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平成２６年度第２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９月１７日（水）１４：００～１６：００

２．開催場所 文化会館大会議室

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）

高木一郎委員、岡部晴雄委員、中久喜委員代理小川礼子氏、中村佐太治委員、西田良枝委員、

肥田淳委員、横山奈緒美委員、佐々木健悟委員、朝比奈ミカ委員、森林友佳子委員、入江史穂委員、

小瀧修委員、橋野まり子委員

４．議題

（１） 計画相談進捗状況について

（２） 第１回相談支援実務者会議について

（３） 障がい者福祉計画の策定について

（４） サービス等利用計画の評価について ※個人情報を取り扱うため非公開

５．資料

議題１資料（１）計画相談進捗状況（平成 26年 8 月末日現在）

議題１資料（２）計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策（ポイント）

議題１資料（３）計画相談等の完全実施に向けた体制整備の加速化にあたっての取り扱い

議題１資料（４）浦安市指定特定相談支援事業所一覧

議題１資料（５）サービス等利用計画（計画相談）の実態調査（アンケート）結果

議題３資料 平成２７年度～２９年度障がい者福祉計画（たたき台・抜粋）

議題３資料 障がい者計画 施策推進の基本方向（案）

６．議事

事務局：ただ今より平成 26 年度第２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、本日はお忙しい中ご出席いただきまして、ありがとうございます。本日は、あいらん

ど中久喜委員の代理といたしまして小川様が出席しております。また、障がい者就労支援センターの西

田委員。あさりケアの三上委員が欠席のご連絡をいただいております。また、この場で協議会後各部会

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。本日の議題４、サービス等利用

計画の評価については、個人情報を取り扱うため非公開とし、議事録には掲載いたしません。また、恐

れ入りますが、傍聴の方はご退出をお願いいたします。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。
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白川ﾘｰﾀﾞｰ：皆さんこんにちは。しっかり秋らしくなりましたけれども、過ごしやすくていい気候になったな

と思っております。今日はよろしくお願いいたします。いつも、話してることですけれども、発言され

る際には、挙手をされて所属など、お名前のほうをおっしゃってから発言されてください。それでは早

速、議事のほうに入りたいと思います。まず、議題１。計画相談の進捗状況について。障がい福祉課と

障がい事業課からですけれども。まず福祉課のほうの小瀧委員よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：事務局のほうから、よろしくお願いいたします。

事務局：皆様、こんにちは。障がい福祉課宇田川と申します。よろしくお願いいたします。私のほうからは、

まず議題１の資料について説明させていただきます。お手元の議題１資料（１）をご覧ください。計画

相談の進捗状況についての報告になります。この資料では８月末日現在で、提示させていただいており

ます。

まず、１番目の福祉サービス支給決定者数、598 人。そのうちサービス等利用計画、作成済みが四角

で囲んである数字 374 人。大人のほうはそれに加えてセルフプランが４件ございまして、計 378 にな

るんですけれども。達成率としましては 63.2％っていうことになります。２番目の障がい児通所支援

支給決定者。こちらは 287 名。そのうち、計画作成済 117 名。セルフプランが２件ございまして、足

すと 119 名。達成率としては、かっこの中になりますが 41.5％。こういった数字になっております。

続いて議題１資料（２）横版の、計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策というとこ

ろで資料ご覧いただければと思いますけども。

こちらのほうはですね。先だって行われた第１回相談支援実務者会議のほうでも、そういう話が出た

ところなんですけれども。まず、この加速化についてですね。国のほうから、資料として出ているのが、

１番上のほうの四角の中をご覧いただきたいと思いますけども。まず市区町村に求められる配慮の例と

しまして、基幹相談支援センターや委託相談支援事業所と連携し、各相談支援事業所の繁忙状況を確認

の上、特定の相談支援事業所に業務が集中しないように配慮する。それから支給決定と受給者証発行に

あたっては、まず利用者の同意の上、受給者証や支給決定の変更通知の写しを直接市町村から相談支援

事業所等に送付ができること。

それから、支給決定の予定月よりも早期に相談支援事業所に情報提供し十分な時間的余裕を確保。そ

して、支給決定にあたっては期限を利用者の次の誕生月までとして、計画相談支援の業務量分散。こう

いったようなことを考えながら、加速化を図っていただきたいという、通知資料が出ていたところなん

ですけども。これを踏まえましてですね。浦安市としても、どういったことができるかっていうことを

考えながら、日々やっているわけなんですけれども。その次の資料でですね、議題１の資料（３）って

いうのをご覧いただきたいと思います。

計画相談等の完全実施に向けた体制整備の加速化にあたって、障がい福祉課と障がい事業課で連携し

ながら次のことを実施しています。まず初めに受給者証等の送付ですけれども。受給者証とは、一定の

件数がまとまった段階で相談支援事業所に送付しています。で、窓口等でですね、相談支援業務者から

のお申し出があれば、準備できてるものは、随時お渡しすることもできます。今後も、そういうような

形で進めていきたいと思っています。

次に、申請者数の情報提供ということで福祉サービスの更新予定者数については、利用者に更新案内

を送付する前に各相談支援事業所に、その予定者数をお知らせしたいと思います。これについては、障

がい事業課とも連携を図りながらですね、今後、徹底をしていきたいというふうに考えております。

３つ目です。支給決定期間の見直しによる業務量の分散ということで、福祉サービスの支給決定期間



3

及び負担額の再認定の時期について、当初は国が定める例の３月と６月に申請及び計画相談の作成の依

頼が集中します。このため、誕生月、あるいは障害程度区分の認定、末月等を基準にして、申請時期の

分散等を図っております。現在これについてはですね、利用者宛ての通知。受給者証を発行するときに、

こういうふうにしましたというようなお知らせの内容を同封しておこなっております。これについても、

きちんと各ケースワーカーのほうでも、今後徹底していきたいというふうに考えております。

それから最後に、情報提供ということで浦安市指定特定相談支援事業所一覧。これが、次の資料、（４）

ですね。A４横版の事業所一覧になりますけれども。計画相談をおこなってる事業所を周知するととも

に、新規受け入れ可能数などの情報を提供ということで、利用者に対してはですね。福祉課のほうも窓

口等でこういった受け入れ状況等についても、配慮をした形で対応をおこなっていこうというふうに考

えております。最近では、１つ新しいところも増えたりというのがありまして、現在は８か所の相談支

援事業所がございます。障がい福祉課からは以上になります。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。それでは、続いて、よろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課の柳澤と申します。よろしくどうぞお願いいたします。私のほうからはサービス等利用

計画の実態調査の結果につきまして、ご報告のほうをさせていただきます。資料といたしましては、議

題１の（５）になります。前回の、６月に行われました第１回相談支援部会におきまして、各事業所ご

との計画相談の実態についてお話がございました。

つきましては、その後、相談支援の実務者会議におきまして、参加された皆さんからのご意見などを

ちょうだいしながら７月９日に、こちらの資料のほうにありますように、市内の相談支援事業所、サー

ビス提供事業所などに対しまして、この裏面の、アンケート調査をさせていただきました。

結果につきましては、表面のほうなんですが、発送数が 35 事業所。回収数は 16 事業所。回収率が

45.7％というような結果になってございます。

内訳といたしまして、まず、１番、事業所の相談支援専門員の状況についてということなんですが、

県の研修の受講済の方何名いらっしゃいますかということで、34 名。現在、相談支援専門員の資格が

ある方も、同じく 34 名。今年度相談支援従事者養成研修を受ける予定の方が、何名いらっしゃいます

かということで、20 名ということで、すでに、今回もう受講されているんですが、この、両方を足す

と、市内の 54 名の専門員さんがいらっしゃるというようなことになります。

続きまして、２といたしまして計画相談の進捗状況についてです。まず、契約件数は何件ですかとい

うことで、６月 30 日現在、284 件となっております。続きまして、予約の件数は何件かということで、

58 件。当分の間、この、１、２か月ぐらいの間の受け入れ可能件数をおうかがいしましたところ 49 件

といったところになってございます。

続きまして３番といたしまして、この４月から、市の事業として始めております計画相談支援等の推

進事業補助金についておうかがいしてみました。まず、「補助金について知っていますか」ということ

で、おうかがいしてみたところ、知ってるといったところが 13 件。知らないというところが３件ござ

いました。それで、（１）で知っているのうち、補助金を「活用したい」というというようにおっしゃ

った事業所が５件。「必要ない」、もしくは「できない」といったところが６件。未回答が、２件といっ

たところになってございます。

続きまして、１で「知らない」に丸をつけた事業所なんですが、詳しく知りたいですかというところ

が２件。特に必要ないといったところが、１件でございます。知りたいといったこの事業者につきまし

ては、その後電話でご説明をさせていただいて、周知のほうをはかったところでございます。
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続きまして、今、申し上げました計画相談推進補助金の状況につきましてご報告のほうさせていただ

