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平成 26 年度第２回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 26年７月 18 日（月） 15：40～17:10

２．開催場所 消防本部 多目的ホール

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、藤崎広和委員、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）部会活動報告

（２）基幹相談支援センター等の実績について

（３）合同部会について

５．資料

（１）議題２資料 浦安市基幹相談支援センターについて

（２）議題３資料 合同部会について

６．議事

事務局：それでは引き続き、平成 26 年度第２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：では、改めましてこんにちは。

一同：こんにちは。

下田会長：先ほど、計画策定委員会のほうの委員の皆様には、引き続きということで、大変お疲れとは思い

ますが、非常に重要な議題がございますので、議論のほうをよろしくお願いいたします。それでは、

さっそくですが、座らしていただいて、議事進行を務めさせていただきたいと思います。

はい、それでは、さっそく議題に入らせていただきたいと思います。議題１は、部会活動報告とい

うことで、各部会、それぞれ第１回、場合によっては第２回が開催されたことと思います。そこで、

各部会からですね、その報告をいただきまして、報告が終わってからそれぞれの部会に対する、質疑

応答ということでおこなっていきたいと思います。

はい。それでは、最初にですね、私がリーダーを務めております権利擁護部会の部会報告からさせ

ていただきたいと思います。

それでは、第１回、第２回権利擁護部会ということで、権利擁護部会は第１回は５月 29 日、それ

から第２回は７月 14 日に開催いたしました。平成 25 年度の成年後見事業の実績、虐待防止センタ

ーの実績報告、啓発広報活動計画、障がい者差別解消法施行に向けての取り組みについての意見交換

を行いました。まず、成年後見事業の実績ですが、権利擁護に関する相談を 735 件受けております

けれども、受任して、援助している件数は累計で 14 件、うち 12 件が福祉サービスの利用支援で、

法人後見は２件となっております。また、成年後見制度研修会といたしまして、２月に「人としての

尊厳を守るために－地域で支える市民後見－」と題しまして、講演が行われました。なお、成年後見
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人に対する報酬の助成の実績は、１件でございます。

次に、障がい者虐待防止センターの実績でございますが、養護者による虐待の通報、あるいは本人

からの届け出が９件、虐待ありと判断し支援したものが６件、虐待なしと判断したものが３件。これ

で計９件となります。虐待なしのケースは、事実を確認した結果、虐待にみられなかったのですが、

虐待が起こらないよう、養護者やご本人に支援を行いました。また、事業者を対象に 11 月、毎日新

聞の論説委員であられます、野澤さんをお招きしまして、虐待防止研修会を開催しています。虐待防

止協議会は、今年度より高齢者虐待の協議会と統合いたしました。今後、研修も一緒に開催いたしま

す。第１回目は高齢者支援課が担当となり、11 月に認知症介護研究、研修、東京センターの永田久

美子先生をお招きしまして、多職種による連携についての講演を予定しております。第２回目は障が

い事業課が担当ということになっております。

また、バリアフリーハンドブックの配布と啓発活動でございますが、ハンドブックは特に子どもた

ちや教職員の方に手に取って、どんどんと読んでほしいという願いがですね、イベントは他のイベン

トや団体と連携して協力しておこなってはどうか。あるいは障がい者週間だけではなくて、年間を通

じて啓発活動をおこなってはどうかという委員の皆さんの意見を受けまして、小・中学校教員へのバ

リアフリーハンドブックを配布し、あわせて児童生徒への配布と授業での活用・講師の派遣等を提案

いたしました。ボランティアグループが小・中学校等でおこなっている福祉体験教室や、夏休みボラ

ンティアのオリエンテーションでも、随時ハンドブックを配布してまいりたいと思います。12 月 21

日に開催する、施設利用振興公社主催のバリアフリーコンサートでも、啓発広報活動を行う予定です。

その他にも講演、タイアップ等さまざまな形で、啓発の機会を広げていければと考えておりますので、

協議会の委員の皆様におかれましても、イベント等に、心当たりがありましたら、権利擁護部会のほ

うに情報をお寄せいただきたいとお願い申し上げます。

また、権利擁護部会の議題につきましては、委員の方から、今年は合理的配慮について考えていき

たいという意見をいただきました。委員のほうで、平成 28 年度から、障がい者差別解消法が施行さ

れます。権利擁護部会としましても、差別解消と合理的配慮について話し合いを進めていきたいと考

えております。第２回部会では、さっそく差別解消法についての解説と、委員の皆様の所属する団体

でのバリアフリーや差別の取り組み、また、暮らしやすくするための合理的配慮についてのご意見を

いただきました。

まずは私、リーダーになります、私の所属している明海大学の学生、最近、障がいのある学生が非

常に多く入学してきておりますので、その学生に対する入試から学生生活への支援、あるいは就職に

渡っての支援等も含めて、その合理的配慮の状況についてご報告をさせていただきました。

また、オリエンタルランドの取り組みとして、小林委員からもお話をうかがいました。開園当時、

もし違っていると申し訳ないんですが、バリアフリーという概念がまだ世間にも浸透しているわけで

すね。マニュアルのない状態から、ゲストの方からの意見や経験を積み重ねて、対応してこられたと

のことです。また、当初は障がいある方の入場、アトラクション、買い物等を優先するという方法を

とっていたらしいのですが、視点をちょっと変えまして、一緒に楽しむにはどうしたよいかについて、

それで視点を移しまして、その中からいろいろ手探りでということで、ハード面、ソフト面、両面で

さまざまな工夫をなされ、障がいのある方もない方も、共に楽しめるパーク運営を進めてこられたと

いうご報告をいただきました。

さらに、字幕表示システムや、アトラクションや、キャラクターのスケールモデルを用いて触って

いただいたり、そしてミッキーの形を知っていただくとか、これから乗るアトラクションなどについ

てわかるような工夫。柵を開閉式にして、車いすの方の目線でも柵が視界に入ることなくショーを楽
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しめるような工夫、あるいはダンサーの手話通訳、音楽やシチュエーションをダイレクトに手話にお

こすのではなくて、世界観や雰囲気を手話で伝える工夫等をされているというご報告が出されました。

また、いくらハードを工夫しても、最後はキャストの対応次第という認識から、キャストと呼ばれる

スタッフの方に対してですね、障がいのある方への理解や対応、トレーニングを通して学び、さらに、

ディズニーランドは、学生キャストが多い関係もございまして、従業員が入れ替わるわけですから、

そういったキャストたちがディズニーランドで培ったことを、学んだことをですね、世間に伝えてい

ってくれることをまた期待しているというようなことで、非常にあの、幅広い支援もなされたお話を

うかがいました。小林委員、ありがとうございました。もし、なにか足りないというとか、間違って

いる部分あったら、よろしくお願いします。

小林委員：十分です。

下田会長：また、差別解消の施行に先立ちまして、平成 19 年より、障がいのある方もない方も共に暮らし

やすい千葉県つくり条例を施行し、障がいのある方に対する誤解や偏見の解消、ハード、ソフトのバ

リアを解消する取り組みをしている、千葉県で相談業務をなさっている山田委員より、差別に関する

相談の事例や解決に至ったプロセス、県の取り組み、県内の公式の合理的配慮に対する取り組みなど

についてもお話をいただきました。その中で相談の一例ですが、視覚障がいのある方がスーパーで買

い物する際、店員が買い物の介助してくれるわけですが、そのときですね、あるとき混んでいる、こ

れ年末だったとうかがっておりますが、混んでいるときには店員の介助がつけられない、あるいは障

がいのある、あなたは１人ではないので、１人にすべてをちょっと注ぐわけにいかないというような

理由から、介助をつけられないというような話があったということで、これは合理的配慮に欠けるの

ではないかというようなことで、山田委員からもちょっと問題提起がございました。

そこで、その店長さんといいますか、そういった方にお話をしたというようなところに話が広がっ

ていきました。中立的な立場から、相談者にこれから何を望むかということでうかがったところ、こ

れからもこの町で暮らし、このスーパーで買い物を続けていきたいので、続けて配慮をいただきたい

というお答えいただいたということも同時にうかがいました。そこで、ご本人と一緒に、スーパーに

行って話をする機会を設けたそうです。また、話をするにあたって、スーパーはどんな取り組みをし

ているのかを事前に調べられ、サービス介助者や呼び出しボタンで店員が駆けつけるサービスを導入

したり、ホームページで、高齢者、障がい者が楽しく買い物できることをアピールしているスーパー

が多いということを話して、向こうの方にもお伝えしてわかっていただけたようです。

さらにはデータを提示し、相談者の希望を伝え、今まで通り介助を受けながら買い物を続けること

ができるようにお願いしたところ、その後スーパーの方も、その相談に対して非常に良好な反応とい

いますか、回答をいただいたということでございました。また、介助にあたっては、10 分前にスー

パーに電話すれば、お待たせすることなく介助できるということから、相談者はスーパーに連絡して

から買い物に現在行っているという話もうかがいました。企業等での過重な負担にならない限りの対

応、また、サービスを受ける側も歩み寄るという、よい結果に結びついたケースということでお話を

うかがい、そのところを皆さんで共通認識といたしました。

また、今まで決まったものしか買っていなかった相談者が、介助するというスーパーの店員さんと

お話して、特売品や、そのお勧め品などを見ながら買い物するようになったという話もあわせてうか

がいました。これも合理的配慮の１つの形だというふうに、私たちは、そのお話を聞いて、みんなの

共通な認識といたしました。

また、委員の皆様にも身近な合理的配慮の事例をあげていただきましたので、これからはですね、

そういった意見を踏まえて、それを次期障がい者福祉計画に反映できればとも考えております。権利
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擁護部会では引き続き、福祉計画の権利擁護に関するものについて、また差別を解消するための取り

組みについて、意見をうかがっていきたいというふうに考えております。

では、続きまして、こども部会の報告に移させていただきたいと思います。先ほど申しましたよう

に、ご質問等は、すべての部会の報告が終わってからうかがいたいと思います。それでは、こども部

会の報告を山本リーダーからお願いしたいと思います。

山本委員：教育研究センターの山本と申します。６月 10 日に、第１回こども部会を開催いたしましたので、

報告いたします。第１回のこども部会、議題は３つございました。１番目は平成 26 年度こども部会

について。２番目が、子ども子育て支援制度について。３番目が、障がい者福祉計画の策定について

です。

１番目の議題、平成 26 年度こども部会につきましては、まず初めに 25 年度に協議した事項を、

振り返りをいたしました。その中では、障がい児支援制度について、青少年サポート事業について、

障がい児支援事業計画について、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、

サポートファイルについてなどがございました。これを受けまして平成 26 年度につきましても、25

年度に引き続きまして、生まれてから 18 歳に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、関係機関と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を協議していこうという考えを出したところです。

