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平成２６年度第１回浦安市自立支援協議会相談支援部会 議事録

１．開催日時 平成２６年６月１９日（木）１４：００～１６：１５

２．開催場所 文化会館中会議室

３．出席者

白川洋子委員（リーダー）、坂本大樹委員（サブリーダー）

岡部晴雄委員、三上奈々委員、中村佐太治委員、西田良枝委員、谷岡智恵委員、肥田淳委員、

西田俊光委員、小川圭子委員、横山奈緒美委員、佐々木健悟委員、田中知華委員、朝比奈ミカ委員

鎌田和枝委員、入江史穂委員代理河口珠美氏、小瀧修委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）平成 26 年度相談支援部会について

（２）基幹相談支援センター平成 26年度事業について

（３）障がい者福祉計画策定について

（４）サービス等利用計画の進捗状況について

（５）サービス等利用計画の評価の視点について

（個人情報を取り扱うため非公開）

５．資料

議題１資料 浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

議題２資料 平成２６年度基幹相談支援センター事業計画(案)

浦安市基幹相談支援センター事業について

議題３資料 浦安市障がい者福祉計画の策定について

議題４資料 計画相談・障害児相談支援の支給決定の動向について

浦安市計画相談支援推進事業補助金募集要領

６．議事

事務局：ただいまより、平成 26 年度、第１回、浦安市自立支援協議会、相談支援部会を開催いたします。委

員の皆様におかれましては、本日、お忙しいところご出席いただきましてありがとうございます。本年度

から新たに委員になられた方が１人いらっしゃいますのでご紹介させていただきます。地域活動支援セン

ターともから、三浦委員に代わりまして佐々木委員が参加しています。それでは、佐々木委員より自己紹

介をお願いいたします。

佐々木委員：地域活動支援センターともで、支援員をやらせていただいています、佐々木と申します。今後と

もなにとぞ、よろしくお願いいたします。

事務局：ありがとうございました。本日はこども発達センターから、入江委員の代理といたしまして、河口さ

んが出席しております。また、昨年度委員だった立花委員は、事業所が指定相談業務を廃止したことによ
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り、委員を辞められましたので、ここでご報告させていただきます。

それでは、この場で協議会と各部会共通の事項として、会議の公開と議事録等について確認させていた

だきます。協議会及び部会の会議と議事録は、原則公開です。また、委員名を議事録に掲載しております。

個人情報を扱う議題については、会議の全部、または一部を非公開としております。平成 25 年度は、個

別のケースに関わる報告があったため、相談支援部会、地域生活支援部会の議事の一部を非公開としまし

た。なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、非公開とし

ております。また、代理人の出席ですが、部会のみ代理出席を受け付けております。なお、協議会や先日

開催されました地域生活支援部会でも報告させていただきましたが、代理出席の際、代理人が希望した場

合のみ、団体名、委員代理と表記し、匿名扱いといたします。平成 27 年度からは、一律団体名のみの掲

載といたします。なお、本日議題後、サービス等利用計画の評価の視点については、個人情報を取り扱う

ため、非公開といたします。議事録には掲載いたしません。また、恐れ入りますが、傍聴の方はご退室を

お願いいたします。

また、資料につきまして、議題５資料２につきましては、お帰りの際、机の上に置いていっていただき

ますようよろしくお願いいたします。

それでは、これからの議事進行につきましては、白川リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：こんにちは。昨年度と同様にリーダーを務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

今年度も、皆様と一緒に、この相談支援部会を円滑に、かつ充実した部会にしたいと思っておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

では、さっそく、議題のほうに移らせてもらいます。（１）の、「平成 26 年度相談支援部会について」

ということで、これは私のほうから報告させていただきます。皆様のお手元の資料の１「浦安市自立支援

協議会及び部会の組織と運用について」、昨年度と組織のことは同じですし、スケジュールは、ここに書

いてある通りですけれども、平成 26 年度相談支援部会の議題ということで、３ページを見ていただきた

いんですけれども。これは、第１回の自立支援協議会のところでも、報告させていただきました。

議題の内容については、４月の 10 日に、私どもリーダーとサブリーダーと、それから事務局、障がい

事業課で検討いたしまして、今年度の議題として、こういうものをやろうという形で決めさせていただき

ました。

趣旨としては、26 年度の議題ということで、昨年度の部会で決議された評価のポイントをもとに、サ

ービス等利用計画の評価検証をすること。それから、昨年１年間で見えてきた相談支援事業所や、相談支

援専門員が抱える課題について、より具体的に議論をすること。それと、障がい者計画策定についての、

意見をまとめることを主な議題として取り組もうということになりました。

この主な課題というのがその３本柱であって、平成 26 年度の議題としては、サービス等利用計画等の

検証。それから２番目の相談支援事業の充実に関する事項というところでは、相談支援事業のあり方につ

いての理解と共有、さまざまな障がいに対応する人材の育成、相談、実務者会議などとの連携、研修など

について。個別事例、相談事例から見えてくる問題点の洗い出し及び検討。３つ目の課題としては、平成

27 年度、29 年度障がい者計画、障がい者福祉計画の策定についてということで、挙げさせてもらいまし

た。

スケジュールは、今回の６月 19 日が第１回目ということで、ここにありますような議題で今日は進め

ていきたいと思っております。以上です。何かご質問があればお願いします。
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なければ、次の議題として、２番目の議題「基幹相談支援センターの平成 26 年度の事業について」と

