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平成 25 年度第 6回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 26年３月 13 日（木）14：00～16:00

２．開催場所 消防本部 大会議室

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、石井克典委員、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、橋野まり子委員

４．議題

（１）部会等活動報告

①相談支援部会

②本人部会

③こども部会

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケート概要報告

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）平成２６年度からの補助金について

（５）平成２６年度自立支援協議会について

（６）その他

５．資料

（１）議題２資料 浦安市障がい福祉に関する事業者アンケート調査結果概要報告

（２）議題２資料 浦安市障がい福祉に関する事業者アンケート調査結果概要報告

（３）議題３資料 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）議題４資料 平成 26 年度からの補助金について（事業者説明会資料）

６．議事

事務局：ただいまより、平成 25 年度第６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：雨模様というか、肌寒い感じもありますけれども、せめて心あたたまる議論をして、次年度に進

みたいと思いますので、よろしくお願いします。

それでは、先に進めさせていただきます議題（１）の部会活動報告について、各部会のリーダーよ

り報告をお願いしたいと思います。

今回は、第４回相談支援部会、第４回こども部会、第３回本人部会の３部会についてご報告をお願

いします。なお、質問等につきましては、３つの部会の報告が終了してから承りたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。それでは、はじめに相談支援部会の報告を白川委員よろしくお願いしま

す。

白川委員：第４回相談支援部会は、２月 12 日に開催し、３つの議題について話し合いました。議題の１と

して、サービス等利用計画の現状について、事務局と障がい福祉課から報告がありました。国の動向
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として計画策定が進んでいない現状を踏まえて策定された障害者相談支援事業所サポート事業につ

いて説明がありました。また、国の方向性として、経過措置について 26 年度以降の延長は考えてい

ないこと、質の問題については各自治体が対応すること、研修については各自治体の計画策定件数や

相談支援専門員の数の現状を積み上げて、都道府県にはたらきかけるといった報告を受けました。障

がい福祉課からは、浦安市における計画達成率が、昨年末で 30.7％で、全国および千葉県では、９

月末でともに約 25％であるとの報告がありました。また、達成率の高い市町村では、新規サービス

利用者に対して、計画相談での提出を必須としていたり、直営の発達センターが児童のセルフプラン

作成を免除している市町村もあるともうかがいました。また、今後の市の取り組みとして新規および

更新者に原則計画案での提出を求めるのと、相談支援専門員の人材確保を学ぶための人件費補助があ

げられました。議題の（１）について、委員から多くの質問がありましたが、人件費補助については

国とは別に市独自で検討していること。達成率を上げるために、相談支援専門員の資格を持ちながら

現在作成していない人もいるので、その人たちにも、はたらきかけるという回答がありました。

また、支給決定後のサービス変更について、必要があれば調整して再支給もありうるということや、

サービス提供責任者と相談支援専門員の兼務は法律上市独自で設けることはできないといった回答

もありました。さらに委員からは、人件費の補助があっても報酬単価や人材確保の問題があること、

サービス担当者会議に参加してもらえない現状があること、計画相談の仕組みについて利用者、市、

相談支援し、相談支援専門員との間で、共通認識が形成されていないという課題があげられました。

また、セルフプランのフォームや書き方をアップして丁寧に説明することや、サービス担当者会議を

どこでするかのルールづくりが必要であるという提案があり、100％達成のためには計画書がなけれ

ばサービス提供はできないという周知が必要であるといった意見も出ました。

次の議題の２のサービス等利用計画の評価の仕組みについて、相談支援部会は第三者評価会的役割

を担うことを確認しあい、対象をどうするか、件数や時期、メンバー、チェック項目、評価の方法に

ついて意見をうかがいましたが、最後の議題である来年度の部会の方向性についていただいた議論も

踏まえて来年度の部会での検討議題の内容を今後事務局と詰めていく予定です。以上です。

下田会長：ありがとうございました。それでは続きまして、こども部会の報告を、江黒リーダーが今日欠席

ですので、小田サブリーダーにお願いします。

小田委員：３月４日に第４回こども部会が開催されました。議題は３つありました。一つずつ、ご報告いた

します。１つ目の議題、インクルーシブ教育システム研究事業の年度末報告がありました。このイン

クルーシブ教育システム研究事業というのは、文部科学省の委託事業として、千葉県でも浦安市以外

に３つの地域と一つの高等学校で取り組みをしてきました。この１年の取り組みについて、平成 25

年度特別支援教育実践発表会という形で発表があり、浦安市も発表し、ほかの４地域も発表がありま

した。そのほかの４地域の発表に関して情報共有いただきました。たとえば、教育特使の部署を統合

した事例。あるいは、タブレット端末等の ICT 機器を活用した事例。あるいは高校の授業の中で SST

の取り組みが行われた事例などが、あったそうです。それに引き続き、浦安市がこの１年間どういっ

た取り組みをしたかということに関して、浦安市の教育委員会の教育研究センターから報告がありま

した。今年度は数か月の取り組みでしたけども、少しずつ成果が上がってきたと、成果としての教員

の特別支援教育への意識が高まっているという報告がありました。来年度の４月以降も１年間継続す

るということです。

２つ目の議題。青少年サポート事業について。今年度３回のこども部会の意見の中で中高生の療育

支援の充実や、余暇活動の充実が必要であると。つまり、現状としては、中高生の療育支援や余暇活

動の支援が、浦安市においては不十分だという意見が出ていました。それらの意見を踏まえて、浦安
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市の療育支援体制等を検討した結果、26 年度の新期事業として青少年サポート事業を実施する予定

であると、事務局より説明がありました。事業の概要としましては、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学習支援、生活スキル練習などの、療育支援を行う事業であり、４月

