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平成 26 年度第 1回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 26年５月 12 日（月） 15：40～17:10

２．開催場所 文化会館 中会議室

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、坂本大樹委員、田中知華委員、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、長谷川祐二委員、上林正和委員、山本伸一委員、

橋野まり子委員

４．議題

（１）平成 25年度活動報告

（２）平成 26年度浦安市自立支援協議会について

（３）基幹相談支援センターの事業計画について

５．資料

（１）議題１資料 平成 25 年度自立支援協議会の実施状況について

（２）議題２資料 平成 26 年度からの自立支援協議会

６．議事

事務局：ただ今より、平成 26 年度第１回浦安市自立支援協議会を開催いたします。２年を任期とした協議

会ですので、平成 25 年度から通算いたしますと第７回にあたります。今年度から新たに委員になら

れた方が、お２人いらっしゃいます。

先ほどの福祉計画策定委員会で、すでに自己紹介をいただいておりますが、教育研究センターから

は江黒委員に変わり山本委員が、健康福祉部からは石田委員に代わり長谷川委員が参加していただい

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは議事進行につきましては、下田会長に

お願いいたします。

下田会長：早速議題に入らせていただきます。お手元に議事次第がおありかと思いますが、議事次第の１の

平成 25 年度活動報告、議題２の平成 26 年度浦安市自立支援協議会について、各部会のリーダーに

平成 25 年度の実績と平成 26 年度に取り組む課題をご報告いただく形で２つの議題を合わせて進め

ていく形をとらせていただきたいと思います。なお、質問やご意見は各部会の報告が終わってから、

まとめてお伺いしたいと思います。

それでは、最初に私がリーダーを務めております権利擁護部会について報告をさせていただきます。

お手元に資料がおありかと思いますので、そちらをご覧いただきながらご報告を聞いていただければ

と思います。

お手元の資料ですと、議題１資料というところが、それぞれになると思いますので、まず２枚目以

降の部会です、こちらのほうからご報告をさせていただきたいと思います。

平成 25 年度の権利擁護部会は、部会を４回、それからイベント企画ワーキンググループを２回、

そして、ご承知のとおり障がい者週間に記念イベントを開催いたしました。
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議題は、障がい者週間のイベント企画や『バリアフリーハンドブック』の活用について。また本人

部会からのご意見、地域、たとえば商店や交通機関などで障がいについてご理解、ご助力いただきた

いといった意見について協議すると共に、虐待防止センターや、成年後見制度の実績の報告を受けま

した。

障がい者週週間記念イベントでは、12 月８日に冬季パラリンピック金メダリストの大日方邦子氏

をお招きしまして講演会を開催いたしました。同時に『バリアフリーハンドブック』の PR と、福祉

団体による模擬店を開催し、当日は 181 名の方にご来場いただきました。

『バリアフリーハンドブック』は、啓発・広報プロジェクトからずっと続いているものでございます

が、現在、ハンドブックは障がい事業課、福祉課の窓口をはじめ、市民大学、公民館、駅前行政サー

ビスセンター、あるいは社会福祉協議会等の施設で配布しております。12 月１日の浦安市の広報で

紹介されたこともあり、特に駅前行政サービスセンターで、多くの方に手に取っていただけたようで

す。市内のイベントや講座、研修会、教員の研修などでも配布し、広報活動が行われているという報

告もありました。

権利擁護部会委員の皆様には、配布・啓発に非常にご協力いただき、市内のみならず県内の市町村

にも存在が認知されつつあるという報告もございました。なお、教員研修での配布をきっかけに、小

学校の総合教育の授業で取り上げられた事例も報告されまして、今後ますますこの『バリアフリーハ

ンドブック』が、さまざまな場で広がっていくことを、委員として議論し、期待するということで、

意見が述べられました。今後もイベントや講演会などで配布や PR を行い、研修会議の資料として、

または総合学習の教材としての利用を呼び掛けていきたいと思っております。

来年度に向けての方向性としましては、やはり教員の方や、子どもたちに手に取って読んでいただ

きたいということで、このための方策等を今年度の検討課題と考えております。

障がい者週間イベントにつきましては、他のイベントとの共同開催ですとか、タイアップ、また障

がい者週間に限らず、年間を通して啓発活動を行っていくというようなことで、広く、市民の方にイ

ベントに参加していただくということを話し合いました。

平成 26 年度は、これらの協議を引き継ぎまして、継続して成年後見制度及び虐待防止センターを

中心とした、虐待の防止に向けた取り組みについての報告を受け、意見を行うと共に、啓発・広報イ

ベントの年間計画を作成して、企画運営していくための協議、他のイベントと連携協力してイベント

を開催、あるいは、教員の方と子どもたちが『バリアフリーハンドブック』を手に取り、読む機会が

得られるような取り組みを協議していくという方向で、進めていきたいと考えております。

なお、本年度は、次期障がい者福祉計画策定の年でもありますので、計画の権利擁護に関する部分

につきましては、３年前の現計画策定当時と同様、権利擁護部会で検討してまいりたいと思います。

また、障害者差別解消法が、平成 28 年４月１日に施行されます。障がいの有無によって、分け隔

てられることなく、共生できる社会を実現するために、障がいを理由とする差別をなくしていこうと

いう法律で、差別解消のための支援措置として、相談及び紛争の防止、解決のための体制を図ること、

必要な啓発活動、情報の収集、整備及び提供、障がい者差別解消支援地域協議会等の設置などが示さ

れており、権利擁護部会では、情報を収集しながら、障害者差別解消法施行に向けて検討を続けてい

きたいと考えております。

以上が権利擁護部会の報告になりますが、よろしいでしょうか。質問は、まとめて、あとでお受け

したいと思いますので、次にこども部会の報告を山本リーダーからお願いいたします。

山本委員：４月からの教育研究センターの所長になりました山本と申します。昨年度の報告等をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。



