
 

平成３０年度 第１回周南市地域自立支援協議会 

 

日時 平成３０年７月２６日（木）１５時～ 

場所 周南市文化会館 地下練習室１ 

 

１ 福祉医療部部長あいさつ 

 

２ 委員及び事務局の自己紹介 

 

３ 議 事 

(1) 相談支援会議・専門部会の本年度の事業計画について 

・相談支援会議  〔小笠原議長〕 

 

 

・地域生活部会  〔服部部会長〕 

 

 

・就労部会    〔住出部会長〕 

 

 

・教育部会    〔手島部会長〕 

 

 

 

(2) 第３期周南市障害者計画の進捗状況について 

 

 

 

 

(3) 第４期周南市障害福祉計画の進捗状況について 

 

 

 

 



 

(4) 医療的ケア児に対する支援について 

 

 

 

 

(5) 地域生活支援拠点等の整備について 

 

 

 

 

(6) 重度訪問介護の支給決定について 

 

 

 

 

 

４ その他 

 



任期：平成29.6.1～平成32.5.31

氏　名
市要綱第３条

等の区分

1
周南市身体障害者団体連合会
会長

徳毛　裕之 障害者団体

2
周南市手をつなぐ育成会
会長

澤重　敏郎 障害者団体

3
周南さわやか家族会
会長

田中　紘子 障害者団体

4
徳山医師会
副会長

津永　長門 医療団体

5
山口県社会福祉士会
下松市・光市・周南市ブロック

岡崎　裕美 福祉団体

6
周南市障害者施設共同受注センター協議会
会長

通山　賢一 福祉団体

7
周南市障害者福祉ネットワーク協議会
会長

河崎　　進 福祉団体

8
民生委員児童委員協議会
理事

藤井　俊秀 福祉団体

9
周南市社会福祉協議会
本部業務課（ボランティア担当)

栗本　真志 ボランティア団体

10
徳山公共職業安定所
次長

南　　政彦 行政機関

11
徳山総合支援学校
校長

浦町　　浩 学識経験者

12
周南総合支援学校
校長

村岡　秀明 学識経験者

13
徳山大学　福祉情報学部
教授

井上　　浩 学識経験者

14 公募委員 信吉　重治 公募委員

15 公募委員 井上　敏弘 公募委員

16 公募委員 板村　七重 公募委員

平成３０年度　周南市地域自立支援協議会　委員名簿

所　　　　属　　　等
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周南市地域自立支援協議会の概要    

(1) 経緯  障害者総合支援法第８９条の３に基づき、平成１９年５月に設置 

(2) 目的  ・地域の障害福祉に関するシステムづくりについての協議 

・障害福祉の計画の策定及び進行管理について、広く市民の意見を反映する 

(3) 構成図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

周  南  市 

Ａ周南市地域自立支援協議会 定例協議会 

Ｄ専門部会 

a 地域生活 

b 就 労 c 教 育 

 

Ｃ相談支援会議 

周南市地域自立支援協議会 

Ｂ運 営 会 議 

施策の提案 

地域課題の解決策

を提案 

地域課題を抽出 
地域課題の検

討結果を報告 

計画案等の提示 

１周南市障害者差別解消支援地域協議会 

※地域生活部会に調査依頼し、報告・提言を受ける 

地域課題の 

検討を依頼 
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(4) 地域自立支援協議会を構成する会議の機能 

 

会議の名称 機  能 人員構成等 

Ａ定例協議会 ・各機関の代表者レベルの協議 

・地域の現状や課題について地域の関

係者（代表者レベル）が情報共有・

協議 

・施策提言の場 

◇１６名 

障害者団体、医師会、福祉団体、総合支援学校、

ハローワーク、など 

１周南市障害者

差別解消支援地

域協議会 

○障害者差別解消に係る、以下の事項 

・相談事例等の情報共有 

・差別解消の取組みの共有・分析 

・関係機関間の連絡調整等 

・差別解消に係る周知・啓発に関する

指導・助言 

◇Ａ定例協議会委員に同じ 

 