いうことで、基幹相談支援センターから報告をお願いいたします。

西田（良）委員：はい。基幹相談の西田です。よろしくお願いします。パワーポイントの資料を配布したんで

すけれども、とても字が小さくて、見にくくて大変申し訳ありません。スクリーンのほうもあわせて見て

いただければと思います。

今回は昨年度と委員さんが１人しか変わっておりませんので、おさらいという形にりますので、途中端

折りながら、説明させていただきます。

まず、基本のところですけれども、基幹相談支援センターの事業の目的は、仕様書ベースですけれども

２つあります。１つは、地域の福祉に関する問題についての相談に応じ、必要な情報の提供及び助言など

を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連携。その他権利擁護のために必要

な助言、援助を行うこと。それからもう１つは、地域における中核的な役割を担う機関として、総合的か

つ専門的な相談支援を提供して、地域の相談支援体制を強化するという、この大きな目的があります。

この目的を果たすために、事業は、今度これがまた４つに分かれています。これは仕様書通りに、ご説

明させていただきます。まず１つ目は、相談支援事業ですね。福祉サービスの相談とか情報提供などを行

います。次に２つ目、基幹相談支援センターにかかる事業というのがありまして、その中も、いくつか細

目に分かれています。１つが、ワンストップ相談窓口の機能を持って、困難ケースの対応ですとか、24

時間、365 日の体制をとる総合的、専門的な相談支援を行うこと。それから２つ目に、地域の相談体制の

評価の取り組みというのがあります。これについては後ほど、詳しくご説明します。昨年の実績を交えて

事業の説明をさせていただきます。それで、３つ目が障がい者の入所施設とか、精神病院から地域への移

行に関する業務を行う地域移行、地域定着の促進の取り組み。４つ目に権利擁護、虐待の防止、自立支援、

それから次に、この協議会であります自立支援協議会の事務局というのを行います。

次ですけれども、次は３つ目に住宅入居等支援事業というのがあります。これは障がいのある人たちが、

賃貸契約による一般住宅の入居に当たっての支援を行うということになっています。

４つ目ですけど、その他の事業としまして、指定一般相談支援事業所、指定特定相談事業所、指定障が

い児相談支援事業所として、いわゆる計画相談の支援をしなさいというふうになっています。また、夜間

とか緊急時を含めた 24 時間支援をしていってくださいということに、これらの事業を行うことというこ

とになっています。

この事業を行う運営体制ですけれども、まずは基幹相談支援センターの相談の受け入れ態勢は 24 時間、

365 日。窓口開設時間は、月曜日から金曜日の９時から 19 時、土曜日が 10 時から 15 時となっています。

相談員が事務所の不在時には、緊急携帯の電話で対応しています。相談の対象は、身体、知的、精神、発

達、などの手帳を持っている方、それから難病の方。あと、手帳は持っていないけれども、支援が必要な

方も含めて、児童から高齢の方まで横断的に対応しています。相談員は社会福祉士、精神保健福祉士など

の国家試験を有する者か、相談支援専門員が相談にあたっておりまして、職員の配置は常勤５名以上、非

常勤１名以上というようになっています。で、相談員のほかに、医師など専門職の確保をするようにとい

うふうになっておりまして、配置しております。

これが、地域の相談体制の強化についての図です。新たに開設されました相談支援事業所ですとか、相

談員へのバックアップ、それから事業所さん、事業所間の連携も必要です。今後も相談支援事業所や相談

員を増やしていくことが課題であるということからも、基幹相談支援センターでは、事業所への支援や人

材育成など、相談体制の強化のための事業を行っていきます。
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ここからは、昨年度基幹相談支援センター事業の１年目の実績ですね。25 年度の実績をこの部会に関

連が強い一部を抜粋させていただいてご紹介したいと思います。始めに相談支援事業です。相談の実人数

は 217 名でした。延べ人数は 19,850 人、相談総件数は 27,434 件に上りました。

障がい種別は、グラフのような分布になっておりまして、本当に障がいの種別を問わず対応してきまし

たし、複数の障がいをあわせてお持ちの方も、多く対応してきました。一番多かったのは、知的障がいの

利用者さんが一番多く、33%というふうになっています。それから相談形態としましては、行政や事業所

など、関係機関とのやり取りが全体の半分以上を占めていました。合計件数が一致していると思います。

月にすると、そうですね、訪問とかも多いですし、関係者会議とかが、合計で 11,304 件と、やっぱり関

係機関との連携がすごく強まったなというふうに思っております。

それから、相談形態は、行政や事業所などが主です。次に、相談体制の強化の取り組みです。先ほどご

説明を省いた部分ですけれども、全体の一覧表にしますと、昨年は相談支援実務者会議、この部会とも連

携するようにと言われている実務者会議は、年３回開催して、延べ 26 名の方々に、ご参加いただきまし

た。今年度も３回の開催を予定しておりまして、１回目は７月４日に行う予定です。

その他、公開事例検討会ですとか、虐待防止、摂食についての講演会など、年間で 22 回開催してきま

した。その詳細を、ちょっと駆け足ですけれども、ざっとお伝えさせていただきます。まずは、相談支援

スキルアップ講座ですね。武蔵野大学のこのときは准教授で、この４月から教授になりました山本先生を

お迎えしまして、計７回開催して、延べ 77 名の方に参加いただきました。相談支援とは何かの共通理解

を持つことから、マイクロカウンセリングの手法とか、アセスメントの基本などを学びました。

あとは相談支援に限らず、介護とか教育、医療などの分野の支援者の方を対象としまして、精神、発達

障がいの方への支援について、公開事例検討会を行いました。初めて参加する方から事例をいただいたり

して、基本的な疾病理解ですとか、支援手法について学びました。こちらは、昨年度は２回開催しまして、

85 名の方にご参加いただきました。６月には、厚生労働省から曽根虐待防止専門官を迎えまして、虐待

防止についての勉強会を開催しまして、49 名の方に参加いただきました。法的理解ではなくて、具体的

な事例への対応を学ぶことができたですとか、支援の質を高めることが虐待防止であることを肝に銘じて

いきたいなど、さまざまな感想が寄せられました。

また、精神科医の高瀬先生をお迎えして、障がいのある思春期の子どもとどう向き合ったらいいのかと

いうことをテーマにして、保護者、支援者が参加して、親と子の関わりについての勉強会を開催し、57

名の方に参加いただきました。この高瀬先生の講演会に引き続きまして、高瀬先生に、障がいのある思春

期の子どもを持つ保護者の方を対象にしたグループワークも、１月から３月にかけて、５回開催しまして、

延べ 58 名の方に参加していただきました。グループワークでは、ほかの家族の方も悩みを持ってること

を知って、心が軽くなったですとか、やっぱ思春期の向き合い方が整理できたというような感想もいただ

いています。

２月には昭和大学の名誉教授の向井先生をお迎えして、障がい児者の食べる機能の発達と、摂食、嚥下

のリハビリテーションをテーマに勉強会を開催して、34 名の方に参加していただきました。

次ですけれども、地域の連携に関わることとして行ったことのご報告です。まずは相談支援実務者会議

を３回開催しました。会議では行政の方、相談支援専門員の方、延べ 26 名の方に参加していただきまし

て、計画相談支援の制度の矛盾ですとか、市民への浸透の薄さ、それから相談員が足りない現状、社会資

源の不足などについての意見交換を行いました。

昨年開催した連携会議、連携会議では、教育、児童、高齢者、地域の身体、知的障がい者相談員など、
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それから民生委員の方ですとか、さまざまな立場で相談に関わっている人たちにお集まりいただきました。

こちらは２回の開催で 78 名の方にご参加いただきました。連携会議の様子ですけど、本当に職業に相談

を職業にしている方じゃない民生委員ですとか、そういう公的な立場を持って草の根的にいろんな相談を

受けている人たちと連携がとれたのは、すごく大きな収穫だった気がします。

それから、基幹相談には、以上のように、地域の相談体制を底上げするという役割が求められているん

じゃないかなと思っています。それは、地域の相談支援事業所が、個別の相談なような対応を行って担っ

ていくということでもありますので、研修会とかの機会は今後も継続して開催していきます。

困難事例に対する後方支援も行っていきたいと考えています。難しいケースだから基幹が担うというこ

とではなく、どの相談支援事業所も担当できていくように、基幹の皆さんのバックアップに尽力する。ま

あそれが、地域の相談支援体制の強化につながるのではないかというふうに考えています。

これは何度もお見せしているかもしれませんけれども、この図は地域の相談支援体制の強化についての

考え方です。今日のこの相談支援部会もその取り組みの１つとなります。相談に関わる多様な方たちが、

お互いを知って相互作用が生まれていくことで、相談に関わる私たちも、一人一人が地域のセーフティネ

ット機能を果たしているということになればというふうに考えています。

最後になりますが、今年度も、最初にご説明したような、大きな事業は、いくつかの事業を進めていっ

ているところですけれども、本日も午前中にこの会場で、精神科の山科先生に公開事例検討会をしていた

だきましたけれども、相談支援強化の機能強化事業ということがすごく大事になっておりまして、このよ

うに各種勉強会を、都度、ご案内差し上げようと思っています。ぜひ多くの皆さんに、ご出席をお願いで

きればというふうに思っております。以上、駆け足ですが、これで終わらせていただきます。

続きまして、お手元の資料で、A３の横表があります。今日配布した資料の中に、基幹相談支援センタ

ー事業計画案というのがお配りされていると思いますが、ここに日程が入っているのは、もう決まってい

るものです。この１回１回、対象者の皆様に、ご案内を差し上げますので、ぜひ、繰り返しになりますけ

れども、一緒に参加して、みんなで勉強していけたらというふうに思っているので、数多く参加をお待ち

しております。以上で私たちの法人の報告を終わります。ありがとうございました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。それでは、今の報告について何か質問などありましたら、お願いいたし

