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第４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 2月 12 日（水）14：00～16：00

２．開催場所 消防本部大会議室

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）

岡部晴雄委員、中久喜響子委員代理小川礼子氏、三上奈々委員、中村佐太治委員、

西田良枝委員、谷岡智恵委員、肥田淳委員、西田俊光委員、小川圭子委員、

横山奈緒美委員、立花淳一委員代理立花まなみ氏、三浦圭一郎委員、田中知華委員、

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）サービス等利用計画の現状について

・国の動向について

・障がい福祉課の現状について

（２）サービス等利用計画の評価の仕組み作りについて

（３）平成２６年度相談支援部会の方向性について

５．資料

（１）厚生労働省研修会資料より

『地域人づくり事業の概要』

『雇用拡大プロセス～障害者福祉領域の人材育成を支援～

⑧障害者相談支援事業所サポート事業』

（２）指定特定相談支援事業者（計画作成担当）及び障害児相談支援事業者と障害福祉

サービス事業者の関係

（３）市町村におけるサービス等利用計画作成状況

セルフプランの数

（４）平成２６年度相談支援部会の方向性について（案）

（５）サービス等利用計画の評価の仕組み作りについて

（６）浦安市の計画相談・障害児相談支援の支給決定状況
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６．議事

事務局：本日は大変お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。ただ今

より、浦安市自立支援協議会第４回相談支援部会を開催いたします。若干お見えにな

ってない委員さんもいらっしゃいますが、定刻となりましたので始めさせていただき

ます。本日、立花 淳一委員の代わりに立花 まなみ様が、中久喜響子委員の代わり

に小川 礼子様がご出席を頂いておりますので、ご紹介させて頂きます。

本日は、３件の議題について審議等していただきますので、よろしくお願いいたし

ます。それでは、ここからは、白川リーダーに進行をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それでは進行を務めさせていただきます。毎回のことで恐縮ですが、ご

発言のときには挙手をされて、お名前をおっしゃってください。では、さっそく議題

に入りたいと思います。議題１サービス等利用計画の現状について、国の動向につい

て事務局よりお願いします。

事務局：皆さんこんにちは、障がい事業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、計画相談に関わる国の動向ということで説明させていただきたいと思

います。

ご覧いただく資料は、A４横版の地域人づくり事業の概要と、２枚目の雇用拡大プロ

セスと書いたものをご覧いただきたいと思います。

１月 24日に計画相談支援の促進に関するセミナーが厚生労働省で行われたので参加

してきました。そこでの国のお話を中心にご報告をさせていただきたいと思っており

ます。この部会でも何度か取り上げてきましたけれども、平成 24 年度から 26 年度に

おいて、福祉サービスを使っているすべての方に、サービス等利用計画の作成が必要

でありますが、こういった状況の中で、全国的に見てもこの計画相談支援、サービス

等利用計画の作成が進んでいない状況が見受けられます。

そういった状況を踏まえまして、本市としても、民間の相談支援事業所に対して相

談支援専門員の確保、実際に計画作成にあたるスタッフ、一定量の計画作成を実施し

していただけるような事業所に対して、人件費補助を現在考えているところです。

一方で、国の動向ですが、国の取り組みといたしましては、26 年度末に先ほど申し

ましたように、デイサービス利用者全員に作成が義務づけられている計画ですが、全

然進んでないといったことから、国のほうとしましても、側面的支援といたしまして、

計画作成を担う相談支援専門員が不足する中で、相談支援事業所に相談支援専門員を

配置した場合の人件費補助として、当初、９月くらいとのことなんですが、今ござい

ます地域生活支援事業の中で、そういった補助を予定しているというような通知を行

政は受けたんですが、その後、予算要求しましたけれども、国のほう通らなかったと

いうことで、その代替え措置として、今ご覧いただいている地域人づくり事業の雇用

創出基金を活用して補助を出そうという動きが出ております。
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地域人づくり事業の概要ですが、この事業趣旨としましては、国が緊急雇用創出事

業臨時特例交付金、これを原資とした基金事業でありまして、地域において、産業・

社会調整等の実情に応じた多様な人づくりによって、若者・女性・高齢者等の潜在力

を引き出し、雇用の拡大を通じて全員参加を可能とする環境を整備すると共に、賃金

の上昇や家計所得の増大と処遇改善に向けた取り組みを推進するといった基金になっ

ております。

１枚目では地域人づくり事業の概要のちょうど右下のところにその事業内容が載っ

ておりますが、一つは雇用拡大プロセス。失業者あるいは無業者の就職に向けた支援。

それから処遇改善プロセスということで在職者に対する処遇改善に向けた支援、こう

いった事業内容が盛り込まれております。

左側の雇用拡大プロセスということで、その事業の一つとして２枚目にありますよ

うに、障害者・福祉教育の人材育成を支援する目的で障害者相談支援所サポート事業

というのが組み込まれています。この概要なんですけれども、ちょっと読まさせてい

ただきます。「地域の無業者を障害総合支援法に基づく相談支援事業者等で雇用し、サ

ービス等利用計画の作成補助・地域の障害福祉サービス事業所や学校との関係機関と

の意見交換等のサポート業務等をおこなっていることを通じて、それら無業者の当事

業所への就業に結びつけ、また、障害福祉サービスに関する経験を積ませることで、

同分野他事業所での就業に結びつける」こういった概要になっております。

今のところ国からはこのぐらいしか出ていなくて、また今後具体的に出てこないと、

どういった形で、どういう条件の場合は補助されるのかといったことがわからない部

分も多いんですが、今のところ、この基金事業が国のほうから考えられているものと

して打ち出されております。

それで、この間１月に行なわれたセミナーは、国のほうからは地域人づくり事業の

概要が中心だったんですけれども、その中で各参加した行政のほうからいくつか質問

が出ておりまして、たとえば、計画相談、26 年度末までとなっているけれども、現状

なかなか進んでいないという現状を踏まえて、延長措置は考えているかという質疑が

ありました。これについては、国のほうとしては、全く考えていないということでし

た。

それから、必要とされる相談支援専門員の人数が不足していることによってプラン

の良し悪し、あるいは質の問題も懸念されるけれどもどう考えるかというような質問

も出ておりましたが、最終的にはそれは各自治体のほうで判断してもらうしかない、

というような回答が国のほうからございました。

そして、相談支援専門員の研修・受講のあり方ですが、国のほうの考え方としては、

必要なのは各市町村でどのぐらいの計画作成数が必要であるのか、そして、相談支援

専門員は何名くらい必要になるのか。その後、どのくらい研修・受講が必要なのか、

こういった形で人材確保をしていかなければいけないというような話もございまして、
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まずは各市町村の今の現状の積み上げからやっていかないといけないというような話

がございました。

研修も、たとえば、受けたくても受けられないとか、実情もあろうかと思うんです

が、そういった意味で国から各都道府県に配慮というか、このような働きをおこなっ

ていきたいと話がございました。

それで、申し上げましたようにこういったことを踏まえて市のほうとしてもですね、

その人材確保・相談員の確保のための人件費補助等を現在考えております。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：質問のほうはまとめて受けたいと思いますので、次に、障がい福祉課から現状

についてご報告お願いいたします。

小瀧委員：障がい福祉課の小瀧です。私から説明させていただきます。今日お配りしまし

た第４回相談支援部会資料ということで、障がい福祉課の資料を提示してあるんです

が、こちらを説明していきたいと思います。

まず、相談支援の支給決定状況・進捗状況をまずお話したいと思います。浦安市は

12 月末現在、福祉サービスの支給決定者が 610 人です。これに対して、計画相談支援

あるいは、児童で作成済なもの、介護保険のケアプランで作成済なもの、これらを含

めまして合計 187 人というところで、達成率に対しては 30.7％です。ちなみに、９月

上半期までが 27.4％ということで、数％上昇した状況です。

それで、障がい児の通所支援支給決定者が 271 名。そのうち相談支援が 66 名になっ

ておりまして、達成率は 24.4％となっています。

次に、県内の達成率の状況を見ますと、県の調べで上半期９月までの状況なんです

が、県全体で 24.9％です。ちなみに、東京都では 14.7％、神奈川県では 28.1％、埼玉

県では 21％と、全国平均で 25.2％となっておりまして、千葉県はほぼ全国平均並とな

っております。

近隣市を見ますと、市川市が 23.9％、船橋市が 10.6％、松戸市が 17.2％、最も進ん

でいるのが習志野市でして、９月末の状況で 57.8％なんですが、12 月ではもう 80％ぐ

らいは達成しているようです。

この達成率の高い市町村の状況をみますと、新規はもう計画相談の提出で支給決定

を必須としていること、計画がなければ支給決定はしないということを窓口で対応し

ているようです。

市町村によっては、児童の場合には、直営の発達センターが児童の計画を積極的に

請け負っています。でも、請け負っているといっても、本市のサービス事業所・提供

事業所が、その利用計画をたてることはできるだけ、もう避けようという方針をたて

ておりまして、発達センターは、発達センターの利用者は別事業所で作成するか、セ

ルフプランを作成することをセンター職員が援助するということですが、ほとんどが

セルフプランというところで対応しているようです。それで、また、自立支援協議会

でもこういった相談支援部会を活用しまして、事業所の理解や協力を得ているという
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状況です。

そして、今後の市の取り組みということで、現在、計画相談は解消というところで

留めていますが、今後は新規、そして、毎月の更新者には原則計画案を窓口で求めて

いくと。それで、毎月 20 人から 30 人の更新があるんですが、来年度４月は 140 人程

度更新があります。こういったところで、どんどん進めていければなというふうに思

っております。

先ほど、事務局から説明が出ました事業所に対する人件費補助というところも検討

しておりますので、これと合わせて推進していければなというように思っています。

国の調査で、計画作成の進まない要因として、相談支援事業所からは市町村が計画

作成の指示を出さないので進まないというところと、あと市町村では相談支援事業所

が足りないので計画作成を依頼できないと、こういった、大きな要因があるそうです。

こういった要因を解決するために、今後の取り組みというところであげてみました。

次に、お配りしました資料の３ページに支援事業者と障害児のですね、相談支援事

業所と障害福祉サービス事業者の関係というところなんですが。私たち障がい福祉課

の役割としては、１と２の間にある支給決定っていうところがあるんですが、ここの

支給決定を市町村が担っております。

そういったところで、まずはサービス申請の受付をしまして、第１次評価としてケ

ースワーカーが自宅に行って認定調査をします。今 106 項目で、来年度、この 80 項目

に減るんですが、こういった調査をしまして第１次評価をします。それで、次に、あ

の、市町村審査会、これはおおむね月１回開催しまして、専門家による第２次の評価

をしていただくというところで、程度区分を決定していくとなっています。

この程度区分と本人の利用意向、あるいは提出された計画案を勘案しまして、まあ、

適切なプランなのか、適正な支出なのか、一定の質を確保しているのかというところ

も評価しまして、支給量を決定しているような状況です。

ただ、その際の計画案に疑義が生じた場合、疑問が生じた場合には、週１回ケース

ワーカー会議やっているんですが、そこで、みんなで検討して支給決定をしていくと

いうような流れで支給決定をしていきます。私のほうからは以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。それでは、あの、ただいまの説明・報告につ

いてご意見やご質問がありましたらお願いいたします。

西田（俊）委員：質問いいですか、今日マイクがないんですよね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、そうですね、はい。

橋野委員：使えないです、はい。

西田（俊）委員：使えないんですか。そうですか。２つ、３つくらい質問あるんですが、

この国の地域人づくり事業の概略・概要を出してきたと。それで、人件費補助を考え

ていると。ただし、書いてあるのは１年くらいの人件費補助ですよね、概要見ると。

それで理解していいんですかね、この案は？
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事務局：事業としては、１年間が対象年度になります。