Ｂ運営会議 ・協議会全体の方向性、日程等の協議 

・定例協議会の準備会議 

・地域課題の専門部会への振り分け 

・専門部会で検討された地域課題の解

決策を、定例協議会に提案 

・障害者の福祉を考える集いの企画協

議等 

◇４名 

各専門部会部会長 ３名 

相談支援会議議長 １名 

Ｃ相談支援会議 ・ケアマネジメントのスキルアップに

関する協議、活動 

・個別支援会議の開催による困難事例

等の検討 

・障害者からの各種相談を受ける立場

から、地域課題の抽出、整理 

◇１５名程度 

指定特定相談支援事業所 

障害者就業・生活支援センターワークス周南 

Ｄ専門部会 a 地域生活部会 

・障害者が地域社会で生活することに

ついて、関係者（実務者）を中心と

した情報共有、課題協議、活動 

◇１０名程度 

指定特定相談支援事業所、病院、障害福祉サービ

ス事業所、ボランティア団体代表者、（社）山口

県宅地建物取引業協会周南支部など 

ｂ 就労部会 
・障害者の就労という側面から、関係

者（実務者）を中心とした情報共有、

課題協議、活動 

◇１０名程度 

障害者就業・生活支援センターワークス周南、防

長交通株式会社、総合支援学校、病院、要約筆記

者団体、保護者団体など 

ｃ 教育部会 

・教育という側面から関係者（実務者）

を中心とした情報共有、課題協議、

活動 

・発達障害に関する支援の取り組みの

情報共有、課題協議、活動 

◇１０名程度 

教育委員会、総合支援学校、幼稚園関係者、保育

園関係者、療育・発達支援機関、指定特定相談支

援事業所、保護者など 
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相談支援会議相談支援会議相談支援会議相談支援会議 氏名 勤務先等

1 議長 小笠原　明美 総合相談支援センター　ぱれっと

2 手島　みゆき 総合相談支援センター　ぱれっと

3 岩田　教子 総合相談支援センター　ぱれっと

4 羽部　真彦 地域生活支援センター　ウィング

5 岡村　浩二 相談支援センター　しょうせい苑

6 中谷　千晶 相談支援センター　しょうせい苑

7 西岡　繁樹 障害者就業・生活支援センター　ワークス周南

8 末田　真由美 相談支援センター　拓未

9 境　重彦 相談支援センター　かのがくえん

10 潮田　やよい 相談支援センター　かのがくえん

11 渡辺　恵 相談支援センター　つくし園

12 磯地　美香 相談支援センター　ビサイド

13 小島　千津子 相談支援センター　ビサイド

14 藤井　直子 きかん車

地域生活部会地域生活部会地域生活部会地域生活部会 氏名 勤務先等

1 部会長 服部　恭弥 デイサービスセンターけあぽーと

2 副部会長 磯地　美香 相談支援センター　ビサイド 兼相談支援会議

3 木本　安一 木本商事株式会社

4 池田　光子 NPO法人徳山ポレポレくらぶ

5 貞久　俊子

6 道元　博美 周南あけぼの園

7 上田　静香 徳山静養院

8 日下　優子 公募委員

9 田中　秀尚 公募委員

就労部会就労部会就労部会就労部会 氏名 勤務先等

1 部会長 住出　政虎 就労移行支援事業所　夢ワークあけぼの 

2 副部会長 佐々木　健一 徳山公共職業安定所 

3 中本　勝吉 障害者就業・生活支援センター　ワークス周南

4 西岡　洋 防長交通株式会社

5 北野　克志
障害者施設共同受注センター協議会事務局
（就労継続支援事業所　セルプ周陽）

6 万徳　洋平 山口県立徳山総合支援学校

7 行田　眞季 山口県立周南総合支援学校

8 藤井　靖太 山口県立田布施総合支援学校

9 中村　知子 手をつなぐ育成会

10 松村　泰子 手をつなぐ育成会、知的障害者相談員

11 高井　宏子 徳山静養院

12 八木　真澄 就労継続支援施設　第一よろこび

13 山﨑　尚隆 就労継続支援（Ｂ型）事業所　白鳩学園育成館

教育部会教育部会教育部会教育部会 氏名 勤務先等

1 部会長 手島　みゆき 総合相談支援センター　ぱれっと 兼相談支援会議

2 副部会長 山田　恵子 山口県立徳山総合支援学校

3 八木　伸江 周南市教育委員会学校教育課

4 森下　美穂 周南市幼児ことばの教室　徳山教室

5 川崎　玲子 保育幼稚園課

6 吉永　裕子 山口県立周南総合支援学校

7 山下　さち子 鼓ヶ浦つばさ園

8 末廣　祥子 共に生きる会

9 河村　奈菜 保護者

◆　延員45名　　　〔　実員43名　〕

平成３０年度　周南市地域自立支援協議会　相談支援会議・各専門部会　委員名簿
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（３）相談支援会議のあり方の検討

