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平成 25 年度第 5回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 26年１月 29 日（水）10:00～12:00

２．開催場所

３．出席者

下田直樹委員（会長）、西田俊光委員（副会長）、枝川芳子委員、小林章宏委員、白川洋子委員、

西田良枝委員、谷岡智恵委員、藤崎広和委員、坂本大樹委員、愛塲弘子委員、森嶋宏治委員、

小田知宏委員、内村好夫委員、新宅秀樹委員、石田和明委員、上林正和委員、江黒友美委員、

橋野まり子委員

４．議題

（１）部会等活動報告

①合同部会

②権利擁護部会

③地域生活支援部会

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケート結果中間報告

①事業所アンケート

②当事者アンケート

（３）平成２６年度自立支援協議会について

（４）平成２６年度予算報告

（５）その他

５．資料

（１）議題１資料 第４回地域生活支援部会配布資料・地域の拠点となる多機能型グループホーム（案）

（２）議題１資料 第４回地域生活支援部会配布資料・多機能型中核施設についての意見のまとめ

（３）議題２資料 障がい者福祉計画策定に係るアンケート報告書イメージ

（４）議題３資料 平成２６年度自立支援協議会の議題について

（５）議題４資料 平成２６年度予算・新規事業について

（６）議題５資料 議事録への委員名掲載について

６．議事

事務局：ただいまより、平成２５年度第５回浦安市自立支援協議会を開催いたします。議事進行につきまし

ては、下田会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

下田会長：年が変わったと思いましたら、あっという間に１か月が経過いたしました。この間にさまざまな

動きがありましたけれども、自立支援協議会も引き続き熱い議論を交わして、地域課題を一つ一つ丁

寧に議論して、解決していくということでお願いしたいと思います。

それでは、さっそく議題に入らせていただきます。今回の議題につきましては５点、議事次第で示

されている通りでございます。はじめに部会等の活動報告をお願いしたいと思います。まず、昨年末

に行われました合同部会の報告をお願いしたいと思います。
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事務局：報告は事務局からさせていただきます。第２回合同部会は、12 月 26 日に市民プラザ Wave101 で

開催いたしました。合同部会は、部会間の情報交換を行ったり、部会で取り組んでいる課題について、

情報を共有化することが目的となっており、各部会および基幹相談支援センターの活動報告が、主な

内容となっております。自立支援協議会の委員の方を含めて、本人部会を除く４部会の委員の皆様に

お集まりいただきました。

自立支援協議会からは、障がい者福祉計画の策定の基礎となる、当事者及び事業者へのアンケート

の実施などについて報告がありました。

子ども部会からは、インクルーシブ教育システムの構築やモデルスクール事業の経過と、障がい児

の支援体制についてなどの報告がありました。

相談支援部会からは、相談支援実務者会議、相談支援部会との連携、指定特定相談支援事業者と障

がい福祉サービス事業者との連携、相談支援事業の推進について報告がありました。

地域生活支援部会からは個別事例の検討、特に住まいの問題でグループホームが不足している問題

についての報告がありました。

権利擁護部会からは、障がい者週間イベント。１２月８日に開催した障がい者週間イベントの実施

報告や、バリアフリーハンドブックの活用についての報告がありました。

この合同部会を通して、ほかの部会に関心を持ったり、検討している事項について部会同士連携を

とるきっかけになればと考えております。本人部会で意見が出た住まいの問題や地域での啓発広報の

課題では、地域生活支援部会や権利擁護部会で報告されて検討しております。また、地域生活支援部

会、権利擁護部会でより深く議論を行うために、各部会から本人部会に、質問するという流れがあり

ます。この合同部会を通して、各部会で連携できる課題を自立支援協議会にあげていただき、協議会

で調整して再度部会に課題を割り振っていく流れができればと考えております。

下田会長：ありがとうございました。合同部会、権利擁護部会、地域生活支援部会の３部会についてご報告

をしていただいてから、質疑を受けるという形にしたいと思っております。

権利擁護部会は私がリーダーを務めさせていただいておりますので、私から報告をさせていただき

ます。権利擁護部会では、委員の皆様にもいろいろとご尽力あるいはご協力をたまわりまして、障が

い者週間記念イベントを１２月８日に無事に行いました。障がい者週間記念講演ということで、冬季

パラリンピックで日本人初の金メダリストの大日方邦子氏を招いてお話をうかがいました。合わせて

ステージでは、バリアフリーハンドブックの PR を行いました。浦安市視覚障害者の会トパーズクラ

ブの会員の佐藤りつ子さん。権利擁護部会の委員でもある浦安市聴覚障害者協会の野坂秋美さん、自

立支援協議会と権利擁護部会の委員でもあります、浦安市手をつなぐ親の会の枝川芳子さんにお話し

をいただきました。ありがとうございました。また、受付では、バリアフリーハンドブックを配布い

たしました。

ホワイエでは、模擬店を開催しました。浦安市障がい者福祉センター、NPO 法人あいらんど、タ

オ、フレンズ、地域活動支援センターともの５団体にご参加いただきました。

当日は１８１名の方にご来場いただきました。また、実施にあたりましては、スポーツ関係、福祉

関係をはじめとしまして、多くの団体の方に、周知広報の面でご協力いただいたことを合わせてご報

告させていただきます。

また、１月１４日に第４回権利擁護部会を行いました。障がい者週間イベントの実施報告と、当日

のアンケートの結果報告がございました。アンケートでは、参加の動機や、受付で渡したバリアフリ

ーハンドブックの印象などをうかがいまして、計８５件回収の報告をいただきました。

アンケートの中で、参加の動機は、「大日方先生の話を聞きたかった」が最も多く、続いて「障が
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い福祉に興味があった」などの回答があったことが、合わせて報告されました。バリアフリーハンド

