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平成２６年度第３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１２月１７日（水）１４：００～１６：００

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、谷岡智枝委員、肥田淳委員

佐々木健悟委員、田中知華委員、鎌田和枝委員、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２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 計画相談見込み（１）、（２）

議題３資料 障がい者福祉計画素案抜粋

６．議事

事務局：それではただ今より、平成 26 年度第３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。

委員の皆様には年末のお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。本日は、浦安市医師会

の高木委員、ダイムケアの小川委員、NPO 法人タオの横山委員、就労支援センターの西田委員、中核地域

生活支援センターがじゅまるの朝比奈委員より、欠席のご連絡をいただいております。

この場で、協議会と各部会の共通事項であります、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。

本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。本日も議題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て議事録には掲載いたしません。

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。急に、なんか寒くなりまして、そんな中ご参集いただきまして、ありがとうございま

す。では、議事を進めさせてまいりたいと思います。今日は議題として、４つの議題が出ています。まず、

１番目の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のほうからご説明いただきたいと思

います。

その前に一つ、先ほど、事務局のほうからもお話ありましたけれども、発言されるときには挙手をされ
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て、お名前をおっしゃっていただければと思います。よろしくお願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。議題１につきましては、私のほうからまとめてご説明をさせていただき

ます。見ていただく資料は、計画相談見込み（１）、それから今日配布させていただきました（２）、こち

らの２枚をご覧になってください。今まで計画相談の見込み、何回かこの部会でお示ししてきましたが、

11 月 10 日の自立支援協議会の中で、もう少し細かい、毎月毎月今後どうなっていくのかといったことが

わかるような資料をということで求められまして、11 月 10 日の会議ですでに示してご説明をした資料に

なります。

こちらは平成 26 年 10 月末の現在で、福祉サービスは、更新の方が毎月毎月いらっしゃいますので、そ

の毎月の更新者にあわせて、更新時にサービス等利用計画があるというのが国の法律ですので、その更新

月の更新者に対して、何人計画があるのかというものを月ごとにまとめた表です。

まず（１）ですが、こちらは、法律で示している通り、平成 26 年度で計画、サービスを使ってる方が

100%、計画作成の達成できるという、それを想定した場合の数値になっています。上の表の、障害福祉で

すけれども、これは、18 歳以上の障害福祉サービスと、児童の方では、障害福祉サービスの中に入ってい

ます居宅介護サービスを使っている方の人数になります。更新者の数の合計が、607 人になっていまして、

10 月末現在で障害福祉サービスを使っている方が、607 人いらっしゃいました。そのうち、サービス等利

用計画のある方が 306 人です。また、介護保険サービスのほうで 65 歳を過ぎていて、つくっている方が

58 人。それから児童の方で、すでにつくられている方が 60 人。それから、セルフプランをつくっている

方が６人。それを引きまして、計画のない方が 177 人、10 月末現在いらっしゃいました。

右の表なんですけれども、これを逆に相談支援事業所ごとに、どんな感じでつくられているかというも

のを示してますが、10 月末現在の作成済み 306 人の方と、セルフプランの方６人あわせまして 312 人につ

いて、市内の今、指定を取っていただいてる計画相談支援事業所と、セルフプランのほうでつくっている

と。それで、今後 11 月から３月までに、あと 177 人つくる必要がありますので、新規の計画相談支援事業

所が、実際、12 月に、２か所、浦安市の補助のほうの想定ということで、今増えていますので、それらの

相談支援事業所につくる分、あと、10 月末までに指定を受けた相談支援事業所で 20 人分ぐらいつくって

いただけた場合に、セルフプランを 117 人つくらないと、100%の 177 人にはならないのではないかとい

う想定です。

それで、その下の段が児童の福祉サービスですが合計で 292 人、福祉サービスを使っている児童がいら

っしゃいまして、計画のある方が 127 人、セルフプランの方が４人、計画のない方が 161 人です。これを

年度末までに 100%つくるには、11 月から３月のところですけれども、現在の指定を取っている計画相談

支援事業所のほうで 20 人分ぐらい。それから、新規に指定を取られたところで 40 人分くらいつくってい

ただいたとして、セルフプランが 101 人ないと 100%にならないのではないかという想定の見込みになっ

ております。

次に、（２）のほうですけれども、サービス等利用計画は、障害福祉サービス、児童福祉サービスの更新

のときにケアプランが必要というものですので、３月までに 100%なくても、次の更新のときまでに計画が

あればいいというところを考えて、想定した場合の数値になっています。

これは、右の列のほうを見ていただきたいんですけれども、障害福祉サービスについては、10 月末まで

に 312 人が計画があると。残りについてですけれども、11 月から３月までに、現在の指定を取っていると

ころで 20 人分、新しいところで 40 人分、それからセルフプランで 35 人分、合計 95 人分つくられると、

更新の方には、計画がある形。それで、残りの方は 27 年の更新の際に、ケアプランをつくっていればいい
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ということで、82 人分は 27 年に、計画をつくる場合はこのような緩やかな形で進めていけばいいのでは

