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支援学校高等部卒業後の進路先事業所を探しています。
息子には命に関わる食物アレルギーがありますが、知的障害(A1)が重く、自分ではその
ことを理解して、食べないように注意することができません。
今まで学校給食はしっかり対応していただき、安心して通学してきましたが、学校と同
じようなしっかり食物アレルギーの対応をしてくださる事業所が少ないです。「食物ア
レルギーの対応はしません」、とはっきり見学時に断られること事業所も少なくありま
せん。
息子は障害があるがため、自分のアレルギーに対処できないのに、そのことが理由で進
路の選択が狭まれるのは親としてやるせないです。
学校給食と同じように、福祉事業所も食物アレルギーの対応を義務付けでもらえないで
しょうか？

食物アレルギーへの対応については、学校や保育所に向けて作成している国の
ガイドラインや、国立病院機構相模原病院が作成している「食物アレルギーの
栄養食事指導の手引き2017」等に基づき、引き続き事業所に対して助言や指導
を行っていきます。
生活介護事業所では、看護職員の配置が必須であり、給食提供を行っている事
業所の中には栄養士を配置している事業所もあります。ご指摘のような事故防
止のためにも、事業所が利用者を受け入れる際には利用者ご本人及びご家族と
連携をとりながら個別に対応できるよう、事業所への呼びかけをおこなってま
いります。

横浜市の相談支援の充実についての質問と提案です。
相談支援は障害のある方の生活や活動を支える肝となる事業ですが、そのうちの計画相
談支援については国の制度設計が不十分であり不備があるため多額の赤字を抱え事業と
しては成り立たちません。
それゆえ、事業所はなかなか増えず、既存の事業所であっても今以上に相談スタッフを
増やすことが困難であり、現状維持が精いっぱいな状態です。
安い報酬単価や加算の実績方式、しかも基本相談は無報酬のサービス、という報酬の仕
組みゆえ、多くの事業所が赤字でありながらも大切で必要な事業と思い取り組んでいま
す。
厚労省の報酬改定検討チームや社会保障審議会障害者部会の資料でも、計画相談の相談
支援専門員の常勤はあまり増えず非常勤化がますます進んでいることが報告されている
ことにもそのことは現れています。以前、横浜市からは、モニタリングを増やす収入モ
デルの提示がありましたが、モニタリングや会議を増やせばそれだけ調整や記録の負担
が増え、丁寧に行おうとすればするほど報酬や加算に全く見合わないという悪循環に陥
ります。
厚労省の会議では計画相談にさらに機能を乗せようとしていますが、もともと別に本体
事業があって計画相談はあくまでもそのオプション事業程度の報酬しかないという仕組
みでは、丁寧な相談支援を維持することは不可能であり、相談事業所もスタッフも増え
ないと思います。

最低限の安定的な運営が可能となるような運営基本費のような補助金が必要と思います
が、横浜市としてどのようにお考えですか？
厚労省はアドバイザーや参考人からそのような報酬のあり方の提案があっても一向に考
えようとしません。横浜市として相談支援体制の拡大と充実を図るために、ぜひ市単独
の補助金を検討してください。
また、相談支援従事者現任研修の受講申し込みには実務経験などの制限が付きました。
せっかく相談支援従事者研修を終了していても、人材不足から良好な人事異動などの循
環ができにくいため、この制限により資格抹消となる者が多数出てしまいます。
もともとは障害者ケアマネジメントとして身近な相談から専門的な相談まで幅広く相談
支援が可能となるような仕組みを目指していたはずですが、いつのまにか計画相談支援
のための研修に矮小化され、相談支援員の予備軍や潜在的な担い手の育成が不可能にな
りました。
相談支援のスタッフは困難ケースを一人で、又は少人数で抱えるため、負担感やストレ
スから長続きせず辞めてしまうということも多いという実態がありますが、そのような
際に新たなスタッフを速やかに配置や異動をすることすらできなくなります。
計画相談支援に従事している者を優先することはわかりますが、次の世代の育成や増員
のために裾野をどのように広げますか？
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1. 第４期障害者プラン全体を通して
◆説明会資料で、まず「サービスの充足に向かい」と記載されているが、第１期での重
点施策とニーズが今とほとんど変わっていない。制度が出来ても社会の偏見が変わらな
い。制度のしくみによって障害理解が進みづらくなっているのではないか。
例えば、教育分野における矛盾がある。特別支援教育のしくみは「個人の能力を尊重す
ること」と、「合理的配慮」という考えにおいては、「実施の負担が過重でない時」と
いう解釈のもとで学びの場は分断されインクルーシブは逆行している。真のノーマライ
ゼーションの理念、インクルーシブを推進するためには、特別支援教育専門的知識を習
得するだけでなく、幼児期や学校での“共に学ぶ場が必要”です。 特に、重度障害は
幼少期から制度による支援で療育を受ける機会が持てるが、地域からは分断されてしま
う現状がある。特別支援学校に通うと地域での存在や接点が感じられない。就学時に丁
寧な説明が欠けていて地域と繋がれず副学籍交流の詳細も就学前には分からなかった。
文科省の省令（学校教育法施行の改訂）の「実施の負担が過重でない時」の解釈が現状
のままで本当の意味でのインクルーシブは進むのか。コラムでも記載のあった津久井や
まゆり園でのような事件をなくし、偏見をなくすために、本当の意味でのインクルーシ
ブや地域での障害理解には誰もが幼少期から共に学ぶ場が必要ではないか。