ブックにつきましては、「わかりやすい」という回答が８５件中６０件、「障がいへの理解が深まった

が」４０件、「職場などで資料として使いたい」に８件の回答があった旨が合わせて報告されました。

委員の皆様からは、当イベントおよび来年度からの啓発事業についての意見としまして、時期的に

行事が重なっているので時期を検討したらどうかというご意見や、近隣市との共催、障がい者週間に

限らず年間を通して長くアピールしたらどうかという意見も合わせていただきました。非常に活発な

意見交換がなされました。

バリアフリーハンドブックの活用につきましては、配布状況について報告がありました。市内のイ

ベントや講座、教員の研修などで配布を行っており、小学校の総合教育の授業でとりあげる事例も報

告されました。

また、ハンドブックの増刷につきましては、事務局から企業などの協賛を募って増刷してはどうか。

あるいは、協賛金を出資いただき、裏表紙に協賛企業の名称を掲載しての増刷の提案がございました。

増刷にあたりましては、どこに何部の配布を見込むのか、配布対象の絞り込みが必要なのではないか。

あるいは協賛は協賛金の出資ありきでの考え方はどうなのか。法人等の名前を出すことはもう少し検

討してもよいのではないかなどの、さまざまなご意見をいただきました。また、配布にあたっては、

ただ配るだけではなく、たとえば学校ならば、内容について少しでも説明を加える。あるいはハンド

ブックは手段の一つであって、先生が子どもたちに障がいについて話す一助として浸透していけばい

いのではないか。先生が読んで生徒に伝えればいいのではないか。配ること自体が目的ではないとい

うような意見もいただきまして、今後のハンドブックの活用については、非常にさまざまな意見をい

ただきました。今後の検討に付していきたいと思っております。

障がい者虐待防止につきまして、ご存知だと思いますが、県内の施設の袖ケ浦福祉センター養育園

で利用者が亡くなるというような事件がございました。利用者が職員による暴行を受けていたことが

その後発覚し、事件となったのですが、事務局からその経緯の説明がありました。

浦安市ではご承知の通り虐待防止センターを設置しております。虐待の通報の受理だけではなく、

施設を巡回して周知や啓発を行う予定であること、事業者向け研修を開催して虐待を未然に防止する

事業を行っているという報告がございました。

委員の皆様からは、県の啓発ポスターの活用や、施設に心ある人間が一人でもいればこのような事

件にいたる前に阻止できたのではないか、そのような人材をどのように育成していくか。また、外部

からの評価体制が必要ではないか。虐待が埋もれないように密室にしない工夫を行う必要がある。利

用者は対等であるというのが原則。職業意識や権利意識の向上を図るべきだ。虐待を虐待ととらえて

いないケースもあるので、職員の研修や周知、啓発を行うべきであるというような、たくさんの意見

が出ました。虐待防止につきましては、障がいのある方の権利擁護に直結する議題でもありますので、

引き続き検討してまいりたいと思います。

このほかにも、後にとりあげる議事録への委員名の掲載について、意見の交換も行いました。これ

につきましては、後ほど事務局より回答をさせていただきます。

それでは、３つの部会が終わってから、質疑応答を受け付けたいと思いますので、引き続きまして、

地域生活支援部会の西田リーダーにご報告お願いいたします。

西田副会長：お手元の議題１資料をご覧いただきながら説明をさせてもらいます。

地域生活支援部会は１月２１日が本年度最終となりました。主に年間を通じて議論したのは、重度

障がい者の居場所の問題。グループホーム・ケアホームは、来年からはグループホームに変わるらし

いですが。グループホームを中心に議論してまいりました。最終的に大きく３つの意見に集約されま



4

した。一つは、「小さなグループホームなどを増やす工夫が必要」。２番目に「、多機能型の中核とな

る施設があれば安心できる」。３つ目が、「その他」となるわけですけども。それぞれご覧いただくと、

特徴的なことがわかります。最終的には、浦安市はグループホームという名前ではなくて、多機能型

中核施設をつくってはどうだろうという案に持っていく予定でございますけども、まだ意見はまとま

っていませんので、途中経過です。

どの委員からの発言にも出ていたことは、グループホームの夜間の問題と医療の問題ですね。また、

重度障がい者のグループホームを立ち上げるのは、民間では難しいという意見が出されています。た

だ、大きなものをつくると小さいものができないんじゃないかとか、大きいものができると個々のニ

ーズにあったグループホームができづらいんじゃないかという意見も出まして、（大きい施設か、小

さい施設かの）どちらかの選択ではなくて、小さいグループホームをつくりながら、それをサポート

する中核的な役割のグループホームをつくってはどうかという議論に、最終的には落ち着きそうです。

よって、来年度は、これをまとめて提案書になるんではないだろうかということであります。

少子化対策では、莫大な予算がついたっていう情報が流れていますが、障がい者のグループホーム

の予算は、今後、発表があるんでしょうか。ぜひ、期待しまして、重度障がい者のグループホーム、

居場所についてのご検討を要望したいと思ってます。

そのほか、発達支援の子どもたち、発達障がいの方に対する、浦安市におけるサービスのあり方み

たいなことを若干議論いたしました。これは、発達障がいのあるお子さんを持つ親御さんから委員会

に提案があって、「私たちはこういうことに困っている」、「ぜひこういうことを、議論してくれない

か」という、前向きなご意見がございまして、委員全体でまずは、情報共有、知識共有をさせてもら

って、来年度以降、みんなで考えながら進めてまいります。

また、下田会長もおっしゃっていた議事録の名簿記載についても、意見が出ました。以上です。

下田会長：ありがとうございました。合同部会、権利擁護部会、地域生活支援部会それぞれ報告がございま

したが、何か質問、ご意見ございますか。

よろしいでしょうか。それでは、引き続き各部会では、議論を深めていくということで、もちろん、

実行に移していくことが非常に重要なことでございますので、引き続きお願いして、次の議題に移り

たいと思います。

次の議題につきましては、障がい者福祉計画策定に関わるアンケート結果中間報告ということで、

事務局からお願いいたします。

事務局：当事者アンケートと事業者アンケートの回収状況、集計状況について報告させていただきます。

当事者アンケートは、昨年の１１月１日から２８日までを調査期間といたしまして、4796 人の対

象者の方にアンケートをお配りいたしました。昨年の対象者 3387 人と比較すると、今回は難病の方

が対象に含まれたということもありますが、1400 人ほど対象者が増えております。

調査の対象は、浦安市に住所があり、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳を

お持ちの方に加え、浦安市に住所があって、難病等の診断を受け、福祉サービス利用の認定を受けて

る方が対象となっております。また、回収状況でございますが、現在までに 2502 通のご回答がござ

いまして、回答状況は５２．２パーセントとなっております。３年前の回収状況の５４．８パーセン

トと比べますと、若干下がってはいますけれど、５０パーセントを超える回答をいただいております。

事業者アンケートは、昨年の１２月１２日から１月１５日までの期間で調査をいたしました。調査

対象ですが、３年前の調査では、市内もしくは市川等の近隣の事業者の方を対象としていたんですが、

今回は、浦安在住の障がいのある方に福祉サービスを提供している事業者の方、浦安に住民票のある

障がいのある方の入居してる施設すべてを対象とさせていただきまして、171 事業所にアンケートを
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お配りいたしました。こちらは、まだ回答をいただいている状況ですが、本日までに 102 事業所回

答をいただいております。回収率は、現在までで５９．６パーセント。こちらも５０パーセントを超

えております。

当事者アンケートは回答数が多いもので、ただいま集計作業中ですが、資料として、調査票の報告

書の、冒頭部分にあたるところですが、イメージとして出させていただきました。表現の仕方等につ

きましては、３年前の調査書と比較、検討するということも考慮いたしまして、前回の会議でもお話

し、検討いただいておりますけれど、ほぼ３年前の資料と同様になっております。今回はこれに、難

病の方、その他福祉サービスを受けてらっしゃる方も加えることとなっております。

当事者アンケートにつきましては、データの集計、入力、分析、そして調査書の作成までを外部委

託しております。今日の会議にも委託業者でございます、株式会社 NK サービス様においでいただ

いております。

次回３月の第６回協議会には、入稿前の原稿、初稿という形で、皆様にお渡しできればと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。事務局からの報告は以上です。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。ただいまの報告に対しまして、何かご質問、ご意見等ご

ざいますか。

枝川委員：親の会の枝川です。この NK サービスさんがやることは、アンケートまとめだけでしょうか。

それとも、福祉計画になると、また別な業者さんが入札して入るということでしょうか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今回の業務委託契約は、あくまでもアンケートの報告になっておりま

すので、新年度の計画策定については、また別の契約になります。

下田会長：よろしいでしょうか。何かあとでお気づきになられた点がございましたら、立ち戻っていただい

て結構でございますので。今回のアンケートにつきましては、引き続き、集計と分析を行いまして、

３月に予定されております、第６回浦安市自立支援協議会で、報告をお願いしたいと思います。

それでは、次に議題３の平成２６年度自立支援協議会について、まず、事務局から説明をお願いし

たいと思います。

事務局： ２５年度の自立支援協議会の実績を中心に報告させていただいて、２６年度以降の協議会や各部

会について皆様方から意見をお伺いしたいと考えています。

資料の１ページ目は、当初２５年度からスタートするにあたって、協議会と部会で行っていく主な

課題をまとめた表になります。

協議会自体は、当初、各部会で検討する地域課題の整理と、各部会の活動内容の報告と検証、基幹

相談支援センターの実績報告等を中心にやっていく予定をたて、部会活動報告と障がい者福祉計画策

定にかかるアンケートや基幹相談支援センターの事業報告等を盛り込みながら進めてきたところで

す。

権利擁護部会の当初の予定は、心のバリアフリーハンドブックの活用、障がい者週間記念イベント

の企画運営、虐待防止センター成年後見制度の実績報告でしたが、ほぼ、当初の予定通りの議題を実

施してきたところです。

子ども部会は、教育と福祉の連携に関する事項について、意見をいただきながら進めていたところ

です。また、サポートファイルを中心として議論をしてきましたが、インクルーシブ教育システム研

究事業についても織り交ぜながら議論を進めてきたところです。今後、サポートファイルについても、

一層、活用の充実を図っていきたいと考えています。

相談支援部会は、当初、サービス等利用計画の検証相談支援事業の広報と周知、さまざまな障がい

に対応できる人材の育成個別の相談事例から見えてくる問題点の洗い出し検討を予定しておりまし
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た。本年度にこれらすべてを網羅できていないんですが、中心は、やはりサービス等利用計画です。

２４年度から２６年度末までに、サービスを受けている方全員に対してサービス等利用計画を作成し

ていかなければならなりませんので、サービス等利用計画の評価のポイント等を事例を通して、どう

いった評価の仕組みをつくっていくかを中心に進めてきました。第４回はこれからですけれども、あ

る程度評価の仕組みをつくっていくという形で動いております。

地域生活支援部会は、先ほど、リーダーから報告がありましたが、２５年度の当初の予定として

は、共同販売・共同受注の仕組みの確立、就労支援センターの実績報告、グループホーム・ケアホ

ームなどの住まいの場などを挙げていました。

今日、この会議が終了次第、S-FRONT を皆様に見ていただこうと思っているのですが。共同販

売につきましては、この S-FRONT でで、各市内の事業者が、加工品や食品の販売をしております。

25 年度は、住まいの場をどうしていくか、どのようにつくっていくかを中心に進めてまいりまし

た。今後も引き続き、住まいの場の整備について意見をいただきながら進めて行きたいと考えていま

す。

本人部会は、自立支援協議会および各部会の活動報告と、当事者から見えてくる地域の問題点の洗

い出し。合同部会については、各部会の活動報告と基幹相談支援センターの実績報告ということで、

この２つの部会につきましては、ほぼ予定通り実施をしてきたところです。

それぞれの開催スケジュールについては、当初の予定通り実施している状況です。

来年度の協議会ですが、これまで行ってきた部会からの意見を紹介したいと思います。権利擁護部

会からの意見として、「虐待防止の充実を図る」、「困った人を見たら何かできる人を育成できるよう

な啓発広報活動をしていったほうがいいのではないか」、「現場、事業所、施設などを見に行って意見

を聞いたり、意見交換ができればいいのではないか」、「一般の方の意見も受け入れる機会を持ちたい」

というような意見が出ました。

地域生活支援部会からは、「発達障がい者が利用できるサービスと充実」、「中核となる多機能型の

拠点をつくりつつ、連携を取りながら小さいグループホームを増やしていく」よいうような提案があ

りました。

相談支援部会、子ども部会に関しましては、今後２月、３月に開催するので、意見を聞き、次回の

第６回の協議会で報告させていただきたいと思います。

最後に事務局からの提案ですけれども、２６年度は、先ほども説明がありましたように、次期障が

い者福祉計画を策定します。そのための策定委員会を設置する年になります。自立支援協議会の委員

の方には、その策定委員としてご協力をいただくということになります。各部会の議題の１つにも、

その福祉計画のことを盛り込んで進めていければと考えております。

また、これは権利擁護部会の議題だと考えておりますけれども、平成２８年４月からの障害者差別

解消法も、権利擁護部会の議題の一つに取り入れていけたらと考えております。

下田会長：ありがとうございました。ただいまの説明に関しまして、何かご質問、ご意見等ございますか。

また、平成２６年度に協議会及び部会で話し合う議題等でこういった議題はどうかというようなもの

が新たにございましたら、ぜひご提案をいただければと思います。

西田副会長：地域支援部会でやりたいことを話してもいいんですか。

下田会長：はい。

西田副会長：地域支援部会は、もともとの課題である住まいの問題を次の会議でもなんとか形にまとめて提

案したいと思ってます。そのほかに、発達障がい者へのサービスのこともあるんでございますが、障

がい福祉サービス事業について、もっとサービスはないかっていう、できれば検討をしてみたいと思
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います。