から事業者公募を行うというものです。ただ、詳細に関してはこれから募集要項をつくられるという

ことで、どういった地域支援をおこなってほしいか、どういう事業内容にしてほしいかということで、

こども部会の委員の意見を聞きました。出た意見としましては、放課後等デイサービスではやれない

ことをやってほしい。中高生の SST をやってほしい。体を動かす場であってほしい。福祉事業を現

状やっていない民間も参入できるような人員基準、設備基準にしてほしい。料理などの将来役立つ生

活スキルを、身につける場であってほしい。等々が意見になります。４月の公募に向けて、事務局で

整理し、盛り込めるものについては盛り込んでいきたいということでした。

最後３つ目の議題になります。平成 26 年度こども部会の方向性について、来年度の部会をどうい

った方向にしていきましょうという形で、意見交換がありました。出ました意見としましては、個別

事例を皆で検討していきたい、障害種別ごとの議題を設けたい、母子保健と福祉の連携という観点で、

保健師も委員として入ってもらうのはどうか。発達支援セミナーや青少年サポート事業、障がい事業

課の事業の検証をこども部会の中でおこなったらどうかなどが意見でした。あと、こども発達センタ

ーから報告がありまして、平成 26 年 10 月から、児童福祉法にもとづく児童発達支援センターに、

移行するということです。それによりこれまでの業務に加えて、地域支援を、児童発達支援センター

として、この発達支援センターが担っていくことになるということです。もう一つ、船橋特別支援学

校から、一つお願いがありまして、身体に障害がある生徒への通級指導を現状おこなっているという

ことですけども、もっと積極的に取り組むことができますので、お声をあげてくださいというお話が

ありました。

今年度新しくできたこども部会になります。委員は、親の会、教育、福祉、行政、非常に各方面か

ら参加した委員会でした。委員の皆さんから、障がい児支援に対する、意見が多くあり、また課題も

明らかになってくる一方、同時に親の会、教育、福祉、行政の連携もより深まったと感じています。

来年度４月からも引き続き地域課題を解決し、連携をはかりながら障がい児支援体制の強化につなが

るような、意見交換の場とできればいいかなと思っております。以上になります。

下田会長：ありがとうございました。先ほど申しましたが、質問等につきましては、３つの報告が終わって

からお願いしたいと思いますので、次に本人部会について事務局から報告をお願いします。

事務局：本人部会はリーダー、サブリーダーを置いておりませんので、事務局から報告させていただきます。

２月 19 日に第３回本人部会を開催し、６人中５人の委員の方にご参加いただきました。こちらは、

個人を特定しない範囲で報告させていただきます。

議題は２つ、自立支援協議会の活動報告と平成 26 年度の自立支援協議会についてです。はじめに

自立支援協議会の活動報告として、平成 25 年 12 月から 26 年２月に開催した協議会と部会の活動報

告をいたしました。また、第２回の本人部会でいただいた意見を協議会と部会でそれぞれ報告してい

ることも合わせて報告させていただきます。委員の皆様にうかがった意見としましては、本人部会の

ほうからも意見が出ていた啓発・広報活動について、お住まいについての問題をはじめとして、サー

ビス等利用計画を作成してらっしゃるか。また、サービス等利用計画をご自身でつくることについて

はどうお考えか。また、サポートファイルをサンプルでお見せして、サポートファイルについての印

象などもおうかがいいたしました。

まず、障がい者週間のイベントについてのご意見ですが、障がいにもいろいろな種類があるので、

当事者本人が話せるような場があるといいというご意見をいただきました。またたくさんの一般の方
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に聞いていただくために、たとえばインタビュアーが有名人であれば、たくさんの人が来場してくれ

るのではないだろうかという意見がありました。

バリアフリーハンドブックへのご意見として、ご自身の障がいについての記載が少ないので、もう

少し入れてほしいという意見がありました。また、障がいがあっても仕事をしていることを、もっと

伝えてほしいという意見をいただきました。また、バリアフリーハンドブックについては、障がいに

ついて知るための地域の情報源になるといったご意見や、避難所マニュアルを作成している方からは、

マニュアルを作成する際、障がい者の方にどう接していいのか知るための資料となるご意見をいただ

きました。

次に住まいの問題ですが、グループホームについては、現在地域生活支援部会で話しているような、

多くの機能、多機能なグループホームがあれば、緊急のときも対応してもらえるので、安心できると

いうご意見や、グループホームについてよく知らないので、グループホームがどんなものか知るため

にも、見学できる機会があればという意見がありました。

また、サービス等利用計画については、作っている委員からは、自分の希望をちゃんと伝えた上で、

作ってもらっているので、満足しているというご意見や、やはり自分でつくるのは難しいというご意

見をいただきました。

サポートファイルについては、たくさんの個人情報が掲載されるので、取り扱いに注意を要するの

ではないかというご意見もいただきました。

議題２の平成 26 年度の自立支援協議会についてですが。本人部会に参加したご感想をうかがった

上で、今後話し合っていきたいことや、協議会の部会で取り上げてほしいことをうかがいました。感

想が主になったのですが。まずたくさんの人の意見が聞けてよかった。また、自分とは違う障がいの

ある方の話を聞けてよかったというご意見。そして、自分の意見を言う場があってよかった。あとは、

自分の意見を市に伝えることができてよかった。そういう場がなかなか持てなかったので、自分の意

見を、市に伝えることができる場ができてよかったというご意見ある一方、３回でしたので、あまり

手ごたえがあるとは感じられなかったというご意見や、自分たちの意見がどのような形で伝わって反

映されているのかがわかりづらかったという意見がありました。

本人部会からいただいた意見につきましては、各部会や協議会で検討の段階にありますので、はっ

きりとこのように決まりましたと伝えられなかったのがちょっと残念ですが。また引き続き、来年度

も、本人部会の皆さんからいただいた意見を協議会や部会で検討していきたいと考えております。

報告は、以上です。

下田会長：ありがとうございました。それでは３つの部会の報告は終わりましたので、何かご質問等ござい

ますでしょうか。ご意見でもかまいませんが、いかがでしょうか。

特にないようですので、続きまして、議題２の、障がい者福祉計画策定に係るアンケート概要報告

を事務局からお願いいたします。よ

事務局：では事務局から報告させていただきます。まず、当事者アンケートは、現在校正作業をしておりま

す。その中から、一部抜粋したものを持ってまいりました。もう一つは事業者アンケートですが、た

だいま集計を終えまして報告書を作成しているところです。

今日持ってきたのは概要で、グラフも入っておりませんし、数字だけになってしまったのが申し訳

ないのですが、ピックアップして説明させていただきます。

事業者アンケートでは、浦安での事業展開をおうかがいいたしました。事業によっては、これから

浦安での事業参入を考えていらっしゃる事業者さんもいらっしゃいます。側面的支援があれば、参入

を考えているという事業者さんもいらっしゃいましたが、側面的な支援がどんなものかについては、
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次回以降、詳細を報告させていただきます。やはり回答の多かったものは、職員が確保できれば、ま

た、人件費の補助があれば参入を考えるといったものが多かったです。また、材の確保にどの事業者

様も困ってらっしゃるのだということを感じました。

数字だけの簡単なものになりましたが、次回以降、報告書をお届けできればと思います。

また、当事者向けのアンケート、浦安市障がい者福祉に関するアンケート調査結果報告書になりま

す。こちらは基礎的事項と福祉サービスに関するご意見の部分のみピックアップいたしました。ほか

の質問項目につきましてもこのように報告させていただく予定です。

結果は、回答者全員の分布を示したあとに、各部門ごと、発達障がい、身体障がい、知的障がい、

精神障がい、難病の方、手帳を持ってらっしゃらない方や難病の認定を受けてらっしゃらない方でも

福祉サービスを受けていらっしゃる方がいますので、それぞれの区分ごとにご意見をうかがっており

ます。

全体を通して、このような構成になっておりまして、巻末に個々のご意見をまとめて掲載させてい

ただく予定です。

アンケートの内容につきましては、３年前の調査と比較するために、あまり体裁は変えない形で作

成しております。結果報告書は、製本いたしまして、発行日は３月 31 日を予定しております。出来

上がりましたら、委員の皆様に郵送でお送りさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。まだ、校正作業が進んでおりますので、もしこちらをお持ち帰りになって、おかしな点を見つ

けていただいたら、ぜひご連絡ください。以上です。

下田会長：ありがとうございます。質問等ございますか。

では、持ち帰りになって、お目通しいただいて、何かお気づきの点がありましたら、どうぞ、事務

局までご連絡をいただければと思います。

それでは、次の３つ目の議題に入らせていただきます。３つ目の議題は、障がい者福祉計画の策定

について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局：議題資料３に、委員の構成とスケジュールを掲載しております。

委員会は、今日お集まりの自立支援協議会の委員の皆様、20 名とあとは各当事者団体からご推薦

いただいた方６名、計 26 人の構成を考えております。今までの協議会で、こういった方も入れては

どうかというご意見もあったのですが、福祉計画の策定につきましては、各部会でも委員の皆様に案

をお見せし、ご意見をうかがう予定となっております。

また、当事者団体や、本人部会につきましても、ヒアリングをおこなって、ご意見をうかがう予定

でおりますので、ほぼそちらで意見を拾いきれるのではないかなと考えております。

また、広く市内に在住している、障がいをお持ちの方のご意見といたしましては、ただいま取りま

とめておりますアンケート結果を参考とさせていただきたいなと思います。

６番目の策定スケジュールですが。これは以前にお示ししたものと、ほとんど変わりがございませ

ん。策定委員会は、５月開始を予定しておりますので、また、皆様に日時等決まりましたら、お知ら

せいたします。

最初に行いますのは、市役所の担当課の進捗状況調査です。現在発行している福祉計画の個別の事

業につきましては、担当課が決まっております。担当課を決めた上で、計画をつくっておりますので、

各担当課に、具体的にどの辺まで進んでいるのか、平成 24 年、25 年の２年間で、具体的に何をやっ

て来たのか、26 年度は何をするつもりなのか、27 年度からの計画策定にあたって、どの辺を変えて

いったり、拡大していったりすることを考えているのか。そういった進捗状況とこれからの見込みな

どを各課に調査をかける予定でございます。この調査結果につきましても、福祉計画策定委員会で報
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告させていただきます。