3

平成 25 年度の部会は全４回行われました。その中の主な内容の５点をご報告したいと思います。

１つ目は障がい児支援体制についてです。市内の行政機関及び、民間を含めた障がい児の現状の支

援体制について確認を行っていきました。その中でいろいろ重なっている制度を見ますと、なかなか

充実しているようにも思えるんですが、保護者の方の立場からは、まだ少しわかりづらいですとか、

未就学部分は、支援は手厚いのですけれども、少し不足している部分が、まだあるのではないかとい

ったご意見もいただいたところです。

２つ目は青少年サポート事業についてです。こども部会での意見としましては、中高生の療育支援

の充実や余暇活動の充実等が意見としてあげられました。これらの意見や、市の療育支援体制などを

検討し、26 年度の新規事業としまして青少年サポート事業を実施することといたしました。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。生活スキルの練習等の療育支援

を行う事業といったことで、これからどんな内容を盛り込んでいってほしいか。どういった地域支援

を行ってほしいかなどを委員の皆さんにご意見をうかがいました。

３つ目は障がい児支援利用計画についてです。平成 26 年度末までにサービスを利用するすべての

方を対象に、ケアプランを作成することになっております。そこで委員の皆さんに、障がい児のケア

プランがどのようなものなのか、事例を通してお伝えしたところです。

４つ目はインクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業についてです。この事業は平成 25

年度より浦安市で文科省の委託を受けて、２校のモデル校を設置し、合理的配慮協力員３名を招いて、

支援のあり方について県立特別支援学校や関係機関と連携しまして、より専門的で多面的な視点から

合理的配慮について検討を行うことができました。25 年度につきましては、数か月の取り組みにな

りましたが、少しずつ、教職員の特別支援教育への意識が高まっているとの報告がありました。

最後にサポートファイルについてです。ライフステージごとに途切れることなく、情報が受け継が

れるようにという願いのもとサポートファイルがございますが、25 年度はより多くの人に知っても

らい、活用してもらうという方向に切り替え、広報への掲載、チラシ等の作成による周知を行ったと

ころです。

26 年度のこども部会の方向性についてですが、障がい種別ごとの議題を設けたらどうかですとか、

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。また、事例を皆

で検討していきたい、発達支援セミナーや青少年サポート事業の検証も行っていきたいなどの意見が

ありました。

こども発達センターからは、児童発達支援センターに移行することで、これまでの業務に加え、地

域支援を担っていくことになるとの報告がありました。県立船橋支援学校からは、体に障がいのある

生徒に通級指導を、もっと積極的に取り組みますとの心強いお話もございました。

そういったこと受けまして、26 年度につきましては、第４回目のご意見等も反映しながら、引き

続き生まれてから 18 歳なるまでの子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ために、教育と福祉の連携に関する事項や相談体制の充実に関す

る事項について協議をしていきたいと考えています。

今年度は障がい者福祉計画の策定のお話も先ほどありましたけれども、こども部会として計画へ反

映させていくための意見をまとめていくことも行っていきたいと思っています。また、この計画策定

と関連する部分で、子ども子育て支援制度が、新たに始まるにあたりまして、障がい児支援との関連

性も踏まえ、こども部会で意見をお聞きしたいと考えております。また、インクルーシブ教育システ

ム構築モデル事業についても、報告を行っていきたいと考えております。

以上で、こども部会の 25 年度の活動報告及び 26 年度の内容についての報告を終わらさせていた
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だきます。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。先ほど申しましたように、質問あるいはご意見につきま

しては、すべての報告が終わってからということにさせていただきます。それでは、次に相談支援部

会の白川リーダー、お願いいたします。

白川委員：はい。相談支援部会からの報告をさせていただきます。平成 25 年度相談支援部会は全４回開催

し、大きな柱としては、サービス等利用計画等の質の向上と相談支援事業の充実に関する事項につい

て議論しました。

サービス等利用計画については、これまでも何度か説明してきましたけれども、サービスを利用す

るすべての障がい児・者に対して平成 26 年度末までに、サービス利用計画を作成することが、必須

となっています。

それを受けて相談支援部会では、計画相談作成の達成率と、その質を高めるため、評価のポイント

や仕組みをどうするかについて、個別事例を通して検討すると共に、事業者アンケートや実務者会議

から見えてきた課題についての報告や意見交換が行われました。

また、委員から出ました問題点に対して、計画を作成する相談事業所と、サービスを提供する事業

所との間に、齟齬がないようにということで、両者の連携についてといった内容の通知が、７月に障

がい事業課から出されました。達成率の向上という側面からは、事業所アンケートでも指摘があった、

相談、支援専門員の人件費の補助が、今年度予算に盛り込まれたところです。

平成 26 年度は、昨年度の部会で決議された評価のポイントをもとに、サービス利用計画を評価検

証すること。昨年１年で見えてきた相談支援事業所や、相談支援専門員が抱える課題について、より

具体的に議論すること。また、障がい者策定計画に、障がい者計画策定についての委員からの意見を

まとめることなどを、主の課題として取り組む予定です。以上です。

下田会長：はい、ありがとうございました。それでは、次に地域生活支援部会の西田リーダー、お願いいた

します。

西田副会長：はい。地域支援部会は全部で４回、プラス就労支援ネットワーク会議を１回行っております。

25 年度につきましては、主たる議題が重度障がい者のグループホームあるいは、グループホームの

あり方が、議論の中心となって活動しました。

先ほど、橋野委員からもあったんですが、最終的には、来週 19 日に行われる部会で、１つの答申

を出したいと思ってます。松崎市長と下田会長に、部会として、こういうものをお願いしたいという

ことを出そうと、まとめたいと思っています。

地域生活支援拠点、以前は多機能型グループホームというふうに言っていたんですが、これをぜひ

市でつくっていただきたいと。それと、小さなグループホームについては、今ある３つの大きな柱の

制度、家賃補助、整備補助、それから運営事業所の補助を中心として、我々法人が一生懸命、地域で

グループホームをつくろうということについての意見をまとめたものを、提出しようと思っておりま

す。

第２回目、第３回目の部会で、グループホーム以外で話し合いたいことあるかっていうことをやり

まして、発達障がいを持つ方の保護者の方から、ぜひ発達障がいへの支援について議論していただき

たいという提案がありまして、これも議論させていただきました。これが実際に形になったかどうか

はわかりませんが、新しい新規事業として、発達障がいの方のサポート事業がスタートしたと聞いて

おります。

あともう１点、共同受注・共同販売構想というのを行政に提案してきました２年前に提案させても

らい、昨年は議論しなかったんですが、これがやっと花開きそうでありまして。１つは、庁舎の建築
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現場の売店の事業。それから、児童育成クラブのおやつの配布事業。これが、今、声かかってきてお

