人が生きや 業所に関する情報が不足してい の機能を充実して欲しい。
すくなるよう啓蒙活動を行っていく るように思います。保護者が子ど
ことは必要だと思います。
もに合った事業所を見つける手
団体 Ｃ調査票
車いす、視覚障害は、学校でも 立てとして、その事業所の特長や
総合学習の時間で教わるが、発 利用者の年齢層などを載せたパ
達障害については知られていな ンフレットの作成してほしい。
い。愛知キャラバン隊ネットワー
クによる講演会を小学生で開講し
ているので、一般の人や親にも見
に来て欲しい。出来るだけ小さい
ころから出来ると良い。

徐々に市内でも就労施設が増
えていると聞いています。啓蒙活
動の意味も込めて、地域や一般
の方に障害のある方が生き生き
と働いている姿を見ることができ
る就労施設ができるとよいなと思
います。作業所のような事業所内
作業だけでなく、レストラン、カ
フェなどの地域密着型の施設が
あればと思います。

個別支援として、相談員、事業
所、本人（又は家族）間で、ケース
会議が行われることがあります
が、学校教育の支援者の参加が
難しい傾向があると思います。学
校は、家庭の次に子どもが長く過
ごす場所でもあるため、一貫した
支援を行うためにも、できるだけ
お互いの情報交換、情報共有が
できる環境にしていく必要があ
る。
学校ではやれる事、学校だとや
れない事などをふまえた議論が
出来ていない。またケース会議
は、子どもに問題があった時に開
きたいが、タイミング良く開催する
ことも難しい。

児童発達支援サービスの事業
所（早期発見・早期療育につなが
るため、親のレスパイトのため）
一番手がかかる年代で支援を
必要としている家庭が多い。市外
に通うとなると負担が多い。にじ
の学園の受け入れ定員を増やし
ては欲しい。

いわゆるグレーゾーンの子ども
は、幼少期から療育の枠から漏
れ、問題行動が増えてくる小学校
頃から、わかることが少なくない。
家庭への情報が不足し、なかな
か支援に繋がらない傾向があ
る。
学校サイドで、サポートブック
や、親の会等の紹介、キャラバン
隊講演や教育講演会の参加の勧
め、福祉サービスの簡単な説明
など、大まかな子どもの支援につ
いて、保護者に伝えることができ
れば支援へと繋がりやすいので
は。
また、ここるっくしんかわなど、
子供連れでいつも遊びに行って
いる所に、アドバイズをくれる支
援員がいると、情報伝達の機会
は増えると思う。

相談、支援の拠点となる発達支
援センター
障害のある子ども、家族が安心
して過ごせる場所があるここるっ
くしんかわなどの公共施設が、子
どもが自力で行きやすい各学区
毎にあると良い。
家族が安心して過ごせる拠点
にもなるうえ、子どもたちと遊びに
行くついでに相談出来る。
おもちゃ図書館祭りの評判が良
く、ここるっくしんかわの評判も良
い。碧南は児童館が充実してい
ると感じる。
障害のある子も地域に堂々とい
ていいんだという気運が必要。
グループホームの充実が必要。

団体 Ａ調査票

視覚障害者の方々より、交流会
を通じて、希望を開きながら点訳
するものを決めています。また、
他団体等（身障協会、市福祉課）
の要望による点訳活動を行って
います。
団体 Ｄ調査票

どう接してよいかがわかること
が一番だと思う。その講習となる
ような機会がたくさんあれば、よ
いと思います。
子供を中心として親も巻き込ん
でいくような交流の場の創出がで
きるとよい。

点字を必要としている人達の情
報が、個人情報保護法等により、
わからない。団体としてどのくらい
ニーズがあるか把握できていな
い。
団体のサービスを利用する人
の高齢化が進んできている。点
字を読むのが高齢になると難し
い。
盲学校に通う方と団体の仲立ち
を市にしてほしい。

困りごとがあった際にどの相談
窓口に行けばいいのかわかりづ
らい。
市でも福祉ガイドブック等を作
成しているが情報が細かすぎる。
困りごとと相談窓口の対応関係
が分かるような情報をホームペー
ジ等を活用して周知してほしい。

今の制度がどれだけ周知され、
利用されているかも大切だと思
う。周知が十分かどうか、判断す
るために利用率の確認が必要だ
と思う。周知が十分かどうかは、
当事者に聞かないと解からない。
障害の方が、集まる場所や機
会を生かして、周知を図る必要が
ある。
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資料２