（３）相談支援会議のあり方の検討

１．相談支援会議の開催　4/17、5/15、6/19

（１）研修会の企画

　　周南ケアマネジメントスキルアップ研修会：10/21（日）開催予定

　　内容はアローチャート（ケアマネの思考を可視化するために生まれた）でアセスメント

（２）地域課題の議論

　①事業所間の連携について考える：市民や相談支援専門員の声を聞き、何をしたら良いか

　検討する。「障害者の福祉を考える集い」等を活用して、アンケートを実施する予定。

　相談支援専門員の困りごと等を話し合い、解決に向けて検討。

　の思考の整理をすることをテーマ。講師は梅光学院大学　吉島豊録先生で開催予定。

　②社会資源を整理する：児が使える資源を中心として、整理をする。

　マップ作成（秋頃にアンケートを実施し資源の整理）と研修会の開催を予定。

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

相談支援会議相談支援会議相談支援会議相談支援会議

今年度事業計画

相談支援体制の充実

１．相談支援会議の開催（年9回）

現時点までの進捗状況

（１）研修会の企画

　 周南ケアマネジメントスキルアップ研修会：周南圏域の事業所連携、交流を図る。

（２）地域課題の議論

　①事業所間の連携について考える：利用者の希望等に応じてサービスを選択して利用できる

　　ようにするため、サービス提供事業所中心に連携を深める。

　②社会資源を整理する：

　　身近な社会資源について支援者がよく知り、活用していくための情報整理を行う。

（４）障害者の福祉を考える集い協力
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・場合は協議・検討を実施していくこととなった。今年度も引き続き取り組んでいく。

・内容の実施を検討。

・く。

現時点までの進捗状況

１　障害者差別解消法に関する取り組み

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

１　障害者差別解消法に関する取り組み

地域生活部会地域生活部会地域生活部会地域生活部会

今年度事業計画

・賃貸住宅紹介依頼シートは平成29年度において活用があったものの、周知の不足は否

・平成29年度に障害者差別解消支援地域協議会の部会の役割を、個別事案が生じ必要な

・あいサポート研修との連動などテーマの見直しを行い、障害者への理解がより深まる

２　「まっちょるよマップ」の更新・維持

・昨年度に引き続き更新作業を行う

・まちあい徳山と連携し、周知について協議を行うことも検討。

３　サテライト研修の実施について

・研修会を行う場所や方法について、より効果的な方法はないかを話し合う。

４　住まいの確保サポートシステムづくり

・めない。障害者の住居の確保が円滑に進むために、今後シートの見直し等を行ってい

・障害者の住居確保への理解促進を図るため、研修等の実施を検討する

・賃貸住宅シートの内容等を見直し、利活用の推進を行う

４　住まいの確保サポートシステムづくり

・自立支援協議会に設置された、障害者差別解消支援地域協議会での個別事案の協議・

・検討や事案解決の好事例を協議会に報告する役割を担うことを再度確認

２　「まっちょるよマップ」の更新・維持

・今年度も新規店舗等の更新を行い、これを通じて店舗側へも理解促進を図る

・障害者の方が災害時に避難する場合の課題と連携して考えられないか検討

３　サテライト研修の実施について

・障害者に対する理解を深めるためのサテライト研修の実施を継続

　その実施方法については効果的な方法を話し合う
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　(1)　障害者の方の「働く」をテーマにしたイベントの開催

　　　・ 部会で協議をすすめる。

　(2)　支援の窓口や制度を紹介するパンフレット　

　　　・制度改正や年度更新等でのパンフレットの内容等の更新・周知

　(1)　障害者施設共同受注センター協議会での受注の拡大

　(1)　障害者の方の「働く」をテーマにしたイベントの開催

　　　 ・具体的な取り組みについて協議を行った。

　(2)　支援の窓口や制度を紹介するパンフレット

　　　　パンフレットの内容を更新し、就労部会で確認を行った。

　　　　各委員で最終確認後、事務局から総合支援学校、相談支援事業所、障害福祉サービス事業所

　　　　等へメールで送信する予定。

２　福祉的就労の底上げ（工賃引き上げの取組み）

　(1)　障害者施設共同受注センター協議会での受注の拡大

　　　　障害者施設共同受注センター協議会での受注の実績を確認し、今年度も引き続き受注の拡大

　　　　を目指す。

　　

現時点までの進捗状況

１　ひとりひとりに合った働き方を進める取組み

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

就労部会就労部会就労部会就労部会

今年度事業計画

１　ひとりひとりに合った働き方を進める取組み

２　福祉的就労の底上げ（工賃引き上げの取組み）
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　資料を持ち寄り、情報交換を行った。