ないかという想定です。

また、児童につきましては、右列の下の段ですけれども、11 月から３月までに、現在の指定を取ってい

る相談支援事業所で 20 人分、新たなところで 40 人分、セルフプランを 48 人分、合計 108 人、平成 26 年

度中、更新の方に必要な分だけつくって、27 年に更新される方 53 人分は、27 年に計画をつくるという形

で、少し緩やかな形で想定したのが（２）となっています。

この（１）、（２）を踏まえて、これから、年度末までにもう４か月切りましたけれども、サービス等利

用計画作成のほうは障がい福祉課と障がい事業課のほうで進めていきたいと考えております。

また、10 月に近隣 11 市の障害福祉主管課長会議というのがありまして、その際に近隣の計画相談の進

捗状況について確認してきましたので、少しこの場でご説明させていただきます。

11 市の 10 月の平均進捗率は約 50%でした。浦安市は現在も 10 月末のところで見ていただきますと、障

害福祉サービスのほうが 70.8%。児童のほうは少し遅れてまして、45.2%。あわせて 62.4%で、数字的に

は 11 市の中では進んでいるほうでした。

最も高いのが習志野市。こちらは 87.3%の達成率で、直営の施設や指定管理施設を中心に計画をつくっ

ているということと、セルフプランの数が大変多くて、全体の 35.3%がセルフプラン。セルフプランで達

成率を上げているという状況でした。次に高いのが八千代市で 76.6%。八千代市のほうは、委託相談が１

か所だけで、それ以外は民間の相談支援事業所です。委託相談のほうでは全体の６%の部分しかつくって

いなく、残りはすべて民間の相談支援事業所で作成しているということでした。逆に低い自治体もまだま

だ多くて、11 市中の５市が進捗率 30%程度。そのうち２市は 10%台。１割ということで、大変厳しい状況

というところです。

浦安のほうの計画なんですけれども、なんとか、新しい事業所も今、２か所出てきてますので、今日お

示ししました（２）に近い方である場合は、今も、進んでいけるんではないかなというふうに見込んでい

るところです。私のほうの説明は以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。何かご質問なり、ご意見がありましたらお願いいたします。何かないです

か。大丈夫ですか。

私からちょっとよろしいですか。この、平成 27 年の４月から、10 月更新予定という方の部分での想定

で出されてますけれども、今までずっと、平成 26 年３月末までに 100%達成ってずっと言われてきている

中、これというのは国の方針として明記されて、こういう形でもいいということで出されたと解釈してよ

ろしいんですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。11 月に全国主管課長会議というものが国のほうでありまして、その中に、

たとえば平成 26 年度中に 100%達成できなかった場合には、27 年度の更新月に必ず計画をつくるというこ

とで、万が一できない場合には、市の職員が責任持ってサポートするというような条件つきで示されたこ

とではありました。ただそれをどうするかというところも、今検討しているところですので、（１）と（２）

両方、パターンとしては示させていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それも、10 月までに更新予定ということで、そこはまた期限があるんですか。４月から 10 月まで

になってますよね。

橋野委員：はい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ですから、４月からの６か月の間で更新予定の方ということで、この 82 という数字ですよね。27

年度全体ではないですよね。
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橋野委員：国のほうからは半年というような期間はですね、区切ってありませんので、３月まででいいんです

けれども、ただ後半になればなるほど、やっぱり、市町村のほうのサポートも厳しくなってくるだろうと

いうことで、市のほうで想定として半年で区切ってみました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですか。わかりました。ありがとうございます。

何か、この今のご説明いただいたところで、ちょっと複雑なところもあるし、この辺のところがちょっ

と説明聞いただけではわからないだとか、あるいはご意見などありましたらお願いします。

大丈夫ですか。それでは、ないようですので、次の議題に移らせていただきます。

議題の２。第２回相談支援実務者会議について。西田委員、お願いいたします。

西田委員：はい。基幹相談の西田です。今年度第２回目になります、相談支援の実務者会議についてご報告い

たします。10 月３日の 17 時半から 19 時という時間帯で開催し、参加していただいた人数は、合計 22 名

というふうになっています。

議題は５つありまして、まず一つ目の議題は、９月から始まった、新しい相談支援事業所さんがおりま

したので、自己紹介を簡単に、皆さんでもう一度やりました。

それから議題２としましては、障がい事業課さんより、地域定着支援についての説明がありました。そ

れについては事業課さんから、各事業所に連絡が入っていると思います。

この中で、計画相談の進捗状況、これが９月末現在についての資料の配布がありましたけれども、ここ

については先ほど、橋野課長からご説明いただいた最新データがありましたので省略させていただきます。

それから、厚生労働省からの計画相談支援の設置基準が、全国的に見て低迷していることを受けての加

速化についての事務通達に就いてご説明いただきました。一応ここでお伝えすると、27 年３月末日までに

限っては、日中活動を利用している障がい者については、アセスメントの場所を自宅ではなくって、日中

活動系の事業所でも可としますと。まあ、今回に限った対応であることを利用者に伝えておくことが前提

ですっていうご説明がありました。

それから障がい福祉課さんから、事例３つが出されました。

一つ目は、県外の刑務所で暮らす当事者の事例で、援護時が浦安市なんだけども、当事者の計画相談を

立てなきゃいけないけれど、そういうことについてどうですかねっていう話があって、こう離れた場所に

暮らす方たちに対して、行政としてどのような支援を行うのか、そのあり方とか枠組みについて検討すべ

きですよねっていうような意見が出されていました。

事例２つ目は、障がい児の施設で暮らす 18 歳を超えた人たちへの支援について。やはり 18 歳を超えた

入所者が多くいらっしゃるわけで、その入所を希望する障がい児を受け入れることが、まあ、できないわ

けですね。年齢が超過してる人たちの出先がないので、新しい人を受けていけないっていう問題が国にも

あるらしく。現在当事者の方は施設で暮らしているけれども、ご家族が浦安の相談支援事業所に計画相談

をお願いしたいっていうような意向があると。これは地域移行ではなくて、施設から施設への移行ってい

うふうになるケースなんですけども、こういうのは遠いところに、足を運ばなきゃいけないということも

ありまして、これはこの会議のあとに、基幹相談が計画相談を受けるっていう方向になりました。

それから事例の３つ目は、虐待事件が発生した社会福祉事業団が運営する施設のことだったんですけど

も。そこの入居者の計画相談っていうのは、虐待防止の観点から、施設の運営母体が計画相談事業所に依

頼をするのではなくて、他法人が運営している相談支援事業所に依頼をして客観性を担保することが求め

られているっていう事例でした。

今現在４名の方が事業団の運営する施設で生活をされていますけれども、うち２名が同じ法人で運営す
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る相談事業所が計画相談を担っているそうでした。それで基幹相談では、１人の方の計画相談を担わせて

