
播磨町地域自立支援協議会 平成30年度 第2回推進会議 議事録 
 2月27日 10時～12時 播磨町役場BC会議室 

 

1.開会あいさつ 播磨町地域自立支援協議会 近藤会長 

 

おはようございます。お忙しい中ご出席くださりありがとうございます。平成30年度も終わりに

近づいてまいりまして、第二回推進会議ということでご出席いただきました。 

平成30年度の活動報告をするということですが、今日は東播磨圏域コーディネーターの濵口さん

から障害福祉の動向、また、福祉グループから播磨町における地域生活支援拠点等の整備について

の現状報告があります。最後にまた意見交換をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

2. 障害福祉の動向 東播磨圏域コーディネーター 濵口直哉氏 

 

地域生活支援拠点についてがメインの話になる。地域で生活支援拠点を整備しなさいということを

国が言っている。 

播磨町でお話しする際には良く出しているが、岡山のハンセン病療養施設から撮った太陽の写真です。

私はここに勤めていたが、自分自身も偏見を持っていたことに気付いた。その反省も込めて毎年行っ

ている。一人暮らしをしている脳性麻痺の友人に日の出の写真を送ると、こんな言葉がかえってきた。

「自然は平等に光を照らしてくれる」…障害のある人は地域で平 等に暮らせているだろうか。色々

な事を考える機会となった。 

そんな中で、地域生活支援拠点について話すが、障害のある方が地域で暮らしていく中で様々な困

難があることは皆さんご承知の事だろうが、全国的に言われていることがある。 

 

例えば… 

・困ったときに相談する場所がない 

・もしもの時に利用できる施設がない(ショートステイがない) 

・福祉に人材が集まらない(ヘルパー不足) 

→介護保険がスタートした時からヘルパーの数は10分の1に 

・専門知識・技術のある支援者がいない 

 →行動障害、医療的ケアに関する支援をできる支援者が少ない 

 

播磨町はどうか？窓口はあるか、ショートステイはあるか、人材はいるか… 

そんな中、国が地域生活支援拠点を各市町に整備しなさいという方針を打ち立てた。本来なら平成

30年までに整備をしていないといけなかったが、なかなか進まないので、32年までの整備となった。 

 

地域生活支援拠点はどんなことをしなければならないのか。 

障害者の重度化、高齢化や親亡き後を見据え、居住支援のための機能(①相談②緊急時の受け入れ・

対応③体験の機会・場④専門的人材の確保・養成⑤地域の体制づくり)を、地域の実情に応じた創意

工夫により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。 

 

整備の方法として、例えば大きな入所型の施設が 5 つの機能を全て持つ多機能支援拠点整備型と、

各地にそれぞれの機能を点在させる面的整備型がある。相生市などは多機能拠点型を採用している。

全国的には面的整備が多い。 



播磨町では、第5期障害福祉計画の中で、地域生活支援拠点の整備を掲げている。 
既存のものがあればそれを代替的に使ってもよい。どのように整備していくか、地域の実情を踏まえ

ながら、協議会の皆さんと一緒に考えていくことが大切である。地域の方が播磨町に住んで良かった

と思えるように… 
 

3.播磨町における地域生活支援拠点等の整備についての現状 役場福祉グループ 堀江リーダー 

今現在、播磨町において、地域生活支援拠点の機能がどんな風にに存在しているかを考えさせてもら

ったものをもとに説明をしたい。 

 

現在播磨町にあるものを当てはめていくと… 

 

①相談：なんでも相談、総合相談、相談支援事業所、町福祉グループ 

・なんでも相談：従来から設置しており、圏域の3事業所にお願いしている。専門相談として週に1

回来ていただいている。 

・総合相談：30年4月から福祉会館で始めた。障害だけでなく、様々な複雑な家庭の問題などを解決

するためのお手伝いをする窓口 

・相談支援事業所：サービスを利用している当事者皆さんに相談支援専門員がついており、サービス

や生活の相談に乗っている。 

・町福祉グループはもちろんその他さまざまな相談窓口も存在している。 

 

②緊急時の受入・対応 

・緊急一時保護事業：虐待などの際の緊急ショートとして、現在二つの事業所と契約をしている。 

・播磨町デイサービスセンターで、町単独の短期入所事業をしている。身体障害者と重症心身障害者

が対象になる。 

・知的の方のショートステイが町内にはない現状。→社協が新しいゆうあい園を構想中(生活介護と

就労継続B型に加え、知的のショートの受け入れ) 補助金申請段階 

 