　８～９月中に、具体的な設置場所等について、店舗側と交渉を重ね、設置を図る。

○リソースマップについて

　特別支援教育センターやペアレント・メンター活動で作成中のマップや、他市で作成している

2 実施回数

　部会を年３～４回開催予定

現時点までの進捗状況

○周南市版のコミュニケーションボードの活用を目指す

　　検討し、より実用化できる形にしていく。また各委員の普段の活動範囲においても、周知・

　　啓発を行う。

　・前年度に引き続き、ペアレント・メンターの活動への協力体制をとっていく。

　・特別支援教育センター(徳山総合支援学校)、ペアレント・メンター活動でリソースマップを

　　作成中であり、必要に応じて協力する。

平成３０年度　地域自立支援協議会　専門部会　事業計画書

教育部会教育部会教育部会教育部会

今年度事業計画

1 以下の事項について協議を進める。

　・周南市版コミュニケーションボードを、市内１店舗に設置する。実際に利用し、その効果を

　　市のホームページより、ダウンロードできるようにする。
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○「障害者基本法」第11条3項に基づく。市の障害者のため の施策に関する基本的な計画。

　 ・計画期間　　　平成２７年度～平成３１年度

障害者手帳の交付者数 H30.4.1現在
5,349人

1,156人

841人

7,346人

　　平成27年度 平成28年度 平成29年度

　　　1,953万円 　　2,162万円 2,104万円

　　　　　　　29人 　　　　　15人 8人

　　　　36箇所 　　　　39箇所 41箇所

・職場実習等支援給付金支給事業により、職場実習等を行う障害者に就労支援給付
金を支給（給付実績：20件）
・通所就労施設利用者就労支援給付金支給事業により、就労継続支援事業所等に
通所する者に就労支援給付金を支給（給付実績：2,958件）

・視覚障害者用誘導ブロックの修繕
・徳山駅前賑わい交流施設のバリアフリー化の推進

・文書発信課の点字シール貼り付け、音声コードの利用促進（実施した課数：9課）
・手話通訳者派遣
　聴覚障害者からの依頼により病院通訳等に手話通訳者を派遣（派遣回数：260件）
・要約筆記者派遣
  聴覚障害者からの依頼により会議や講演会に要約筆記者を派遣（派遣回数：15件)

◆ 目標指標 ◆

障害者就労施設等からの物品・役務等の調達額

就業・生活支援センターの支援を受け就職した障害者数

オストメイトトイレの設置数

７．安全・安心」分野における施策

８．差別の解消及び権利擁護の推進

９．行政サービス等における配慮

・避難行動要支援者名簿の作成

・障害者週間に発行される市広報やホームページを通じて理解・啓発を図った。
・障害者虐待防止センターで通報等を受付け、事案に対応した（虐待認定：2件）

・手話通訳者を設置し、聴覚障害者からの相談に対応（相談件数：2,237件）
・手話通訳者を総合支所でも定期的に巡回日を設けた。
・職員に対し、手話研修会を開催

平成29年度の主な取り組み

第３期周南市障害者計画の進捗状況について 

１．生活支援

２．保健・医療

３．教育、文化芸術活動・スポーツ等

身体障害

知的障害

・基幹相談支援センターと共同することにより、専門性の求められる相談事案につい
ての、市と関係機関の連携の円滑化を図った
・障害者相談員研修会やケアマネジメントスキルアップを開催し、関係職員等のスキ
ルアップや関係機関間での情報交換を行った

・地域活動支援センターを設置し、精神障害者や家族の相談支援や日中の活動の
場を提供（利用回数：3,183回）
・精神障害者ピアサポート事業を委託し、情報交換のできる講演会や相談会を開催
した

・周南３市ふれあいフェスタ（光市、中止）
・キラリンピック（参加者数：94人）
・障害者の福祉を考える集いの開催(参加者数：316名)

精神障害

計

分野別施策

４．雇用・就業、経済的自立の支援

５．生活環境

６．情報アクセシビリティ
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第４期周南市障害福祉計画の進捗状況について 

 

１ 周南市障害福祉計画の位置付け 

・障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標・必要

量を見込んだ計画 

  ・計画期間  平成２７年度～平成２９年度 

 