いただきました。

実際本当に、まさに障がい福祉課さんから説明があった観点で、うちにお母さんが相談支援を依頼して

きたんですね。やはり外部の目を入れて、相談支援事業所が第三者機関としての役割を担うことが必要だ

ということで、私たちもお受けしました。その点については、入所の際の最初の３か月、毎月モニタリン

グをおこなったりとか、施設側と支援についての協議をしていろんな意見交換ができましたし、その後、

生活が少しご本人落ち着いたっていうことがあります。

ただ、片道１時間半っていう、長距離の移動を経ての計画なので、市の委託相談事業所として、私たち

は人件費をいただいていますので対応できますけれども、100%民間の事業所さんが、１日１計画みたいな

１利用だけで担っていくっていうのは本当に大変なんじゃないかなっていうふうに、そういう意見もあり

まして、民間資本は地元で頑張るから、こういう遠いケースとかは、市の公費が入ってる事業所さんに頑

張ってほしいというような意見もありました。

それから第３の議題は、障がい事業課とこども発達支援センターより、オール浦安で支援する媒体ツー

ルとして相談事業所にも活用してほしいということで、「サポートファイルうらやす」についての説明があ

りました。

これについては、以前も相談支援部会でご説明あったかと思うんですけれども、まずホームページから

ダウンロードすることができますよと。また、コピーして成長とともに記録してもらいたいですっていう

ご案内ですとか、きょうだい児などでもサポートファイルを利用したいっていう声があれば、保護者にお

渡ししていますっていうような、私たちにとっても新しい情報をいただくことができました。

それから次、議題４つ目ですけれども、この４つ目は、相談支援専門員の方たちが、それぞれの立場で

感じている困ったこととか、対応策の共有ということで、本当にたくさんの意見をいただきました。

いくつか抜粋しますと、まず相談員の動きを見ていると、サービス担当者会議の調整に四苦八苦してき

ている現状がある。計画をサービス提供事業者と共有するための場ではあるけれども、なかなか調整がつ

かず苦労しているとか、行動援護類型の方へ支援できるヘルパーさんは相変わらず足りず、医療的なケア

を担えるヘルパーさんもいなくて、ヘルパー探しに困っている。

それから計画相談については、その必要性というよりも、サービスの利用のためにやらなきゃいけない

んでしょっていうような保護者が多く、つくってもらうのになかなか難しい。それから相談員さんは、と

にかくもう本当に忙しいっていうことをおっしゃっていました。

あと、相談員の立ち位置ってなんだろう。相談員はどこまで何をやるのだろうかっていうようなご意見

もありまして。たとえばサービス調整も、とにかくサービスは相談員さんに一任してるんだからって言わ

れて、個別支援計画にも署名させたりとか、サービス調整も全部やったりとかっていうふうにしていると、

もう本当に多忙で時間が足りないってご意見もありました。

それから計画相談では、サービス事業所が立てる個別支援計画との連携が必要とされているわけなんで

すけれども、事業所によっては個別支援計画を提示してくれないっていうところもあって困ったっていう

話もありました。それから児童のことでは、子どもは経験したことがないと言われて、なかなかヘルパー

さんが見つからないって現状がありましたっていうことです。それからサービス事業の提供、その事業者

さんたちが、こちらが希望するサービスを提供してくれないっていうときがあって、それについてやはり

困りますっていう。やっぱりサービスを、こう、組み立てていくときに実際の担い手がないところの困り

度っていうのは、意見は多くありました。
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行政の方たちからも意見をいただいたんですね。これは本当にいい意見交換の場になっているんですけ

れども、計画相談におけるインテークとかモニタリングとかサービス担当者会議などでは、やはりケース

ワークの業務が現場ではどれぐらい業務量があるのか知りたい。つまり基本相談というようなところです

ね。それはどれぐらいあるのかなっていうのを知りたいっていうご意見が出ました。

それから市としても、相談支援専門員の補助金制度を確立したんだけれども、12 人定員を考えていたと

ころ、この日現在では５名しか集まっていないっていうことをおっしゃっていました。それから計画相談

を進める上で、相談する場所はどこかということを知っておくことが大切だと思う。今年度に限っては、

計画相談に関しては大森さんが担ってくれていて、ほか地区別でケースワーカーを配置しているから、地

区担当に聞いてもらってもいいし、地区担当表も窓口でお渡しすることができますっていうお知らせがあ

りました。

あと行政の方としては、計画相談の周知がまだまだで、窓口でもわかりやすい説明を心がけているんだ

けれども、利用者さんからは「絶対計画相談ってつけないと駄目なんですか」、支給量が減らされるんじゃ

ないかっていうふうに思っていらっしゃる方がすごく多いので困っていますっていうふうにおっしゃって

いました。

それから、この状況って介護保険制度が始まったときにもこうやって混乱していて、こういう状況によ

く似ていますよと。いろんな困難さがあるんだけれども、制度としてやっていかなければならないし、行

政としては 100%完全実施に向けて仕組みをつくりたいと思っているから一緒に頑張りましょうというよ

うな意見をいただきました。

最後に第５の議題として、坂本サブリーダーより相談支援部会、ここで話し合ったこと

の報告を実務者の皆さんにしていただきました。

以上が報告で。それで、次回ですけれども、１月 16 日のまた同じ 17 時 30 分から、実務者会議３回目

を行う予定です。報告は以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。今、報告と説明ありましたけれども、ここの中でたくさん、いろん

