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議事録 

令和３年度 第１回上三川町地域自立支援協議会  

令和３年度 第１回上三川町医療的ケア児支援協議会 
 

計画名 上三川町第６期障がい福祉計画・上三川町第２期障がい児福祉計画 

日時 令和３年５月 31 日（月）9:30～11:30 

会場 上三川町役場 ３階 大会議室 

出席者 ＜上三川町地域自立支援協議会委員＞19 名 

稲見敏夫委員、神藤昭彦委員、鈴木礼子委員、入江里美委員、増

渕盟美委員、飯田康人委員、手塚崇真委員、野原恵委員、荒川孝

一委員、渡辺由美委員、小島友香委員、大島淑江委員、高田緑委

員、大槻英一委員、山口静子委員（欠席）、深澤亜希子委員、高橋

和子委員、貝木教子委員、笹島由美委員、高田美保委員 

＜事務局＞5 名 

栃木県障害者相談支援協働コーディネーター 大嶋奈央子 

上三川障がい児・者生活相談支援センター 石川敬子 

上三川町役場 健康福祉課 課長 浜野知子 

福祉人権係 係長 猪瀬智子 

主事 青栁愛也佳 

＜その他＞１名 

株式会社ぎょうせい研究員 若松海 

議事及び報告事項 ●令和３年度第１回上三川町地域自立支援協議会 

(1) 会長及び副会長の選出について 

(2) 令和２年度障がい福祉サービス事業等の実績について（資料１） 

(3) 令和２年度障がい者優先調達推進方針に係る実績及び令和３年 

度方針の制定について（資料２） 

(4) 令和２年度相談支援事業の実績について（資料３） 

(5) 上三川町第６期障がい福祉計画・上三川町第２期障がい児福祉

計画 

①計画策定について（資料４） 

②今後の課題について（資料５） 

●令和３年度第１回上三川町医療的ケア児支援協議会 

(1) 作業部会の活動実績について 

(2) 作業部会長の指名について 
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配布資料 ・令和３年度第１回上三川町地域自立支援協議会次第 

・令和３年度第１回上三川町医療的ケア児支援協議会次第 

・上三川町地域自立支援協議会委員委嘱状及び設置条例 

・上三川町医療的ケア児支援協議会委員委嘱状及び設置要綱 

・上三川町障がい者差別解消支援地域協議会委員委嘱状及び設置要綱 

・委員名簿（上三川町地域自立支援協議会委員/上三川町障がい者差別

解消支援地域協議会委員/上三川町医療的ケア児支援協議会委員） 

・協議会組織図（参考資料） 

・上三川町地域自立支援協議会及び上三川町医療的ケア児支援協議

会 開催実績等 

・令和３年度障がい者福祉ガイド 

・資料１ 令和 2(2020)年度上三川町障がい福祉サービス等の状況 

・資料２-１ 令和２年度障がい者優先調達発注実績 

・資料２-２ 令和３年度上三川町障がい者優先調達推進方針（案） 

・資料３ 令和２年度相談支援事業実施報告書 

・資料４ 上三川町第６期障がい福祉計画・上三川町第２期障がい

児福祉計画策定について 

・資料５ 本町の障がいを取り巻く今後の課題について 

・参考資料 各種調査結果のまとめ 

 

●令和３年度第１回上三川町地域自立支援協議会 

１．開会 

（事務局）本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

令和３年度第 1 回上三川町地域自立支援協議会と令和３年度第 1 回上三川町

医療的ケア児支援協議会を合わせて開催させて頂きます。 

地域自立支援協議会については、障がい福祉計画の策定に関することや障が

い福祉政策等に関することについて協議する場です。 

差別解消支援地域協議会については、障がいのある方からの差別に関する相

談やその他解決に向けた方策を協議する場です。 

医療的ケア児支援協議会については、医療的ケア児に関する課題や支援に必

要な政策等を協議する場となっています。 

協議会の委員は、多方面の福祉関係者により構成されることが望ましいこと

から、自立支援協議会の委員の皆様に合わせてお願いします。 

令和 6 年 3 月 31 日までの任期ですのでよろしくお願いします。 
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（事務局）それでは、ただ今から令和 3 年度第 1 回上三川町地域自立支援協議会を開催