ります。今後、各団体に声かけまして、みんなが集まってどんなふうにできるかってことを議論して、

可能であれば、いろんな団体が集まって、それを受けてですね、販売活動するということをしようと

思っております。成果として来年発表できればうれしいかなと思います。以上です。

下田会長：はい、ありがとうございました。あとは、本人部会と合同部会がございますが、合同部会は報告

の場でもございますので、次に本人部会の報告を事務局からお願いしたいと思います。

事務局：基幹相談支援センターの池田と申します。私のほうから、本人部会の事業報告をさせていただきた

いと思います。平成 25 年度は、公募で選ばれた委員の方６名のご参加をいただきまして、全３回開

催しております。当事者間で普段の暮らしでの不自由さや福祉行政への提案、情報交換などを行い、

相互理解を図っていきました。

議題としましては１回目では、浦安市の自立支援協議会について、説明をさせていただきました。

普段の暮らしで不自由を感じていることや、福祉行政の提案といったご意見をうかがっております。

２回目では、自立支援協議会の活動報告をさせていただいたほか、障がい者福祉計画について、障が

い福祉に関するアンケートについて、地域の課題について話し合いをしております。第３回目につき

ましては、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話し合いをしてお

ります。

その３回の部会の中でいただいた意見としましては、補装具の検証についての配慮をしていただき

たいという内容ですとか、地域の方たちに、障がいへの理解を深めてほしいというご意見。地域で生

活するための支援者の不足をなんとかしてほしいというご意見をいただいております。また、３回目

の部会の中で、委員の方が出された意見が、どのように協議会に反映され、変わっていくのかという

ことを、問われました。この点は、今後の大きな課題であるというふうに、考えております。

平成 26 年度ですけれども、主な議題としては、自立支援協議会及び各部会の活動報告を、当事者

から見えてくる地域の問題点の洗い出し、平成 27 年から 29 年度障がい者福祉計画の策定について

といった、事項が課題としてあげられております。

中でも、本人部会の大きな議題として、考えられるものとしては、この本人部会で出していただい

た意見や提案といったものを、障がい者福祉計画にいかに反映をさせていくかということになってい

くというふうに考えております。簡単ですが、以上です。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。先ほど申しましたように、議題の１と２は、まとめて報

告させていただくと、お断りをいたしました。そこで、次に、平成 26 年度自立支援協議会の課題あ

るいは議題について報告をさせていただきたいと思います。

当協議会は、先ほど冒頭でもお話ございましたように、平成 25 年度、26 年度の２年を任期として

設置されております。今年度は、平成 25 年度より組織や課題を引き継ぎつつ、新たに想定される課

題や個別の事例の検討。あるいは部会の活動報告を受けての課題の検討と、各部会への課題の分配な

どを行ってまいります。開催回数につきましては、各部会と同様、また昨年と同様、６回を予定して

おります。

また、今年度は、次期障がい者福祉計画策定の年でもございます。計画についての協議や各部会か

らの福祉計画への意見は、本日皆様にもご参加いただきました障がい者福祉計画策定委員会で取りま

とめて協議してまいります。また、基幹相談支援センターが平成 25 年４月に設置されてから１年を

経過いたしましたので、平成 25 年度事業実績と、今年度の事業計画について報告を受けたいと思っ

ております。

なお後半は、次期平成 27 年度、28 年度の協議会で取り上げる課題についても検討してまいりたい
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と思っております。また、この場で協議会と各部会共通の事項といたしまして、会議の公開と議事録

について、確認させていただきます。

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開でございます。また委員名を議事録に掲載しております。

個人情報を扱う議題につきましては、会議の全部、または一部を非公開としております。平成 25 年

度は個別のケースに関わる報告があったため、相談支援部会、それから地域生活支援部会の議事の一

部を非公開扱いといたしました。なお、本人部会につきましては、委員自身の障がいや経験について

の意見あるいはお話が中心となるため、非公開としております。

また、代理人の出席ですが、部会のみ代理出席を受け付けております。なお昨年度の最後の協議会

でも報告させていただきましたが、代理出席の場合、代理人が希望した際のみですね、団体名に代理

と表記し匿名扱いといたします。平成 27 年度からは、一律団体名のみの掲載といたします。

前回の協議会開催後、ご要望いただいた団体には、お手元に資料お配りしましたが、資料の通り、

議事録に対する、記載ですね。この委員名の記載については、浦安市自閉症協会の回答ということで、

回答いたしましたので、合わせてご報告をさせていただきます。回答の内容につきましては、お手元

にある資料をご覧いただきまして、何か質問等ございましたら合わせて、出していただければと思い

ます。

以上、部会とそれから平成 26 年度の自立支援協議会の議題ということで報告させていただきまし

た。これまでの報告につきまして、質問やご意見はございますでしょうか。

西田副会長：地域生活支援部会の西田でございます。先ほど、本人部会の報告を聞きまして、１番肝心なこ

とを言うのを忘れてました。26 年度の活動の中で、本人部会では、ヘルパーさんのいないことにつ

いてやはり関心が高いってことがありまして、地域生活支援部会では、今年度の重要テーマの１個と

して、ヘルパーの人材の確保と、ひょっとしたら処遇についても、何かしなきゃいけないってことが

ありまして、それは、大きな議題の１つにさせてもらっています。

本人部会へも、コメントいただきたいし、何かあれば我々にアドバイスをいただければ大変助かる

っていうことを忘れてました。よろしくお願いします。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。地域生活支援部会の 26 年度の議題として、追加してい