また、１年間、事業所は何に困っているか、利用者はなんの制度に困っているかという議論が今の

ころされていなくて、１年間住まいの問題を特化したところがありました。さまざまな事業所が、何

に困っているか、どういうことを改善したらいいか、使いづらい制度があるか、みたいことをもう１

回、検証したいと思ってます。

今、S-FRONT などで、共同販売受注のことは説明するんでしょうが、もともと出てういた意見は、

障がい者の工賃アップが目的でして、S-FRONT で、どれくらい収入があってどれくらい工賃に反映

するかっていう検証は、冬場でまだ１回か２回しか（販売を）してませんから、一気に出ませんけど。

議論されてきた共同販売受注構想とはちょっと形が違っていると思うのですね。できたことは大変よ

ろしいかと思いますが、もっとこの共同販売受注についても検証を深めたいと思っています。

２月の２０日に就労支援ネットワーク会議がありまして、そこでこの共同販売受注についても議論

をしたいと思っています。

また、行政から確か年間 200 万くらい各団体に発注をするという目標が持たれているわけですが、

大体数字が見えてきました。これも、実は僕からの意見だったんですが、はたして 200 万という予

算で事業所に割り振ったら、いったいいくらお金が来るんだろうと。それを原価を差っ引いたらいっ

たいいくら残るんだろうと。それを利用者に割り算したらいったいいくら工賃アップになるんだろう

みたいな数字を言ったことがありまして。

各事業所に意見を出していただいて、また行政のほうに提案したい。こんなことをできれば地域生

活支援部会では行いたいと思っていますので、ご検討をよろしくお願いしたいと思います。

今年度も、グループホームについて、基幹相談から地域の課題としてケースを出していただいて議

論して、先ほど報告した大きな３つの意見に分かれて、中核的な多機能型の施設をつくろうという提

案にまとまっていったんですが、今年度も基幹相談から当事者の困っていること、制度の使い勝手の

悪さ、事業所から相談などがあれば、提案していただいて議論をしたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

西田委員：基幹相談の西田です。地域生活支援部会のお話が出ましたけれども、先ほど報告があった資料の

６ページの１番上の表の３個目の枠の「障がい者の地域での暮らし全般に関する事項」の「人材不足

と処遇の改善」は、たぶん手が付けられなかったんだと思うんですね。重い障がいの人たちのグルー

プホームやケアホーム、ケアホームはなくなりますのでグループホームと言いますけど、グループホ

ームが立ち上がらない理由の１つとして、重い障がいの人たちは、ヘルパーなど外から何らかの人手

を入れないと、グループホームでも生活ができないので、結局、24 時間支えるようなヘルパー、深

夜や早朝時間帯を支える人材を地域の中で育成していかないと、重い障がいの人たちに対するグルー

プホームはできていかないということとセットなので、来年度は、ここは手を付けていただきたい。

地域生活支援部会の中でも意見が出ていたので、ぜひここはやっていかないと問題は延々解決されな

いんじゃないかと思っています。

基幹相談の中で問題となっていることや相談実務者会議で話題に出ていることは、相談支援部会で

も出していますが、相談支援部会だけではなく地域生活支援部会でも取り上げていただきたいと思っ

ているのは、全員が、サービス等利用計画を２６年末まで立てることになったので、当然ながら、サ

ービス等利用計画にもとづいて事業所さんたちは個別支援計画を立てていくわけですが、サービス等

利用計画があることがわかっていても、関係者会議に来てくれない事業所があったりとか、サービス

等利用計画にもとづいて累計やサービス提供をしてなかったりとか、そういうところとすごく連携が

取りづらく、基幹相談は市の相談事業だと言われながらも、なかなかご協力が得られない状況もあり
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ます。その辺を相談支援部会と地域生活支援部会でも取り上げていただこうかなと思っています。

また、別件の質問ですが、先ほど、来年度から障がい者福祉計画の策定があり、自立支援協議会の

メンバーは、策定委員会に参加するとご説明いただきましたけれども、協議会には本人部会以外の部

会のリーダーとサブリーダーが参加していますが、本人部会は誰も出席していません。１つ別個にぽ

んとあるようなイメージで。障がい者福祉計画で、ご本人自身の声を拾っていきたいと思ったときに、

本人部会の参加をどのようにしていくのかも検討する必要があるのかなと思いました。

権利擁護部会に関しては、差別解消法が施行さとのリンクを。権利擁護という名前がついている部

会ですので、事例を使って検討していったらいかがかと思います。

事務局：来年度設置する福祉計画の策定委員ですけれども、本人部会の委員についても今の意見を参考にし

ながら考えていきたいというふうには思います。

下田会長：今いただいている意見につきましては、議題として新たにに盛り込んで、また次回の協議会で提

示さしていただきます。そのほかにございますか。

内村委員：フレンズの内村です。地域生活支援部会のことですが、共同販売・共同受注は、26 年度も当然

議題になっていくと思うんですけど、予算的なものもあるでしょうけど、どこかで仕組みをつくらな

いと進まないと思うんですよね。

それと、グループホームも重度障がい者の方や高齢者の方の受け入れについても出て来ると思うん

ですけど、高齢者の方だと要介護になります。１事業所では、広い場所はないもんですから、早急に

拠点になるようなところを進めて行ったほうがいいんじゃないかと思います。

下田会長：ありがとうございますこの点もぜひ盛り込ましていただいて、次回の協議会で案として提出さし

ていただきます。ほかにございますか。

藤崎委員：浦安市障がい者福祉センターの藤崎です。さっき本人部会の話が出ましたが、実は、僕は本人部

会がつくられるときに、「時代はもう違うんじゃないですか」って申し上げたんです。いわゆる権利

条約が結ばれ批准されるかどうかは１月中に出る可能性がありますけど。その根本というのが「私た

ちのいないところで私たちのこと決めないでください」。そのことを考えると、本人部会っておかし

いですよって言ったんですけど、本人部会はできてしまって。できないよりはいいとは思いますが。

何が言いたいかというと、権利条約が結ばれることによって、私たちは、おそらく自立支援協議会

も変わらなきゃいけないだろうし、その辺のことを交通整理することを専門家に教えてもらえたらい

いなと思いますが。皆さんお忙しいので各自で勉強すればいいんだっていうことになってしまうかも

しれませんけども。交通整理をしていただけたら助かると思います。

下田会長：ありがとうございました。そういった交通整理の視点を含めて協議会で研修会、学習会のことも

計画させていただければと思います。

西田委員：基幹の西田です。藤崎委員に質問ですけど、差別解消法の研修会っていうことですか。

藤崎委員：そうではなくて。その大元は、権利条約ですよね。そのための法律改正がずっと続いていたじゃ

ないですか。その辺の流れを私たちはどうとらえていけばいいんだろうという。要は、権利条約が結

ばれることでそれを実現していかなきゃいけないんですが、じゃあ、どうやって実現するのかという

話をしてもらえないかということですね。

西田委員：条約としてはわかるけれども、実際に現場をどうやって変えていくか。

藤崎委員：そうですね。具体的にどうやって落としていくんだろうという。ここまで批准を伸ばしたってい

うのは、する側の団体さんは嫌だからっていうことでやってたわけですよね。法整備してからやろう

ってことで。

一応法整備はできたということですね。それを全部私たちが知っているというのはあり得ないじゃ



9

ないですか。じゃあ、どこを最低知ってなきゃいけないんだろうということがあると思うんですね。

下田会長：いただいたご意見は、今後、協議会に盛り込んだ上で、またご提案させていただきたいと思いま

す。

西田副会長：各部会の回数は決まっているんでしょうか。４回程度は、やっぱり少ないですよね。１回２時

間しかなくて、８時間で議論して提案していこうってのは。今回、初めて提案ができなかったんです

よ、４回部会をやって。各部会で回数は検討させてくれないでしょうか。

僕も意見を４つも５つも言ったけど、別の要望も出たじゃないですか。やりたいけども、任期はあ

と１年しかないんですよね。来年終わって、再来年の人に残して。前にも「なんでこの議論をするん

ですか」、「この議論は前期の会議から引きついたんですよ」みたいなやりとりがあったじゃないです

か。だから、回数については各部会で検討させてもらいたいと思うんですけど。

西田委員：基幹相談の西田です。たぶん行政は、いつもなんでもやってくださるので、きっと言いづらいだ

ろうなと思って代わって言いますが。もともと自立支援協議会のあり方っていうのが、行政や事務局

に「あれやって、これやって、資料用意して」ということではなく、自分たちで資料を用意したり視

察の計画を立てたり、自分たちで汗をかく、民官、官民共同でというのが自立支援協議会の趣旨なん

ですけど。どうしても行政主導のようになっている会議なので、「こうしといてください、ああしと

いてください」って言われると受けてしまっているので、もうちょっと委員さんたちに、部会はみん

なでやるんですよ、だから資料を A さん用意してくださいとか、B さんこうしてくださいとかを一

人一人の委員さんたちにお願いをすれば、当然回数は増えるのかなって思うんですけど。

西田副会長：何年か前は、５、６回やったり、別な部会をつくって自分たちで集まったりしたことがあった

じゃないですか。でも、この何年かは、事務局から回数を言われてやっているじゃないですか。日程

も我々が決めているのではなくて。たとえば、地域生活部会が「早いうちに結論を出したいから毎月

やりましょう」なんていうことを自主的にできるんだったら、各部会で検討して自主的できたらうれ

しいけど。たとえば、視察もしましょうと決めたって、それで１回終わってしまう。

ある程度部会で決めていいですよとか、主導的にやってもいいと言ってくれればできるけど、この

数年間は決められた枠の中でやっているということを言っているんであって、事務局に全部負わせよ

うとは思っていません。予算の問題もあるんでしょう。報酬が出る人と出ない人がいるみたいですか

ら、それならば報酬が出る人はちょっと我慢しませんかとか、４回はお金が出るけれどあとは無償と

か、そういうことをフランクに議論していいなら、うれしいですけどね。

西田委員：そういう意味ではそうだと思います。皆さんがそういう趣旨で参加していただいてるっていうの

が大前提であれば、たとえば議題は、リーダーさんつくって来てくださいとか、資料の用意も持ち回

りでやりましょうとか、それでも皆さんが参加してくださるっていうことが前提ですから。だったら

部会で決めて、毎月やる部会があってもいいのかなと、私の個人の意見ですけど、思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今の組織を考えたときに、当時の幹事会や協議会の委員の皆さんと検