ます。何もないですか。それでは議題の３ということで、障がい者計画の策定について。事務局のほうか

らよろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課の福島と申します。よろしくお願いいたします。

議題３、浦安市障がい者福祉計画の策定について、ご説明させていただきます。初めに計画の位置付け

ですが、まず上位計画として浦安市総合計画があり、その次に、地域福祉を推進するための、地域福祉計

画。その下に分野別計画として、浦安市障がい者福祉計画が位置付けられております。この計画は、同じ

分野別計画の子育て支援総合計画、などと相互に連携、補完し合うようになっております。

計画の構成ですが、この計画は、障がい者基本法に基づく障がい者計画と、障がい者総合支援法に基づ

く、障がい福祉計画からなっております。第１編、障がい者福祉計画は、市が取り組むべき障がい者施策

の方向性を定めたもので、第２編、障がい福祉計画は地域生活に必要なサービス量と確保策を定めたもの

です。

この計画の期間ですが、平成 27 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの６か年の計画のうち、前期

計画の平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までの３年間となっております。

計画策定スケジュールですが、進捗状況調査を５月より行っております。また５月 12 日に、第１回の
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障がい者福祉計画策定委員会を行いましたが、２月までに計６回行う予定です。また、それと同時に、部

会の意見収集を 11 月までに行います。当事者団体のヒアリングも、６月から７月にかけて予定しており

ます。このような段取りで、計画素案策定を 11 月までに行い、12 月に素案を提示し、パブリックコメン

トの実施、１月にパブリックコメントの回答、素案の修正を行い、最終案の提示を、２月に行います。そ

の後印刷を行い、３月には、計画策定及び公開としたいと思っております。

次に、国の障がい者基本計画第３次についてですが、国の障がい者基本計画は、障がい者の自立及び社

会参加の支援等のための施策のもっとも基本的な計画として位置付けられており、計画の期間は平成 25

年度から 29 年度までの５年間です。

次に特徴ですが、平成 23 年の障がい者基本法改正を踏まえ、施策の基本原則を見直し、①地域社会に

おける共生等、②差別の禁止、③国際的協調を基本原則としております。また、施策の横断的視点として、

障がい者の自己決定の尊重が明記されました。計画の期間は、制度や経済、社会情勢の変化を踏まえ、従

来 10 年だった計画期間を５年としております。また、障がい者基本法改正、障がい者差別解消法の制定

等を踏まえ、次の３つの分野が新設されました。１つ目が安全・安心、２つ目が差別の解消及び権利擁護

の推進、３つ目が行政サービス等における配慮となっております。既存分野においては、ニーズに応じた

福祉サービスの充実、精神障がい者の地域移行の推進、新たな就学先決定の仕組みの構築、障がい者雇用

の促進及び就労支援の充実、優先調達の推進等における福祉的就労の底上げ、障がい者権利条約の早期締

結に向けた手続きの推進等。この６分野において、基本施策の充実、見直しが行われました。次のページ

をお願いいたします。

市町村の障がい者福祉計画に関わる基本指針において、PDCA サイクルが導入されました。また基本

指針では、障がい福祉計画の策定にあたっての基本的な考え方や、達成すべき目標、サービス提供に関す

る見込み量の見込み方などが提示されております。

次に、障がい福祉計画の PDCA サイクルでの想定される形といたしましては、①基本指針を踏まえ平

成 29 年度までの目標、サービス提供に関する見込み量、その確保策を定める P、計画。②方策等を実施

する D、実行。③定期的に進捗状況について評価する C、評価。④必要に応じて①の見直しを行う A、改

善といった、PDCA サイクルで行います。また、見直しをしたあとは、再度①から④を繰り返して行い

ます。

次に個別施策ですが、成果目標が示されるものは、福祉施設から、地域生活への移行促進、精神科病院

から地域生活への移行促進、地域生活視点、地域生活支援拠点等の整備、福祉施設から一般就労への移行

促進、この４点です。なお、地域生活支援拠点等の整備は、新規に追加されたものです。また、その他で

は障がい児支援体制の整備、計画相談の連携強化、研修、虐待防止等の２点となっており、障がい児支援

体制の整備も新規となったものです。

施策の基本方向について。現在の障がい者福祉計画の施策の基本方向は７分野です。今回、国の第３次

障がい者基本計画で示された、施策の基本方向は 10 分野で、７安全・安心、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は、新規分野として追加されました。次のページをお願いいたし

ます。

アンケート結果ですが、当事者アンケートにつきましては、ニーズの把握、障がいのある方を、ある方

を取り巻く状況変化の確認として、また事業者アンケートにつきましては、サービス提供の状況と新たな

事業展開の可能性の把握の資料として、計画に反映させたいと思っております。

次に障がい者手帳所持者の推移ですが、平成 22 年度と 26 年度を比較いたしますと、身体障がい者手
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帳で 318 人。療育手帳で 78 人。精神障がい者保健福祉手帳で 262 人。合計 658 人が増加しております。

年間約 165 人ずつ増えております。なお、21 年度の統計方法が異なるため、平成 22 年度と 26 年度を比

較しております。次のページをお願いいたします。

年齢の障がい者の状況ですが、手帳所持者の欄を見ていただきますと、一番多いのが 70 代で 829 人。

次に 60 代が 663 人、その次が 80 代で 518 人です。この３つの年代を合計しますと 2,010 人で、手帳所

持者数の半分以上を占めております。次に下のグラフですが、精神障がい者保健福祉手帳の所持者は 30

代から 50 代が多く、療育手帳では０歳児から 20 代、身体障がい者手帳では 60 代から 80 代が多くなっ

ています。次のページをお願いします。

この表は、年齢別を０歳から 17 歳、18 歳から 64 歳、65 歳以上の３つに分けて集計しております。人

口割合を見ますと、どの年度においても０歳から 17 歳と 18 歳から 64 歳は、１%台で推移しております

が、65 歳以上は７%台と高い割合での推移となっております。次のページをお願いいたします。

次に難病疾患者の状況ですが、難病疾患患者の見舞金の登録者数で手帳所持者数の割合を見ていただきま

すと、０歳から 17 歳が 25.56%で、約４人に１人が手帳所持者です。また 18 歳から 64 歳では 17.72%で、

約６人に１人。65 歳以上となりますと 33.08%で、約３人に１人が難病疾患者のうち手帳所持者となって

おります。また疾患別で見ますと、特定疾患が登録者数、手帳所持者数とも多くなっております。

最後になりますが、お手元の浦安市障がい者福祉計画をご覧いただけますでしょうか。

41 ページの（１）相談支援体制の充実、また、102 ページ４、相談支援体制の取り組みについて、こ

の部分につきまして、新たな計画の策定において、今後相談支援部会の皆様にご検討していただく予定と

なっておりますので、よろしくお願いいたします。以上、簡単ですが、議題３の説明となります。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。今のご説明の中で、何かわからない言葉とか質問があれば、ご意