します。ここで健康福祉課長の浜野よりご挨拶申し上げます。 

 

２．あいさつ 

（事務局）おはようございます。今年度から、上三川町健康福祉課長となりました浜野と

申します。よろしくお願いします。 

日頃より、上三川町の福祉行政にご理解ご協力を頂きありがとうございます。 

現在、障がい者の皆様が安心して暮らすための居住の場や、働く場所の体制整

備に関して、まだまだ多くの課題があり、加えて、私たちがまだまだ把握でき

ていないニーズが数多く潜在しているのではないかと思います。自立支援協

議会のネットワークを活かして、こうした課題問題を解決に導いていただけ

ればと思います。 

今後とも、引き続きご支援のほどよろしくお願いします。 

（事務局）次に、委員の皆様より自己紹介をお願いいたします。 

 

３．自己紹介 

（各委員自己紹介） 

（事務局自己紹介） 

（事務局）なお、本日は障がい福祉計画・障がい児福祉計画の策定への支援業務を委託し

ている株式会社ぎょうせいの若松研究員にも同席いただいています。 

（ぎょうせい）株式会社ぎょうせいの若松と申します。こちらの本計画策定支援業務に携

わらせていただいています。よろしくお願いします。 

（事務局）それでは、これより議事に入ります。上三川町地域自立支援協議会設置条例第

6 条により会長が議長となる規定がありますが、会長が選任されるまでの間、

健康福祉課長の浜野が議長を務めさせていただきます。 

 

４．議事及び報告事項 

（浜野議長）議事に入る前に、本日の会議録の署名人を指名させていただきます。今回は、

大島委員と高橋委員にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしま
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す。それでは、議事に入ります。 

「(1) 会長及び副会長の選出について」このことについて、事務局から説明

をお願いします。 

 

（１）会長及び副会長の選出について 

（事務局）会長については、上三川町地域自立支援協議会設置条例第５条第２項により委

員の互選によりこれを定める、としています。また、副会長については、同条第

３項により、委員のうちから会長が指名すると規定されています。そのため、委

員の皆様にはこれより会長を選任していただきます。 

（浜野議長）事務局からの説明の通り、委員の皆様から会長を選任していただきたいと思

います。ご意見をお願いします。 

（増渕委員）社会福祉協議会の飯田委員にお願いしたいと思います。飯田さんは、まちの

地域社会に関して、深い理解と多くの知識を持っているので適任だと思い

ます。お願いしてはいかがでしょうか。 

（浜野議長）ただいま、飯田委員のご推薦がありましたが、委員の皆様はいかがでしょう

か。 

― 一同、承認 ― 

（浜野議長）皆様の御承認をいただきましたので、飯田委員に会長をお願いします。併せ

て、ここからは、会長に議長をお願いしますので、こちらの席に移動をお願

いします。 

（飯田議長）ただいま選任いただきした飯田と申します。よろしくお願いします。 

引き続き、副会長の指名をさせていただきます。 

栃木県社会福祉士会として、福祉分野に豊富な知識、経験をお持ちの高田美

保委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

（２）令和２年度障がい福祉サービス事業等の実績について 

（飯田議長）それでは、次第にある「(2) 令和２年度障がい福祉サービス事業等の実績に

ついて」事務局より説明をお願いします。 

□事務局より、「資料１ 令和 2(2020)年度上三川町障がい福祉サービス等の状況」に
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沿って説明 