本市が策定している「横浜市教育振興基本計画」においては、国のインクルー
シブ教育システム構築の考え方を踏まえ、全ての子どもにあらゆる教育の場
で、一貫した適切な指導・支援や必要な合理的配慮を提供することを目標とし
て掲げています。引き続き、適切な教育の場の提供に努めていきます。また、
副学籍交流についてもホームページでの発信など、様々な機会を捉えて周知を
図ってまいります。
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障害者プラン第４章③横浜市の取組の中で、「保健、医療、福祉関係者の共通認識の
下」と 記載されているが、なぜ教育との連携が抜け落ちているのか。今の教育の在り
方を根本から見直していく必要があるではないか。現場の声から、ソーシャルアクショ
ンを起こしていけることが重要ではないか。

ご指摘の記載については、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの取組
推進について主に記載した箇所となります。国が設置を求める「協議の場」に
おいては、保健・医療・福祉関係者等が参画することが想定されており、その
ため３者がしっかりと共通認識を持つことが重要と考えております。ご指摘の
教育をはじめ、様々な機関・分野との連携も、協議の場における関係者間の繋
がりや実践の中で効果的な取組が生み出されるものと考えます。
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人材確保の観点から、魅力あるものを発信していくとの記載があるが、何を発信してい
くイメージなのか。関係団体との検討会というよりも、文化施設やスポーツ分野等との
協力・連携、他分野との融合も視野に入れていけるとよいのではないか。SNSや
YouTubeなど、コストのかからない方法で、イベント形式ではなく、常時発信していけ
る場があるとよいのではないか。

人材を確保するためには、まずは障害福祉分野で働くことのイメージを掴んで
もらうことと、その仕事に魅力を感じてもらうことが必要と考えています。そ
のため、横浜市内の障害福祉サービス事業所で働くイメージややりがいを伝え
ることを目的とした動画の放映等により、魅力を発信していきます。
また、この取組と並行して、様々な分野や学校・企業等との連携や情報発信の
方法等についても、引き続き検討していきます。
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障害者プランの広報周知先が狭いと感じる。当事者家庭の中ではこのプラン自体を知ら
ずに過ごしている方が多いため、療育センターなど、しかるべき場所での広報周知を徹
底してほしい。また、療育に通っている人の意見を聞いてほしい。療育センターも関係
機関として含まれていない点も疑問に思う。

療育センターも含め、関係機関に障害者プランの周知を行ってまいりました
が、頂いたご意見を受けて周知が足りなかったと感じております。
障害者プランを作って終わりではなく、今後も幅広くご意見をいただきながら
市民の皆様と一緒に進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いい
たします。
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令和３年度の報酬改定では、集中支援加算が新設されました。当該加算は計画
作成月及びモニタリング対象月以外（いわゆる基本相談部分）における相談支
援業務を評価する目的で創設されています。指定特定相談支援事業所におかれ
ましては、ご活用いただければと思います。
また、補助金等の創設は本市の厳しい財政状況を背景に難しいところでありま
すが、計画相談を必要とするすべての方が利用できるよう、法定研修の実施や
開設説明会の開催などで、計画相談支援事業者の量的拡充を図ります。並行し
て主催研修の実施やガイドラインの見直しなどによる質の担保を図ります。
引き続き、計画相談支援事業の推進に取組み、障害者が安心して計画相談を利
用できる環境整備に努めます。
なお、本市主催の相談支援従事者向けの研修は、スキルアップを目的として
「相談支援の基本」「面接場面におけるケアマネジメントプロセス」「会議」
をテーマに開催しておりますので、人材育成の一助としてご活用ください。特
に相談支援研修Ⅰは、これから相談支援に従事する方も対象にしております。
毎年、直接支援や高齢等の他分野に従事される方にも受講いただいております
ので、ぜひご活用ください。今後も、研修等を通じて相談支援従事者の「価
値・倫理」「知識」「技術」の獲得の機会提供に努めます。
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施策自体が地域に馴染んでいないため、システムではなくコミュニティを創っていくこ
とに重きをおいてほしい。