業務委託については、前回もご報告させていただきましたが、ヒアリングの実績や、報告書のとり

まとめなどにつきましては、外部のコンサルティング業務をおこなっている企業に業務を委託する予

定です。現在のところは、入札を行う予定でございます。

また、分野別施策の構成ですが。資料で新しく出た国の障害者計画と現行の浦安市障がい者福祉計

画の大きな項目の比較としております。国の障害者計画で提示された 10 項目につきましては、ほぼ

現行の福祉計画にも入れ込んであるのですが、新規の差別の解消や合理的配慮については、まだ十分

ではないところが見受けられますので、次回の福祉計画にもっと、追記で盛り込んでいきたいと考え

ております。

下田会長：ありがとうございました。障がい者福祉計画の策定について、スケジュールやメンバー、構成な

どの説明がございましたが。何かご質問等ございますでしょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。団体等のヒアリングが今年は５月に予定されてますが。３年前は、たしか９

月ぐらいでしたよね。なんか、台風の日に行ったので覚えているんですが。５月だと、ヒアリングの

内容が各団体にもう来てないと、ちょっと遅いかなと思うんですけど。団体によっては、集まる機会

が、月１回とか、２、３か月に１回とかになってしまうので、なるべく書類は、早めにお願いいたし

ます。

事務局：承知いたしました。

石井委員：この３か年計画の策定なんですが、ちょうど 26 年度から地域福祉計画も５か年計画が同時進行

していますの。私ども社会福祉協議会の活動計画も合わせて動きますので、連携をお願いできればと

思います。

事務局：よろしくお願いいたします。

下田会長：ほかにございますでしょうか。特に今のところはないようでございますので、委員の皆様には、

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会、２つの会議に参加していただくことになりますが。

何とぞよろしくお願いいたします。

それでは、次の議題に移らせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。それでは次の議

題ということで、平成 26 年度からの補助金について、事務局から説明をお願いします。

事務局：平成 26 年度からの補助金について、２月 21 日に市内の事業者の方を集めて説明会を実施させて

いただいたところです。補助金を含めた新規事業につきましては、前回の協議会で橋野委員からも説

明をしたところですので、今日は補足する部分も含めて簡単に説明をさせていただきたいと思います。

まず、障害程度区分から障害支援区分への変更ですが、障がいの定義が、障がいの多様な特性、そ

の他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものということで、変

更されました。

続いて、重度訪問介護の対象拡大ということで、これまで重度訪問介護の対象者は、重度の肢体不

自由者だったわけですけれども。その対象に、重度の知的障がい者、精神障がい者が加わり、対象が

拡大されます。

共同生活介護、共同生活援助の一元化ということで、共同生活を行う住居でのケアが柔軟にできる

ように、共同生活介護、いわゆるケアホームを共同生活援助、いわゆるグループホームに統合して、

一元化されるということで、制度改正がなされます。

地域移行支援の対象拡大ということで、現行は、障害者支援施設等に入所している障がい者、また

は精神科等に入院している精神障がい者が対象ですけれども。それに加え、その他の地域における、

移行するために重点的な支援を必要とする方。保護施設であったり、矯正施設等で、厚生労働省で定
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めるものということになりますが、拡大されます。

続いて新規事業ですが、こども部会の報告でも出ていた青少年サポート事業。これは発達障がいの

小中学生、あるいは高校生などを中心とした、放課後と土曜日等の療育支援になります。平成 26 年

10 月からの事業開始を予定しておりまして、４月に事業者を公募という形を取る予定です。

続いて福祉避難所の支援事業の補助金ですが、26 年度より福祉避難所として、市と協定を締結し

た民間の福祉避難所。通所系の事業者など 10 事業者ほど予定してます。こちらでの支援物資の確保

をはかるために、物資の購入費を助成するといった補助金になります。

それから計画相談支援推進事業ですが、平成 27 年４月以降は、すべての障害福祉サービスの利用

者はサービス等利用計画の作成が必要になります。これまでも何度か説明させていただいているんで

すけれども、まだ計画未作成の方が多くいらっしゃいます。そこで事業者への支援ということで、相

談支援専門員の人件費に対しての一部補助ということで、月額 10 万円程度の補助額を用意しており

ます。これは相談支援専門員が、大体 35 件から 40 件ぐらい担当した場合の計画相談としての報酬。

モニタリングも含めて年間の報酬額がどのくらいになるかも考慮しながら算出した額となります。

続いてグループホーム整備事業補助金です。グループホームの不足は、これまで協議会あるいは部

会でも課題として取り上げ、意見が出てきましたけれども、グループホームの整備に対する補助とい

うことで、これまでの改修工事 463 万円、新たに新築工事、福祉事業所で 1,000 万ということで、

新規にやってきたいということで考えております。

続いて、生活介護事業所の整備費用補助金です。こちらは、グループホームと同じように、生活介

護のやっている事業所の不足というところから、いろんな方々の意見をもとに、新規事業として考え

ていることです。こちらのほう生活介護事業所をやっていただく事業所への整備費の補助になります。

６番目の重度障がい者等支援事業運営費補助金は、障害支援区分で４以上の方を支援している、生

活介護等の事業者への運営費補助という形になるんですけれども。こちらのほうも、２月におこなっ

た事業所説明会のときにいろいろ意見をいただきました。市のほうとしても検討しまして、障害支援

区分４以上の方を支援している生活介護。あるいは、就労移行、就労継続 A、B、自立訓練、グルー

プホームの事業所等に対象を拡大しております。

７番目の東野地区生活介護事業所整備事業は、現在東野地区で生活介護をやられている事業所があ

りますけれども、震災により、そのままでの事業計画っていうのが困難っていうような状況もあり、

まずその施設を解体して 27 年の４月に、開所可能な生活介護の運営事業所を募集する予定です。新

築工事自体は運営する事業者にやっていただくんですけれども、現施設の解体工事を市が行うという

内容になります。

続いて８番目の旧第三教職員住宅跡地のグループホーム整備事業は、一階改修工事とスプリンクラ

ーの設置工事を市がおこなって、平成 27 年の 10 月までに開所可能なグループホーム等の運営事業

者を募集する予定です。設備内装等は運営事業所におこなっていただくことになります。

続いて９番目、身体障がい者の緊急時支援事業です。こちらのほうは、重度の身体障がい者の方に

対して通信可能な端末機、テレビ電話機により緊急時に原則同性のホームヘルパーさんが、自宅を訪

問して必要な支援を行なう随時訪問介護を 24 時間体制で行なうものになります。対象者としては、

障害者程度区分が区分４以上の認定を受けた身体障がいの者の方で、独居や障がい者のみの世帯の方

が対象になっています。以上になります。

下田会長：ありがとうございました。ただいまのご報告につきまして、何かご質問、ご意見ございますでし

ょうか。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。事業所説明会に基幹相談支援事業所も行かせていただいて説明はい
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ただいたところなんですけれども、その中で重度障がい者についての加算の補助金については、生活

介護の人だけではなく、障がいが重い人に対しての支援であれば日額払いの訓練等給付などであれば、

同じように対応していただきたいということをお伝えし、それが反映されたことはありがたいと思っ

ています。

子どもに関して知りたいんですけれども。重い障がいの子どもたちのニーズはないので、重度加算

っていうことは考えていないっていう話だったんですけれども、障がいが重いっていうことでの加算

事由であれば、子どもたちについてもきちんと見ていただくというか網羅するのが普通なのかなと思

ったんですけれど、その辺も教えていただきたいとお願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ニーズがないという捉え方と、少し異なるんですけれども。今年度、