なことが盛り込まれておりましたけれども、何か質問なりご意見などありませんか。どうですか。

では私からちょっと一ついいですか。行政のほうから基本相談の割合というのを各事業所に聞いたとい

うことで、大体どのぐらい受けているのかとか、計画相談以外のことでの、そういう相談についての質問

があったということですけれども、大体どんな感じだったんでしょうね。基幹相談のほうに関しては、自

立支援協議会のほうでも聞いておりますけれども、報告や何かで。そうじゃない事業所で、どの程度そう

いうのが受けているのか。それがまた事務に関しても、いろいろと負担がどのぐらいあるのかということ

も含めまして、なんか簡単でよろしいので。

西田委員：はい。残念ながらその明確なお答えは、民間の方から１個に絞られたわけではないんですよね。ど

っちかっていうと、それは計画だけぴゃっぴゃって立てられるわけじゃなくて、自宅にうかがったり、そ

うすると付随した、これは、そんなにサービスがぺっぺっぺってつくればいいと思ったんだけど、実際話

を聞いてみると裏に問題があるとかっていうことで、割合っていう話には落とせなかったんですね。

ただ、そんなに、基本的な相談がないわけじゃないって、あって当たり前っていうような発想が民間の

方もあったと思います。ただ、この実務者会議、本当に 22 名の方が、それも行政の方たちも、すごくたく

さんの情報を持ってきてくださったり、みんなのいろんな思いを伝えてると、「ここ深めたいよね」とか、

「深めなくていいんですか」っていうようなところも全然深堀りができず、ざっとこういう意見が出まし

たってことで、いつも終わっちゃうので、来年度からは少し時間を１時間半じゃなくて、せめて２時間に
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しようかとか、もうちょっとポイントを絞って議論を深堀りするとこはやろうかとか、そういういろんな

ことは事務局として考えてるんです。

ただ、やっと、みんなの顔が見えてきて、こうやってなんでも言っていいんだとか、あとは新しい事業

所が増えてきているので、ちょっと、今、こんな感じかなと思ってますので、ちょっと正確な、割合がこ

うだっていうことは落とせなかったと思うんですけど。

坂本委員：では、いいですか。ソーシャル坂本です。今、西田さんのおっしゃってた通りで、今年度から入っ

た事業者さんを目当てにとか、あとは、ようやく計画を始めましたなんていう人は、本当に今年、どわっ

と増えたと思うんですよね。なので、うんと、そこで話さないと、なんか共有化図れないようなことって

いうのは、今年は多くて、結果なかなか、まとまりがつかないけども、いろんな意見が出たなっていうの

が、本当にこの実務者会議に参加させてもらって感じてたとこですね。

いろいろ、もうすでに動いてれば、こんなのわかってるよっていうことも、感じてる方もたぶんいたか

なとは思うんですけど、でも、やっぱり、実際動いている中で先ほども、お話あった通りの、この、相談

入って課題が見えてくることだったりとかっていうのは、やっぱり、やってる者同士でしか感じられない

部分だったりっていうのもあって。やっぱりそこじゃないと話せないというか、なんか、話したいけど話

し足らないなみたいなところは多分にありました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：あと、何かほかにご意見ありませんか。

実務者会議において、いろいろお話を深めるには、いろんな、そこが難しい部分の要件はいくつかある

と。時間的な制約もあるし、また、新規のそういう人たちが入ってきての、そこの困り度っていうのもい

ろいろなので、そこで、今は、いろんなことを率直に話し合える場という形での、そこのところでやって

いるところかなという感じでは受け止められたんですけれども。

これから、今年の目標の中には、この相談支援部会がですね、実務者会議との連携ということを一つ、

課題としてっていうか、そこをちょっとあげてはいたんですけれども、なかなか、実務者会議の中で、あ

る程度話が煮詰まって、ここのところをちょっと相談支援部会のほうで検討してほしいとかっていうとこ

ろまでの、まだそこまでが今年度はいかないのかなと思われてはいるんですけれども。これは次につなげ

る課題として、来年以降もぜひ、そこのところの観点は、できるだけ、せっかく自立支援協議会で、相談

支援部会はあるのだから、実務者会議との、その連携というのを双方で、問題点を共有して、情報も共有

して、そこのところで少しずつよくなっていけばいいかなとは思っております。

実務者会議は年に３回ですか。

西田委員：３回です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：これって、各ほかの市町村とか、あるいは介護保険のほうで、今言っていた実務者会議のような形

の部分、それに相当するような会議というのがあるのか。それから、どのぐらいの回数で開かれてる。ど

うでしょうか。鎌田さん。

鎌田委員：ケアマネさんたちの連絡協議会っていうのがあるんですけれども、それが、今、どれぐらいやって

るだろう、週・月１回。

森林委員：１か月に１回ぐらいです。

鎌田委員：１回なんでしたっけ。スキルアップ研修っていうのをケアマネさんたちはやってまして、それが実

務者会議にあたるかどうかっていうのは、ちょっとよくわからないんですけれども、スキルアップ研修を

やっていて、場合によっては、症例検討をしたりっていうことを、包括さんが中心に動いてくださったり

ってことはやっているので、あとは連絡協議会としては、そんなに頻回にやっている環境は、最近はない
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と思うんです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：介護保険のスタートした頃は、やはり何回か。

鎌田委員：スタートした頃は、定期的に集まりって確かにありました。それで、症例検討をやってみたりとか

というのはあったんですけれども。個々にやるか、個々の事業所でやることのほうが、やっぱり多いかな

とは思っていたので、この日、この事例を持ってっていうのは、そんなにたくさんはなかったですね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。基幹相談のほうでは、来年度以降、スキルアップ研修とかというの