ただければと思います。ほかにございますでしょうか。

それでは、引き続き、浦安市自立支援協議会並びに各部会での議論、域課題の洗い直しから始まり

まして、それを解決していくための方策等についてのご協議をお願いしたいと思います。

それでは議題３としまして、先ほどもご報告をいたしましたが、基幹相談支援センターが発足して

１年を経過したということで、実績と今後の課題、今年度の事業計画のご報告を基幹相談支援センタ

ーの西田委員よりお願いしたいと思います。

西田委員：はい、基幹相談の西田です。今議長から、事業実績っていうお話ありましたけれども、事業報告

は、７月の合同部会のほうで予定しておりますので、今日は事業計画だけをご説明させていただきま

す資料がお手元にございませんので、すみませんが、画面のパワーポイントご覧いただければと思い

ます。

いつもですと、プレゼン用の資料つくるんですけれども、改めて浦安市からの使用書にもとづく、

文言を、改めてお伝えする必要があるかなっていうふうに思って、今回は、文字ベースが多くなって

おります。

おかげさまで基幹相談支援センターは１年経ちましたけれども、今年も同じようにやっていきます

ので、ちょっとご説明させていただきます。

まず、大きく２つ目的が分かれておりまして、１つは障がい者の福祉に関する相談に応じること。
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それから必要な情報の提供や助言を行う。それから、虐待の防止とか、早期発見のための関係機関と

の連絡調整。それから障がい者の権利の擁護のために必要な援助を行うという、いわゆる相談に関す

ること。

もう１つは、地域における中核的な役割を担う機関として、相談の部分ですけれども、総合的かつ

専門的な相談支援を提供し、地域の相談支援体制を強化することを目的とするというふうに、うたわ

れております。

運営体制ですけれど、窓口の相談の受付時間は 24 時間 365 日、常に相談を受け付けられる体制を

とっております。但し、窓口を開設しなさいと浦安市からいわれている時間が、月曜日から金曜日の

９時から 19 時。土曜日は 10 時から 15 時となっています。ただ、この時間でも相談員が全員出払っ

てしまっている場合などは事務員がそこは対応しておりますけれども、たとえば土曜日・日曜日、そ

れから祝祭日に関しましては、緊急携帯電話で対応することもございます。

ただ、アポイントベースのところは、どういう時間帯でも、それからどういう曜日でも、相談を受

けていくというふうになっております。職員数、仕様書では常勤職員は５名となっておりますけれど

も、今年は常勤職員６名、非常勤職員２名という体制を配置する予定でおります。

それから、相談の対象者ですけれども、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、発達障がい

者。それに加えまして、手帳を未取得の方ですとか、つまり障がいの疑いのある方ですとか、精神科

の通院をされている方、難病の方などを対象としておりまして、０歳児から高齢者の方まで横断的に

対応しております。

これは相談支援の内容ですけれども、一般的な福祉サービスの利用援助ですとか、社会資源を活用

するための支援など、これらのことが仕様書に書かれています。

それから総合的、専門的な相談支援とはっていうことで、ワンストップ窓口としての機能を持つこ

と。そして、支援困難な障がい児・者などへの相談や、総合的、専門的な相談支援を実施してくださ

い。それから夜間休日の対応を、相談を受けていきますということになっております。それからもう

１つ、地域移行、地域定着促進の取り組みとされておりまして、障がい者の入所施設ですとか、精神

科の病院から、地域移行に向けた普及啓発、それから地域生活体制整備のコーディネート業務を行う

ことになっています。

次に権利擁護虐待の防止ということで、１つには、成年後見制度の利用の支援、成年後見制度自体

は、社会福祉協議会さんがやられているんですけれども、そういう利用の支援の事業を行うことにな

っています。それから障がい者等に関する虐待を防止するための取り組みというふうになっています。

それから、住居入居等の支援事業。これは、障がいのある人たちが不動産業者に対する物件のあっ

せんを依頼したりとか、自分でできないところを、一緒に手伝っていきます。それから、大家さんで

すとか、入居の契約の手続きとかの支援を、実際に一緒に行っています。それから地域において、公

的保証人制度がある場合には、必要に応じて、その利用の支援を行ったりもします。

それから利用者さんの生活の課題に応じて、関係機関から必要な支援を受けることができるように、

調整を行います。たとえば、住民とのトラブルとかに介入することも、この中の事業になります。

次に連絡調整会議です。これは、浦安市との間で、毎月１回以上連絡調整会議を開催して、作成し

た日報ですとか、月報ですとか、業務記録などにもとづいて、前月分の運営状況をきちっと報告する

ようにと定められております。

次が自立支援協議会の支援事業となっておりまして、正に今、事務局として私たち相談員出ており

ますけれども。市が設置する自立支援協議会の運営を、中立公平な立場で、浦安市と協働で事務局と

して運営するということをしていきます。
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このあとが、地域の相談支援体制の強化の取り組みとなりますけれども、１つは地域の相談支援事