新規で創設した事業につきましては、現在浦安市に著しく不足しているもの、また、来年の高校卒業

生の受け入れ場所の確保ということで、緊急的に必要なものを予算計上、新規事業として行うもので

す。子どもたちのサービスについてなんですけれども、青少年サポート事業をこども部会で検討した

際にも、比較的、手帳の等級も重い方については、サービスを使っている方が現状多くて、逆に手帳

の等級のかけ方でしたり、小学校未満の手帳を持って整備してもらっていた人たちも、サービスが小

学校以降なくなるということで青少年サポートを新たにつくりました。

手帳の等級が重い方につきましては、まず医療的ケアが必要なお子さんへの補助ということで、今

の説明にありましたが、事業者説明会の資料の継続分の補助事業として、重度障がい児と通所事業所

特別支援事業補助金をすでに実施しているところです。この補助金を活用して、重度の医療的ケアの

必要な方の支援をしてもらっていると。

放課後デイサービスですとか日中一時支援、比較的重度と呼ばれる方については、いろいろなとこ

ろでサービスとしてある状況なので、不足しているといった声が届いていない。そこで 26 年度、新

規に 18 歳以上の地域事業を今年は創設させていただきました。子どもにつきましては、来年度以降

も引き続き協議会等で伝えていきたいと思っております。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。ありがとうございます。たぶんこれは情報の取り方なのかなと思う

んですけれど、私は子ども子育て会議の委員をさせていただいて、先日子育ての団体ヒアリングがあ

って、にじいろさんのお母さんたちの意見書のまとめの中に通所の日にちが、週に２日から１日ずつ

減らされてしまったので困っているというような記述がありました。

実際に基幹相談に相談を受けていても子どもたちの通所日が減った、だから行き場所がなくなって

いるんですとか、医療的なケアもそうでしょうけれども、声を聞いているんです。なので、そのニー

ズのとらえ方が、どこで何をどういうふうにとらえて、あるとかないとかってなっているのか、ちょ

っと気になるところです。

それから、私が申し上げているのは、たぶん今の話だとニーズがあれば補助とか何かの政策をとい

うお話で、それは当然のことだと思うんですけど、私が伝えたいのは、重い、軽いっていうんだった

ら、やっぱりどんな事業でもニーズがあろうとなかろうと、その事業所が、重い人たちをどんなとき

でも受けていけるように、普通は考えるのかなって。考え方の問題なんですけど、そういうふうにや

るんだったら差別なく公平にやるという考え方でやっていただきたいと思っています。

橋野委員：決してニーズがないというふうに受け止めているわけではありませんので、新規事業については、

緊急で今不足してるものから創設させていただいたということで、引き続き子どもの部分については、

来年度以降、この協議会で検討いただきたいと思っております。ニーズがないととらえてるわけでは

ないので、訂正させていただきたいと思います。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。だとすると、行政がやっている児童発達で通所日を減らされてしま
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って行き場がない人たちに対してのことは、近々の課題にはならないのでしょうか。というのは、養

護学校の卒業生の行き場がないっていうことと、家族がいるからとか、小さいからとか、何度か通園

しなくてもお母さんが見ててねっていう文脈と、成人して出てって社会での居場所がないってことは、

多少違うのかとは思うんですけれども。

子どもを育てているお母さんたちの行き場のなさっていうのも、すごく近々の課題なのかなと思っ

たので言わせていただきました。今年度もまた、来年度以降、皆さんと検討していければいいなって

思っています。

白川委員：審査会の白川です。重度障がい者等事業所運営費補助金の事業概要でちょっと気になったところ

があるんですけれど、運営に関する経費の一部について「予算の範囲内において補助金を交付する」

とありますけれども、予算の範囲内ということは、実行していったときに予算を超える部分が出てき

たときには、そこの部分は切るということなんでしょうか。それとも何か別な手当というのを考えて

いらっしゃるんでしょうか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今みたところばらつきがあって、事業において予算の範囲内の取り決

めを記入し忘れてるところもあるようなんですけれども、基本的には、すべての補助事業、要綱の中

で予算の範囲内においてということです。予算は、議会の承認を得て決定していくんですけれども、

当初の予算を超えて申請があった場合には、補正予算を組んでまた議会の承認を受けを得られれば、

交付は必要に応じてしていきたいと思っています。ただ、予算の承認が条件で補助金を交付するよと

いうことで、ご理解いただければと思います。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。重度障がい者支援事業所運営補助金についてですけ

ど、事業所の説明会のときだったか、人員配置の中での常勤の人に対する資格保有者の割合というと

ころで、本来常勤が１名だったら、その人が１人なんらかの資格を持っていたら、100％になっちゃ

うでしょうと。人員基準としては、常勤換算で５人必要だっていったときに５人の中の 25％だって

いうことと、常勤がたった１人しかいない人の１人しか持ってないっていうことでは、重度の障がい

者が受ける福祉の割合が変わってきちゃうようなところで。これは国とは違って、市単独の事業であ

るならば、常勤換算ということ勘案できないかっていうこと、意見申し上げてたんですが。

今日の発表でも、常勤ということになってるんですが、ここの部分については、これでこの部分は

担保できるだろうっていう判断をされたということなのかををまずうかがいたいと思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今日は、説明会と同じ文章をお配りさせていただいてます。まだ要綱

等はつくってるところで、見直しは引き続き今回の協議会の件、意見、踏まえて決定していきたいと

は考えています。

事業者説明会のときに意見を２ついただいてまして、１つ目は行動援護対象者の「支給決定を受け

ている方」っていうところについては、今、重度訪問介護の支給決定を受けている方も含めて直そう

ということで見直しを進めているところです。２つめの人員配置につきましては、報酬の加算と同じ

条件にさせていただいてます。この事業は、サービスごとに人員配置の条件、設備の条件等、何項目

クリアしていることっていう、かなり複雑な条件を決めさせていただいてますので。できるだけ国報

酬の加算と合わせた形で表現できるものを用いたいなということで、加算のところを考えているとこ

ろです。また、今日の意見もふまえて引き続き検討はしていきたいと思います。

森嶋委員：この重度障がい者の支援の中で、補助金の中で、障がい児へのサービスがあるとか、ないとかっ

ていう議論が、今出てたと思うんですが。もともとそのニーズがあるかないかっていうことが重要な

ことだと思うんですね。橋野委員の説明の中で、不足している事業所を補うためにとありましたが、

需要と供給があって供給量が不足しているってことは、需要が多いってことですから、ニーズがある
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っていう話なわけで。ニーズがあるかないかっていう議論で説明するのは、切り口としては違うんじ