ヒアリング結果（要旨）

質問９
質問２
質問３
質問４
質問５
質問６
質問７
質問８
質問１
障害のある方が地域で暮らす
障害のある人に対する周囲の 障害福祉サービスに関する情 障害福祉サービスの利用にあ 障害のある方が就労するにあ 障害のある方やその関係者に 碧南市で不足している障害福 障害児（又はその疑いのある
団体別 調査
貴団体の主な活動内容をご記
ために、今の碧南市に必要だ
理解についての問題点や課 報提供について、問題点や課 たって、問題点や課題はあり たって、問題点や課題はあり 対する相談支援について、問 祉サービスは、どのようなもの 児）の育成について、問題点
載ください。
と思われることは、どのような
題はありますか。
題はありますか。
ますか。
ますか。
題点や課題はありますか。
と思われますか。
や課題はありますか。
ことだと思われますか。
事業所の活動への参加（精神
調子が悪くなって病状が出たと 情報をしっかりと把握できてい
保健福祉座談会、家族懇談会な きに周囲の人の理解が得にくい。 ないことや情報の内容をよく理解
ど）
広報に病気や障害の内容や接 できていないままのことがよくあ
ころころでのボランティア
し方など載せて欲しい。（統合失 る。
調症とはとか、糖尿病などのよう 就労支援サービスがあること
に）
や、自立支援医療を使えることを
団体 Ｅ 調査票
知らない人がいる。
迷惑がかかると思ってしまう、
恥ずかしい、障害を認められな
い、いつか治ると信じる等々思っ
てしまう。

せっかく通えるところがあって
も、本人が通えなかったり、ヘル
パー等を入れることに抵抗がある
人もいる。（時間がかかったり、相
談する人が少ない。）

症状が出ているので、就労につ
いて具体的に考えられなかった
り、また悪化するのでは？という
不安がある。（急に悪化してクビ
になるのではという不安がある。）
休んだ時の補償が企業側にあ
るとよいのではないか。

中途失聴者、難聴者、聞こえの どうしても奇異な目で見てしまい
悪い人達に、書いて伝える手伝 がち。
いをしている。
聴覚障害者は、外見ではわかり
主に講演会、各団体の行事に づらいので、余計理解してが得ら
参加。
れない。

団体 Ｆ調査票

毎月１回第１か第２日曜日に行
う一日療育（一日保育）がメイン。
対象として、市内在住の重度の
心身障害児（者）を中心に行って
いる。

団体 Ｇ 調査票

障害のある人に対し、ボランティ
ア活動をしている人や家族は、接
することに対して何とも思わない
が、そうでない人にとっては、少し
壁（距離）があるように思う。障害
を理解するのは難しく、どうしても
見た目等で判断しがちになってし
まうと思う。隔たりをなくすため、
ふれあう機会を持てる方法を探し
て欲しい。

障害者の障害程度や能力に
よっても人様々なので、はっきり
言えないが、就労先は少ないよう
に感じる。
以前は、仕事の中にも楽しみが
あったが、事業運営の中で利益
追求を余儀なくされ利用者にとっ
て面白味の少ない仕事ばかりが
残ってしまうこともある。
障害者の方々それぞれが出来
ることを見出し、それを続けてい
けるような就労先の発掘、維持活
動をして欲しい。

障害者の就業及び生活に関す
障害者雇用を進める企業の中
情報提供については、特に問題 サービス利用の検討から開始
障害者本人及び家族の就労し
る相談業務
でも、正しく理解している方がまだ ないと思います。
までのスピード感が大切だと思い たい気持ちとそれを受け止める
障害者雇用を進める企業への 多くなく、障害の正しい理解を伝
ます。
企業の障害に対する理解。
支援
えることは課題であると感じる。
障害者のモチベーションが落ち 障害者本人が働くイメージが想
障害の受け取り方がまちまち
ないようにすることが必要。
像できておらず、就労の継続がで
で、どのように仕事を任せて良い
きないことがあるため、現場を見
かわからない企業も多い。企業
せる機会を多く作ると良い。
団体 Ｈ調査票
の理解促進のため、セミナーの
企業からの相談もよくある。特
実施や就労継続新事業所の見学
に雇用前にはなかった問題が浮
などが必要と思われる。
上した場合や、症状が急変した
場合、また雇用募集出しているが
応募がないなど。
ダウン症の親子対象
親子の親睦を深めながら、将来
に繋がる余暇活動
お互いの情報交換
就労に向けての他市を含めた
事業所見学、施設見学など