業者の人材育成の支援をしなさいと。それから、もう１つは関係機関との連携強化、及び年２回以上

の連携会議を実施。で、３番目、医師や弁護士を必要に応じて確保し、地域の相談事業の支援体制を

図るというふうになっております。この詳細は、お手元の資料で、今、ご説明しますけれども、地域

の相談支援従事者の人材育成っていうところで、A３の資料、お手元の資料をちょっとご覧いただけ

ればと思います。

大きく分かれまして、スキルアップ講座、それから事例検討会、それから相談支援実務者会議、勉

強会、地域の関係機関との連絡会議となっておりまして。まず左のスキルアップ講座のほうはですね、

武蔵野大学の岩本教授。去年まで准教授で今年から教授になられたということで、岩本教授に講師を

勤めていただきまして、障がい福祉に関わる相談職ですとか、支援員職ですとか、介護職の方々に、

この相談支援の基本を一緒に学んで、相談員のスキルアップを図るっていうことと。支援者が対応に

苦慮している支援の困難事例に対して具体的な支援アクションを検討して、現場に生かすというよう

な目的で、ほぼ毎月なんですけれども。年間 10 回を予定しておりまして、４月は１回もう終わって

おります。１か月あっという間なんですけれども、そうやって進めていきました。

次に事例検討会、この右のところですね。これは山科先生、高瀬先生というのは精神科のドクター

なんですけれども、精神科医の嘱託医に地域の人たちに、オープンにした形で、公開事例検討という

ことで、各事業所さんや、支援員や相談員の方たちから事例を出していただいて、そこで、公開で事

例を検討することで、困難事例や、１人職場になっている相談員さんたちにも、スーパービジョンの

機会を提供するというふうな意味合いも持っております。公開は、お２人の先生にそれぞれ２回ずつ、

今のところ４回を予定しております。

それから次に相談実務者会議。これは、指定相談の相談支援専門員の方と浦安市の障がい福祉課の

ケースワーカーの方たちにも出ていただいて、毎回夕方、業務が終わってから開催してきたんですけ

れども、実務者から見える地域課題の抽出と意見の交換をしています。本当になかなか、悩みや実践

の共有ということができませんので、その場とする、それから相談支援部会との連携を図ることも、

大きな目的となっておりまして、今年は３回を予定しております。

次に、勉強会ですけれども、これは、医療とか教育とか、福祉分野の、さまざまな支援者の方たち。

もしくは市民の方も含めて、広く対象を、あの、対応していくために、公開でやっていくものですけ

れども。障がい特性ですとか、支援方法の理解を促進したり、制度とか、サービス等の理解を促進す

るために開催いたします。

今年は、昨年、難病をやりませんでしたので、難病のこと。それから、タイムリーなこととして差

別解消法のこと。それから、どんな方にも共通する、摂食指導を主にやってらっしゃる先生に来てい

ただいて摂食に関する勉強会。それから、もう１回はですね、障がい種別や、地域ニーズに合わせて、

これから決めていきたいというふうに思っていますが、年４回開催する予定になっております。

それから、地域の関係機関との連絡会義ということで、これは昨年も、大変多くの皆様に集まって

いただいたんですけれども。民生委員の方ですとか、身体障がい者相談委員の方ですとか、それから、

特別支援学校のコーディネーターの方の、先生をされてる方ですとか。本当になかなか、こういう会

議ではお目にかかれない人たち。本当にいろんな相談を担ってる人たちがいるんだなっていうことを

実感した会議ですけれど。まあ、そういう方々、広く横断的に集まっていただいて、本当に草の根的

な声を拾い上げていこうということで、年に２回開催していて、させていただきます。もうすぐなん

ですけど、６月２日に１回目を開催します。

ということで、細かいスキルアップとか、相談支援の従事者の育成というのは、資料に記載してい
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ますが、このような事業を計画しています。よろしくお願いいたします。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。では、ただ今の報告につきまして、何かご質問等ござい

ますでしょうか。ご意見ということでも結構でございますし。先ほど事業報告と言ってしまいました

が、先ほど西田委員からございましたように、合同部会でやらしていただきますので、失礼いたしま

した。質問等は、よろしいでしょうか。

それでは、事業計画に沿って、活動を積極的に展開していただきたいと思います。ありがとうござ

います。それでは、本日、当初用意しました議題ということでは、すべて終了ということになります。

このほかに、橋野委員から、平成 26 年度の新規事業の報告がございますので、お願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。自立支援協議会、昨年度５回、６回と平成 26 年度の新規事業、委員

の皆さんにもご検討いただきました。で、平成 26 年度の４月になりまして、もう、いくつかスター

トして、事業所を募集して選定したものがありますので、決まったものについてご報告をさせていた

だきます。

まず、生活介護事業所が不足していまして、先ほどの計画策定委員会の中でも話しましたが、来年

３月、高校を卒業する方の日中の活動場所が不足していました。

そこで、３つの新規事業を行いまして、まず１つが東野地区の今の日中一時支援事業所の場所を提

供して、土地を提供して、施設を整備して 30 年運営していただく事業所を募集しました。申請があ

ったのは、NPO 法人千楽さん、一事業者で選定委員審査会の結果、選定されまして、千楽さんが来

年の３月末までに生活介護事業所 20 人の事業所を整備して、４月から運営していただくということ

ですので、ご報告いたします。

あわせて、同じ建物の中で提供する事業ですけれども、生活介護が 20 人。それから就労支援継続

の B 型が 20 人。あと、日中一時支援が今と同じ 20 人。あと、放課後等デイサービスが今と同じ 10

人。それから、生活訓練が今と同じ 10 人ということで、複数の事業を提供していただくことになっ

ています。

次に、同じく生活介護事業所で、新築の整備補助というものを、創設して公募いたしました。これ

には、NPO 法人なゆたさん。一事業所が、申請していただきまして、その事業所に決定しておりま

す。同じく生活介護事業所で、改修の整備補助を募集いたしまして、ここにはたちばなさん、一事業

者が、申請していただきまして、一事業、たちばなさんに決定をしております。この３か所で、平成

26 年度中に 32 人以上の整備ができる。今、目途が立ったところです。引き続き、計画策定委員会の

中で 27 年度以降についても、整備できるように計画を考えていきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。

同じく、グループホームの整備についても浦安市が、だいぶ、近隣に比べて遅れています。こちら

は平成 23 年度から、この協議会で、検討いただきまして、浦安市独自の整備補助というのを創設し

て公布してきました。平成 23 年度が、フレンズさん、定員６人。それから、平成 24 年度があいら

んどさん、定員４人。あと、25 年度手を挙げていただいたのが、NPO 法人タオさんで、定員４人。

こちらは来月６月１日から事業のほうがスタートできることとなりました。

平成 26 年度ですけれども、今までと同じ改修の整備補助、一事業所と、それから新築の整備補助

というものを創設いたしまして、新築のほうが、建設期間がかかるので、３月に募集したところなん

ですけれども、残念ながら新築のほうに手が挙がりませんでした。で、こちらの金額を改築、改修工

事の補助に分けて２事業所を現在募集しているところですので、こちらは、決定次第、ご報告させて

いただきたいと思います。

それからグループホームにつきましては、今年度、旧第三教職員住宅の建物を提供して、整備をし
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ようということも計画をしております。これについては６月以降に公募をする予定ですので、また、