その主な事項としましては、障がい者福祉計画の策定、子ども子育て支援制度、インクルーシブ教

育システム構築、モデルスクール事業、青少年サポート事業、子ども発達支援センターの中期支援に

ついて、この点について協議していきたいということになりました。

２つ目の議題です。子ども・子育て支援制度につきましては、障がい者福祉計画と、子ども・子育

て支援事業計画とが、調和が保たれる計画になるように、国から指針が出たことに基づきまして、子

ども部会において、子ども・子育て支援制度について周知するために、岡本委員より、子ども・子育

て支援制度についての説明がなされました。また、平成 26 年度の新規事業として、こども家庭課に

おいて、子どもプロジェクト事業を行う旨、事務局より説明がありました。

３番目の議題、障がい者福祉計画の策定につきましては、次に進みましたが、平成 27 年から 29

年までの３年間の、障がい者福祉計画の策定についての説明が、本日より事務局からありました。特

に障がい児支援の取り組みにつきましては、子ども・子育て支援法が制定されまして、今後これに基

づいて都道府県、市町村の計画が作成されることになり、その中で障がい児支援についても言及され

ることなどを踏まえて、第４期計画にかかる基本指針では、障がい児支援についても具体的に言及し、

可能な限り、障がい福祉サービスに関わるものと同様に、必要度の見込みや、体制整備の検討などを

行うよう、国からの指針が出されている点が、事務局から説明されました。以上、３点について話を

しました。以上です。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。それでは続きまして、相談支援部会の白川リーダーが報

告します。

白川委員：はい、６月 19 日に１回目の相談支援部会を開催いたしましたので、その報告をいたします。議

題は全部で５つでしたが、「平成 26 年度相談支援部会について」と、「障がい者福祉計画の策定につ

いて」という２つの議題に関しましては、前回の自立支援協議会と計画策定委員会の中で報告したこ

とと重複していますし、次の、「基幹相談支援センター平成 26 年度事業について」という議題に関

しましては、今日の次の議題でお話していただけると思いますので、省略いたします。

で、本日はですね、議題の中で質疑応答や提案、意見が多かった４つ目の議題であるサービス等利

用計画の進捗状況に関しての報告を中心に行いたいと思います。まず、障がい福祉課から支給決定の



5

達成率についての報告があり、昨年の 12 月末と比較して、今年の５月末では計画相談が 30.7％から

47.6％に、児童が 24.4%から 35.7％に変わったという内容の報告を受けました。その他、セルフプ

ランの書式についての説明がありました。障がい事業課からは、計画相談の支援推進事業である相談

支援専門員 12 名分の補助金募集要綱の説明があり、現在３名が申請しているという報告を受けまし

た。また、計画作成の振り分け数について、12 名の増加を見込んで、民間事業所 480 人、指定、直

営、委託の４事業所で 320 人を想定しているというお話がありました。これらの、報告や説明を受

けまして、委員からは事業所ごとの実績数を出せないかとか、事業所によって、予約待ちになってい

る現状について、質問や意見がありました。実績数については、システムの入れ替えに伴い、把握は

可能になる予定だという回答があり、各事業所の混雑状況については、事業所間で情報共有できるよ

うにしたいという方針が示されました。また、セルフプランについては、対象をどのような人だと想

定しているのかとか、モニタリング等のチェック機能がない中、評価はどうするのかという質問があ

りました。対象については、自分の意思を明確に伝えられる方、または伝えられる家族や支援者がい

る方、あるいは一事業所のみの利用者を想定しているということでした。一方、今のところ相談支援

専門員の作成を優先したいので、セルフプランの利用を積極的に促すことはしていないということで

した。評価をどのようにするのかということについては未定ということでした。

なお、セルフプランについては、評価の仕組み等を今後相談支援部会の中で検討することになりま

した。その他、計画作成を希望する待機者がいる中、12 名中３名の公募では、今後どこの事業所に

行っても受け入れてもらえないという事態になりかねない。対策は考えているかという質問もありま

した。それにつきましては、今後の進捗状況を見て、場合によっては事業所間の振り分け数を再検討

しなければいけないかもしれないけれども、現在、公募を開始したばかりなので、まず応募を待つと

いうことになりました。

また、経費や実務の負担を考えると手を挙げられない現状があるという意見や、実務の支援体制と

か、周辺領域の人材活用など、期間限定の臨戦態勢をつくれないかという提案もありました。

最後の議題の５である、サービス等利用計画の評価の視点については、連携およびチーム支援の視

点について話し合いましたが、非公開ということもありまして、省略させていただきます。以上です。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。続きまして、地域生活支援部会の西田委員からお願いい

たします。

西田副会長：地域生活支援部会は、５月の 19 日に行いました。それと、なんていうんですか、分科会みた

いなもので、就労支援ネットワークという会議を、７月の 11 日におこなっています。地域支援生活

部会は３つの課題がありまして、１番目に就労に関する事項がありますが、これも今回の会議で、一

部のことについて議論しています。１つは、25 年度の就労支援センターの実績報告について橋野所

長から発表がありまして、いっぱい数字はあったんですが、結果だけ言うと、一般就労、平成 20 年

からこの事業が始まって、のべ 107 名の方の一般就労をつくってますという報告をさせてもらいま

した。

それと、もう１個の就労に関することで、共同販売、共同受注等々、物品調達優先法という法律が

あるんですが、それについての会議については、先ほども言いました就労支援のネットワークの会議、

７月の 11 日に話し合われました。行政のほうから、行政目標、物品、調達、発注する額の目標が昨

年度、250 万という目標があって、確か 360 万だったでしょうか、を行いましたという、発表があっ

て、今後どのような活動を支援しましょうかというような意見交換をさせていただきました。

２つ目の地域生活支援部会の課題であります、住まいと地域経済と。これは昨年度、重度障がい者

のグループホームを中心に話したわけでありますが、先ほどの福祉策定委員会に出ました、名前をち
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ょっと変えましてですね、地域生活支援拠点っていう、グループホームを含むということに、どうや

ら来年から各地域でこういう拠点を設けなさいということが、国から指針が出たようでございまして、

先駆けというか、行政のほうにこの委員会として、提案書を出しまして、それをみんなで議論しまし

て、次回の部会でまとめて、できれば８月９月には提出をしたいというような運びになっています。

３つ目の、地域で暮らす全般のことってあるんですが、この件に関しては、人材不足、ヘルパーの

確保をなんとかせないかんという、話し合いがありまして、今から４年前におこなった、福祉、浦安

の福祉就職フェアみたいなのが１回やろうかなっていうこう、いろいろ思いまして、検討していくの

か、あの、次回の会議で決めるのでありますけども、一応そういう話し合いを行いました。

最後でありますけど、今日おこなった、福祉計画の策定について意見交換をさせていただきまして、

今日の議題にあります、なんか B 型事業所に関する云々という、先ほど資料配られたことは、事業

課のほうから説明を受けて、議会のほうを終了しました。

あとは、もう１個ありましたね。すみません。26 年度から始まる、浦安市の新規事業。重度障が

い者受け入れ事業所に対する補助金でありますとか、教員住宅を改修して、グループホームができま

すよ、ほかに、改修工事等の補助を出しますよとか、相談事業所に対する事務的補助がありますよと

か、そういう、新しい事業の説明がありました。以上です。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。それでは、最後に、本人部会の報告を事務局のほうから、

ご報告お願いいたします。

事務局：はい。本人部会の事務局をさせていただいております、基幹相談矢冨よりご報告させていただきま

す。第１回本人部会は、７月３日木曜日、１時間の時間の枠で開催させていただきました。当日、議

題は３つございまして、１つは平成 26 年度の本人部会についてのご説明を、事務局からさせていた

だきました。で、２つ目は、自立支援協議会の活動報告。これもですね、事務局から報告させていた

だきまして、第１回目の本人部会の時間の多くを費やしたのが、障がい者福祉計画に関わるヒアリン

グということになっております。

で、このヒアリングに関しましては、事務局より、委員の皆さんに事前に、ヒアリング項目として

大きく６つの視点で、やりとりさせていただいておりました。その６つの投げかけの内容なんですけ

れども、１つは障がいのある人をめぐる状況について、地域で自立して生活していく上で、特にどの

ような点が課題だと思いますかという問い。そして２つ目は、将来の自分について。皆さんは将来、

どのように生きていきたいと思いますか。また、何をしたいと思いますか。そして３つ目が、障がい

のある人への支援ということで、自分らしく生きるために、地域の人々や行政はどのような支援をす

る必要があると思いますか。

そして４つ目が市の事業、市に対して特に充実してほしい事業はありますか。そして、５番、６番

は、差別をなくしていくために、障がいのあることが理由で差別をされたり、嫌な思いをした経験が

ございますか。また、身近で障がいのあることが理由で差別されていると感じたケースをご存知です

か、というもの。そして最後に、合理的配慮について、差別解消法についてですね、皆さんのご意見

をお聞きさせていただきました。どんな配慮があれば暮らしやすくなると思いますかという、この３

つのポイントで、各委員の皆さんに、意見を述べていただくという形で、その後、各々の意見を聞い

て、意見交換というような形で議事進行をさせていただきました。

この６つの問いの中で、委員の皆さんから一番ご発言が多かったのが、５番、６番。差別をなくし

ていくために。そして、合理的配慮ということについてでございました。委員の皆さん、皆さん、当

事者でいらっしゃるということなので、ご自身の日常生活でご経験された、差別をされたと感じた出

来事の話。そしてまた一方で、差別は経験したことありませんという、委員の皆さんもいらっしゃっ
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た。この差別解消法に関する要望や期待、また差別をなくしていくということが、やはりこの障がい

者福祉計画のヒアリングと意見交換に関しましては、一番、皆さんの興味、関心が高い項目であった

んだなということがうかがえるような本人部会となっております。以上です。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。ただいま各部会から報告がなされました。この報告を受

けまして、各部会に対してでも結構でございますので、何かご質問、ご意見等ございましたら、出し

ていただければと思います。ございますでしょうか。

森嶋委員：お願いします。

下田会長：はい。森嶋委員、お願いします。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。相談支援部会に対してなんですが、非公開だから、