団体 Ｉ 調査票

小学校によっては、障害のある
子の理解についての勉強会があ
ります。そういう機会を特定の小
学校ではなく、全市で福祉の事業
で取り入れていただけたら、よい
機会に繋がると思います。（西端
小学校では、毎年小学校５年生
で自閉症などの勉強会があり、聞
く小学生も年齢的にも受け入れら
れて、とてもよい機会に繋がって
います。）

事業所や相談支援など、昔に
比べて手厚く、子どもに対する支
援計画を考えてくださることを有り
難く思っています。
細かい情報を届けるのは難しい
ので、相談窓口だけでもわかりや
すく周知できるとよい。

基本回数を増やす際などに、簡
単にできたと聞くこともあれば、な
かなか希望を通すことに難しさを
感じたということを聞きます。窓口
での取扱について、平等性を統
一して欲しいと思います。
放課後等デイサービスなどは支
給基準が他市と比べてバランス
が悪いのではと感じるところがあ
る。ただ、家庭での時間も大事な
ので多すぎるのはよくないことも
理解できる。

精神障害は、まだ相談に繋がっ 就労継続支援Ａ型が、もう少し
把握されていないケース（家庭） 障害に対する理解がもう少し進
ていない人が多いと思われる。 あるとよい。
がないか？
むとよいと思う。知ってもらうこと
家族会が弱体化しているので、 一般企業は難しいとあきらめて 親のハードルが高い。（障害を が大切。
なかなか家族会で会えない。（→ いる。
認められない等）
家族懇談会当でPRをしてはどう
時間的に難しい。（長時間働け
か）
ない。）

その人その人の考え方がある
ので、何とも言えないが、家族だ
けで孤立している感じがする。
色々な団体があるので、そう
いったところに所属するなど、外
に向けての働きかけを市としても
して欲しい。

難聴者に対する要約筆記者の
派遣事業が受けにくいのでは？
と思う。
利用したいなと思っても、面倒
だからと申請しないで済ませてし
まうということをよく聞きます。

障害のある人が高齢化してくる
ことで、保護者等も高齢なので、
余暇支援活動をしている場にも、
出て行きたくとも行けなくなってき
ている人が増えてきた。旅行等に
も参加したくても付き添いがいな
いと参加できず、家族など周囲の
人の理解が必要。
旅行時などに一時的にボラン
ティア求められても、本人の理解
が出来ていないと支援もむずかし
い。

若い人材を増やすボランティア
の育成が必要だが、新規加入の
人はなかなかいない。利用者や
会員の子供さんが加入すること
が多少ある程度。
中高生のボランティアが長期休
暇時に手伝ってくれるが、一時的
なもので、会員になってくれること
はない。

人工内耳の買替が高額なた
め、助成金をいただきたいと難聴
者からの要望有。
健常者であっても高齢になれ
ば、耳の聞こえが悪くなり、難聴
者と同様に福祉サービスが必要
になります。
他市の助成金の状況は、体外
装置を買替の場合、日常生活用
具として（岡崎市３５万円、豊田市
２０万円、豊橋市２０万円）情報が
あります。

就労移行支援事業所が碧南市
内に企業が少ない。

放課後等デイサービスなどを利 地域によって相談員が丁寧に （就労意欲がある人）
用できたりし、個人のスキルアッ 色々教えてくださり、とても助かっ
プを目的とすることがあります。 ています。
安城・刈谷などの「くるくる」の事
業所など就労移行からの一般就
労を目指せるような事業所など
が、碧南・高浜辺りであると利用
しやすいと思います。
需要が一定数あるということを
市でも事業者に向けてアピールし
ていく必要があるかも知れない。

健診によって、その子に応じて
様々な教室の案内をしてくださる
ことは、とてもよいことだと思いま
す。それについて積極的に参加
する人はよいけれど、それを受け
入れられずにいる母親が、入園
する時にその情報がないので、
母親同士のネットワークができる
ように繋がりを持てる仕組を案内
していけるとよいと思います。
細かい情報を届けるのは難しい
ので、相談窓口だけでもわかりや
すく周知できるとよい。