（飯田議長）事務局からの説明が終わりましたので、質疑を受け付けます。ご意見、ご質

問等ありますか。 

（A 委員）１つ目は、統計があれば教えてほしいのですが、各手帳をダブルもしくはトリ

プルで所持している方はどれくらいいますか。手帳を複数所持している方

のほうがより支援が必要になると思います。 

２つ目が、脳機能障がい、つまり認知症の方がどれくらい自立支援医療受給

を申請されていますか。 

３つ目が、40 歳以上の手帳を所持している方で、介護保険制度をどれくら

い利用されていますか。 

（事務局）重複している方の統計はありません。ただし、医療制度等、該当する方への通

知等は行っています。また、自立支援医療受給を申請されている認知症の方及

び介護保険制度を利用している 40 歳以上の手帳所持者の統計データはありま

せん。 

（A 委員）障がい福祉制度を利用している方で、65 歳以上から介護保険制度に切り替わ

る際に一部を負担する問題や、切り替え時のサービスの調整など、度々問題

になっています。また、40 歳以上でも重度疾病などで介護保険制度に該当

する方もいるので、現状を把握されているのか知りたくて質問しました。 

（飯田議長）他にありますか。 

（B 委員）何年か前の地域自立支援協議会でも意見をさせていただいた内容になります。

周りの障がいのある方からも同じ意見を預かっています。 

今現在も障害者手帳１級、２級を所持している方が、医療費を一時的に自己

負担し、後で町役場の健康福祉課で清算することになっていますが、その領

収書を１～２か月保管しておくことは、障がい者にとってはたいへんです。

この制度は上三川町だけではなく県全域の話なのかもしれませんが、この

問題について、健康福祉課でどのように対策されているのか聞かせてくだ

さい。いますぐ回答できない場合は、今後の会議で報告していただけたらと

思います。 

（飯田議長）医療費の現物支給の問題についてですね。 

（事務局）視覚障がいをはじめ、様々な障がいの団体の方々からも現物給付に係る要望は

多く出されています。領収書を保管しておかなければならない苦労について

は、十分に理解をしているところです。身体障害者手帳一級二級及び療育手帳
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A１、A2 のが対象となる医療制度ですが、助成金の内訳は町の負担 1/2、県の

の助成金 1/2 で運用をしています。 

栃木県では償還払いを行っており、今は県内でも現物給付は宇都宮、鹿沼、栃

木、日光の４市のみになります。現物給付に踏み切る場合、県からの助成が 1/2

から 1/4 になり、残りの医療費 3/4 を町の支出で賄わなければなりません。

町の財政が厳しい中で、現物支給にすると重度心身障害者医療助成費の制度

運用が難しくなるなることも考えられるので、引き続き償還払いの方式で考

えています。 

（B 委員）おっしゃっていることは分かります。しかし、役場の方はなんでも「厳しい」

の言葉で片付けるところがあると思います。 

なるべく現物支給に移行できる方向で努力していきます、という一言があ

ってもいいのではないでしょうか。今の話し方では、先に進まないように感

じられます。 

（事務局）年に 1 回、栃木県で全市長が集まる会議があり、この重度心身障害者の医療費

助成の件について話し合う場があります。その場で、県に対して、県全域は難

しいかもしれませんが、町として現物給付を要求する話をしたいと思います。 

（B 委員）そうおっしゃっていただければだいぶ違います。結局、上三川だけではなく県

全体の問題だと思いますので、引き続き要望していただきたいと思います。 

（C 委員）資料１P12 の「施設入所者の地域生活への移行」の実績についてです。令和２

年度末の目標１人に対して、実績０人で経過してきていることから、難しい

のではないかと思いますが、その原因について町としてお考えを教えてく

ださい。 

（事務局）原因の一つとして、本町にグループホームがないことがあげられます。 

（飯田議長）よろしいですか。それでは次の議事に進みたいと思います。 

 