見いただければと思いますけれども。大丈夫ですか。また、今お話にありましたように、この相談支援体

制の充実とか取り組みという形のことで、皆様からの、ご意見いただいて、それを、計画のほうに策定の

ほうに反映するような形で、ここでも、議論を深めていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいた

します。

それでは次の議題の４サービス等利用計画の進捗状況についてということで、障がい福祉課の小瀧課長

からご説明いただいて、次に橋野課長のほうからも、ご説明いただくという形になっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

小瀧委員：はい、それでは、議題４のサービス等利用計画の進捗状況というところで、障がい福祉課の小瀧か

ら、説明させていただきます。前回、ご説明しましたが、議題の４、資料を見ていただきたいのですが、

前回は、昨年の 12 月末現在の支給決定者数と、計画者数というところでご説明しましたが、ここに書い

てある通りですね、25 年の 12 月末は、支給決定者が 610 名、26 年度５月末が 601 名。これ、減少して

るんですが、この原因としては、昨年 25 年４月から新しい業者で新しいシステムを入れたんですね。そ

の関係で、転出死亡とかっていうところがなかなかうまくいかなくて、しっかりしたデータがとりきれて

なかったというところで、その後、システム業者と何度も打ち合わせをしまして、取り込めるような形に

しまして、最近しっかりした数字が出るようになりました。というところで、多少減少しているというよ

うな状況になっております。

今現在は、５月末現在で、601 名のサービス支給決定者がございます。その中で、計画相談を、もうす

でに済んでいる方が 169 名。あと、児童でも作成済みの方が 24 名。児童で今後策定予定、児童は優先さ

れますので、児童策定予定が 31 名。あと介護保険の策定対象者が 62 名、計 286 名の方が、サービスの
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計画を、策定していくというところで、達成率が 47.6％となっております。前回の 12 月末現在に比べれ

ば、かなり大幅にアップしたなというふうに感想を持っています。

あと、障がい児通所支援の支給決定者数が、平成 26 年５月末で前回の 271 名から 280 名に、増加して

おります。それで、プランの作成者は 99 名。そのうちセルフプランの作成者が１名ということで、100

名となっています。そういうことでは達成率は 35.7%で、全国の達成率と千葉県の達成率なんですが、こ

れは、３月末現在で、全国の障がい者が 31.4%、障がい児が 32.1%。県の障がい者が 33.6%、障がい児が

32.4%となっていますので、２か月間のちょっと差がありますが、浦安は今のところ順調に伸ばしてきて

いるなというふうに思っております。

セルフプランについて、今現在１名の方が、策定しておりますけれども、今窓口においても、数名の方

がご相談しております。ていうところで、皆さんご存知の通り、平成 27 年度よりは、障がい福祉サービ

スを利用する方すべてが、事業所が作成するサービス等利用計画案を提出が必要となります。先ほどご説

明しましたが、今浦安市の進捗状況は、約５、40 となってますが、約 50%となっております。

このような状況の中で、本市は引き続き、26 年度中に策定率 100%を目指しておりますが、今、市の

窓口でも数名の方がご相談できるんですが、セルフプランを希望される方についてのみは、別紙の様式で

出していただいてるような状況です。このセルフプランにつきましては、障害者総合支援法あるいは、児

童福祉法で、セルフプランの提出は、認めてられてますので、拒否するものではないんですが。ただ、今

まで、安易にセルフプランを導入しなかったというのは、その事業所の態勢整備というのをまずは力入れ

ようという、市の方針もありまして、こういった形で、進めていきましたが、達成率がまだまだ 50%と

いうところで、今後もこれを達成率あるいはその、事業所の受け入れ状況、こういったものも踏まえまし

て、セルフプラン導入の時期、あるいは取り組み方、こういったものを、事業課と連携しながら、進めて

検討していきたいなというふうに今、考えております。

利用計画とセルフプランの違いをあらわした表、その次がセルフプランの今のところの案で、この様式

も今後も検討しなきゃいけないなというふうに思っております。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：続いて橋野課長からお願いいたします。

橋野委員：はい、障がい事業課の橋野です。障がい事業課では、サービス等利用計画を推進するために、平成

26 年度、新たな補助事業を創設いたしましたので、そちらについてご説明させていただきます。資料の

は、事前にお配りした議題４資料浦安市計画相談支援推進事業補助金募集要領をご覧になってください。

まず、補助金をつくった経緯等についてからご説明させていただきます。昨年度、相談支援部会の中で

も何回か、皆さんにご報告してきましたが、どこに原因があって指定事業所が増えないのかということで、

市内の事業所にアンケートさせていただきました。計画相談の相談員の資格を持っている方はたくさんい

らっしゃったんですけれども、なかなか申請に結びつかないということで、要因の一番大きなものが、国

の報酬だけでは、とてもやっていけないので、支援的なものがないと難しいという、意見が大変多かった

ということから、補助金を創設いたしました。

平成 25 年度当初予算積算時にサービス利用者を 800 人と見込みまして、12 人の募集をしているとこ

ろです。今、福祉課の小瀧課長から説明がありましたが、平成 26 年５月末現在のサービス利用者が、大

人と子どもをあわせて 881 人。それに対して介護保険でケアプランをすでにつくっている方が 62 人いら

っしゃいますので、差し引き 819 人、５月末サービス使っている方がいらっしゃるので、およそ見込み

通りの 800 人の計画をつくれるような体制をつくらなければならないと考えています。

まず、計画相談支援事業所なんですが、直営のこども発達センター。それから指定管理の障がい者福祉
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センター、ソーシャルサポートセンター。また、委託事業の基幹相談支援センターの４か所で、320 人分