西田（俊）委員：そうですよね。それで、これは今資料出してきているってことは、国の

指針に従って浦安市はやろうと思ってるんですか。

事務局：そうではなくてですね、国は国でそういった側面的支援っていうことでこういっ

たものを打ち出してるんですけれども、浦安市は浦安市で人件費補助として補助して

いくことを考えています。

西田（俊）：なるほど、それで、あと２つありますけど、一つは先ほど小瀧課長が浦安の相

談支援、計画相談はなかなか進まない要因でいくつかおっしゃっていましたよね。そ

れは浦安市が進まない要因はなんだというふうにお考えなのかってことが、一つです

ね。

２つ目の質問は、この指定特定相談事業所と障害福祉サービス事業所の関係ってい

う関係があって、もうちょっと詳しく聞きたいです。聞いている趣旨は、相談支援事

業者がサービス等利用計画をつくると、それで支給決定がされると、そのあと各事業

所に、こういう制度がサービス利用が決まったからこういうサービスを提供しなさい

とこういうことが、あるわけですよね。それは、事業所というのは、それに従ってや

んなきゃいけないというので、理解していいのか。事業所は、その段階で支給決定に

ないものをサービスをいいかどうかということを、質問させていただきたいです。わ

かんなかったら、もう一回、あの、質問しますが。とりあえず、２つ。

小瀧委員：市の要因は、先ほどの国が考えている通りだと思います。

事務局：進まない要因について事業課のほうからもお答えしたいんですけが、第２回目か、

第３回目も議題に取り上げたかなと思います。障がい事業課でもアンケートを取らせ

ていただいております。そこでの意見を今一度申し上げますと、やはり、人件費の問

題というのがアンケートの結果から、業務に対する報酬単価が見合わないなど。介護

保険の報酬単価と支給の違いがありますので、そういったところであるとか。

あるいは、通常の介護保険のサービス業務、あるいは、障がい者のほうとの業務の

兼務ができないということで、そういったところからの人材確保の難しさであるとか。

また、アセスメント等に時間がかかって、書類もたくさんつくるにも関わらず、給付

費が少ないといった、このようなご意見がアンケートで寄せられております。

ですので、このことからすると、やはり、各事業所の人件費、いわゆる確保という

のが、非常に給付費からすると難しいのではないかなというのが、浮き彫りになって

いる状況なので非常に大きな要因にはなっているのかなというふうに考えております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：もう一つ、質問がありましたよね、西田委員。

小瀧委員：私たちは、その申請者の申請にもとづいて、支給決定をしています。

西田（俊）委員：えっ？

小瀧委員：支給決定。

西田（俊）委員：何にもとづいて？
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小瀧委員：申請にもとづいてです。

西田（俊）委員：えっ、申請？

小瀧委員：申請にもとづいて支給決定をしています。支給決定をしても、要は、プランに

入ってこない場合も多々あります。ただ、申請者がこれはほしいなと思っても、具体

的にプランニングした場合に、ここは必要ないねとか、そのサービスではできるね、

などの内容はありますね。

ただ、プラン通りのサービスというのは、行わなきゃならないというのは、認識は

あります。それで、やっぱりプラン通りおこなって、初めて計画相談って成り立つわ

けで、ただ、そういったところで、もし、そういった計画プランに沿わないようなサ

ービスがあるんであれば、やはり、モニタリングを通してですね、もう一度プランを

見直して作成して、サービスを提供するというのが、やっぱり一番理想的なのかとは

思っています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：西田委員、あの、２つの質問ついて大丈夫ですか。

西田（俊）委員：はい、いや、駄目ですね。駄目というのは、僕が理解できない。僕が、

理解できないんですけど。１番の案をつくるじゃないですか。相談支援事業者が、１

番の案をつくりますよね。それで、その申請にもとづいて、行政というのは、支給決

定するわけですよね。この、その図ですとね。この図でしょう？

それで、次に、２番っていうのがあって、サービス担当者会議というのが事業所が

入ってやる会議ですか。

小瀧委員：そうです。

西田（俊）委員：そうですよね。ということは、支給決定したあとに、サービス担当者が

集められて、決定ですよね。それでいいんだろうか。

小瀧委員：いや。支給は、その、いろんなサービスがありますから、それで、支給決定す

ると。そのほかで、その計画案を、その支給決定と合わせてサービス担当者会議でど

うしたらいいのかというところで、その案がこの通りにいくかどうかというところを

協議して、それで、その案を取れたサービスプランができるわけですね。

西田（俊）委員：支給決定っていうのは？

小瀧委員：支給決定イコールプランっていう意味は、一概にいえないところはあると思い

ます。

西田（俊）委員：ないですよね。

小瀧委員：はい。

西田（俊）委員：ということは、この図でいったら、僕が聞きたいのは、事業所との関係

を聞きたかったのは、計画案をつくって、申請して、ここで支給決定されると。一応、

図ではですよ。サービス担当者が集まって、その決定した通りにできるかどうかを議

論しようという会議でしょう？それでもって、いろいろ議論あったならば、ここで、

再度支給決定というのは、できるんですよね。変更できるんでしょ。
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小瀧委員：変更できますよ、モニタリングをして。

西田（俊）委員：できますよね。

小瀧委員：やっぱりこういったサービス、モニタリングをしてですね。

西田（俊）委員：いや、モニタリングというのは、最後にやるじゃないですか。僕が言っ

ているのは、相談支援事業所が案をつくりますよね。それで、申請に基づいて、行政

が、支給決定しますよね。支給決定されて、使う事業者が呼ばれたりというか、集ま

って、それぞれのサービスについて、どこの事業所がどうやるかということを会議す

るわけですよね。それで、うちの事業所では、もっとこうやったらいいんじゃないか

っていう意見が、仮にあったとすれば、そこで、もう一回支給決定はされるんですか。

モニタリングっていうのは、１回やってみてね。

小瀧委員：必要があれば、そこで、もう一度、計画担当者と調整をして支給の変更はたぶ

んできると思います。

西田（俊）委員：それは、あくまでも、みんなが集まったときに、それを確認し合って、

支給決定をもう一回確認しましょうと？

小瀧委員：そうです。ですから、プランの案を確認し合いながら、やっぱりそこで、もっ

とここは必要だねというところを、事業所があれば、そこで１回調整をしまして、再

支給決定というのはありますね。

西田（俊）委員：はい、支給決定というときには、必ずサービス事業所も入れると思って

ていいんですよね。

小瀧委員：決定？

西田（俊）委員：たとえば、決定されたものをね「おたくが、これ、やるんだよ」という

ふうに、指示が来るのか。サービス事業所も１回入って、会議が行われていって、最

終支給決定なのか。これは、つくられたものが、計画として事業所にぽんと来て、こ

の制度に乗っかって、こういう支給決定でやってくださいというのかの確認なんです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員。

橋野委員：障害福祉のほうが介護保険と違って、すでにサービスが先行していて、福祉サ

ービスをつくっている、使う制度ができたあとから、平成 24 年にケアプランに当たる

サービス等利用計画をつくりなさいって法律が変わったので、現在、今、西田委員が

言われてる、１００％原則通りにいっていない現状があります。

この部会の中でも、先行している事業者と、ケアプランが、逆に、整合性が図れて

いないんじゃないみたいな意見も出てきましたので、平成 25 年７月に、障がい事業課

と障がい福祉課、連名で文書を出させていただいたんですけれども。すでに、利用者

が福祉サービスを使っている場合については、今は、そちらのほうが多いと思うんで

すが。この場合については、福祉サービスを提供している事業者と調整を図った上で、

サービス等利用計画案を作成してくださいという通知をさせていただきました。

それで、その中には、逆に、相談支援事業所が、新規のサービス利用で、先に計画
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をつくる場合には、サービス担当者会議をおこなって、その中で、サービス等利用計

画の説明を行い、各事業者の専門的な見地からの意見を求めて。また、個人のニーズ

を聞いて、サービスのほうをおこなってくださいという、両方を通知させていただき

ました。ちょっと制度が・サービスが先行しているので、今日お配りした流れのよう

に 100％なってないものですから、現状は、計画支援事業者とサービス提供事業者が、

よく連携を図って、サービス提供をしてほしいということで、お願いをしているとこ

ろです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：西田委員、よろしいですか。

西田（俊）委員：ちょっとわかりませんけど、質問の仕方、僕が悪かったかもしんないん

で。どうぞ。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：どうぞ。

小川委員：関わる話なんで、そのままいきますけれど。基本、介護保険のほうから、ケア

マネ持ってる人、何人もいて、私も持ってるんですけれど、西田委員がおっしゃった

ようなことになるのは、介護保険なんかの場合は、まず最初に、アセスメントとか、

いろんなものを全部聞き取って、ニーズも全部聞き取って。それで、今度、社会資源

を、今度、見渡してみて、この人に、どの社会資源を、いろんな社会資源がある中で、

どれがいいかっていうものも、全部それを選定した状態でプランを立てて。それで、

その時点で、その事業所ときちんと、「こういう人を、こういう形で支援してもらえな

いか」という話をして、プランが動き始めるので、そこから、支給決定の内容が動く

ということはないんですね。あの、介護保険の場合は、最初に、もうその点数が決ま

っているので、その中でやるということも、大前提ではあるんだけれど。そこでサー

ビスが変わるというのは、本当に１回サービスが動き始めて。それで、１か月なり、

何なり経ってみて、そこで、ケアマネさんが事業所に聞いて、利用者さんに聞いて。

それで、最終的にもう一回、じゃあ、こういう形にしようかという、形を取ってると

思うんですけれど。

それで、橋野課長がおっしゃったように、まず、障がいのほうは、まず、先にサー

ビスありきで始まっていたことがあって、その時点でも、同じだったとは思うんです

けれど。まず、その相談員が入った時点で、利用者さんは、もちろんニーズは聞きま

すけれど、今、入っている事業所全体に、いろんな問い合わせをかけて、どういった

ことが、今、そのサービスをやっていて必要で、どういったことが必要じゃないとか、

そういったことを、きちんと聞き取った上で、もう一回支給決定というところに持っ

てくれば、そのあと、西田委員がおっしゃったのは、２と３の間に、もう一度、支給

決定が来るんじゃないかということですよね。だから、２と３の間に支給決定が来る

というのは、本来は、相談員がきちんと話を聞けてない。もしくは、その、ケアプラ

ンを立てる者がニーズと現状をきちんと把握してないから、起こることであって。こ

れがきちんと把握されていれば、２と３の間に支給決定がもう一度来るというような
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ことは、あの、一般的にはあり得ないと思うんですよ。それが、できていないときに、

担当者の話を聞いたら、「わーっ、こんなことになってた」という話になって。それで、

もう一回、支給決定をし直すという形になるんだと思うんですけれど。

それは、本来の形であれば、一番利用者さんのニーズと、あとは、社会資源とのマ

ッチングについて、一番知っていなくてはいけない相談員が、それを知らないから、

そういうことが起こるんであって、そのことについて、きちんと相談員が話を聞いて、

そう、その、ニーズと社会資源とをきちんと結びつけていれば、そういったことは起

きないはずなんですね。

でも、実際、今回始まったときから、それがかなり起こっていることがあって、三

上委員が最初の頃におっしゃったと思うんですけれど。プランとしてきちんとできて

いないということについて、事業所が非常に困っているということで、サービスの提

供する側で、介護保険でいってしまうと、社会資源を一番知ってなくちゃいけないの

は、ケアマネージャーなんですよ。それで、それと同じく、この指定特定相談支援事

業者が、やはり、地域の社会資源のどこに何があって、どれがどういう形で使えて。

それで、どれが、この人には合うかということを、まず、きちんと知るということが

ないとそういった問題。２と３の間に、支給決定がまた起きてしまうと。その、本当

に２度手間、３度手間になりますし。

結局、２と３の間に、支給決定があるとすると、また、その２がもう一回行われる

ことになって、そうすると、また３が行われることになるので、何度、何度も担当者

会議に足運ばなくちゃいけないという事業所が出てくるんですよね。だから、基本、

一番最初のアセスメント、その時点、あとは、マッチングの時点で相談支援事業所が、

きちんと社会資源等を結びつけていれば、２と３の間にも起こらないし、それが繰り

返されることもないと思うので、その部分をきちんとしないと、一人つくったと思っ

ても、またひっくり返って、また、同じ人に、どんどん、何度も、何度もうやること

になるので、プラン立てる側も大変ですし、サービスの事業所も、個別支援計画を何

度も何度も立て直さなくちゃいけないということになるので、その部分をきちっとや

るというのが、二度手間、三度手間を防いで。それで、少なくとも、ただでさえ、そ

のパーセンテージが達成率が低い中で、同じことを繰り返さないということに結びつ

けていけることになると思います。

あと、もう１個、セルフプランについて、たとえば、やはりここまできている以上、

セルフプランというものについて、たとえば、もうフォーム、あとは、書き方。こう

いう、ここにはこれを書きます。これにはこういう形で書きますといったものを市で

アップして、お子さんのお母さんたちは、比較的、セルフプランに近い形で、ずっと

やってきていると思うので。そういった方たちに、本当にもう懇切ていねいなものを

出していくということをしないと、とてもじゃないけど、習志野市とかには追いつか

ないと思うし、その部分が、非常に必要だと思います。
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あとは、指定特定相談支援事業所が、市の指定であるとすると、国のガイドライン