（３）令和２年度障がい者優先調達推進方針に係る実績及び令和３年度方針の

制定について 

（飯田議長）「(3) 令和２年度障がい者優先調達推進方針に係る実績及び令和３年度方針

の制定について」事務局より説明をお願いします。 

□事務局より、「資料２-１ 令和２年度障がい者優先調達発注実績」及び「資料２-２ 
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令和３年度上三川町障がい者優先調達推進方針（案）」に沿って説明 

（飯田議長）事務局からの説明が終わりましたので、質疑を受け付けます。ご意見、ご質

問等ありますか。 

（D 委員）「令和２年度障がい者福祉ガイド」を町内事業所で印刷製本しているのであれ

ば、裏表紙などに事業所名、優先調達推進法に基づく、などを記載して

はいかがでしょうか。PR にもつながると思います。 

（事務局）貴重なご意見をありがとうございます。今年度の「障がい者福祉ガイド」は刷

り終えてしまったので、次年度以降では委託先の名称を掲載するよう検討し、

積極的に PR していきたいと思います。 

（E 委員）今回、資料２-１の発注内容一覧の中にある「令和２年度障がい者福祉ガイド」

の作成・印刷の依頼がありました。そのお礼と、今後もイラスト作成も含め

たそうした依頼をいただけたらというお願いです。 

（事務局）また機会がありましたらお願いしたいと思います。また、表紙や裏表紙にイラ

ストを挿入できれば PR につながると思いますので、検討させていただきま

す。 

（A 委員）資料２-１の発注内容について、前回は発注先が掲載されており、町外の事業

所へ委託されていたと思います。今回の資料では発注先が掲載されていま

せんが、発注先はどういうところですか。 

（事務局）「飲料」に関しては、町内の A 事業所に発注しています。「印刷・製本」につい

ては、町内の B 事業所にお願いしています。人権啓発冊子「だんろ」について

は、町外の就労継続支援 B 型の事業所へ発注しています。「ハガキ印刷」につ

いても、町外の就労継続支援 B 型の事業所へ発注しています。 

（飯田議長）委員の皆様、ただいまありました「令和３年度上三川町障がい者優先調達推

進方針（案）」について、意義ありませんでしょうか。 

― 一同、承認 ― 

（飯田議長）それでは、今年度の優先調達推進方針については、事務局案の通りとして委

員から承認をいただきました。 

 

（４）令和２年度相談支援事業の実績について 
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（飯田議長）続きまして、「(4) 令和２年度相談支援事業の実績について」事務局より説

明をお願いします。 

□事務局より、「資料３ 令和２年度相談支援事業実施報告書」に沿って説明 

（飯田議長）事務局からの説明が終わりましたので、質疑を受け付けます。ご意見、ご質

問等ありますか。 

（A 委員）資料３の令和２年度相談支援事業実績報告書の表中にある「うちピアカウンセ

ラー」について、実績がすべて０となっています。しかし、項目があるとい

うことは、ピアカウンセラーはいらっしゃって、相談対応を行っているとい

うことでしょうか。 

（事務局）ピアカウンセラーは現在おりません。 

（飯田議長）その他、ありませんか。 

 

（５）令和２年度相談支援事業の実績について 

（飯田議長）続きまして、「(5) 上三川町第６期障がい福祉計画・上三川町第２期障がい

児福祉計画 ①計画策定について」株式会社ぎょうせいより説明をお願い

します。 

□株式会社ぎょうせいより、「資料４ 上三川町第６期障がい福祉計画・上三川町第２

期障がい児福祉計画策定について」に沿って説明 

（飯田議長）株式会社ぎょうせいからの説明が終わりましたので、質疑を受け付けます。

ご意見、ご質問等ありますか。 

ないようですので、引き続き「②今後の課題について」について、株式会社

ぎょうせいより説明をお願いします。 

□株式会社ぎょうせいより、「資料５ 本町の障がいを取り巻く今後の課題について」

に沿って説明 

（飯田議長）株式会社ぎょうせいからの説明が終わりましたので、質疑を受け付けます。

ご意見、ご質問等ありますか。 

（F 委員）資料５の「課題４ 障がいのある人の自立支援の充実」について、私は育成会

の会長をしていますが、会員の方が全員“親亡き後の暮らしをどうするか”