討して、形としては４回にしようということになったんですね。その前は、各プロジェクト３回ずつ

でしたので、３回は少ないということで。実際、２３、２４年度については、回数も変更しながらや

ってきました。２５年度は４回にしましょうっていうことも皆さんで検討してスタートしていますの

で、来年の予算についても、基本の４回ということで、予算を計上しているところです。

途中で方向が変わって委員の皆さんと合意が取れれば変えていくっていうことは、不可能ではない

と思いますが、一応２５、２６年度については、２４年度の検討の結果、今の４回という形ができて

いるということはもう１度確認していただきたいと思います。

西田副会長：このあと、来年度の方向性は、どこでどう決まって各部会に行くんだったでしょうか。
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橋野委員：３月の協議会で確定して新年度に移していく、新年度１回目の各部会で発表、リーダーのほうか

ら報告してスタートする予定です。

西田副会長：年４回でいいんじゃないかという部会と、５回６回やろうよという部会が出てきても、それは

各部会の自主的な活動で、最低４回は事務局に負担かけるけど、あとは自由にやっていいよっていう

なら、それを合意すればいいという理解でいいでしょうか。

橋野委員：はい。

白川委員：補足ですが、４回分の予算は保障するけど、それ以外はそうじゃないよっていうところの部分も

あるんですよね。

橋野委員：はい。

白川委員：資料や作業だけじゃなくて、了承されれば、回数についても各部会の裁量で決めてもいいという

ことを今度部会でも検討してもらうっていう形でやればいいんですよね。わかりました。

枝川委員：親の会の枝川です。権利擁護の場合は、今年もイベントのときに無報酬の作業部会を何回かやっ

てます。各部会話し合ってできるとは思いますけど、ただ、資料を集めるっていうのは、一般の委員

さんではちょっと大変かなって思う面もあります。連携しているところがあれば、そこから資料を持

ってきたりできますけれども、どこにも所属していなくて、資料持って来てくださいって言われても、

困る人もいるかなとは思います。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。自立支援協議会の回数であるとか、今度計画策定の

ことであるとかの話が出てましたけど、国際的な権利条約に批准して、そのために国内法の成立とか

がなされました。国際法なので、国の（法律等）よりも権利が強いというか、同意しますということ

で批准した。じゃあ、障がい者施策に従事してる私たちは何をするのかという話が出たと思いますけ

ど。障がい者施策の基本になっている障がい者基本計画が、昨年の９月に政府から発表になってます

から。これを勉強してというか、踏襲して進んでいかないと。地域性があるので、地域の実情に応じ

て弾力的にやっていいとはなってますけど、これを基本としてとなってるので、この部分を自立支援

協議会としては共通認識していただいて。それで、提言やいろいろな施策に関わっていけたらなと、

私は思います。

下田会長：ありがとうございます。その部会ごとに、必要に応じて回数を設定していくことへの提案が出ま

した。また、権利条約や基本計画についても盛り込んだ形での議題の提示については、次回以降の協

議会でさせていただきたいと思います。

いろいろとご提案をいただきまして、ありがとうございました。第６回浦安市自立支援協議会で、

いただいたご意見を盛り込んだ形で、２６年度の方向性や議題を提示さしていただきたいと思います。

次に議題の４ 平成２６年度の予算について、橋野委員に説明をお願いします。

橋野委員：はい。障がい事業課の橋野です。今日、お配りしました議題４資料をご覧いただきながら説明を

聞いていただければと思います。

２６年度予算につきましては、今日、最終内示があったところです。２月２１日から始まる市議会

で審議されて、そのあと、正式に成立するものですので、その前の内示の状況ということでご理解お

願いいたします。２月２１日の議会の日の午後、市内の事業者さんに向けて詳細等をご説明できる説

明会を開催予定になっておりますので、その日に、詳細について改めてご説明したいと思います。

まず、１つ目ですけれども。これは、子ども部会で課題となっていました、軽度発達障がいの小学

生、中学生、高校生を対象とした、放課後・土曜日等の養育支援が、浦安に不足しているといったこ

とを解決していくための新しい事業で、青少年サポート事業。平成２６年１０月ぐらいから、立ち上

げたいと思っております。予算額としては、1,700 万円。これは、民間事業者への委託ということで、
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平成 26 年度に公募をしていこうと考えております。