ゃないかっていうのが、僕の意見です。

もともと障がい者と障がい児と区分としては、わかれてしまってますよね。障がい者の部分ってい

うのは、生活介護だったり、いろんな事業がありますけど。そこの部分で本当に重度の人を受けよう

と思ったときに、今ここに書かれてるようないろんな基準を満たしてくれるような、要するに優良な

サービスで、かつ重度障がい者を受けてくれる人、事業者に対して給付を出しましょうっていう制度

だと思うんですね。障がい児が抜けてるというか入ってないっていうことを見たときに、先ほど橋野

委員が言われた医療的な部分のところについては別の補助があるじゃないかと。こちらを活用してい

ただいて、今のところ担保されてるんじゃないかっていうところが、たぶんすべてだと思ってて。も

ともと医療については、看護師さんを雇うことによる受け入れのところで、日中一時と児童発達に対

して支給決定されてて、重度障がい者の支援うんぬんの生活介護とかのところに対しては、使えない

制度ですよね。

両方考えたときに、障がい児の部分については、重度っていったときには、医療的な部分の障がい

児のほうがきっと多くて、介護職が増やされるよりは、医療的な部分が補完されてることによってサ

ポートが成立するんじゃないかっていう分析があってっていうことの説明をすると、すごく腑に落ち

るんですが。

なので、障がい児の部分について、児童発達で介護職員を加配することによっての重度の障がい児

の受け入れを、これはあくまでも 26 年の新規の事業なので１回運用してみて、もう一度どこかで、

たぶん自立支援協議会だと思いますけど、議論して、それを障がい児の部分について、看護職が介護

するっていうことも考えられるので、別に１名分の加配がつくじゃないかっていうところでは、同じ

なのかなっていう議論もできると思うんですが。

全く同じ形で、障がい者と障がい児の部分で同じ選択ができなきゃいけない、同じ合理的な配慮が

されなければいけないっていってしまうと、そこだけを基準にしてしまうと言葉がすごくきつくなっ

ちゃいますけど、これは差別かみたいな選択の自由が奪われてるんではないかという議論になってる

ような気がするんですけど。こっちはこっちで障がい児しか使えない。じゃあ、医療的な部分を生活

介護で、もちろん基準はありますけど、基準を超えて、看護職、医療職を入れた場合は、これを使え

るようにしてくれないのはおかしいじゃないかという、その議論になってしまうと感じました。これ

は、なんとかしてくださいではなく、当事者の福祉の向上のために行政が用意してくださった補助金

に対する意見です。

新宅委員：健康福祉部長、新宅です。この新規事業については、部長級の会議の中で 18 歳以上要は船橋、

市川特別支援学校からの卒業生の居場所が、平成 27 年４月から全くなくなるといったところで、緊

急的になんらかの受け入れ先をつくらなければならないだろうと。で、平成 27、28 年で公的な部分

で何か整備するのは時間的にも無理なので、今後どう検討していくかという中で、緊急的に民間の事

業所に補助を出して、受け入れをしてもらおうという発想でここの部分だけ特化して事業化したとい

うものです。

ですので、障がい児等々ほかの部分を考慮してないということではないので、引き続き、こういう

問題があるということ市に投げかけていただいて。今回は、急きょ補助金をつくったといったことで

ご理解いただければと思いますので、引き続き議論なり提言をいただければと思います。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。今の部長のお話、よくわかりました。ただ、自立支援協議会の委員

として、基幹の相談を預かる者としては違和感があります。たとえば、本人部会でほんとうに涙なが

らに、休みの日や早朝、夜間のヘルパーが来てくれないとか、地域生活支援部会でも行動援護のヘル
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パーがいなくて、自傷、他害が止まらないとか、緊急的に一時ケアセンターで預かるとか、数は少な

いかもしれないけれど切実なものを事例で何度も出していて、部会でも自立支援協議会でも話して。

じゃあ、部会のあの意見はなんだったんだろうと。

高校生が卒業して、なんとかしなきゃって、それもすごく大事なことなんで当然だと思うんですよ。

だけど引き続きっておっしゃってましたが、１年間、当初から事例も出しました。お父さんが娘２人

抱えて、もう本当に倒れそうになってる状況とか、虐待につながりそうな状況とかっていう、だった

らなぜ、行動援護やもう障がいの人の夜間早朝や休日帯のヘルパーへの支援が、ここにないのかなと

か。

やっぱり自立支援協議会で話してきたこと、ご本人たちが言ってきたことが、落ちてないことに違

和感を感じているので、当然ながら、それは役割として、本人部会にとても失礼ですし、相談員のう

しろにいる、利用者さんたちに申しわけないのでちゃんとお伝えはしていきますけれど。せっかく自

立支援協議会の場で、こうニーズとして、その必要性っていうことを理解していただいたんだったら、

その政策っていうところでは、もうちょっとやっていただきたいことがあったのかなっというのと。

優先順位のつけ方が、それぞれなんだなっていうことを理解したっていうことなんです。

森嶋委員：この補助金等々の説明会のことと、１つ前の議題の障がい者の福祉計画の策定と、ちょっとダブ

ってしまうんですが。今西田委員が言われた、介護職の確保が喫緊の課題だろうというのは、もとも

と自立支援協議会でも、複数回話し合いになってます。住まいの支援、資源についてもという議論も

されてます。国が言ってるところの安心コールセンターとか、新しい法律の用語だと地域生活支援拠

点みたいな法律の用語になって出てきてますけど、浦安は、今、住まいの支援をしてる事業からも同

じ意見が出てて、必要だろうと。それを面でやるのか、拠点でやるのかっていう議論は、これからも

う少し詰めなきゃいけないかもしれないみたいな話をしています。これは議事録にもなっているので

わかるんですが。

その中で、ここからは計画のことについてですけど、今、基本指針があるのかもうパブリックコメ

ント終わったかどうか情報不足でわからないですけど、27 年から 29 年の、第４期の計画をつくるに

あたっての基本指針っていうのが国から示されてます。その中で、国も 28 年度末までには地域生活

支援拠点を市町村に必ず１つ以上はつくりなさいと。これは、もう全国一律で必ず１か所以上はつく

りなさいっていうことが、やっと国も文言として出てきました。基本指針っていうのは、国から出て

るのでこれに従わなきゃいけないんだろうと認識してます。

なので、そのときに、今度の４期の浦安市の計画のどこに入れるのか、それとも 26、27、28 の３

年間だから、最後の年に入れるのか、入れないのかっていう議論は、きっとその会議でもできるのか

なっていうことと。それの議論をしていく中で、この地域生活支援拠点っていうのは、24 時間の緊

急時だったり、もちろん定期も含めた部分の地域全体をホームヘルプの部分もサポートしてくれるっ

ていう社会資源のはずなので、そこをどういう形で整備するかは今後、議論すると思いますけど。そ

の中で、一事業所単位では担保しえないような介護職の問題についても、自助・公助のこの公助の部

分の支援もあって、そういう資源が立ち上がるのかなと認識してました。

それと、計画の基本指針が出てるので、今手元にあるものは、案なんですけど、これが出た段階で

できればこのスケジュール表にはないですけど、委員には事前に配布していただけると。これは入れ

なきゃいけないんだとか、用語も新しく出てきたりとか。できればいただきたいなと。これはお願い

です。

白川委員：審査会の白川です。計画相談支援推進事業の補助対象要件等の②で、「仮称の交付要綱に規定す

る条件を満たすこと」と書いてあるんですけど、この規定する条件が、どんなものなのかわかれば、
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今教えていただければと思うんですけど。

事務局：２月の 21 日に配った資料なので仮称となっていたんですけれども、名称は、計画相談支援推進事

業補助金で、この交付要綱を現在作成中です。その中に入れこむ事業としてはいくつか考えてはいる

んですけれども、たとえば、計画相談、サービス等利用計画を福祉サービス利用者全員に対して作成

していかなければいけないということがありますので、その件数も踏まえて、たとえば、何件以上は、

やっていただくとか。あるいは、先ほど白川委員から出ましたけれども、相談支援専門員の質的向上

というような視点から、たとえば今相談支援実務者会議をおこなっていますけれども、そういったと

ころへの参加をうながしていたりとか、そういったいくつかの要件を盛り込もうと、検討中です。

白川委員：そうですか。要綱は、市で独自に作成すると。条件は、市で策定するということですね。

事務局：はい、そうなります。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。せっかくご意見をお聞きしてますので、こういった条件をぜひ入れて

ほしい、入れるべきじゃないかといったご意見がありましたら、教えていただきたいと思います。

白川委員：私が、これを見て感じたのは、相談支援部会の中でも検討したかったなって。要綱として出す前

の段階で相談支援部会の皆さんからの意見を聞いてほしかったなというのが、ちょっとあったもので

すから。質問させていただいた上での、感想です。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。国から示されるのが、大変遅くて。当初国から地域生活支援事業で示