も、また別ないろんな形で考えていらっしゃるようですし、そういうのを踏まえて、来年以降も実務者会

議との連携というのを一つの課題として、私たちも考えていければなと思っております。

森林委員：すいません、今、鎌田さんの話を補足させていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。

森林委員：猫実地域包括支援センターの森林です。ケアマネージャーの会議は、浦安市ケアマネージャー連絡

会ということでやっているんですけれども、そちらは任意の会ということで、会員制になっておりまして、

行政のほうで準備した会で、介護保険が始まったときは、一応事務局の支援ということで、その当時、在

宅介護支援センターっていうところがあって、居宅介護支援をやってたんですけれども、そこが事務局支

援ということでスタートをした会になっております。

その当初は今、鎌田さんがおっしゃったように、事例検討をしたりですとか、会員のスキルアップとい

うことをやってきているんですけれども。地域包括支援センターのほうが平成 18 年にできまして、地域包

括ケアシステム構築ということで、包括支援センターに主任介護支援専門員というのが、必ず配置すると

いうことで、このほうで介護保険の改正できあがってるんですね。

そのところで、その主任介護支援専門員の役割というところが、明確に打ち出されてまして、その主任

介護支援専門員が中心となって、地域のケアマネージャーさんたちの後方支援をしたり、スキルアップを

おこなっていくということで、スキルアップ研修会っていうのは、主任介護支援専門員が中心となって企

画をしてやっている会ということで、ケアマネージャー連絡会とはまた別に、勉強会というのもおこなっ

ております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。

西田委員：はい。基幹の西田です。実務者会議については、行政との基幹事業の中の仕様書に一応３回以上っ

ていうふうになっているのですが、実際やってみて、実務者会議が、一番人が集まりましたし、本当に実

務の話ができたかなっていうふうに思っています。

それの要因の一番大きかったのは、やはり障がい福祉課さんと障がい事業課さんが出てきてくれて、か

つ、ワーカーさんたちが、みんな来てくれたり、新しい制度を、伝えてくれたりっていうのは、本当に実

務者にとってすごくいい機会だったんじゃないかなっていうふうに思っています。なので、皆さんのご意

見もいただきながら、回数はそれ以上やる分には構わないよと言われているので、それにあわせてと思っ

ています。

ただ、もう一方でスキルアップのほうは、だんだん、土曜日やっているってこともあるのかもしれませ

んけれども、最初に事業課長からも、相談員さんにもぜひっていうご意見いただいた、周知いただいたん

ですけれども、その中で参加が少なくて、そこら辺の方向性も、相談支援部会には相談員さんが所属する

町の方たちもいらっしゃっているので、ぜひ、その参加について、呼びかけや職員も、出せるような環境

をつくっていただけたらいいなっていうふうに思っています。

それと、連携につき、この相談支援部会との連携については、本当に、この部会の皆さんから、こうい
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うことを話し合っていらっしゃいとか、宿題をいただいて、その実務者として私たちが意見を求めてきて、

ここに出すっていうほうが、割とやりやすいのかなって思っておりましてっていう、その、先ほど申し上

げたような実務者の実務について、やっぱりすごくやりとりが、こう、制度が動いている中なので、情報

を取りたい、自分の困ってる感をみんなと共有したい、ちっちゃいことでも話したいっていうところがあ

りましたので、そういう形にしていただけると、助かります。

ただ実務者会議としても、相談支援部会にあげたいことはないですかとか、そういうものは、たぶんリ

ーダーさん、サブリーダーさんも入ってらっしゃるので、そういう連携は、今後もやっていきたいとは思

っています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。今おっしゃっていた連携のことに関しての、相談支援部会との、

そういう、こういうことを話し合ってほしいという形の、ちょっとこう宿題的なことを出すという。その

ほうがやりやすいということだったので、何かそういうことがあれば、今後、話し合っていきたいと思い

ます。ほかに何かご意見ありますか。

なければ、議題１のところでですね、ちょっと報告が少し一つ、抜けてたところがあるので、補足して

いただきます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。計画を推進していくために、浦安市は、せっかくつくった計画相談支援

の補助事業がありますので、やはりこの活用をより図っていきたいと思っています。もう少しのところで

なんとかできるという見込みはできたんですけれども、やっぱりもう少し、計画相談支援事業所の指定を

お願いしたいと思っていまして。ただ、今年度、計画相談の補助を申請していただいてる事業所さんに、

今の補助要項とか運用がどうなのか、使いやすいものなのか、改善するところはないのかというところで、

先日ヒアリングをさせていただきました。

主としては、来年度もこの予算を確保して、この補助制度は継続していきたいと、市としてはというか、

担当課としては、そのように考えておりますので、ちょっと今日ここで、ヒアリングの結果を少し皆さん

にご紹介させていただいて、またこの場で皆さんからのご意見があれば、改善するところは改善しながら、

来年度に向けて準備を続けていきたいと思いますので。説明のほうは、柳澤のほうからさせていただきま

す。

事務局：はい。障がい事業課の柳澤と申します。私のほうからは、まずは、計画相談推進補助金事業所ヒアリ

ングの結果について、ご説明させていただきます。着座にて失礼いたします。

今、課長のほうからも話がありましたけれども、今年度、市の事業といたしまして、計画相談推進補助

金の事業を４月から実施しておりまして、ちょうど７か月が経過したところで、それぞれ申請していただ

いている事業所さんに対しまして、その進捗状況ですとか、途中経過などにつきまして、いろいろとヒア

リングをおこなったところでございます。

４事業所、申請していただいておりまして、11 月の７日から 17 日の間の中で、開催をいたしました。

いろいろ、おうかがいをしてきまして、まず、計画相談支援推進の補助金関係について、うちのほうで年

間 40 人達成してくださいということで、お願いをしておりまして、その人数について、おうかがいをしま

して、厳しい面もあるが、実際に、その後、待っていただいている方もいるということで、40 人の契約を、

目指して頑張るというようなコメントをいただきました。また、達成ばっかり気にして、質の低下になら

ないように気をつけたいといった、コメントもいただきました。

続きまして、金額が 10 万円ということなんですが、月に 10 万円の金額についておうかがいをしました

ところ、計画相談事業単体では、事業所も成り立たないけれども、この収入だけでは到底やっていけない
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ので、補助金はありがたいといった、お話をいただきました。ただ、プラン数に応じた安定した補助金が