の計画をつくるという見込みをたてました。残り 480 人分を、補助事業でなんとかつくれないかという

ことで、割り返して相談員のほうは 12 人分の補助ということで考えております。

補助を創設されるまでの流れですけれども、３月の市議会の審議に日程を合わせまして、平成 26 年２

月 21 日に市内の事業所、すべてに対して平成 26 年度の新規事業の説明をさせていただきました。その

中で、こういう予算を確保しましたという概要をご説明して、できるだけ皆さんに、相談の指定をとって

ほしいということでお願いをしたところです。

その後、平成 26 年４月 21 日に計画相談支援事業所を考えているところと、今の事業所を対象に説明

会を開催しました。市内 15 事業所が参加していただきまして、今日、お配りしてます資料の募集要領の

案をご説明してご意見をお聞きいたしました。その後一部意見を反映する形で修正し、５月１日に正式に

募集を開始したところです。

それでは、募集要領の中身を簡単にご説明させていただきます。まず、２番目の相談員の募集人数は

12 人です。それから募集概要の中の（２）の補助対象経費につきましては、相談支援員の人件費で、１

法人あたりの相談員の人数は２人までと、あまり、法人によってかたりよりがないような形で、推進した

いと思いましたので、２人までを補助対象としたところです。３番目に補助金の額ですが、１月１人あた

り 10 万円を基準額としております。

裏面の募集、応募要件、のところですけれども、浦安市独自の補助事業のものですから、浦安市独自に、

条件を盛り込ませていただきました。まず、１番目①ですが、27 年３月 31 日までに 40 人以上の計画を、

相談員１人あたりで作成してほしいということを、盛り込みました。次２番目に事業所のサービス提供時

間帯を、できるだけ長くということで週 35 時間以上。また３番目相談支援専門員の勤務時間を、常勤換

算で、週 35 時間以上と概ね平日の日中は、どこか相談支援事業所が開いていたほうが保護者・利用者の

方が相談しやすい場所が増えるんではないかということで、２番・３番の条件を盛り込みました。

続いて４番目が、市や基幹相談支援センターが実施する会議・研修等に積極的に参加して相談支援専門

員の資質向上に努めてほしいということを盛り込みました。５番目が、自分の、自らの事業所の、サービ

スを利用する方だけでなく、ほかのサービス等、ほかの事業所を利用する方の計画もつくってほしいとい

うことを盛り込みました。

また、最後に、浦安市が独自で推進しています、サポートファイル浦安、さまざまな計画を挟める、サ

ポートファイルになっておりまして、ライフステージが小学校、中学校、就労等と変わるときに、そのサ

ポートファイルを活用して連携してほしいということでつくったサポートファイルを活用してほしいと

いう。この６つを浦安市独自に応募要件のほうに盛り込み、募集を現在しているところです。

相談員 12 人に対しまして、現在の申請数は３人にとなっております。また、今相談を受けている等で、

見込みとして把握しているのはプラス３人。まだちょっと 12 人には、半分程度の見込みですので、これ

から、市内外の事業所に向けて、さらに周知のほうはしていきたいと考えております。

基本としましては市内の事業所を対象としておりますが、市外に拠点があっても、浦安市民 40 人以上

の計画をつくるという事業所については、今年度は、補助金を出していきたいと考えておりますので、今

後の進捗状況を見ながら、この辺も含めて周知のほうはしていきたいと考えております。私のほうからの

説明は以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それでは、順番として、まず、小瀧課長からご説明のあった件に関し

てのご質問なりご意見なりがありましたら、そちらのほうから受けたいと思っておりますけれども。はい、
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朝比奈委員どうぞ。

朝比奈委員：はい、がじゅまるの朝比奈です。セルフプランについて、質問と意見と両方なんですけれども。

まず、この、セルフプランをご希望された場合に、どういう人については認めているのかということの想

定というものをお考えなのかどうか。で、そういうことのある程度の目安が必要なのかなというのは１つ

です。

もう１つが、このあとの議題でもサービス等利用計画の評価という話が出てきていますけれども、作成

されたセルフプランの中身について、どの程度の水準を満たしていれば、OK とするのかということにつ

いても同様に。これについては報酬が発生しませんので、しろという関係にはならないと思うんですけれ

ども。たとえば、ご本人、ご家族が作成したセルフプランで、やっぱりこれは受け取れないとなったとき

に、もう１回サービス等利用計画をやっぱりつくりましょうと、相談支援専門員とつくりましょうという

話になるのかとか、その辺の整理も必要なのではないかなというふうに思うのと。

ただ、セルフプラン自体は、非常にエンパワメントの観点からも重要だというふうに私自身も思ってお

りますし、相談支援専門員さんの実務者会議の中でも、相談支援の仕事の市民への浸透がされていないと

いうこと含めて言えば、このセルフプランということをてこに、サービス等利用計画の理解を広げるとか、

それから相談体制の中でセルフプランづくりをサポートするような、取り組みを進めていくなどのことも

側面としてはとりあげていくべきではないかなというふうに、思っておりますのでご検討お願いいたしま

す。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：小瀧課長、よろしくお願いします。

小瀧委員：小瀧から説明させていただきます。セルフプランの希望をされていても、ある程度、自分の意思が

明確に伝わる方、あるいは、周りにちゃんと意思が伝えられるような支援者がいる方、家族がいる方がま

ず前提になるんではないかなとは思っています。そのように考えて今は受け付けているような状況です。

中身については、まず考えているのは、一時入所しか使ってないとか、簡単なプランだったらできるだ

ろうというところが、想定されるかなという状況で、詳しくはまだ検討してないんで、その程度にしか考

えておりません。以上です。

朝比奈委員：その他にも。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今後の取り組みとしてこのセルフプランから、そのことに関しては、障がい事業課というよりか

は、自立支援協議会の中でも検討するというふうにとられたほうがいいんですか。はい、橋野課長よろし

くお願いします。

橋野委員：はい、障がい事業課の橋野です。浦安市としては、補助金も創設させていただいたところですし、

まずは、専門知識のある相談支援員をつくっていきたい。それで、その方がつくる計画を推進していきた

いというところで、方向としては、それが最優先ということで取り組んでいます。ただ、そうはいっても、

セルフプランをやっぱりつくりたいという方もいらっしゃるので、今回障がい福祉課のほうで様式をつく

ってみましたので、ということで初めて今、協議会のほうに出させていただきました。今後、あの、相談

支援部会の委員の皆さんに、そこはご意見いただきながら、どのような、セルフプランを進めていくのか

ということも、今年度、検討していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そのようなことでよろしいですか、大丈夫ですか。ほかに、何かご意見とかご質問ありますでし

ょうか。はい、サブリーダーの坂本さんから質問があるそうです。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：ソーシャルサポートセンター坂本です。サブリーダーの席にいながら、質問させていただいて

すいません。
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先ほど小瀧課長のほうから、セルフプランの説明の中で障がい福祉サービス利用するにあたって、指定

特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出が必要となります。前段があったのちのセル

フプランも認めますということだったんですが。27 年度以降については、原則、事業者がつくったもの

を受けるというスタンスで考えておいてよろしいんでしょうか。

小瀧委員：その通りでございます。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：それでは、今年度だけセルフプランでということで。

小瀧委員：セルフプランについては、やはり本人の希望があって、そういった意思が明確に伝わるという方と

か、ちゃんと自分で簡単なセルフプランっていうところで、それ以降ですね、モニタリング等も、簡単に

行われるようなものについてと今現在考えているんですが、これも、今後、この自立支援協議会で検討し

ていただいて、いろいろご相談しながら決めていきたいとは思っています。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかになにかご質問なりご意見なりございませんか。はい、西田委員。

西田（良）委員：はい、基幹相談の西田です。このセルフプランの仕組みみたいのは、いつぐらいまでにこの

部会で、意見を反映していただいて決めて、まわしていくっていうイメージがあるんですか。それによっ

ては、たとえば実務者会議であったりとか、そういうところで意見を聞いたり、ゴールというのがちょっ

と必要なのかなって思いました。

やはり、私がちょっと引っかかるのは、やっぱりモニタリングが実施されないっていうところが、そう

いうのってどうなのかなっていうのと。支給決定と計画というのは連動しているところなので、そのチェ

ック機関みたいなところをどうするのか。朝比奈委員の意見とちょっとかぶるんですけれども、そういう

ところも気になっているので、もし、ちゃんと詰めていくんであれば、そういう機会というか、議題を１

つ設けなければいけないのかなっていうふうに思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：昨年度の中でも、セルフプランについて、皆さんからも意見をいただいておりましたし、私のほ