③体験の機会・場④専門的人材の確保・養成 

・一人暮らしの体験機会というと、グループホームでの対応になると思うが、いまのところ町内には

グループホームがない。→今後していけたらと考えている。 

・本日出席の松原委員など、一人暮らしをされている方もいる。少しずつ広がっている状況。 

・一人暮らしに向けた料理教室や、成人向けのかけはしCAFEなどの事業を検討中 

・税金関係では、障害者控除について当事者が勉強する場があってもいいのではないかという提案も

ある。 

 

④専門的人材の確保・養成 

・総合相談を中心に、町内相談支援事業所、地域包括支援センターが連携して、相談連絡会を開催し

ている。 

・障害者の 65 歳問題について、相談支援事業所、地域包括支援センターがお互いに事例を出しなが

ら考えていく勉強会を実施予定→事例がいくつか出たのち、ケアマネジャーの連絡会と合同研修をも

ちたいと計画している。 

・社協に委託している権利擁護まちづくり委員会 による各種研修会もある。権利擁護支援員の養成、

市民後見人の養成も行っており、来年度は法人後見について行っていきたい。 

・自立支援協議会では全体研修会を年二回実施 教育委員会や民生委員・児童委員協議会等と合同研



修としても開催している。 

・自立支援協議会で課題抽出・課題解決に向けた学習会を開催している。 

・教育委員会主導の就学サポート会議では、教育と福祉、関係機関との連携を進めている。 

 

⑤地域の体制づくり 

・日中活動事業所、生活介護、地域活動支援センターなどがあるが、町内だけでは難しいところがあ

るので、圏域も含めて検討していきたい。 

 

 

これをたたき台に、自立支援協議会などでも肉付けしながら、播磨町独自の地域生活支援拠点を考え

ていきたい。 

4.平成30年度の取り組みについて 

パワーポイント資料により報告 

報告者 

そだつ部会 部長 小平氏 

くらす部会    井町氏 

はたらく部会・他 事務局 

 