いただいたご意見は、今後の施策を進めるにあたり参考にさせていただきま
す。

8
最後のコラム「第４期障害者プランに寄せて」については、今回のプランに携わった編
集委員からのメッセージが込められていた点はよかったと思う。

ご意見ありがとうございました。今後の改訂や策定の際の参考にさせていただ
きます。

9

２．第３期の評価について
◆特別支援学校の再編で左近山開校によりスクールバス長期化の解消について（評価
△）、左近山のスクールバスの台数が少なく、１台で広範囲を回ると自宅から近くても
乗車時間は長くなり、自家用車送迎をしているということを聞くため、改善してほし
い。

左近山特別支援学校においては、在籍児童生徒の増加を見込み、毎年、運行台
数を増やしているところです（令和３年度は４台運行）。いずれのバスも60分
以内の運行を行っていますが、乗車する児童生徒の住所地を踏まえて運行コー
スを決めるため、住所地によっては自家用車での学校への最短時間に比べて乗
車時間が長くなってしまう場合があり、ご不便をおかけしております。
児童生徒の推移を踏まえ、必要なスクールバス台数を確保できるよう引き続き
取組を進めます。
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２．第３期の評価について
◆災害対策に関する取り組みについて、避難所へ行った経験があるため、障害児者にも
避難訓練への参加を呼び掛けてほしいと思う。要援護者リストに記載していただいてい
るが、そういった連絡は無い。有事の際に避難するかどうかの判断はさまざまだと思う
が、避難を要する場合はまず地域の防災拠点へ行き、必要があれば福祉避難所などに行
くという段階がある。実際に移動できるのか。天候や道路状況、真夜中かもしれない。
全員が平時とは違うので、まずは自分の事が優先になる。平時とは違う中でどういう支
援が必要か、またどういう配慮が可能か等も変わってくるため、日頃からシミュレー
ションをしておけることは大事ではないか。

災害時要援護者支援の取組については、自治会町内会や自主防災組織等に対
し、説明会や研修会の開催など、名簿提供や活用を促進するための取組を進め
ています。今後も、自主防災組織等への災害時要援護者名簿の提供を通じて、
要援護者も参加した防災訓練の実施など、地域の実情に応じた取組が進むよう
支援していきます。
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３．第４期障害者プラン策定に向けたニーズ把握調査について
◆回答者の多くが本人で愛の手帳を保持していない、中途障害の肢体不自由40代。港北
区は人口が多いが、調査は比例していないのは地域性があるということか。この調査が
実態に合っているかが分からないが、生活での困りごとの上位7項目のうち、制度や
サービスがわかりにくい、役所や病院・銀行などの手続きが難しい、外出が困難、情報
を収集しにくい、というのは現状課題であることは確かである。

今回のアンケートは、障害種別ごとに手帳所持者のうち１割の方にお送りしま
したが、アンケートの返送が無い方もいらっしゃいますので、必ずしも人口比
と調査結果の人数比が比例してはいません。
また、生活の困りごととして声があがっている項目については、課題として認
識しておりますので、引き続き取り組んでまいります。
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4. 医療ケア児・者について
◆医療ケア児・者が必ずしも手帳を取得していないため、実態把握が難しいと記載され
ていることについて、医療ケア児・者は医療に繋がっているのになぜ把握出来ていない
のか。また、神奈川県では医療ケア児の調査結果報告がHPに出ているが、ここには横浜
市は含まれていない。神奈川県が実態把握出来ていて横浜市が出来ない理由として何が
あるのか。今後、訪問看護事業者との連携が必要ではないか。