きます。前回６月 17 日の第１回相談支援部会の際には、補助金が、３名分ということで報告のほうさ

せていただいたんですが、その後２名増えまして現在５名分の補助金を申請を受けてございます。まだ

まだ期間がありますので、ぜひ 40 件以上やっていただける事業所さんがございましたら、ぜひぜひ今

後も、申請のほうをしていただければというふうに思っているところでございます。

続きまして、先ほどもお話があったんですが、前の資料、議題１資料（４）のほうをご覧いただけれ

ばと思います。新規の相談支援事業所さんが増えまして、７月１日から、８番にございますふありさん。

９月１日から総合リハビリサービスのリボン相談支援センター浦安さんが、新しく事業として加わって

いただきました。

こちらの一覧表なんですが、随時更新いたしまして、またそこにですね、前回の実務者会議の際にも、

その参加の方からのご意見をいただいた際に、やはり、新規の受け入れ件数なども、随時その調査をし

て、こちらのほうに更新していってほしいといったご意見もいただきましたので、ここも、定期的に各

相談支援事業所のほうに調査をしながら、更新をしていただいて、情報提供ですとか。窓口に設置して

いきたいというふうに思っているところです。以上でご報告のほうを終わらせていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：報告のほうは、これで全部ということでよろしいんですよね、はい。それでは、ご報告受けまし

て、計画相談の進捗状況、５月末のときには、47.6％だったのが、63.2％。それから、児童のほうは

35.7％が 41.5％と、前回と比べれば、増加しているということもありますし、加速化に向けての柔軟

な対応というのは、やはり、なかなか進まないということで国から出された方針で、そこが今、検討さ

れて、実際に対応してらっしゃるということもありましたし、アンケート調査のほうと、それから以前、

前の相談支援部会のところで、どこの事業所が１か所に集中したりだとか、断らなければいけないよう

な状況になっているから、それの情報共有という形のことでの課題が述べられたことに対して、市のほ

うとしても検討していただいて、その対応してくださってるというようなご報告ありました。何か、今

のご報告のことで、質問なりご意見がございましたらお願いします。

大丈夫ですか。では、ご質問、ご意見がございませんようですので、次の議題に移りたいと思います。

次の議題は、第１回相談支援実務者会議についての報告です。基幹相談の西田委員のほうからよろし

くお願いいたします。

西田（良）委員：はい、基幹相談の西田です。まず、実務者会議。今年度第１回目行いました。７月４日の金

曜日の 17 時半から 19 時で市役所の職員の方たちもいらっしゃっていただいて、基幹相談のメンバー

全員入れて、障がい事業課、障がい福祉課さんからもご参加いただいて 26 名の出席で１回目を行いま

した。

まず新しい事業所もいらっしゃいましたので、改めて、昨年からやってはおりますけれども、自己紹

介をおこなった上で、いろんな意見交換をさせていただきました。

最初に、障がい福祉課さんのほうから先ほど議題１でご説明のあった、計画相談支援の完全実施に向

けた体制整備のポイントですとか、その他、実務上の連絡事項および、今日は、この、議題１資料（３）

にまとめていただきましたけれども、そこに書かれているような内容のお話をいただきました。

それから、お話をいただいた上で、どういうふうにみんなで計画相談の完全実施に向けていこうかと

か。あとは、モニタリングの回数についてご質問を受けたりですとか。そういったことがありました。

そうはいっても計画相談を進めていく上で、皆さんが困ってることというよりも、まずは現状をお互

い知り合っていないということだったので、それぞれの事業所に、計画相談をどれぐらいたてられます
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かというような話を聞きました。それで、今現状断っている。この７月の時点の話ですけれども。現在

は断っていますっていうところが２か所。それから、予約をとって、並んでもらっているというところ

が１か所。それから、受けられているというようなところが４か所というふうになっていました。

それと、あとは、それぐらいまだ、余裕があるところも多いんですねっていうことで、じゃあ、次に

計画を新規の利用者さんから依頼された場合どれぐらいかかるんですかって。やっぱり実務者会議です

ので、実務者としては、そこら辺の仕事の段取りとか、期間というのが気になるようなところで。早い

ところでは２、３日で、大体１週間が多いかなとかいう話が多く出ましたが、一部の中では、たとえば、

自宅に訪問するアポが大変だとか、関係者会議をやらなければいけないことになっているので、そうい

う調整を含めたり。あとは、利用者さんに社会資源の計画に一緒にまわったり、いろんな吟味をしてい

くとやはり２、３週間かかる場合も結構多いですっていうようなご意見もいただきました。

今回は事業課さんがいろいろなご質問していただいて、そこで意見交換ができましたので、大きな何

か決まり事ですとか、この相談支援部会に対する提供みたいなことは特にないんですけれども。１回目

の相談支援部会で、決まったことについては報告をさせていただいて。

１個ありましたよね。前回の部会の中で、基幹相談とかがスーパーバイザー的な立場で、３か月ぐら

い集中していろんな事業所の相談員さんに OJT 含めて教えてもらいたいとか、情報共有してもらいた

いというような意見がありましたけれども。そういう意見がありましたっていうお話はしましたが、じ

ゃあ、どうしましょうっていう話にはたどり着けませんでしたので。また、今日の部会の話を受けて、

２回目に臨みたいと思っております。

あと、白川リーダーにもご出席いただけましたので、リーダーのほうから何か補足ございましたらお

願いしたいと思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：私も初めて、実務者会議のほうに参加させていただいたんですけれども、やはり、自立支援協議

会の相談支援部会というのは、いろんな方がいらっしゃって、また、それぞれの事業所の責任者にあた

るような方たちがいらっしゃるんですけれども。実務者会議というところでは、実際に現場で働いてい

らっしゃる方たちが、皆さんご意見をおっしゃっていて。

先ほどおっしゃっていた、いろんな困難さ、大変さとかっていうのをそれぞれお話をしてらっしゃい

ましたけれども。今後もそういうようなお話を、ぜひ、自立支援協議会のほうでも、そういうのを皆さ

んから聞いて、また課題があげられましたら検討したいなと思って、あのときおりました。以上です。

今の実務者会議の報告に対して、何か質問などありませんか。

それでは、ご質問もないようですので、ご意見もないようですので、次の議題に移りたいと思います。

障がい者福祉計画の策定について。

事務局：では、障がい者福祉計画の策定について事務局清水より報告いたします。第１回の相談支援部会で、

計画の大まかな構成とスケジュールについてご説明させていただきましたので、今回はまず、現在の進

捗状況とこれからのスケジュールについて再度ご報告させていただきます。

まずは、計画の策定にあたりまして、担当課の進捗状況調査を行いました。計画に携わっている市役

所内と教育委員会内の関係部署に調査を行いまして、現在の計画期間であります平成 24 年度から 26

年度の実績の報告と、今後の事業展開について確認いたしました。現在、次期計画の期間である平成

27 年度以降の事業について、検討、確認作業をおこなっております。

また、当事者団体のヒアリングは実施いたしました。当事者団体の会員の方。福祉施設の利用者の方。

また、本人部会の委員の方を対象にヒアリングを実施いたしました。全部で 11 団体と本人部会のヒア
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リングを終了しております。また、部会への意見収集をただ今おこなっております。そちらの計画の策