うも、その件に関しては、事務局と相談しながら、なんらかの形で今年度中には、議題として皆さんのご

意見をいただくような形でやっていきたいなというイメージは持っておりますけれども、詳しくは、また、

事務局とサブリーダーと事業課なり福祉課ともご相談しながらの、進め方になっていくんじゃないかと思

っておりますけれど。ただ、そこの中で、実際に、どういう形の部分での課題になるのかというようなと

ころの部分でのご意見などがありましたら、事前に障がい事業課にメールでよろしいので、いくつかお寄

せいただければ、皆さんの意見を反映しながら、ここで検討議題として、何回目になるかわかりませんけ

れども、進めていけるかなと思っておりますけれども。

西田（俊）委員：いいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうぞ。西田委員。

西田（俊）委員：件数が大変増えているんですが、さっき、直営の４事業所。相談が、何事業所あるか、ちょ

っと詳しくわかりませんが。内訳っていうのは、直営事業所は何件ぐらい増やして、一般の事業所は何件

ぐらいあったか教えてくれませんですかね。

橋野委員：はい。障がい事業課の橋野です。相談支援事業所の数としては、今現在、７か所です。

西田（俊）委員：やった計画、計画の件数。

橋野委員：はい、直営と指定管理と委託の４事業所で、320 人分のケアプランを想定しています。残り 480

人分を、新しくつくった補助事業で、なんとか、回したいということで計画をいたしました。

西田（俊）委員：これ、何件か増えてますよね。80 件とか 100 件とか増えてますよね。昨年の 12 月から今
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年の５月にかけて、件数が増えてますよね。増えた件数というのは、直営店が、何件あって、新しい、要

するに直営でないところは何件あったかという内訳は、わかるんですよね。

橋野委員：実績のほうですか。

西田（俊）委員：はい。

橋野委員：今、いくつつくっていてという。

西田（俊）委員：この増えた分の、仮に、これ、ちょっと 100 件ぐらい増えているの、上のほうの１番で言

えば、100 件ぐらい増えてますよね、この半年間で。その 100 件のうち、直営店が何件やって、新しく増

えたとこが何件やったのかを教えてくれないかという質問です。

小瀧委員：はい。で、こういったものは、一応システムで管理しているんですが。今までのところ、こういっ

た内訳は出ないんですね。今、出るように調整してる段階なんで、今後は、どの事務所が何人ぐらいで持

ってて、何人ぐらいかとかいったものがわかるように、していきたいなというふうに思っています。すみ

ません。

西田（俊）委員：はい。ありがとうございます。もう一点、橋野課長から、補助金ができたので、それを活用

してっていう大変うれしいご案内であったですね。

それで、タオっていうところは、今年の４月から、事業がスタートして、補助金の申請もあって、「さ

あ、補助金出そうかな」と、こう、見たときに、いろんな要項があったときに、これはとても、正直言っ

て、今朝、橋野課長にもざっくばらんに申し上げたんですが、とても出せないと、これは。40 人の目標

があって、35 人とか人数は減ってるし、35 時間とか時間も減ってるんだけど。どう計算したって、大変

だと。

それと、複数の事業をやってるとこも見ようよっていうことは大賛成なんだけど、実際に経験的に３つ、

４つ事業所をやってるところのケースは実はやったことなくて、僕らもケース会議に参加してるから、頭

を取ってる相談事業所の苦労って、よく見えていて、３つか４つの事業所を受けたら、個別のヒアリング

だ、事業所とのヒアリングだ、家族とのヒアリングだ、調整してケース会議だ、行政との支給決定もらう

だなんて想定するとですね、正直、すごいもめると。とても怖くて、取れないと。

だから、先ほどは、自分の事業所以外のことやろうぜっていうのは、総論は賛成だけど、各論でいくと、

それはとても見えない世界であるから、とてもできないし、10 万円いただいたとしても、週 35 時間以上

働く人を雇用するということは、法人はいったいいくら給料を払うのかと。それから事務所の家賃をいく

ら払うのかと。これ、計算すると、大体いくら赤字をすればいいんだろうかっていう事業構図になってる

んですね。

県の申請のときも、我々は、年間 240 万円の赤字の予算を出してるわけなんですね。それで 120 万を

もらったとしても、120 万の赤字だというときに、本当に今、ここにいらっしゃる事業所の皆さんは、複

数の事業所やってるところ、本当に受けてやってけるんだろうかということは、単純に疑問として投げか

けたいと。そうすると、おのずと、タオは実は今、就労関係と日中一時やってるんだけども、どうしても

そこに特化せざるを得ないみたいなところが、現場からは出てきて。これがいいかどうかっていうのは、

決してよくないと私も思っていて。だったら、この仕組みをチェックする機関をしっかりつくってくれな

いと、私たちも、なんかどっかに落とし穴にはまっていくんじゃないかと。

たとえば、複数事業所って聞いたならば、「ちょっといっぱいなんで、すいません」と断ってしまうと

か、自分ところだけの事業所を受けちゃって、なんか自分たちの事業所のいいように、なんかやっちゃう

とか、そういうことが大変不安の中で今、相談事業所を始めてるんですが。そういうのは一度、ご検討い
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ただいたり、本音の部分で皆さんと話し合わないとですね、行政が持っている補助するという、うれしい

気持ちと現場感とが合わないとですね、そういうなんか変な事態になるんじゃないかということを危惧し

て意見をさせてもらいました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。それに関しまして、はい、橋野課長、よろしくお願いします。

橋野委員：はい。今年度、補助金創設１年目ということですので、今年度の申請状況を見ながら、またご意見

聞きながら、来年度に向けて検討をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。はい。

西田（俊）委員：私は大丈夫です。私はわかりました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですか。はい。肥田委員、よろしくお願いします。

肥田委員：はい、障がい者福祉センターの肥田です。この、今のことと関連するんですけれども。パーセンテ

ージがある程度進んでいるということと、まだ、この補助事業でさえ十分に 16 名しかまだ手が挙がって

いないというようなことで、おそらく、このままだと、全員のサービス等利用計画を立てるっていうこと

は難しい状況なのかなと思っていまして。

それで、これが、どうしていくかっていうこともあると思うんですけれども。今、もうすでに、おそら

く、つくらなければいけないというような状況で。でも、今、西田さんの言われたように、西田さんのと

ころでは、西田さんとこだけで、おそらくいっぱいでっていうことであるとか。まあ、うちの障がい者福

祉センターでいうと、今、30 件ぐらい予約で待っていただいているというような状態で、これ以上、予

約だけ増やしても、どうしようもないっていう状態なので、一度、止めているんですけれども。まあ、そ

ういった形で、サービス等利用計画を立てなければいけないのに、どこでもちょっと受けてもらえないと

いうような方が、今、いらっしゃらないのかどうかというような現状を、ちょっと教えていただきたいの

と。

しばらく、そういう状態が続くのかなって思うと、そういう方に対して、どういうふうに対応していく

かっていうのは、ある程度、すべての事業所で統一した認識を持っておく必要はあるのかなというふうに

思うんですけれども。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。小瀧課長、よろしくお願いします。

小瀧委員：どこも受けてくれないんで、計画は立てられないっていう方は、今のところはいないですね。まだ、

余裕があって受けてくれる方、受ける事業所もありますので、そこにとりあえず、受けていただくような

方法は取ってるんですけども、近い将来、もうそれが駄目になるなというのは、もう目に見えてますので、

なんらかの対策が必要だと思ってます。

肥田委員：そしたら、どうしようもなくなったときに、どういうふうにするかっていうのを、そこで、決めて、

おっしゃるっていう感じですかね。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。計画の進捗状況につきましては、今日の第１回の終わりということでは

