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令和元年 9月定例会 一般質問  大塚勝利議員 ＜9月 26日＞ 

 

 

 

 

 

重症心身障がい児者・介護する家族の支援について 

1．介護する家族の負担軽減  

  

我が国では、医療技術の進歩等を背景に、重度の肢

体不自由と重度の知的障がいを重複された重症心身障

がい児者が増えており、その多くが喀痰（かくたん）

吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な方

であること、介護する親の高齢化など、障がい児者及

び介護する家族への支援が求められているところで

す。 

本県では、平成 25 年 3 月在宅の重症心身障がい児者の実態調査の結果、障

がい児者の多くが医療的ケアを必要としていること、また介護する家族の負担

軽減をはかるために、医療型短期入所が不足する中、老健施設を活用し、空白

地域の解消などに取り組んできたところです。制度ができて 6年が経過する中、

長年にわたり、在宅で障がい区分６の重度障がい者の息子さんの介護をされて

いるご家族の現場の声を聞かせていただきました。 

重症心身障がい児者・介護する家族の負担軽減について３点質問します。 

1点目は、障がい区分６の障がい児者が利用できる生活介護や医療型短期入

所などの通所、ショートステイの不足についてです。ご家族の住む地域は福岡

都市圏にもかかわらず医療型短期入所施設はなく、長年交渉を続け、現在は遠

方の施設を利用されています。 

一方、地域内のある病院が重度の医療的ケア児者を障がい児者病棟で受け入

れていますが、1ヵ月前から予約が必要であること、痰吸引等の練習も必要で、

送迎も家族が行い、本人の体調が安定している時のみに限られています。 

 

 



 2 / 9 

 

本県では医療型短期入所の不足から老健施設を活用した取り組みなど受け

入れが拡充されていますが、医療的ケアが必要な障がい区分６などの重度の方

の受け入れは進んでいるのか。現在の状況と課題について、知事の見解を求め

ます。 

次に、本県の在宅レスパイトケア事業について質

問します。 

お会いしたご家族は、訪問看護等の在宅支援を受

けていますが、限られた時間のみで、一日中看護師と

同等のケアを行っています。本人を置いての外出は

できず、本人を連れての外出も容易ではありません。 

例えば通所やショートステイを利用する場合、移動一つとっても困難が伴い

ます。障がい区分６の障がい児者が使用する車椅子は、医療機器を載せる為、

大型です。相談者の家には障がい者の車椅子が乗る車両はなく、大型車の介護

タクシーを利用しなければなりません。介護タクシー料金は手帳等の割引を使

っても、外出や通院時、片道 10分程の距離でも往復 15,000円程と高額で負担

がかかるのが現実です。 

そうした中、本県では今年度、訪問看護師が訪問して家族に代わって看護を

行う在宅レスパイトケア事業が予算化されました。緊急時のレスパイトとして、

本県の事業は、重度の障がい者、家族が長年待ち望んでいた制度です。利用に

ついても、介護者のニーズにあわせ、一日 1時間 2時間単位、年間 48時間、

夜間でも利用ができ外出先でも利用できる等柔軟な制度となっています。 

在宅レスパイトケア事業は外出が困難な重症心身障がい児者、家族にとって

必要な制度です。しかしながら、対象は 18 歳以下の医療的ケア児としていま

すが、制度を必要としているのは 18 歳以下の家庭だけではありません。介護

する親の高齢化が進む中、同事業の対象を 18 歳以下に限らず、年齢制限をな

くすべきと考えますが知事の見解を求めます。 

また、本県の事業は、市町村の補助事業であり、すべての市町村が手を挙げ

なければ県内で格差が生じてしまいます。県として全ての市町村で導入が進む

よう取り組んでいただきたいと考えますが、県内各市町村の導入状況について

お聞きします。 

つぎに、入院時に障がい児者に付き添う家族の負担軽減について伺います。 

レスパイトケア事業とは？ 

乳幼児や障がい児・者、高
齢者などを在宅でケアして
いる家族を支援するため、一
時的にケアを代替し、リフレ
ッシュを図ってもらう家族
支援サービスのこと。 
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重度の障がい児者が、大学病院等へ入院する場合、家族の付き添いが入院時