定にあたりましては、福祉計画策定委員会が中心となっておりますけれど、各部会でも専門的な分野に

ついて意見を聞いてまいります。まず、第２回の権利擁護部会では、主に合理的配慮や、差別解消の取

り組みについて実際の事例や意見をうかがいました。

また、第２回の子ども部会では、学校での交流教育の推進や子どもへの支援の充実についての全体的

なこと。また、障がいの早期発見、早期対応の促進。また、医療の充実など、子どもに関する施策を中

心に意見をうかがいました。また、10 月に開催する予定の地域生活支援部会では、住まいや福祉サー

ビスの充実。就労を中心に意見をおうかがいする予定です。また、こちらの相談支援部会では、相談体

制の充実について、ご意見をうかがおうと考えております。今後 10 月、11 月の福祉計画策定委員会を

経まして、12 月にパブリックコメントで、市民の皆さんの意見を聞く会を設けることを予定しており

ます。

今回はパブリックコメント前の最後の部会となりますので、政策推進の基本的な方向とか取り組みを

示した、第１編の障がい者計画について。また、福祉サービスの見込み量と確保策についてお示しした、

第２編の障がい福祉計画について。相談支援に関する事項を確認いただきまして、ご意見をいただけれ

ばと思います。

では、早速、議題資料の３。27 年度から 29 年度の障がい者福祉計画。たたき台の抜粋となっている

ものと、本日、当日資料としてお配りいたしました、A３横の障がい者計画施策推進の基本方法という

資料をご覧ください。こちら事前に配布しておりますのでご自読いただけたとは思いますが、要点だけ

確認のため報告させていただきます。

まず、この相談支援部会で皆様にご検討いただきたい分野なんですけれど。A３横の資料の基本方法

の全体で、網掛けにしております。施策の方向性２、福祉・生活支援の充実の中の１番最初の項目。相

談支援体制の充実についてご覧いただきたいと考えております。

こちらの相談支援体制の充実では、施策の展開として、体制の充実や専門的な相談体制の充実と連携

の促進。サービス利用計画作成の推進の３つを、大きな柱としてあげております。では、本編に入って

いきたいと思います。

こちらなんですが、第１回目にお配りした現在の計画。24 年度から 26 年度の計画と比較して、構成

が変わっているなと、お気づきかと思いますが、今回について、構成を変えさせていただきました。今

までの計画ですと、現状と課題がありまして、そのあと、政策や事業、担当課について、記入させてい

ただきましたが、内容については、結構努力目標ととらえられがちな記述になっていたり、目標と実際

の事業とが混同してるところもございましたので、今回再度整理させていただきまして、最初に現状と

課題をあげ。その後、基本的方法と取り組みで、施策の方向性を示し、次に主な事業で、具体的にどん

な事業が行われてるか、ピックアップした形で併記していきたいと考えております。

また、今年は、障がい者福祉計画だけではなく、関連施策であります、地域福祉計画・介護保険事業

計画。高齢者保健福祉計画・子育て支援総合計画。また、社会福祉協議会地域福祉活動計画と、さまざ

まな計画が、ちょうど切り替わりで、来年から、次期計画ということで今年が作成の年となっておりま

す。なので、ここで、再度関連機関の連携を図り、総合的に一緒に計画を推進していくためにも、関連

する施策や計画について、それぞれの計画に盛り込もうと考えております。

これにつきましては、現在の計画、策定中ですので、最終的には、12 月か１月ぐらいに足並みを揃

えられればいいかなと考えております。構成については、このようになっておりますが、こちらの構成
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は第２回福祉計画策定委員会でも、承認を得ましたので、この形で現在の計画を再編成し、今回の資料

にまとめさせていただきました。現状の課題については見直しを行い、特にサービス等利用計画の作成

の推進について明記いたしました。前計画に掲載されておりました、虐待の早期発見と防止。また、コ

ミュニケーション手段の充実につきましては、権利擁護や情報提供を扱う部分に掲載して、次期計画に

引き継いでおりますので、こちらに掲載ないんですが、削られたわけではありませんのでご安心くださ

い。

基本的な方向と取り組みとしましては、先ほど申し上げましたとおり相談体制の充実。そして、専門

的な相談体制の充実と連携の促進。サービス等利用計画の推進と大きな３つの柱に分けさせていただき

ました。主な事業といたしましては、まず基幹相談支援事業。そして、計画相談、支援推進事業補助金。

また、地元の、身近な相談員としての役割を担ってらっしゃいます身体障がい者相談員、知的障がい者

相談員に関する事業。また、地域の実態や課題の情報を集約し、問題解決につけて、協議を進めている

自立支援協議会について掲載させていただきました。

この分野に関する主な担当課は、障がい事業課と障がい福祉課になっております。また、関連する施

策として、今、確認中なんですが、主に社会福祉協議会の、地域福祉活動計画などが絡んでくるんでは

ないかと考えております。

また、第４ページからの第２編なんですが、こちらについてはサービスの説明と共に、過去３年間の

見込みと実績。また、今後３年間の見込み値について掲載しております。ここの部分につきましては、

掲載すべき項目や構成などについては、国の指針を元にしております。原則として国から出された、積

算基準や前計画の実績などを元に見込み値を出しております。

第２編につきましては、確認のため現状と課題を、読み上げさせていただきます。まず、６ページの、

４。相談支援の取り組みですが、現状と課題。

身近な地域の中で、気軽に安心して相談が受けられるよう相談支援事業者及びサービス等利用計画に

ついての周知を図りました。平成 27 年４月より障がい福祉サービス等の支給決定に先立って、サービ

ス等利用計画を作成することとなっていることから、平成 26 年度に市独自の補助金を創設し、サービ

ス等利用計画の促進に努めました。

また今後の取り組みとしましては、障害のある方が自立した日常生活や社会生活を営むことができる

ように、サービス等利用計画作成の推進に努めます。サービス等利用計画の作成を担う事業者に対して、

補助金の交付による側面的な支援を継続すると共に指定事業への参入を、勧奨をします。また、適切な

計画の作成と見直しを推進するために適宜自立支援協議会等で、計画の検証にあたります。また、合わ

せて一般相談も推進し、適切な福祉サービスの利用等につなげていきます。

また、次に、障がい児支援の取り組みとありますけれど、ここも、障がい児相談支援、実績と見込み

値が出ておりますので掲載させていただきました。また、９ページ６の地域生活支援事業（必須事業）

の取り組みにつきましては、やはりここも、相談支援事業についての報告、見込み値が掲載されており

ますので、今回掲載させていただいております。こちらも、現状と課題について確認のため読み上げさ

せていただきます。地域生活支援事業の取り組みについて現状と課題ですが、途中から読み上げさせて

いただきます。

また、「基幹相談支援センター」を、前期計画の目標通り平成 25 年度に設置しました。設置にあた

り地域の障がい福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす自立支援協議会において機能等

を協議しました。設置後も、引き続き自立支援協議会で機能および実績の検証を行います。
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また、11 ページに今後の取り組みを掲載しております。障がいのある方が地域で自立した日常生活

や社会生活を営むことができるよう、引き続き地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な支援をおこな

っています。障がいがある人等の福祉の増進をはかると共に障がいの有無に関わらず、相互に人格と個

性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会の実現のため啓発、広報、意思疎通事業にも力を入

れて参ります。また、自立支援協議会で引き続き基幹相談支援センターの機能の検証を行い、相談支援

体制の充実と地域の連携に努めます。

以上、相談支援に関わる部分だけを読み上げさせていただきました。第１編、第２編に関しまして報

告は以上となりますが、この後も皆様から意見をいただき、障がい福祉計画策定委員会に相談支援部会

からの意見としてあげていきたいと思っておりますので、ご意見をいただければと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：たしか 10 月の２日ですよね。次回の、福祉計画の策定委員会があるのが。そこに向けて、相談

支援部会からもこういう意見が出ましたというような報告もさせていただきたいと思いますので、相談

事業の充実という今回のところで、今、事務局のほうからご報告いただけましたけれども。何か、これ

につけ加えてとか、質問なりご意見なりがあれば、いただきたいと思いますけれども。

坂本委員：いいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰはい、どうぞ。

坂本委員：細かな文言の部分なんですが、あっ、ソーシャルサポートセンター坂本です。すいません申し遅れ

ました。６ページ目の、今後の取り組みのところ。１番最後の文章なんですが、「一般相談を推進し」

とあります。これ、基本相談ということの了解でよろしいでしょうか。一般相談ですと地域移行の定着

と混同してしまうかと思うので。

事務局：事務局です。訂正いたします。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに何か意見ございませんか。私のほうからも、ひと言。審査会の白川です。９ページと 11