とかっていうことは、わかりますけれど、市の指定だとしたら指定の部分を緩和して、

兼務できるというのは、一般的に指定特定相談支援事業所、その相談員と同じような

ことをやっているのは、この図でいくと下段のサービス事業者の中のサービス提供責

任者なんですよね。それが、普段、自分とこの事業所のサービスの個別支援計画も立

てれば、ある面、いろんな事業所との交流があるので、どこにどんな社会資源がある

ということを一番よく知っていると思うんですよ。

「その下」という言い方は、嫌なんですけど、サービス事業所の中のヘルパーさん

の次元だと、本当にその現場現場に行っている人たちなので、サ責のようにほかの事

業所との交流とかっていったことは、本当にあまりないのでサ責ぐらいのところから

でないと、相談支援ができないという考え方ができると思うんですけれど、それを兼

務することができるような形。そこを兼務できるということになれば、どこのサ責も、

プランをきちんと立てられる状態になるんです。だから、市の指定だとすると、その

部分だけでも緩和する。お金を出さなくても、その部分だけでも、緩和する。という

のは、１年間期限つきで支援をされても、そのあと、その人をクビにできないと思う

し、事業所としては、やっぱり非常に困ることになると思うんですよ。それで、それ

よりは、普段、個別支援計画を立てて慣れているサービス提供責任者に、なんらかの

形で、そういったものをしばらくの間担ってもらう。それで、それをきちんと報酬を

一般の１万何千円と同じようなものを、その支給決定してあげられれば、期限つきの

支援をもらうよりは、早くそれがプラン達成率を上げることはできると。以上。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。貴重なご意見としてありがとうございます。橋野委員。

橋野委員：ご意見として、おうかがいいたしますが。市は、指定をしていますが、基本的

には法律で専任だとかっていうのは、決められた部分で市独自に現状を変更できると

ころではないんですね。

セルフケアプランを推進していくっていう必要も、たしかに感じてはいますが、現

状としては、国と同じように、まず、相談支援の専門家である相談支援員がつくった

計画相談を国と同じように推進していきたいといったところから、人件費の補助をし

てでも、やはり、専門的な事業所を増やしていきたいというのが、現状の市の方針で

すので、ご意見として承りたいと思います。

西田（俊）委員：今の小川委員の言ったこと、言いたかったことってね、関係を知りたい

っていうのは、要するに２番と３番は介護保険のほうではあり得ないっていう情報で

すよね。僕も、実は、そう思っていて、これは、相談支援事業所っていうのは、計画

相談をつくるのだから、ちゃんとこれは説明して、事業者が言葉悪いけど、それに従

うというルールにしとかないと、小川委員が、まず、言ってくれましたよ。２番と３

番に、また支給決定があるのかと。ということは、もっとなんかあったら、もっと言

っていいのかということがあるじゃないですか。
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小瀧委員が言っていただいた、モニタリングというのは、ずっと１回やってみて、

１回、ひと月やってみて集まって、足んなかったね、足りたねみたいなとこがあって、

変えていくというのは、よくわかるんだけど。このサービス等利用計画の支給決定が

何回もあるのかという関係は、僕もなんか聞いてると、意見としては、なんか美しい

けども。我々、事業所とかなんかやると、なんかおっしゃる通り、何回も会議に呼ば

れて、何回も言ってみたいなね。それも、やってもいないのに架空でもって議論する

みたいな、会議のための会議みたいなことが、なんかイメージされていて、だったら、

関係は、はっきりしたほうがいいと思う。相談支援事業所は、基本的には、ヒアリン

グしてくれて、聞いてくれて、ちゃんとすったら、事業所は１か月なら１か月、２か

月なら２か月、それに従って、ちゃんと個別支援計画をつくって実施すると。これ、

なんか確認しとかないといけないのではないかという意味で、非常にまとめてくれた

んでありがとうございました。そういうことが、一応聞きたかったんでいかがかとい

うことですね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：いかがですか。

小瀧委員：基本的には、サービス案をつくったときには、必ず事業所、あるいは、その本

人、家族の意向を聞いた上でつくるわけですから、変更することは、ほとんどありえな

いだろうということは考えています。

ただ、その中で、どうしても、障がいの場合には、本人の考え方が変わったりした場

合は、おそらくほとんどないんですがあった場合には、柔軟に対応する、というところ

があるんです。

西田（俊）委員：それは、相談事業所がまたつくり直すんでしょう？

小瀧委員：そうです。

西田（俊）委員：そうですよね。

小瀧：はい。

西田（俊）委員：我々、事業所が。まあ、我々って私だけみたいだけど。

小瀧委員：その事業所が、プランニングをする。

西田（俊）委員：そうですよね。そういう関係であるべきでいいですよね。

小瀧委員：そうです。その調整を何回も繰り返しながらやっていきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。はい、肥田委員、どうぞ。

肥田委員：小瀧課長の説明で、今後の市の取り組みというところで、今後、その達成率を

上げていくために、新しい人とか、更新者に原則計画案の提出を求めていくというこ

とで、毎月、何十件という形になっていくだろうというような。

並行してその下にある人件費の補助ということで、専門員を増やしていくという計

画はあるとは思うんですけども、すぐに、きっと、専門員が増えてくというわけでは

ない状況で、その達成率を上げるためだけに、毎月何十件っていうような形で計画案

を出さないと、支給決定出しませんよっていうやり方でやっていくと、おそらく計画
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が立てられない人っていうのは、たくさん出てくるんじゃないかと。

小瀧委員：そうですね。

肥田委員：もしくは、計画を立ててくださいって、その事業所、相談支援事業所に持って

いったときに、そこは、もう何件抱えていようが、とにかく受けなきゃいけないみた

いなことを決めるんであれば、そうではないのかもしれませんけれども、たぶんどこ

も限界があって。そこで、断るっていうことが可能っていう考え方であれば、そんな、

毎月、何十件、何十件っていうふうに、そうしないと、支給決定出さないよってやっ

ていった場合、その当事者が困ってしまうのではないかなと思うんですけれども。そ

の辺のあたりは、どんな考えでいらっしゃいますか。

白川委員：はい。橋野委員。

橋野委員：基本的には、今までと同じ取り扱いですけれども。法律では 27 年４月までに

100％っていうふうになっていますので、26 年度についても、福祉課のほうからご案

内はしますが、事業課のほうから相談支援事業所の皆さんに、どのぐらいの余裕があ

るのかということをお聞きしながら、需要と供給のバランスを見て、その計画案で人

をまとめていくということになりますので。26 年度強制的に強く求めていくというこ

とではないので、そこは、福祉課と事業課でしっかり調整を取りながら案内していき

たいと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうぞ。

小瀧委員：現在、このようなサービス事業者があるということを、リストをお見せするん

ですけど、その中で基幹も含めて 16 名いらっしゃるんですね。ただ、それだけの分が

兼任の方々がほとんどなんですが。あと、昨年、資格を取った方も全体で把握してる

部分では 30 名以上はいらっしゃる。こういった方々が活動してないっていう状況がか

なりありますので。あとは、基幹がおこなってるスキルアップ研修を見ると、介護保

険事業所の方も、資格を取ってらっしゃるんですね。まあ、そういった方にも、どん

どんどんどん参加していただくように投げかけていかなければいけないなと。年度を

通して、推進していければなというふうに思っております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：肥田委員よろしいですか。

肥田委員：とりあえず、その計画案がなければ、こう、先に進めないという状況でないと

いうことであれば、ひとまずは進むのかなと思いつつも。あとになって、どうなるか

はわかりませんが。

小瀧委員：まあ、当面、強制ではないんですが。極力、お願いするっていうところで、窓

口で対応していきたいなと思っています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：先に西田さんのほうから。

西田（良）委員：ちょっとうまくしゃべれるかどうか、自信がないんですけど。先ほど、

小川委員がおっしゃっていた、相談員の問題点っていうことは、相談員だけの問題じ

ゃなくて、相談を立てる側から申し上げると、サービスの利用計画案をつくりました。
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それで、支給決定を、それをもとづいて、支給決定されました。それで、サービス担

当者会議を招集します。でも、そこには、出てきてもらわないことがあったり、なの

で、それがないことのように、サービスが提供されてしまうっていう、事業所さん側

が、サービスを提供する事業所さん側が、サービス等利用計画があるということは、

受給者証を見ればわかるわけなんですけれども。それに関して、それをスルーした形

で、サービスが行われてしまっている現実があったり。あとは、保護者の方は、その

サービス等利用計画の説明をきちっとして、担当者会議にも出ていただいているんだ

けれども。市役所にも、ほかのサービスを求めていて、市役所もそのまま支給決定を

して、相談員だけが知らされていないっていうことがあったりっていうことで。やは

りここは、行政も、利用者さんも、サービス提供の事業者も、当然、相談支援専門員

たちも、みんなが、情報を共有して、この仕組みを共有することが、まだ不足してい

るんじゃないかなっていうふうに思います。それは、たぶん相談支援部会の１回目の

ときに、三上委員も発言されてましたけど、私も、そのときに、そういった話をした

と思うんですけれども。なかなかそういう機会が少なかったんじゃないかなというふ

うに思っていて。そのあとに、障害事業課さんでしたっけ？説明会をしていただきま

したけれども。あの、まあ、利用者さんに対する説明を、まあ、文書の通知はいって

るのかもしれないけれども、なかなか大変であるっていうのは、相談員から見たとき

の問題点ではあります。

それは、たぶん部会としても、来年どうしていくかっていうことにもなるのかなっ

ていうふうに思います。それから、ちょっとそれに付随してなんですけれども。先ほ

ど、事業課長が、最後、語尾を「お願いする」っていう言葉を使ったのが、私は、と

ても引っかかってしまうんですけれども。今の法律で運営基準で、それから、指定基

準の中に、サービス利用計画に則って、サービスは提供されなければいけないという

ふうになっていて、事業所さんは計画相談、サービス等利用計画をきちっと把握する

ことっていうことは、運営基準の中にうたわれていますので、あの、市役所がお願い

して、やってもらっているわけではなく、法律の中でそれをやられていて。むしろ、

きちんとサービス等利用計画に則って、サービスを提供しないということ自体が問題

なんだっていうことを、明確にする必要があるんじゃないかなっていうふうに思って

います。

そこがはっきりしないと、当然ながら利用者さんから、サービス提供事業者が立て

る個別支援計画自体が、全然違ったものになってしまうので、きっとそこら辺の整合

性が取れていかないのかなというふうに思うので。ここら辺も、相談支援部会として

は、どうやって、その、計画相談の中身を見て、利用者さんや事業所さんや行政の皆

さんと足並みそろえていけるのかっていうのが、すごく大きな課題なのかなっていう

ふうに思って話をさせていただきました。

それと、さっきの肥田委員のおっしゃった計画相談を 100％にするのか、しないのか
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っていったら、国は「する」って言っているので、たぶん浦安市もするんだとすると、

まずは、サービス等利用計画がないと、サービスが使えないんですよっていうところ

ぐらいまでは踏み込まないと、たぶん難しいんじゃないかっていうような感じがしま

すが。それは、ただの意見なんですけど（笑）。

西田（俊）委員：いや。それ、僕も、ちょっと聞こうと思ったんですけど。計画がなくて

も使えるっていうのが、誰が聞いて、誰が決定するんですか。計画がなくても、今は

進めますよっていうのは、言ってくれましたよね。答えてくれましたよね。それが、

個人が申請して、個人が支給決定もらうんですか。計画案がないのに支給決定を受け

るということは、誰が保証立ってくれるんですか。誰かがやってくれるんだったら、

こんな苦労しないで、相談事業所なんか、やんなきゃいいじゃないですか、やってく

れるんだと思うと。だから、西田委員が言ったように、ある時間を切って、ここまで

には、つくんなきゃいけないよっていうことを、やっぱり徹底していかないと、これ

って、やってもらったら、「それで、合わなくたって、障害者が困るから、支給決定し

ますよ」って言うなら、みんな、どんどんやったほうがいいわけじゃないですか。だ

から、それは、どういうことなのか、教えてほしいな。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員いいですか。