5.子育てＱ＆Ａの紹介 Bubu 小平氏 井町氏 

 私たちは、就学前の発達が気になる子を持つ親の会です。集まれるときにお茶をしながら、いろん

な情報交換をしたり、子供の話をしたり、かけはしを一緒に書いたり、講師を招いて育児講座をした

り、お母さん同士が教え合い、助け合いながらのんびり活動しています。 

Q＆A を作った目的は、毎日の子育ての中でうまくいかない、困ったということはたくさんありま

すが、皆で悩む事柄をテーマに専門家の講師を迎え、７回の育児講座を開き、今子育てで困っている

人に伝えたいと思うヒントを集めたものになっています。講師の先生のお話には、私たちの想像して

いなかった子供の気持ちや取り組みにくさの理由、そしてそれを踏まえて親子ともに笑顔で取り組め

るヒントがたくさんありました。子供は一人一人違います。すべてが当てはまるわけではありません

が、一つでも皆の子育てのヒントになるように、そして何より、大切な家族と子供に笑顔が増えるよ

うに願って作りました。 

私たちは前回「そだつマップ」を作成させていただきました。さらにお母さんたちのスキルアップ

の提案を受け、今回 Q&A を作成することになりました。私たち自身、育児に一人で悩んでいたので、

今育児に悩む人に同じ立場から寄り添いたい。そしてその子に合う取り組みを見つけてほしいという

気持ちで、作成に参加しました。心掛けたことは、どんな立場の方にも読んでほしいという思いを込

めて、子どもに関わる全ての人に向けての表現で作りました。その理由として、同じ境遇のお母さん

たちから、子供の特性を家族や周りの人にも理解してもらい、皆で育てていきたいという声があった

からです。またお母さん自身が困っているお子さんについてあげられないという現状もあり、発達障

害に対する理解を深めていきたいと感じました。 

一番困っているのは子供自身なので、一人でも困っている子供の環境をよくしてあげたいと思って

作りました。冊子にして伝えることで、気持ちが楽になるお母さんがいてくれたら、お孫さんの理解

に繋がったらと皆で何度も話し合いました。それは、私達にとってとても貴重な体験になりました。 

たくさんの方にこの Q&A を活用していただき、育児のヒントにつながればうれしく思います。関わ

っていただいたたくさんの方々に感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 



6.意見交流 

障害者支援施設 あかりの家 施設長 三原憲二氏 

子育て Q＆A の冊子をみたが、こういうものを当事者家族自分たち手で、自分たちの思いで、自分

たちの問題意識で作るというのは本当にすごいなと感じている。この場に来るたびに思うが、播磨町

は熱心である。敬意をもって参加させてもらっている。 

今は基幹であるとか拠点という動きが出てきた素晴らしい時代であるが、事業所の人間の一人とし

て率直な意見を言うと、事業所は真面目な施設ほどあっぷあっぷしている現状である。行政も色々と

課せられてあっぷあっぷだろうし、行政だけだとできないこともあるだろうし…事業所と行政の関係

というものが整理されないまま、事業所にも色々と課せられることがある。とても大きな問題が、人

が集まらないということ。これは決定的な問題である。人がいないのでやりたくてもできない。大変

な状況の中で、地域づくりの重要性や、専門性をいかしていかなければならないなど様々な理念が語

られるが、 

懸念していることは、あっぷあっぷしながら、本当にしなければならない、自分たちの専門性をい

かすということ、そのあたりがどんどん軽くなっていってしまっていること。一番しなければならな

いことが、人材不足や他のことに追われるなかでおろそかになってしまっている。特にあかりの家は

行動障害のある方も担当しているのでそこはきちっとやっていかないといけない。 

グループホームが播磨町にはなかなかできない現状があるが、あかりの家は行動障害のある方のグ

ループホームを3つ作っている。私は人前で話す際、よく「誰がさぼっているのか？」ということを

よく言う。あかりの家が34年前にできる時に、今から入所施設をつくるのはおかしいのではないか？

今は子どもたちの成長をしっかり支えていくことをやるべきではないか？と、入所施設を作ることに

疑問を呈された方が少なくなかった。それは大切な視点だと思う。現実に今、国の方針で入所施設は

作れなくなり、定員の増員もできなくなった。これもいいことだとは思っている。しかし、そうする

と誰が行動障害の方を支えるのか、ということはなおざりにされているところもある。 

そしてそういった方針であるのならば、三十数年の間にグループホームは増えなければならないは

ずである。しかし増えていない。何故か？国がさぼっているのか、行政がさぼっているのか、地域が

さぼっているのか、事業所か、親たちか…何かが絶対にあるわけである。入所施設を作るなと言いつ

つグループホームは増えない。つまり皆八つ裂きの様な状況にある。そういうことを考えながら、地

域生活支援拠点の整備について5本の柱の話が出たが、1つずつ着実に進めていかなければならない。 

 そういった意味では、播磨町はつながりを大切にして、一歩でも二歩でも前に進んでいるというと

ころはすごいなと思いながら、お褒めの言葉でくくりたい。 

 

障害者支援施設 ハピネスさつま 施設長 大西正恭氏 

人が集まらないという現状をひしひしと感じている。現在1人の求職者に対し、４つの事業所を選

べるような状況にある。 

それくらい求人が厳しい。人を集めるために何か工夫をしなければならない。若者に対してどういう

アプローチが出来るか。ハローワークに行って探すという方は確かにいるだろうが、若者に関しては

SNSなどを用いることも必要なのかなと模索している。人材がなければ、利用者に対する支援が十分

にできない現状なので、事業所としてしなければならない事を考え、頑張っている。 

 

障害者支援施設 博由園 施設長 瀧口幸司氏 

報告を聞いていてそだつ、くらす、はたらくと連携して関わっているのが印象的だし大切な事だと

思う。またまもるがそれを包括してコーディネートするように今後進んでいかれたらと思う。ただ、

今後高齢の問題がある。そこのつなぎをどうするのかが大きな課題になってくると思う。高齢になっ

た障害者が介護保険の制度になかなかスムーズに移行できない。どうしたらいいのかという所で立ち



止まっている。これから10年20年先を見据えた支援を考えていかれたら良いのではないか。 

 