ほしいといった、お話もありました。また、補助金がなくても作成しなければ、実際にはならないわけで、

補助金にはたとえ、頼るつもりがないけれども、非常にありがたいといったお話はありました。

あと、計画に至らなかったケースはありますかということで、途中介護保険に移行した事業所がありま

した。

続きまして、今後の計画相談支援についてということでおうかがいしまして、加速化策等について、お

うかがいしました。まず、プランを書けばよいというものではなく、提出までの過程が非常に大切なんだ

よというようなお話や、家庭訪問が非常に大変であること、また、利用者さんや保護者の方が家庭訪問に

負担が感じる人も多くなってきているといったお話が出ました。あと、緩和措置も出されたんですが、担

当者会議などの調整で、そういった業務に非常に多くの時間を費やされるといったお話もいただきました。

あと、完全実施に向けた考え方についてなんですが、相談支援業務について、市としてももっとアピー

ルを積極的におこなってほしいといったお話ですとか、連携会議の開催や、スーパービジョンなどのフォ

ロー体制を確立してほしいといったお話がありました。

その他ということで、ほかにいろいろ、何かご意見等があればおうかがいしたいですということで聞き

ました。介護保険のように、毎月のモニタリングがあれば、安定した収入があるといったご意見ですとか、

管理ソフトがあれば業務も早くなるということで、ただ、リース代が非常に高額であるということで、そ

のような補助金があれば嬉しいといったご意見をいただきました。また、その一方で、ほかの事業所さん

は、ソフト導入は、やはり来年以降、モニタリングが主となるため、あまり現実的ではないんじゃないか

と。また、あえて、手書きで書いたほうが早いというような、そういったお話もいただきました。あと、

男性の相談員が少ないんだというようなお話ですとか、県の研修が少なくて、もうちょっと県の研修が多

ければいいなといった、そういったお話をうかがいました。

各事業所さん１時間前後ぐらいで、非常に我々にとっても有意義な、本当にいいヒアリングだったのか

なあというように思っております。

簡単ですが、以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。今のご報告に対しての何かご意見とか、ご質問があればお願いいた

します。何かないですか。格別ないということで、次の議題に移らせてもらいます。

議題の３ですね。障がい者福祉計画の策定について。どうぞ、説明のほうをよろしくお願いいたします。

事務局：はい。障がい事業課の柳澤です。私のほうから、議題３、障がい者福祉計画につきまして、ご説明の

ほうをさせていただきます。お手元の資料、議題３、資料（１）をまずお願いいたします。

まず、１ページ、計画の基本的事項の抜粋ということで、計画の基本理念と重点的な取り組みというと

ころで、本市の総合計画では、市民一人ひとりが家庭や地域社会の中で、共に助け合い、支え合いながら、

健康で安心して生きがいを持って暮らせるまち、生き生きと暮らせる、心のかよう健康福祉都市を掲げて

いるところでございます。今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成 28 年４月に施行されます、

障がい者の差別解消法の目標である、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、重点的な取り組みとしまして、５つの

項目を、掲げているところでございます。

まず、一つ目として、自己決定を尊重したサービスの提供。内訳として、日中活動の場の充実、住まい

の場の充実となっております。２つ目に、ライフステージを通じた支援の推進。３つ目に就労の促進、次

のページお願いします。４つ目に、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進。５つ目に、差別の解消と合
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理的配慮の推進となっております。