橋野委員：平成 24 年の法律の改正のときに、３年間の経過措置が設けられまして、24、25、

26 年度、３年間かけて 100％に持っていきなさいっていうことだったんですね。それ

で、27 年の４月からは、計画案がなければ、支給決定をしないという、今、法律にな

っていますので、それまでは、経過措置として、逆を言えば、なくても支給決定はで

きる。それで、ない場合なんですけれども、24 年の法律ができる前と同様に、市役所

の窓口でケースワーカー等がしっかりとアセスメントをした状態で、支給決定をして

います。

西田（俊）委員：ケースワーカーさんがやっていらっしゃるの？

橋野委員：それからは、27 年４月までに 100％相談支援事業所がつくったケアプラン。相

談支援事業所だけじゃないですけど、ケアプランにもとづいて、支給決定しなさいと

いうふうに切り換わっているものです。

西田（俊）委員：そのアナウンスメントは終わってるということね。障がいを持った方た

ちが来年の３月までにそれをつくんないと、27 年の４月からはサービスは使えません

よということは、徹底してることですね。だって、利用者にしてみれば。

小瀧委員：いや、徹底してるわけでは。

西田（俊）委員：えっ？いや。そうでないとね、窓口行ってケースワーカーさんに聞いて

もらって、やったら楽なんだから、行くじゃないですか、みんな、役所に。

でも、「これは、ちゃんと相談事業所を入れてやんないと、来年から使えませんよ」っ

て、アナウンスメントあって、初めて利用者もそうかと思えるけども。窓口に、どん

どん、理屈はわかるんだけど。利用者からすれば、じゃあ、来年３月にやればいいん
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じゃないみたいなレベルで。だけど、固まったら、できないわけじゃないですか。だ

から、本当に４月から支給決定ないものはできないのかってなったら、本当に困るわ

けでしょう。っていうことは、これ、計画的にやっぱりやってかないと、数の問題だ

から、困るわけじゃないですか。それって、やっているんですよね。

小瀧委員：いいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。小瀧委員、どうぞ。

小瀧委員：先ほど、「解消」って言いましたけども。そういう事業のプランに関しては、27

年３月までにないと支給決定はできませんよ、サービスが受けられませんよっていう

対象は、もう１年以上前からずっとしていますよね。

西田（俊）委員：してるんですか。はい。

橋野委員：24 年から。

小瀧委員：24 年からですね。

西田（俊）委員：しているんだ？はい。

小瀧委員：はい。それで、更新時に必ずそういった通知を一緒に同封してやっています。

西田（俊）委員：大変だよね、数字みると。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。はい、小川委員、どうぞ。

小川委員：話聞いていて、なんかじりじりするんですけど。堂々巡りしている気がするの

ね。結局、相談支援の支援員になるためには県に行かないと駄目なんですよね、それ

で、県のあれは年に１回ですよね、募集かかって。だから、今、動いていない人は、

来年度。

西田（俊）委員：26 年。

小川委員：26 年度の相談支援を受けた。要は、10 月頃にならないと、機能しないっていう

ことですよ。だから、現時点で足りなくって、焦ってるんだとして。それで、結局、

１年でどうしようかっていうのもはっきり言って、まだ、具体的な話じゃないですよ

ね。１人にいくら出せるとかっていう話には、まだなってないでしょう。雇用、人づ

くり。

事務局：そこまでの具体的なところは、まだないです。

小川委員：ないですよね。ということは、事業所って動き始めるのに時間かかるんですよ。

それで、さっき言ったように、相談員は 10 月、今、持ってる人たちが、動いてくれな

いとして。これが、はっきり、まだ、その人件費ぐらいから出しますよという話じゃ

ないとして、10 月までは、今の状況のパーセンテージのまま、じりじりじりじりじり

じりって、本当に、今、動いてる人たちが、もうちょっとやってくれるかなぐらいの

ところしか動かないわけですよね？

だから、その、本気でやりたいんだとしたら、もっとちゃんと動かなくちゃいけな

いと思うし。西田委員が、さっきから、聞いてるのの、私は、何となく、こう、市の

方の答えって違うのがわかるのは、「この日までに、やってください」って言いたいけ
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れど、いったい、言うっていう話になっても。でも、じゃあ、「相談支援員に相談し、

あの、紹介してよ」って言われたときに、相談できる人たちが、その、紹介できるだ

けの数がいないから。だから、結局、「ここまででやってくださいよ」って言われたっ

て、「いや、そんなこと言われたって、じゃあ、紹介してよ」って言われたらば困るか

ら、結局のところ、なんかうじゃうじゃうじゃうじゃとなってるような気がするのね。

それで、そうすると、本当に日にちがずいぶん、迫ってきてる中で「３年間の猶予の

どれぐらいきちゃった？」っていう話と。あとは、10 月までは、その、新しいものが

動かないとしたときに、じゃあ、１年の期限で出てきたもので、どれだけみんなが動

いてくれるかっていうことを、本気で具体的に考えていかないと、100％なんか、全然

無理だと思うんですよ。

ただ、国が言っているけど、県が、これだけ、二十何％だから、こんなところで、

浦安市が言っていたって、みんな総倒れになるんだったら、総倒れになると思ってる

んだったらいいんだけれど。そうじゃないって考えるとすると、危機感なさ過ぎる気

がします。

それで、事業所として、いろんなものを考えるときには、こんなにゆっくりものを

考えないし、もっと具体的に、どんどん詰めていくし、何が可能で、何が不可能なの

か。そういったことを、もっと詰めていかないと、こんなにみんな集まって、これを

話してる割には、あれも駄目、これも駄目で、じゃあ、具体的にって言ったときに、

かなり厳しい気がするんですよね。

それで、西田（良）委員がおっしゃっていたのは、よくわかるんですけれど。担当

者会議に、やっぱり事業所が出てこないというのは問題だと思います。それは、ぜひ

厳しく言わなくちゃいけないし。ただ、それを厳しく言うのは、やっぱり相談員なん

ですよ。「自分が立てたプラン通りに、この人を支援していくんだから、このことにつ

いて、この部分について、あなた、やってもらわないと困るんです」と。それで、そ

のことについて、支援計画を、私があなたに頼んだ部分を、あなたは理解してますか

っていうことについても、きちんと、その、フィードバックをもらってからじゃない

と、その事業所は使えないという考え方をしていかないと、何度もやっぱり、その、

２番と３番が起こるんですよ。

谷岡さん、三上さん。あと、ケアマネ持ってる人は誰だろう。、みんなわかると思う

んですけど。自分のプランっていうものの考え方ですよね。もう自分のプランで高齢

者の場合、こういう形で、その上がってきているニーズをあそこの事業所のあの人に

頼めば、こういう形で、必ずやってくれるとか。ここの事業所のこういう方、ここを

こういう形で使えば、あの人にとっては、ここのほうが合うとかっていうもので。そ

こが機能しなかったら、ケアマネさんから、必ず、その、当然、文句がいくんですよ。

それぐらい、やっぱり、その、自分の大事な利用者さんをあなたのところに任せたん

だから、それをやってくれないんだったら困ると。もしくは、その、できないんだっ
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たら、その理由をちゃんと言ってくれるぐらいのことを、ケアマネさんって言うので、

相談員の方も、それぐらいの詰め寄り方をして構わないと思うし、２番、３番が何度

も起こらないということを、できるだけしていかないと、いつまで経っても、二十何

パーセントのものなのかな。だから、事業所に関しては、もっと要求を相談員はかけ

るべきだと思うし、かけていいと思います。

それは、やっぱりそうやって、みんなでやっていくもんなので、介護保険の本当に

ケアマネさんの言ったプラン通りに、ケアマネさんから来たプランをもとに、必ずそ

れに個別支援計画を立てるので、自分で頼まれている以外のこともできないし、頼ま

れたことはまっとうしなくちゃいけないというのが、きちんとあるので、その部分の

その追求とか、そういった、ものについては、ケアマネさんからどんどん来ますので、

事業所はやっぱりその辺を考えて。そういう信頼関係の中で、今度、次の仕事が来る

か、来ないかということも、考えていると思うし、やっぱり、その、社会資源として、

信用されるか、されないかということが、そこで出てくると思うので、相談員の人は、

要求をもっとかけていいと思うし、駄目だったら、それなりの形で別の事業所に替え

るなりということをしていかないと、いい加減な事業所が淘汰されなくても困る。利

用者さんが困ると思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：これを達成するという形の上での、先ほどおっしゃったことから、また、ご意

見が出たと思うんですけれども。それに対して、何かあればお願いしたいんですけれ

ども。

橋野委員：それでは、補助金のお話をさせていただこうかと思うんですけれども。アンケ

ートを昨年おこなったときに 30 人以上資格を持っている方が、浦安市にいらっしゃる

と。ただ、なぜ指定申請を出していただけないかというと、人件費のところが問題と

いうことでしたので、これは、26 年度の当初予算に、今、予算計上させていただいて

いて、３月の市議会にかけて審議いただく予定になっています。

それで、予算としては、４月から執行できるように考えておりますので、需要と供

給のバランスというのは、指定相談支援事業所の数が増えて、相談員が増えてくれば、

福祉課のほうから案内するのも、もうちょっと積極的に計画の提出を求めていく。そ

この需要と供給のバランスで、10 月まで待つということではなく、新年度４月から、

あの、動いていこうという計画でいます。

これらについては、今、詳細を詰めていまして、また、議会が終わらないと確定的

なことは申し上げられませんが、２月 21 日に行う事業所説明会までに精査してお知ら

せしたいと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：２月の。

橋野委員：はい 21 日です。お伝えできるところはお伝えしていこうと思っております。外

に向けて出していく時期なんですけれども、14 日が議会の告示といいまして、国に対

してこういう事業を予算立てしているということ示していく時期ですので、その時期
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以降に事業所の皆さんには、説明会でこんな項目についてお話したいという次第みた

いなものお送りして、詳細については、21 日の事業所説明会で決まっている限りお伝

えしていこうと考えております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、それと先ほどいただきました、指定相談事業所とそれからサービス提供

事業所と、それから保護者の方・利用者の方との、その、共通な理解のもとに進めて

いかなければいけないということについて、また、相談支援部会のほうでも課題とし

ても今後どうしてやっていくのかっていうような形でも、考えていかなきゃいけない

ことだと思っておりますけれども。

今３時なんですけれども、ほかの議題もありましてですね、あと２つ。いきぬけと

いうところで、次の議題に移りたいと思います。

西田（良）委員：ちょっといいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ええ、どうぞ西田委員。

西田（良）委員：いいですか、はい。基幹の西田です。たぶん、計画相談の 100％いくかい

かないかっていうところで、あの基幹だけの現場からなので、ちょっとほかの人に聞

いてみたいんですけど。たとえばですけど、もう本当に数間に合わないから、支給決

定ばんばん出すから、そっちやってよっていう感じで話されたことは、一応ないじゃ

ないですか。サービス等利用計画をたてないと、支給決定しないから、基幹さんもが

んがんそっちにいくかもしれないけど、利用者さんの計画たててってくださいねって

いう話は今までいただいたことがないんですよ。

それで、実際にうちは、基幹の部分は委託されていますけど、サービス等利用計画

のところは、勝手に自分たちでやりなさい。だけど、30 件までしかやっちゃいけませ

んよってなっているから、えっと 30 件までは頑張ってやろう。これは、もう自主的に。

とにかく計画を立てていこうっていうふうにきたものは、拒まず受けるようにしてい

るんです。うちを選んでくださった場合ですよ。全部それでも、これだけ、「計７つの

事業所ありますけど、どちらにされますか」って聞いて、「基幹さんがいいです」って

言われたら、「OK、わかりました」って言って、受けてきたんですね。でも、そこは

溢れかえっていないんです。その、現場は大変なんですよ、15 件でも 17 件で、すごく

大変。ひと月に基幹をまわしながらやっているわけですから。だけども、じゃあ、そ

の 30 件を受けてるかって受けてない。だから、まだ受けろと言われたらやっぱり受け

られるんだと思うんですよ。まあ、ちょっと、今職員いるから怒られちゃうかもしれ

ませんけど。そうやって、その現場としては、あんまり、こう、頑張れ頑張れって言

われている感じがなく、ない中で、そのなんていうか、いや、もしかすると坂本さん

のところは、やっぱり頑張れって言われてるかもしれないですけれども。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それは、現場に余裕があるってことですね。まだ、持ち件数があるってことで