２つ目が、グループホームを増やすための対策ということで、猫実の中央図書館の近くにある旧教

職員住宅の跡地の活用ということで、市全体の各課に提案が求められました。障がい事業課としては、

グループホームとして活用したいということで、手を挙げました。保育幼稚園課も保育ママの事業で

使いたいということで、障がい者のグループホームと、保育ママの複合事業として行われるものです。

障がい事業課の予算としましては、建物の改修工事と、グループホームにするためのスプリンクラ

ーの設置工事を行うということで、４千 534 万５千円を計上しています。

今後は、平成２７年１０月までに開所可能なグループホームの運営事業者を募集していく予定です。

なお、グループホームの設備や内装については、運営事業者に工事をお願いするという考えです。

３つ目が、東野地区の日中一時支援事業所として、平成 21 年からグングニルが日中一時支援事業

を行っていますが、この建物が、東日本大震災後、年々傾きがひどくなっておりまして、このまま使

い続けることがもうできないということで、建物を５千万近くかけて、改修する必要が出てきました。

それだけの費用をかけて同じ事業をやるんであれば、少し方向性を変えようということで、施設の解

体工事を市が行いまして、平成２７年４月に開所可能な生活介護事業を中心に運営できる事業者を募

集していきたいと考えています。なお、建物の新設工事については、運営事業者にしていただくとい

う考えです。

また、特に生活介護につきましては、市内の、特に知的障がいの方の高校卒業生の受け入れが、今

年３月でどこの事業所もいっぱいになる見込みとなっておりますので、来年の卒業生対策ということ

で、緊急性が高いということでやっていこうと考えています。

４つ目が、福祉避難所支援事業補助金です。市の地域防災計画見直しの中で、今後は、専門性の高

い福祉避難所を増やしていこうということで、民間の事業所の皆さんに、福祉避難所として、市と協

定を結んでほしいということで、昨年に事業所の皆さんに説明会を行ったところです。アンケートも

12 月しまして、事業所の皆さんからも、「市のほうから支援があれば、よりやりやすい」という回答

をいただきましたので、１０事業所で合計 100 万円の予算を計上し、協定を結んだ事業所の皆さん

に、支援物資を購入していただくこことを考えています。

５つ目が、計画相談支援推進事業補助金です。相談支援部会の中でも問題となっておりましたが、

計画相談が、なかなか 100 パーセントにならない。今、800 人ぐらいサービスを使っている方がいら

っしゃいますが、２割から３割の計画策定状況です。国の方針としては、平成２６年度中に、100 パ

ーセント、800 人の計画をつくりなさいとなっていますので、現状の事業所さんだけでは、現状の制

度だけでは、なかなか難しいということで、国が相談支援事業所に対する人件費の補助を示しました

ので、それを受けて、市で６事業所、１千 465 万５千円の予算計上いたしました。ただ、まだ国か

ら具体的にどの程度の補助かということが示されておりませんので、国の要綱が制定されてから、補

助基準等については設定しますので、金額等が変更になるかもしれないと考えています。

６つ目が、グループホーム整備事業補助金です。これは、自立支援協議会の中でご検討いただきま

して。現在は、改修工事を行う事業所、463 万円の予算をつけて、今年度で３年目となりますが、グ

ループホームを整備していきましたが、なかなかこれだけでは厳しいということを、地域生活支援部

会でもたくさんご意見いただきましたので、新築工事をする事業所に対して、新たに１千万円の補助

メニューを増やしました。２６年度は、２事業所で、1463 万円の予算計上になっています。

また、県の補助金の見直しで、今年度から、敷金・礼金、１定員分、10 万円という県補助が創設

されましたので、今まで、改修事業の 463 万円については、敷金・礼金分も含んで、この金額とい

うメニューになっていましたが、今後は、敷金・礼金については、県の補助も、一緒に併用で、活用



12

できるものとなっています。

７番目が、重度障がい者等支援事業所運営費補助金です。やはり、生活介護の事業所の不足ですと

か、「グループホームが、現在の報酬や運営費補助だけでは、重度の方の支援がどうしても厳しい」

という、地域生活支援部会での意見等を踏まえまして、今は、障がい程度区分、４月からは、障がい

支援区分４以上の方を支援している、生活介護、就労継続の B 型、グループホームの事業所を対象

といたしまして、国の基準を超えて人員を配置している、環境を整えているといった事業所を対象に、

補助をしていきたいと思います。資料の訂正をお願いしたいんですが、予算は、１５名分で、1914

万 4000 円の計上となっております。

８番目で、通所施設等整備補助金です。生活介護事業所、重度の方の日中の通所先が不足している

ということで、新たな補助メニューとして創設いたしました。改修工事につきましては、グループホ

ームと同額の 463 万円。それから、新築工事につきましては、２事業所で、合計 5000 万円。26 年

度につきましては、３事業所分で、5463 万円の計上となっております。

９番目は、新規ではなくて変更になりますが、障がい福祉団体事業費補助金です。現在は団体ごと

の補助事業となっておりますが、それを統合いたしまして、会員数に応じた補助事業に変更するもの

です。額としましては、平成２４年、５年度、４団体の補助金の合計額と同額で、232 万円の計上と

なっております。

１０番目が、障がい者福祉推進事業です。現在、精神保健福祉推進事業として、２５年は、67 万

9000 円でおこなっているものです。平成２６年度、こども発達センターから、発達支援セミナーと

サポートファイルの事業を障がい事業課に移管します。就労支援の関係で、福祉ショップのカタログ

の印刷代も新たに考えております。合計で 258 万円。精神障がいの方だけでなく、あらゆる障がい

の方の福祉推進事業を行っていきたいと考えております。

１１番目が、総合福祉センターの管理・運営事業。現在、身体障がい者福祉センターが、障がい事

業課が所管する施設。こども発達センターが、健康福祉部の施設。社会福祉協議会が健康福祉部の所

管ということで、健康福祉部の所管事業所が増えておりますので、こども部から健康福祉部に事業を

移管しまして、担当が障がい事業課となるものです。

以上が、新年度の新規事業の説明になります。今までは、施設については、公設。特に重度の方は、

公設の施設をつくるということで実施してきておりますが、来年度の卒業生の対策ということで、今

から新たな施設の整備はとても間に合わないということもありますが、今後は民間の事業所の支援に、

少しスライドをしていきたいという考えで、補助の事業を増やしております。

それから、できるだけ、県の指定を取っていただく事業所を支援したいと考えておりまして。基準

該当ということで、市が、事業を指定している。本来であれば、事業所さんから直接県に指定を取っ

ていただくものですけれども、障がい福祉の事業所が少なかったので、介護保険のデイサービスをし

ているところであれば、県の認可を受けていれば、障がい児の預かりだったり、大人の生活介護につ

ては、市が規則をつくって、基準該当という形で指定をしてきました。これからは、こういった補助

メニューを使っていただいて、県の指定を取っていただく事業所を推進していきたいと考えておりま

すので、基準該当についても、終了の時期を検討していきたいと思っております。

また、今回は、緊急的にということで、福祉計画に盛り込んでいない形の整備計画となっておりま

すが、今後については、整備数を計画に盛り込んで、計画的にやっていきたいと考えております。

下田会長：ありがとうございました。それでは、今の説明につきまして、何か、ご質問あるいはご意見がご

ざいますか。

西田副会長：２番のグループホームは、何名定員なんですか。
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橋野委員：定員という形ではなくて部屋数ですが、旧第３教職員住宅は、全部で９部屋ありまして、２部屋

を保育ママの事業で使います。残りの７部屋がグループホームとなります。ただ、隣近所の施設が密

接しているところで、日の当たり方があまりよくないので、７部屋のうちの２部屋は、居室として使

うには、厳しいんじゃないかという状況です。

西田副会長：３番と８番は、関連性はあってもいいんですか。東野地区の、リアンさんとかがあるとこです

よね。あの場所に、８番の新築工事っていうのは使えるんですか。

橋野委員：はい。併用可能という形で考えています。

西田副会長：７番の重度障がい者の支援事業所の運営費補助金って、細かいことはわかりませんが。生活介

護や就労継続 B 型、グループホームは、報酬単価が決まってるじゃないですか。ここには、格段の

差があるじゃないですか。生活介護の支援区分４では、１万円ぐらいになるのかな。

橋野委員：１万円ぐらいです。

西田副会長：たとえば、B 型は５千 500 円ぐらい、グループホームは、２千円とか３千円じゃないですか。

こういうのは、ちゃんと埋めるようになっているんですよね、たとえば１５名で割って単純に 120

万ではないんですよね。

橋野委員：はい。ここについては、特にグループホームなんですが、現在も報酬プラス県の補助を財源とし

た、市の運営費補助を負担してます。国基準以上に人員配置していただけるところには、運営費補助

が、使える状態なんですね。それを差し引いて、もう少し加配が必要というところに出していくつも

りですので、事業所によって、金額に差が出るものと考えています。

西田副会長：なぜ就労移行や就労継続の A 型には出ないんですかね。

橋野委員：もともとの考え方なんですけれども、重度の方については公設で受けていきたいという大前提で、

指定管理の障がい者福祉センター等で中心に受けてきたんですね。

ここについては、報酬の仕組みではなく、市が必要経費を指定管理料として運営事業者さんにお支

払いして、市が報酬を財源として国保連から受けています。市も民間の事業所さんと同じように、国

保連の収入を受けて委託金を出しているんですけれども、指定管理者のその委託金と、国保連との報

酬の差額が倍ぐらいありまして、金額にすると、障がい者福祉センターの１人当たりの運営費が、300

万から 350 万ぐらいかかっていて、市が委託料を払っていますので、報酬で受けるのは、150 万ぐら

いなんですね。で、その差額、150 万くらいについては、市が重度の方を見ていただきたいというこ

とで、指定管理料として、その報酬に上乗せする形で出しているんです。それを指定管理のところを

除いた、民間の事業所にも同じような形で補助として出していくので、指定管理に近いような運営を

していただきたい。その事業所が、生活介護と就労継続 B の事業所ですので、ここの事業所に対し

て、この補助を出していきたいと考えています。

西田副会長：だから、就労移行には、付かないということですよね。

橋野委員：はい。

西田副会長：支援区分４の方が就労訓練をするときに、みんな就労移行から入るじゃないですか。いきなり

B もあるけど。就労移行は、２年間だけで、事業所のコストも高い。B は安いと。で、２年過ぎたら

B に行くけども、就労移行から受けたときに、重度の障がい者は受けられなくなる。報酬単価が違う

なら、その差を埋めるのは構わないと思うけども。制度そのものに、就労訓練で重度の方が来るとい

ったときに、就労移行が単価高いんだから、補助する額を、B に比べて下げればいいだけの話で。そ

れを使えないっていうのは、窓口を狭くするんですよね。

橋野委員：ここについては、検討しているところですので、現状でお答えできるのは、まず、この３つの事

業です。今日のご意見をまた踏まえて、今後、検討させていただきます。
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坂本委員：ソーシャルサポートセンターの坂本です。何点か、ご質問したいことがあります。

まず、３番ですが、新たに生活介護の事業者を、募集ということなんですが。現在動いている生活

訓練と日中一時の事業所については、そのまま継続で、そのほかに新たに生活介護の事業者を募集と

いう形になるのか、おうかがいしたいところです。

もう一つ、５番目の計画相談の推進事業の補助金は、６事業所とありますが、この６事業者は、現

状動いている事業者なのか。それとも新たに申請を出す予定の事業者を対象にするのか。ちょっとそ

の辺をおうかがいできればと思います。

橋野委員：まず、東野地区の日中一時支援事業所ですが、ここは、平成２１年度から５年間の建物の貸し付

けという形で、千楽さんに運営をお願いしてきています。その５年の終了が、２６年の１１月末です

ので、そこまでは、取り壊したあとも千楽さんに場所を提供して運営はしていただこうと思っていま

す。ちょうどその期間が満期になりますので、日中一時の現在の利用者さんも含めて、運営していた

だけるような事業所として募集をしたいと考えています。

計画相談についてですけれども、これは、市の委託事業ですとか指定管理の事業所で計画を実際に

提供している事業所以外の、民間の事業所を対象としていますので、現在の事業所も、民間であれば

対象に入ってくると考えています。

内村委員：フレンズの内村です。２番の教職員の住宅ですが、９部屋ということは、２階建てですか。

橋野委員：３階建てです。

内村委員：そのうち２部屋は保育で、あとの７部屋は借りられるんでしょうか。

橋野委員：ワンフロアに２、３部屋ずつある３階建ての９部屋の建物で、１階の２部屋が保育ママ事業で使

う予定です。残りの７部屋については、グループホームで、障がい事業課が所管です。

内村委員：６番ですけど、２事業者というのは、新規で立ち上げるところが、対象なんですね。

橋野委員：今回出した新規事業については、新年度に公募をかけていくものになっていま。

グループホームについて、毎年改修工事の補助の募集かけてきましたが、同じように平成 26 年度

は、新築と改修の２事業所の募集をかけていきたいと思っています。

内村委員：改修工事は、既存の事業所が申請を出した場合には、相談に乗っていただけるんでしょうか。

橋野委員：浦安市のグループホームの定員を増やすための補助ですので、今ある 10 人分のグループホーム

を改修するのであれば、補助対象外になります。たとえば、フレンズさんが新たに４人枠のグループ

ホームを立ち上げていただくんであれば対象になります。

内村委員：増やそうと思って、もう一つ借りたいなというところがあるので。４人ないし６人、どんどん増

やしたいかなというのは、ちょっとあります。

枝川委員：親の会の枝川です。６番のグループホームは、浦安市につくる場合は。南台五光も OK というこ

とですか。

橋野委員：そうですね。どこの事業所を対象外にするかということは、特に考えていませんので。広く募集

をかけていきたいと思っています。

白川委員：審査会の白川です。５番の計画相談の６事業所は、市以外の民間の事業所が対象ということでし

たけど、新規の事業所も増えるかもしれないという中で、６事業所の中には、これから新しく手を挙

げる事業所も、ある程度含んでいるんですか。

橋野委員：はい、入っています。現在、計画相談の指定を受けている事業所なんですけど、大半が委託事業

か指定管理者の事業所なんですね。あと、直営と。この補助の対象となる事業所は、今、指定を取っ

てるところは、２か所だけだったと思いますので。新規４か所を含んで、６事業所の見込みで考えて

います。
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白川委員：わかりました。続いて、９番がちょっとわかりづらかったんですけれども、そんなに大きな金額