悩んでいます。会員の方はだいたい 70 歳代、若い方でも 50 歳代です。
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子どもは 30～40 歳代、若い子どもが 20 歳代です。親亡き後についての

課題は重要課題です。上三川町にはグループホームがなく、会員の方は通

所施設に子どもを通わせていますが、送迎が必要なため、自分が病気にな

ったときにどうしたらいいか不安に感じています。今年になって会員３

名が町外の施設に入所させました。本当は、町内の施設に入所できること

が理想でした。この資料には、「将来に向けた備えを進めていく必要があ

り、そのための支援の充実が求められています。」とありますが、どのよ

うな支援なのでしょうか、教えていただきたいです。私は会長として、会

員の方全員が抱く一番の大きな課題について、本当に困っている親御さ

んにどのような具体的な支援を届けられるか、また、どうのようにしたら

上三川町で暮らし続けられるのか、具体的に教えていただければ、会員の

方々に教えられます。 

せっかく、地域自立支援協議会で専門的な知見のある方々が集まってい

らっしゃるので、アドバイスをいただけたらと思います。 

コロナ禍でもあり、未来が見えないと閉鎖的になってしまい、家族で抱え

込んでしまいます。 

（事務局）町内にグループホームがないなかで、町外に移住されている方が何人かいらっ

しゃることも把握しています。町内で暮らしたいという方については、在宅で

過ごしながら移動支援や行動援護、居宅サービスを利用していただく方法も

あるのではないかと思います。 

事業所の皆様、いかがでしょうか。 

（G 委員）町会議員の立場でもある、H 委員にご意見をうかがいたいと思います。 

（H 委員）本日がはじめての委員会なものですから、皆様からのご意見をうかがって、今

後の活動にいかしていきたいと考えています。 

（事務局）ただいまの高田委員からのご意見について、町としてすぐに具体的な取組を提

示することはできません。 

グループホームについては、昨年も町に設立したいという話がありました。し

かし、施設を設置するためには、土地や建築の法律に関わる課題が出てきます。 

健康福祉課としては、事業者と法律や規制などの間に立って、事業運用の手助

けを行い、町にグループホームが呼べるよう努めていきたいと考えています。 

また、当事者の方が知らないことも、委員の皆様は把握していることもあると

思います。そうした知識や情報を集めて、当事者の方々へ届けていくことが町

の仕事だと思いますので、注力していきたいと思います。 

（E 委員）資料５にあるそれぞれの課題について、資料４の「上三川町第６期障がい福祉
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計画・上三川町第５期障がい児福祉計画の主な掲載内容」にある、まちの現

状と課題から抽出したという説明だったと思います。そうした課題に対し

て、解決に向けた取組などはどの項目に掲載されるのでしょうか。 

（ぎょうせい）資料４の「上三川町第６期障がい福祉計画・上三川町第５期障がい児福祉

計画の主な掲載内容」の中にあります、「第３章 第６期障がい福祉計画」、

「第４章 第２期障がい児福祉計画」、「第５章 地域生活支援事業の実

施に関する事項」でそれぞれ掲載されています“確保の方策”の中で、取組

について盛り込ませていただきます。しかし、本計画は障がい者全体の政

策のうちの“生活支援サービス”に特化した計画であり、資料５に掲載して

おります課題は障がい者全体に関わる課題ですので、どうしても本計画

では補いきれない内容があることをご承知おきいただきたいです。 

（飯田議長）その他、ご意見等ありますでしょうか。 

それでは、本日の議事は全て完了いたしましたので、進行を事務局に戻しま

す。 

 

