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平成 26 年度第３回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 26年 10 月２日（木） 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、大塚靖委員、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、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、長谷川祐二委員、上林正和委員、

山本伸一委員

４．議題

（１）部会活動報告

（２）その他報告

５．資料

（１）議題２資料 その他報告について

６．議事

事務局：それでは、平成 26 年度第３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。よろしくお願いいたします。

下田会長：先ほどの浦安市福祉計画策定委員会に引き続きまして、平成 26 年度第３回浦安市自立支援協議

会を開催したいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、まず部会報告ということで、こども部会、相談支援部会、それから地域生活支援部会の

３部会がそれぞれ第２回部会を開催いたしましたので、それぞれリーダーからご報告をいただきたい

と思います。なお、質問やご意見につきましては、各部会の報告が終わってから、まとめておうかが

いいたします。では、最初にこども部会の報告を山本リーダーにお願いしたいと思います。

山本委員：改めまして、教育研究センターの山本と申します。よろしくお願いいたします。９月９日の第２

回こども部会報告をさせていただきます。

議題が５つございました。１つ目は、まなびサポート事業の実施状況報告。２つ目がこども発達セ

ンターの事業について。３つ目が青少年サポート事業の概要について。４つ目が、障がい者福祉計画

の策定について、そしてその他ということです。

１つ目の、まなびサポート事業の実施状況報告についてですが、今年度、１学期は７月の末までに

就学相談をおこなっております。６月に就学説明相談会を開催しました。７月末までの就学相談の申

込件数は 49 件。就学相談の回数は 61 回ございました。また、そのほかの相談活動で対応した、ま

なびサポートの件数は、１学期全部で 323 件でした。特別支援教育の啓発についてですが、まなび

サポートでは事業として市内の全小中学校に出向きまして、まなびサポート研修会というものを実施

しております。今年度は、教育委員会指導課と連携しまして、まなびサポート事業についてと、イン

クルーシブ教育システム構築に向けて、副題として、すべての子どものための教育とテーマとした研

修会をおこなっています。インクルーシブ教育、システム構築に向けてでは、各校で行われている、
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子どもにわかりやすい工夫を写真で紹介しながら、誰でもやさしい、どの子もわかる授業づくりにつ

いて説明を行い、市内の全教職員の意識の向上を図っているところです。

２つ目の議題、こども発達センターの事業についてです。こども発達センターが、平成 26 年 10

月１日より、児童福祉法上の児童福祉施設の１つに定められる児童発達支援センターに移行するにあ

たり、それによって変わる役割や具体的な取り組み内容などについて、説明をしていただきました。

児童発達支援センターの役割として、地域療育の中核施設としての役割を担うもので、大別して児童

発達支援事業と、地域支援事業の２つの事業の機能を果たすことが期待されています。

また、新規に着手する事業として、保育所等訪問支援事業、児童発達支援における給食サービスの

提供、一般相談事業があり、見直し・拡充等の事業としては、関係支援事業、地域支援研修がござい

まして、今後、個別療育事業については、民間事業者や他の事業との役割整理を検討していくとのこ

とでした。センター移行後は、運営方針を、センター利用時のみならず、地域で支援を必要としてい

るすべての子ども、すべての関係者・機関に対する支援とするとの報告がございました。

３つ目の青少年サポート事業の概要でございます。10 月１日より青少年サポート事業が始まりま

した。事業の詳細について、事務局より説明がありました。本日皆様にもパンフレットをお配りして

おりますので、ご覧ください。この、そらいろルームというパンフレットが、それでございます。ま

た事業実施後の利用状況などにつきましては、こども部会で報告をいただく予定となっております。

４つ目は、障がい者福祉計画の策定についてですが、この前半で行われましたけれども。12 月の

パブリックコメント前、最後のこども部会ということで、障がい者福祉計画について第１編、２編と

もに委員の皆さんから、たくさんのご意見をいただきました。

その他として、発達支援セミナーについて小田委員より説明がございました。また、８月７日に実

施した２、３年目教員研修の報告が事務局よりございまして、２、３年目教員の出席者数と、その感

想の紹介がございました。以上でございます。

下田会長：はい。ありがとうございました。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。それでは、９月 17 日に開催いたしました、第２回相談支援部会の報告をいたします。議

題１のサービス等利用計画の進捗状況について、障がい福祉課と事務局による報告がありました。

計画相談の達成率が８月末の時点で、福祉サービス支給決定者では、セルフプラン４件を含めて

63.2 パーセント。障害児通所支援支給決定者が、セルフプラン２件を含めて 41.5 パーセントになっ

たと報告がありました。これは５月末のそれぞれ 47.6 パーセント、35.7 パーセントだったことと比

べまして、上昇率が伸びているというのがうかがわれます。

また、本年２月に厚労省より出された、計画相談等の完全実施に向けた体制整備の加速化に則して、

浦安市の実施にあたっての取り扱いについての説明と、計画相談事業所一覧の提出がありました。そ

の中では、新規事業所として２か所増えて、９事業所であったという報告がありました。これについ

て、第１回相談支援部会であげられた事業所によって、利用申し込みや集中や偏りがあるといった問

題点についての対策として、動向を見ていきたいと思っております。また、サービス等利用計画の実

態調査の結果についてと、人件費補助の申し込みが３名から５名になったという報告もありました。

次に、４月４日に 26 名参加で開催された第１回相談支援実務者会議について、受け入れについて

の各事業所に現状を確認したところ、断っているが２か所、予約待ちが１か所、受け入れ可が４か所

であったこと。また、作成に２、３日から１週間かかり、自宅訪問や調整会議、見学、同行で時間に

かかる等の実態や、相談支援部会で提案された、基幹による業務のスーパーバイズについては、特に

意見が出なかったと報告がありました。

議題３の障がい者福祉計画の策定について事務局から説明があり、委員からは「どこに向かって相
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談支援の充実を図るのかわかりづらい」とか、「意思疎通支援事業の内容を具体的に書いたほうがよ