されていたものが緊急雇用創出基金に切り替わったりとか、なかなか市も準備が間に合わなかったの

で。ただ、４月１日以降でき上がったものを、ぜひ相談支援部会の皆さんに見ていただいて、必要に

応じてまた改正をしていきたいと思います。

白川委員：まずはつくった上での改正ということで。

橋野委員：一度市で、つくらせていただこうというふうに思います。よろしくお願いします。

白川委員：わかりました。

下田会長：それではほかにないようであれば、次の議題５のということで、平成 26 年度自立支援協議会に

ついての、先ほど冒頭でごあいさつのとき申し上げましたが、25 年度は実は３月をもって、一応終

わると思いますが。今度は 26 年度ということで活動がございます。それにつきまして、まず、事務

局のほうから説明をお願いしたいと思います。

事務局：平成 26 年度の自立支援協議会についてですが、25 年に再編したり、新たなものをつくったり、リ

ニューアルしたような形でスタートしたわけなんですけれども、そのときに、テーマを議題として整

理したものがあります。今年度やってきて、各部会でも、来年度からの部会についての意見もいただ

いてきたところです。それらを踏まえて、今後、各部会のリーダー、副リーダーさんを中心に、早め

に協議して整理をし、それをもって最終的に 26 年度の各部会の議題テーマ等を決定していきたいと

考えています。26 年度からの協議会について、皆さんからいろいろ意見があれば今日おうかがいし

て、おうかがいして。それを踏まえて、今後調整をはかっていきたいというふうに考えていますので、

よろしくお願いいたします。

下田会長：ありがとうございます。各部会のリーダー、サブリーダーを中心に、平成 26 年度の議題につい

ては回数や課題をつめていくということでございますので。次の自立支援協議会は４月ないし５月に

なりますが、そこの段階で改めて協議をお願いしたいと思いますが。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。１つ目が平成 25 年度の補正予算で国保連から市町

村に提供される給付実績のデータっていうのが、今までは事業所ごと、A 事業所さんなら A 事業所

さんで使ってる給付の実績みたいな形ででしか、もともと抽出、伝送されてきませんから。その人の

計画相談を立てますっていったときに、どこの事業所を使ってどんな計画をしてるのかっていうのが、
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聞き取りをしていかないとわからないみたいな部分があって、相談を立てるのに、ちょっと不十分っ

ていうか、これだけエネルギーをかけなきゃいけないのです。それを市町村に問い合わせしたときに、

この制度の移り変わりというか移行期の煩雑な中で、その繁忙な時間をおして、教えてくださいって

言わなきゃいけなかった。

国がそれに対して補正予算をつけて、障害者自立支援給付支払等システム事業で、その人が給付の

事業を何使っているかというのが、一覧で、合算でっていうんですかね、出せるような仕組みができ

るようになったんですね。

ただ、システムを構築しなきゃいけないっていうのがあるので、予算がきっとかかるんですが、補

正予算は国のほうから組んでるので、たとえば国が４分の３、市町村が４分の１みたいなことが、も

しあるんだったら、とはいっても市町村の持ち出しがきっと出てしまうような気がするんですが、可

能であるならば、計画相談を立てるときの情報の部分ではすごく重要なことなので、国もここに補正

予算つけてくれたので、もし可能ならばっていうことで、このことについて、１回、市で調査してい

ただいて、導入をできるかどうか検討していただければと思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。システム関係は障がい福祉課なので帰ってから確認していきたいとは

思いますが、国保連を経路する福祉サービスということですか。

森嶋委員：そうです。なので、地域生活支援事業は別だと思いますけど。

橋野委員：現状は浦安のシステムでも、指定障害福祉サービスについては、一人ずつ一覧で見られるように

はなっています。やっぱり、その地域生活支援事業と合わせたものが、一覧にならないっていうのが、

今の浦安の課題ではないでしょうか。確認したいと思います。

森嶋委員：それと、もう一点、この計画相談は 27 年度から必須ですよということで、国ももう期間延長し

ないみたい。「27 年度からもう使えなくなりますからね」みたいなことをいきなり言うわけにはいか

ないので、きっと支給決定をされるときとか、更新のときには、アナウンスはしてくださっているん

でしょうけど、事業所に対しても、その説明会っていうんですかね。たぶん集団指導一回していただ

いたような気はするんですが、ただその認知度というか、実際にどうなるのっていうのが、わかりに

くいんではないかというふうに思うので、できればもう一回、少なくとも市内事業所向けには、勉強

会のようなものをやっていただければと思います。

利用者と事業者と相談を立てるのが三位一体にならないと難しいのかなと思います。市町村によっ

ては、セルフプランを、認めてるっていうことがあるみたいですけど、国からは、更新の時期にはセ

ルフプランでの更新っていうのはしないんだよ、計画相談の事業所で見直しを必ずしなさいっていう

ふうになってるので。だとするとたぶん利用者から見ると半年から１年伸びるだけの話であって。そ

のときの支給決定の責任というか、根拠みたいなのは、全部審査会っていう話になって、審査会で、

その部分を踏まえた上で、支給決定をしなさいっていうことになるので、審査会の負担が今度は増え

るのかなとは思いますので、よろしくお願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ここにきて実は国から計画相談支援を完全に実施するために、100％

計画をつくるための体制整備の加速化のポイントというのが示されてきています。若干、たとえばこ

こで必ず家庭を訪問するっていうふうに、今理解されているものが、ここでは訪問しなくていいだと

か、会議への参加も、たとえばサービス担当者会議、原則全員参加というふうになっているけれども、

全員の都合が合わなかった場合には、開き直す必要はなく、文章でも対応が可能になったとか、いく

つか運用が示されましたので、近いうちにそういった集団指導をしなくてはいけないなと思いますの

で、また、計画をさせていただきたいと思います。

下田会長：はい。そのほか。はい。よろしいでしょうか。それでは、今日させていただいたご意見、あるい
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はご要望等は、協議会や各部会での取り上げる議題に反映させていただきたいと思いますので、本当

にありがとうございました。

次に、その他の事項ですが、議事録への氏名掲載についてということで、この議題は必ず年度の代

わり目等にまた出てくるところであります。昨年の検討部会につきましては、意見をいただいた上で、

事務局で審議という形にさせていただきましたので、報告をお願いしたいと思います。

事務局：議事録への氏名の掲載についての、検討結果をご報告させていただきます。この件に関しましては、

自立支援協議会、または各部会等でいろいろご意見をいただきまして、事務局でも、いろいろ意見等

がありましたので、検討させていただきました。

その結果、平成 27 年度議事録より、氏名の掲載はせず、一律団体名という形で表記させていただ

きたいということでお願いしたいと思います。また、来年度につきましては、現状の委員の皆様方の

任期が、平成 25 年、平成 26 年と、２か年となっていることから、すでに氏名の掲載の了承を頂い

ている委員の皆様方のご参加ということもありますので、来年度につきましては、氏名を掲載すると

いう形で表記をさせていただきたいと考えております。ただし、代理の方が参加する場合におきまし

ては、委員代理とのみ掲載させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。

27 年度から、氏名は掲載せず、団体名という形で表記させていただいたということで、ご了承い

ただきたいと思います。では、事務局の検討結果でございますので、よろしくお願いします。

下田会長：ありがとうございました。それではこれにつきましていかがでしょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。そうしますと、氏名を削除くださいって言った団体には、26 年度は委員名

を記載するということをもう伝えてあるんですね、。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。ここで正式に報告したあと、伝えていこうと考えています。