ユーアイネットすぎな 理事長 大辻良典氏 

私たちの施設は就Bなので1日数十円の工賃。B型なので仕事がこういうものであるということを

分かってもらうためのもの。人と関わっていけるようになり、前向きな方向に向かえるようになるた

めのもの。 

今一番感じているのは高齢化の問題。利用者が高齢になってくるということはその親はもちろん高

齢である。私は携わって４年目だが、4年の間に2人の方が退所された。原因は親が亡くなり、生活

ができなくなったこと。1人の方は兄弟がいたので加古川から山口に移ることになった。もう1人も

弟がいたので加西に移っていった。 

親なき後、障害者はどうやって暮らすのか。地域、行政がグループホームを作っていくというのを

しっかり制度化していただきたいと思っている。山口に移った方から年賀状をもらったが、やはり慣

れない環境に戸惑いがあるようだ。地域で育ってきたのだから、やはり慣れたその地域で生活できた

らと思う。 

 

兵庫県立東はりま特別支援学校 校長 大槻和浩氏 

事業所から人手不足という話を聞いているが、本校の小学部の子どもが、播磨町外ではあるが、事

業所で活動している際、ヘルパーが少し目を離した隙に行方不明になってしまうという問題が起きた。

土山駅の線路上を歩いているところを保護された。危うく大惨事になるところだった。子どもたちの

安全確保という面でも、人手不足は深刻だなと感じた。 

本校の現状もお伝えしておくと、本校はこの度創立 10 周年を迎え、記念式典を行った。子どもた

ちが増えていっている状況で、本来の定員よりも多い人数で学習しており、子どもたちにも迷惑をか

けてしまっている。もしかするとプレハブなどで仮設校舎が必要になってくるのかと思っている。子

どもたちが増えるとともに、色々な課題も見えてくる。社会情勢、家庭環境も、SNSの登場など時代

とともに変わってきている。色んな形で子どもたちが悲鳴をあげているのかなと感じるところである。

今年感じるのは、メンタルのサポートが必要な子どもが増えているのではないかと思う。高等部の卒

業生の進路、県が企業就労に力を入れているところもあって、特別支援学校の技能検定など行ったり

しているのもあって、昨年企業就労１名から、今年5名ほどになったのかなと思っている。ただ、い

ろいろな子どもたちがいるので、全員が企業というわけでなく、ひとりひとりの進路をじっくりと考

えていけたらと思う。 

県の事業で、特別支援学校や高等学校にも障害者を雇用していくということが始まっていく。おそ

らく最終的には全ての学校に障害者を雇用することになる。来年度本校はモデル校となり、障害者を

雇用することになる。特別支援学校で雇用するにあたってどんな業務があるのかを考えることが必要

となっている。同時に、その肩をサポートするジョブサポーターも雇用することになっている。 

また、放課後等デイサービスなどの事業所と家庭と学校が連携するトライアングルプロジェクトと

いうものが国で始まっている。県では、来年度、この地域ではないが、特別支援学校を１校モデル校

として選定し、進めていく。 

学校とは関係ないが、県のユニバーサル推進課が行っている「兵庫県障害者芸術・文化祭 美術工

芸作品展」が兵庫県立美術館にて 3 月 1 日～３日まで開催している。関わっているので、広報した

い。 

 

加古川公共職業安定所 統括職業指導官 松本浩氏 

ハローワークは雇用関係、一般就労を取り扱っているが、今日の活動報告のなかでは福祉の分野の

話が多いもので、色々と勉強になっている。 

管内の他の市町の自立支援協議会にも参加しているが、播磨町は非常に熱心な町だと感じている。



ハローワークとしては、はたらく部会で色々と連携をさせてもらいながら、一件でも多くの一般就労

が生まれるように努力していきたい。 

ハローワークの状況をお話しておくと、毎年精神障害者の求職が増えてきている。一般の求職者に

ついては求人倍率もよくなっており、ハローワークの窓口に来る方も減少傾向にあるが、障害者は相

談も就職も非常に増えてきている。30 年度においても順調に件数を伸ばしており、現在年間 240 件

を超えている状況。今後も自立支援協議会と連携を深めながら、取り組みを進めていきたいと思う。 

 

加古川健康福祉事務所 地域保健課 所長補佐兼地域保健課長 春藤由里子氏 

地域保健課で難病・精神障害の方の相談をしている。 

先ほど特別支援学校の校長先生からも、メンタルのサポートが必要な方が増えているという話があ

ったが、開業医の精神科はどこも予約がいっぱいの状況で、なかなか相談するところが少ない。また

保健所に相談にくる方で、10 代の前半の方、80 代を超えるような方の相談が増えている状況。精神

の当事者の力をお借りして、病院で長く入院されている方に地域での生活に前向きになっていただく

ために、ピアサポーターの活動をしている。 

 