い」というような意見が寄せられました。

議題４のサービス利用計画の評価については非公開のため、ここでは内容を報告できませんが、評

価が相談員の悩みや不全感のフォローにつながる意義があるという意見が出、また、それに関連して、

市川市の相談支援部会が設置しているグループスーパーバイズについての情報提供がありました。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（俊）副会長：自分が発表する前に、なんでありますが。部会報告は、次から事務局が、要点ぐらいの

資料を用意してくれると助かります。

１つ目。この地域生活支援部会では、昨年から、グループホームを含んだ地域生活支援拠点をつく

ってほしいという要望書を、下田会長と松崎市長に出そう、と議論をしてきましたが、最終的になか

なか意見の調整が見えず、すでに先ほどの福祉計画にこの地域生活支援拠点を整備するということが

載ってしまいまして。とても恥ずかしい話で、今さら会長と市長に出してもどうなのか、という思い

はありますが、これについては意見集約をして、委員会としても、一応提言しようということで、ま

とめたいと思っています。

２つ目。障がい者福祉計画の策定については、先ほどのような進捗状況と、地域生活支援部会で検

討してほしいことがあって、皆さんで、数値目標等を中心に話し合われました。

３つ目。人材不足、ヘルパーの処遇改善等について。ヘルパーが少ないという現実をみんなで確認

し合って、なんとか解消するためにどうしたらいいだろうかと議論をしました。１つはアンケートを

１回やってみようかということで、アンケートの案を全員で検討して、アンケートをつくって、27

事業所に発送して、回収率が 63%となっています。次の地域支援部会で分析をおこなって、どうす

ればヘルパーの不足の解消になるかということを議論していこうということになっています。

ここで、勉強のために、事務局から、ヘルパーが不足すると一体どうなるのかっていうふうなこと

の問題提起をするための資料を出してもらいました。小さい頃から、最近は日中一時支援事業とか、

放課後デイとか、人を集めてケアするような事業が大変多くなっている現状があり、数年前までの、

パーソナルケアというような一人一人についたケア、小さい頃からのケアがどんどんどんどん薄くな

っていて、ヘルパーも不足している。18 歳になって個別ケアの必要性が急に出てきてヘルパーさん

をつけるとなったときに、果たしてそういったニーズに対応できるんだろうかっていう大変大きな社

会テーマを、事務局のほうから投げかけまして、一同勉強になりました。

４つ目として、個別事例で、実際にサービスの受けられない時間帯。土曜、夕方、日曜日、夜間、

早朝ですとか。こういったことが不足しているっていう実態の個別事例を確認してもらって、ヘルパ

ーの対処をなんとかしてこうという会議でございました。以上でございます。

下田会長：ありがとうございました。それでは、先ほどお話し申し上げましたように、質疑応答をおこなっ

ていきたいと思います。何かご質問、ご意見ございますでしょうか。

副会長おっしゃったように、質問するのにポイントがわかりやすくなるように、次回から資料を用

意するようにしたいと思います。はい、何かございますでしょうか。

藤崎委員：私も相談の管理者なんですけども。私どもも、もういっぱいということで、63.3 パーセントで

したっけ。

白川委員： 63.2 パーセントです。

藤崎委員：今後の見込みというのは、市に聞くべきなのか、どうするのかなということがあるんですけども。
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白川委員：じゃあ、事業課で、お答えしていただいたほうが、見通しとしてはわかりやすいのかなと思いま