ではないかもしれないんですが、団体ごとの補助事業を統合して、会員数に応じた補助事業に変更と

ありますが、会員数に応じると、新しく会をつくろうとして、少人数で始めたりする団体が育たない

のかなと思うんです。どうしてこういう形にされたのかなと思って。何かをやりたいということでは

なくて、会員数に着目しているので。

橋野委員：現在は対象が４団体で、手をつなぐ親の会が要綱上は、130 万円。身体障がい者福祉会が 130

万円、視覚障がい者協会が２０万円、聴覚障がい者協会が１０万円という、団体にいくらという補助

メニューなんですね。

創設されたときに比べると、会員数にだいぶ変更があります。会員数が多いところに額を大きくっ

ていうことで、昭和５０年代ぐらいにつくられた補助なのかなと思うんですけど。震災がありまして、

いろいろ見直しをする中で、団体さんとも話し合いをして、他市に比べると、補助の金額が少なくは

ないものですから、まず２割削減ということで、３年間、実は要綱よりも２割削減した形で交付して

きました。その３年で近隣の状況を見ながら基準等を考え直したいという、市の考えを団体に伝えて、

今年度も話し合いを持ったところです。３年間、２割削減の金額でどの団体も運営していただいてい

ましたので、そういった額を参考に、基準をつくり直そうというのが、変更のきっかけになっていま

す。

ほかの市町村を見ると、どの会がいくらではなく、何人ぐらいで、どういう活動をしている団体が

いくらっていうような決め方なんですね。それで、そういう要綱・基準を今、つくっているところで

す。これについては現在の４団体の皆さんにもお話ししてご理解いただいていています。４団体の会

の方からは新たなところも対象にしていったらいいんじゃないかというような意見をいただいてい

ますので、その新しい会も含めて、基準については検討しているところです。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。２番と６番の補助金というのは、２番に応募してい

る法人は６番の改修の補助金は使えるという読み込みでよろしいでしょうか。

橋野委員：生活介護と同じように、併用可能と考えています。

森嶋委員：５番の計画相談の推進事業の補助金ですが、国の要綱と補助の比較が出てくると思いますけれど、

これは件数に対して出すんですか、それとも相談員の数に対して出すんですか。国の要綱を見てから

決めるんですか。

橋野委員：国は相談員の人件費ということで示していますので、今は人件費として考えています。

森嶋委員：だとすると、相談員が２人いるから、いくらですと言ったときに、２人分みてくれるかは、考え

ておきたいところだと思いました。

白川委員：審査会の白川です。１番の青少年サポート事業の放課後や土曜日などの療育支援は、具体的にど

ういうことを、どういうところでやるんでしょうか。

橋野委員：これについてはまだ詳細等は検討しているところです。１８歳未満のサービスの利用状況の実績

から、小学校入る前の方は、手帳をもっている方以上にサービスを使っている方がいらっしゃって、

支援機関もこども発達センターを中心に、たくさんある状況なんです。小学校に入ると、生活の中心

が学校になってきますので、放課後や、土曜日、日曜日に支援をしているところでサービス使ってい

ただいているんですが、サービスを使っているのは手帳を持っている方の半分ぐらいということで、

学校に入ったとたんに少なくなっています。それで、軽度発達障がいの保護者を中心に、専門の療育

機関が少なくて、不足しているんだというような意見があるということですので、子ども部会等でも

ご意見を聞きながら、浦安に不足しているものを盛り込んで新たな事業を展開していきたいと考えて

います。
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西田委員：基幹の西田です。８番の通所の生活介護ですけれど、身体障がい者福祉センターで多機能で生活

介護をやっていて、まだ枠があると思うんですけど。ここで想定している生活介護事業所というのは、

身体障がいに特化していることではなく、行動援護類型の方とか、きらりあさんの定員が満床になる

ので、そのニーズを吸収するイメージなんですか。

橋野委員：そうですね、整備補助や３番の生活介護事業所の公募は、現在不足しているのが特に知的の方で

すので、そういった不足しているところを盛り込んで募集をかけていこうと思います。身体障がいに

ついては、身体障がい者福祉センターの中で今後５年ぐらいは、なんとかなるのかなという数字でし

たので。また、身体障がいについては５年後、考えていかなきゃいけないのかなというふうに思って

います。

西田委員：さきほども質問が出たんですが、自立訓練はどうなるんですか。５年で契約は終了になるから、

その事業所はこの場所には残らないということですか。

橋野委員：まだ、募集要項等は公表できてないので、何の事業と具体的に申し上げにくいんですけれども。

今の利用者さんがサービスを使えるようにはしていかなきゃいけないと思っています。

西田副会長：就労支援センターの西田です。８番の生活介護事業所を立ち上げて、重度の方を持っていくと

いうご発言がありましたよね。きらりあさんに行っているような重度の方を持っていくと。今年度の

予算の話でしたが、そうすると翌年からは、重度支援者の、事業運営費、補助金、人件費がどんどん

膨らんでいくっていうことですか。限りなくきらりあさん方式でやろうってことですか。

要するに、民間は国の制度の介護給付金をもらって、これを行政に渡して、行政から一人あたりい

くらという補助金をもらって運営するという形になるんですか。そうでなかったら、生活介護で、重

度の子を受け持ってやっていけないっていう判断から、そういう仕組みをつくったんですか。それは

募集要項に出るんでしょうけど。

でないと、片や制度を使って国と市の補助金の中でやっている事業。真っ向から民営でしなさいよ

といったら、なかなか受けづらいですよね、事業運営としては。だから、生活介護の区分４以上の方

は、行政は人件費補助をしますよっていうことを７番の予算でいったわけですよね。ということは８

番の事業運営者は、そういう事業運営者に、最初から想定してやれるってことなんですか。

橋野委員：そうです。両方を併用されるんじゃないかなっていうふうには考えています。直接市が指定管理

のように施設整備して、委託費で全額出していくという考えではなくて、民間の事業所に浦安に参入

していただいて、建設して運営していただいて、その足りない分を市が補助していくという考えです。

西田副会長：要するに、建物だけつくったら、あとの人件費等々については、今のきらりあ方式で検討する

事業は立ち上がると、こう思っていいんですかね。

橋野委員：そうですね。金額やいろいろ差はあると思いますけど。民間で頑張るところを増やしていきたい

と考えています。直接市がやるということではなく。

西田副会長：民間で頑張るけど、生活介護の重度の方を抱える事業所が、給付金だけではやっていけなくて

困るから、浦安市はそういった補助体制をつくっていると。これは以前から議論があったとこじゃな

いですか。それを最初から事業モデルとして言ってあげないと、事業所は参入しづらい。人員配置だ

って、今もらえる給付金だけでは、とても間に合わないという計算は、事業所もするじゃないですか。

掛け算じゃなくて足し算引き算の問題ですから。それを最初から募集要綱で言ってほしい。申し訳な

いけど事業者として、程度区分以上で建物をつくってくれて国の生活介護の介護給付で運営しろと言

ったら算盤上できない。できるところがあるならすごいですけど。

橋野委員：期間が短いということですか。

西田副会長：期間ではなくて、報酬がないってことです。生活介護事業所は支援区分４以上の方を受け持っ
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てもらえます。それではやっていけないから、市は人件費補助と運営補助を考えるので来なさいとい

う募集要綱が出るんですよね。

橋野委員：来年の４月にむけて考えていますので、今年の卒業生については、今の市内の事業所でなんとか

進路先は決まってます。

西田委員：今、市内で民間で生活介護事業所をやっているところは、どこだったでしょうか。

橋野委員：ＮＰＯ法人あいらんどさんです。就労継続 B であれば、フレンズさんや「なゆた」さんやタオ

さんもそうですよね。指定管理とかではなく、民間でやっていただいているところは、グループホー

ムであれば、「あいらんど」さん、フレンズさんが、現状の７番の対象です。

西田委員：対象は指定をとっている生活介護事業所という意味ですね。

坂本委員：ソーシャルサポートの坂本です。先ほどの生活介護の事業ですけど、精神の方でも最近、生活介

護を利用されている方が、若干高齢にさしかかってきているのが実情としてあります。現状では知的

の方が主の対象だったという話だったんですけど、今後増えるであろうことを想定して、精神の方も

対象にして、事業者の選定ということも検討していただけるとありがたいなというふうに思いますの

でお願いします。

橋野委員：ここに書いていない事項は、今、すべて検討しているところですので、今日のご意見を参考に、

また、これから詰めていきたいと思います。

下田会長：それでは、予算の件につきましては、新規事業ということでご説明がありました。また詳細わか

りましたら、自立支援協議会等でご提示をお願いするということになるかと思います。どうもありが

とうございました。

さて、その他のところでですね、これまで繰り返し議論がなされてきたんですが、議事録への委員

の氏名の掲載という問題でございます。これにつきまして、すでに各部会等でもですね、議論をお願

いしたところでございます。事務局から説明していただいて、議題５の資料にお目通しいただいた上

で、協議会としての考え方を、まとめたいというふうに考えております。

橋野委員：要望については、前回もお話しており、委員の皆様は各部会に参加していらっしゃいますので、

内容については省略させていただきます。今まで４つの部会で話してきた内容について議題５の資料

のところにまとめさせていただいてあります。

委員名を掲載しないことに賛成といった意見を（１）のところにまとめまして、（２）としては委

員名を掲載しないことには賛成だけれども、ちょっと表記の仕方を代表者とするのかとか、ほかの人

をどうするのかというような意見が出たもの。また（３）については、その他会議のあり方自体につ

いて、検討したらどうかという意見を書かせていただいています。

ご意見については、両方、さまざまなご意見が出てますので、各部会でまとめるといった形での議

論はしていませんので、方向性を今後出していかなくてはいけないと考えていましす。協議会の皆様

にも、これらの意見を踏まえて、検討いただきたい事項としまして、実際、その委員名をどうするか、

また、もし、委員名を伏せるようになった場合にも、表記の仕方ですとか時期等について語っていた

だいてますので、ご意見等いただきたいと考えております。

下田会長：それでは、議題５資料というところで、これは各部会で出ました意見を、なるべく委員の発言の

主旨に即して書かれているものでございます。ただ、この議論につきましては、すでに前々からです

ね、繰り返し出ていることでございまして、また、改めてここで議論をするということをいたしまし

ても、同じ意見が重なって出てくるかなということで、実は、自立支援協議会始まる前に副会長、そ

れから私含めて事務局で協議しました結果、新たに付け加えるべき意見等がございましたら出してい

ただくことにして、できれば、この意見を踏まえた上で、事務局というか市に最終的に決定をしてい
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ただきたいという形で協議会としては進めたいと思っておりますが、いかがでございましょうか。