続きまして３ページ、施策の体系となっております。相談支援部会の主な範囲としまして、２、福祉・

生活支援の充実というところの相談支援の体制の充実となります。４ページでは、現状と課題というとこ

ろになっております。障がいのある方は増加傾向にあり、さまざまな障がいの方への対応が、今、求めら

れているところです。

アンケート結果では、相談者はいますかということで、回答で８割がいるというような内容でした。相

談相手は、家族という回答が 75.2%となっております。また、悩みの内容では、健康や治療のことが 56.3%

と半数以上。経済的なことや生活費のことが 29.6%、仕事や就職のことが 17.3%となっております。また、

相談員の専門性を図り、相談体制の充実が求められているところでございます。

続きまして、取り組みの方向性としまして、まず相談支援体制の充実です。市のケースワーカーの相談

機能の充実を図るとともに、また、民生委員さんや、各相談員さんなどの連携ですとか、利用者の皆さん

に周知促進を図っていきます。続いて、本人の意思の尊重では、ご本人の意志や希望を十分に配慮して対

応していきます。

５ページお願いします。専門的な相談体制の充実と、連携の促進です。相談内容も多様化してきており、

各分野の連携を図っていきます。また、会議などを通じて連携強化を図ってまいります。

続いて、４番、サービス等利用計画作成の質の向上です。さきほど補助金の話もありましたけれども、

相談支援事業者への支援ですとか、事業者の拡大を図ってまいります。また、この部会でもすでに行われ

ていますけれども、サービス等利用計画の評価を進めていって、相談員のスキルアップにも努めていきた

いと思っております。

続きまして、主な事業です。まず、基幹相談支援センター事業です。24 時間 365 日体制で行い、さらな

る体制の向上などを図ってまいります。続いて、計画相談支援推進補助金事業です。来年４月に、計画相

談 100%を目指しまして、事業所に対して、専門員さんに要する経費の一部を補助していきます。

６ページをお願いします。身体障がい者相談員、知的障がい者相談員事業です。障がいのある方や、そ

の家族の方への、よき身近な相談相手としまして、対応していきます。

続きまして、自立支援協議会相談支援部会です。こちらのほうも、今、実際に開催されているところで

すけれども、やはり、先ほどの実務者会議などの連携というところが、話がありましたけれども、やはり

そういった、自立支援協議会が、実務者会議と連携しまして、さらに、それぞれの問題解決を図っていき

たいと思っております。

続きまして、計画基本事項２、サービス内容と対象者からの抜粋です。７ページをお願いします。（４）、

相談支援となっております。計画相談、障がい児相談支援、地域移行支援、地域定着支援からなります。

３章、障害福祉サービスの推進、抜粋です。相談支援のほうで、取り組みとしまして、それぞれ、利用

実績、見込み料を掲載しております。まず、計画相談支援の実績が 600、地域移行支援の実績が３、地域

定着支援が２となっております。見込み料としましては、それぞれの数字となっております。

続きまして９ページです。障がい児支援の取り組みとしまして、まずは現状と課題です。今年 10 月より、

こども発達センターが、児童発達支援センターの指定を受けたことで、中核的な療育支援の施設として、

地域全体の療育支援の評価、拡充をしていきます。それぞれ利用実績、また、10 ページには、今後の取り

組みと見込み料を掲載しております。

続きまして 11 ページ、地域生活支援事業の取り組みです。まず現状と課題、利用実績が掲載してござい

ます。また、その後 13 ページ、14 ページにおきまして、今後の取り組みなどが掲載されております。こ
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れらにつきましては、前回の部会におきまして、それぞれ確認をしていただいているところでございます

ので、数字につきましては割愛させていただきたいと思います。

続きまして資料の２。議題３資料の２。前回の相談支援部会におきまして、ご意見をいただいたものを

まとめてみました。相談支援の充実、相談支援の取り組み、地域生活支援事業の取り組み、地域支援事業

の課題、取り組み、また、その他としまして、５番を掲載しておりまして、それぞれ掲載しているところ

でございます。

以上で終わらせていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。質問やご意見などあればお願いいたします。

今、一応あれですよね。こういう部会からの今現在の、この素案の抜粋というのを、今日ここで、皆さ

んでまた意見が出されたらば、これに対しての意見が出されたということで、それをまた計画のほうに反

映させるということなんですけれども。スケジュールとしては、一応、それの分が大体、最終案としてで

きあがるのがいつという形で説明されていましたでしょうかね。

事務局：では、事務局清水より、策定のスケジュールについてお話しさせていただきます。今回この部会での

意見を受けまして、１月１日から、パブリックコメントを実施いたします。１月１日から 26 日のスケジュ

ールで、一般市民の方のご意見をいただきまして、結果等の報告を、次は２月の 13 日に予定しております。

第５回福祉計画策定委員会に提出し、そこで委員の方のご意見をうかがいながら、修正や追記などをおこ

なってまいります。

また、最終的には、３月の上旬ぐらいに予定しております、福祉計画策定、第６回福祉計画策定委員会

で決定をしたいと思うんですが、その間にも、こちら相談支援部会さんを始め、各部会がまだ入っており

ますので、こちらの部会でも意見を頂戴し、最終的に３月の上旬で決定していきたいと考えております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。わかりました、ありがとうございます。もし、今日ここでご意見がなくてもですね、これを

ご自宅に帰られてからゆっくりご覧になった上で、やはりここはというようなことがあれば、次回の、相

談支援部会まで待たなくても、事業課のほうに何かファックスなりメールなり、口頭でも電話でもなんで

もよろしいですので、その都度おっしゃっていただいても結構かなと思います。次回の相談支援部会が２

月の 17 日ですので、さっきおっしゃってた２月 13 日というのには、ちょっと間に合わないところもある

ので、そのような形で、もしここでご意見がなくても、後ほど、そういう形で出されても結構です。と言

いながら、ここでご意見ございませんか。

ないようでしたら、それでは、次の議題４に移らせてもらいます。



平成２６年１２月１７日（水）

１４：００～１６：００

文化会館中会議室

平成２６年度浦安市自立支援協議会第３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２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
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議題３資料（１） 障がい者福祉計画素案抜粋

○計画の基本的事項抜粋

計画の基本理念と重点的な取り組み

本市の総合計画（計画終期：平成 32 年度（2020 年度））では、まちづくりの上位目標と

して、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、ともに助け合い、支え合いながら、健

康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち－生き生きと暮らせる心のかよう健康福祉都市

―」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行される「障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律」の目標である「全ての国民が、障害の有無によって分

け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現」に向け、

重点的な取り組みとして、次の5項目を重点的的な取り組みといたします。

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由に

サービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニ

ーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努めるため、民間の事業者の連携と新規事業者が参入し

やすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域移

行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等をおこない、日中

活動の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。

２．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイルを活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を推進します。

３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立できるよ

うに、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。
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４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整

備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合う共

生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まるように、差別の解消と合理

的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図ります。
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○施策の体系