働く場をもっと色んな選択をでき
るよう充実して欲しいです。
将来的には、グループホームな
どを作って親亡き後でも安心して
過ごしていける環境づくりをして
いって欲しいです。
新規の事業所ができるために
は、マンパワーが足りない。市内
の資格を持った主婦層を活用で
きるとよいと思う。
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資料２

ヒアリング結果（要旨）

質問９
質問２
質問３
質問４
質問５
質問６
質問７
質問８
質問１
障害のある方が地域で暮らす
障害のある人に対する周囲の 障害福祉サービスに関する情 障害福祉サービスの利用にあ 障害のある方が就労するにあ 障害のある方やその関係者に 碧南市で不足している障害福 障害児（又はその疑いのある
団体別 調査
貴団体の主な活動内容をご記
ために、今の碧南市に必要だ
理解についての問題点や課 報提供について、問題点や課 たって、問題点や課題はあり たって、問題点や課題はあり 対する相談支援について、問 祉サービスは、どのようなもの 児）の育成について、問題点
載ください。
と思われることは、どのような
題はありますか。
題はありますか。
ますか。
ますか。
題点や課題はありますか。
と思われますか。
や課題はありますか。
ことだと思われますか。
定期総会、療育事業、クリスマ
障害者三法として制定された法
ス会、ひなまつり会を毎年実施
律は、身体障害者福祉法、知的
社会福祉協議会主催の各種事 障害者福祉法、精神保健福祉
業、県育成会事業に参加
法。この社会変化の中、徐々に
はですが、自立していく人があり
ます。ですが、障害者は、どちら
かと言えば、不利な職種、職場等
に配属、対応せざるを得ない状
況です。それでも頑張ってやって
いるようです。今は、インクルーシ
ブ教育と言われていますが、教育
をする側も頑張ってください。
地域として支援していくにあた
団体 Ｊ調査票
り、小中学校、高校への進学時
は支援情報の伝達があるが、社
会出る際に途切れてしまう。
知的障害者の教育も社会人に
なっても勉強する場を設けてくだ
さい。障害者にも努力させてやっ
てください。
就労継続支援Ｂ型の事業所に
おいてでも社会能力を勉強するこ
とはでき自立につなげられること
もあると思う。

知的障害者にとって、過去１０
～１５年前より法律の改正があ
り、諸条件が大きく変化してきまし
た。変化に対応すべき勉強会は、
当団体主体が大半で、その資料
は会員には、できるだけ配布して
きました。
後見人制度の勉強会を市職員
の話をきっかけに実施してきまし
たが、今後社会福祉協議会と相
談し、年１～２回勉強会を実施し
ていきたいと思います。
一方で会員外の人に情報が流
すことは難しい。情報をそのまま
コピーして流してしまうと著作権
問題などもあり心配。

発達の遅れのある子どもと保護
者とのよりよい関係づくりを基礎
として、社会生活への適応能力を
増進すること。
保護者に対しては、子どもの発
団体 K調査票
達を理解し、具体的な支援方法
を習得する。
心身障害児（者）施設、団体に
対する援助事業（にじの学園の
子守りの援助、ふれあい作業所
の作業の援助、障害者団体へレ
クレーション事業の開催、ふれあ
団体 L調査票
いフェスティバル等の市の行事へ
の参加等）

身体に障害を持つ者達の親睦
を深めるための交流
障害があっても日々楽しく過ご
せること、できることの中で充実
感を得ること、そのための情報、
行動など起こせる場所である

団体 M調査票

サービス内容は、個人個人によ
り差があります。
作業所等に通所している人は、
施設職員とコミュニケーションを
大事にしていれば、年間行事等
で日常サービスは心配ないと思
います。
環境の変化があった場合、相談
する人が近くにいれば、問題ない
と思いますが、いない場合社会福
祉協議会の窓口を利用している
と思います。
将来の不安は、なかなか相談
になりませんが、将来に備える考
えも必要なのでは？
どのようなサービスがあるか理
解してない人が多い。

まず第１に就労移行支援事業
所の利用者が少ない。市内事業
所で他市の障害者が働く姿が見
受けられる。
障害者が仕事をするために、仕
事を見直す必要があり、現状の
仕事は一般の人が作り上げたも
ので、障害者が作り上げたものは
ほとんどない。
その人その人ができる事を、仕
事とする仕組みが必要だと思い
ます。
仕事の全行程を一人で行うので
はなく、部分的な仕事を分業制に
するなど。