枝川委員：ただ、子どもに影響があるとういうことで要望があったわけですよね。それについて１年間、そ

のままっていうのはどうなのかなと思うんです。25 年と 26 年の２年間の任期ということはわかって

いるんですけれど、25 年度中にそういう問題が出てるわけですよね。それを委員が納得しているん

だから、そのままいきますよっていうのは、子どもに影響があると言われた方の団体や個人に対して、

どうしたらいいのかなと私は感じるんですけれど、結局親が出ると子どもに影響する。今、ネット社

会ですので、非常にそれが強いと思うんです。

特に知的障がいや自閉症は、子どもが意見を言えないので、どうしても親が言う場合があると思う

んですね。そうしますと、これは誰々の親だというふうにわかってしまうと、子どもに影響があるっ

ていう。そうすると、たぶんそのお母さんはその人たちだけではなく、自分の子だけではなく、障が

いを持っている子どもたち全部に影響があるっていうことで出たと思うんですね。ですから、26 年

度もなにかケアをしないといけないんではないかなと感じるんですけど。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。先ほどお話しましたように、現状委員を引き受けていただいている方

については、そういった問題が出る前から、名前を出していいということで２年間、お引き受けいた

だいてます。今回、その方以外のお名前を出すことを希望しない方が出づらいということも要望の中

に入っていました。代理出席がそれにあたるのかと考えております。現在、部会だけが代理出席を可

能としています。

協議会は、非常勤特別職ということで、お名前がオープンになってしまいますので、希望の有無に

関わらずお出しするんですけれど。部会については、代理でも可能というふうにしています。その代

理で出てきた方については、お名前を書かないという配慮は、26 年度から変更いたします。まずは、

要望におこたえできるんではないかなと考えております。まず、今日いただいたご意見を踏まえて、

要望いただいた団体のほうにご連絡させていただこうかと。
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白川委員：審査会の白川です。27 年度から一律団体名ということですが、相談支援部会で出た意見として、

発言する人の区別がつくような形で変わってほしい、そういう部分は考慮してほしいということだっ

たんですけど。たとえば私の場合は長いから「審査会」となるかもしれないんですけれども、意見の

前に団体名がつくという形になるんですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今はたとえば「橋野委員」と議事録に掲載していますが、私の場合は、

肩書きになるかもしれませんが、「障がい事業課長」と掲載しようと思っています。

出したくない方だけ団体名だけにして、出してもいいよという人は団体の誰々と出すというように

分けると、議事録を作る時間がかかると申しますか、間違いがあったらいけないので、一律、団体名

に統一したいと考えております。

下田会長：ほかにございますでしょうか。それでは、平成 26 年度につきましては、27 年度以降は委員名を

一律団体名ということに変えるということで、ご承認ということでよろしいでしょうか。ありがとう

ございました。

そのほかに、報告事項はございますでしょうか。よろしいですか。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５月の開催を予定しております。詳細は後日、事務局より書面でご

案内を申し上げますので、よろしくお願いいたします。来年になりますと福祉計画の策定などで非常

に忙しくなると思いますが、引き続き力を合わせていきたいと思うので、よろしくお願いいたします。

お忙しい中ありがとうございました。



平成２６年３月１３日（木）

午後２時～

消防本部 大会議室

浦安市自立支援協議会（平成２５年度第６回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会等活動報告

①相談支援部会

②本人部会

③こども部会

（２）障がい者福祉計画策定に係るアンケート概要報告

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）平成２６年度からの補助金について

（５）平成２６年度自立支援協議会について

（６）その他

３．閉会
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議題２資料 浦安市障がい福祉に関する事業者アンケート調査結果概要報告

１．調査概要

（１）調査の目的

浦安市障がい者福祉計画の策定にあたり、福祉サービスの提供体制の計画的な整

備をおこなうため、障がい福祉サービスを提供している事業所の状況や意見等を伺

うことを目的に調査を実施したものです。

（２）調査対象及び回答数

このアンケート調査は、以下のとおり、浦安在住の障がい者に福祉サービスを提

供している事業者及び浦安に住民票のある障がい者の入居している施設に調査を実

施しました。

調査対象 回答数

・浦安在住の障がい者に福祉サービスを提供している事業者

・浦安に住民票のある障がい者の入居している施設

９０事業者

１５５事業

（３）調査方法及び調査実施期間

このアンケート調査の調査方法及び調査実施期間は以下のとおりです。

調査方法 調査実施期間

郵送法（郵送による配布・回収） 平成 25 年 12 月 12 日～平成 26 年 1 月 15 日
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２．提供している福祉サービスについて 155 事業

質問 回答 件数 %

①利用者の新規等利用
申込みへの受入状況

１ 余裕がなく、定期利用者以外の受入れは困難 44 28.4

２ 余裕はややある 82 52.9

３ 余裕は十分ある 2６ 16.８

未回答 3 １.９

②国保連及び市への請
求事務

１ 業務にかなり負担を生じる 31 20.0

２ 業務に負担を生じる場合がある 74 47.7

３ 業務に負担はない 44 28.4

未回答 6 3.9

③利用者からの一部負
担金（利用料）の徴
収事務等

１ 業務にかなり負担を生じる 22 14.2

２ 業務に負担を生じる場合がある 54 34.8

３ 業務に負担はない 46 29.7

４ 一部負担金の徴収事務はない 27 17.4

未回答 6 3.9

④事業所の収支状況

１ 赤字である 34 21.9

２ 収支はほぼ均衡 72 46.5

３ 黒字である 37 23.9

未回答 12 7.7

⑤今後の事業展開

１ 現時点ではわからない 54 34.8

２ 縮小を考えている 0 0.0

３ 現状のまま 34 21.9

４ 拡大を考えている 62 40.0

未回答 5 3.2
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３．浦安での事業展開 ９０事業所

（
参
考
）

現
在
、
市
内
で
事
業
を

実
施
し
て
い
る
事
業
者

浦安での事業展開

事
業
参
入
を

考
え
て
い
る

側
面
的
支
援
が

あ
れ
ば

参
入
を
考
え
る

事
業
参
入

し
な
い

現
時
点
で
は

わ
か
ら
な
い

１．居宅介護 １８ １ ２ ４０ １５

２．行動援護 １ ２ ０ ３９ ２３

３．同行援護 ８ １ ３ ４０ １８

４．重度訪問介護 １８ ２ ５ ４１ １４

５．重度障害者等包括支援 ０ ０ １ ４６ １９

６．短期入所 １ １ ４ ４３ １４

７．生活介護 ５ １ ２ ３６ 21

８．療養介護 ０ １ １ ４６ １９

９．機能訓練 ３ ０ ３ ４４ １７

10．生活訓練 １ ０ ３ ３９ ２３

11．就労移行支援 ３ ２ ７ ３０ ２６

12．就労継続支援 Ａ（雇用型） ２ １ ５ ３７ ２３

13．就労継続支援 Ｂ（非雇用型） ５ ２ ６ ３２ ２２

14．ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ・ｹｱﾎｰﾑ ２ １ ８ ３１ ２３

15．施設入所支援 ０ ０ １ ４２ ２３

16．児童発達支援 ８ ０ １ ４３ １７

17．放課後等ディサービス ８ １ １ ４５ １５

18．保育所等訪問支援 ２ ２ ２ ４４ １６

19．相談支援 ８ ３ ６ ２４ ２２

20．指定特定相談支援 ７ １ ０ ３１ ２２

21．移動支援 １９ １ ２ ３４ １７

22．地域活動支援センター ３ ０ ２ ４３ １７

23．日中一時支援 ８ ４ ３ ３１ ２０

24．その他 ０ ２ ０ ２４ １２

＊側面的支援で回答が多かったもの 職員の確保、人件費の補助
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４．利用者の希望どおりのサービスが提供されているか 90 事業所