の条件となっており、付き添う家族が、在宅時の医療的ケアと同等の介助を行

っているのが現状です。 

お会いしたご家族は、最初の入院期間は 8ヶ月の長期。その後も入退院を繰

り返す時期が 10 数年続きました。どの家庭も、我が子のためとはいえ、付き

添いの負担は、二重生活になる上、家庭に残された他の家族への影響も大きな

ものです。全ての家族が 24 時間付き添いできる環境にあるわけではなく、幼

い兄弟がいたり母子家庭や父子家庭、親の介護も抱えていたり、ある家庭は、

日中は母親、仕事帰りに父親が交代、翌朝病院から出勤という入院生活となっ

ているのが現実です。自宅であれば、他の家族に任せて仮眠をとることもでき

ますが、入院時はほとんど夜中も眠ることはできません。 

ご家族は、入院時ずっと付き添いを代わって欲しいと望んでいる訳ではなく、

せめて 1日のうち数時間、他の家族の為、自身の休息の為に、代わって付き添

いを担って欲しいと望んでいます。 

東京都や福岡市など一部の自治体で入院時に介護事業所のヘルパーが入院

中に病室で支援を行う入院時コミュニケーション事業が導入されていますが、

病院が受け入れないケースが多いようです。本県で進まない理由、課題は何か。

入院時に家族の代わりに介護事業所のヘルパーが数時間、付き添いができる制

度を導入できないか。知事のご所見を伺います。 

 

2．災害時の対応について 

 

本県ではここ数年大規模災害が発生しています。重症心身障がい児者の場合、

避難所に行くだけでも、支援が必要なケースがほとんどです。 

災害では停電や断水などライフラインの停止や複合災害も想定されますが、

長時間の停電は障がい者にとって命にかかわります。千葉県では台風 15 号の

影響により長期間の停電が発生しましたが、他県のこととせず本県の対応を確

認させていただきたい。 

相談者の場合、常時使用している医療機器は、人工呼吸器・酸素濃縮器・パ

ルスオキシメーター・痰吸引機・3D ベッドなどです。一部の機器はバッテリ

ーで短時間、作動できますが、一晩しのげる程ではありません。 
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重症心身障がい児者にとって、一般避難所での避難は医療機器やケアに注意

が必要であり、移動も容易でなく、サポートは家族だけが頼みの綱となってい

るのが実態です。 

災害時、避難にあたって国は市町村が作成する「避難行動要支援者名簿」を

もとに支援者も含めて避難を支援する「個別避難支援計画」の策定を求めてい

ます。 

重症心身障がい児者の災害対策として、個別避難支援計画の策定、移動時の

支援者の確保、災害時の避難場所・経路の確保などについて、関係機関の支援

やそれに伴う避難訓練が必要となります。 

知事に伺います。 

⑴ 本県では毎年のように大規模災害が発生している中、医療的ケアが必要

な重度障がい児者、特に人工呼吸器の使用など配慮が必要な方を「避難行動要

支援者名簿」に登載し、「個別避難支援計画」を策定するよう市町村へ促す必要

があると考えますが、今後どのように対応していくのか、お答えください。 

⑵ 次に移動手段の課題です。母親一人では障がい

児者を車椅子へ移乗させる事ができない家庭もありま

す。普段の通所時でさえ、呼吸機やバッテリー等の荷物

が多い中、停電時など支援者が必要であり、雨天時は医

療機器が濡れないように車での移動が必要です。 

災害時に移動する時、支援者の確保についてどのよ

うに対応されているのか、車椅子に乗った障がい児者を乗せる自家用車がない

家庭もあり、大型車両が必要です。例えば、訪問看護ステーションや、社会福

祉協議会、福祉施設の大型の福祉車両を災害時緊急避難使用登録することも考

えられます。「個別避難支援計画」における移送手段の確保について、事前対策

ができないか、知事のご所見を伺います。 

⑶ 重症心身障がい児者の災害時の対応について、福祉避難所、病院、在宅

など選択肢が想定されますが、医療機器やケアに注意が必要であり、移動も容

易でなく、支援者のサポートも必要となります。そこで県が主導し、「個別避難

支援計画」に基づいて、重症心身障がい児者を対象に、医療、福祉、防災等関

係機関、各市町村が連携した避難訓練を実施すべきですが、知事の所見を伺い

ます。 
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⑷ 次に、一般の避難所では生活が困難で、配慮が必要な人を受け入れる「福