知的障害者を持つ親は、第三
者に相談することが少ない。問題
点が知的な部分になると、専門
家（医者、精神科医等）に頼らざ
るを得ない。障害者本人が相談
することができる人は、ごく少ない
し、又当団体の親としても障害者
本人とじっくり話ができる人はま
ずいない。親の一方的な話にな
ると思います。
障害があっても意見は言える、
そのための聞き出す努力が必要
というように、親の意識を変えら
れるような支援が必要。
また昔は春日井コロニーに行け
ば問題解決の糸口がつかめた
が、今は開業医の紹介がないと
総合病院にかかれない。子ども
が障害であると同時に高齢者に
なります。親は、今も高齢、先は
もっと高齢。
病気になった時の対応（どこへ
行って良いか分らない。専門的に
相談に乗ってくれる人（先生）が
欲しい。

碧南市内に企業が少ないのが
もったいない（他市へ流出する）。
高齢者福祉に対する需要が高
まっていくと想定させるなか、障
害者を介護に積極的に参加して
もらい就労して活性化するとよ
い。

通っている子どもへの福祉サー
ビス
当園に通いながら、保育園や事
業所の利用を積極的に進めてほ
しい。

障害児を持った親の将来を一
緒に考えてあげる。（一人で考
え、悩みがち）
子どもの育ちの方向性を示すこ
とができれば、親の生き方にも繋
がる。
子どもの問題につき、夫婦で話
ができるようにしなければ、母親
一人の問題となってしまいます。
制度の問題でなく、家庭の将来
が見えるようにすることが大事。
親が自分の子（障害児）の現状
について真剣に考えてあげれる
ようにする。

就労支援事業所に就職し、仕
事の適正を十分に確認してもら
い、就職斡旋を受け、数年間定
着支援を受ければ、仕事は安定
すると思う。
ただし、障害者は同時に複数の
職業を仕事としてするのは難しい
ので、その都度配慮してもらわな
ければ、定着率向上は難しい。企
業側が障害者側に出来得る業務
内容を聞き出す仕組みがあると
良い。
グループホームを完備し、就職
後の生活を安定させる。支援員
が働きやすい環境、地域にグ
ループホームの存在が受け入れ
られている環境を作れると増設に
つながるのでは。
親からの自立を目指し、将来の
家庭を応援することが必要だと思
うが一方でグループホームへ最
初から入所させないための努力
させることも地域で生きていくうえ
で必要。

のびのび教室を卒業してから、
当園に入園するまでの期間に支
援が空いてしまう。
保育園等で集団で生活できな
い子が多く、人手が足りなくなっ
てしまう。

本人の高齢化、親の疾病や高齢化、住宅について地域社会でどう対応していくかが重要。(障害者の 企業にゆとりがないと不平不満 専門職によるカウンセリングを
親を教育し、早目に相談支援に繋げることが重要。
いる家庭を地域社会が把握しておく必要がある。)
が出る。
定期的に実施した方がよい。
人と人の付き合いが大切。
理解を得るためには、接するしかないと思う。実際関わらないとわからない、関わることで見方が変わ 企業も神経を使う。
決まった相談支援員が欲しい。 関われる場所が必要。伝える手段を多くする。（相談に繋がるような講演会を実施し、家族や知り合い
る。小さい時からふれあう機会を増やす。福祉実践教室（アイマスクや車いす体験）の回数を増やして
上司や雇う側の教育が必要。
そっとしておいて欲しい人もい から情報提供してもらう等）
体験を増やす。
る。
難しいと言って、やらないのがダメで、時間はかかるが、できることをやり続けることで少しずつでも広
障害者用の施設を作ってしまったのも実はよくなかったかもしれない。（昔は専用の施設はなく、社会
めていく。（昔よりはよくなってきている。）
にいるのが当たり前に思われていた時代もあった。）
同情はしなくてよくて、差別をしないようにすることが大切。
最近は、特に周りの方の理解、
声掛けなど受けることが多い。
様々な場所での小さな運動が功
を奏しているのではないか。（街
の中で見知らぬ人に声をかけら
れ、車いすを押してくれてうれし
かった。福祉実践教室に行って
も、児童が声をかけてくれ、車い
すを押してくれるので、実践教室
は効果的だと思う。自分のおじい
さん、おばあさんのように障害者
にも接して欲しい。ふれあいが大
切で、ふれあうことで理解してもら
える。）