報告はって言われちゃったので、聞いても答えは出ないのかもしれませんが、計画相談の中立性とか、

チェック機能みたいなことで議論するんでしょうか。それとも、何かこう、一定のチェックの機能み

たいなものっていうのは、今後できる予定みたいなのがあるのかと思って、もしお話いただけるんで

あれば。

白川委員：それは議題の１の中の、今年度の課題と、これから検討する中に入っていることなんですけれど

も、昨年度、評価のポイントという形の部分で、相談支援部会の中では、評価についての皆さんの意

見と、それと一致点というと、評価をどのようにするか、回数はどうするかということも、昨年の最

後の部会のところで皆さんから意見いただいて。今年度も、４回に渡って事例を出して。それに対し

て、評価をするという、チェックをするという、相談支援部会が、その役割を担うという形のところ

は、今年度の、大きな１つの議題になっております。それでよろしいでしょうか。

森嶋委員：そうすると 600 分の４回、１回１件だとしても 600 分の４っていう話。

白川委員：はい、そうですね。ですから、事例の選び方ということに関しましても、それぞれこういう形で

ということを検討して、問題が出そうなこと、問題があるような事例というのを、選んでやるつもり

ではおります。

森嶋委員：はい。わかりました。ありがとうございます。

下田会長：はい、よろしいでしょうか。はい、その他ございますでしょうか。はい。

西田副会長：あの、２つですけど、本人部会のですね、議題の５、６、差別の問題と、合理的配慮の問題が

あったじゃないですか。それって、特に僕、合理的配慮っていうのは、なんか紙面かなんかになるん

ですかね。要するに、彼らが考える、彼女らが考える、合理的配慮っていうのがどういうふうに言っ

てるのかというのは、往々にすると我々はやっぱりね、そこがあの、なんかこう、行きすぎちゃった

り、全然気がつかないでっていうのがあるじゃない。それってなんか本人部会もっともっと議論して

もらって、そもそも、さっきのバリアフリーハンドブックじゃないけど、やっぱりこう、ハンデを持

った人たちが考える、社会に求める合理的配慮ってどういうことかっていうのは、なんか、こう、伝

えてく必要があるかなっていうのを思いました。なんか、みんなにくれる情報が、今日じゃなくてい

いけど、あったらいいってことが１つ。

２つ目が、相談事業で、600 件の利用計画をつくるっていう、これは要するに見通しは立ったんで

すか。立つんですかっていうことが２つ目の質問ですね。

白川委員：600 件ではなくって、この 480 人プラス 320 人というのは、今後のこの振り分けという形で、

600 人じゃなくて、実際には 800 という数字になっていて。

西田副会長：いや、違う、だから 26 年度中に 600 件やるっていうさっきの策定目標じゃない。で、800 件

っていうのは、29 年までにやることじゃない。

白川委員：実際には、800 人ということですね。それで、見通し、今後、できるかどうかということですか
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ね。

西田副会長：だって一応、件数増えても何しても、増えた分、要するに、今年度中一応だよ。これでもいい

っていうことはわかってるけど、やらなきゃいけない件数ってあるわけで、それでは見通しがね、あ

る程度事業所も増えて、立ったのかっていうことが大事な問題だと思うけど、そういうことです。

白川委員：先ほどの話した中では、やはりそこのところは心配なんじゃないかというようなことの意見、委

員のほうから意見が出まして。ただ、これは、障がい事業課のほうからお話いただいたんですけれど

も、今後の進捗状況というのは、出てくるので、その都度、その事態に合わせて、ですから今後その、

振り分け数とか、民間と公的なそういう事業所に関する振り分け数をちょっと検討しなおさなきゃい

けないとか、そういう形のところは出てくるけれども、今現在は先ほど言いましたように、12 名の

より公募を待つという、そういう段階だというところで、この間のお話は終わっております。あと、

橋野課長。何かそれに加えることがあれば。

下田会長：はい、お願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。計画の数なんですけれども、３年前につくった計画の中では、平成

26 年度のサービス利用者を 600 人に想定して、今の計画が進んだんですけれども、今日の、障がい

児支援計画のところでもお話させていただいた通り、浦安市は特に、未就学の方に対する早期療育と

いうところで、手帳を持たない方に、子ども発達支援事業の支給決定を続けてきました。そこもあり、

児童のサービス利用はだいぶ増えてまして、平成 26 年度の実情として 800 人のサービス利用者がい

て、今 800 人のサービス計画をつくらなければいけない状態と。600 人出して、つくってきたんです

けれども、全体が増えてしまったので、なかなか今追いついてない、難しい、厳しい現状になってい

ます。ただ、数値は先ほど、リーダーからもお話ありました通り、47.6％、５月末で約半数に近づい

ています。ここからは大体、部会のほうでも進捗状況をお話しながら、年度末に向けて、作戦を少し

練り直しながら 100％を目指していきたいなと思っています。

下田会長：はい、西田委員。お願いします。

西田（良）委員：今、本人部会の、ご提案ありがとうございました。本当に、本人部会を事務局をやらせて

いただいていて、困っていることはないですかとか、施策についての意見を、出していただくと、い

つも同じようなことが出てきて、結果、そのサービスが増えたり、制度が変わったり、現実が変わら

ないと、そこは、いつも煮詰まってしまうところなので、事務局として、やっぱり本人の方たちの力

を、なんていうのかな。委員としての、存在意義みたいなことを、どうやっていこうかなっていうの

が、正直困っている部分もありました。ですけど、今言っていただいたことは本当にすごい、本人に

とってすごく、意味のあることだし、本人じゃなきゃ、言えないことの１つとして、この合理的配慮

義務をどう考えるのっていうのは、すごくいい議題だというふうに思います。

前回もその、差別をされたことがあるかって、アンケートを取ると、そんなに高い数字じゃないん

ですよね。ですけどやっぱり、本当に一人一人丁寧に聞きとってみると、意外と多いことだったり、

あとは、こちらがやってるつもりでも、本人はそう思ってなかったりっていうことは、実感としてあ

りますので、それを、今日の意見を取り入れさせていただいて、事務局としても、次回以降の本人部

会で、そういう議題を取り上げたいと思いました。

それと、この自立支援協議会以外でも、その差別の解消法に向けての、市の会議とかっていうのも

始まっておりますし、そういうところにも意見が、出していけたらすごくいいのかなっていうふうに

思っています。

事務局：合理的配慮義務ですが、実際その、第１回本人部会においても、合理的配慮義務って、どこまで何

をどういうふうに合理的配慮義務っていうふうに我々は言えばいいだろうっていうことは、委員の皆
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さんの具体的なご経験の中から、やっぱり議論の１つとして、実際に、もうすでに挙がりました。本

人部会の中に支援者の方も一緒に入って議論をしているっていう側面もありましたので、支援者から

見たときの合理的配慮義務、当事者の人たちから見たときの合理的配慮義務、いったい何をどこまで

どうすることが合理的配慮義務で、逆差別のような状態になるんだろう、なんていうつぶやきってい

うのは、本人部会の中でも、テーブルの上にすでにあがっていて、このことに対しては、ご発言とい

うか、つぶやきといいますか、そういうコメントが出ていましたので、今日のご提案も、一度合理的

配慮義務にフォーカスをして、ぐぐっと議論を深めていけばどうかというのは、非常に、あの本人部

会としては意義があることだし、また地域に対しても、発信する価値のあるトピックだというふうに

思いました。

下田会長：はい。ありがとうございました。その他ご意見、ご質問、ございますでしょうか。はい。よろし

いでしょうか。それでは、引き続き部会のほうですね。それぞれの予定を立てて、進めていただけれ

ばと思います。

それでは次に議題の２としまして、基幹相談支援センターの実績についてということで、基幹相談

支援センターの西田委員、ご報告をお願いいたします。

西田（良）委員：改めまして、基幹相談支援センターの西田です。

合同部会のほうで、基幹相談支援センターの 25 年度の報告はさせていただく予定になっているん

ですけれども、それに先立ちまして、まず協議会の皆さんに報告をしてくださいということで、今日、

合同部会のほうではもうちょっと事例を混ぜたり、詳細を報告させていただくんですが、簡単なデー

タベースの話をさせていただきます。ただ、相談支援部会でもやっておりますし、何度もこの話を、

もう耳にタコだっていう人もいるかもしれませんので、その場合はもう、申し訳なく思いますがよろ

しくお願いします。

で、まず、お手元の資料なんですが、事前に配布したものと、追加をされたものとがありますので、

できれば画面のほうを見ていだたければと思っております。まずですね、最初に、基幹相談支援セン

ターの事業の目的です。これは仕様書ベースで読ませていただきます。

大きく分けて２つあります。１つは地域の福祉に関する問題についての相談に応じて、必要な情報

の提供と、および、助言を行うということと、虐待の防止およびその早期発見のための関係機関との

連携、連絡調整。その他権利擁護のために必要な援助を行うこと。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、総合的、かつ専門的な相談支援を提供して、地域の相談支援体制を強化する

という、この２つの目的があります。

この目的を果たすために、事業がいくつかの部門に分かれております。まず１つ目は福祉サービス

の相談や情報提供などを行う相談支援、ご覧のような内容です。２つ目、基幹相談支援センターにか

かる事業としまして、①ワンストップ窓口の機能を持ちまして、困難ケースの対応ですとか、24 時

間 365 日体制をとる総合的、専門的な相談支援。②地域の相談体制の強化の取り組み。これについ

ては、後ほど詳しくご説明します。③障がい者の入所施設や、精神病院から地域への移行に関する業

務を行う地域移行、地域経済の促進の取り組み。④権利擁護、虐待の防止。⑤自立支援協議会の事務

局で、４つ目に、障がいのある人が賃貸契約による一般住宅の入居にあたっての支援を行う、住宅入

居等支援事業、で、４つ目、その他の事業につきまして、計画相談支援事業。また、夜間緊急時を含

めた 24 時間支援、これらの事業を行うこととなっています。

で、これらの事業を行うための相談体制ですけれども、相談の受け入れ態勢は 24 時間 365 日とな

っています。窓口開設時間は、月曜日から金曜日が９時から 19 時、土曜日が 10 時から 15 時となっ

ておりますけれども、相談員が事務所不在時には、緊急携帯電話で対応しています。
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相談の対応者は身体、知的、精神、発達などの障がいをお持ちの方、難病の方、そして障がい者手