すよね。

西田（良）委員：ええ、ただ、どうですか、中村さん。
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中村委員：あの、一つよろしいですか。さっきからやたらに、介護・ケアマネージャーだ

の意見があるようですが。先ほど小瀧課長おっしゃるように、たとえば精神障がいの

方をですね。今まで、そのようなときは、もうなんでもやりましょうと。うつになっ

たらこの計画は駄目だということで、あそこのデイサービスに行くか、こちらのホー

ムリハになっていうだけではわりきれないこと、いっぱいあるんです。

ということで、もちろんサービス担当者会議も必要なんですが、サービス担当者会

議の実際事業者はですね、本来はケアマネがある大枠を出したら事業者がこういうふ

うなことをやってはいかがでしょうかというのが、プロセスだと思うんですよね。あ

の、全部ケアマネ、全部知っているわけじゃないんですよ。それと同時に、今、西田

委員がおっしゃるように、私のところも十分対応できます。それで、実際こないです

よ、あんまり。ですから、さっき、男性の西田委員がおっしゃるように、もちろん今

言うとばーんとくると思うけど、あまりこないわけです。十分対応できます。

ただし、ケアマネージャーが、私はケアマネージャー持ってませんけど、ずっと一

緒に前で見てましたけど、３つくらいパターンをずっとドラッグしてね、やるのは簡

単なわけにはいかないです。本当に難しいです。はっきり言って知識や相当ないとい

わゆる、まあ、心理学とか、哲学的要素とか、そういうものを含めたものがないと、

本当に人間の一生が絡んでくるわけですね。あんまり軽くみてもらっては困ると私は

言いたいです。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。

西田（良）委員：ちょっと途中すいません。たぶんその行政がすごく気を使って大変だろ

うからって思って、セーブかけてきた部分は、もうちょっと連絡を密にさせていただ

いて、やっぱり実務者会議や、その連絡会議に出ていただいて、その現場感もわかっ

てもらった上で、今後 100％どう目指すっていうのは、あるのかなって思うのですよ。

それが一つと、先ほど小川さんが言ってくださった、その事業所がどうこうという、

サービス計画担当者会議に出てこないぐらいだったらまだいいんですよ。それを、相

談員としてがんがんいきなさいというのはその通りです。ただ、そういうことに対し

てやっぱり行政もしっかりと、こう、一緒になって同じようにちゃんとやろうねって

いう力は、発揮していただきたいなっていうふうに思ったのと。その、プランのない

ものを勝手にサービスしちゃうみたいな、ものすごくおかしな状況というのも当然起

こってきていて。そういうことが、なんていうか、すごく困っているっていうか、あ

っちゃいけないからきっとこのあとの議題に続く、相談支援部会で何をするのか、評

価をどうするのか、サービスの計画は誰がつくり、誰がモニタリングし評価をしてい

くのかっていうところに、やっぱりならないと。

あと利用者さんにどんなことを伝えていくのかっていう、その三位一体か、四位一

体かわかんないけど、そういうところをやっぱこなしていきたいなっていうのが、そ

れは、利用者さんのために、本当にそれは必要だと私は思っています。
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白川ﾘｰﾀﾞｰ：次の議題にうまいこと進めていただいたということで。

西田（良）委員：大変申し訳ありません。

白川ﾘｰﾀﾞｰ ：谷岡さん、三上さん、結局、介護保険でやってると、やっぱり精神の人だっ

ているわけですよ。それで、自分のプランでも、それでも動かしてるのね。だから、

谷岡さん、三上さん、自分たちでこうやってやっているみたいなのがあれば。

谷岡委員：一言。今、話をちょっと途中からで申し訳ないんですけれども、この最初は支

給決定のこの位置づけが違うんではないかという一つの話と。それで、これをサービ

ス等計画をたてる人員が少ないんだっていうこと。この２つ、今論点ですよね。

最初のほうの支給決定のことは、このサービス等利用計画等のうしろにもってくる

のが当然の筋だと思います。これは、どれだけの問題を引き起こすのかは、私にはわ

かりませんけれども、まず、サービス原案っていうものがありまして、この原案をつ

くるには相談員が利用者と、あるいは、サービスに対してどこの事業所を使うかって

いう、いまに、イメージは湧かせたもので、やっぱり、こう、根回しをするんですね。

そのときに、いろいろな根回しをした原案でもって、ある程度計画をたて、骨格をた

て、そして今度はサービス担当者会議みたいなものを、あの原案でもってサービス担

当者会議を行い、そこで根回しをした利用者も OK。サービス事業所もある程度 OK と

いうところで初めて、そこで手直しをして原案からサービス等計画ができ上がります。

その計画をもって支給決定が行われるのが、これが、当たり前の話だと思うんですが、

どういうわけか、ちょっとこの位置づけが違うんではないかっていうことですよね。

これを直すのは、非常に大変なことなのかどうかわかりませんので、そこら辺は、も

うちょっと考えみんなで検討していく必要があると思います。

それと２番目の相談員が増えないというところは、先ほどから言ってますように、

予算をたてて、人件費をもう少しどうのこうのっておっしゃっていますけれども、各

定員が人件費をいただいてもですね、恒常的に、その、計画をたてて意見っていうよ

うなことでは、その相談員の給料は、毎月毎月払っていくことはできない。サービス

の計画をたてただけでおしまいっていうことでは、どうにも事業所としては成り立た

ないということです。

それとサービス提供責任者あたりが、この相談員として能力のある者もいましょう

し、ちょっとどうかな総合的に考えてこのプランをたてられるという能力を持ち合わ

せているのか、個別支援計画はたてられますけれども、トータルでこういったものを

先ほども中村さんおっしゃったように、軽くみないでくれっていうふうに、いろいろ

なところの視野をもった者がここに立ち位置として立っていなければならないところ

を、個別計画をたてている者に補えって言われても、さあどうなんだろう。あとで、

トラブルは起きないだろうかっていう心配事があります。

それで、軽くみないでくれっていうところが非常に刺さるところなんですけれども。

その、相談員の人件費として安くみているっていうところが、大きな問題だろうと思
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います。そこからこの話が出発していって、国がおっしゃるようなわけには事業所と

しては、従いませんよっていうのが、今の抵抗だろうと思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。

西田（良）委員：すいません、最後にちょっと１個だけ。今、谷岡委員の話聞いてて思っ

たんですけど、やっぱりちょっと人件費補助っていう、もう、決まっちゃったことに

けちつけてもあれなんですが、人件費補助っていうと、さっき言った、じゃあ一人分

いただけるようになりました。じゃあ、その一人が、じゃあ何件ってしばられること

とかあるじゃないですか。

今のこのサービス等利用計画の問題って、たぶん単価の問題なんですよね。毎月、

ケアマネさんみたいに介護保険みたいに入ってこない。モニタリングもその人によっ

て違う。だったら、たとえば、１件、１万５千とか、１万６千とかっていうのを件数

で単価出していくとかっていうふうにすれば、そこの同じように安定してやったらや

っただけ入ってくるみたいな。

それで、介護保険と横並びにする、そこの下駄を履かせるというか、上乗せするっ

ていうような仕組み。同じ、分配するにもそんな仕組みとかのほうがいいのかなって

いうふうに思いましたし。たとえば、委託のところは出しませんとか、最初なんか案

で言われていましたけど、でも、委託料出されてないのに委託のところは出しません

って言われると、やっぱりできないよねって話になっちゃって。でも、ノウハウがあ

るからやっていきたいなとかいうことで、であれば単価補助だとみんな参加しやすい

し、そうやって人件費を介護保険も出してるわけだから、そこで、こう、フラットに、

経営でやってくれって、言いやすいのかなっていうふうに思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ご意見だとか。

谷岡委員：ごめんなさい、今のことについてはどういうふうに考えてるんですか。一人な

の、それとも件数で考えているの？

橋野委員：今まだこれから決めていくことなので、一つのご意見として承ります。ただ現

状なんですけど、やはり、指定管理だったり、委託事業の相談支援事業所でつくって

いるのが、大半っていうのが現状なんですね。ですので、なんらか安定した人件費の

支援していかないと、やっぱり民間事業所の立ち上がりは難しいのかなと思っていま

すので、安定したっていうところで、なんていうんですか、固定給にするのか、件数

あたりにするのかっていうことは、今、検討しています。

谷岡委員：あと１個だけ、ちょっとごめんなさい。支給決定はたしか、今、年１回ですよ

ね。介護保険は、今、有効期限２年とかって出ているんだけれど、障害は今、有効期

限は３年ぐらいあっても、程度区分の支給決定は毎年やっているんですよね。１年後、

１年ずつごとっていうのは変わらないで、この先もいく？

小瀧委員：支給決定はおおむね１年ごとですよね。

谷岡委員：それはもう今後もずっと。誕生月かなんかで、年１回やってますけど、それは
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このままずっといく？

小瀧委員：特にそういった、何年かっていう設定といのは聞いてないんですが。今は、も

う１年ごとに更新っていう形で進めていきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、いろいろ、ご意見もあると思いますけれども、議題はほかにもございま

すので、一応、この議題はここで締め切らせていただくということで、今後も、今い

ろいろと出ました問題につきましては、相談支援部会のほうでも来年度等の議題とし

取り上げなきゃいけないこともあるかと思いますけれども、次の議題に移らせていた

だきます。

議題２のサービス等利用計画の評価の仕組みについて議論したいと思います。前回

の部会で８つの評価ポイントを皆さんに採択していただきました。今後、次年度に向

けまして自治体にあがった計画相談の事例を、この部会におきまして検討していきた

いと思っていますが、本日は評価の仕組みについて皆さんのご意見をいただきたいと

思っております。

それで、評価のポイントとして紙１枚、対象・その件数、２番目が時期・タイミン

グ、メンバー、チェック項目について、評価の方法という紙１枚出ておりますけれど

も。この項目について、事務局のほうから説明していただければと思います。

事務局：はい、障がい事業課の柳澤です。今、白川リーダーよりほとんど話をいただいた

通りですが、本日は机の上に当日資料としまして配布させていただきました。

それで、前回、８つの項目の評価ポイントを採択していただきまして、今後、議論

をしていただけたらとは思うんですけれども。その際ですね、対象ですとか、その件

数、また、時期やタイミング。あとメンバー、評価メンバーなどを、また、そのほか

にこういったところで議論したほうがいいんじゃないかということなどがありました

ら、また、ご意見等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、今、あげられたこのポイントありますね。このポイント、順不同で結構

ですし、このポイントについて、なんかご質問あればうかがいます。

西田（俊）委員：このポイントが意味わかんない。何を、こう、議論するのか、

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、そうですね。そのことについては、私のほうからでいいですか。事務局

のほうから具体的に、もう少しお話。たとえば、この対象というのは、一つには、計

画相談全部がその対象になるわけですよね、評価する場合には、たとえばですけど、

それ全部を評価するというわけには数の上でいかないから、その対象のどういう事例

を、こう、抽出するかというその対象を、抽出する上での基準とか、なんかそういう

のがあればということですね。その時期っていうのは、この相談支援部会、年４回あ

ると思いますので、ちょっと補足していただければ、はい。

事務局：事務局の宇田川です。この相談支援部会で前回もそうなんですけれども、やって

いくことの一つとして、サービス利用計画の評価の仕組みをどうしていくかっていう

ところがあげられています。その中で前回欠席の方もいらっしゃいましたので、おさ
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らいをさせていただきますと、この柳澤のほうが今説明した８つのポイントというの