介護老人保健施設などで受け
る介護保険サービスなどについ
ては、勉強不足で特にない。
また、自らサービスに関する情
報を仕入れようとする障害者も少
ないので、その点の情報提供に
問題があるのではないか？
心身障害者福祉センターのデイ
サービスはすばらしい（家族で時
間をすごせる。楽しい時間をすご
せる。）ので、もっとＰＲすべき。

若い障害者（身体）が、特に就
労しておらず、家庭内で過ごして
いる人もいると思うが、その人達
に回復し心身障害者福祉セン
ターのデイサービスの存在を知っ
て欲しいと強く思う。

障害者の作業所などあるが、障 当協会の存在を知ってほしい。
害のレベルで就労時間に差が
障害を持つ者同士の気安さもあ
あってもよいと思う。
り利用してこそ、そのよさも知れ
本人のできる範囲を見出し、そ る。
の中での就労を可能とする取り
関係者もレベルによって違う
組みがあっても良いと思う。
が、開放される時間もできたり、
他の人の様子もうかがい知れ、
知もちの支えになると思う。
家族がその気にならないといけ
ない。
障害になったことを悲しまずに
楽しいことがあることを知ってほし
い。（充実した生活が送れること
を知ってほしい。）
親の意識を変えるのがよい。
当協会の活動を広げたい。

障害者を持つ家族、本人に対し
て、市が行っているサービスの内
容がしっかり伝えられていないの
では？
特に活動ができるのに、家に
篭っている人がいるのではない
かと思う。

周りの方、地域で接する方々の
優しい声掛けなど障害者を特別
な存在だと思わず、隣人に対する
ような自然体で対していただける
ための運動があるとよい。
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資料２

ヒアリング結果（要旨）

質問９
質問２
質問３
質問４
質問５
質問６
質問７
質問８
質問１
障害のある方が地域で暮らす
障害のある人に対する周囲の 障害福祉サービスに関する情 障害福祉サービスの利用にあ 障害のある方が就労するにあ 障害のある方やその関係者に 碧南市で不足している障害福 障害児（又はその疑いのある
団体別 調査
貴団体の主な活動内容をご記
ために、今の碧南市に必要だ
理解についての問題点や課 報提供について、問題点や課 たって、問題点や課題はあり たって、問題点や課題はあり 対する相談支援について、問 祉サービスは、どのようなもの 児）の育成について、問題点
載ください。
と思われることは、どのような
題はありますか。
題はありますか。
ますか。
ますか。
題点や課題はありますか。
と思われますか。
や課題はありますか。
ことだと思われますか。
特別支援学校

進路先を考える上で、毎年度始
めに日中活動の事業所全てを訪
問し、定員数、空き状況、支援内
容等の聞き取りを行っています
が、かなりの労力が必要なので、
こうした情報が一元化されている
と助かります。
近年事業所の新設が多く、単独
での情報収集が厳しい。
数年後の事業展開予定などを
聞き取り情報提供、対策検討でき
ると良い。
事業種別毎に市内の各事業所
が集い、日頃の業務などで不安
なこと、他の事業所ではどのよう
に対応しているか聞きたいことを
尋ねられる場があると良いので
は。

団体 N調査票

在学中に利用できる放課後等
デイサービスについては、「使い
過ぎ」と思われるケースも見受け
られ、家庭での支援力低下に繋
がっていないか心配しています。
放課後等デイサービスと学校と
家庭の支援が連携でき、本人の
よりよい成長に繋がるようになっ
て欲しい。
卒業後の進路については、平
成３１年３月卒業の生徒につい
て、特に生活介護の空き状況が
厳しく、心配しています。日頃か
ら、在学生の予想進路（普段支援
している教員の見立てによる）と
事業所の空き状況や事業計画等
を把握するシステムが欲しいで
す。

特別支援学校

障害のある方に対するイメージ
が凝り固まっているため、それぞ
れの方にできることがあることな
どが伝わるように雇用側（地域社
会）に働き掛けていく必要がある
と思います。特別支援学校では、
地域の学校と交流を持つため、、
居住地校を行っている。
知的な障害がなくても身体的な
介助が必要な場合、就労先に協
力を受けられるのか、現状として
は在宅か医療以外に行き先がな
いのが現状です。