ページのところの障がい者相談支援事業ってありますよね。ここで今までの、24 年と 26 年からの実績

ということもあって。ここのところで、今まで私の記憶でしたら、ここ全部１だったと思うんですけれ

ども。これが急に２になったのは、どういう理由なのかということと、相談、障がい者相談支援事業と

いうことの、具体的な、どういう形。いわゆる、いろんな相談をしてる事業所があるわけじゃないです

か。指定相談事業所もありますし、普通の、サービス提供事業所のほうで相談受けていると、あります

けれども。ここで、相談、障がい者相談支援事業と、ここで分けている、ここの具体的な説明をしてい

ただければ、皆さんにもわかりやすいのかなと思うんですけれども。

事務局：障がい事業課です。ここのところ、わかりにくくて申し訳ありません。11 ページ等に掲載されてお

ります、障がい者相談支援事業に該当する部分なんですけれど。ここは、地域生活支援事業に該当する

ものでして、今まで１件だったのは、平成 24 年度までの、総合相談。25 年度以降は、基幹相談でやっ

てらっしゃいます相談事業について掲載させていただいたんですが、本来、市役所での相談業務につい

ても、１をカウントしなければならないところを、今まで漏れておりました。申し訳ありません。

なのでここは、市役所での相談事業と現在の基幹相談でおこなってる相談支援事業、合わせて２件と

なっております。また、ここで掲載されてる相談がどの相談、どういった相談なのかについて、説明が

足りないため、先ほどの基本相談とかと、混ざってしまうこともあるかと思いますので書き方について、

こちらまた、工夫させていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：２に増えたことに関しましては、わかりました。ここの、たたき台ででている第１編のですね、
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相談支援体制の充実、この、現状と課題。それと、基本的方向の取り組みは、主な事業はともかくとし

て、この２つのところに関しまして、何か、こういうことをつけ加えてほしいだとか。あるいは、相談

支援体制の充実というそのことに関しまして、何かご意見があればおあつらえお願いしたいと思います

けれども。質問でも結構ですけれども。はい。西田委員。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。いくつかあるんですけど。まず１ページ目の、基本的方向と取り組み

っていう中の、①の相談体制の充実の３行目。「自らが個別一貫対応の相談の重要性を認識し」って。

ここは、障がい福祉課の、行政が置くソーシャルワーカーについて述べられていると思うんですけれど

も。そうですよね。そうか民間の人も入っているのかもしれませんけど。

自らが個別一貫対応に相談の重要性を認識しながら、業務を遂行できるような体制の充実っていうの

は、すんごいわかりづらいんですけど、どういうことをイメージしてるのかっていうのが、知りたいの

と。ソーシャルワーカーは、いわゆる、倫理綱領ですとか、いろんな定義で動いている中で、その目的

っていうところをどうおくのかっていったときに、社会資源の開発とか、あとやっぱり当事者ニーズに

沿ったとか。人権とかね。そういうあたり、そこに沿った相談支援をすることで、その人を、地域の中

で暮らしやすくしていくっていう目的があるので、この、相談員が、なんかどこに向かってそれを、相

談体制を充実するのかっていうふうな書き方をしていただいたほうがいいのではないかっていうこと

が、１つです。

それと、９ページの、現状と課題の下から５行目。「また」の上ですけど、「意思疎通支援事業が名称

の変更となり、支援の内容に幅広く、解釈できるようになっています」ってありますけれど。その解釈

できるようになったっていうことではなくて、これも書き方だと思うんですけれども。この名称にわか

りやすくなっただけで、コミュニケーション支援事業のときから、市町村のある程度の采配といいます

か。含まれていましたし、支援の内容をどういう、コミュニケーション支援、意思疎通支援とはなんぞ

やっていうことの議論をして、いろんなものが増えるんだったら、それを書いても、具体的に書いてい

くほうがわかりやすいんじゃないかと。解釈とかいう言葉を使うのは、すごくわかりづらくなっちゃう

のかな、逆にっていうふうに思います。

それと、同じように 11 ページに、「また」の前に、啓発、広報、意思疎通支援事業にも、なんかこう、

意思疎通事業にすごくこだわられている理由があれば、それを教えていただきたいなと。何かこういう

課題があって、だから、意思疎通支援事業を使っていきますとか、なのかなと思い、わかりづらい気が

しました。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：これに対して事務局のほうで、何かありますか。

事務局：はい。事務局の清水です。ご意見ありがとうございます。たしかに、１ページ目の、相談支援体制の

充実の中、自らが個別一貫対応をというくだりは、本当に、前の計画をそのまま引きずってしまったん

ですけれど。ここは、やはり表現の見直しをしたほうがいいと考えられますので。そのほか、ご指摘の

事項につきましても、解釈とか、そういう書き方で、受け取る側が、「これは、なんだろう」っていう、

あいまいな表記が、やはり多いと、私も感じましたので、ご意見いただいた部分については、再度、課

内で検討いたしまして、修正、反映する方向で動きたいと思います。ありがとうございました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、ご意見。はい。中村委員。

中村委員：エメラルドサポートの中村でございます。５の障がい児支援の取り組みっていうフレーズで質問が

あるんですが。児童発達支援は、早期療育の観点からうんぬんで、この未就学児も健康増進課や、こど

も発達センター、今度、合併するみたいですけども。
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実際、たしかに、総合福祉センターに行ってる方々も多いようですが、いろいろと回りますと、その

あたりの制度を知らなくて、「診察した結果、発達障がいの気があるけども、どこに持ってったらいい

んだろうか」みたいなことで、遭遇すること、結構あるんですよね。

これが、発達センターだけとか、支援課だけが大きく浮かび上がると、まあ、知ってる人は、知って

る人でいいと思うんですが。広く、たとえば、「障がい福祉課の窓口でも対応しています」っていうふ

うな、もう少し、この障がい、予備軍っていうと、語弊がありますけど、言い方に。の、方々に告知で

きる、わかりやすい文字をですね、入れ込んでほしいなと思います。やっぱり、この関わった人たちの

支援が、すごい遅れてるような感じしますね。

親に支援の話に行ったら、「実は、子どももそうなんだ」と。「しかし、どこに持ってったのか、わけ

わからん」みたいなことで、今年、私、最近でも２例経験をした。それも、「こども発達センターに行

ったらどうですか」と、「どこが問題？」みたいな感じでね。っていうことで、この２つだけに絞られ

ますと、問題ありますし、まあ、今、各、学校にも、そういう教育専門員、支援専門員がいるわけです

よね。そういう人たちからの連携とかいうことで、もう少し幅広く、拾い上げられる告知をしていただ

きたいと思います。以上です。

事務局：障がい事業課、清水です。中村委員から、お聞きいただきました箇所。こちらの A３版の横の資料で

見ますと、３番の保健医療の充実の、障がいの早期発見、早期対応等の促進に関わってくるかと思いま

す。こちらについては、こども部会でも、各機関が連携して、障がいのお子さんの早期発見、早期対応

に取り組むべきだという意見をちょうだいしておりますので、こちらの分野について、周知の方法や、

連携の体制について、もう少し盛り込んでいきたいと思います。ご意見ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ということは、ここでは格別書かないで、こちらのほうの、保健医療充実のところの、障がい児