祉避難所」について、県内では 617施設が指定されています。重症心身障がい

児者を受け入れる場合、非常用電源等必要な設備が確保され、専門職の方の配

置が必要ですが、一時的な避難所となりうるそうした施設は県内に何か所確保

されているのか。県内各圏域にまんべんなく配置されているのか。お答えくだ

さい。 

福岡市、北九州市では福祉避難所の施設について事前に周知をしていません。

災害発生時は混乱し通信手段もままならない状況の中、人工呼吸器等の電源の

確保が必要な重症心身障がい児者には、一時的な避難場所となりうる最寄りの

福祉避難所を事前に周知しておき、災害発生時に改めて個別に開設したことを

伝達するなど、配慮した対応をすべきと考えますが、本県ではどのように対応

されているのか、伺います。 

⑸ 避難先として一番ご家族が望まれるのは、自家発電設備を持つ病院です。

熊本地震では、病院が災害時に事前に患者と取り決めをし、人工呼吸器等を使

用するかかりつけの患者を避難ではなく医療での対応が必要として患者を受

け入れ、家族も付き添いとして受け入れたと聞き及んでいます。病院の受け入

れについて、特に人工呼吸器を使用する重度障がい児者には、どこの病院が受

け入れるかを把握し、事前に取り決めておく必要があると考えますが、本県で

はどのように取り組まれているのか、知事のご所見を伺います。 

⑹ 災害時に、在宅避難がもっとも安全なケースもあり、在宅避難について

行政の支援が重要となります。在宅で人工呼吸器等を使用する障がい者にとっ

て、電力の停止は生命の危機に関わる恐れがあり、平成 30 年北海道胆振東部

地震などにおいても対応に苦慮されたところです。災害時、在宅で人工呼吸器

が使用できるよう自家発電機や代替バッテリーなどの購入補助や貸出体制に

ついて本県ではどのように対応されているのか、伺います。 

 

【知事の答弁】 

 1．介護する家族の負担軽減  

県では、常時医療的ケアが必要な重度障がい者を受け入れるため、医療機器

を備え、看護師などの医療スタッフを配置している、医療機関や介護老人保健

施設に対し、事業実施を働きかけてきた。 
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その結果、平成 25年度末の 18事業所から本年 9月 1日現在、40事業所と

着実に増加している。 

また、利用実績は、延べ人数が、平成 28年度の 4, 067人に対し、昨年度は

4, 461人と 9.7%の増加、延べ利用日数では、28年度の 19,116日に対し、21,203

日と、10.9%の増加となっている。 

なお、その方の障がいの状況により、一部に受入れを断られる場合や、マッ

チングがうまくいかない場合があるのが課題である。 

そのため、受入れを予定している施設の職員に対する研修を行うとともに、

医療機関及び介護老人保健施設に対する、働きかけを継続していく。 

県では、平成 30年 3月に策定した第 1期「福岡県障がい児福祉計画」にお

いて、医療的ケア児支援を明記した上で、昨年度、在宅の医療的ケア児者の課

題を把握するための実態調査を行ったところである。 

この調査において、主な介助者の平均睡眠時間については、5時間未満の人

の割合が、18歳未満が、18歳以上の約 2倍となっていることや、介助者の負

担軽減につながる短期入所を利用したいと回答した方についても、18 歳未満

が 61.8%で、18歳以上の 17.3%を大きく上回ることなどが明らかになった。 

この調査結果から、県としては、介助者の負担が大きい 18 歳未満の医療的

ケア児を対象とした、訪問型の在宅レスパイト事業を開始したものである。 

この事業の開始にあたり、県内各市町村の導入意向調査を行ったところ、実

施を検討していると回答した市町村は 29 市町と約半数あり、柳川市及びみや

ま市の 2市が既に事業に着手している。 

今後は、検討すると回答した市町村との間で、事業実施に向けた手続き等に

ついて、具体的な協議を行っていく。 

また、その他の市町村については、事業の必要性などについての説明を行い、

事業実施に向けた働きかけを行い、実施市町村の拡大を図っていく。 

福岡市など一部の市町村が実施している、入院時コミュニケーション事業は、

重度障がい者の入院時の支援について、国の補助事業を活用することにより、

独自に取り組んできたものである。 

県内において取り組みが進まなかった理由は、財政的な負担への懸念や、利

用目的が「意思疎通」に限定されていることなどによるものと考えられる。 

このため、県では、政令指定都市のある道府県及び東京都とともに、在宅の
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重度障がい者の入院時における、家族などの負担軽減を図るため、入院時、医

療機関にヘルパーの派遣ができるよう、国に対し制度改正の要望をしてきた。 

その結果、昨年度、障がい支援区分 6に該当し、従前から重度訪問介護を利

用している方は、入院時の医療機関においても、引き続きヘルパーを利用し、

障がい福祉サービスとして支援を受けることができるようになった。 

しかしながら、障がい程度区分 4及び 5の方は対象外とされ、支援内容につ

いても、体位交換や食事等の介護は対象外とされている。このため、県として

は、入院時においても、自宅と同様の支援を受けることができるよう、引き続

き、国に対して適用範囲の拡大について要望していく。 

 