すので。

事務局：８月末で 63.2 パーセント。本年度末で 100 パーセントを目指してるということなんですが。補助

金を創設いたしまして、相談員の人件費として、１事業者あたり 40 名分の計画の作成を基準に、月

10 万円の補助金、年間で言うと 120 万円の補助金を創設しまして、100 パーセントを目指しており

ます。具体的な方向性を示せなくて申し訳ないんですが、次の相談支援部会までには、最新の現状の

報告と、これからどうやって 100 パーセントを達成しようかという、対策を出していきたいと思い

ますので、今しばらくお時間を頂戴したいと思います。申し訳ありません。国からも今後実際の動向

を見ながら、何かしら方針が出てくると思います。そのあたりも待っているところもあるので、現状

としては 100％を目指すというところで動いています。

藤崎委員：おそらくそういうことになるんだと思うんですが、浦安は地域の中でも、達成率が結構高いほう

なんですよね。おそらく皆さん、それを待ってるのかもしれないけども、やっぱり姿勢として。なん

でそんなこと言うかっていうと、私ども１人 40 件超しちゃってるものですから、お断りをしなきゃ

いけない。どこ行けばいいんだって当然言われるんですよ。ところが私どもも、ここへ行ってくださ

いって当然言えませんので、一覧をお渡しして、市ともお話をさしていただいて、こちらで受けてい

ただけると思いますってお話をしてるっていうのが現状なんですね。その辺をもうちょっと明確にし

てあげないと難しいかなと思うんですよね。

おそらく、皆さんも想像の通りに、国からなんらかの措置が出るだろうと思ってるのかもしれませ

んけども、やっぱり利用者の不安っていうのは、それでは解決しないと思うんですよね。やっぱり皆

さん計画をつくってくださいってお話をしてる以上、今の 10 万円で努力してますと言ったって、そ

れは納得はしてもらえないんじゃないかなっていうところあったもんですから、ちょっとお話聞きた

いって言ったんですけど。

白川委員：１回目の相談支援部会から、そこのところはいろいろ論点が出てまして、話はありました。それ

で今回のところでは、上昇率が順調にアップしてるいう状況を見ながら、１回目の相談支援部会のと

ころで、今の人件費の補助という形の部分でスタートしたばかりなので、そこがどこまで増えるのか

ということを見ながら、進捗状況を見ながら対応を図ると。

その対応は何かと言いますと、ある程度、補助費の分があった部分があるんですけど、そこの部分

の人数が、５月のときには確か３人だったのが、こないだは５人になっており、そこが増えるという

ことを見越して達成ができるという考えではあったんですけれども。そこの応募者が少なかった場合

には、公的な機関での部分と、それから新しく増えた民間の事業所に、振り分けるという、そこの振

り分けのところを、具体的に手直ししなきゃいけないとかっていうような、市のほうからの意見は出

てました。そこの人数がいくら、どのくらい増えてという所の部分で、今のところは大丈夫なのかな

というような、市の感覚としては、あるんではないのかなと。このままいけば、なんとか達成できる

のかなっていうような感触は、この間やっていましたけれども。

西田（良）委員：基幹の西田です。今、白川委員がおっしゃったことはその通りなんですけれども、たぶん、

実務者会議や相談支援部会の、実務者会議のほうで話をして、リアルな話を聞いていくと、各事業所

が、まだ計画が立てられるか立てられないかという話を聞いているんですね。そうすると、まだ、余

裕がありますという事業所が、ほとんどなんですよ。

西田（俊）副会長：ほとんどなんですか。

西田（良）委員：ほとんど、まだ余裕があります。もう無理ですって言った事業所って、本当に少なくて。

新しい事業所さんも出てきてるという状況があるということと、今、藤崎委員がおっしゃった、いっ
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ぱいだから断るときどうするかというときでは、基幹相談も、一応、上限 30 件という縛りをかけら

れているので、それを越えちゃう、もうとっくに越えてるんですけど、越えるときには、一度障がい

福祉課に戻してくださいというふうになっていて、そこから、振り分けていくっていうふうなルール

で言われています。今空いているところがどこかというの、リアルベースというのは、私たち、すぐ

はわからないじゃないですか。障がい福祉課さんのところに、リアルタイムの情報があるから、そこ

で振り分けていただくというような形になっていますので。

でも、ちなみに、９月１日現在の新規受け入れ状況が、すごく受け入れ不可な事業者が増えていて、

でも、10 名以上受け入れ可能とかいうところが２か所あるので、日々変わっている状況があるとい

うことで、そこの問題感というのは、みんなあるのかなと思いまうす。

下田会長：じゃあ坂本委員お願いいたします。

坂本委員：すみません、ソーシャルサポートセンターの坂本です。今、西田さんのご覧になってる相談事業

所の一覧の中では、市内の事業所だけしかないんですけど。実際に、うちのサンワークの市川のほう

の事業所として、相談で、浦安までかかってもらってる人もいますし、あとそのほかにも、実務者会

議でも、市川のほうの事業所さんで、浦安のケースを持ってくださっているとこなんかもいらしてく

れてたりしているので、動けるところは、まだ頑張ってくれているとは思います。

これは余談ですけど、９月の半ばに、県の総合支援協の相談部会がありまして、そこでも県内、各

市町村の進捗状況っていう報告があったんですけど、具体的な数字は持ってこれなかったので、ちょ

っと忘れてしまったんですが。浦安市においては、全県の中で、若干上回るかなぐらいのパーセンテ

ージできてます。本当にもう、全然進んでいないところは、もうこれ絶望的だよなっていうぐらいの

数字しか上がってきてない市町村もあったりするので、そういうところは本当にどうするんだろうか

なと思ってはいたんですけど。ただ、実務者レベルの中では、本当になんとかしなきゃいけないよね。

どうしていこうか、ということを、基幹さん中心に、そういった話を組んでいただいているので。本

当できるところから、やっていかざるを得ない現状ではあるけど、でも数字見ると、なんとかできる

のかな、なんていうふうに坂本は楽観的に考えているような状況です。

新宅委員：健康福祉部長新宅です。相談支援については担当が障がい福祉課で、この会議にはおりませんの

で、私戻って、そのあたりの状況を確認させてもらって、また、なんらかの形でご案内したいと思い

ます。

下田会長：はい。ということで、障がい福祉課で確認をして、再度ご提示申し上げるということでございま

すので、今日は、こういった議論をまず、あったということに、おさえておきたいと思います。はい。

それではほかにございますでしょうか。

内村委員：フレンズの内村です。以前から出てたと思うんですけど、就労に関しての合同面接会。事業課さ

んのほうに聞きたいんですけど、もう 10 月なので、年内にやれるとまたよかったかなと思うんです

けど、以前やったときに結構反応がありましたので、来年でも、もし、計画が立てられるんでしたら、

合同面接会をもう一度やりたいなという希望があるので、そこを考えていただけるかどうか。そうす

ると、職員もそうですけど、ヘルパーさんなんかも確保できるのではないかと思うんですけど。

下田会長：これについては、時期等を見計らいながら、実施の検討を考えていきたいと思います。ほかに、

ございますでしょうか。

森嶋委員：相談事業所に対する質問ではないんですけど、計画相談という事業に対する質問なんですけど。

もともと平成 26 年の２月 27 日に、計画相談支援と障害児相談支援の体制整備を進めるにあたって

の基本的な考え方について、という文書が、厚生労働省から、都道府県とか市町村とかに出てきてま

す。その中に、体制整備を進めるために、ということで、ある意味、突貫で相談事業所が立ちあがっ
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て計画相談というものを立てますっていう文言いったときに、サービスの均一化ということと、サー