３．保健・医療の充実

４．子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

権利擁護施策の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

移動・交通手段の整備

歩行空間・建築物の整備

就学・進学相談の充実

ライフステージを通じた支援の推進

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

施策の方向性 基本施策

日中活動の場の充実

住まいの場の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

虐待の早期発見・防止

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発の推進

市民との協働による支援活動の促進

交流機会の拡充

障がいの早期発見の促進

保健・医療・リハビリサービスの充実

就学前療育・教育の充実

就学後療育・教育の充実

重点

重点

重点

重点

重点
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○第1編「障がい者計画」抜粋

施策の方向性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

障がいのある人の人数は、増加傾向にあり、また、発達障がいや高次脳機能障がい等様々な

障がいのある人への支援も求められています。平成 25 年４月には障害者総合支援法が施行さ

れ、支援の対象に難病等が加わりました。

また、平成 24 年 4 月よりすべての障害福祉サービスの利用希望者にサービス等利用計画

が必要になりました。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

することで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、障がいのある人一人ひとりの状況に適切に対応できる相談体制の整

備を継続することが求められています。

■取り組みの方向性

①相談支援体制の充実

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継続する

とともに、研修等による資質向上を推進します。また、窓口・電話相談のほか、必要に応じて

訪問相談を行います。

「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」、「基幹相談支援センター」、

「指定特定・障害児相談支援事業所（計画相談支援を行う事業所）」、「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本人の意思の尊重

障がいのある人に対する相談においても、本人の自己決定の尊重という考え方に立って、本

人の意思や希望に十分配慮して対応するようにしていきます。
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③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行われるよう、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。

障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言などを行い、あわせて

福祉サービスが必要な方にはサービス利用に繋げる基本相談支援も強化します。そのために、

民間の相談支援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

へ参入を勧奨します。

サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で計画の検証にあたります。

「基幹相談支援センター」を中心に指定特定・障害児相談支援事業者の連携を推進します。

自立支援協議会を中心に関係機関の連携を推進します。

④サービス等利用計画作成の質の向上

相談支援事業者への側面的支援を行い、事業者の拡充を図ります。

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。

自立支援協議会等で、サービス等利用計画の評価をすすめていきます。

実務者会議や研修を開催し、相談員の質の向上に努めます。

■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

障がいのある人が地域で生活するためのさまざまな制度やサービスの利用、申

請の援助などを２４時間、３６５日体制で実施しています。

相談員の資質の向上や相談体制の強化を図る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します。

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します。
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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
障がいのある人やそのご家族に地域の相談員としてご協力いただき、地域の身

近な相談の窓口として、電話やＦＡＸ等での相談に対応しています。

事業名 自立支援協議会・相談支援部会

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、相談支援の地

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します。
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○第２編「障がい福祉計画」抜粋

１章 計画の基本的事項 「２．サービスの内容と対象者」抜粋

（４）相談支援

（８）地域生活支援事業

＊一部抜粋

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。

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。

障害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、障害児支援利用
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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３章 障害福祉サービスの推進 抜粋

○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、指定特定相談支援事業所・指定障

害児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。

また、平成 27 年度４月から障害福祉サービス等の支給決定に先立ち、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）

【今後の取り組み】

障がいのある人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

計画の推進に努めます。

また、障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言などをおこない、

福祉サービスが必要な方にはサービス利用に繋げる基本相談支援も強化します。

そのために、民間の相談支援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、指定事業へ参入を勧奨します。

また、サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で計画の検証にあたり

ます。

【見込み量】 （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

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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○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の指定を受けたことで、

中核的な療育支援の施設として、地域全体への療育支援機能を強化・拡充します。

【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、児童発達支援センターとしての機能

を持ったこども発達センターを中心に、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子ども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 8 8 8

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、従来の手話通

訳・要約筆記に加えて代読、代筆等や、知的や発達に障がいのある人や、重度の身体障がいの

ある人の意思の伝達の支援など、支援の内容が幅広くなっています。

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】

障がいのある人が、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

力を入れていきます。

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
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議題３資料２

「障がい者福祉計画」に関する第２回相談支援部会での指摘事項

指摘箇所 内容 頁 回答

１
第１編

①相談体制の充実

「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。」は、障がい福祉課

のソーシャルワーカーについて述べられていると思う

が、表現がわかりづらい。どこに向かって相談体制を充

実するのかという書き方の方がよいのでは。

３

現状と課題に次のように記載します。

「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、障がいのある人一人ひ

とりの状況に適切に対応できる相談体制の整備を継続することが求めら

れています。」

２
第２編

相談支援の取り組み

「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。」の「一般相談」は、基本相談

のことではないか。一般相談だと地域移行の定着と混同

してしまう。

7

訂正しました。

「障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言

などをおこない、福祉サービスが必要な方にはサービス利用に繋げる基

本相談支援も強化します。」

３

第２編

６．地域生活支援事

業（必須事業）の取

り組み

相談支援事業の24年から26年までの実績が１から２

になった理由は何か。
10

平成24年度は総合相談、25年度以降は基幹相談の数を掲載していた

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

らなかった。今まで掲載が漏れていたので、計上しました。

４

６．地域生活支援事

業（必須事業）の取

り組み

「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。」とあるが、コミュニケーション支援

事業のときから、ある程度の市町村の采配が含まれてい

た。また、支援の幅が広がるならば、それを具体的に書

いていくほうがわかりやすいのではないか。

10

修正しました。

「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、従来の手話通訳・要約筆記に加えて代読、代筆等や、知的や発達に

障がいのある人や、重度の身体障がいのある人の意思の伝達の支援な

ど、支援の内容が幅広くなっています。」

５

診察を受けた結果、障がいがあるようだが、どこに行け

ばいいのかわからないという人もいる。そういった方た

ちへの支援が遅れているように感じる。

また、学校の教育専門員等も連携するなど、もう少し幅

広く、いろいろな人を拾い上げられることを周知をして

ほしい。

-

「施策の方向性３ 健医療の充実」で、障がいの早期発見、早期対応等

の促進と関係機関の連携について掲載しています。

また、「施策の方向性４ こどもへの支援の充実」で、早い時期からの

療育及び教育体制の充実、関係機関の連携について掲載しています。