は、サービス利用計画作成上のポイントとして、国のほうから出ているものがありま

す。

まず一つには、エンパワメントの視点が入っている計画であるかどうか。それから

アドボカシーの視点が入っている計画となっているか。それから３つ目にトータルな

生活を支援する計画となっているか。４つ目に連携・チームの計画となっているか。

５つ目はサービス等調整会議がきちんと開催されているか。６つ目にニーズにもとづ

いた計画となっているか。７番目は、中立公平な計画となっているか。そして、８番

目に生活の質を向上させる計画となっているかということで、出ておりますけれども。

計画作成をしていく中で、この８つのポイントは基本ラインだよねということで、

この部会でもそのようになりまして。それで、今後、来年ですね。また、支援専門員

がつくっていただいた計画を、この相談支援部会でどう評価していくか。もちろんそ

の基本的な８つの視点はもちろんなんですけれども、実際に、では、それを評価して

いく上で、では、たとえば、その対象を全件にやっていくのは、たぶん、まず難しい

と思うので、その対象、評価をどうするか。

たとえば、１事業所でサービスが完結している場合ですね。そういったところを、

たとえば評価の対象としていくのかとか。あるいは、支給基準量を超えている場合と

か、そういったものを対象とし、優先的に対象としていくのか。本当に案ですけども、

そういったところの対象をどうしていくか。あるいは、来年どのくらいの件数を評価

していくかとかです。

そのような、詳細についてご意見があればということで、今日当日配布資料として

配らせていただいたんですが、その対象や件数以外にも、では、どの時期に、どんな

形で評価していくか。それで、その、評価のメンバーは、この相談支援部会全員で評

価していくのかどうかとか。あるいは、チェック項目についてなんですけれども、た

とえば、このケースに関して、こういう書類を出していただく。サービス利用計画は

一式になると、かなり厚い資料だと思うんですが、その辺をどの辺の部分の書類を出

していただくかは、それとも全部一式出していただかないと評価できないのかとか、

そういったところですね。あとは、その評価の方法として、何かチェック表みたいな

ものをつくって、それにもとづいて、メンバーによる評価をしていくのか。こういっ

たことを確立していきたいなというようなことがありまして、皆さんのご意見をおう

かがいできればということです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。

西田（俊）委員：いや、評価は、なんのためにするんですか。その８つのポイントからし

て、合ってるか、合ってないかってことを見るってこと？評価って？

事務局：サービス等利用計画自体は、きちんと適切なサービスが提供されているかどうか。

これによって、やはり、計画にもとづいたサービスがきちんと提供されているか、そ
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の方にとって適切かどうかっていうのをつくっただけではなくて、評価をしていかな

いといけない。そういうふうになっていますので。そのための評価の場所をこの相談

支援部会に設けるっていうようなことの考え方からきています。

西田（俊）委員：また一個、二個の疑問で申し訳ないけど、その、支給決定時には、それ

は見るんでしょ、基本的には。それで、問題は。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：窓口のほうで。はい。

西田（俊）委員：窓口のほうで、支給決定のときには相談支援事業者と、保護者、ご本人、

並びにその支給決定する部局の方が、この８つの視点から見て一応、評価するわけで

しょ。それが大事なのか。そのあと、今、宇田川さんがおっしゃった、その通りにや

っているかどうかっていうことのほうが大事なんじゃない。大事ですよね。いや、わ

かんないだけど。そのサービス利用計画を評価するっていったら、この８つの視点か

ら見ろっていったら、それはもともと支給決定時には、されてなきゃいけないことじ

ゃないの。問題は、つくられたものがちゃんと事業所として、事業所でもって、その

通りにやってるかどうかを、要するに、こう、見る評価だったらわかるけど、ちょっ

とこの評価って、なんのためにするかわからないし、８つのポイントっていったって、

８つのポイントを元々評価しとけばいいじゃないですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。宇田川さん。

事務局：そのサービス利用計画にもとづいてやるのは当たり前であって、それを見るとい

うよりも、いろいろな、専門職というか、たとえば、ここにもいろいろな職種の方が、

いらっしゃいます。いろんな事業所の方がいらっしゃいます。そういった幅広い視点

から、その計画が適切であるかっていうのを見るのも大事なんですね。なので、そう

いったところを、この相談支援部会で機能を担っていこうという考え方です。つくっ

たものをきちんと適切に提供するのは、当たり前のことなので。

西田（俊）委員：いや、僕はそう思ってないんだよね。だから、問題なのは、サービス利

用計画っていうのは、本人なり、当事者から意見を聞いて、相談支援員がつくって、

それをみんなで議論してやっていこうぜって話でしょ。問題は、つくったものがちゃ

んと現場でもってできているかどうかっていうのが大事なんじゃないの？

事務局：もちろんできているかどうかも、そうなんですけれども。

西田（俊）委員：そうですよね。僕が言いたいのは、その８つの視点からみんなで見るっ

てのは賛成だから、なんかこう、意見言ったら件数とかね、適切に、時間も限られて

るからね。だから、２時間の会議が４回しかないんですから。件数だっておのずと決

まってくるし、それは意見を言うんだけど。だったら、このサービス等利用計画の評

価ではなくて、この全体がやっぱり、こう、評価。つくったものが、ちゃんと実践と

してできたかどうか。それで、実践できなかったらば、なぜできなかったのかみたい

なね。だから、それを将来的にはサービス等利用計画に反映させましょうみたいなね。

そういうの建設的だけれども、そのサービス利用計画つくったものを評価するってい
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ったって、くどいけども、８つの視点が、ポイントがあるならば、それは支給決定時

にしておいてもらわないと困る話じゃないかなと思うんですよね。あとから、「これっ

て、おかしいんじゃない」って言われても。

事務局：第三者評価じゃないですけれども、いろんなところの専門職、専門員の方からの

その視点っていうのは、非常に大事だとは思います。

西田（俊）委員：ですから、僕が言いたいのは、専門的な意見を言うのは個別の部分です

よ。利用計画で「何々をしなさい」っていうことについては、つくったけど、そのサ

ービスをうちなら、就労支援センターの場合だったら、就労移行とか、B 型とかってい

う制度があったときに、これはほかの皆さんが、ほか事業所の方がね、これはタオさ

んのつくったもの、おかしいんじゃないかって、専門的な意見は言えるけれども。そ

っちで意見を言ってくれて、じゃあ、就労に関しては、今後こういう視点を入れて、

サービス等利用計画つくるときには、相談支援事業所はちゃんとしましょうねってい

うのならわかるけれども。

くどいけど、サービスの利用計画の評価っていうのは、僕はやっぱりいいですけど、

そっちの、こっちの個別支援計画のほうは、同時にやっておかないとまずいことじゃ

ないんですかね。特に専門的な意見を言えっていうなら、そこじゃないかな。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、小川委員。

小川委員：西田委員がおっしゃっているのは、最終的に、さっきのまた、ごめんなさい、

話を戻すつもりじゃないですけれど、この３番目の紙の要はモニタリング。サービス

等利用計画のモニタリング。あとは、この事業所のモニタリング。それで、そのあと

の担当者会議っていうのが、おそらくそういったものになるのかなと思うんですけれ

ど。

というのは、やっぱり、また介護保険の話で恐縮なんですが、ケアマネさんが最終

的には、それをやっぱりチェックしているんですよね。本当に機能しているかとか。

それで、たとえば効果が。まずは目標を立てて、その目標に近づいているかどうか。

それで、逆行していれば、そのケアマネさん自身のプランが違うということになるの

で、また別の方向性を考えるとか。あとは事業所から、「いや、この人はこういうふう

にやったほうがもっとよくないですか」っていう話が来たとしたら、それをまたケア

マネさんが、じゃあ、プラン変更という形でするので、おそらくこっちのほうでなん

とかなるのかなっていうのがあって。

それで、宇田川さんがおっしゃっているのは、さっき、最初、私、思っていたのが、

一事業所が完結していれば、別にそれほどみんなでまな板に乗せなくてもと、ふと思

ったんだけど、それは言われたときに思ったのが、「そっか」って。一事業所でやって

るっていうことは、その支援員の非常に個人の考え方がどんどん入ってしまう可能性

があるので、そういったときには、ほかの人の検討してどうなのって、私見的になっ

てないとかっていうことを見るっていうことで考えたら、たしかに一事業所で入って
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るとしたら、関係、プランも立てて、事業所で完結していたら、そういったものが必

要なのかなっていうのが思いました。

西田（俊）委員：なるほど。

小川委員：メンバーは、だから、ここでやるのは別にまた、そういう、その、監視部隊。

監視部隊じゃないけど、そういう評価部隊みたいなのをつくるかってことですよね。

事務局：そうです。はい。

小川委員：そこまでの人が、みんな、動く、動けるのかどうか。予算が立つのかとか、そ

ういったことになるんじゃないですか。それで、またそうやって呼ぶとしたら、そこ

に呼ぶのに、また評価してもらうのに、何かがおそらく人件費が発生してくることに

なってもいいっていう考え方で聞いているんですかね。

事務局：その辺までの具体的なところは即答できませんが、どういうふうな形で、そうい

う評価をしていくかっていうところのご意見をうかがえればというふうに思います。

小川委員：基本、問題がありますと、その利用者さんの側から、第三者委員会とか、いろ

んなところに行きますよね。それで、そうでないものをこっちから大丈夫って見るっ

ていうことですよね。

事務局：大丈夫というのは？

小川委員：何か利用者さんの側で不都合があったときには、助けてくださいっていろんな、

部署に行くじゃないですか。それで、それを言えない人たちのことを大丈夫って、み

んなで見るっていうのが、この意味ってことですよね。自己点検シートじゃないけど。

市としての自己点検シートみたいなこと、ものをつくりたいというのが、この考え方？

事務局：市としてというよりも、そのつくられた計画が、第三者評価というのは設置して

いませんけれども、この相談支援部会には、いろいろな関係機関が入っているので、

そういったところで、皆さんから見ていただいて、西田議員が言ったように、きちん

とそれが実行されているかも含めてですね、適切であるかどうかというところを評価

したいっていうのが狙いです。

西田（俊）委員：僕、今、わかった。とてもいいことおっしゃった。評価をするのは、一

つは、一事業所ですべて完結しているところ。これは、評価対象にすると。それと、

相談支援事業所がつくって、サービス事業所は別のところ。これは、個別支援計画も

含めて、やっているかどうかっていうチェックをする。この２つのパターンが評価と

してはよろしいかという案を思っちゃった。

事務局：それで、今はそういう評価の対象ケースをどうするかっていうところにつながる

と思うんですけど。そういった感じで、ほかの項目でも、ご意見であればおうかがい

したいという趣旨です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。

小川委員：件数は１回につき１件ぐらいですよね。

西田（俊）委員：できないですもんね。
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白川ﾘｰﾀﾞｰ：一応、年４回の相談支援部会で、来年度もメニューに入っていますけれども。

中村委員：いろいろご意見があって参考になるんですが。やっぱり、まず、支援計画の中

に今言ったこの８つのポイントっていいますかね。これを、まさか１位何々って書く

わけにいきませんけど。その視点から見るその評価は、ぜひ、やっていただきたいで

すね。その、あんまり、こう、足の引っ張り合いじゃなくて、制度を決める、僕は会

議というふうに認識してますのでね。そういう意味で、やはり、今言った８つのポイ

ントが本当に含まれているかと。それは、でも、計画であって、さっきの話だけども、

いろいろ変わってきます。はっきり言って。

そのときに、西田委員がおっしゃるように、ただですね、計画はきれいごとつくっ

て、あとは、なあなあっていうのは問題あるんで、その評価のポイントとしては複数

の事業者が入っているクライアントと、いわば一つの事業所が入ってるクライアント

ですね。その２つあたりは、非常に、結局は、そうすると、全部そうなっちゃうんだ

けど、スケールの問題ですよね。そういう仕組みはぜひやってほしいですね。

やっぱり最初の入口で、先ほど、私は社会学とか、心理学まで言いましたけど、そ

れは、結局このあたりは、そういうふうなことが入っているんです。単なる技術的な

問題だけじゃないんですよ、はっきり言って。特に障害者の。みんなそうですけど、

20 歳、18 から 35～40 歳までの障害者の方は、非常に、毎日毎日、日替わりくらいに

変化するわけですね。

ですから、まず、はじめの原理原則は必要だけれども、その中で次の評価をすれば、

はっきり言ったら、３か月にいっぺんぐらいしてもらって、やっぱり相談支援専門員、

それが、やっぱりなんかかたくなになっちゃうんじゃないかとかね。逆に言ったら、

クライアントの意見ばっかり聞きすぎて、あれもそう、これもあれも結構っていうこ

とでしょっちゅう直すのもね、これも公平性から見ると問題がある。というふうな仕

組みをもうちょっと検討してほしいと、私は思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。ほかに、ご意見ありますでしょうか。はい。