2．災害時の対応 

⑴ 重症心身障がい児者については、災害時に円滑かつ迅速な避難を行うた

めに特に支援を要する者として、「避難行動要支援者名簿」に掲載される。 

この名簿をもとに、ご本人や同居する家族の同意の上で、「個別避難支援計

画」を策定することとなる。 

⑵ 重症心身障がい児者の個別計画は、その方の障がいの状況に応じ、きめ

細かな計画とする必要がある。このため、県としては、市町村に対し、防災部

門だけではなく、福祉部門や地域の医療等関係機関が連携して実効性のある計

画となるように助言していく。 

⑶ 計画を策定した際は、ご本人・ご家族の同意のもと、市町村の総合防災

訓練などの中で、各機関の連携を確認することは有効であると考える。 

福祉避難所は、高齢者や障がい者など、一般的な避難所では生活に支障をき

たす要配慮者のための二次避難所であり、市町村が指定することとなっている。 

⑷ 県が市町村に対し行った調査では、平成 31年 3月末現在、市町村が指

定する福祉避難所は 617か所あり、その内訳は、高齢者施設が 363か所、障が

い者施設が 109か所、公民館が 26か所、医療機関が 11か所となっている。 

このうち、発電機又は非常用電源を確保し、医師又は看護師を配置している

のは、福岡地域 45か所、北九州地域 38か所、筑後地域 60か所、筑豊地域 22

か所の合計 165か所となっている。 

県では、市町村の福祉避難所の適切な運用を支援するため、「福祉避難所の

設置・運営に関するマニュアル」を作成している。 
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マニュアルでは、市町村は、あらかじめ福祉避難所に関する情報を広く住民

に周知するとともに、特に、福祉避難所の対象となる要配慮者とその家族、そ

して、地域の避難支援者に対し、周知の徹底を図ることとしている。 

更に、災害が発生して福祉避難所を開設した際にも、市町村は、要配慮者と

その家族、及び地域の避難支援者等に対し、速やかに周知することとしている。 

⑸ 本県には、在宅で 24時間人工呼吸器を使用する方が、本年 2月 1日時

点で 243名おられる。これらの方にとって、災害時等緊急時の入院先の確保は

重要である。 

そこで、県では、平時から、医師会や訪問看護ステーションに対し、緊急時

の入院先について、関係者間で予め協議し、確保するよう指導している。 

このように現状では、人工呼吸器を使用している全ての重度心身障がい者に

ついて、緊急時の受け入れ先が決められている。 

⑹ 県では、訪問看護ステーションを通じて、患者やご家族に対して人工呼

吸器のメンテナンス、外部バッテリーや蘇生バッグの常備など、日頃からの備

えについてとりまとめた「災害時の手引き」を配布している。 

また、医療機関が非常時に患者に無償で貸し出す自家発電機や予備バッテリ

ーについて、購入費の補助を行っている。 

これらの配備状況については、医療機関や訪問看護ステーションを通じて、

重度心身障がい者やご家族の方へお知らせしているところである。 

 

【知事への要望】 

３点要望します 

1．重症心身障がい者・家族の支援について 

知事は就任以来、医療型短期入所、老健施設の活用に取り組まれ、大きく前

進してきました。引き続き、受け皿の拡大はもとより、13ある障害福祉圏域で

障害区分６の方が、受け入れできるよう、技能の向上を要望します。 

2．在宅レスパイトについて 

今のところ医療的ケア児のみとの答弁でした。 

答弁の中で、アンケート調査結果を引用されています。介助者の睡眠時間で、

介助負担を判断されていますが、18 歳以上になると親も長年の疲労蓄積と体

力的に厳しくなり、睡眠をとらなければ体力が持ちません。睡眠時間を判断基
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準にされるのは如何なものか。 

また短期入所も近年行われる様になり、親が若い世代の方が、当然の様に利

用していると思います。それ以前から家族だけで頑張ることを強いられてきた

親の世代は、短期入所には馴染みがなく、利用しようと踏み切れないことを指

摘しておきます。 

今回相談者の自宅に行かせていただき、平常時も、災害時も、移動手段の確

保が大きな課題であることがわかりました。体力的に、コスト的にも大きな負

担がかかり通所、ショートステイの為、外出が難しく、しづらくなってきてい

る現状です。 

その中で一番家族が求めていたのが、緊急時の、突発時のレスパイトである

ことが確認できました。 

本県の事業は、児童福祉法が改正され、医療的ケア児の支援が明記されたこ

とからも、医療的ケア児を対象とした事業となっていますが、緊急時のレスパ

イトは、医療的ケア児に限らず、在宅で介護する家族のニーズが高く有効です。

アンケートのみならず、現場の声をもとに、新たな制度を検討していただきた

い。 

3．災害時の対応について 

個別避難支援計画は市町村の取り組みにかかっていますが、計画の策定率の

向上をめざすことはもとより、要支援者の方が、災害時に、①誰が支援者なの

か ②自力で移動が困難な方の移動手段はどうするのか ③どこの福祉避難

所、病院等に避難するのか―――が明確になるよう、特に重症心身障がい児者

の場合、県が市町村にモデルケースを指し示すなど、要支援者が安心できるよ

う、支援計画を明確にすることが重要と考えます。防災部局と福祉部局が引き

続き、連携して取り組んでいただきたい。 