協議会で報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

下田会長：はい、以上、報告でございましたが、これにつきまして何かご質問等ございますでしょうか。

森嶋委員：社会福祉法人パーソナルアシスタントともの森嶋です。２点、質問をさせてください。今、報告

があった事業所はすべて、指定の事業所ということで、基準該当の事業所は含まれないという形でよ

ろしいでしょうかということと。先ほど、たちばなさんと言われましたが、たしか NPO と株式会社

と、２つ事業所をお持ちだったと思うので、どちらのたちばなさんか、教え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。この募集要件が県の指定を取ることというのが要件ですので、今、千

楽さん含め、まだ生活介護はなゆたさんも指定は持ってませんが、施設が整備し次第、県の方に指定

いただくということで計画していただき、事業は予定しているところです。

たちばなさんについては、間違ったこと言ってしまうといけないので、確認してから報告させてい

ただきたいと思います。

内村委員：す NPO 法人フレンズの内村です。ちょっと確認なんですけど。先ほど、教職員の宿舎ですか。

６月に、もう一度応募があるとか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。第三教職員住宅については、何回かこの会議で、建物を提供して事業

所を公募していくお話はさせていただいたんですけれども、まだ公募は始まってません。まず、古い

施設ですので、市で建物の本体の防水工事など必要最低限の工事をした上で、運営事業者さんに内装

を工事していただく形の事業計画をしています。市の建築の設計が大方決まったところで、運営事業

者を公募しようという計画でしたので、決まるのが来月６月ぐらいの予定ですので、決まり次第、公

募していく予定です。

内村委員：そうですか。そうすると、手を挙げる挙げない別にしても、見学は可能ですか。

橋野委員：はい。公募のときに、見学も含めて計画しておりますので、お知らせを待っていただければと思

います。

橋野委員：すみません、先ほどの森嶋委員の質問で、たちばなさんですけれども、確認とれまして、NPO

で申請されております。

白川委員：審査会の白川です。グループホームのところで、新築のところで手が挙がらなかったという話だ

ったんですけれども。１か所募集されてて、手が挙がらなかった、何が原因で手が挙がらなかったの

かなと考えていらっしゃることがあれば、教えていただきたいと思うんですけれども。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。その、整備補助の金額が、1,000 万なんですね。新築工事に対して 1,000

万の補助ということで、近隣ですとか、全国的に新築整備補助をしている自治体の金額を参考に、金

額のほうは考えたんですけれども、浦安で初めてですので、浦安の中で新築 1,000 万という金額が果

たしてどうだったのかなというのは、課題の１つと思っております。

あと、それに対して、もう１つの生活介護事業所については、新築工事 1,500 万の補助でした。定

員が違いまして、生活介護のほうは最低定員が６人に対する補助。で、グループホームのほうは、最

低定員４人に対する新築補助ということで、金額の差はつけたんですけれども。生活介護事業所

1,500 万の方が手が挙がりましたので、その金額というのも１つあるのかなと。

それから、今現在、工事にかなり期間がかかってるんですね。東北のほうの復興工事の関係で工事

業者の手配ができない、難しいという課題も今の時期ありまして、浦安市内でも高洲中学校が４月の

開校に間に合わなくて、工事を４月、５月と開校してからやっているという、実際に事例もあるぐら

いなんですけれども。１年間で新築ができるのかという時期的なことも、今の時期不安要因だったの



11

かなとは思っています。

ただ、グループホームは、物件購入も補助対象にしていましたので、たとえば、マンションを１部

屋買って、その中でグループホームをしようと思う方には、１戸購入するのが 4,000 万、5,000 万く

らいですかね。それに対して 1,000 万ということで、考えたりもできるので、ちょっと周知の方法も、

また今後、いろいろな補助に使いますよってことはしてみようと思いますが。これから募集して、も

う新築というのは、時期的に間に合わないだろうということで、それよりも市内にグループホームを

早く整備したいというところから、この時期に切り替えて、改修２社に切り替えて、463 万円で２事

業所を現在、募集しています。

西田副会長：あの余談ですけどね、生活介護事業所はつくると、ほかの事業もできるんですよね。やってい

いんですよね。だから、かけるコストに対する事業の事業収支ってのは、合うか合わない別にしても

取りやすい、計算しやすいんだけど。グループホームは１回つくっちゃったら、４人定員だけの収入

しか上がってこないってつらさがあるので。計算したら、まずできないですよね。

だけど、生活介護となると、資格を持ってれば日中一時をやったり、ほかの事業はできると、収支

のバランス取れるってとこが、きっとあるので、人数で計算しちゃうとなかなか事業所が手挙げづら

いとかありますよね。余談でした。

下田会長：はい、ありがとうございました。ほかにございますでしょうか。それでは、ほかに事務連絡とい

うことで、事務局からございますでしょうか。次回の協議会の案内も含めてお願いいたします。

事務局：次回の協議会でございますが、先ほどの福祉計画策定委員会でもお話しいたしましたが、７月の

18 日を予定しております。また、福祉計画との同時開催を検討しておりますので、詳しい時間帯及

び場所については、後ほど文書でご報告させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

下田会長：はい、ということでございます。その他何かございますか。それでは次回ということで改めて、

文書で詳細をお知らせしますが、７月の 18 日ということで、計画策定委員会と同時開講を考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

それでは、少し早いんですけれども、これをもちまして、第１回浦安自立支援協議会の会議を終わら

せていただきます。本日は本当にお忙しい中、長時間にわたりまして、ありがとうございました。ま

た今後ともよろしくお願いいたします。



平成 26 年５月 12 日（月）

午後３時 40 分～

文化会館 中会議室

浦安市自立支援協議会（平成 26 年度第１回）

１．開会

２．議題

（１）平成 25 年度活動報告

（２）平成 26 年度浦安市自立支援協議会について

（３）基幹相談支援センターの事業計画について

３．閉会
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議題１資料

平成 25 年度浦安市自立支援協議会活動報告

○自立支援協議会

全６回開催し、各部会の報告を受けるとともに、地域課題の整理と障がい者福祉計画

策定に係るアンケート等について、意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

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

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

３月 13 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
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○権利擁護部会