帳を取得されていない方など、児童から高齢の方まで横断的に対応しています。相談員は社会福祉士、

精神保健福祉士などの国家資格を有する者か、相談支援専門員が相談にあたっておりまして、職員配

置は常勤５名以上、非常勤１名以上となっております。相談員のほか、医師など専門職が担当をして

おります。

ここからは、25 年度の基幹相談支援センター事業の１年目の実績をご紹介したいと思います。は

じめに相談支援です。相談の実人数は 217 名になります。のべ人数は１万 9600、850 人。相談件数

は２万 7434 件に上ります。障がい種別はグラフのような区分になっておりまして、障がいの種別を

問わず対応していきました。特に知的障がい者の利用が多いことがわかります。相談形態の割合です

けれども、昨年度の基幹相談支援利用者 217 名の利用者のうち、約８割が、希望相談として対応し

ています。計画相談につきましては、基幹相談支援センターの請求上限、請求件数の上限が 30、30

件というふうに事業所で定められております。契約者数は 39 件となっております。で、相談形態と

しましては、行政や事業所での、関係機関のやりとりが全体の半分以上を占めております。同じデー

タをグラフにすると、まあ、関係機関のやりとりが多いことがわかっていただけるかと思います。

次に地域の相談支援体制の強化の取り組みに関する実績をご報告いたします。昨年度は連携会議、

相談支援実務者会議のほか、６つの勉強会や講演会、事例検討会を行いまして、年間で 22 回開催い

たしました。ここからは 22 回、それぞれの項目を簡単にさせていただきます。相談支援スキルアッ

プ講座は、武蔵野大学、現在は、教授となっております岩本先生をお迎えしまして、計７回開催して、

のべ 77 名の方にご参加いただきました。相談支援とは何かの共通理解のところから、利用者の立場、

思いに寄り添ったマイクロカウンセリングの手法や、相談者と周りを含めた環境と何が噛み合わない

かを正しくとらえるアセスメントの技法などを学びました。相談者や周りの人の強みを生かしていか

に困っている状況を変えていくか。相談員さんに問題があるのではなく、相談者と環境との交わる部

分に着目するという視点を共有できたことは、大きな成果の１つです。

相談支援に限らず、介護、教育、医療などの分野の支援者の方を対象として、精神、発達障がいの

方への支援について、公開事例検討会を行いました。基幹相談支援センターからではなく、参加者か

ら事例を提供して、していただきまして、基本的な疾病理解と支援手法についてもやりました。こち

らは２回開催して、85 名の方にご参加いただきました。支援者としての事例に対する構え、基本的

な疾病理解、具体的な支援手法を指示していただきました。ご本人のニーズや特性を見立てて支援し

ていくことの大切さがわかったなど、定期開催を希望する声が寄せられました。

６月には厚生労働省から曽根障がい虐待防止専門官を迎えて、虐待防止法についての勉強会を開催

し、49 名の方にご参加いただきました。法的理解ではなく具体的な事例への対応を学ぶことができ

た、支援の質を高めることが虐待防止であることをき、肝に銘じていきたいなどの感想がありました。

また、精神科医の高瀬先生をお迎えし、障がいのある思春期の子どもとどう向き合ったらいいのかを

テーマに、保護者、支援者が参加して、親と子の関わりについての勉強会を開催し、57 名の方にご

参加いただきました。

高瀬先生の講演会に引き続き、障がいのある思春期の子どもを持つ保護者を対象にしたグループワ

ークも、行いまして、本年１月から３月にかけて５回開催し、のべ 58 名の方に参加いただきました。

ほかの家族の方も悩みを持っていると知り心が軽くなった、思春期の特徴を、や、特性の具体案が整

理できた、具体的事例によって、より良い手法が学べた、などのご意見をいただきました。２月には

昭和大学名誉教授の向井先生をお迎えし、障がい児者の食べる機能の発達と、摂食、嚥下のリハビリ

テーションをテーマに勉強会を開催し、34 名の参加をいただきました。三大欲求の１つであります、
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食べるという欲求と発達は密接な関係にあることを理解しました、などのご意見をいただきました。

ここまでが主に人材育成に関わる部分です。

次に、地域の連携に関わることとしておこなったことのご報告です。まず、相談支援実務者会議で

す。年間３回開催し、会議では行政、相談支援専門医の方、のべ 26 名の方にご参加いただき、計画

相談支援の制度の矛盾、市民への浸透の薄さ、相談員が足りない現状、社会資源の不足などについて

の意見交換を行いました。行政と相談支援従事者という、異なる立場での現場感や困り感をお互いに

知ることができただけではなく、個別の困っていることは地域全体でも困りごとであるということが

明らかになりました。また連携会議では、教育、児童、高齢者、地域の身体、知的障がい者相談員の

方など、さまざまな立場での相談に関わっている方々にお集まりいただきました。こちらは２回の開

催で、78 名の方にご参加いただきました。ある参加者の方からは、学校だけではできないことも福

祉の方、行政等と手を取り合い、サポートするために人としてのつながりを持つことも大切だと感じ

ました。顔を知っていることでイメージしやすくなる、などの声が寄せられました。

続いて、自立支援協議会についてご報告いたします。基幹相談支援センターでは、自立支援、ご存

知の通りですけれども、自立支援協議会の事務局の役割を担っています。５つの部会と、年２回の合

同部会を合わせて、年間 27 回開催してまいりました。開催に際しましては、日程調整から、議題や

資料の作成、リーダー、行政との事前打ち合わせを行い、開催当日は会場設営や進行のサポートをお

こなってきました。開催後は、議事録の作成のためのテープ起こし作業、各部会の中で出た、地域課

題の取りまとめと精査。検討する部会への割り振りなどの調整をおこなってきました。

自立支援協議会を始め、勉強会、今まで話してきた勉強会、連携会議、実務者会議などの基幹事業

や、また、実際の相談事例を通じて、さまざまな課題が浮き上がってきました。当事者が委員として

参加している本人部会では、障がいを持つ方たちの目線で、さまざまな意見や要望が出されました。

私たちのことをもっと知ってほしい、私たちが望む暮らし方ができる環境がない、仲間と集う場所が

ほしいといった切実な意見は、各部会でも取り上げられました。こうして、自立支援協議会での活発

な議論を通して出てきた課題は、前のスライドで上げられた、基幹事業の中で浮かび上がった課題と

共通であることが明らかになりました。

昨年の課題のまとめとしましては、専門のいす、医療を持つヘルパーの育成と増員、朝、夕、夜間、

週末に対応できるヘルパーの増員、重度の方の生活の場の確保、緊急時体制の、整備、制度理解の共

有化などがあげられています。こうした地域課題を共有できたことにより、計画相談支援推進のため

の事業や、グループホーム拡大のための事業、重度障がい者等支援事業、事業所運営補助金事業など、

事業化や制度化につながる動きが生まれました。

さまざまな基幹事業を通して、共通の地域課題を浮き彫りにして、共通の認識をすること。その課

題に対する解決に向けて、地域の関係機関と連携して取り組んでいく、このプロセス自体が、基幹相

談事業の役割であり、大きな成果だと考えています。これからも一つ一つの事業や取り組みの連続性

を持たせる、仕組みですとか、仕掛けを通して地域の皆さんと一緒に地域課題を共有し、解決してい

けるように基幹相談支援センターの業務を遂行していきたいと思っております。以上で基幹相談支援

センターの報告を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

下田会長：はい。ありがとうございました。それでは、ただいまのご報告につきまして、ご質問やご意見が

ございましたら、うかがいたいと思います。ございますでしょうか。

小田委員：はい。

下田会長：はい。小田委員、お願いします。

小田委員：どうもありがとうございました。すみません、あの、基本相談のとこのスライドを、この前のあ
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の、計画の会のキーワードだったと思うんですけども、ちょっと、もう１回説明だけしてくださいっ

ていう、はい、すみません。

西田（良）委員：相談の割合のところですよね。

小田委員：はい。

西田（良）委員：はい。実際の相談実人数が、217 名なんですね。その利用者さんのうち８割が基本相談と

して対応していて、計画相談だけの人は 18％っていうふうになっております。つまり契約者数が、

その月によって違うんですけれども、39 件の契約者数しかいないわけです。計画相談の計画をして

いる人が。で、217 人の相談を受けていますので、それ以外の人、39 人の契約者以外は、計画相談

に結びつかない計画相談、いわゆる、基本、先ほど白川さんがおっしゃっていた、基本相談っていう

対象者ということになっています。

小田委員：とにかくその残りの 170 人ぐらいは、ほかの事業所さんが計画を立ててるってことですか。そ

れとも福祉制度をまだ使ってないんですか。

西田（良）委員：そうですね。計画相談、当然ながらほかの事業所さんが計画を立てているっていう方もい

ますけれども、そういった方の場合は、原則的に計画を立ててる相談事業所さんに、当然ながら基本

相談も移って行かないと、全体がこう回っていかないので、そういう順番にはなっていくんですね。

それと、計画相談にはまだ移行しきってない人っていますよね。27 年の３月までっていうふうにな

っているので、サービスは使ってるんだけれども、まだ計画には乗っていないっていう人と、あとは、

地域生活支援事業とかを使っていて、計画相談の必須ではない人。移動支援だったり、地域活動支援

センターだけしか使ってない人。それと、やっぱり手帳を持っていないけれども、手帳につなげなき

ゃいけない人ですとか、精神障がいの人の割合も、ここで障がい種別、あの、言わなかったかもしれ

ないんですけど、精神障がいの方たちの割合も増えてきておりますので、直接サービスでつながって

ないっていう人たちもいて、結果、こういうふうになっていきますが、たぶん私たちの請求件数のし

ばりの問題が、仮に除かれて、計画をどんどん立ててくださいってなっていくと、この割合は当然な

がら増えていっては行くと思います。ここまでのことではないかもしれないですが、ただ、計画を立

てること以外についてくる相談を、なんていうのかな、別個に取り出すんであれば、その割合はあま

り変わらないのかなと。

小田委員：最後に１個すいません。先ほどの西田さんの質問に近いかなと思います。本当に今年度末におい

ては、今 39 名っていうのは、どのぐらいの見込みとか。

西田（良）委員：今年度末。

小田委員：今年度末。はい。

西田（良）委員：今年度末は、そうはいってもですね、上限が 30 件なので、あの、請求上限を 30 件とい

うふうに仕様書で一応、縛られています。というのは、私が言う話かどうかわかりませんけど、浦安

市としては、地域に相談事業所をたくさんつくって、そこで計画は立てていてください。で、基幹は、

それらのバックアップで回りなさいっていうことで、ただ、いきなりそういうことはできないから、

計画的に 30 件に限ってはやっていいよっていう話だと思うので、ただ、事業課さんや、福祉課さん

とも協議をしていて、本当に、断ち切れないんだったら、基幹さん頑張ってくださいねっていうこと

もありますよって言われているので、もしかすると増えるのかもしれませんが、そこら辺は、たぶん、

浦安市に聞いていただいたほうがいいのかなと思ってます。

小田委員：よくわかりました。

西田（良）委員：ただ、すごく並んでます。計画相談。あの、もう、いつでもいいから立ててくださいって

言ってる人がたくさん。
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西田副会長：年間 30 件。

西田（良）委員：はい。毎月請求をあげる件数が 30 件。

西田副会長：てことは、369 はやっていけるようになってるんだ。年間。

西田（良）委員：のべではですけど。

西田副会長：のべじゃなくて、人数。のべじゃないでしょ。30 人までは、請求上げていいよって言ってる

んでしょ。毎月。

西田（良）委員：はい。

西田副会長：ということは、360 まで行くってことでしょ。

西田（良）委員：だけど、計画を、モニタリングが毎月ある人は、モニタリングで請求が上がるので、モニ

タリングが毎月必要な人が 30 人契約してしまえば、もうそれで終わってしまうんですね。

西田副会長：なんでそうなってるの。

西田（良）委員：私が、私が決めたんじゃない。

西田副会長：わかるんだけど、計画をやってほしいっていうんだけど、そこにして 30 人やったら終わっち

ゃうっていうの、なんでかな。やってほしいって人が並んじゃうでしょ。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。まず、基幹相談をどういう機能で浦安につくろうかという話を、平成