谷岡委員：すいません。つまり、第三者評価的な要素を、この、相談支援部会で持たせる

というお話なんでしょうか。

事務局：この相談支援部会でやっていくのか何か、メンバーを特定して決めていくのか、

そういったところのご意見であればうかがいたいと思います。

谷岡委員：そうですね、そこからお話が出発されるように思います。

事務局：やはり、こういう計画とかを作成すると、中立公正な立場での視点っていうのが、

非常に大事になってくると思うので、そういったところの機能っていうのは、どっか

しらになきゃいけないんだというふうに考えます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：その、メンバーということで、それを評価するメンバーをどこに持っていくの

かという形の部分でのご意見もいただければと、今のところです。

谷岡委員：はい。ちょっと意見として。一個人の意見としては、第三者評価は、ここでは
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なくて別に持たせて、それで、結局、実務者会議とかっていうのありますでしょ。そ

この、そこの人たちの実際の相談員を育成。品質を上げるための育成を、同時に持た

せていくっていう機能を持った第三者評価を別につくるべきではないでしょうかね。

ここでいろんなことをお話しても、この中で頭でっかちになっても、実際、サービス

計画を立てる人たちで、それが回っていくのかどうかっていうことになりますと、ち

ょっとこう、道のりが遠いような気がしますので。できれば、こちらのほうにお持ち

になったほうがよろしいんじゃないでしょうかという意見です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、いろいろと。はい、小川委員。

小川委員：質問なんですけど、ごめんなさい。評価したらそれどうするのっていうか。評

価して相談員に「こんな評価でした」って見せるのか、まあ、利用者さんに見せるの

か、市としてそれを判断基準にして、何か、支給の決定を変えるのか、点数つけるの

か。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今いくつかのお話の中での、評価の方法として、たとえば、フィードバックを

どうするのかとか。

小川委員：それによって、全員で話すものなのか、やっぱりその専門職の主要な人たちが

話すべきものなのか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：相談支援部会として、それをどうするのかっていうことのご意見を、今、いた

だきたいと思ってるいんですけれどもね。小川委員自体は、そこら辺のところをどう

されたい、どうしたらいいのかなというお考えがあれば。

小川委員：年４回だとしたら、一回につき１ケースで、対象は一事業所。それで、時期は

立てて１年後、目標に対して、どこまで近づいているか。まず１年は見てあげてもい

い気がする。その時点で、最初の支給決定のときに当然あるとおっしゃっていて、西

田委員から聞かれたときにあるとおっしゃっていた、アドボカシーだのなんだのって

いうものが、本当にそれが、その、１年後にまで担保されているかどうか、メンバー

全員、ここの全員。私の勝手な意見です。なんでもいいっておっしゃっていたので。

項目については、さっきの８つの項目を、もっとなんか、端的に表せるようなもの

を何か探して、本人が言えているかとか、声が聞けたかとか。あとチェックの項目で

当然、それをアドボカシーとか、そういうものを全部入れた上の目標に対して、どれ

くらい近づいているか。それもチェック項目に入れないと、その８つの視点だけで、

それだけやっていても何も、かわらない。その、よくする、悪くするは別にして、維

持するなら維持するも含めて、目標に対してどこまで到達というのができているのか。

評価の方法は、みんなの意見、５段階ぐらいに丸つける。提案１。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ほかに、ご意見ありませんでしょうか。

西田（良）委員：はい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、西田委員。

西田（良）委員：決定打の話ではないんですけど。今、谷岡委員の話を聞いていて、本当
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に相談支援専門員の実務者会議の中で、実務者会議は実務者会議でいろいろ提案して

かなきゃいけないですし、あと、スキルアップの研修もやっているんですけれど。ス

キルアップもなかなか人が出て来れなくなってしまったということがあったときに、

結局、相談支援専門員がこの８つの視点を持ったプランをしっかり立てられるように

なるっていうことは、すごく重要なことで、その力をつけていくためにも、人の立て

たプランをみんなで議論する場とかっていうのは、すごく重要なんですね。

もう一個の視点は、結局、支給決定されるのが市町村の方たちで、やっぱり市町村

のワーカーさんたちの意見と、考え方と相談支援専門員が利用者さんの立場に立って、

立ててきたプランっていうのが、ぶつかることも、結構あるんですよね。そこでなぜ

利用者さんはこういうふうなサービスが必要なのかっていうことを、当然利用者さん

と一緒になって話をしたりとか、行政は行政でそこは根拠を持ってきてくれないと困

るんだっていう話もあるでしょうし。そのようなので、メンバー的にはやっぱり相談

支援専門員と当然、事業者、いや、行政の方と、それからその、専門職というか、第

三者的な専門職として、今日も弁護士の先生とかいらっしゃいますけど。そういう、

なんていうか、生活もわかっているけれども、こう、法律のことがわかってる方とか、

そうなっちゃうとでも、審査委員会みたいになっちゃうんですかね。審査会みたいな

メンバーになっちゃうのかな。でもその相談支援専門員は必須かなっていうふうに思

ったのと、この部会でやるって言っても、４件とかしかたぶんできないと思うので、

やっぱり、なんらかのこう、そういうのを立ち上げて、実務者会議プラスアルファみ

たいなところでもいいんですけれど、していくのはどうかなと思いました。

やっぱり基幹相談の役割の中にも、法律的にもそういう評価とかが入ってるんです

ね。だから、基幹もそれなりの役割を果たしていかなきゃいけないのかなと思うと、

部会は、その大枠を決めていただいて、作業自体は何かグループをつくるっていうほ

うが現実的なような気がします。それと、一法人で全部を完結しているっていうとこ

ろに関しては、見ていかなきゃいけないでしょうし、いろいろトラブルがあったりと

か、行政と意見が分かれるところとかっていうところも、やっぱりみんなで話し合う

必要があるのかなとは思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。

西田（俊）委員：すいませんけど、相談支援部会っていうのは、こういう役割を持ってい

るんですよね？

白川ﾘｰﾀﾞｰ：評価役割という。

西田（俊）委員：役割を持ってなかったっけ？

白川ﾘｰﾀﾞｰ：国の指針としては、一応出されていますよね。自立支援協議会を。

西田（俊）委員：それなので、さっき小川委員が４回やって１回くらいずつしかできない

ねっていうのは賛成で、相談支援部会でも１回ぐらいはやると。その評価は１ケース、

全部で４ケース。
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白川ﾘｰﾀﾞｰ：４回のうちに４回ともやると。

西田（俊）委員：４回やると。それと、皆さんおっしゃっているような、別な機関をつく

ると。要するに、件数が 600 件になるはずなんだからやるというんで、その、なんか

別にボーンとつくって、支援部会を知らないんではなくて、支援部会は関わりはある

はずなんだから、仮に一件であってもちゃんと我々も勉強して、評価に参加するとい

うのが意見です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。今日のこのご意見いただいたこと。ここで、結論出すことではないので、

皆さんからご意見いただいた上で、今後、仕組みをどうつくるかっていうことは、ま

た、これから検討していこうと思っております。はい、小川委員。

小川委員：すいません。一般的にそういった、その評価というのは、たとえば事業所、サ

ービスを提供する理由であれば、たとえば県の実地指導の前に、自己点検シートとい

うのが、ポンと出てきて、それで、そういったものについてその全部、自分でこの辺

ができてないとか、できてるとかっていうのが出てくるんですけれど。相談支援の場

合も、おそらくそういった、ある程度の実施指導をする、しないに関わらず、なんら

かの自己点検シートのようなものをつくって指導して、それで、相談支援をやってい

る事業所さんに前もって渡してあげるというのが、最終的にはだんだん自分で、こう、

どんどん道を外れていかないっていうようなことに対してのことになるんであれば、

あの評価の仕組みづくりの中に、自己点検シートのようなものをつくって、その、事

業所がそれを使って、年に１回でも。自分のすべての案件について、見れるようなも

のというものもつくっておいても、その、仕組みの中に、それをここでやる、やらな

い別にして、そういったものを、相談支援事業所に配布できるようなものがあっても

いいかと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰはい。ご意見ありがとうございました。それでは、４時までなんですけれども、

次の議題に移りたいと思います。

平成 26 年度相談支援部会の方向性につきましてということで、こちらのほうに案と

いうのが紙１枚がちょっと入っておりますけれども。そのことについて事務局のほう

から、ちょっとひと言ご説明をしていただければと思います。

事務局：はい、柳澤です。時間も少ないのでどんどん進めさせていただきます。資料の６

枚目をご覧いただければと思います。ただいまも、来年度の部会でも１回ぐらいは事

例を行っていくというような話が出ていましたけれども、来年度のこの相談支援部会

の方向性について、ご検討をいただきたく思っております。

それで、まず、今年度の議題等について、ちょっとご報告させていただきます。目

的としまして、相談事例の検討や課題の解決について協議して、相談支援事業の充実

と、相談支援事業所の連携をはかる。主な議題としまして、サービス等利用計画の質

の向上に関する事項。相談支援事業の充実に関する事項というような課題をあげさせ

ていただきました。それで、それぞれ議題でですね、サービス等利用計画の検証。ま
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た、相談支援事業の広報、周知。人材員の育成。個別の相談事例から見えてくる問題

点の洗い出しおよび検討というような事項になっております。

今年度４回部会のほうを開催させていただきまして、それぞれ１回目から、本日の

４回目までこのようなとで、議論をしてきました。

本日はですね、これらを踏まえて、また来年度、どのようなことをしたら良いのか

っていうことでご意見をいただければと思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。一応、評価ということも、今後進めるというの

も、一つの議題としてあげられていますけれども。それ以外にですね、今まで、実務

者会議のほうから、いろいろと課題などを出されてたと思うんですけれど。それを相

談支援部会のほうで、どのようにして、取り上げていくかいうような形の部分をある

と思うんですけれど。西田良枝委員、その辺の動きについて。

西田（良）委員：実務者会議。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：実務者会議は３月ですか？

西田（良）委員：来週ですよね。そこで、今の坂本委員や中村委員もいらっしゃるので、

１個をなんかまとめてっていう話には、前回なっていましたね（笑）。なっていました。

けれど、今は、だからなんにもまだ固まってないんです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですか。

西田（良）委員：はい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：では、そこのところで、課題を相談支援部会のほうで話し合って検討してほし

いか。したほうがいいと思う。ここで。

西田（良）委員：、実務者会議での課題とか、話し合っていただきたいってことは、それ

はそれで一つまとめてきますけれども。まあ、それ以外の皆さんの意見とその中の一

つとしてってことですよね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね。

西田（良）委員：はい、わかりました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね、はい。複数あれば、優先順位をつけるなんかはしていただければ

と思います。

西田（良）委員：わかりました。はい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかにも、何か、今までの１年間の中での、また、積み残したことなど。

中村委員：４回やってきて、だいぶ、一つ方向づけが出てきたような感じがします。それ

から、先ほどもあったように、自己点検シートや、それから、評価は、やっぱり、今

後、仮じゃなくて来年も４回ほどやると思いますが、議題の一つに、やっぱり、必ず

しも専門職じゃなくていいんですよね、評価ってのは。

むしろ、立派な社会人的な良識のある方が、中から言ってもらったほうがいい意見

がでるんです。そういう意味で、今後も議題に必ずあまり長くならない程度で、この

４回のうち一つは、評価会っていいますかね。これ、今、言ったように、要するに、
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いわゆるケアプランと、その後のモニタリングを含めた実行の実績、実態ですね。そ