部会を全４回及びイベントの企画を目的としたワーキンググループを２回開催し、障

がい者週間のイベントの企画、バリアフリーハンドブックの活用、障がい者の虐待防止

等について意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

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

（５）その他

ワーキンググループ

第 1回 7月 4日

第 2回 10 月 4 日

障がい者週間記念イベントの企画

障がい者週間

記念イベント

12 月 8 日

講演「壁なんて破れる～パラリンピック金メダリストの挑戦」

講師 大日方邦子氏

（冬季パラリンピック・チェアスキー金メダリスト）
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○地域生活支援部会

全４回開催し、住まいに関する課題を中心とした地域課題の整理や、個別事例の検討

をとおして、意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

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

①住まいに関する課題の整理

②今後取り扱う課題について

（２）平成２６年度地域生活支援部会の方向性
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○こども部会

全４回開催し、障がい児の支援体制について、インクルーシブ教育システム研究事業

について、サポートファイル周知状況の報告等を受け、意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

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）障害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

（４）その他

第４回

３月４日

（１）インクルーシブ教育システム研究事業の年度末報告

（２）青少年サポート事業について

（３）平成 26 年度こども部会の方向性について
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○相談支援部会

全４回開催し、計画相談の達成率の向上について、個別事例をとおしたサービス等利

用計画の評価のポイント等、相談支援事業所の抱える課題について、意見交換をおこな

いました。

開催日 主な議題

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 年度事業者支援・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）

＊個人情報を取り扱うため非公開

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

・集団指導から出された意見などについて

・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 （口頭説明）

（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

・事業所アンケートの結果について

・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

（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
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○本人部会

全３回開催し、当事者間で普段のくらしでの不自由さ、福祉行政への提案等について

情報交換を行い、相互理解を図りました。

開催日 主な議題

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

（１）自立支援協議会の活動報告

（２）平成 26 年度の自立支援協議会について

○合同部会

全２回開催し、自立支援協議会及び各部会の活動報告と、基幹相談支援センターの実

績報告等をおこないました。

開催日 主な議題

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２資料

平成 26 年度浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収する

ため、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務

める。

２．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。

３．障がい者福祉計画策定委員会

次期（平成 27 年度～29 年度）の障がい者福祉計画を策定するため、自立支援協議会に「浦

安市障がい者計画策定委員会」を設置する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

福祉計画策定委員会 年６回

５．報酬等

自立支援協議会 １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円（報酬）

障がい者福祉計画策定委員会 １回あたり 委員長 9,500 円 委員 9,000 円（報償）

部会 １回あたり 5,000 円（報償）

＊ただし、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

自立支援協議会

権利擁護

部会

こども

部会

相談支援

部会

地域生活支援

部会

本人

部会
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６．代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の会員又は職員が代

理人として出席することができる。

７．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とし、議事録には委員の氏名を掲載する。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

また、代理人については、代理人が希望した場合のみ、「団体名 委員代理」と表記し、匿

名扱いとする。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

８．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター

９．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） ○ ○

福祉計画策定委員会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○
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１０．平成 26 年度の議題

（１）自立支援協議会

①目的

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。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 26 年度の議題

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

＊障がい者福祉計画については、自立支援協議会委員が策定委員として参加する「障がい

者福祉計画策定委員」で協議する。

日程 議題

第 1回

５月 12 日

（１）平成 25 年度活動報告

（２）平成 26 年度浦安市自立支援協議会について

（３）基幹相談支援センターの事業計画について

第２回

７月 18 日

（１）部会活動報告

（２）障害者差別解消法モデル事業について

（３）地域の課題について

（４）基幹相談支援センター等の実績について

第３回

９月

（１）部会活動報告

（２）地域の課題について

第４回

１１月

（１）部会活動報告

（２）地域の課題について

第５回

１月

（１）部会活動報告

（２）地域の課題について

（３）平成 27 年度・28 年度自立支援協議会について

（４）平成 27 年度予算報告

第６回

３月

（１）部会活動報告

（２）平成 27 年度・28 年度自立支援協議会について

＊個別の事例検討は適宜おこなう。
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（２）権利擁護部会

①目的

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。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 26 年度の議題

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

障害者差別解消法施行に向けての取り組み

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

障がい者への虐待を防止するための取り組み

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

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定につい

て

日程 議題

第 1回

５月 29 日

（１）平成 26 年度権利擁護部会について

（２）成年後見制度実績報告

（３）虐待防止センター実績報告

（４）啓発・広報イベントの年間計画及び企画について

（５）バリアフリーハンドブックの活用について

（６）障がい者福祉計画の策定について

第２回

７月 14 日

（１）障害者差別解消法施行に向けての取り組みについて

（２）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（３）啓発・広報イベントの実施について

（４）障がい者福祉計画の策定について

第３回

１１月

（１）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）啓発・広報イベントの実施について

（４）バリアフリーハンドブックの活用について

第４回

１月

（１）障害者差別解消法施行に向けての取り組みについて

（２）障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）啓発・広報イベントの実施結果について

（５）平成 27 年度・28 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

①目的

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。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 議題

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

相談体制の充実に関する事項

青少年サポート事業について

こども発達センターの児童発達支援センター化に

伴う地域支援について

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定に

ついて

日程 議題

第１回

６月 10 日

（１）平成 26 年度こども部会について

（２）子ども子育て支援制度について（保育幼稚園課より）

（３）障がい者福祉計画の策定について

第２回

９月

（１）こども発達センターの地域支援について

（２）インクルーシブ教育システム研究事業について（上半期報告）

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）発達支援セミナーについて（周知）

第３回

12 月

（１）青少年サポート事業について

（２）障がい者福祉計画の策定について

第４回

３月

（１）インクルーシブ教育システム研究事業について（下半期報告）

（２）青少年サポート事業について

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）平成 2７年度 28 年度こども部会の方向性について
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（４）相談支援部会

①目的

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。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 26 年度の議題