なくて、今年度は毎回、数字のほうを報告させていただいて、皆さんにご検討を一緒にしていただかない

と進まないだろうと思っております。場合によっては、直営指定管理、委託のところに、やっぱり、もう

少しお願いをしていくのかとか、その、市の全体の方向も、転換していかなきゃいけないかもしれません

ので、ちょっと今後、第２回、９月にありますので、その数字を見て、また皆さんに引き続きご意見いた

だきたいと思いますので、よろしくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：聞いてるだけで、結構大変なことかなと思っちゃうんですけれども、基幹相談の西田さんお願い

します。
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西田（良）委員：はい、基幹の西田です。あまり、深い話をしてもいけないのかもしれないんですけど。少な

くても利用者さんに、障がい福祉課さんからのお知らせが行くわけですよね。たとえば「支給決定が来て

いるから、今度の支給決定を申請するにあたっては、計画相談を立ててください。そうじゃないと、サー

ビス利用ができません」みたいな。

行く前にっていうか、行ったあとでもいいんですけど、相談支援事業所さんに、「こういうお知らせ出

しますよ」とかいうのを教えていただいたりとか、計画立てられる事業所は、７事業所って決まってるわ

けですから、そこら辺の情報と共有をしていただけると、現場としては助かるなっていうふうに思ってま

す。というのは、「どこどこから断られました」って、たとえば基幹にもずいぶん複数入ってくる時期が

ありまして。それは、障がい福祉課さんに相談させていただいて、「どういうふうに受けますか」って。

たとえば、先ほど、肥田委員がおっしゃっていたように、うちも予約で並んでいただく。３月までに立

てればいいっていうことを、回答いただいたので、「じゃあ、ゆっくりでいいですよ」って。「じゃあ、並

んどいてください」と。でも、どこまで並ばせとけばいいのかなとか、本当に早く、すぐ立てていただけ

る事業所があるんだったら、そちらに、ご案内したほうがいいのかなとか、やっぱり、その相談事業所間

の情報の共有が数値的にもできているとスムーズに回りますし、利用者さんの不安をあおることもなくて

いいのかなというふうに思います。

一方で、先ほど、タオの西田委員がおっしゃったように、事業所事業所での計画相談をどのようにやっ

ていくかっていうような悩みというか、問題点もあると思うので、少しそこら辺がもうちょっと議論でき

るといいのかなっていうふうに思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：事業所間のところで、こちらのほうの事業所のほうは、まだ余裕がありますよっていう形でのな

んらかの、申請に来られた方というか、「こういう形の部分やりたい」といった場合に、そこがわかるよ

うにつくりたいと。サービス利用計画を作成お願いしたいという方には、ここの事業所が今のところ、空

いてますが、希望は希望としてあったとしても、そういうのが、わかる形にはなってるんですか。教えて

いただけるとありがたい。

事務局：障がい福祉課から、現場の話ですので、お話しさせていただきます。窓口に利用者さんへの通知の案

内は常設で設置しているのとともに、事業所のこの相談支援事業所の一覧表も常設で置いております。窓

口において、相談支援事業所の方と、最近は、窓口で計画の提出なんかもいただいておりますので、そこ

でちょっと情報交換なんかもさせていただいているという状況です。

それで、もし今後、お願いできるようであれば、先ほど西田委員のほうからお話があった、相談支援事

業所の中での情報共有ということで、皆さん同士の中で、もし、そういった何か連携みたいなものがして

いただけるようであれば、非常に心強いなというふうに思っております。以上です。

事務局：同じく、障がい福祉課の宇田川です。補足になるんですけれども。西田委員のほうから話のありまし

た、情報の共有っていうのは大切だと思っておりますので、今後も、先ほどお話のありました、相談支援

の実務者会議等で、そういった共有もできればいいなというふうに考えております。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、その辺のところは、今後ともよろしくお願いしたいと思います。

西田（俊）委員：情報の共有もそうなんです。だけど、たとえばタオは今、相談員が１人しかいないんですね。

１人でずっとやっていると、正直言って相談相手もいないんです。以前、言ったことあるんだけど、いろ

んな事業所に声かけて、相談員がどっか１か所に集まると。それで、基幹相談なら基幹相談が、相談員の

相談員になってくれて、どう動けばいいか、どういう資料をつくったらいいかみたいことについてご指導

いただいて、３月間、臨戦態勢を取るみたいなことをやると。今、正直言って、うちの相談員から、一応、
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僕は理事長なんで、相談を受けられてもですね、本当にわかんないんですよ、本音を言うとね。そういう、

体制を取れないかと。それで、そういう中で、どっかに拠点があって、週に何回か、わっとみんなが集ま

って、そこで今、抱えている課題を言って。基幹相談は、地域の相談支援事業所を支援する事業なんだか

ら、そこで、こうやったらどうか。ああやったらどうかっていうようなことをやってくれると、職場のス

トレスもものすごく楽になるし。どうしても、いろんな事業を抱えながらやっている相談員って多いんだ

と思うんですね。専属にやっているとこっていうのは、おそらく、そんなに多くないっていう気はするん

です、この直轄の方は別にすると。

だったら、まずそこで、ほかの事業をやると、相談の事業はなかなか受けられないとかってあるので、

ちょっと僕もうまく言えないけど。それで、その間、その代わり、その人件費補助は、各事業所で話し合

って、この３月間は出すと、いくらいくら補填しましょう。10 万なのか、８万なのかわかんないけど。

それは、そこの職員の給料も聞いていただいて、それを補填しましょうみたいな、臨戦態勢をつくって、

すごい大きな相談チームをつくって、向かっていけみたいなことは、昔、なんか言ったような記憶があっ

て、ぜひ、こういうのって検討できないのかなというふうに思っています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：その件につきまして、ご意見があれば。はい。朝比奈さん。