ビスの、公平性とか中立性の担保とかっていうことを考えたときに、市町村の役割ということで、基

幹相談支援センター等を通じて検証・実施しなさい。人材育成や、相談支援事業所などからの困難事

例等に関する相談にものりなさい。計画相談の均一化を図りなさいってことが書かれてるんですが、

確か浦安市は基幹相談さんがスキルアップに類する研修をやってくれてると思うんですが。少なくと

も市内の事業所は、そこにはすべて参加していただいているのかどうかというのが、ちょっと気にな

るんですが。

そもそも、話は少し、戻りますけど。すべての利用者に対して計画相談が行われることを原則とし

た趣旨だっていうことの文書が最初に書かれていて、市町村は、何月の時点でっていう、今年のその

期限の終わりまでのところをいくつかに区切って、この時期にこれだけの人数の計画相談が必要です

っていうことを、相談の事業者、自立支援協議会、各事業所に対して周知をすることで、連携をしな

さい、ということが書かれているので。数字については、頻回に細かく、少なくとも相談事業所だっ

たり、障害福祉サービスをおこなってる事業所に対しては、周知していただいたほうが、市が連携し

て、この計画相談を期限までに全員分きちんと計画を立てるというふうなことにつながることになる

と思うので、そこはお願いしたいかなと思って発言させていただきました。

西田（俊）副会長：西田でございます。１つは、事業所の皆さんに聞きたいんですけど、今年度頑張って市

から補助金いただいて計画つくって、１回やったら１万 7000 円、モニタリング１万 3000 円ってい

う事業を繰り返して。これが終わったあとというのは、何人かの人間は新しい計画相談に来るんでし

ょうけど、基本的にはモニタリングになるわけですよね。そのあとは相談支援事業所として、採算が

合うのかどうか。

これはやっぱり、ここで打ち合わせでもして、来年以降の、相談事業所の育成とか、補助金みたい

のを視野に入れないと、本当に 10 万円くれますよと言っても、１人の人を本当に雇用できるのかと。

これはやっぱり結構しんどくて、言葉悪いですけど、市からそういう事業でお金もらってると、これ

は人件費配置ができてるからいいけども、これを国からの給付金だけの事業だけでは、もともととて

もやってける事業ではないと私は常々訴えていて。これは今のところ 10 万円もらって、計画相談が

あるから１万 7000 円もらって、モニタリングをやってるから、国からも大体月、頑張ってる事業所

は 10 万円か 15 万円来ると。で、合算して 25 万円で、なんとか給料払ってるみたいな構図じゃない

かなと思っていて。来年は、全部これ、モニタリングに変わったら、果たして皆さんは、この事業を

やっていくんだろうかっていうことが、とても私は危惧してるところです。

この際、その辺もざっくばらんに話しておかないと。あの、六百何十件目標いったからといって、

来年以降のことをちょっと、危惧していて。部長もいるから、この際、皆さんしっかり言ったほうが

よろしいんじゃないかなと思うわけですが。余談でありますが。

下田会長：はい。という、問題提起といいますか、これも含めて、ちょっといろいろとご意見を足していた

だければと思います。はい。小田委員、どうぞお願いいたします。

小田委員：はい。NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。うちは、相談支援事業をやって、２人、

関わってて、まだ 30 人ぐらいですかね。子どもだけやっています。始めたのは２年ぐらい前からな

んですけども、西田さんがそういうこと言ってくれたんで、ぶっちゃけた話をしちゃうと、うちのス

タッフには、できるだけ取るなという話はせざるを得なく、それは事業的にですね。この１年はいい

けども、来年以降はあまり増やしたくないっていう経営側の意思を、まず伝えてます。理由は、全然

採算が合わないからです。

それでもやっているのは、本当に、浦安市でこの事業をしている責任というか、もう３年ぐらい前
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橋野さんから、顔を見るたびに相談支援、相談支援って、ずっと言われてきて、この事業やらしても

らってる一員としては、「待ってください」は通用しないなっていうことで始めたけれども、できた

ての小さい NPO なんで、できる範囲が限られてるので、できる範囲で精一杯。でも、身分不相応の

ものを受けちゃうと、本当、法人全体が傾いてしまうので、そこはできるだけ、最低限の責任は果た

すようにと、現場のスタッフには言ってるっていうのが正直なところです。

西田（俊）副会長：そういう話をしないとね、本当駄目だと思うんです。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。ほかにという聞き方もおかしいんですけど、はい、西田