５．その他 

（事務局）それでは、次第にあります「５．その他」になります。 

栃木県障害者相談支援協働コーディネーターの大島様より連絡事項がござい

ます。 

（大島氏）先ほどのお話の通り、コーディネーターという立場で、市町の協議の場のバッ

クアップを行っており、私は引き続き協議の場に参加させていただきますが、

もう一つの看板である発達支援マネージャーが代わりましたので活動の紹介

をさせていただきます。 

（渡辺氏）発達支援マネージャーである私の方から、「栃木県発達障害者地域支援マネー

ジャー 令和３年度の活動について」説明させていただきます。 

□発達障害者地域支援マネージャー渡辺氏より、「資料 栃木県発達障害者地域支援マ

ネージャー 令和３年度の活動について」に沿って説明 

（事務局）続きまして、部会ごとにお集まりいただき、部会長の選任をお願いします。 

なお、令和元年度までありました「移動部会」については、今回廃止とさせて

いただきました。上三川町の交通の不便さは課題ではありますが、課題として

活動するには制限されてくるところがありますので、協議や検討が必要にな

った際には、本協議会の議題として取り上げる形をとりたいと思っています。 
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― 部会ごとに集まり、部会長を選任 ― 

（事務局）それでは、部会長が決定したようですので、各部会長より報告をいただきたい

と思います。 

（就労、相談支援、啓発、子ども部会長）あいさつ 

 

●令和３年度第１回上三川町医療的ケア児支援協議会 

１．開会 

（事務局）それでは、引き続き医療的ケア児支援協議会における議事に入ります。上三川

町医療的ケア児支援協議会設置要綱第６条により、会長が議長となる規定で

ございますので、これからの進行については飯田会長に議長をお願いいたし

ます。 

 

２．議事及び報告事項 

（１）作業部会の活動実績について 

（飯田議長）それでは、次第２枚目に従って進行いたします。 

「(1) 活動実績について」このことについて、事務局から説明をお願いしま

す。 

□事務局より、「上三川町医療的ケア児支援協議会 開催実績等」に沿って説明 

（飯田議長）事務局からの説明が終わりましたので、質疑を受け付けます。ご意見、ご質

問等ありますか。 

 

（２）作業部会長の指名について 

（飯田議長）ないようですので、次に「（２）上三川町医療的ケア児支援協議会作業部会

長の指名について」、事務局より説明をお願いします。 

（事務局）作業部会長につきましては、上三川町医療的ケア児支援協議会設置要綱第７条

第４項により「部会長は協議会の会長が指名する」としています。そのため、

これより会長に部会長を指名していただきます。 
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（飯田議長）それでは作業部会の部会長を指名いたします。子ども部会の部会長であり、

福祉に関して豊富な知識・経験をお持ちの、荒川委員を指名いたします。 

以上を持ちまして、医療的ケア児支援協議会の議事を終了とし、本日の議事

はすべて終了いたします。事務局に進行を戻します。 

 

３．その他 

（事務局）飯田会長、ありがとうございました。 

それでは、お集まりの皆様から何かございますか。 

（I 委員）手話言語条例についてですが、全国各地において制定されております。ぜひ上

三川町でも制定に向けてお願いしたいと思います。 

（事務局）制定後は実のあるものとしたいと思っておりますので、どういった事業ができ

るか、聴覚障がいをお持ちの方にどのように寄り添っていけるかをしっかり

検討をした上で、慎重に進めてまいりたいと思います。 

（B 委員）コロナワクチンに関して、障がい者に対する今後の方針をお聞きしたいです。 

（事務局）現在、相談等あった際にはお手伝いのご協力について、事業所あてに送付して

いるところです。まずは、身近で支援していただいている事業所の方々に協力

をお願いしていただければと思います。足りない支援の部分については、町の

方で支援できることを今後検討していきたいと思っています。 

 

４．閉会 

（事務局）以上を持ちまして令和３年度第１回上三川町地域自立支援協議会及び令和３

年度第１回上三川町医療的ケア児支援協議会を閉会いたします。本日はお疲

れさまでした。 