２ 障害福祉サービス等の目標値及び実績値 

○成果目標についての実績値 

（１）福祉施設入所者の地域生活移行 

・死亡や入院による入所者数の減による。地域移行支援等によるものとはなっていない。 

施設入所者数 

（継続入所者除く） 

平成 25 年度（基準値） 平成 29 年度末（実績値） 平成 29 年度末（目標値） 

２３８人 ２４８人 ２３１人 

 

（２）福祉施設利用者の一般就労への移行 

・就労移行支援事業所の開設もあり、利用者数等が増加している。 

一般就労への移行者数 
平成 24 年度（基準値） 平成 29 年度末（実績値） 平成 29 年度末（目標値） 

１０人 １２人 ２０人 

就労移行支援利用者数 
平成 25 年度（基準値） 平成 29 年度末（実績値） 平成 29 年度末（目標値） 

１６人 ２３人 ３２人 

 

（３）障害福祉サービス支給決定者数 

・平成 24 年度と平成 29 年度対比で約 24％増加している。 

年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

実人数 ７７２人 ８３１人 ８５０人 ８７８人 ９２７人 ９５７人 

 

（４）障害福祉サービス等の目標値及び実績値 

○実績値及び計画最終年度の計画値 

①訪問系サービス 

区分 単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

居宅介護 
延利用時間 10,618 9,954 11,616 74% 15,799 

実利用者数 69 61 68 86% 79 

同行援護 
延利用時間 1,407 1,538 1,737 91% 1,915 

実利用者数 17 18 25 104% 24 
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②日中活動系サービス 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

生活介護 
延利用時間 76,842 78,370 77,965 93% 83,815 

実利用者数 306 316 326 97% 337 

自立訓練 
延利用時間 2,309 2,491 3,248 66% 4,955 

実利用者数 15 14 25 96% 26 

就労移行支援 
延利用時間 3,446 3,656 4,057 46% 8,846 

実利用者数 19 18 23 58% 40 

就労継続支援 

A 型 

延利用時間 6,899 8,717 10,788 80% 13,510 

実利用者数 32 38 47 102% 46 

就労継続支援 

B 型 

延利用時間 47,935 51,636 51,761 87% 59,209 

実利用者数 211 230 250 98% 256 

 

③居住系サービス 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

グループホーム 人分 68 73 79 94% 84 

施設入所支援 人分 249 249 248 100% 247 

 

④障害児通所支援 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

児童発達支援 
延利用時間 4,865 5,326 5,869 89% 6,600 

実利用者数 40 48 51 77% 66 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 
延利用時間 12,042 15,918 20,928 135% 15,555 

実利用者数 110 131 189 132% 143 

 

⑤相談支援 

区分 単位 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 
進捗率 

（Ｈ29 実績対計画値） 

平成 29 年度 

（計画値） 

計画相談支援 人分 673 882 925 105% 881 

障害児相談支援 人分 142 221 249 94% 265 
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医療的ケア児※に対する支援について
【第５期周南市障害福祉計画】【第５期周南市障害福祉計画】【第５期周南市障害福祉計画】【第５期周南市障害福祉計画】

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成３０年度末までに、保健、医療、障害平成３０年度末までに、保健、医療、障害平成３０年度末までに、保健、医療、障害平成３０年度末までに、保健、医療、障害

福祉、保育、教育などの関係機関との協議の場を設置福祉、保育、教育などの関係機関との協議の場を設置福祉、保育、教育などの関係機関との協議の場を設置福祉、保育、教育などの関係機関との協議の場を設置します。

また、関係機関との調整を担う、医療的ケア児支援コーディネーターの配置に取組みます、医療的ケア児支援コーディネーターの配置に取組みます、医療的ケア児支援コーディネーターの配置に取組みます、医療的ケア児支援コーディネーターの配置に取組みます。

本市における、目標値は次のとおりです。

※※※※医療的ケア児医療的ケア児医療的ケア児医療的ケア児

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な子どもの

こと。

区　　分 単 位 H29 H30 H31 H32

医療的ケア児支援コー
ディネーターの配置数

人 ― 1 1 1

≪≪≪≪要医療児者支援体制加算【新設】要医療児者支援体制加算【新設】要医療児者支援体制加算【新設】要医療児者支援体制加算【新設】≫≫≫≫35単位／月単位／月単位／月単位／月

・重症心身障害など医療的なケアを要する児童や障害者に対して適切な計画相談支援等を実施する

ために、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談

支援専門員を事業所に配置した上で、その旨を公表している場合に加算する。
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地域生活支援拠点※等の整備について