協議会は決定機関ということではございませんので、ある程度は結論としては出せると思うんです

が、最終的には、市で決定していただくことになりますが、何か、付け加えたいご意見がございまし

たら、お出しいただきたいと思います。もし、なければ、協議会ろ部会の意見を踏まえて最終的に、

市で決定していただくという形で協議会としては要望していきたいと思いますが、いかがでございま

しょうか。

枝川委員：資料に検討していただきたい事項とあるんですけど、これはしなくてよろしいですか。これをや

った上で、市に任せる形になるんではないでしょうか。

下田会長：資料は事前の打ち合わせ前につくられた資料でございます。再度検討していくと、同じような議

論が繰り返しになるんではないかと、意見はすべて出していただいたというように判断ができますの

で、会長、副会長として、意見を踏まえた上で、行政に最終決定していただきたいという要望を出し

たいという判断をいたしました。よろしいでしょうか。

では、ご意見、ご異論もないようですので、もし、さらに追加でご意見あるようでしたら、事務局

等にお伝えいただいて、最終的な決定は市のほうにお任せしたいというふうに思っております。どう

もありがとうございました。

そのほか、報告事項、ございますか。

西田委員：自立支援協議会のメンバーには、障がい福祉課も入っていたでしょうか。

橋野委員：協議会には入っていないです。

西田委員：委員の任期は２年なので、今さらだと思うんですけど、来年度の協議会の話があったので。先ほ

ど申し上げた計画相談の問題だったり、現場のいろんなやり取り、情報の伝達や共有など、昨年は障

がい福祉課一つだったんですが、福祉課さんと事業課さんは、また違っていますし。現場としては、

やっぱりケースワーカーの人たちを束ねる障がい福祉課さんが協議会に来て、地域の中で起こってる

いろいろなことを把握していただくのは、重要なことかと思いました。

下田会長：このことについても盛り込んで、次回以降に出させていただきます。

それでは、事務局から、福祉フェアについての説明をお願いします。

事務局：皆様のご存知の通り、昨年２月に撤退したスワンベーカリーさんの跡に、新浦安駅前という立地を

生かした物産展等の展開ということで、浦安コンベンション協会が現在受託して行っています。通称、

S-FRONT ということで、店内では、ろうそく、ラベル加工品、クッキー・ケーキなど福祉施設の品

物のワゴン販売をしております。また、店外では、毎月２９日に福祉フェアを開催していく予定です。

で、今日もこの会議終了後、皆様に見ていただけたらと思っていますので、よろしくお願いします。

下田会長：ほかに連絡事項等は、ありますか。

坂本委員：ソーシャルサポートセンターの坂本です。市川と浦安の圏域でやっている地域移行支援協議会は、

入院中の方あるいは入所中の方の退院・退所の支援をしている事業所の協議会なんですが。

その協議会が、２月１９日に市川で、イタリアの短期研修の報告会ということで、イタリアが先駆

的にやってきた地域移行の取り組みについての報告会を開催する予定でおります。

それに先立って、先日の合同部会でもチラシを配布した『むかし、matto の町があった』という映

画の上映会を今日の午後２時から文化会館で開催します。お時間がありましたら、よろしくお願いし

ます。

下田会長：それでは、これで本日の議題はすべて終了いたしました。次回は、３月１３日の午後２時から、

消防本部大会議室で開催いたします。



平成２６年１月２９日（水）

午前１０時～

マーレ２階 国際センター研修室１

浦安市自立支援協議会（平成２５年度第５回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会等活動報告

①合同部会

②権利擁護部会

③地域生活支援部会

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケート結果中間報告

①事業所アンケート

②当事者アンケート

（３）平成２６年度自立支援協議会について

（４）平成２６年度予算報告

（５）その他

３．閉会



地域の拠点となる多機能型
グループホーム（案）

精神病院

アパート
一人暮らし

グループホーム

地域住民

自宅

ひとり暮らし

24時間暮らし安心機能
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◆行動援護・重度心身障がい者等へ
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◆体験利用
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緊急ヘルプサービスが利用
できる
・在宅からのグループホームへの移行を
支援
・入所施設からのグループホームへの
移行を支援

・グループホームから一人暮らしへの
移行を支援

①緊急コール対応 ②緊急時支援

☆訪問看護

☆総合的相談機能

☆サロン機能☆レストラン

議題１資料 第４回地域生活支援部会配布資料①

地域の拠点となる多機能型グループホーム（案）～地域のセーフティーネットを構築する～

☆多目的ホール

入所施設



議題１資料 第４回地域生活支援部会配布資料②

第３回地域生活支援部会での提案「多機能型中核施設（グループホームを含む）」についての意見のまとめ

概要 主な意見等

①小さいグループホー

ムなどを増やす工夫が

必要

○世話人と利用者さんとの関係やご近所との関係のような人と人とのつながりを一番重く見てみると、全部まと

めてしまうことは、ちょっと冷たいイメージになるかなと思う。近所の人と会って、ご挨拶をすることなどか

ら地域との関わりが広がる。地域との関わりの中で、グループホームがだんだん育っていくのではないか。

○いろいろな個性の人がいるので、大きいところで一緒にまとめてしまうのが不安な部分もある。

○目標を立てて、まずは、すぐに入れるような状態にある人を入れて、ケア体制を整えていって順次入居できる

ように進めてはどうか。

○市の既存施設に置き換えて考えてみると、大きい施設が先にできると、小さいところがその後できてこないと

ころがある。大きい施設ができると、グループホームなどがなかなかできないのかと思う。

○施設をつくるには何年もかかるが、民間のアパートを借りるのであれば、すぐできるのではないか。

○一人一人のケースに合わせた施設を小さくてもいいから作っていくことを基本に置いて、そのために医者や職

員のスキルアップが必要だとか、場所を提供してくれる人が必要だとか、相談支援がどう機能してくれるかと

か、ボランティア精神のあるお医者さんはいないかとか、いろいろ発掘していってやっていくことのほうが大

事ではないか。

など

②多機能型の中核とな

る施設があれば、安心で

きる

○事業者がそれぞれの才覚でどんどんグループホームを作っていくことも必要だが、現実的なコアがいるのでは

ないか。専門職が常駐するような場所は必要だと思う。

○夜中に何かあったときの対応が不十分な部分がたくさんある。予想できないこともたくさんあるので、多機能

型のグループホームができたらどんなにいいだろうと思う。

○グループホームでうまくいかなかった時、自宅に戻るのではなくて、多機能型グループホームのサポートを受

けながら徐々にグループホームで生活できるようにしていければいいと思う。グループホームへの入居はハー

ドル高くて在宅か入所施設かとなるのならば、大きい拠点となるところがあることはニーズに合っているかと

思う。

○重度心身障がいの方が入れるグループホームを一事業所で立ち上げるのは大変。重度の方や行動援護の方を入

れるならば、一つの拠点になるようなところがあると、何かあった場合にそこと連絡を取りながらできる。

○当事者の望む暮らしができる地域になるには、医療との連携が必要だったり、いざというときに駆けつけられ

るような仕組みが必要なので、拠点となるものがあればいいのではないか。

など

③上記①、②以外のご意

見

○行動援護、重い障がいのある方、医療的なケアが必要な方たちにも親から自立して浦安で生活する場をつくり

たい。

○グループホーム立ち上げ時の補助金の制度ができたが、なかなか増えていかない。実際にグループホームの運

営をしている人たちが口々に言うのは夜間や緊急時や医療的ケアのこと。

○在宅で支えている保護者も高齢化していて、とても厳しい状況。現状では市外の入所施設を案内するしかない

が、やはり親御さんは近くで住むことを希望している。近隣の市川や船橋並みに確保して、整備していかなく

てはならないのではないか。

○近隣並みの定員の確保は、最大限に優先させなければならない課題ではないか。

○地域移行支援と地域定着支援は喫緊の課題で、それに地域の住まいの問題は巻き込まれているのだという認識

を持ってほしい。

など
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（1）調査票の記入者

問１ この調査票を記入していただいたのはどなたですか。（１つ）

調査票の記入者は、「本人」が 62.4％、「本人以外の家族」が 30.3％となっています。

その他では、「ケアマネージャー」、「職親」、「市職員」、「後見人」などとなっています。

図表 4 調査票の記入者（全体結果）

２ 調査の結果

Ⅰ 回答者（調査対象者）の基本属性

議題２資料 報告書イメージ
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障がい別調査票記入者は、「身体障がい」、「精神障がい」及び「難病」では「本人」が最も多く、「知的

障がい」及び「その他」では、「本人以外の家族」が最も多くなっています。

図表 5 調査票の記入者（障がい種別）
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議題３資料 平成２６年度自立支援協議会の議題について

１．平成２５年度・２６年度の組織

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

生まれてから 18歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事

項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

＊合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。
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２．平成 25 年度の実績等