播磨町社会福祉協議会 会長 近藤龍樹氏 

先ほど福祉グループより地域生活支援拠点の話があったが、播磨町社協においても、現在兵庫県に

補助金申請を行っており、結果を待っている。補助金が出れば、設計図面通りの建物を作っていきた

い。緊急時の一時入所の受け入れが3名可能となる設計である。これから面的整備をしていくための

会合などを整えていただき、社協としても整備を推進して行けるように動いていきたい。 

もう一つ、地域の体制づくりというのが、地域自立支援協議会において課題となっているが、今年

の全体研修会などは、以前と比べて多くの方に参加をしていただいていると思う。 

社協としては、自立支援協議会の活動と連携しながら、播磨町の社会福祉がどのように充実して、

障害者、高齢者、あるいは子どもが充実した生活を送れるか、課題を見つけながら、対応していきた

いと思っている。 

 

精神障害当事者 山本崇之氏 

当事者として参加している。病名は統合失調症で、就労支援B型の心のワークセンターに通いなが

ら、ピアサポーターの活動をさせてもらっている。まだまだ社会的なことは経験不足で語れないが、

この１年間ピアサポーターの活動をして感じたことがある。1年前まではこの協議会は畏れ多い場所

という印象だったが、活動していく中で、協議会というのは非常に愛情に満ち溢れた場所なのだなと

いう印象に実感をもって変わった。このことを少しでも多くの障害者に体感してもらいたいが、皆が

この場に出てくるのは難しい。なので、ひとりでも多くの障害者に自分が伝えていきたいと思う。 

 

身体障害当事者 松原和彦氏 

様々なサポートを受けながら、一昨年一人暮らしを始め、一年、なんとか暮らすことが出来た。 

重度訪問支援の時間制限の問題があるので、実家との併用をしながらの一人暮らしを行っていたが、

昨年１１月に、母が急病で入院したため、実家で暮らすことが出来なくなった。自分には同じ病気(筋

ジス)の弟がいる。弟は呼吸器を常につけている状態で、医療的なサポートを受けないといけないの

で、施設等には行けない状況だった。その時は、父が会社を休んで対応し、母も元気になって実家に

戻ることができたので、今は母が弟を介助している。その時自分自身は実家に帰れなかったが、播磨

町からサポートを受け、時間に少し猶予をもらって、ヘルパーさんを頼んで暮らすことが出来た。し

かし、ヘルパーさんがなかなか確保できず、毎日毎日、今週はどうかな、来週はどうかなと不安に思

いながらもなんとか時間を作ってもらい対応していただいた。 

今は母も元気になり、いつも通りの生活に戻っていくとは思うが、これから先、両親が高齢になっ



たとき、実家に頼るのは難しいのではないかと不安になっている。なので、難しいとは思うが、制度

の改善や、人材の確保を頑張っていただければ、よりよい生活が出来ると思っている。また、自分以

外の一人暮らしをしたいと思っている障害者にとっても、良い状況になっていけばいいと思っている。

僕は播磨町が好きなので、これからも暮らしていきたいと思っているので、よろしくお願いします。 

 

播磨町手をつなぐ育成会 会長 橋本俊彦氏 

育成会は親の会。私自身含め高齢化が進んでおり、親が生きているうちになんとか、というのは切

実な問題である。親が亡くなると、親の会なので育成会からは退会となる。その後子どもがどうなっ

たかというのはいつも心配している。兄弟がいるなど繋がりのある方は良いが、身寄りが誰もない方

はどうしようもない。親が生きている間にどうにかして頑張りたいという話し合いを会として行って

いる。播磨町の中で、緊急時、たとえ数日でも、居ることが出来る場所…数十年かかってやっとその

話が出てきたので、ゆうあい園に是非ともそれが出来たら。一日でも早く、たくさんの子どもたちが

通うことが出来るようになったらと願っている。 

 