の早期発見、早期対応の促進というところで、もう少し詳しく話をするような形でするということです

よね。

事務局：はい。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、何かご意見ありませんか。

よろしいですか。なければ、今日の会議のところでは議題１から３までで、この次からは、議題４

ということで、個別の事例検討ということになりますので、傍聴の方、ご退室のほうお願いいたします。

ありがとうございます。



平成２６年９月１７日（水）

午後２時～午後４時

文化会館大会議室

平成２６年度浦安市自立支援協議会第２回相談支援部会

１． 開会

２．議題

（１） 計画相談進捗状況について

（２） 第１回相談支援実務者会議について

（３） 障がい者福祉計画の策定について

（４） サービス等利用計画の評価について ※個人情報を取り扱うため非公開

３．閉会



議題１資料（１）

計画相談進捗状況（平成 26 年 8 月末日現在）

【 障がい福祉課 】

１．福祉サービス支給決定者数 5 9 8 人

・計画相談支援 2 5 9 人

・児童で作成 5 8 人

・介護保険対象者 ５7 人

計 3 7 4 人

達成率 ６２．５％（セルフプランを含めると６３．２％）

２．障害児通所支援支給決定者 ２８７人

・障害児相談支援 計１１７人

達成率 ４０．８％（セルフプランを含めると４１．５％）



結果の記録

①初回相談

②サービス等利用計画
案の作成・提出

⑤モニタリング

③サービス担当者
会議開催

④サービス等利用計画
の作成・提出

計画相談支援等の完全実施に向けた体制整備の加速化策（ポイント）

・心身の状況の把握
・利用者宅へ訪問し、面接の実施
（十分な説明と理解）

居宅等への訪問は必須。ただし、再度利用者へ確認する事項が生じ
た場合は、内容が軽微であれば電話やメール等による確認でも可能。

・利用計画案の説明、文書による同意

居宅訪問は要件としていない。利用者等の意向が正確に確認できる
ことを前提として、郵送や補助職員の代行等により同意を得ることも
可能。状況に応じ相談支援専門員が電話・メール等でやりとりを行う。

（市区町村に求められる配慮の例）
○ 基幹相談支援センターや委託相談支援事業所と連携し、各相談支援事業所の繁忙状況を確認の上、特定の相

談支援事業所に業務が集中しないよう配慮
○ 支給決定・受給者証発行に当たって、
・利用者の同意の上、受給者証や支給決定の変更通知の写しを、直接市町村から相談支援事業所等に送付
・支給決定の予定月よりも早期に相談支援事業所に情報提供し、十分な時間的余裕を確保
・支給決定に当たって、期限を利用者の次の誕生月等までとして計画相談支援の業務量を分散

・障害福祉サービス等の担当者を招集の
上、開催

原則は関係者全員が参加の上で開催。サービス担当者の都合で会
議への参加が得られなかった場合は、会議を開き直す必要は無く、
出席できなかった担当者には別途意見を求めて必要に応じて計画に
反映することで対応可。内容は文書記録が必要。

・利用計画の説明、文書による同意
居宅訪問は要件としていない。利用者等の意向が正確に確認できる
ことを前提として、郵送や補助職員の代行等により同意を得ることも
可能。状況に応じ相談支援専門員が電話・メール等でやりとりを行う。・計画の変更、事業者等との連絡調整、

利用者に支給決定の申請勧奨
・利用者の居宅等を訪問し、面接の実施

居宅等への訪問は必須。ただし、再度利用者へ確認する事項が生じ
た場合は、内容が軽微であれば電話やメール等による確認でも可能。

②へ

再度居宅等への訪問は必須ではなく、電話やメール等による確認でも可能。

（計画の変更あり）（計画の変更なし（軽微な変更））

○特定相談支援事業所等における柔軟な対応の工夫例

＊ 「計画相談支援・障害児相談支援の体制整備を進めるに当たっての基本的考え方等について」（平成26年2月27日付地域生活支援推進室事務連絡）より抜粋

軽微な変更の場合や変更が無い場合は、利用者の
同意やサービス担当者会議の開催は不要。



議題１資料（３）

計画相談等の完全実施に向けた体制整備の加速化にあたっての取り扱い

計画相談等の完全実施に向けた体制整備の加速化にあたって、障がい福祉課及び障がい事業課

では、次のことを実施しています。

１．「受給者証」等の送付

受給者証等は、一定の件数がまとまった段階で相談支援事業所へ送付していますが、窓口

で相談支援事業所からのお申し出があれば、準備できているものを随時お渡しします。

２．申請者数の情報提供

福祉サービスの更新予定者数について、利用者に更新案内を送付する前に各相談支援事業

所に予定者数をお知らせします。

３．支給決定期間の見直しによる業務量分散

福祉サービスの支給決定期間及び負担額の再認定の時期について、当初の国に定める例で

は、３月と６月に申請及び計画相談作成の依頼が集中します。

このため、「誕生月」や「障がい程度区分の認定末月」等を基準にして、申請時期の分散

等を図ります。

４．情報提供

「浦安市指定特定相談支援事業所一覧」（議題１資料（４）を作成し、計画相談をおこな

っている事業所を周知するとともに、新規受け入れ可能数などの情報を提供します。



浦安市指定特定相談支援事業所一覧

平成２６年９月１日現在

事業所名 住所 電話 FAX 主たる対象 総合支援※１
児童通所支

援※２

1 浦安市基幹相談支援センター 今川1-14-52 304-8822 304-8821
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○

2
浦安市ソーシャルサポートセン
ター

東野1-9-4 353-2130 353-2130 精神障がい ○

3 浦安市障がい者福祉センター 東野1-8-2 350-8765 350-8775
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○

4 浦安市こども発達センター
東野1-17-1
浦安市総合福祉センター内 355-1124 355-3140

身体障がい
知的障がい

○

5
エメラルドサポート障がい者
（児）相談支援センター

入船4-12-10-
101

351-4155 351-4146
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○

6 こころとことばの教室こっこ
入船4-10-24
１階

711-1871 711-1872
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○

7 相談支援センタータオ 今川1-12-22 720-0069 720-2075
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○

8 相談支援事業所ふあり 今川1-14-52 304-8808 304-8821
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○

9 リボン相談支援センター浦安 北栄３－１７－３ 316-0115 711-3158
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○

※１ 総合支援法（居宅介護、短期入所等、就労移行支援、就労継続支援等）を申し込む場合は、総合支援の事業所に計画案をご依頼ください。

※２ 児童通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を申し込む場合は、児童通所支援の事業所に計画案をご依頼ください。

総合支援および児童通所支援両方申し込む場合は、児童通所支援の事業所に計画案をご依頼ください。

○



議題１資料（４）

浦安市指定特定相談支援事業所一覧
平成２６年9月１日現在

事業所名 住所 電話 FAX 主たる対象 総合支援※１
児童通所支援

※２
新規受入れ状況

※３

1
浦安市基幹相談支援セン
ター

今川1-14-52 304-8822 304-8821
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○ ×

2
浦安市ソーシャルサポート
センター

東野1-9-4 353-2130 353-2130 精神障がい ○ ×

3
浦安市障がい者福祉セン
ター

東野1-8-2 350-8765 350-8775
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ×

4 浦安市こども発達センター
東野1-17-1
浦安市総合福祉センター内 355-1124 355-3140

身体障がい
知的障がい

○ ×

5
エメラルドサポート障がい
者（児）相談支援センター

入船4-12-10-101 351-4155 351-4146
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○ ◎

6
こころとことばの教室こっ
こ

入船4-10-24
１階

711-1871 711-1872
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ×

7 相談支援センタータオ 今川1-12-22 720-0069 720-2075
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○ ×

8 相談支援事業所ふあり 今川1-14-52 304-8808 304-8821
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○ ×

9 リボン相談支援センター浦安 北栄３－１７－３ 711-3151 711-3158
身体障がい
知的障がい
精神障がい

○ ○ ◎

※１ 総合支援法（居宅介護、短期入所等、就労移行支援、就労継続支援等）を申し込む場合は、総合支援の事業所に計画案をご依頼ください。
※２ 児童通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を申し込む場合は、児童通所支援の事業所に計画案をご依頼ください。

総合支援および児童通所支援両方申し込む場合は、児童通所支援の事業所に計画案をご依頼ください。
※３ 新規受入れ可能数 ◎１0名以上可能 ○１0～６名 △5名以下 ×受け入れ不可