委員お願いいたします。

西田（良）委員：すいません、基幹の西田です。基幹なので発言させていただきます。正直、実務者会議と

かで話をしていると、現場の相談員さんたちは、すごくばらつきがあるんです。基幹の場合は相談員

５人の予算をいただいていて、計画相談立てた分は、その分で人をもうちょっと加配しなさい、とい

う制度設計になっているんですけど。正直言うと、計画相談と基本相談って切り離せないわけです。

計画相談が立つってことは、基本的な相談を受けて、そこから計画を立てていくので、基幹がやって

る計画相談は、相当きちっと丁寧に、いろんな目を入れてつくってるんです。

でも、とにかく数をこなさなきゃいけないから、本当に家庭訪問してないとか、あとはサービス担

当者会議をやっていないとかっていうことも、ぶっちゃけ話の中では、やっぱり正直出てくることが

あって。きっとそうしないと、数として回せないっていう現状があるんだろうなっていうふうに思っ

ていて。それを次の実務者会議とかでも、それがいいとか悪いとかではなくて、きちっとどうやって

やってったらいいんだろうねっていうところも含めて、話をしていかなきゃいけないのかなっていう

段階です。

私たちは予算があってやっている事業所なので、偉そうなことは言えないんですけれども。質と量

を両方とも、捨てないできちっとやっていくには、おっしゃる通り単価の問題というのはすごく大き

いですし、それは国もそう思ってるんだろうけれども。市町村に投げられているっていう中では、何

か仕組みを考えたりしていかないと、結局、計画相談がきちっと立たないと、サービスや支援の内容

がきちっと確立しないっていうことで、それこそ権利侵害だったり、虐待だったりっていうこととも、

つながってっちゃう話なので、すごく危ういことではあって。これは、よくよくいろんな角度から議

論を進めることと、やっぱり財源はきちっとつけていくってことは必要なんじゃないかなっていうふ

うに、現場としては思いました。

下田会長：はい、ありがとうございました。

西田（俊）副会長：もう１回だけよろしいですか。すいません。今の、実務者会議でそういうことを検証す

るっていうことは大賛成なんだけど、これは、実は経営とね、やっぱりその職員の違いっていうのが

あって。実務者会議で勉強をやって、こうあるべきよってのは、みんな「うん」と納得して燃えて帰

ってくるんですよね。そうすると、小田さんや私のような経営者は、ちょっと待てと。確かにそうい

うけど、あなたたちがずっと動いて、本当に難易度の高いケース会議を何人もやらなきゃいけないケ

ース会議をあなたが仕切ったら、全部そこに取られちゃうだろうと。それで、１週間２週間動いて１

万 7000 円しか稼がないんだよと。このブレーキ踏むしんどさってあるわけです。これはやっぱり、

経営者と実務者のすごいギャップで、学んでくれば学んでくるほど、結構経営者というのは、受け止

めるととてもしんどい場面に追いやられる。同時に、部下もやる気をなくしちゃう。ここはやっぱり、

現場として、小田さん言ってくれたから、あえて言うと、そうだよね。これ結構しんどい、燃えて帰

ってこられちゃうと。もう、水かけるわけだから。

その辺は、今、西田委員がおっしゃったように、制度設計して、本当に計画相談するところについ
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ては、必ず年間何人しなさいっていう縛りをつけて、その代わり人件費はしっかりつけますみたいな

ことをやって、相談事業所育成しないと、これおそらく、小田さんのようなところ、私のようなとこ

ろが来年以降は出てくる、予想されるっていうことは、意見のバランスとして言っておきたいなみた

いなことがあります。

下田会長：はい、ありがとうございました。では、よろしいでしょうか。ここの議事次第にあるのは、議題

としてはこれで終わりになるんですが、西田副会長から、ご提案というか、ご提議がございます。

西田（俊）副会長：自立支援協議会なんで、お話したほうがいいと思ってお話しさせてもらうんですけど。

先ほどここのうちの大半が、福祉策定委員会に参加されていて、教育問題のところで、表現の問題が

あって。教育委員会さんもご検討いただけるって話ですが。やっぱり文言によって、保護者や本人が、

すごく不安がっている、就学にあたってはっていうところで、運営であるとか、施設等考慮して、本

人と保護者の意見は尊重するけれども、最後は教育委員会が指定しますよっていう文言があってです

ね。これは、医療的ケアをなんとか地域の学校で受けながら、普通学校に行きたいという保護者の、

本人の意見があって。これやっぱり、この教育施策を見ると、最後は教育委員会がこうやって、施設

が駄目だよとか、運営の方法に入ってないから駄目だよといって、「あんた、どこどこに行きなさい」

っていうことを言われるんじゃないかって、大変危惧感を持っている。

これは、どう受け止めるかは、やっぱり浦安の大きな方針であってですね。そこは、僕は基本的に

は、我々が知恵と工夫をして、設備だったらちゃんと整えてあげてですね、運営だったら知恵を絞っ

て受け入れるってことが、基本的にはこの自立支援協議会の精神ではないだろうかと実は思っていて。

そのときに、その表現がすごく、保護者や本人に与えるインパクトが強いっていうことを、自立支援

協議会の場なので特に、お伝えしています。まあ、皆さんがそこでいろんなご意見あるならば、意見

を交わしても構わないと思うけども。その辺は、十分ご配慮いただいて。精神ももちろんそうであり

ますから、精神と言葉についてはご返答いただきたいっていうことを、重ねてお願いしたいと思いま

す。

下田会長：これについて何か、ございますでしょうか。はい、森嶋委員、お願いします。

森嶋委員：平成 25 年９月に、国が、障害者の基本計画っていうのを出してるんですけど。この中の、教育

の部分のところとは、保護者と当人の合意形成を大原則としますと書かれてるので、本人たちが納得

するかしないか、要するに選択権は本人と保護者にあるんですよってことが、これ、明確に書かれて

るので。それを普通に、国の法律にのっとって、文言は変えられるのであれば変えるというよりかは、

昔はその文言が浦安市にも入ってたので、その文言に戻すっていうのがいいような気がするってこと

を、意見として言わせていただきました。

下田会長：はい。その意見を踏まえまして、計画のほうにはですね、文言を十分、留意しながら、国の法律、

あるいは今日出た自立支援協議会でのご意見を踏まえて、文言の修正等を図りたいと思いますし、今

後、教育委員会とのすり合わせも十分おこなっていきたいと考えます。ありがとうございます。はい。

西田委員お願いします。

西田（良）委員：基幹の西田です。今の森嶋委員の言ってることは、合意形成って言葉に置き換えろって言

ってるんですか。

森嶋委員：違います。

西田（良）委員：だったらいいんですけど。やっぱ合意形成って言葉は、この先ほどの叩き台にもちゃんと

書かれていたんだけれども、違うんだったらいいんですけど、教育施策の中に、浦安がうたっていた

のは、選択権が誰にあるかっていうところだったので、私としては、そこをきちっと明確にして、そ

れに向けて合意、合意形成をしていくってことかなって思います。
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それと、今は教育の話をしていますけれども、たぶんもっと手前の保育園とか幼稚園とか、そうい