横浜市では居住地域や医療的ケアの内容等も含めた実態把握を行うことを考え
ています。詳細についてはこども青少年局、健康福祉局、医療局、教育委員会
事務局で検討中です。
また、医療的ケア児・者の支援については、横浜市医師会の訪問看護ステー
ションなどのご協力をいただきながら実施していますが、今後も一層の連携を
図っていきます。

13

4. 医療ケア児・者について
◆今年度、医療的ケアの必要な児童生徒の通学支援において、福祉車両の運行が何校か
でスタートしているが、看護師が同乗できないことにより、保護者が同乗している現状
がある。生徒の通学支援の幅を拡げ経験を増やしていくこと、親の負担軽減のために
も、休眠資格者の人材活用等も視野に入れてもらえないか。

貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。看護師の継続的な確保は大
きな課題となっておりますので、いただいたご意見も参考にしながら、引き続
き医療的ケアが必要な児童生徒の通学支援に取り組んでまいります。
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5. 成年後見制度と後見的支援制度について
◆二つの制度名が似ていて混乱する。横浜市独自の後見的支援制度が無料で安心という
説明なので安心していたところ、成年後見制度は毎月2万円かかるとの事。生まれた時
から重度知的障害がある場合、場合によっては成年後見制度を使い生涯に渡って支払う
額が大きすぎる。成年後見制度は財産を減らさないために管理されていて、使いたくて
も使えなかったりするので、本人名義の資産があっても本人のために使えないとも聞
く。成人年齢が18歳と引き下がり、親なきあとというより、親がいるうちに聞いておき
たい情報が良いタイミングで得られない可能性がある。資金面のことだけではなく、ど
う暮らしていくかを考えていくかが大事で、もっと地域を巻きこんでいく視点を持てる
とよいのではないか。

成年後見制度は自分ひとりで判断することが難しい方について、家庭裁判所に
よって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、身の回りに配慮しながら財産
の管理や介護サービス等の契約を行い、ご本人の権利を守り支援をする制度で
す。成年後見人の報酬の額については，家庭裁判所の裁判官が個々の事案の実
情に応じて，対象期間中の後見の事務内容，後見人が管理する本人の財産の内
容等を総合的に考慮して，裁量で決定します。報酬の負担が困難な方には、収
入や資産状況により、その費用を助成する「成年後見制度利用支援事業」があ
ります。詳しくは各区役所高齢・障害支援課にお問い合わせください。

一方で後見的支援制度は、本人に関する法的な権限を持つものではありません
が、障害福祉サービス等の利用の有無にかかわらず、末永く緩やかに、地域の
中で本人を見守ることができます。両者の違いについては第４期障害者プラン
のコラムでも取り上げましたが、引き続き理解促進に努めます。
また、本人の願う地域での暮らしを実現するために、適時必要な情報を提供
し、適切な機関につながることができるような地域の支援体制構築に努めま
す。
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6. 情報全般について
◆当事者家庭は、最初から福祉制度に詳しくないため、福祉のあんないや役所のHPで障
害児の手続き以外の情報が多く、不必要な大人の情報がまざっていると分かりづらい。
区役所の担当者も把握出来ていない。使い慣れるまで特に負担を感じる。個々で必要な
支援や制度は違うので普遍的な表し方が難しいのは理解できるが、何か他に良い方法は
あるのではないか。
◆理想としては、条件を入れたら自分が使えるものが一覧で出てきたらありがたいが、
そういう点を今後AI等で出来ないか。そうすれば、窓口の一本化ができるのではないか
と思う。 さまざまな支援や制度、サービスが充足されてきたというのは感じている
が、どれが自分に関係しているか、障害の程度やライフステージで変化するので、知り
たい事柄から逆引き出来ると良い。

障害福祉のあんないや本市ＨＰについては、市民の皆様がより情報を得やすく
なるよう、見直しを行っているところです。
引き続き、充実した情報発信に取り組んでまいります。
貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
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◆親が能動的に動かないと、情報を得ることができない。当たり前のように提示され、
選択できる社会、仕組み、システムにしてほしい。情報入手自体に疲れてしまう親も多
い。
◆情報を届けてくれる人たちは専門家でなくてもよい。まずは繋がっていくこと、HUB
になる人が地域に居ればいい。全部の情報を知らなくても、専門性がなくても「繋ぐ
人」が必要。この人材を増やすもことも大事ではないか。

障害児・者への相談支援機関が必要な情報提供を行えるよう、相談支援体制の
強化に努めます。
また、本人にとって身近な支援者が、必要な情報提供を行ったり、日ごろの関
わりの中で何気ない会話に含まれている相談に気づき、障害児・者への相談支
援機関に繋げたりできるような地域の体制づくりに努めます。