議題１資料（５）

サービス等利用計画（計画相談）の実態調査（アンケート）結果

発送数 ３５事業所

回収数 １６事業所

回収率 ４５．７％

下記の内容についてご記入いただくとともに、ご意見等がある場合は自由にご記入ください。

１ 事業所の相談支援専門員の状況について

（１） 県の相談支援従事者養成研修を受講済みの人は何人いますか。 ３４人

（２） 現在、相談支援専門員の資格のある人は何人いますか？ ３４人

（３） 今年度、相談支援従事者養成研修を受ける予定の人は何人いますか。

（予定で結構です。） ２０人

２ 計画相談の進捗状況について （平成２６年６月３０日現在）

（１） 事業所の計画相談の契約件数は何件ですか？ ２８４件

（２） 〃 予約件数は何件ですか？ ５８件

（３） 〃 当分の間（１～２ケ月）の受け入れ可能件数は何件ですか？ ４９件

３ 浦安市計画相談支援等推進事業補助金について

（１） 浦安市計画相談支援等推進事業補助金についてご存じですか？

知っている １３件

知らない ３件

（２） （１）で知っているに○をつけた事業所

補助金を活用したいですか？

したい ５件

必要ない・できない ６件

未回答 ２件

（３） （１）で知らないに○をつけた事業所

今後、この補助金事業について詳しく知りたいですか？

知りたい ２件

特に必要はない １件

４ その他、課題や問題など、自由に意見等をご記入ください。

以上、ご協力ありがとうございました。



（参考）アンケート原本

サービス等利用計画（計画相談）の実態調査（アンケート）

送付先：浦安市役所障がい事業課事業係 担当：清水、柳澤

ＦＡＸ 047-３５５-１２９４ Mail shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

事業所名称

事業所連絡先（電話番号）

記入担当者名

下記の内容についてご記入いただくとともに、ご意見等がある場合は自由にご記入ください。

１ 事業所の相談支援専門員の状況について

（１） 県の相談支援従事者養成研修を受講済みの人は何人いますか。 人

（２） 現在、相談支援専門員の資格のある人は何人いますか？ 人

（３） 今年度、相談支援従事者養成研修を受ける予定の人は何人いますか。 （予定で

結構です。） 人

２ 計画相談の進捗状況について （平成２６年６月３０日現在）

（１） 事業所の計画相談の契約件数は何件ですか？ 件

（２） 〃 予約件数は何件ですか？ 件

（３） 〃 当分の間（１～２ケ月）の受け入れ

可能件数は何件ですか？ 件

３ 浦安市計画相談支援等推進事業補助金について

（４） 浦安市計画相談支援等推進事業補助金についてご存じですか？

知っている 知らない

（５） （１）で知っているに○をつけた事業所

補助金を活用したいですか？

したい

必要ない・できない（理由： ）

（６） （１）で知らないに○をつけた事業所

今後、この補助金事業について詳しく知りたいですか？

知りたい 特に必要はない

４ その他、課題や問題など、自由に意見等をご記入ください。

以上、ご協力ありがとうございました。



１

議題３資料 平成２７年度～２９年度障がい者福祉計画（たたき台・抜粋）

○第１編「障がい者計画」抜粋

２．福祉・生活支援の充実

（１）相談支援体制の充実

【現状と課題】

アンケート調査では、相談者が「いる」という回答が約８割と、多数を占めていますが、相

談相手は「家族」という回答が 7５.２％と、多くの方は何か問題があったときには家族と相談

して対応している状況が伺えます。

しかし、悩みの内容は「健康・治療のこと」が 5６.３％で半数以上、「経済や生活費のこ

と」（２９.6％）、「仕事や就職のこと」（17.3％）となっており、専門機関や行政機関に相談

した方が問題解決の糸口が見つかる可能性が高い部分もあるのではないかと考えられます。

今後も、障がいのある人とその家族、支援者等の多様な対象に対応した相談の充実と、相談

員の専門性の向上を図り、障がいのある人が必要とする相談体制を整備します。

また、平成２７年度４月より、障害福祉サービス等の支給決定に先立ってサービス等利用計

画を作成が必要となりました。ニーズに合った適切なサービス等利用計画の作成と見直しの推

進が求められています。

【基本的方向と取り組み】

①相談体制の充実

ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神保健福祉士等）による市職員の相談機能を一層充

実していきます。また、窓口・電話相談のほか、必要に応じて訪問相談を充実します。

相談員の研修機会の充実と参加促進を図り、自らが個別一貫対応の相談の重要性を認識し

ながら、業務を遂行できるよう体制の充実を図ります。

「民生委員・児童委員」、「身体障がい者相談員」、「知的障がい者相談員」、「障害のある人

ない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく地域相談員」及び「基幹相談支援セン

ター」、「相談支援事業所」、「障がい者虐待防止センター」、「社会福祉協議会」などさまざま

な相談機関の存在や相談・支援活動について周知を図り、障がいのある人やその家族の利用

を促進します。

②専門的な相談体制の充実と連携の促進

専門性が求められる多様な相談内容や緊急な相談にも応じられるよう、保健・医療、福祉、

療育、教育、就業等、専門分野の連携を図ります。

的確な相談と援助・サービスへのつなぎ機能が円滑におこなわれるよう、連絡会議・ケー

ス会議等を通じて関係機関の連携強化を図ります。

相談支援事業者への側面的支援をおこない、「基幹相談支援センター」を中心に連携強化

に努めます。



２

障がい福祉課を中心に、精神障がいのある人に対する医療受診、社会復帰、日常生活等に

ついての相談を促進します。また、必要に応じて市川健康福祉センター等と連携を図ります。

また、市川健康福祉センターの「精神保健福祉相談」を積極的に活用します。

自立支援協議会を中心に障がいのある人の地域生活支援及び社会資源開発に必要な関係機

関の連携を推進します。

③サービス等利用計画作成の推進

障がいのある方等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、サービス等利

用計画作成と見直しの推進に努めます。

サービス等利用計画の作成と定期的な見直しを推進するため、制度やサービス等利用計画を

作成する事業所の周知に努めます。

適切な計画の作成と見直しを図るため、自立支援協議会等で、サービス等利用計画の検証を

すすめていきます。

【主な事業】

事業名 基幹相談支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容

地域の中核的な相談支援機関として、研修会や事例検討会などを開催。

障がいのある方が地域で生活するための、様々な制度やサービスの利用、申請の

援助などを２４時間３６５日体制で実施。

事業名 計画相談支援推進事業補助金

担当課 障がい事業課

内容

計画相談支援及び障がい児相談支援の円滑な実施を促進するため、計画相談支援

等を実施する事業所に対し、サービス等利用計画作成等を担う相談支援専門員に

要する経費の一部を補助。

事業名 身体障がい者相談員・知的障がい者相談員

担当課 障がい事業課

内容
障がいのある方やそのご家族を地域の相談員を委託し、身近な相談窓口として、

ピアカウンセリングを推進。
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事業名 自立支援協議会

担当課 障がい事業課

内容
「障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり」を進めるため、地域の実態や課

題等の情報を集約し、共有して課題解決に向けて協働する。

【担当】

障がい事業課・障がい福祉課

【関連施策・計画】

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画

＊事務局注 現在次期計画策定中

＊事務局注

現計画に掲載している「虐待の早期・発見防止」、「コミュニケーション手段の充実」は、

他の施策（権利擁護関係、情報提供関係）に掲載する形で、次期計画に引き継ぎます。
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○２編「障がい福祉計画」抜粋

２．サービスの内容と対象者

（４）相談支援

サービス名 内容 主な利用対象者像

計画相談支援

支給決定または支給決定の変更前
に、サービス等利用計画案を作成し
ます。また、支給決定または変更
後、サービス事業者等との連絡調整
やサービス等利用計画を作成しま
す。

障がい福祉サービスまたは地域相談支援
を利用するすべての障がい者

障害児相談支援
障害児通所支援の支給決定または支
給決定の変更前に、障害児利用計画
の作成を行います。

障害児通所支援を利用するすべての障が
い児

地域相談支援

（地域移行支援）

訪問指導や住居の確保等地域におけ

る生活に移行するための活動に関す

る相談、また、地域移行のための障

害福祉サービス事業所への同行支援

等を行います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入
所・入院する障がい者、児童福祉施設に
入所する18 歳以上の障がい者等

地域相談支援

（地域定着支援）

常時の連絡体制を確保し、障がいの

特性に起因して生じた緊急の事態等

に相談や緊急訪問、緊急対応等を行

います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入

所・入院する障がい者、児童福祉施設に

入所する１８歳以上の障がい者等で当該

施設・病院を退所・退院した人
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（６）地域生活支援事業 ＊抜粋