ゆうあい園 管理者 服部優子氏 

ゆうあい園の職員ははたらく部会に参加させてもらっており、大変貴重な学びの場を提供してもら

っていることに感謝している。同時に、地域生活支援拠点等の整備というところで、ゆうあい園はこ

れまでとても小さな施設で、内職の様な事をしながら、でも、通ってきている人は楽しく過ごせるよ

うにやってきて、播磨町において十分活動を頑張ってきたというつもりはある。 

ただ今回、緊急時の受け入れをしてほしいとの要請があるなかで、ゆうあい園にとって転換の時期

であるという自覚もある。課題がたくさんあり、なかなか進まないなか、橋本さんのような悩みもず

っと聞いてきていて、叶えていきたい思いもある。まだまだ無知な分野ではあるが、行政の方に指導

も頂きながら、前に進んでいきたいと思っているところである。 

ひとつ、施設が直面している課題として、高齢化の問題がある。最近立て続けに退所者が出た。ご

本人の意向もあるが、家庭環境が一番大きな問題だったと思っている。播磨町にそのまま受け入れて

くれるところがあれば、知らない土地に行くこともなかったのではないかと思いながらこれまでずっ

と見送ってきている。使い古された言葉であり、他人事のように語ってはいけないのだが、「地元に

あったら」と常々思ってきた立場として、今後頑張らせていただきたい。 

 

播磨町ボランティア連絡会 会長 山本八重子氏 

播磨町のボランティア連絡会の構成グループが１３になった、昔は25チームあった時期もあった。

ボランティアにも高齢化の波が押し寄せてきており、解体が進んでしまっている。ボランティアをや

りながら、「私たちはボランティアをしてもらう方だよね」という声も上がってきている。それでも

ボランティアをするということは思いやりを相手に届ける事。また自分も何か得るものがあるという

こと。そんな思いから皆さんされていると思う。 

先ほど松原さんの一人暮らしの話があったが、本当に素晴らしいと思う。社協で生活支援サポータ

ーの講習がある。私は今回初めてその講習を受けて、目から鱗だった。地域で住む、隣の方がちょっ

と声をかける、その気持ちだけでも空気が変わって来るのではないかと思う。ボランティアをやめよ

うかなという人がいたら、お隣とつながっていこうよという気持ちを皆さんにお伝えしたいと思う。 

子育てQ&Aの冊子を読んで、本当に素晴らしいと思う。私たちはもう孫を育て、孫が大きくなって

いるような年齢だが、子育てというのはずっと続くものだと思う。大人も子育てをしていくし、高齢

になると、高齢の方にもお手伝いが必要になる。子育てではないが、おばあさん、おじいさん育ても

これから大事になるのではと思っている。 

 

 



播磨町自治会連合会 代表 田中裕章氏 

昨年４月から連合会の代表として出ており、自立支援協議会と地域包括支援センターの会合に出席

している。こうした今まで自分と縁のなかった活動に触れ、非常に驚き、感心している。素晴らしい

人も沢山おられ、勉強になっている。 

先日の第2回全体研修会にも参加したが、そこで子育てQ&Aについて制作者である保護者の皆さん

が冊子の紹介をされていた。そこで驚いたのは、うちの自治会の人が制作に関わっていたこと。手作

りと聞いてとてもびっくりした。我が自治会にもこういう方がいらっしゃるのだと、親近感を感じる

ことができた。 

 

地域活動支援センターライズアップ＋ 管理者 ＮＰＯアエソン 政本和子氏 

三原先生が言われたように、専門性というところでは、うちの法人では、相談支援と地域活動支援

センターをしている。 

そこで感じていることは、高齢化の問題もあるが、本人の生活する力についてである。親と一緒にい

ると、やはり親もすぐ手を出してしまうというところがあるが、これから一人で暮らしていける力を

つけることが大切になってくる。地活を毎日利用している方以外でも、どなたでも参加できるように

していけたら良いなと思っている。 

また、当事者力、子育てQ&Aを作ったが、人材不足と言われる中、家族、お母さんも社会資源、人

材のひとつであると思っている。お母さん達に、赤ちゃんの時から特性について、関わり方について

きっちり勉強してもらい、一緒に子育てをしていく、学校に行ったら先生にまかせっきり、ではなく、

協力して社会性や生きる力をつけていくことが大事である。そして、やがて親離れ、子離れをして、

互いに自立していくということをしていくこと…当事者のつけていくことが自立につながると思っ

ている。 

そういったことで、今、Bubuのお母さん達と就学前から一緒になって考えていっている。かけはし

を記入する際にも先輩のお母さん達が後輩のお母さん達に書き方などを伝えていっている。先輩お母

さん達をピアメンターとして、悩みを聞いてもらえる場があるだけで気持ちが軽くなる。支え合える

場を作る活動をしていきたい。人材は地域中に眠っているし、それを活用していくことが大事だと思

う。 

 