団体 O調査票

精神科病院
デイケア
作業療法

団体 P調査票

１６団体
まとめ
（コメント）

・生活介護…学校が持っている数
字では、本校の高校３年生が希
望どおり進むと次のとおりです。
ふれあい作業所７０／６０、ふれ
あい福祉園ガイア５８／４０、ふれ
あいの杜まんなか１７／２０（利用
／定員）
参考までに高浜市の生活介護
も全て定員を大幅に超えていま
す。
その後の生活介護利用が予想
される碧南市在住生徒数は、高
校２年生が４名、高校１年生が１
名です。（参考までに高浜市在住
生徒は、高校２年生が５名で
す。）
・グループホーム…進路懇談で
は、親が元気なうちに入れたいと
いう保護者がほとんどです。（西
尾市はいいなとよく話されます。）

入院されて来る家族の中には、
精神病院へ入院したことは、他の
親族に言えないと言う方もいる。
精神の病気があることを他の親
族、公的機関にも相談できず、問
題が大きくなってからしか支援、
介入ができていない。
両親にケアマネが付いたときな
どに対応できるよう、世帯に入っ
ていける公的機関等の担当に精
神保健の知識をかじってもらうと
ともに、福祉部局との連携を充実
させると、少しは早く対応できる
のでは。
障害について関心を持ってもら
い、理解してもらう必要があると
の声が多くあります。また、その
具体的方法として、学校での教
育を通した子どもへの啓発活動
があげられました。

各相談機関が、どのように連絡
していくかが課題だと思います。
そのために、機関相談支援セン
ター等がコーディネーター的な役
割を果たしていく必要があると思
う。
市は各種相談窓口はどこなの
かのＰＲが足りないようにも感じ
る。

生活介護の事業所の定員が
支援の必要な児童生徒が、小・
いっぱいで今年度の卒業生が市 中学校に入学する場合に充分な
内でサービスを受けられない状 合理的配慮ができる人材や設備
況である。医療的ケアが必要で が提供できるようにすること。
ある生徒（重度）も安心して過ご
せるようなサービスも不足してい
ると感じる。
新規法人が参入できるように、
地域でニーズが多いことも対外
的に訴えていく必要がある。

丁寧に相談にのっていただいて 自立支援協議会に事業所関係 基幹相談支援センターと相談支 住宅（グループホーム）とは思い
いると思います。
の方が多く参加されていて連携 援事業所の役割がわかりにくい。 ますが、実際に（本当に）利用さ
が取れていると感じます。
れるのかは、やや疑問もありま
精神障害の方の理解が進むと
す。
よいと思います。

なかなか情報をつかめないと
の声が多く、パンフレットなどによ
る福祉サービス情報の広報や、
細かい情報を伝えるための相談
窓口の設置などの課題があげら
れました。

放課後等デイサービスの利用
に関して、長期休暇の日数増加
についての意見や、利用増によ
る家庭への影響を危惧する声が
あげられました。また、サービス
の提供について、個人個人の差
に応じた支援や、スピーディーな
支援の必要性があげられまし
た。

障害者が慣れるまでのフォロー
体制の整備、トイレや介助サー
ビス、カフェスタイルの就労支援
事業所など障害者が実際働いて
いる姿を世間の人が目にするこ
とが出来る環境などを求める声
があげられました。

こども課と福祉課の相談窓口が 病院や事業所への移動手段
わからず、混乱して相談に来られ （交通機関等）が少ない。
た母親が当院へ来たことがありま
す。ワンストップで相談を受けて
いただけるとわかりやすいかもし
れません。

相談支援員に対する評価は高 医療ケアを含む福祉サービス、 サポートブックを活用した情報
障害理解に関する意見が多く
くなっています。また、相談に繋 学校卒業後や親亡き後の施設、 提供の声が多くあげられました。 ありました。障害者が作ったもの
がっていない方がいる現状や、 就労支援事業などがあげられま また、学校関係者の専門知識と を見てもらう、障害のある人とな
家族会の弱体化、保護者の高齢 した。
技術の向上、合理的配慮などの い人が一緒に取り組む、など、障
化など、様々な問題点があげら
課題があり、障害児とその親へ 害に対する理解の促進が多くあ
れました。
の支援が課題となっています。 がりました。

（※）へきなん障害者ハーモニープラン（碧南市第５期障害福祉計画）策定のための市福祉課による各団体・事業所へのヒアリングを、２０１７年８月２１日から９月１日までの土・日曜日を除く１０日間、福祉センターで実施し
ました。
ヒアリング及び調査回答に参加したのは 団体、 事業所、計３６機関で、各団体・事業所の代表者らから各質問項目等について詳細な説明や、意見を聴取するなどしました。
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