地域生活支援事業は、日常生活と社会生活をサポートするサービスを地域の障がいのある人

のニーズに合わせて柔軟に提供することを目的とした事業で、障害者総合支援法で市町村の

「必須事業」と定められた事業と、市町村の判断により実施する「任意事業」があります。

サービス名 内容

必
須
事
業

理解促進研修・啓発事業
障がいのある人等に対する理解を深めるため、イベントや講演会
等の啓発事業や広報事業を行います。

自発的活動支援事業
障がいのある人やその家族、地域住民等による自発的な取り組み
を支援します。

相談支援事業

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の
提供及び助言を行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を実施
します。また、困難ケースへの対応、サービス調整会議等におけ
るスーパーバイズ及び相談支援事業者等への指導、助言など高い
専門性を要する業務も担っています。

成年後見制度利用支援事業

後見人により財産管理や契約行為の援助を行うことで、判断力の
不十分な人を保護するための成年後見制度を利用する際に、親族
がいない等の理由がある場合には、市長による申し立てを実施す
るとともに、低所得の方に対して、申し立てに要する経費や後見
人等の報酬の全部または一部を助成します。

成年後見制度法人後見支援事業
法人後見実施のための研修や法人後見の適正な活動のための支援
を行います。

意思疎通支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障がいのため、意思疎通を
図ることが困難な人とその他の人の意思疎通を仲介するために、
手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付事業
重度障がいのある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の
給付又は貸与を行います。

手話奉仕員養成研修事業
手話奉仕員、要約筆記奉仕員等を養成するための研修を実施しま
す。

移動支援事業
屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支
援を行います。

地域活動支援センター
障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会と
の交流の促進等の便宜を図ります。
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４．相談支援の取り組み

【現状と課題】

身近な地域の中で気軽に安心して相談が受けられるよう、相談支援事業者及びサービス等利用

計画についての周知を図りました。

平成２７年度４月より、障害福祉サービス等の支給決定に先立ってサービス等利用計画を作成

することとなっていることから、平成２６年度より市独自の補助金を創設し、サービス等利用計

画の促進に努めました。

【利用実績】
（年間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①計画相談支援 実人数
見込 150 300 450

実績 38 215 600

②地域移行支援 実人数
見込 ３ ３ ３

実績 0 3 3

③地域定着支援 実人数
見込 2 2 2

実績 0 0 0

【今後の取り組み】

障がいのある方等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、サービス等利用

計画作成の推進に努めます。サービス等利用計画の作成を担う事業者に対して補助金の交付によ

る側面的支援を継続するとともに、指定事業への参入を勧奨します。

適切な計画の作成と見直しを推進するために、適宜、自立支援協議会等で計画の検証にあたり

ます。

また、あわせて一般相談も推進し、適切な福祉サービスの利用等に繋げていきます。

【見込み量】
（年間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①計画相談支援 実人数 650 700 750

②地域移行支援 実人数 5 6 7

③地域定着支援 実人数 ２ 2 ２
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５．障がい児支援の取り組み

【現状と課題】

児童発達支援は、早期療育の観点から手帳を持っていない未就学児も健康増進課やこども発

達センターの意見書により利用の対象としています。そのため、見込みを大きく上回るととも

に、年度毎に利用実績が伸びています。

また、放課後等デイサービスは、日中一時支援事業からの利用者が移行したため、利用実績

が伸びています。

平成 26 年 10 月より「こども発達センター」が「児童発達支援センター」に移行し、地域

の中核となって障がい児支援に取り組んでいます。

また、同じく平成 26 年 10 月から実施した青少年サポート事業にて、発達障がい児への支

援の充実を図りました。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①児童発達支援

人日
見込 358 358 358

実績 641 896 909

実人数
見込 55 55 55

実績 110 153 142

②医療型

児童発達支援

人日
見込 4 4 4

実績 3 4 0

実人数
見込 1 1 1

実績 1 1 0

③放課後等

デイサービス

人日
見込 260 520 780

実績 537 794 777

実人数
見込 40 80 120

実績 72 121 131

④保育所等

訪問支援

回数
見込 3 5 8

実績 3 5 3

実人数
見込 5 10 15

実績 3 ４ ３

⑤障害児相談支援
実人数

（年間）

見込 50 100 150

実績 27 75 280
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【今後の取り組み】

「子ども・子育て支援事業計画」と連携を図りながら、地域の中核である「児童発達支援セ

ンター」を中心として、早期療育と障がい児支援体制の整備・拡充を図ります。

また、医療的ケアが必要な障がい児に対する支援の基盤整備の強化を図るとともに、福祉、

医療、教育等の関係機関において、総合的な支援体制の構築に努めます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①児童発達支援
人日 1,202 1,320 1,450

実人数 185 203 223

②医療型児童発達支援
人日 4 4 4

実人数 1 1 1

③放課後等デイサービス
人日 850 938 1,034

実人数 125 138 152

④保育所等訪問支援
回数 8 8 8

実人数 15 15 15

⑤障害児相談支援 実人数（年間） 300 320 340
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６．地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

【現状と課題】

移動支援事業は、サービス提供事業者の増加やサービスの周知により実績が見込みを大きく

上回るとともに、年度毎に利用実績が伸びています。

法改正（障害者総合支援法）により、必須事業に「理解促進研修・啓発事業」、「自発的活動

支援事業」、「成年後見制度法人後見支援事業」、「手話奉仕員養成研修事業」が加わりました。

「コミュニケーション支援事業」は「意思疎通支援事業」に名称が変更となり、支援の内容が

幅広く解釈できるようになっています。

また、「基幹相談支援センター」を前期計画の目標どおり平成２５年度に設置しました。設

置にあたり、地域の障がい福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす自立支援協議

会において、機能等を協議しました。設置後も引き続き自立支援協議会で機能及び実績の検証

をおこないます。

【利用実績】

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 － 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 － 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所
見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

基幹相談支援センタ

ー
設置の有無 － 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数
見込 ５ ５ ５

実績 １ １ １

⑤成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 － 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業

利用件数

／月

見込 30 33 35

実績 30 25 30

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月

見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

入院時コミュニケー

ション支援事業
実人数

見込 ４ ４ ５

実績 4 １ ２
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区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／月
見込 18 19 21

実績 7 １９ 21

自立生活支援用具 件数／月
見込 52 54 55

実績 25 29 30

在宅療養等支援用具 件数／月
見込 18 19 20

実績 14 30 20

情報・意志疎通支援

用具
件数／月

見込 48 50 53

実績 34 29 33

排泄管理支援用具 件数／月
見込 1,442 1,498 1,557

実績 1,359 1,531 1,557

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費）
件数／月

見込 5 6 6

実績 3 ７ 6

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習

修了・登録

実人数

見込 6 7 8

実績 6 6 8

⑨移動支援事業

実人数

／月

見込 215 230 245

実績 278 323 375

年間利用

時間

見込 26,433 29,077 31,984

実績 27,478 31,333 35,720

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支

援センター利用者

箇所

見込 4 4 4

実績 4 ３ ３

実人数

／日

見込 65 65 65

実績 50 43 45

浦安市外の地域活動

支援センター利用者

箇所

見込 ３ ３ ３

実績 ３ ３ ３

実人数

／日

見込 ３ ３ ３

実績 3 3 3
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【今後の取り組み】

障がいのある方が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、引き続き、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な支援を行っていきます。

障がいのある人等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず相互に人格と個性

を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、啓発・広報・意思疎通事業にも

力を入れてまいります。

また、自立支援協議会で引き続き「基幹相談支援センター」の機能の検証を行い、相談支援

体制の充実と地域の連携に努めます。

【見込み量】

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所 ２ ２ ２

基幹相談支援センター 設置の有無 設置 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数 ５ ７ ９

⑤成年後見法人後見支援制度利用支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

実利用件数

／月
30 30 30

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月
１ １ １

入院時コミュニケーショ

ン支援事業
実人数 ２ ２ ２

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／月 21 21 22

自立生活支援用具 件数／月 30 31 31

在宅療養等支援用具 件数／月 20 20 21

情報・意志疎通支援用具 件数／月 33 34 34

排泄管理支援用具 件数／月 1,573 1,588 1,604

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
件数／月 6 6 6

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習修了・

登録実人数
9 10 11
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区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑨移動支援事業