件数 %

１．十分提供できている １８ 2.0

２．どちらかといえば提供できている ６０ ６6.7

３．どちらかといえば提供できていない ７ 7.8

４．提供できていない １ 1.0

未回答 ４ 4.4

５．利用者からの相談 ９０事業所 複数回答

件数

１．サービス内容に関するもの ６０

２．利用手続きに関するもの ３３

３．職員の態度に関するもの １４

４．施設・設備に関するもの ２２

５．障がい程度区分の認定に関するもの ３

６．利用料、利用者負担に関するもの ２６

７．特に相談は受けていない １７

８．その他 １１

＊その他の内容

人間関係、健康、就労等
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６．利用者からの苦情 ９０事業所 複数回答

件数

１．サービス内容に関するもの ３６

２．利用手続きに関するもの ７

３．職員の態度に関するもの ３１

４．施設・設備に関するもの １４

５．障がい程度区分の認定に関するもの ０

６．利用料、利用者負担に関するもの １１

７．特に苦情は受けていない ３６

８．その他 ９

＊その他の内容

利用者同士のトラブル等

７．円滑な事業運営を進めていく上で、困難を感じること ９０事業所 複数回答

件数

１．利用者の確保 ２９

２．人材の確保 ６５

３．職員の資質向上 ４８

４．従業員の福利厚生などが不十分 ６

５．介護報酬単価が低い ２２

６．運営・運転資金の確保 １２

７．事務所の確保や維持 ４

８．事務作業の量が多い ３０

９．特に困難を感じていることはない ５

10．その他 ３

＊その他の内容

事業拡大を検討しているが、人材確保が難い。

変更による制度の複雑さ 等
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８．サービスの質の確保・向上への取り組み ９０事業所

（１）利用者の満足度や利用者からのサービスの質の評価に取り組んでいますか

（利用者のアンケート等）

取組んでいる ５７（６3.４％）

現在は取組んでいない ３０（33.3％）

未回答 ３（ 3.3％）

（２）サービスに苦情があった場合の対応を行う責任者や窓口を設置していますか

責任者や窓口を設置している ８７（96.7％）

責任者や窓口は設置していない １（ 1.1％）

未回答 ２（ 2.2％）

（３）サービスに苦情があった場合の手続きや対応方法について文書やマニュアルに

より定説に対応していますか。

文書やマニュアルにより適切に対応している ７７（85.6％）

文書やマニュアルはない １１（12.2％）

未回答 ２（ 2.2％）

（４）事故発生や事故予防のための手続きや対応方法について、文書やマニュアル等

で明確にし、適切に対応していますか。

文書やマニュアルにより適切に対応している ７９（87.8％）

文書やマニュアルはない ８（ 8.9％）

未回答 ３（ 3.3％）

（５）事故発生時に速やかに対応を行うために、損害賠償保険に加入していますか。

損害賠償保険に加入している ８５（94.５％）

損害賠償保険に加入していない ２（ 2.2％）

未回答 ３（ 3.3％）
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（６）秘密保持、プライバシーについて、文書やマニュアル等で明確にし、適切に対

応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している ８５（94.５％）

文書やマニュアルはない ３（ 3.3％）

未回答 ２（ 2.2％）

（７）衛生管理に関する手続きや対応方法について、文書やマニュアル等で明確にし、

適切に対応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している ７９（87.8％）

文書やマニュアルはない ９（10.0％）

未回答 ２（ 2.2％）

（８）職員の健康管理に関する手続きや対応方法について、文書やマニュアル等で明

確にし、適切に対応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している ６４（71.1％）

文書やマニュアルはない ２４（26.7％）

未回答 ２（ 2.2％）

（９）雇用職員（非常勤者を含む）について就業規則を定め、個別に雇用契約を結ん

でいますか

個別に適正な契約を結んでいる ８６（95.6％）

契約を結んでいない場合がある ２（ 2.2％）

未回答 ２（ 2.2％）

（１０）利用者から、職員の交代の要望等があった場合の対応方法について、文書や

マニュアル等で明確にし、適切に対応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している ４１（45.6％）

文書やマニュアルはない ４４（48.9％）

未回答 ５（ 5.５％）
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９．災害時の準備体制

（１）災害発生時の対応方法について、文書やマニュアル等で明確にし、適切に対応

していますか

はい ８２（91.1％）

いいえ ５（ 5.6％）

未回答 ３（ 3.3％）

（２）事業所内の講習会・研修を実施していますか。

はい ６１（67.８％）

いいえ ２７（30.0％）

未回答 ２（ 2.2％）

１０．会議、研修

（１）サービス担当者会議を実施していますか

＊朝礼、連絡等の軽易なものは含みません

はい ８３（92.３％）

いいえ ３（ 3.3％）

未回答 ４（ 4.4％）

（２）事業所内の講習会・研修を実施していますか。

はい ８３（92.３％）

いいえ ５（ 5.5％）

未回答 ２（ 2.2％）

（３）外部の講習会・研修に参加していますか。

はい ８７（96.7％）

いいえ １（ 1.1％）

未回答 ２（ 2.2％）
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議題３資料 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（案）

１．浦安市障がい者福祉計画策定委員会

設置期間 平成 26 年 5 月～平成 27 年 3 月

委 員 浦安市自立支援協議会委員 20 人

当事者団体代表者又は団体が推薦する会員 6人

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会、浦安市自閉症協会、

浦安市身体障害者福祉会、浦安市聴覚障害者協会、

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

計 26 人

２．計画策定スケジュール

（１）年間スケジュール

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

市役所担当課進捗状況調査 ○

福祉計画策定委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

部会の意見収集

当事者団体等ヒアリング ○

計画素案策定

計画素案提示 ○

パブリックコメント実施

パブリックコメント回答 ○

計画素案修正等

計画最終案提示 ○

計画書印刷製本

計画策定及び公開 ○

（２）部会の意見収集

各部会の課題に相当する施策等について意見を収集する。

例）こども部会 療育・教育の充実に関すること

権利擁護部会 理解と交流の促進、自立と社会参加の促進に係ること など

（３）当事者団体等ヒアリング

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会、浦安市聴覚障害者協会、浦安手をつなぐ親の会、

浦安市自閉症協会、障がい者福祉センター利用者、身体障害者福祉会、

市役所内ワークステション勤務者、身体障がい者福祉センター利用者、

ソーシャルサポートセンター利用者、地域活動支援センターとも利用者、

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ、本人部会委員 （50 音順）
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３．業務委託

ヒアリングの実施と報告書の取りまとめ、福祉計画策定員会の議事録作成、福祉計画の

作成にあたっては、コンサルティング業務をおこなっている企業に業務を委託する。

４．分野別施策の構成

国の第３次障害者基本計画 浦安市障がい者福祉計画

１．生活支援

障害児・者のニーズに応じた福祉サービ

スの充実等

２．福祉・生活支援の充実

２．保健・医療

精神障害者の地域移行の推進，難病に関

する施策の推進等

３．保険・医療の充実

３．教育，文化芸術活動・スポーツ等

新たな就学決定の仕組みの構築，文化芸

術活動等の振興等

４．療育・教育の充実

７．自立と社会参加の促進

４．雇用・就業，経済的自立の支援

障害者雇用の促進及び就労支援の充実，

福祉的就労の底上げ等

５．雇用・就労支援の推進

５．生活環境

住宅の確保，ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化の推進，障害者に

配慮したまちづくり等

６．生活環境の整備

６．情報アクセシビリティ（新規）

放送・通信等のｱｸｾｼﾋﾞﾘﾃｨの向上，意思疎

通支援の充実等

２．福祉・生活支援の充実

７．安全・安心（新規）

防災，東日本大震災からの復興，防犯，

消費者保護等

６．生活環境の整備

８．差別の解消及び権利擁護の推進（新規）

障害を理由とする差別の解消の推進，障

害者虐待の防止等

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

＊差別の解消については要追記

９．行政サービス等における配慮（新規）

選挙等及び司法手続等における配慮等

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

＊合理的配慮については要追記

１０．国際協力

権利条約の早期締結に向けた取組，国際

的な情報発信等

１．理解と交流の促進