24 年度まで、この協議会で議論いただきましたけれど、そのときに、直接相談をたくさんやるより

も、相談員の相談できる場所になってほしいっていうのが一番大きな声でしたので、今日、機能評価

事業ということで、いろいろな会議とか勉強会の報告がメインだったと思うんですけれども、それが

基幹の事業のメインというふうに、市のほうでは仕様のほうはつくっています。それで、計画相談を

たくさんつくって、計画相談ばかりつくってるんじゃありませんよっていうことで、請求件数のほう

に縛りをつけさせていただきました。

ただ、サービス等利用計画、モニタリングの時期は人によって違いますので、多くの方は半年に１

回の方が多いのかなと思うんですけれども、半年に１回であれば、毎月毎月の請求が 30 件なので、

半年違う人をやれば、180 人ぐらい、実人数で契約できるのかなとは思います。かなりその実人数の

幅があると思います。ただ、比較的、計画、基幹のほうで計画相談をつくっている方は、どちらかと

いうと複数のサービス事業所を使って、重度で困難な方が多いので、ほかの計画相談支援事業所より

は、毎月モニタリングの方の割合が多いようにはなっています。あとは、全体の進捗状況を見て、本

当に、もう一度その割り振りを市のほうで再検討させていただくことは、場合によってはあります。

西田副会長：はい。わかりました。ありがとうございます。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。ちなみに今現在ですと、80 人ぐらいの実人数がありますので、た

ぶん、やっぱりおっしゃる通り、そのモニタリングの頻度ですとか、本当に月によって、たとえば６

月末が支給決定の入れ替えの人がすごく多くて、そうすると６月はあっという間に、30 件を超えて

いきますから、まあ、別に正確に 30 件って、やったら怒られるとかではないので、超えちゃう場合

も当然あるんですけど、実際にこれだけの人材育成とか会議の取り組みとかをやっている中では、な

かなか計画相談もそんなにはかばかしくいかないっていうことも１つあります。

ただ、もう一つ別件で、その、217 名という利用者さんというのは、総合相談の時代から、それか

もっと前の時代から、もう、どんどんどんどんずっとつながってきた利用者さんなんで、じゃあ、基

幹相談なんだからって、相談を受けないのかっていうことは、やっぱりできなくって。まあ、ずっと、

こう、相談で継続しておこなっていくほうが、利用者さんが安心するというところにおいて言えば、

この人数が、どっと 26 年になったから、今年度になったから減るかっていうと、やっぱそうではな

いので、計画相談と基本相談の割合とか運び方っていうのは、地域の相談事業所の人たちと本当に横
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の連携して、やっていく必要があるなというふうには強く思っているところです。

下田会長：はい。ありがとうございました。その他、よろしいでしょうか。

森嶋委員：はい。

下田会長：はい。森嶋委員、お願いします。

森嶋委員：はい。パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。計画相談の、この件数。つまり制度のいろい

ろな部分で、件数が増えたんですっていうことと。たとえば介護保険のケアプランだったら、谷岡委

員、あの、人なんですよね。件数言っても、毎月立てるものだから、毎月給付を受けるものだから、

600 件といったら 600 人というのは想像できるんですけど。この障がい福祉の、この計画相談の場合

っていうのは、800 っていうのは、人数ですよね。間違いなく人数ですよね。

と言ったときに、件数っていったときに、「請求の件数なんです」っていう。もう噛み合わないも

のをなんか噛み合わせるっていうのが、１つの議論でやってるから。で、「執行率は半分、四十何パ

ーセントです」っていうと、もっと立つのかな、立たないのかなみたいな。このままずるずるずるっ

ていって、事業所が立ち上がらないから立たないとか、立つとかっていうことを、なんていうんです

かね。あとで手遅れになっちゃうみたいなことになっちゃうのは嫌なので、ちょっと、もう１回議論

を噛み合わせるためにですね、はっきりさせておきたいんですけど。

800 人の計画を立てるときに、たとえばこれって毎月のモニタリングなのかどうなのかっていうの

は、その、支援区分だったりライフステージだったりで変わります。っていうのは、こう、もうもと

もとわかってることなので、800 人に対して何回、この請求をかけるっていう。モニタリングだった

り、支援計画の見直しだったりということをしなければいけないのかっていうと、年間おしなべて、

そこで初めて「件数」という言い方を、こう、使わせてもらいますけど、何件立てるかと。800 人が

全員、毎月モニタリングだったら、これ、大変な数字になっちゃうじゃないですか。ただ、およそ、

たとえば１割なら１割が毎月モニタリングで。で、残りについては３か月だったり、半年に１回だっ

たりっていうことを考えると、年間おしなべて、何件立てるんだと。４、５、６、７、もう４か月経

っちゃいましたから、あと３分の２の期間で、どれだけ立てるのか、そのときに。まあ、確かに国が、

なんかもう、どんどんどんどんなし崩しに基準を下げてきてるので、モニタリングも、自宅に訪問し

なくていいとか悪いとか。あの、担当者会議も、やるのかやんないのかみたいな、あいまいなことに

なっちゃってますけど。

これは、谷岡委員なんかに、プラン立ててるから、わかると思いますけど。どれだけ、この１件計

画立てるのに時間がかかるのかと考えたら、おおむね、それがモニタリングであろうが、最初の、初

回の計画だろうが、どれぐらいの件数しか、１人の、サービス担当者も立てられないというのはわか

るので、これは、はっきり、行政の方ももう１回検証していただいてですね、数字を出していただい

て、相談支援部会の白川リーダーあたりが、どうするのかみたいなことをちゃんと議論していただか

ないと、計画立たないみたいなことになるんじゃないかと。ちょっと、言いたいことが、よくわかん

なくなっちゃいましたけど。お取りたてをいただければと思います。

白川委員：今の議題から、ちょっと外れてます。外れますよね。今、基幹相談支援センターの報告というこ

とに対しての質問と、今の、森嶋委員の質問というのは、また。

谷岡委員：まあ、外れると思いますけど、すみません。

白川委員：よろしいですか、そのまま続けて。

森嶋委員：外れてますけど。小田委員が、今、発言されたあとの、その件数っていう言葉のほう、外したの

僕じゃないと、僕は思ってますけど。

小田委員：すみません。



15

森嶋委員：ただ、その、計画相談のこの部分っていうのは。

白川委員：わかりますけど、はい、問題だと思います。

森嶋委員：本当に、皆さん、共有しないと、大変なことになるんじゃないのかなと、僕は思います。

白川委員：あの、橋野委員に、ちょっと確認なんですけれども。「800 人、800 人」って、さっき私も言い

ましたけれども。800 人のうちに、５月末のところで、47.7％が終わっているということは、今後６

月から、その以降のところでは、あと約半分の 400 人。800 人ではなくて 400 人を、来年度末まで

に、なんとか 100％に達しようかという、そういうことですよね。800 人の数字だけがボンといって

ましたけども。そこだけ、ちょっと訂正させてもらいます。

下田会長：じゃあ、谷岡委員に渡して。はい。

谷岡委員：すみません。ケアラビットの谷岡です。私は、高齢者のほうの、サービス計画を立てているので、

そもそも、この障がいのところのサービス計画っていうお話があったときは、私は事業者制度プロジ

ェクトの委員でございまして。そのときから、この制度っていうものには、こういう問題が噴出して

くるということも、そのとき、すでに思っておりまして。介護保険と障がいとのサービス計画を同じ

ような形にこれは持っていかないんだろうかという、まあ、期待を込めていたんですけれども。

これは、あくまでも私たち、介護保険。高齢者の場合は 35 人までが、大体１人あたりの、計画を

立てることができるんですね。その代わり、毎月毎月その方をすべて、モニタリングをして、計画を

立てるということに。あの、紙ベースで立てるということではなくて、その人の生活が、日常生活が、

問題なく行われているかというモニタリングも含めて、その人をサポートしていく。相談員は計画者

でありながらも、なんていうんだろう、サポートする役割を持っているということで、毎月毎月、下

世話な話なんですけれども、お金はもらえるんです。

でも、こちらの障がいの場合は、計画のための計画を立てて、そこでおしまいよと。いつ、モニタ

リングするんだと言われても、それもあいまいなんですよね。６か月後なのか、３か月後なのか、１

か月後なのか、その時々で、放っぽり投げててもいいのかっていうような話になってきまして。

先ほどのお話のように、森嶋委員がですね、この評価は、いったい、どういうふうにしていくんだ

という疑問を、前の策定委員のときにも話し合いましたけれども。評価っていうのを、どこでやるの

かっていうところも出てくると思います。

それを、相談部会で事例を読んで、出して、そこでやるんだって、先ほど白川委員がおっしゃいま

したけれども。そうではなくて、事例を持ってきて、そこで、相談部会でやるんではなくて。相談部

会は、この評価をどのようにしていくんだという体制を、構築するための部会であろうと思うんです

ね。で、その評価を、体制ができたあとにその評価を、今度は、具体的な実務者会議ですか。そこら

辺の、実際の計画を立てる者たちが、それを、やっていけるような、筋道をつけてやらないと、これ

は評価も何も、サービス計画にのっとった評価でないところで動いていく可能性は、出てくると思う

ので、もうちょっと筋道をもっときちんと立てないと、ごちゃごちゃになってくるような気がします。

今、この場でも、まだ半分理解して、半分理解できてないような形なので、もうちょっときちんと

筋道を立てて、相談計画は、誰がどのように担っていくんだと。それには、やはりお金もかかること

ですので、その予算を立てていただければ、民間だって増えていくと思います。以上です。

下田会長：はい。ありがとうございました。あの、いいですよ。

西田副会長：あの、基幹相談という質問ですけど。基幹相談って、さっき、橋野委員が言ったような役割の

ことですよね。地域の相談事業所の施設持ってます。これは、議論しましたね。結局、基本相談もす

るんでしょう。受けるんでしょう。基本相談を受けた人たちが、相談に来たら、いろいろな相談事業

所があって、基本相談も、いろんな相談事業所行くんだけど。相談したら、普通だったら、「契約相
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談つくってちょうだい」って、普通、言うじゃないの。