実人数 450 540 648

年間利用

時間
42,750 51,300 61,560

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支援

センター利用者

箇所 ３ ３ ３

実人数／日 45 45 45

浦安市外の地域活動支

援センター利用者

箇所 3 3 3

実人数／日 3 3 3



議題３資料 障がい者計画 施策推進の基本方向（案）

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充

リハビリテーション事業の充実

保健・医療サービスの充実

障がいの早期発見・早期対応等の促進

移動・交通手段の整備

防災・防犯体制の充実

歩行空間・建築物の整備

ボランティア活動等の支援

交流の推進

市民に対する啓発の推進

生活安定への支援

日中活動の充実

住まいの場の充実

情報提供体制の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

権利擁護施策の充実

ライフステージを通じた支援の推進

就学後療育・教育の充実

就学・進学相談の充実

就学前療育・教育の充実

３．保健・医療の充実

４．こどもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

施策の方向性 基本施策 施策の展開

広報紙等による理解の促進、公共的機関等への理解の要請、福祉講座等の開催及び講師の派遣、福祉教育の充実

ボランティアに関する情報の提供、地域ぐるみ福祉ネットワークの整備、ボランティア活動への側面的支援 ボランティア活動の推進

学校での交流教育の推進、地域との交流の推進、文化活動等に参加しやすい環境の整備、障がいのある人との交流促進

相談体制の充実、専門的な相談体制の充実と連携の推進、サービス利用計画作成の推進

サービスに関する情報の充実と周知の徹底、情報提供・コミュニケーション手段の充実

障害者福祉サービスの適正な運営、ホームヘルプサービス事業の充実、補装具・日常生活用具の給付等の充実 など

障がい者福祉センター及び通所施設の充実、サービス情報の提供、活動拠点の充実 など

住宅関係制度の充実、住宅セーフティネットの整備、グループホーム等の開設支援等、既存住宅の改善の促進 など

年金・手当・助成制度の周知の徹底と利用の促進、年金・手当・助成制度の充実

障がいの早期発見体制の充実、療育等障がいの早期対応の促進、連携体制の強化

ソーシャルサポートセンターの充実、生活訓練事業等の充実

在宅保健サービスの充実、在宅医療サービスの充実、保健・医療・福祉の連携体制の構築、医療的ケア実施事業者の拡充 など

地域療育事業の充実

特別支援教育の充実、教職員の資質・力量の向上、通級指導教室の充実、福祉用具教材の充実、学校設備・備品の改良 など

就学相談体制の充実、進路選択の充実

連携体制の強化、サポートファイル活用の推進、発達障がい児支援体制の整備

市及び関連機関での雇用の促進、障がい者就労相談事業の充実、奨励金制度利用の促進、民間事業所への啓発活動の強化

福祉的就労・作業訓練等の場の充実、各種職業訓練所の紹介、「職親委託制度」の充実、就労支援体制の充実

「足もとからの都市づくり」の推進、幹線道路等の整備、道路環境・交通安全施設の整備、交通拠点の整備 など

福祉的バス等の充実、視覚障がいのある人向け移動サービスの充実、公共的交通機関の福祉的対応の促進 など

「自主防災組織」の拡充、避難・誘導体制の整備、緊急通報電話等の充実、防災機器の充実等

権利擁護の推進、成年後見制度の利用の促進、虐待の防止

余暇活動に対する支援の充実、デイ・サービスにおけるレクリエーション活動等の充実、文化活動の充実

障がい者団体等の育成・支援、意見交換等の場の設置



（参考） 平成２４年度～２６年度障がい者福祉計画（抜粋）

○第１編「障がい者計画」抜粋

２．福祉・生活支援の充実

（１）相談支援体制の充実

【現状と課題】

アンケート調査結果をみると、相談者が「いる」という回答が約８割と、多数を占めていま

すが、相談相手は「家族」という回答が 74.4％と３／４近くを占め、多くの障がい者は何か

問題があったときには家族と相談して対応している状況が伺えます。

しかし、現在の悩みとしては「健康・治療のこと」が 57.9％で最も多く、ついで「経済や

生活費のこと」（31.6％）となっており、家族と問題を抱え込むよりは専門機関や行政機関に

相談した方が問題解決の糸口が見つかる可能性が高い部分もあるのではないかと思われます。

今後も、障がい者の家族を含めた多様な対象に特化した相談の充実と相談員の専門性の向上、

適切な人材の確保などを図り、障がい者が必要とする相談体制を整備します。

施策・事業 内容 担当課

①相談体制の
充実

○ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神保健福祉士等）による

「総合相談窓口」の機能を一層充実していくとともに、職員の適

正配置及び各種専門的相談や手続きについては、関連部局との連

携を図ります。

障がい福祉課

○窓口・電話相談のほか必要に応じて訪問相談を充実します。 障がい福祉課

○職員の研修機会の充実と参加促進を図り、自らが個別一貫対応の

相談（ケアマネジメント）の重要性を認識しながら、業務を遂行

できるよう体制の充実を図ります。

障がい福祉課

○民生（児童）委員や身体障害者相談員、知的障害者相談員及び委

託相談支援事業者の存在や相談・支援活動について広く周知を図

り、障がいのある人やその家族の利用を促進します。

障がい福祉課

○日常生活等における一般的な相談に加え、障がいのある人の利便

性を考慮し、専門的な相談、緊急及び多様な相談にも応じられる

よう、委託相談支援事業者と連携を図りながら、体制強化に努め

ます。

障がい福祉課



施策・事業 内容 担当課

②専門的な相談
体制の充実

○専門性が求められる多様な相談内容に応じられるよう、保健・医

療、福祉、療育、教育、就業等、専門分野の連携を図り、相談体

制を充実します。

障がい福祉課

○連絡会議・ケース会議等を通じて関係各課の連携強化を図り、的

確な相談と援助・サービスへのつなぎ機能の充実を図ります。ま

た、必要に応じて外部の専門家や専門機関との連携に努めます。

障がい福祉課

○精神障がいのある人に対する医療受診、社会復帰、日常生活等に

ついての相談を、障がい福祉課を中心に、必要に応じて市川健康

福祉センター等と連携を図り、また、「精神保健福祉相談」を積

極的に活用します。

障がい福祉課

○障がいのある人自身が障がい者の立場で応じる相談（ピアカウン

セリング）を行う事業者等に対する側面的支援と連携を実施しま

す。

障がい福祉課

○相談支援事業者等を中心に、相談を行う事業者等への側面的支援

と連携強化に努めます。
障がい福祉課

③虐待の早期
発見・防止

○平成24 年10 月に、障がい福祉課内に「障がい者虐待防止セン

ター」を設置し、障がいのある人への虐待の防止、養護者への支

援に努めます。また、関係機関とのネットワークを構築し、虐待

の防止等に向けた体制を整備します。

障がい福祉課

④コミュニケー
ション手段の
充実

○視覚障がいのある人のコミュニケーション手段としての点字、Ｓ

Ｐコード、音声訳、パソコンを活用した情報提供等の充実を図り

ます。

障がい福祉課

○聴覚障がいのある人とのコミュニケーションづくりのために、市

役所への手話通訳者の配置及び派遣するとともに、市役所閉庁時

には、電話代行等を行う「U コミサポート」を継続します。

障がい福祉課

○ＦＡＸ、筆談器、ＯＨＣ等の聴覚障がいのある人向けコミュニケ

ーション機器の導入を促進します。
障がい福祉課

○障がいのある人を対象としたIT 講習会への支援を行います。 障がい福祉課

⑤地域自立支援
協議会の推進

○障がいのある人の地域生活支援及び社会資源開発に必要な関係機

関の連携を強化するため、地域自立支援協議会を設置し、委託相

談支援事業者と連携して地域のネットワークづくりを推進しま

す。

障がい福祉課

○地域自立支援協議会では、「障がいのある人が普通に暮らせる地

域づくり」を進めるため、地域の実態や課題等の情報を集約し、

共有して課題解決に向けて協働する体制を構築していきます。

障がい福祉課
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