うところの年代の子どもたちの問題が当然、同時多発的に出てくると思うんですね。先日それこそ岩

手県のそういう障がいの重い人たちのところの集まりに行ったんですけれども、本当にもう、何十年

前と違って、医療的なケアをしてる人がすごく多いですよね。すごい早く、段階から胃ろうをあけた

りとか、経管入れたりとかっていうので。たぶん幼稚園とか保育園に普通に通いたいって言われたと

きに、そこのケアをどうするのかなっていうふうに思いました。

確かに今は、児童発達の通所施設があるので、みんなそこに行きなさいって話になっちゃうのかも

しれないんですけど。東松山市では、本当に昔から、幼稚園も保育園も、それから学校も、医療的な

ケアを受け入れてきてたんですね。だから逆に、今の児童発達とかを見ちゃうと、結局、障がいのあ

る子たちだけが集められちゃって、医療的なケアの子は医療的なケアの通所施設でしか通えないって

いうのも、昔より逆行してるよねみたいな話が、この前あって。確かにいろんな場所で、子どもたち

が育っていけるような環境を最低限つくり、それを選んでもらうっていうことがすごく重要なんじゃ

ないかなっていうふうに、私もすごく思っています。

下田会長：はい。どうもご意見ありがとうございます。今いただいたご意見も踏まえてですね、事務局のほ

うからちょっと、ありますか。はい。

事務局：今のご意見を踏まえまして、事務局から一点報告させていただきます。小中学校や、保育園、幼稚

園における医療的ケアにつきましては、その実施方針を検討すべく、今、浦安市学校等における医療

的ケア検討委員会の設置を、予定しております。現在要綱を整備してるところですので、こちらの整

備が終わり次第、正式に報告できるかと思いますので、よろしくお願いします。なので、今、実施方

針について検討する組織、検討委員会を設置してるところです。現在のところ、それしか報告が出な

くて申し訳ないんですが。

下田会長：はい。そういったことも含めて、もうちょっと、次回のところで、総括的にと言いますか、叩き

台を提案させていただきます。

白川委員：実は、この会の前にサブリーダーの坂本さんとちょっと話をしてたんですね。来年度の相談支援

部会のお話なんかをしてたんですけど。昨年と今年というのは、ある意味、サービス利用計画等の、

そこの達成とか評価とかっていうことにほとんどの時間が費やされていたんです。

そこのところだけで今やってきてはいるけれども、いろんな課題というのは見えてきてるところが

あるんですね。それはモニタリングという、制度的な問題もありますし、それから補助金を出したは

いいけれども、来年以降本当にどうするのかというような。そこをどうやって、相談支援の充実とい

うところの部分につなげて。せっかく手をあげてくれた事業所さんやなんか、新しくできた事業所さ

んやなんかも継続して、今後ともなんかやっていけるような、なんか仕組みというのはつくらなきゃ

いけないねって。これが、来年度の大きな柱になるんだろうねっていうようなことは、サブリーダー

とは、さっき話はしてたんです。

だけれども、今日、皆さんからお話を聞いたところで、来年度からで始めたら、これ遅いのかなと

かって思いながらいたんですけれども。皆さんから意見いただいて、相談支援部会の中でもいろいろ

と話をしてかなきゃ、今後話を進めていかなきゃいけないことなのかなということを、改めて今、心

に秘めたところです。宣言してどうなるのかということなんですけれども。相談支援部会でも、なん

らかの、そのことについて話し合わなければいけないことではないか。ただ相談支援部会だけで何か

決めるんじゃなくて、やっぱりこの自立支援協議会全体の場で、皆さんからの、そういう方針なりな

んなりを出していただければ、またうれしいかと思います。

森嶋委員：先ほど、発言さしていただいた、国からの２月 27 日の文書の中に、都道府県の役割と市町村の
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役割、責務等とか書かれてあって、都道府県は、県内全域でどれだけの計画相談とか、その数が実数

として発生する。だから、それだけ各市町村に相談支援専門員が必要であるっていうことを想定して、

相談支援専門員の養成のための研修を行いなさいということが通達で出ています。

市町村に対しては、先ほども同様のことを発言させていただきましたが。たとえば半年後、１年後

に、どの程度の件数が見込まれるかの情報を、適切に事業所側に提供した上で、管内とか近隣の事業

所に対して、特定相談支援事業所等の開設の働きかけを行いなさいと言われているので、行政から、

ある意味働きかけがあって、相談支援事業所立ちました。でも、具体的な、来年度どうなるんだって

いう数をちゃんとお示しいただかないと、結局、将来的な業務計画を事業所側が立てられない。それ

を立てられる環境をつくることが、極めて重要であるということが書かれてるので、申し訳ありませ

んが、その極めて重要な情報を、できれば、正確な数字をいただければなと思ったので、発言させて

いただきました。

新宅委員：承りました。

下田会長：これは、障がい福祉課の所管ということですので、今、新宅部長のほうから承りましたといただ

きましたので、よろしくお願いいたします。

ということで、特に相談支援部会のことを巡ってですね、いろいろとご意見等をちょっと拝聴しま

した。今後、相談支援部会では、今出たような、今後の見通しを踏まえての相談支援のあり方とか、

補助金がもしなくなったときの今後の相談支援のあり方とかですね、そういったところをちょっと議

論して、報告していただき、この協議会でまた再び議論するというようなことになってくるのかなと

いうふうに、ちょっと感じるんですが。それで、そういう形でちょっと、今後進めていきたいと思い

ますが、それに関係して何か、もう少しご意見がございましたら承りたいと思いますが。はい、よろ

しいでしょうか。

それでは、ちょっと各部会、特に今日は、相談支援部会の計画相談、あるいは基幹相談の話が中心

に出てまいりましたが、この点、相談支援部会を中心に議論を深めていただきながら、自立支援協議

会にも持ってきていただいて、また、議論を深めていくということでしていきたいと思いますし。そ

れ以外の各部会についても、それぞれ、こども部会、地域支援、生活支援部会、そして、権利擁護部

会ございますので、部会報告をしながら、それを、情報共有して、今後の発展に結び付けていきたい

というふうに考えます。よろしくお願いいたします。

それでは、もし何か途中でございましたら手をあげていただいて、提言していただければと思うん

ですが。その他の報告のところでですね、議題２の資料ございますが、こちらを中心に重要事項が若

干ございますので、事務局のほうからご説明をお願いして、議論をお願いしたいと思います。では、

よろしくお願いいたします。

事務局：では、議題２について事務局から報告いたします。報告事項５つございます。先ほどの福祉計画策

定員会でも少し述べたところもありますけれど、改めて報告いたします。

まず１番目、新庁舎建設に係る意見交換会でございますが、28 年度の竣工に向けまして、ただい

ま、設計作業と工事が進んでおります。こちらの新庁舎建設につきましては、ユニバーサルデザイン

に配慮した設計を念頭に置いておりますので、10 月を皮切りに、大体３回、障がい者団体の代表の

方などをお招きして、意見交換会を開催したいと考えております。こちらは、庁舎建設課、あと施工

業者、コンサルタント担当業者、また、障がい事業課と障がい福祉課が参加いたしまして、皆様から

庁舎建設に関する意見を頂戴してまいります。初回の日程は、10 月 28 日と決定しておりまして、こ

れから、各団体の代表の皆様に出席のお願いをする予定でございます。

２番目に福祉避難所の協定について。こちらも、先ほどの福祉計画の策定で少し触れさしていただ
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いたんですが、今回、９月 17 日に民間の事業所の方と協定を結びまして、要援護者を対象とする、