西田（良）委員：そうですね。

西田副会長：それを縛りにかけるっていうのは、どういうことなの。それがよくわかんないの。だって、わ

かりますよ。いろんな役割があるんだから、ちゃんとしなさいっていうのは、だって、それ、事業所

はだって、自分たちの力がわかるんだから、こういう協議会を自分でやったり、いろんなことをやっ

て、いわば勉強会をやったり講習会やったりして、大変で、とても受けれない状況。だから、地域の

相談事業所に。だって、基本相談を受ける前から振ってあげないと。

西田（良）委員：そうですね。

西田副会長：基本相談を受けたあとに、ぼーんと相談事業所に来られて、逆に「計画相談をやってよ」と言

われたら、もう１回、基本相談から入らなきゃいけないじゃない。で、きっと僕はそう思うんだけど。

それを、なんかその、あえて、そうやってるんだ。あの、なんなんだろう。それをちょっと聞いてる

と、不自然な感じ。基幹相談としての役割は、基本相談は受ける、当然、それは計画相談は来るはず

なんだから、それを受け入れる範囲で受け入れるべきで、それをなんかで縛ってるか、よくわからな

い事業構造がね。以上です。

西田（良）委員：さっきのことについては、課長にお答えいただいたほうが。

下田会長：橋野委員、お願いします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。数字的には縛ってる、ていうところが強調されてますけれども。基幹

相談が、受けている 217 人の方は、皆さんが福祉サービスを使っている方ばかりではないですね。

ちょっと、そこの割合は、正確に出してみていただかないとわからないんですけれども。一般就労し

ていて相談しているっていう事例も、毎月の連絡会議でずいぶん聞いています。

あと、福祉サービス、計画をつくる必要のある福祉サービスは使っていないけれども、地域生活支

援事業の移動支援事業や日中一時支援事業や地域活動支援センターだけしか使ってないという方も

だいぶいらっしゃいますので、あまり、その利用者にかけ、対して、制限をかけているというような、

今、印象は持っていません。もし、連絡会議の中で、そこは実情を教えていただいて、この 30 件の

請求の制限により、どうしてもつくってほしい人が、つくってもらえなくなってるようであれば、そ

こは至急直さなきゃいけないと思っております。そこは実態を見ながら、また、制限の数のほうは検

討していきたいと思います。

西田委員：はい。件数が縛られる話とは別に。ただ、相談に入ってきたとき、先ほどの、障がい福祉計画の

ところの数値目標の中にも、計画相談の数値と、障がい者相談。いわゆる基本相談を受けていく事業

所は１か所っていう、もう数値になっているので、たぶんそこの１か所というのは、基幹っていうふ

うに考えてよろしいんですよね。それは別なんです。いわゆる障がい者相談事業、相談事業っていう

のは、基幹、今のところは、現状でも基幹相談ということです。そうすると一般相談、いわゆる基本

相談って言われてるところは、当然ながら基幹に入ってくるわけで、そこはそこで、当然受けていま

す。

で、その中で、その、計画を立てる。「立てたいんですけど」っていう、いきなり、相談の中には、

あの、「困ってることはないんです。サービス使いたければ計画立てなきゃいけないって言われて、

計画立ててほしいんです」という話が、割と最近すごく多くって。そういうことに関しては、先ほど

西田委員がおっしゃった通り、「うちではなくても、相談が出るところは、いっぱいあるので、そう

いうところにどうですか」っていうことを、先にきちっとお知らせすれば、そちらで、基本のところ

からの相談が始まるっていう認識ですので、やっぱりインテークのところをどうやってしっかり取る

かっていうことは、きちっと、お伝えしなきゃいけないのかなっていうふうに、今思いました。
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西田副会長：33 ページでしょう。33 ページですよね。言ってるの、場所。

下田会長：事務局からお願いします。

橋野委員：地域生活支援事業の中の相談支援事業。先ほどの、計画のほうの、サービス名が、相談支援事業

の中には４つに分かれていて、その一番上の障がい者相談支援事業についてのことでしょうか。はい。

ここは、基本相談も含めていますが、相談全般ということで、市のほうは委託で１か所おこなってま

すが、もちろん市役所の障がい福祉課のほうにも、ここの相談にあたることは増えていますので。こ

れは、地方交付税の中で、まず市の中にこういった総合相談みたいな、機能を持ちなさいということ

が言われてまして、委託で１か所。あと、当然市のの障がい福祉課でも受けているという相談になり

ます。

あと、基本相談っていうところですけれども。基本相談は、計画相談の指定を取っていただいた計

画相談支援事業所の方も受けていただくものですので、ちょっと相談の種類がいくつもあって、それ

をもっと明確に整理してお伝えしなきゃいけないかと思うんですけれども。今は基本相談を、受けら

れる場所というのも、だいぶ増えています。指定を取っている市内の相談支援事業所すべてが、基本

相談も受けられるようになっていますので、ちょっと次回説明させていただきます。

西田副会長：すみません。その 31 ページの、今の 24 年度からの１か所というのは、どこの、どこの事業

所ということですか。31 ページの、24 年、25 年、26 年の１か所というのは、どこなんですか。

橋野委員：31 ページ、いわゆる障がい者相談支援事業の１か所を委託で、25 年からは基幹に事業を委託し

ています。

西田副会長：基幹の。で、27 年度からもそう思っていいのですか。

橋野委員：そうです。ただ、この相談、障がい者相談支援事業というのは、イコール基本相談ではありませ

んので、もしくは、区別をしておく必要があるかなと思います。

西田副会長：なるほど。それはあくまでも、この場合は、27 年度からは基幹であるという理解をすればい

い。

橋野委員：はい。

西田副会長：それで、今、何か所かできた、もう基本相談受けるんだけど。それっていうのは、どの言葉に

なりますか、相談支援事業の中で。

橋野委員：えーと、その言葉は、今日、白川委員にご指摘されたんですが。この中で読めない、読み足りな

いので、明記をしますということで、今日お話します。28 ページの相談支援の取り組みの中に、計

画相談のことしか書いてないけれども、この事業所も基本相談を受けることになってますので、これ

から、ここは修正していただければ。

西田副会長：はい。

下田会長：はい、ということで、ちょっとそのあたりも一度整理をした上で、次回の協議会で、継続審議し

たいと思います。はい。

それでは、ちょっと時間も押しておりますので、次は合同部会の件でございます。合同部会につき

ましては、すでに資料を、議題２ですか。３の資料ということで、平成 26 年度第１回合同部会につ

いてというご案内の紙が、すでに入っていると思いますが。こちらのほうにあります。

合同部会につきましては、日時が７月 30 日の午後２時からということで、合同部会につきまして

は、部会間の情報交換を行い、連携を図るということが目的になっております。昨年度より開催して

いるんです。本年度は、第１回の合同部会の報告事項としまして、協議会および部会活動報告と、基

幹相談支援センターの平成 25 年度実績報告。それから平成 26 年度の事業計画が、事務局より提案

されるということになっております。
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で、委員の皆様にはですね、所属されている部会で協議した議題の中で、合同部会に発表して、あ

るいは合同部会で提示して、共通認識を図ったらよいと思われる課題、あるいは議題、内容等ござい

ましたら、あの、この場でちょっとご意見を拝聴したいというのが、今日の議事の３つ目でございま

す。何かございますでしょうか。

合同部会には、次第のところに、協議会より部会活動報告となっておりまして、１から７まで部会

活動の報告と、それから２番、３番としまして、平成 25 年度の基幹相談支援センターの実績と。そ

れから、３つ目としまして、平成 26 年度基幹相談支援センターの事業計画案ですが。これとは別に、

改めて部会の中で、取り上げたもので、別途、議題として取り上げたほうがいいというようなものが

ございましたら、ちょっと、ご意見をいただきたいと思いますが、ありますでしょうか。

小田委員：はい。

下田会長：はい。小田委員、お願いいたします。

小田委員：すみません。NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。権利擁護部会に関して、下田さん

のほうからお話いただいた、あの、オリエンタルランドの取り組みということで、優先ではなく一緒

に楽しむ。そのために、具体的にいろんなことをされてたっていうのを聞いたんで、すごくいいなと。

もっと聞きたいなという思いがありまして。ほんと合理的配慮っていうことを、もう何十年にも渡っ

て実践してきて、で、実際、成果が上がってると思いますので、個人的には聞いてみたいなっていう

ふうに思いました。はい。以上です。

下田会長：はい、わかりました。ちょっとこちらについては、熟読していただいて、部会報告の中でちょっ

と別途触れさせていただくか、また個別でちょっと部会報告が終わったあとに改めて、権利擁護部会

の中でオリエンタルランド社の取り組みということで取り上げさせていただくかは、ちょっと検討さ

せてください。はい。今、ご意見をいただきました。

ほかにございますでしょうか。はい。よろしいでしょうか。それでは、次にですね、ちょっと今、

小田委員より出ましたことにつきましては、やはり、事務局と検討の上、どういう形で、取り上げさ

せていただくか。それは、ちょっと、検討させていただきたいと思います。

それでは、本日の議題は、すべて終了いたしましたが。ここで１つ、事務局のほうから、就労支援

制度について、宇田川さんのほうからご報告を、ちょっとさせていただくということなんですけれど

も、よろしくお願いいたします。

事務局：はい。障がい福祉課宇田川と申します。よろしくお願いいたします。時間も残り少ないので、なる

べく簡潔に説明をさせていただきます。

お手元の資料の、平成 25 年４月４日付、厚生労働省のほうから出ている、「平成 25 年度以降の就

労系障がい福祉サービスの利用にかかるアセスメントの取り扱い、および就労継続支援 B 型事業の

利用にかかる経過措置等について」という、この資料をご覧いただいて、報告、説明のほうをさせて

いただきたいと思います。

先週行われた、就労支援ネットワーク会議でも、この、内容にまつわる方が、多数、参加されてい

たので、そこでも説明はさせていただいたんですけれども。この自立支援協議会のほうでも、皆さん

に報告という形で、説明をさせていただきます。

まず１ページ目の、下のほうなんですけれども。１番で、基本的考え方というところをご覧くださ

い。内容的にはですね、特別支援学校卒業者等の就労系障がい福祉サービスの利用にあたっては、ま

ずは就労移行支援事業を利用して、一般就労が可能かどうか見極めていただいた上で、それが困難で

あると認められる場合に、就労継続支援 B 型事業を利用することを原則としています。

で、それまでは、特別支援学校卒業生で、すぐに、直接 B 型利用というのがあったんですけれど
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も、これからは考え方が、違ってきています。で、特別支援学校の在学中にですね、暫定支給決定を