2



ご意見・ご質問への回答

番号 ご意見・ご質問 回答
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7. 当日の開催について（質疑応答や開催形態など）
◆敬老特別乗車証（敬老パス）は来年10月に紙からIC化に移行になると、2021年4月の
タウンニュースに掲載あり。現行、敬老パスの利用負担の分類では障害者は無料とな
る。福祉パスの磁気化は、予算を全体に行き渡らせるために現実的ではないとの回答
だった。
敬老パスと福祉パスとで予算が分かれているのであれば、横浜市として同時に進めた方
が経済的ではないか。他県の自治体などで敬老パスがIC化になっているところは、福祉
パスも同様にIC化になっている。障害者だけ身分証明するという状況を作るべきではな
いのではないか。

福祉特別乗車券のＩＣカード化については、厳しい財政状況の中で、導入コス
トや障害特性に配慮した運用面でのメリット・デメリット等課題を整理し、敬
老パスの動向を踏まえ、導入の可否も含めて検討していきます。
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◆今回のような市民説明会の開催や当事者家庭との意見交換の場が不足していること、
必要な方に情報が行き届いていない状況などを、もっと議論する必要があるのではない
かと感じた。支援関係者にも周知が徹底されていないので、その先の市民には行き渡っ
ていないというのが現状かと思う。R3年度の新たな取組内容についても、パブリックコ
メントをどう反映しているのか、また、どういう課題や背景があっての新たな施策なの
か、等の説明が不足していたように感じたので、当事者家庭に向けては、その辺の説明
も大事なのではないか。

策定にあたっては障害者団体を通じて市民の皆様からご意見をいただきました
が、今後も幅広くご意見を伺えるよう努めてまいります。また、必要な方へ情
報が伝わるよう関係機関への周知や、皆様に障害者プランへの理解を深めてい
ただけるような取組に引き続き取り組んでまいります。
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◆質疑応答については時間も短く、回答があっさりとした内容にも感じられ、それが最
後の視聴人数にも反映していたのではないかと感じた。初のオンライン開催でもあり、
一方説明ではなく質問等にその場で回答してもらえたことはよかったと思うが、この状
況が落ち着いた際には、当事者家庭にとっての身近な場所や地域で、地域住民を巻き込
みながら開催できるよう、今後検討してほしい。

質疑応答について、来年度以降の参考にさせていただきます。また、来年度以
降は、開催可能な状況であれば市内の会場でも直接皆様のご意見をいただきた
いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
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8. 【ご参考】その他意見交換の中で挙がっていた内容（現状課題や今後の展望等）
◆制度やサービスで枠組が決められてしまうため、そこから外れてしまう場合が多い。
◆制度やサービス推進により、分断されてしまう現状があることを視野に入れておく必
要がある。
◆制度だけに頼るのではなく、地域生活の中で取組めること、試せることがあるのでは
ないか。
◆障害理解・啓発云々というよりは、まずは自分たち親子のことを知ってもらうこと、
地域の中で当たり前に一緒にいることが大事ではないか。そこから、応援者・味方を増
やしていけるといい。
◆その子自身のことを理解して、地域の中で一緒に育つことが真の意味での障害理解に
繋がっていくのではないか。
◆当事者家庭は日常の場で普通の話をしたい、と思っている。地域の中でゆるくても、
自分の行きたい場所でそれを実現できることが安心につながるのではないか。
◆地域医療を身近なところで繋いでくれる機能がないと、親だけでは完結できない。
◆障害の種別がわかりづらく、一括りにされてしまうため、常に親が代弁している現状
がある。
◆重度心身障害者の場合は、周囲の人に知られたくないと思う家庭もあるため、障害の
ある子は特別ではなく、周囲に表明できる社会にしていく必要がある。
◆日本は自助を重んじる国であり、親に戻される社会であるため、親以外の第三者が主
軸となって、子どもと一緒に考えていく仕組みが必要ではないか。家族制度のしがらみ
もあり、計画相談があっても、親に頼ってばかりの現状がある。
◆親も自分らしく生きられるプランを考えていけるとよいのではないか。例えば、5020
（子どもが20歳になったら成人として応援していく社会）、3000（子どもの誕生から
親と子のそれぞれの人生と捉えていく社会）など。

今後障害者プランを進めるにあたり、参考にさせていただきます。
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