播磨町教育委員会 学校教育グループ 藤原由香統括 

皆さんの話を聞きながら、では、学校園における専門性や支援についてずっと考えていた。教育委

員会として先生方に常々お伝えしているのは、「子どもひとりひとりにあわせた指導・支援」、それが

先生方の専門性だということ。 

私が特別支援に関わるようになったきっかけは、10 数年前に特別支援学級を担任したことがはじ

まりであるが、そのころの障害児教育は、特別支援学級を担任しているものだけがすればいいという

考えが一般的だった。それがだんだん学校全体で特別支援教育を考えていかなければならないという

風にすこしずつ変わってきたかなというところ。 

ただ、インクルーシブ教育、合理的配慮という言葉で語られる、子どもひとりひとりにあわせた配

慮・指導・支援をずっと言い続けてきたが、果たして、ずっと支援をし続けていけばいいのか？先ほ

どの話にもあったが、どこでこの子たちは自立に向かって、支援から少しずつでも離れていけるのか、

松原さんのように一人暮らしはできるようになるのか、ということを少し立ち止まって考えていると

ころである。 

昨日別の会議に出ており、ある方から、高卒で就職したが、周りの環境に馴染めずにすぐにやめて

しまう、今まで守られてきたところから急に手放しにされてしまうことに対する不安があるという話

があり、企業からは、どんな支援をしていけばいいのか、また学校ではどんな支援をしているのか聞

きたいという声が出ているという話を聞いた。支援することで、過ごしやすい学校生活を送っている



子どもたちも沢山いると思うが、自立に向けて家庭も学校も、どのあたりから支援を少なくしていく

のか、自分で自分を支えられる、また自ら他の人を支えられるような子どもを育てていけるのかとい

うところを個人的な課題意識として持っている。 

法整備が整い、今年度から高校でも通級による指導が始まった。県下9校の公立高校で、通級によ

る子どもに合わせた指導がスタートしている。小中高と支援の輪が広がっている一方、この子たちは

社会人としてきっちりとやっていける力を今、学校でつけていけるのか…自立ができるように未来を

見据えていまやるべき指導・支援はなんなのか、手をかけるだけが指導・支援なのかということをも

う一度考えていきたい。真の支援というものを考えていかなければならないし、そのためには地域の

方々、関係機関の方々にお手伝いいただかないといけないことが多々あると思うので、今後もこうい

う場を利用して連携をお願いしたいと思っている。 

 

7.閉会あいさつ 播磨町役場福祉グループ 上田淳子統括 

本日はご多用のところ、長時間にわたりましてご参加いただきましてありがとうございます。 

平素から町・福祉行政にご協力を賜りまして本当にありがとうございます。 

様々なご意見をいただきました。専門家の方からは今の課題、当事者の方からは今の想い、地域の

方からは地域で住むことについてのご意見をいただきながら、では播磨町の方ではこれからどうして

いくのだろうと思うところです。 

播磨町福祉グループは、介護保険事業を除いた、子どもから障害者、生活保護、高齢者の地域支援

の関係も含め、全ての福祉を担っています。現在非正規の職員も含め、24名体制。その24名が一丸

となって動いていくのは当然として、やはり町全体で考えないといけないと思っており、その意味で

も、播磨町福祉会館に総合相談の窓口を作っています。窓口にはいろんなグループの色んな相談を今

のところ寄せてやってきているが、それと合わせ、窓口が機能するように、管理職が集まって相談の

推進委員会を作っています。その中で、福祉以外の分野も一緒になって、当事者意識を持ちながら、

取り組んでいかなければならないと、皆さんのお話を聞いて改めて思う所です。 

松原さんから、播磨町が好きで、播磨町で住みたいとの言葉があったが、今思い出しても胸が詰

まる想いがします。そういった言葉を是非行政マンにかけていただき、そういった想いを受けながら、

どういった町にしていけばよいのかを、行政だけでなく、皆さんと一緒に考えていけたらと思います。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 