福祉避難所の充実を図るということで、法的な福祉避難所だけでなく、民間の事業者が開設・運営す

る福祉避難所を設置しました。また、在宅の要援護者宅へのヘルパーの派遣、福祉用具の供給ルート

確保、と３つの分野にわけまして、協定を締結いたしました。

まず災害時における要援護者の介護支援に関する協定。こちらは、18 法人の方に協力いただいて

おります。２番目に、災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定。こちらは障害福祉サービ

ス事業所 10 法人、高齢者福祉施設４法人、こちらと協定結んでおります。また、福祉用具の供給に

関する協定、こちら１法人と協定を結びました。今後も随時、協力していただける事業所の方を募集

して、福祉避難所や介護支援体制について確保していきたいと考えております。

次に、３番目といたしまして、障害者差別解消法に係るモデル事業。こちらですけれど、今年、差

別解消のモデル事業として、岩手県、さいたま市、京都府、そして、千葉県と浦安市が合同でモデル

事業を実施しております。こちらは、差別解消法に係る支援体制の構築ということで、協議会を設置

することとなりまして、その機能を、現在、虐待防止に関する協議会をおこなっている「浦安市の高

齢者・障がい者等における虐待防止対策協議会」が差別解消法に係る体制について検討する協議会を

兼ねるということになりました。

また、それとは別に、障がい事業課、また、千葉県の相談窓口、また、厚生労働省の担当の方で編

成されるワーキンググループを編成いたしまして、現在、差別の事例や、合理的配慮の事例の収集に

あたっております。前回のワーキンググループにおきましては、前回の自立支援協議会でも、権利擁

護部会の報告事項として報告させていただきました、下田会長が所属してらっしゃいます明海大学、

あと、大塚委員の所属してらっしゃいます株式会社オリエンタルランド様の先進的な取り組みについ

て報告させていただきました。また、権利擁護部会の、市川健康福祉センターに所属してらっしゃる

山田委員からは、千葉県の相談事例などの報告をしていただきました。今後、ワーキンググループで

の検討内容、あと、協議会での検討内容を集めまして、来年の１月に中間報告会を実施する予定でご

ざいます。

４番目に東野地区の再整備について。先ほどの福祉計画でも少しだけ触れたんですが、現在の状況

としましては、震災のため凍結しておりましたシビックセンター東野地区に、整備、集積する機能の

検討が再開しました。まだ、再開しましたというレベルの報告しかできなくて申し訳ないんですけれ

ど、凍結していたプロジェクトを再開いたしましたので報告いたします。進捗状況につきましては、

随時自立支援協議会などで報告していきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

５番目に、障害者優先調達法の推進について。まず、25 年度の実績についてですが、合計 360 万

円ほどになりまして、当初の目標値 250 万円を大きく上回る達成率、145％達成いたしました。これ

を受けまして 26 年度の物品等調達方針。市役所が発注する物品購入、あと、業務委託などの目標値。

例年ですと、金額を設定していたんですけれど、26 年度以降は、目標値を前年度実績を上回る額に

しよう、ということになりました。なので、26 年度は、25 年度のこの 360 万を超える発注を目指し

ております。

また、こちらの実績については、随時ホームページなどでも情報を公開していく予定になっており

ます。こちらの目標値についてですが、こちらは、就労支援ネットワークのご意見を反映さしていた

だきまして、目標値に設定させていただきました。

また、就労支援ネットワークの意見を反映したもう１つの事業として、カタログの作成がございま

す。今日サンプルとして皆様にお届けした、本当にサンプルなんですけれど。事業所の紹介、製品の

写真や値段、あと、商品の説明や販売所マップなどを掲載いたしましたカタログを今、作成しており
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ます。現在校正作業に入っておりまして、校正が終了次第、今年度中に発行する予定です。

簡単ですが、報告事項は以上となります。また、この場をお借りしまして、今後の自立支援協議会

の予定ですが、自立支援協議会、平成 25 年度、26 年度の２年任期となっておりまして、来年また、

再編成いたします。それにあたりまして、次回から、次期平成 27 年度、28 年度の委員の方の選考に

関することや、協議会と部会の構成に関すること、取り上げる議題などについて、順次、皆様にご意

見をうかがう予定となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。報告は以上です。

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

でしょうか。先ほど、内村委員のほうから、こちらのほうで。

内村委員：フレンズの内村です。就労支援ネットワーク会議での検討で、これ市民への周知となっているん

ですけど、これを置く場所というのはある程度決めているのか。公民館だ出張所なり置かれるのか。

それはまだこれからの検討の段階なのか、そのあたりある程度、写真等入ったパンフレットをおつく

りになるのかどうか。

下田会長：これは、サンプルですので、まだ、写真が入ってなかったりしています。事務局いかがですか。

事務局：事務局より報告いたします。こちらサンプルですので、実際の仕上がりは美しいものになるかと思

います。また、設置場所ですけれど、通常、市関係のパンフレットですと、庁内の窓口はもとより、

駅前行政サービスセンター、あと公民館、図書館、公共施設などが主な設置場所になるかと思います。

より多くの市民の方に手に取っていただきたいと思いますので、一般の事業所、民間の方にも協力を

仰ぎたいと考えております。また、詳しい設置場所決まりましたら周知してまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