（１）自立支援協議会

主な課題 平成 25 年度の議題（当初の予定）

地域課題の整理と対応に関する事項

地域課題の整理及び部会での検討議題の決定

部会の活動内容の報告と検証

個別の事例から見えてくる各事業の問題点の検討

基幹相談支援センター等の事業につい

ての検証及び評価
基幹相談支援センター等の実績の報告と検証・評価

日程 議題

第 1 回

５月 17 日

（１）平成 25 年度浦安市自立支援協議会について

（２）平成 24 年度浦安市地域自立支援協議会の活動報告

（３）障がい者福祉計画の策定について

第２回

７月 23 日

（１）部会活動報告

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケートの内容について

（３）基幹相談支援センターの事業計画について

第３回

９月 17 日

（１）部会活動報告

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケートの内容について

（３）平成 27 年度～平成 29 年度浦安市障がい者福祉計画の策定について

（４）第２回合同部会について

第４回

11 月８日

（１）部会活動報告

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケートについて

（３）障がい者福祉計画策定に係るアンケート調査結果報告書について

（４）啓発広報イベントについて

（５）第３次障害者基本計画の概要について

第５回

平成26年１月29日

（１）部会等活動報告

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケート結果中間報告

（３）平成 26 年度自立支援協議会について

（４）平成 26 年度予算報告

第６回

平成26年３月13日

（案）

（１）部会活動報告

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケート結果概要報告

（３）平成 26 年度自立支援協議会について

（４）平成 27 年度～平成 29 年度浦安市障がい者福祉計画の策定について
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（２）権利擁護部会

主な課題 平成 25 年度の議題（当初の予定）

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

こころのバリアフリーハンドブックの活用

障がい者週間の記念イベントの企画・運営

障がい者虐待防止に関する事項 障がい者虐待防止センター等の実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 成年後見制度の実績報告

日程 議題

第 1 回

５月 23 日

（１）平成２５年度権利擁護部会について

（２）平成２４年度啓発・広報プロジェクトの活動報告

（３）成年後見制度の実績報告

（４）障がい者虐待防止センターの実績報告

（５）イベントの企画について

第２回

７月 18 日

（１）ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施について

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

第３回

10 月 17 日

（１）イベント企画ワーキンググループ活動報告及びイベントの実施について

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

（３）本人部会からの提案について

（４）障がい者虐待防止センター実績報告

第４回

１月 14 日

（１）障がい者週間のイベントについて

（２）バリアフリーハンドブックの活用について

（３）障がい者虐待防止について

（４）平成２６年度権利擁護部会の方向性について
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（３）こども部会

主な課題 平成 25 年度の議題（当初の予定）

教育と福祉の連携に関する事項

教育研究センターを中心とした支援体制のあり方な

ど、特別支援教育が抱える問題の改善策の協議

サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

学校における指導計画、支援計画の作成状況の検証

相談体制の充実に関する事項 個別の事例から見えてくる各事業の問題点の検討

日程 議題

第１回

６月 20 日

（１）平成 25 年度こども部会について

（２）平成 24 年度特別支援教育プロジェクト会の活動報告

（３）浦安市の障がい児等の支援体制について

（４）こども発達センターの事業について

（５）まなびサポートについて

第２回

９月 19 日

（１）保育所等訪問支援の実施状況の報告

（２）インクルーシブ教育システム研究事業について

（３）障がい児支援利用計画の説明（個人情報を取り扱うため非公開）

第３回

12 月９日

（１）インクルーシブ教育システム研究事業の経過報告

（２）サポートファイル周知状況の報告

（３）障がい児の支援体制について

第４回

３月３日
調整中
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（４）相談支援部会

主な課題 平成 25 年度の議題（当初の予定）

サービス等利用計画等の質の向上に関

する事項
サービス等利用計画等の検証

相談支援事業の充実に関する事項

相談支援事業の広報・周知

さまざまな障がい（身体・知的・精神・発達・難病）

に対応できる人材の育成

個別の相談事例から見えてくる問題点の洗い出し及び

検討

日程 議題

第１回

６月２６日

（１）平成 25 年度相談支援部会について

（２）平成 24 年度事業所支援・制度プロジェクトの活動報告

（３）サービス等利用計画について

（４）サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

第２回

９月 24 日

（１）指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉サービス事業者との連携

について

（２）相談支援実務者会議の報告について

（３）相談支援事業として指定を受ける上で、各事業所が抱える課題等に

ついて

①集団指導から出された意見などについて

②事業所アンケートについて

（４）サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

＊個人情報を取り扱うため非公開

第３回

12 月 13 日

（１）相談支援実務者会議の報告について

（２）相談支援事業として指定を受ける上で各事業所が抱える課題等につ

いて

①事業所アンケートについて結果について

②計画相談の利用状況について

（３）サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

＊個人情報を取り扱うため非公開

第４回

２月 12 日
調整中
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（５）地域生活支援部会

主な課題 平成 25 年度の議題（当初の予定）

障がい者の就労に関する事項
共同販売、共同受注の仕組みの確立

就労支援センターの実績の報告

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

自立支援（宿泊型）の整備、賃貸住宅への入居支援（家

賃補助等）

グループホームやケアホームなどの居住、生活の場の確

保・整備

障がい者の地域でのくらし全般に関す

る事項

重度障がい児・者がサービスを利用できる仕組みづくり

人材不足と処遇の改善（深夜、早朝の時間帯及び重度障

がい者を 24 時間支えるヘルパーの、行動援護従事者、

医療的ケア従事者の不足）

日程 議題

第 1 回

５月 30 日

（１）平成 25 年度地域生活支援部会について

（２）平成 24 年度事業者支援・制度プロジェクトの活動報告

（３）平成 24 年度就労支援プロジェクトの活動報告

（４）平成 24 年度就労支援センターの実績報告

（５）課題についての事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

第２回

８月 27 日

（１）第１回地域生活支援部会での課題整理

（２）個別事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

第３回

10 月 29 日

（１）第２回地域生活支援部会での課題整理

（２）今後取り扱う課題について

第４回

１月 21 日

（１）地域課題の整理

（２）平成 26 年度地域生活支援部会の方向性
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（６）本人部会

主な課題 平成 25 年度の議題（当初の予定）

情報交換に関する事項 自立支援協議会及び各部会の活動報告

地域課題の提案に関する事項 当事者から見えてくる地域の問題点の洗い出し

（７）合同部会

主な課題 平成 25 年度の報告事項（当初の予定）

活動報告に関する事項
各部会の活動報告

基幹相談支援センターの実績報告

３．平成 25 年度開催スケジュール

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○

日程 議題

第 1 回

７月 11 日

（１）浦安市の自立支援協議会について

（２）普段のくらしで不自由を感じていること、あるいは福祉行政への提案

第２回

11 月 28 日

（１）自立支援協議会の活動報告

（２）障がい者福祉計画について

（３）障がい福祉に関するアンケートについて

（４）地域の課題について

第３回

２月 19 日
調整中

日程 報告事項

第 1 回

７月 26 日

（１）平成 25 年度浦安市自立支援協議会及び各部会活動報告

（２）平成 24 年度浦安市障がい者総合相談支援事業実績報告

（３）基幹相談支援センターの事業計画について

第２回

12 月 26 日

（１）浦安市自立支援協議会及び各部会活動報告

（２）基幹相談支援センター実績報告
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議題４資料

平成 26 年度予算 新規事業について

平成 26 年１月 29 日現在内示額

1.青少年サポート事業 17,000,000 円（平成 26 年 10 月～）

軽度発達障がいの小中学生、高校生を中心とした放課後、土曜日等の療育支援。

2.旧第３教職員住宅改修事業 45,345,000 円

躯体改修工事及びスプリンクラー設置工事等を市が行い、平成 27 年 10 月までに開

所可能なグループホーム等運営事業者を募集。（設備・内装等は運営事業所による）

3.東野地区日中一時支援事業所 9,000,000 円

現施設解体工事を市が行い、平成 27 年４月に開所可能な生活介護等運営事業者を

募集。（新築工事は運営事業所による）

4.福祉避難所支援事業補助金 10 事業者 1,000,000 円

市と協定を締結した民営の福祉避難所を対象に支援物資購入費を補助。

5.計画相談支援推進事業補助金 ６事業者 14,655,000 円

計画相談支援事業所に対する人件費の補助。（国要綱制定され次第、補助基準設定）

6.グループホーム整備事業補助金 ２事業者 14,630,000 円

グループホーム（定員４名以上）整備費の補助。

・改修工事 １事業者 4,630,000 円

・新築工事 １事業者 10,000,000 円（新規）

（県補助：敷金礼金１定員 100,000 円創設）

7.重度障がい者等支援事業所運営費補助金 15 名 19,144,000 円

障害支援区分４以上の方を支援している生活介護、就労継続Ｂ、グループホームの

事業所（指定管理者除く）を対象に、国基準超の人員、設備等の費用を補助。

8.通所施設等整備補助金 54,630,000 円

生活介護事業所（定員６名以上）の整備費の補助。

・改修工事 １事業者 4,630,000 円

・新築工事 ２事業者 50,000,000 円



9.障がい福祉団体事業費補助金 ４団体 2,320,0000 円

団体ごとの補助事業を統合し、会員数に応じた補助事業に変更。平成 25 年度予算

の４団体補助合計額と同額。

10.障がい者福祉推進事業 2,580,000 円

精神保健福祉推進事業からの変更。平成 25 年度予算額 679,000 円

・発達支援セミナー（こども発達センターからの移管）

・サポートファイル（こども発達センターからの移管）

・福祉ショップのカタログ印刷（新規）

11.総合福祉センター管理運営事業 45,886,000 円 （こども家庭課からの移管）