おこなって。まあ、２ページ目になりますが。同時に就労継続支援 B 型事業が利用できるように、

これまでも推奨してきている。この変わったということで、推奨してきてはいるんですけれども。そ

こで必要なアセスメントの改正が、いまだ、まだ十分でないという状況から、経過措置期間というの

が設けられております。経過措置期間が平成 26 年度中、平成 27 年３月までの期間が、経過措置期

間ということで設けられておりまして。

もう１ページめくっていただいてですね、「第３」というふうに書いた、「就労継続支援 B 型事業

の利用にかかる経過措置の取り扱いについて」というところで、少し説明をさせていただきます。

経過措置期間は、平成 27 年３月までなんですけれども。（１）の具体的事項の、６行目あたりで

すか。就労継続支援 B 型事業の利用の適否の判断にあたっては、これまでの取り扱いと異なり、協

議会等からの意見を徴することなどにより判断する取り扱いをしたということです。

で、ここで言っている協議会なんですけれども。その下、（２）の留意事項に書かれているんです

が。２行目ですね。協議会等からの意見を徴すること等とは、協議会、たとえば、その、自立支援、

協議会の、就労部会的なもの。あるいは市区町村の審査会。この審査会というのは、障がいに、支援

区分を出すための２次判定を行う審査会のことですけれども。こういった市町村審査会。その他、就

労に関する知見を有する機関が参画する会議等において、市町村が就労系障がい福祉サービスの利用

にかかる個別の事案ごとの意見を徴することを言う、というふうになっております。

それで、浦安市の取り扱いなんですけれども。この経過措置期間の最後の年であります今年度に限

っては、この市町村審査会を、利用しようと、考えております。ですから来年 27 年３月の特別支援

学校卒業生の中で、B 型事業を希望される方については、市町村審査会のほうで意見を聞き、判断し

ていくというようなことを想定しています。

で、その際に、そこの留意事項の②のこっちの２つ目なんですけれども。特別支援学校による進路

指導、あるいは職場実習系、あの、実習結果等の情報をもとに市町村審査会にかけていく、というこ

とを想定しているんですが。これについてはですね、今年度、市川特別支援学校、あるいは船橋特別

支援学校の、進路担当の先生方とも今後連携を取りながら、進めていきたいというふうに考えている

ところです。

それでですね、その下の、更新時の対応ということで、３行目あたりから、上記１の経過措置の取

り扱いによって就労継続支援 B 型事業の利用を開始した方については、当該支給決定の更新時に、

相談支援事業所などと連携して、就労移行支援事業所において、アセスメントを実施することとする

ということで、経過措置期間の、この取り扱いによって、B 型利用した方については、こんな形で、

今後おこなっていくということになります。

で、ただですね、たとえばもうすでに、平成 25 年４月以降に、B 型事業所を利用している方もい

らっしゃると思うので、そういう方についてはどうするかというのも含めてですね、今後ちょっと、

検討、確認を、していくんですけれども。たとえば現在利用している B 型事業所の評価等をもって

ですね、市町村審査会の意見を徴するとか、そういったやり方で可能かどうか。可能であるかどうか

も含めて、確認していきたいというふうに考えています。

で、また、27 年４月以降。ですから、一番早くて 28 年の３月の卒業生、とかについてはですね、

もう経過措置期間が終了してますので、就労移行支援事業を噛ませた形で、そこでのアセスメントを

もとに、就労 B が適切なのかどうかっていうことも判断して、まいりたいというふうに思います。

で、その際にも、やはり、27 年４月以降の、スケジュール的なもの。就労移行支援事業所での受け

入れ態勢も含めてですね。あとは、実習期間などをどうするかとか、アセスメント表はどういう形で
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つくっていくか。こういったことも、含めて、今年度、就労支援事業所の、皆さん、あるいは、相談

支援事業所の皆さんですね、などが、打ち合わせを持たせていただいて、27 年４月以降の、B 型の

事業所の取り扱いを、検討していきたいというふうに考えています。簡単ですけれども以上です。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。それでは、ほかに事務局のほうから連絡事項はあります

か。これにつきましては、、特に、質疑応答がございませんので、ちょっと、もし何かありましたら、

直接宇田川さんのほうに聞いていただければと思います。

それでは、清水さん、はい、お願いいたします。

事務局：はい。事務局よりご案内いたします。先ほどの福祉計画策定委員会のお知らせをいたしましたが、

次回は 10 月２日に開催いたします。で、策定委員会の終了後、休憩を挟んで協議会を開催いたしま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。事務局からは以上です。

下田会長：はい。次回は、先ほど、計画策定委員会が 10 月２日と申しましたが、引き続いてまたやります

んで、ちょっと長丁場になりますが、よろしくお願いいたします。

それでは、第２回の自立支援協議会のご質問、よろしいですね。終わらせていただきたいと思いま

す。どうもお疲れ様でございました。ありがとうございました。

一同：ありがとうございました。



平成 26 年７月 18 日（金）

午後３時 40 分～

消防本部 多目的ホール

浦安市自立支援協議会（平成 26 年度第２回）

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

（２）基幹相談支援センター等の実績について

（３）合同部会について

３．閉会



事業について

浦安市基幹相談支援センター

議題２資料



2

1．基幹相談支援事業の目的

①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。

②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。
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(１)相談支援事業

2．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
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（２）基幹相談支援センターに係る事業

2. 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と夜間、
休日の対応（24時間365日体制）

②地域の相談体制の強化の取り組み

③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
と地域生活体制整備のコーディネート

④権利擁護・虐待の防止

⑤自立支援協議会の事務局
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2. 事業内容

（３）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。
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2. 事業内容

（４）その他

①指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援、指定障害児

相談支援事業所として、計画相談支援を行う。

②24時間支援
夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、
関係機関との連絡・調整等必要な支援を行う。
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3．事業運営体制

●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5名以上

非常勤職員１名以上

●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

●専門的技術を有する者（医師、弁護士）を必要に応じて確保
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地域の相談体制の強化

人材育成 事業者支援

連携会議
（ネットワーク）

研修会
講演会

事例検討

相談支援
実務者会議

自立支援
協議会

4．地域の相談体制の強化について
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5．平成25年度相談支援事業実績

実人数
217人

（内訳）男性127人 女性84人 不明6人）

延べ人数 19,850人

相談件数 27,434件
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6．平成25年度相談支援事業実績

相談者障がい種別（実人数２１７名）

身体
11％

身・知
6％

精神
12％

重心
４％

知的
33％

その他
11％

難病
1％

高次脳
6％

発達
10％

知・精
4％

身・精
2％

※その他は障がい児・者の家族、高齢者、障害者手帳非所持者など
※発達障がいと知的障がいの重複は知的障がいに含む
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7.平成25年度相談支援事業実績

相談形態

訪
問

来
所

同
行

電
話

メ
ー
ル

会
議

関
係

機
関

そ
の
他

（件
数
）

合
計

総 計 631 417 170 4605 451 180 11,304 2,092 19,850

月平均 53 35 14 384 38 15 942 174 1,655

・「関係機関」は会議以外で関係機関との調整を実施した件数
・「その他」はいずれにも該当しないもの（日程調整など）
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開催内容
開催
回数

参加人数

連携会議 ２回 ７８名

相談支援実務者会議 ３回 ２６名（のべ）

研修会
講演会
事例検討

相談支援スキルアップ講座 ７回 ７７名（のべ）

公開事例検討会 ２回 ８５名

虐待防止についての勉強会 １回 ４９名

障がいのある思春期の
子どもに関する勉強会

１回 ５７名

思春期の保護者ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ ５回 ５８名（のべ）

摂食についての講演会 １回 34名

８．平成25年度地域の相談支援体制強化事業実績

※年間22回開催
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９．相談支援スキルアップ講座

講師 武蔵野大学准教授 岩本操先生
※本年４月より教授

○年７回開催（のべ77名参加）

○参加者
障がい福祉課／障がい事業課
就労支援事業所／地域包括支援センター
居宅介護支援事業所／指定相談支援事業所
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９．相談支援スキルアップ講座

相談支援とは何かという基本的な理解や倫理観の共有

利用者心理を感知することの重要性の理解促進
基本的技術の習得

アセスメント技術の習得

仲間とともに日々の実践を振り返る良い
機会になっている

利用者の強みを見つけることの大切さ
面接技術の必要性を実感した
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１０．事例検討会

○講師 中央大学教授 山科満先生（精神科医）

○精神・発達障がいの方に
関する事例
（２つの機関から事例を提出）
○参加者
介護、教育、医療分野の支援者
○2回開催（85名参加）
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１０．事例検討会

支援者としての事例に対する構え

基本的な疾患理解

具体的な支援手法

地域の支援者が皆で共有できる有意義
な機会だった

ご本人のニーズや特性を見立てて支援し
ていくことの大切さがわかった



17

○講師
厚生労働省
虐待防止専門官 曽根直樹氏
○49名参加

平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法」に
基づき、法的な側面から事例までを網羅した内容を企画

１１．勉強会

「虐待防止法について」
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虐待防止法の法的理解だけでなく
具体的な事例への対応を学ぶことができた

支援の質を高めることが虐待防止であることを
肝に銘じていきたい

法人内、事業所内で改めて虐待防止、権利擁護
について検討する良い機会となった

「虐待防止法について」

１１．勉強会
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一般的な思春期心性を学び、思春期の問題行動の解決
方法まで踏み込む内容を企画

○講師 高瀬真先生（精神科医）
○57名参加

「障がいのある思春期のこどもに関する勉強会」

１１．勉強会
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「障がいのある思春期の子どもをもつ保護者を
対象にしたグループワーク」

第1回「思春期を知ろう！」
第２回「こどもへの関わり方の極意 その1」
第３回「こどもへの関わり方の極意 その2」
第４回「困った問題の解決法」
第５回「思春期を乗り越えていくために」

○講師 高瀬真先生（精神科医）
○実施 ５回（1月～３月）のべ58名参加

１１．勉強会
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具体的事例によって、より手法が学べた

他の家族の方も悩みを持っていると知り、心が軽くなった

思春期の特性や向き合い方が整理できた

１１．勉強会

「障がいのある思春期の子どもをもつ保護者を
対象にしたグループワーク」
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生きてゆく上で欠かせないだけでなく、楽しみや幸福感を増長させて
くれる「食べる」という行為をテーマに障がい児・者との向き合い方を
学びました。

○講師 向井 美惠 先生
（昭和大学名誉教授）

○34名参加

「障がい児・者の食べる機能の発達と嚥下の
リハビリテーション」についての勉強会」

１１．勉強会
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摂食・嚥下の手法が身近に感じられるようになった

三大欲のひとつである「食べる」という欲求と
発達が密接な関係にあることを理解した

食べることに対して障がいを抱えている子供の苦悩がわかった

１１．勉強会

「障がい児・者の食べる機能の発達と嚥下の
リハビリテーション」についての勉強会」
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１２．地域の相談体制の強化

行政職員、相談支援専門員が参加

年3回開催（のべ26名参加）

相談支援実務者会議

日々の業務から見える現状

○計画相談支援の制度の矛盾
○市民への浸透の薄さ
○相談員が足りない現状

○社会資源の不足
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障害福祉分野の関係機関
教育、児童、高齢者

身体・知的障がい者相談員が参加
２回開催（78名参加）

１２．地域の相談体制の強化

連携会議

地域で対人援助に関わっている方たちとの
出会い、つながりをつくる
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さまざまな立場・かたちで
相談支援をしている方々の