朝比奈委員：はい、がじゅまるの朝比奈です。西田俊光さんの意見に賛成なんですけども。ある町で、新規参

入をたくさん促して。それで、つくられたサービス計画の評価のような場合でですね、ちょっと愕然とし

たんですが。

たとえば、もともともう使っている人もプランをつけていきましょうというお話だったんですけども。

その、使っているサービス事業所と１回もコンタクトを取らないまま計画が提出されるとか。たとえば、

学齢期のお子さんで、学校との連携が必要ですよねっていう、まず、そういう一般論の話は、皆さん、う

なずかれるんですけれども。じゃあ、現実に、誰に連絡取ったらいいんですかとか、まあ、そんなところ

で、とてもお困りでいらっしゃるということが、よくわかったんですね。ですから、非常に、なんていう

んでしょうか、日常業務のものすごい小さなレベルまで落とし込んだ OJT をしていかないと、おそらく

無理だろうということと。

さっき課長のほうで、市外というようなお話もあったんですけれども。全国どこを見渡しても、即戦力

の相談支援専門員で、すてきな人が遊んでいるなんていう話はないので、全く経験がない人をどうやって

育て上げていくかとか、周辺領域で仕事をしている人たちを巻き込んでいくとか考えないと、おそらく総

量は増えていかないし、それには質の問題が常に付きまとうっていうことを考えながら、仕組みづくりを

していく必要があるんだろうというふうに思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そのことに関しまして、市としての考えというのも、今、具体的には何もないんですよね。自立

支援協議会のここの場で、もっと具体的に、そういう形の仕組みというようなことは。でも、緊急にそう

いうのも、時間かけてということではないだろうし、そういうのを提言するという形の部分での何かが必

要なんでしょうか。

橋野委員：今年度は、まず、新しく立ち上げた、この補助事業で増やしていきたいというふうに考えて、スタ

ートしたばっかりのところですので、まずこれを周知していきたいと思っているんですね。ただ、次の第

２回の相談支援部会、９月以降になっても進まないとか、補助金が、どうしてもほかの事業所から手が挙

がらないということであれば、仕組み自体に、やはり大きな問題があるんであろうと思いますので、方向

転換をするっていうことを後半に向けてご検討していただきたいと思っております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：私も、ちょっと、次の会が９月ということが結構問題であって、ずいぶん間があるというところ
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で、９月からそういうところをやり始めて、あとでばたばたばたというような形の部分で、来年の３月ま

でにこれが、ただつくればいいということではないですし、質の問題もありますし。そこのところは、私

のほうも今どう対応していいのかということは、皆さんからの意見も、ちょっともう少しいただくという

形で、はい。

小瀧委員：障がい福祉課の小瀧です。昨年１年間その、基幹がやっている、スキルアップ講座のほうに、参加

させていただいたんですが。参加して初めてわかったのは、スキルアップの仕組みをつくっても、なかな

か参加してくれる事業所が少ないっていうのは、１つの課題じゃないかなと思うんですね。

仕組みはたぶんあると思うんですね。今基幹がやっているスキルアップ講座とか、あと、いろんな研修

会、あるいはその、連携会議とか、実務者会議とか、いろんな仕組みをつくってるんですけども、なかな

かそこに参加していただけないっていう現実があるんじゃないかなと思いました。

あと、悩んだときに相談する場所っていうのは、基幹でいうところで、基幹もそういったアピールもし

ていただいてるし、十分そういう仕組みはあるんじゃないかなっていうふうには感じています。どうでし

ょう、基幹として。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、確かにそういう役割を担っていますが、まあ、仕掛けの仕方を少し工夫しなきゃいけない

のかなっていうことが１つ思ったのと、もう１つは、どこに、それは行政との足並みっていう意味では、

すごくそこも重要だと思うんですよね。だから、どこに照準を当てていくのか。

たとえば、今年、27 年３月までに、このすべて、100%目指すって書いてありましたけど、今のデータ

も、正直わからないじゃないですか。どこで何件、どのように立っていて、どこの事業所が何人もらって

いてっていうようなところもわからないと、手の打ちようがないっていうか。

それと、困りごとが、たとえば、先ほど橋野課長がおっしゃったように、今年度は新しい事業所が立ち

上がるのを待って、要するに、100%立っていけばそれでいいんじゃないかっていう考え方も１つありま

すでしょうし。もう１つは、困ってる事業所もあれば困ってない事業所もあるのかもしれないといったと

きには、もうちょっと、こう、やっぱり、行政とも、もうちょっと詰めさせていただいて、確かに仕組み

はあるし、参加してくれる人もいない、少ないしっていうのはそうなんだけど、きっと困りごとと、一致

してないんだなっていうのは今、話を聞いてて思ったので、どうしたらいいんでしょうっていう感じなん

ですけど。

西田（俊）委員：はい、西田ですけど、うちは、基幹相談のスキルアップ研修とか今日午前中やったものとか

ね、うちは、ちょっと３か月はものすごくいいんだと思うんですね。それで、今日でもやっぱり２人、午

前中現場にいないんですね。研修で行っていないんですね。だから、そういう気持ちはものすごいあるん

です。だから、やりたいって気持ちものすごいあるけど、現場の困り感は、支援スキルアップは大変うれ

しいけども、さっき朝比奈さんが言った、この人はヘルパー事業所を使っていると言ったときに、いった

いヘルパー事業所は、どっからが、我々勉強しなければいかんわけですね。今まで関係なかったから。

ヘルパー事業所はどこだろうが、就労訓練やりたかったというとこがあるから、そこからも困るし、実

際にいきなりじゃあ、相談員が、いきなりヘルパー事業所を特定してね、この A さんなら A さんのやつ

を使っていいんですかみたいな、使ってくれますかみたいな、そういうことも現場間ではものすごく、こ

う、困る現場なんですよ。

相談事業所がいきなり事業所を特定して、電話して、利用を決めていいのかみたいな。きっとだめなん

でしょうけど。そういうことの、ものすごい、現場間の困り方がちょっと違うので、小瀧課長がおっしゃ

ったようなことは、我々相談事業所は、もっともっと参加して、スキルアップするのは大事だけど、やっ
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ぱりこれは１年や２年かかりますよ。去年から基幹にやっていただいて、参加させているけども、確かに

スキルは上がったかもしれないけど、やっぱり作業していくスピード感、ああいう計画相談をつくる。現

場で OJT やってくんないと、上がっていかないもんじゃないかなっていう思いがあって、それで、先ほ

どのような意見を言わせてもらいました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、すいません。次の議題の５というのもあるんですけれど。

西田（良）委員：わかりました。OJT が必要なのは、私たちもすごく実感しているので、今までやっていた

もの以上に何かをやっていくのは、大変といえば大変なんですけど、もうそれはちょっと行政とも相談し

ながら、違ったやり方とか、本当にどうやって計画を立てていったらいいんだろうねみたいな、本当にも

っとすごく、細かいところから、何かを考えたいとは思っています。ただ、いつでも窓口開いてますし、

そういうことは、今日も実は公開事例検討会の中で、ソーシャルサポートセンターさんのケースを、なん

らかの形で基幹のドクターがバックアップしたいから一緒にやっていこうねっていう話をいただいたり

とかなので、一緒にやっていくことはできると思うので、もうちょっと工夫はしてみたいと思いますが、

相談支援部会でもいろいろ議論していただければと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。先ほども言いましたように、次の相談支援部会というのは９月ですので、その間のところ

でも、できるところから進めるという形の部分で、やっていただいて、そこで、またなんらかの課題が出

たときには相談支援部会のほうで、皆さんからご意見いただくというようなところで、今のところはそう

いう形しかできないのかなと思っておりますけれども、議題の５もありますので、今回の件でご意見等が

ありましたら、また、メールなりなんなりでいただければと思います。

次の議題の５のほうに移らせてもらいます。次の議題の５、サービス等利用計画の評価の視点について。

ここからは、非公開になっております。

（以下、非公開）














