サービス等利用計画等の達成率と

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

相談支援事業のあり方についての理解と共有

さまざまな障がいに対応できる人材の育成（相談

実務者会議などとの連携、研修などについて）

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

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定に

ついて

日程 議題

第１回

（１）平成 26 年度相談支援部会について

（２）基幹相談支援センター26 年度事業について

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）サービス等利用計画の評価について（個別事例から）

第２回

（１）実務者会議について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）サービス等利用計画の評価について

第３回

（１）実務者会議について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）サービス等利用計画の評価について

第４回

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）平成 27 年度・28 年度相談支援部会の方向性について

（３）サービス等利用計画の評価について

＊個別の事例検討は適宜おこなう。
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（５）地域生活支援部会

①目的

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。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 26 年度の議題

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）

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定につ

いて

※共通課題として「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」を含む。

＊個別の事例検討は適宜おこなう。

日程 議題

第 1回

（１）平成 26 年度地域生活支援部会について

（２）平成 25 年度就労支援センター実績報告

（３）平成 26 年度新福祉施策について

（４）グループホーム等の整備について

（５）人材不足と処遇の改善について

（６）障がい者福祉計画の策定について

第２回
（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足と処遇の改善について ※個別事例

第３回
（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足と処遇の改善について ※個別事例

第４回

（１）障がい者福祉計画の策定について

（２）人材不足と処遇の改善について

（３）平成 27 年度・28 年度地域生活支援部会の方向性について
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（６）本人部会

①目的

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。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 26 年度の議題

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

上記の課題に共通する事項
平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画の策定に

ついて

日程 議題

第 1回

（１）平成 26 年度の本人部会について

（２）自立支援協議会活動報告

（２）障がい者福祉計画の策定について

（４）地域の課題について

第２回

（１）自立支援協議会活動報告

（２）障がい者福祉計画について

（３）地域の課題について

第３回

（１）自立支援協議会活動報告

（２）障がい者福祉計画について

（３）地域の課題について

（４）平成 27 年・28 年本人部会について
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（７）合同部会

①目的

部会間の情報交換を行い、連携を図る。

②26 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 26 年度の報告事項

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

日程 報告事項

第 1回

７月 30 日

（１）平成 25 年度・平成 26 年度 4 月～7 月浦安市自立支援協議会及び

各部会活動報告

（３）平成 25 年度基幹相談支援センター実績報告

（４）基幹相談支援センターの事業計画について

第２回

12 月下旬

（１）平成 26 年 8 月～12 月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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（８）障がい者福祉計画策定委員会

①目的

次期浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）を策定する。

②議題

日程 議題

第 1回

５月 12 日

（１）計画の概要と計画策定スケジュールについて

（２）国の第３次障害者基本計画の概要と市の計画の構成について

（３）当事者・事業者アンケート調査結果報告

（４）市の現状及び課題について

第２回

７月 18 日

（１）現計画の進捗状況について

（２）当事者団体ヒアリング実施結果報告

（３）計画の構成と重点項目について

第３回

９月
（１）計画の素案について

第４回

１１月

（１）計画の素案について

（２）パブリックコメントの実施について

第５回

１月

（１）パブリックコメントの実施結果について

（２）計画最終案について

第６回

３月
（１）計画最終案の決定について



事業計画

浦安市基幹相談支援センター

浦安市基幹相談支援センター



１．目的

• 地域の障がい者等の福祉に関する各般の問題につき、障
がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言
等を行うとともに、障がい者等に対する虐待の防止及び
その早期発見のための関係機関との連絡調整、その他の
障がい者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと
を目的とする。

• また、地域における中核的な役割を担う機関として、総
合的かつ専門的な相談支援を提供し、地域の相談支援体
制を強化する事を目的とする。



２．運営体制

●相談受付時間 ２４時間３６５日

●窓口開設時間 月～金 9時～19時

土 10時～15時

※相談員が事務所不在時は緊急携帯電話で対応

●職員数 常勤職員6名 非常勤職員2名

●対象者

① 身体、知的、精神、発達、手帳未取得の方

（障がいの疑い、精神科通院されている方、難病の方など）

② 児童から高齢者の方まで、横断的に対応
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■相談支援事業

３．事業内容

①福祉サービスの利用援助
②社会資源を活用するための支援
③社会生活力を高めるための支援
④ピアカウンセリング
⑤権利の擁護のために必要な援助
⑥専門機関の紹介



5

■総合的・専門的な相談支援

3. 事業内容

①ワンストップ窓口としての機能を持ち、支援困難な障がい児・者等への
相談等、総合的、専門的な相談支援の実施

②夜間、休日の対応（24時間365日体制）

■地域移行・地域定着の促進の取組み
①障害者支援施設や精神科病院等への地域移行に向けた普及啓発

②地域生活体制整備のコーディネート

■権利擁護・虐待の防止
①成年後見制度利用支援事業の実施
②障がい者等に対する虐待を防止するための取組み
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3. 事業内容

①市が設置する自立支援協議会の運営を、中立・公平な立場で市と共同で
事務局として運営する

■自立支援協議会支援事業

■住居入居等支援事業
①不動産業者に対する物件斡旋依頼、及び家主等との入居契約手続き支

援を行う。また地域において公的保証人制度がある場合には、必要に
応じて利用支援を行う。

②利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けること
ができるよう調整を行う。

■連絡調整会議
①市との間で毎月1回以上、連絡調整会議を開催し、作成した日報・月報、

業務記録等に基づいて前月の運営状況を報告する
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3. 事業内容

■地域の相談支援体制の強化の取り組み

①地域の相談支援事業者の人材育成の支援

②関係機関との連携強化及び年2回以上の連携会議
を実施

③医師や弁護士を必要に応じて確保し、地域の相談
事業の支援体制を図る
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地域の相談支援従事者の人材育成
①医師や弁護士等との事例検討

の機会の提供（年4回）
②相談支援専門員スキルアップ講座

（年10回）
③相談支援の実務者会議（年3回）
④障がい特性等についての勉強会開催
⑤相談支援事業の立ち上げ支援

■地域の相談支援体制の強化

４．平成2６年度 事業計画（人材育成）