のあたりをたまたま抽出された人が責任を持って、提出するみたいな形で制度化をし

てほしいなというふうに思います。

それから、今日もだいぶいい意見が出ているので、男性の西田委員からあったよう

に、なんのためにね。今言ったように、もう来年度 26 年度になりますので、もう何が

なんでもやらなきゃいけないわけですね。そのときに、相談者実務会議でも出たんで

すが、いつの間にかケアワーカーの悪口言うわけじゃないんですが、なんか、母親と

なんか決まった、決まっているよっていうような感じとかね。これがくっついたよみ

たいな。これはやっぱりなくしてほしいですね。やっぱ 26 年度、もう実行の年ですの

で、30 人の方々が登録されてるわけですから、その人たちに働いてもらって、やっぱ

り、経験をしないとなかなかはっきり言ってうまくなりません。この介護保険のケア

マネでも一緒ですけど、最初だから何もわかりませんよね。やっぱり経験して失敗し

たり、人から意見もらったりして、一つずつ積み重ねていくっていう。しかも３障害

っていう、大きな問題もありますんで、そういうのも、一般の、本当に皆さん方から

のこれおかしいんじゃないのとか、こう、よくできてるっていったら語弊ありますけ

れども。そんなふうな形での、評価の時間を取る仕組み。まあ、制度といいますか、

ぜひつくっていただければと思います。私のほうは以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。それはあれですか。来年度の自立支援、あの、

相談支援部会。

中村委員：はい。来年度の自立支援協議部会の中で４回のうち必ず毎回は一定時間取って

いただきたい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：毎回、毎回ですね。

中村委員：はい、年１回ってことじゃなくて。

小瀧委員：今、中村委員が言われた、そういったことをなくすためにですね、窓口で計画

を立てているかどうかっていう確認を必ずしなさいっていうところで、この間周知し

たところです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、来年度の議題として、あるいは方向性についてご意見ありましたらお

願いいたします。ございませんか。なければ、本日の議題はもう。

小瀧委員：はい、障がい福祉課です。先ほど、評価会っていう話も出たんですが。実は、

サービス事業に関しての評価っていうか、ご意見をうかがう場でも、私はそういった

場にしてほしいなっていう要望がありまして。

たとえば、今回、課でも移動支援について、この計画相談にも関わってくるんです

が、その移動支援にいろいろな要望があるんですね。それで、そこには、なかなか読

み取れない。あるいは、ガイドラインでも載ってないようなものが、たまに出てくる

んですね。そうすると、課内で結構多いんですが、やっぱり意見がかなり割れるとい

うところで、こういった、いろんな事業所、あるいは、計画に関わっていらっしゃい
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ますので、ちょっとそういうところで、意見を聞きたいなっていうところもあるんで

すね。

たとえば、今回、出てきているのが、学習塾への移動支援っていうのがあるんです

が。これが規則では、その社会生活、あるいは、余暇活動っていうところの活動に限

定してるわけですが。ただ、こういうのは、通年に及ぶ、あるいは継続するようなも

のについては該当しませんがというところの規則もあるんですね。

それで、そういった規則で定めていくと、区枠されていないところは、ガイドライ

ンで定めて、そういった、学校っていうのは駄目ですよとか、通年ですからね。そう

いったところは駄目ですよ。それで、具体的な文言をガイドラインに入れて、事業所

にはお示ししています。

こういった、そういった部分でないような、今回、学習塾っていう問題が出てきま

して、この学習塾は、ワーカーによっては、余暇活動の範ちゅうに入るだろうってい

うワーカーもいれば、これは学習支援っていうところで、これを、市の税で学習支援

をしていいのかどうかっていう議論があったりですね。ただ、480 時間の年間の枠を超

えなければ、いいんではないかという意見もあったり、まちまちなんですね。

西田（俊）委員：僕、いつもね、それ不思議なんだけど、移動支援事業っていうのは、市

の事業でやって、そのガイドラインみたいなの、どこで決めてるガイドラインなんで

すか。市が決めてるガイドライン？

小瀧委員：法律ですね。

西田（俊）委員：そんときに、その、ずっと使うのは駄目だよとかっていうのは、市がつ

くってるガイドライン？

小瀧委員：規則ですね。

西田（俊）委員：僕ね、相談支援部会でね、白川リーダーね。

最近、やっぱり相談支援部会って、個別の事例からね、なんか、評価しようとか、

最近多くなってるから、個別支援から見える、そのことを議論したらいいと思うし、

移動支援も 480 時間っていうのは、なんの根拠があって 480 時間って決めてるの？そ

れはお金、予算の問題で言ってるわけ？

だって僕がよく聞くのは、要するに、まさしくこういった、利用計画というのは、

ちゃんとつくられていって、必要な人間に対して、必要なものを支給しようって、や

ってるわけでしょう？

だから、総論で言うのはわかるけども、各論では 500 時間が必要な人もいれば、100

時間の人もいるわけでしょう。だから、480 時間とか、そこでなんかしらないけど、最

近保護者の中でも行政が「480 時間」と言ったからといって、そこで、すごく障がい者

の行動を規制する保護者が増えているんですよ。これ、間違いじゃないのかなって、

僕は個人的にそう思ってるんですね。

そのときに、さっきも言ったような利用計画で必要と認めた支給決定をしてるなら
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ば、ちゃんとそれが個別支援のほうにやっているかどうかっていう、そういうチェッ

クも大事であって。そこの議論をみんなでするのは、賛成だけど、今、学習だけをち

ょっと言われちゃうと、その移動支援のあり方みたいのを、ちょっとちゃんと根底か

ら議論できれば、させてもらってね。そうだったらいいけども、「学習だけどうしまし

ょう」って言われちゃうと、僕は、正直言って、議論にあまりわからないんだよね。

要するに、どういう背景で、その人は、どんなほかのサービスを使っていて、結果、

なぜ、この瞬間に、この移動支援が必要なのかっていうことまで、やっぱり聞いてあ

げないと、「学習塾はどう思います？」って聞かれても、ちょっと正直言って。

それと、やっぱり 480 時間のガイドラインというのは、とても今まで気になってい

て、これ、すごくやっぱり障害者の行動規制しているということ、僕は耳にしてるし。

これは、やっぱり１回、個別の事例から見えるものとしてね、ここの場で議論させて

ほしいなとは、来年、思いますよね。

前に、移動支援の使い方って、すごく議論したことあったじゃないですか。あの、「家

から病院行って、作業所行きたい」って言ったら、これは、使えないと。「１回、家に

戻んないと駄目ですよ」って、実は議論があって。みんなで議論して、「それって、別

に家から病院行って、そのあと、作業所に行くんならいいじゃない」っていう議論に

なって、行政がそれを変えてくれたんだよね、指標の仕方をね。そういう議論があっ

て、初めてそういう改善になってったから、それを議論させてもらったほうが。

小瀧委員：では、個別のケースから見て、それはそれで議論していくと？

西田（俊）委員：たとえば、だって、今の個別は、家から病院行って、もう一回、家に戻

ってから、作業所に行くことは OK だけど。誰が聞いたっておかしいじゃないですか。

小瀧委員：そうですよね。

西田（俊）委員：これは、普通に聞いたら、でも、その頃は、それが決まりだったんだよ

ね。別に決まりで、ガイドラインとして設けられたから、「使えないから」って言うん

で、ある困った方が、相談、この部会で議論して、みんなで議論して、「それを変えた

らどうですか」って言うんで、行政は、検討して変えてくれた。同じような議論をす

るんだったら、賛成ですけど。

西田（良）委員：基幹の西田です。私は、１つだけ気になるのは、相談支援部会なので、

この発言をしたいんですけれども。やっぱり総合支援法になって、一番大きな、この、

計画相談のポイントっていうのは、要するに、根拠にもとづいて、必要なサービスを

必要な人に渡そうということで、誰かに基準を決めて、型にはめていくということじ

ゃなくなった。そこが、ものすごく障害のある人にとっては、大きな進歩だったと思

うんですね。だから、やっぱり基準っていうことは、あくまでも、予算を算出するた

めとか、行政として持っていかなきゃいけないものかもしれないんですけれども。そ

れを、すっごく気になるんですよ。480 までだったら、何してもいいけど。それ以上だ

け、それ以上出たとこ考えようっていうのは、もう根本的に障害者のこの法律の考え
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とは、全く一致してないので。そこだけは、もし、そんなふうに、浦安市さん考えて

るとは思いませんけれども、そこに、ちょっと外していただかないと、いくら計画相

談を一生懸命立てても、意味がなくなると思います。

だったら、介護保険と一緒で、量だけをパツパツってパズルしてやるだけの話にな

るので、やっぱり一人一人の生活。それこそ、大事な税金だから、必要な人に必要な

サービスを届けて、必要じゃない人は、自分でできることはしようということで、そ

ういう視点で、やっぱり相談は立てていますから、なんかこう、個別の事例で話して

いくことも大事だし、その法律の枠とか、法律の理念とか、やっぱり障害者基本法に

持ってる理念とかっていうことを、やっぱり押さえて話すということも、一つ大事か

なって、私はすごく思います。

中村委員：はい。一つ、よろしいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：どうぞ。中村委員。

中村委員：今、両方の西田委員のおっしゃったことはわかります。それで、ただ、浦安市

で決めていると言ってましたけど、ほかの、たとえばホームページみたりしていると、

大体同じような概念です。これ、ちゃんと厚労省がご指導しているんじゃないかなと、

私は感じます。

それは、いいんですが。ケアプランの中で、移動支援というのは、絶対入れなきゃ、

いんですよね。ですけど、移動支援は、市町村専任事業ですので、ケアプランの代金

には入ってません。したがって、たとえば移動支援だけをいいプランを立ててよ。い

ろいろ連れていくのは、立ててよって言ったところで、私は１銭にもならないです。

もう、もう勤労奉仕なんです。

ですので、ですけど、移動支援というのは、すごい、その、西田（良）さんの言う

ように、人生の中ですごい大きなファクターなんですよね。ですけど、それ、１銭に

もならない。もしくは、逆に言ったら、それ、入れたくないんです、トラブルのもと

になるんで。ですけど、まあ、やっぱり、本人のライフスタイルのケアプランを入れ

る場合、移動支援を抜くわけにいかないんで、入れてますけど。それも、逆に言った

ら、この制度もね、利用支援の移動と、今言ったように、介護支援専門員は書かなく

ていいというのを決めてもらうのも、この会の多くは、一つ趣旨じゃないかなと思い

ます。

ですから、移動支援は、１銭にもならないです。移動支援だけやってる人に頼まれ

ても、とりあえずでもやりますけど。でも、請求はできないです。そのあたりも、ち

ょっと、認識いただきたいと思います。はい。

小瀧委員：はい。そうですよね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。小川委員。

小川委員：一応こういったのは、承知なんですけれど。私、県の相談支援の研修行ってき

ました。そこで言われてるのは、介護保険と同じだなと、私は思ったんですけれど。
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移動支援をフォーマル、インフォーマル全部を相談支援員がある程度把握する、その

人の全体のものを見るということを考えるときには、これは、制度の外だからとかっ

ていう考え方は、私は違うと思う。

ケアマネさんは、フォーマル、インフォーマル、全部入ります。本当にそういうも

のなかったら、探してでも、それを入れて。なんらかの形で、このプランを完結させ

るためのものをつくるんですよ。それで考えたときに、障害者の人の移動支援はそれ

じゃないからという考え方は、私は違うと思う。基本、それは、全部入れたものが、

その利用者さんのケアプランとして。それで、「そこは、自分の担当外」と言われたと

きに、やっぱ利用者さんは、相談員として、いろんなことをなんでもかんでも相談し

てくるのが普通で。そこでやっぱり信頼関係を結ぶとすると、やっぱり、自分の、仮

にテリトリー外であったとしても、その人がどういう形で、こうやって暮らしていき

たいのっていったものを見たときに、その人が、自分で相談支援、移動支援の事業所

探してきなさいとかっていうのは、それは、私は、やっぱり、相談支援員として考え

たときには、全部を入ると。私は、研修では、そういうふうに習ったつもりなんです

けれども。

中村委員：おっしゃる通り、移動支援をプランに立てないとか、ちゃんといれています。

何か誤解してるようですので、その件だけ、言おうとしてます。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。わかりました。

それでは、時間になりましたので、今日の議題として、終了したということで、ここ

で終わらせていただきます。次回の相談支援部会につきましては、６月に開催予定です

けれども。改めて文書でご案内をいたします。

では、以上で、本日の部会を終了します。また、皆様のご協力を得まして、本年度、

４回の相談支援部会を終えたところ、御礼申し上げます。お忙しい中、ありがとうござ

いました。