【第５期周南市障害福祉計画】【第５期周南市障害福祉計画】【第５期周南市障害福祉計画】【第５期周南市障害福祉計画】

施設入所や精神病床から地域生活への移行を進めるため、グループホームなどの住まい

や日中活動の場が確保されるよう、サービス提供体制の確保を進めるとともに、障害者の地障害者の地障害者の地障害者の地

域生活を支援する機能を持つ拠点等の整備について協議の場を設置し、地域の社会資源の域生活を支援する機能を持つ拠点等の整備について協議の場を設置し、地域の社会資源の域生活を支援する機能を持つ拠点等の整備について協議の場を設置し、地域の社会資源の域生活を支援する機能を持つ拠点等の整備について協議の場を設置し、地域の社会資源の

活用等について検討する。活用等について検討する。活用等について検討する。活用等について検討する。

※※※※地域生活支援拠点地域生活支援拠点地域生活支援拠点地域生活支援拠点

障害児・者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、相談、緊急時の受入・対応、体験の機会・場などの機

能を備え、障害児・者の生活を地域全体で支える地域支援のための拠点。整備手法として、各機能を一つの

事業所に集約した多機能拠点型、各機能を複数の事業所が担う面的整備型などがある。
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１　重度訪問介護の支給決定に係る課題について

２　介護保険制度と障害福祉制度の適用関係に係る国の考え方

３　求める方向性について

重度訪問介護の支給決定について

(1) 本市では、障害福祉サービスの支給決定について、プロセスの透明化、明確化を図ることを目的に「周南「周南「周南「周南

市障害福祉サービス支給決定基準」市障害福祉サービス支給決定基準」市障害福祉サービス支給決定基準」市障害福祉サービス支給決定基準」（以下、「基準」という）を定め、平成２４年度から運用している。

(2) 基準の視点としては、「事務処理要領等に準拠するとともに、本市の実情等を考慮し、障害のある人が地本市の実情等を考慮し、障害のある人が地本市の実情等を考慮し、障害のある人が地本市の実情等を考慮し、障害のある人が地

域で生活するにあたり、その生活を支援し得るものとなるよう配慮する域で生活するにあたり、その生活を支援し得るものとなるよう配慮する域で生活するにあたり、その生活を支援し得るものとなるよう配慮する域で生活するにあたり、その生活を支援し得るものとなるよう配慮する」ものとしている。

(3) 基本的な考え方として、「介護保険対象者であっても、障害固有の事由がある場合は、介護保険給付で賄介護保険対象者であっても、障害固有の事由がある場合は、介護保険給付で賄介護保険対象者であっても、障害固有の事由がある場合は、介護保険給付で賄介護保険対象者であっても、障害固有の事由がある場合は、介護保険給付で賄

えない支援について、障害福祉サービスによる支援を行うことができるえない支援について、障害福祉サービスによる支援を行うことができるえない支援について、障害福祉サービスによる支援を行うことができるえない支援について、障害福祉サービスによる支援を行うことができる」こととしている。

(4) 基準での支給決定基準時間は、国庫負担基準に基づき市が独自で設定しており、それを超える場合は自

立支援審査会の意見を聞くこととしている。ただし、支給決定に至るプロセスの明確化については課題が残っ

ている。

(5) とりわけ重度訪問介護については、現在、長時間利用している方が、まもなく６５歳を迎えることになり（現

在、支給決定に対する不服申立により係争中の方を含む）、介護保険対象者となるため、支給決定に至るまで支給決定に至るまで支給決定に至るまで支給決定に至るまで

のプロセスの明確化が必要のプロセスの明確化が必要のプロセスの明確化が必要のプロセスの明確化が必要である。

(1) 国通知「介護給付費等の支給決定等について」では、「市町村は、あらかじめ支給の要否や支給量の決支給量の決支給量の決支給量の決

定についての支給決定基準を定めておくことが適当定についての支給決定基準を定めておくことが適当定についての支給決定基準を定めておくことが適当定についての支給決定基準を定めておくことが適当」としている。

(2) 国通知「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等について」の考え方は

次のとおり。

(1) 必要量が適切かどうかという合理性を判断するための適正なアセスメントのあり方を確認必要量が適切かどうかという合理性を判断するための適正なアセスメントのあり方を確認必要量が適切かどうかという合理性を判断するための適正なアセスメントのあり方を確認必要量が適切かどうかという合理性を判断するための適正なアセスメントのあり方を確認する。

(2) (1)については、対象者が６５歳以上となってもシームレスな判断ができる考え方とする。
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