つながりをつくる

学校だけでできないことも
福祉、行政と手を取り合い

人としてのつながりを持つことが
大事だと感じた

様々な事業所の方と話し合う

機会になった。顔を知っていること
でイメージしやすくなる

１２．地域の相談体制の強化

連携会議
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研修会等
の開催

困難事例
に対する支援

地域の相談支援事業所が個別の相談事例を担う
地域の相談体制の底上げ

基幹だけで担うのではなく
どの事業所でも担えるように

バックアップ

多問題 医療的
ケア

世帯支援

１３．事業者支援
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相談支援専門員等

相談支援
事業者

基幹相談支援センター

地域の関係機関のネットワーク化

自立支援協議会保健・医療

企業・就労支援

教育

相談支援
事業者

高齢者介護

子育て支援・学校

行政機関当事者 民生委員

児童
事業者

連携会議

相談支援
事業者

相談支援
事業者

相談支援
事業者

１４．地域の相談支援体制の強化についての考え方
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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

１５．平成2６年度 事業計画（人材育成）



議題３資料

平成２６年度第１回合同部会について（案）

日 時 7 月 30 日（水）午後２時～

目 的 部会間の情報交換を行い、連携を図る。

次 第

１．協議会及び部会活動報告

平成 25 年度・平成 26 年度 4 月～7 月活動報告と主な課題の解説

（各部会 10 分程度）

①自立支援協議会

②福祉計画策定委員会

③こども部会

④相談支援部会

⑤地域生活支援部会

⑥権利擁護部会

⑦本人部会

２．平成 25 年度基幹相談支援センター実績報告

３．平成 26 年度基幹相談支援センターの事業計画



 

  

障障発0404第１号  

平成25年４月４日  

 

 

都道府県  

各 指定都市  障害保健福祉主管部（局）長 殿 

   中核市 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長 

（公印省略）     

 

 

平成 25年度以降の就労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメントの 

取扱い及び就労継続支援Ｂ型事業の利用に係る経過措置等について 

 

 

障害保健福祉行政の推進については、日頃より御尽力を賜り厚く御礼申し上げる。 

さて、今般、「「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスに要する費用の額

の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正につい

て」（平成 25 年３月 29 日障発 0329 第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部

長通知）等にて、就労継続支援Ｂ型事業の利用に係る経過措置等について一部お示し

したところであるが、その具体的な取扱い及び就労系障害福祉サービスの利用に係る

アセスメントの取扱い等については下記のとおりとすることとしたので、御了知の上、

貴管内市町村、事業所等に対し、その周知徹底を図っていただく等、特段の御配慮を

お願いしたい。 

 

記 

 

第１ 就労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメント体制の整備について 

 

 １ 基本的考え方 

特別支援学校卒業者等の就労系障害福祉サービスの利用に当たっては、まずは

就労移行支援事業を利用（アセスメントのための利用であり、短期間の暫定支給

決定で可）し、一般就労が可能かどうか見極めていただいた上で、それが困難で

あると認められる場合に就労継続支援Ｂ型事業を利用することを原則としている

ところである。また、特別支援学校の在学中に当該暫定支給決定を行い、卒業と



 

同時に就労継続支援Ｂ型事業が利用できるよう推奨してきているが、当該アセス

メントの体制が未だ十分でない状況である。 

今後は、必要に応じて、就労移行支援事業所に加えて、障害者就業・生活支援

センターも活用したアセスメントの体制整備を図るものとし、遅くとも相談支援

体制が拡充される平成 26 年度末（平成 27 年３月末）までには、体制が整うよう

お願いしたい。 

 

 ２ 具体的な取組 

就労移行支援事業所がない等により適切にアセスメントが行えない地域におい

て、既存の枠組を活用することでアセスメントが実施可能となる場合もあること

から、具体的な取組方法を下記の第２としてお示しするので、適切なアセスメン

トを行えない現状にある地域においては、これらの取組につき検討を行い、実施

が可能な地域ではできるだけ早期に対応をいただくようお願いしたい。 

また、就労継続支援Ｂ型事業の利用に係る経過措置の取扱いについては、今般、

一定の要件を加えた上で平成 26 年度末（平成 27 年３月末）まで経過措置を延長

することとしたところであるが、その具体的な取扱いを下記の第３としてお示し

するので、事業の運営に遺漏なきを期されたい。 

 

 ３ アセスメント体制整備に関する市町村との調整について 

アセスメント準備期間中において、市町村はアセスメント体制を整備するに際

して、就労移行支援事業所や、障害者就業・生活支援センターのアセスメントの

見通しについて、調整を行うこととされたい。 

 

 

第２ 障害者就業・生活支援センターを活用したアセスメントについて 

 

１ 就労系事業の利用に係るアセスメントにおける平成 25 年度以降に対応可能な

事項 

アセスメントについて、一般就労における支援ノウハウを有し、かつ障害保健

福祉圏域にほぼ設置されている障害者就業・生活支援センターを活用することは

障害者の将来的な一般就労の可能性を見いだす上で有効であり、地域に就労移行

支援事業所がない等の理由でアセスメントを適切に行うことが困難な地域におい

ては、以下のいずれかの対応について検討されたい。なお、（１）の対応が可能な

地域にあっては、できる限り（１）の対応を図られたい。 

 

（１） 障害者就業・生活支援センターが同一法人内の就労移行支援事業所の従

たる事業所としてアセスメントを行う体制 

   ① 具体的方法 



 

障害者就業・生活支援センターを運営する法人の同一法人内に就労移行支

援事業所を有する場合に、障害者就業・生活支援センターが就労移行支援事

業所の従たる事業所の指定を受ける。これにより、当該障害者就業・生活支

援センターが担当する障害保健福祉圏域内のアセスメントを行うことが可

能となる。 

 

② 留意事項 

障害者就業・生活支援センターは当該障害保健福祉圏域内の市町村と調整

の上、市町村より依頼されるアセスメント数の見通しに応じて就労移行支援

事業の従たる事業所としてのアセスメント担当職員を配置すること。なお、

当該職員等に係る経費は障害者就業・生活支援センターの業務ではなく、就

労移行支援事業の従たる事業所としての業務であるため、障害者就業・生活

支援センター事業費と明確に経理等を区分するよう留意されたい。 

 

③ 就労移行支援体制加算の算定について 

「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上

の留意事項について」等の一部改正について（平成 25 年 3 月 29 日付障発

0329第 16号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）により、就労

移行支援事業所において、暫定支給決定により就労系障害福祉サービスの利

用に係るアセスメントを行った後、一般就労した者については、当該加算の

算定の対象に含まないものとする。 

 

（２） 障害者就業・生活支援センターと同一法人内の就労移行支援事業所が連

携してアセスメントを行う体制 

① 具体的方法 

上記（１）の対応が困難な場合であって、障害者就業・生活支援センター

と同一法人内の就労移行支援事業所が、可能な範囲で障害者就業・生活支援

センターの助言を得ることができる連携体制を整えるとともに、当該障害者

就業・生活支援センターが担当する障害保健福祉圏域内のアセスメントにつ

いては、就労移行支援事業所の通常の事業の実施地域を超える場合でも、積

極的に受入を行う。 

 

② 留意事項 

ア 基本的には、上記（１）の対応が困難である場合の措置である。このた

め、この体制によりアセスメントを実施する就労移行支援事業所は、同一

法人内にある障害者就業・生活支援センターを想定しており、同センター

の業務の支障にならない範囲でアセスメントに係る助言を得ることとさ



 

れたい。また、（１）の対応が可能となった場合には、速やかに移行する

ことが望ましい。 

イ この体制によりアセスメントを実施する就労移行支援事業所は、障害保

健福祉圏域内の市町村と、十分連携を図られたい。 

 

 

第３ 就労継続支援Ｂ型事業の利用に係る経過措置の取扱いについて 

 

 １ 経過措置の取扱い 

 （１）具体的事項 

就労継続支援Ｂ型事業の利用に係る経過措置の取扱いについては、今般、

「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福

祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の

留意事項について」等の一部改正について（平成 25年 3月 29 日付障発 0329

第 16 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）により、平成 26

年度末（平成 27年３月末）まで延長することとしたところである。 

その際、就労継続支援Ｂ型事業の利用の適否の判断に当たっては、これ

までの取扱いと異なり、協議会等からの意見を徴すること等により判断す

る取扱いとしたところであり、留意が必要である。 

 

（２）留意事項 

① 平成25年度以降の就労系障害福祉サービスの利用に係る経過措置におけ

る「協議会等からの意見を徴すること等」とは、協議会（就労部会）、市区

町村審査会、その他就労に関する知見を有する機関が参画する会議等にお

いて、市町村が就労系障害福祉サービスの利用に係る個別の事案ごとの意

見を徴することをいう。なお、当該会議については、各市町村の実情によ

り、既存の会議を活用いただいて差し支えない。 

② 当該会議においては、例えば以下のような資料を用いて個別の事案につ

いて検討するものとする。 

・ 就労支援機関や相談機関などが行った既存のアセスメント結果 

・ 特別支援学校による進路指導や職場実習結果等の情報 

 

２ 上記１による場合の更新時の対応 

「介護給付費等の支給決定等について」等の一部改正について（平成 25年３月

29日付障発第 0329 第 15号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）によ

り、上記１の経過措置の取扱いにより、就労継続支援Ｂ型事業の利用を開始した

者については、当該支給決定の更新時に、相談支援事業所と連携し、就労移行支

援事業所（障害者就業・生活支援センターが就労移行支援事業所の従たる事業所



 

の指定を受け、アセスメントを行う場合を含む。）においてアセスメントを実施

することとする。 

なお、平成 27年度以降の相談支援事業者との連携については、今後検討するこ

ととしている。 

 

 

第４ その他留意事項 

 

１ 障害者就業・生活支援センターモデル事業による成果物について 

就労系障害福祉サービスの利用に係るアセスメントについては、障害者就業・

生活支援センターモデル事業の実施により、アセスメント票やマニュアルの作成

等に取り組んでいるところであり、完成次第、随時お示しすることとしているの

で、就労移行支援事業所等において御活用いただけるよう、管内市町村及び事業

所等へ周知を図っていただきたい。 

 

２ ネットワーク構築のための補助事業の活用について 

平成 24年度までの障害者自立支援対策臨時特例交付金による特別対策のうち「就

労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業」及び「就労支援ネットワーク強

化・充実事業」についてはアセスメントのための連携、ネットワーク体制の構築に

当たって活用いただいていたところであるが、平成 25 年度予算案においては、地

域生活支援事業のうち、【就業・就労支援】「その他就業・就労支援」において実施

可能であるので、ネットワーク構築が不十分な地域における各都道府県及び市町村

におかれては、就労に関する知見を有する関係機関や特別支援学校等との連携づく

りのため、積極的な活用を御検討いただきたい。 
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