下田会長：はい、よろしいでしょうか。では、先ほどの、一から踏まえまして、新庁舎建設に係る意見交換

会というところから、福祉避難所の協定、障害者差別解消法に係るモデル事業について、東野地区の

再整備について、障害者優先調達法の推進について等、全般を通してご質問、ご意見をお受けしたい

と思います。何かございますでしょうか。はい、西田委員お願いいたします。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。まず１つ目の新庁舎建設に係る意見交換会は、当事者部会の人たち

入るんですかっていうことが１つの質問です。それと、３番の解消法のモデル事業の、今ワーキング

グループで情報収集してるっていうことでしたけど、その収集方法を教えてください。

下田会長：はい、ありがとうございました。では、こちら事務局のほうからお答えいただければと思います。

事務局：では１番の意見交換会について。こちらについては今、庁舎建設課と協議しております。時期的に

今年度中に行いたいってこともあり、公募となりますと幅広くなってしまうということもありまして、

今回は普段ヒアリングなどでも協力していただいておりますので、障がい者団体に所属してらっしゃ

る方を中心にご意見をうかがいたいと考えております。また、この意見交換会以外でも、自立支援協

議会や、本人部会などでも、別途意見をうかがう機会を設けたいと考えておりますので、そちらでご

協力いただきたいと思っております。

すみません、もう１個。差別解消法に関するモデル事業について、意見の収集なんですけれど。こ

ちらの自立支援協議会、主に権利擁護部会や本人部会で出た意見、また、実施しているアンケート、

あと団体ヒアリングなどの結果などを持ち寄っております。あと、他市の事例などについても取り寄

せております。

西田（良）委員：それに関してなんですけど、新庁舎の意見交換会については、やっぱり自立支援協議会の

意見もちゃんと聞いてもらったほうがいいかなと思ったので、本人部会に、正式に、ヒアリングをし

たっていうことはあったほうがいいかなと思いました。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。
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西田（俊）副会長：僕も同じ意見です。これやっぱり、障がい者団体に聞くのは別に反対でもなんでもなく

て、これ自立支援協議会の本人部会っていう部会があるわけだから、そこはやっぱり要望してもらっ

たほうが、僕はいいような気がします。ぜひ要望していただきたい。

下田会長：はい。では、ぜひよろしくお願いいたします。ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。は

い、藤崎委員お願いいたします。

藤崎委員：浦安市障がい者福祉センターの藤崎です。福祉避難場所というのは、さっきの計画のときも出て

たんですけども。浦安地区は、高波が来ないっていう想定になってるんですけども、まったくこない

わけではなくて、３メートルから６メートルでしたっけね。実は私の周りのマンション、ちょっと高

いマンションに何回もお願いにあがったことあるんですよね。「もしもの場合は、階段でもいいです

からあげさしてもらえますか」って言うと、見事に断られるんです。そうなったら、協定は結ばない

けど、そうなったらおそらくやりますよ、みたいなことは、言ってるんですけども、じゃあ実際本当

にどうなのかなという。さっきのを見てると全部低い避難場所なんですよね。少なくとも何か所かは、

高めの避難場所があってもいいような気がしますけども。それだけちょっと申し上げたいと思います。

下田会長：はい。じゃあこれにつきましては、ぜひ今後、そういった、高波とか、津波とか対応できるよう

な、高い避難所を協定に結んでいくような方向を、よろしくご検討お願いしたいと思います。検討し、

かつ協定を結んでいただければと思います。

下田会長：では、よろしいでしょうか。ここの議事次第にあるのは、議題としてはこれで終わりになるん

ですが、西田副会長のほうからちょっと、ご提案というか、ご提議がございます。

西田（俊）副会長：自立支援協議会なんで、お話したほうがいいと思ってお話しさせてもらうんですけど。

先ほどここのうちの大半が、福祉策定委員会に参加されていて、教育問題のところで、表現の問題が

あって。教育委員会さんもご検討いただけるって話ですが。やっぱり文言によって、保護者や本人が、

すごく不安がっている、就学にあたってはっていうところで、運営であるとか、施設等考慮して、本

人と保護者の意見は尊重するけれども、最後は教育委員会が指定しますよっていう文言があってです

ね。これは、医療的ケアをなんとか地域の学校で受けながら、普通学校に行きたいという保護者の、

本人の意見があって。これやっぱり、この教育施策を見ると、最後は教育委員会がこうやって、施設

が駄目だよとか、運営の方法に入ってないから駄目だよといって、「あんた、どこどこに行きなさい」

っていうことを言われるんじゃないかって、大変危惧感を持っている。

これは、どう受け止めるかは、やっぱり浦安の大きな方針であってですね。そこは、僕は基本的に

は、我々が知恵と工夫をして、設備だったらちゃんと整えてあげてですね、運営だったら知恵を絞っ

て受け入れるってことが、基本的にはこの自立支援協議会の精神ではないだろうかと実は思っていて。

そのときに、その表現がすごく、保護者や本人に与えるインパクトが強いっていうことを、自立支援

協議会の場なので特に、お伝えしています。まあ、皆さんがそこでいろんなご意見あるならば、意見

を交わしても構わないと思うけども。その辺は、十分ご配慮いただいて。精神ももちろんそうであり

ますから、精神と言葉についてはご返答いただきたいっていうことを、重ねてお願いしたいと思いま

す。

森嶋委員：平成 25 年９月に、国が、障害者の基本計画っていうのを出してるんですけど。この中の、教育

の部分のところとは、保護者と当人の合意形成を大原則としますと書かれてるので、本人たちが納得

するかしないか、要するに選択権は本人と保護者にあるんですよってことが、これ、明確に書かれて

るので。それを普通に、国の法律にのっとって、文言は変えられるのであれば変えるというよりかは、

昔はその文言が浦安市にも入ってたので、その文言に戻すっていうのがいいような気がするってこと

を、意見として言わせていただきました。
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下田会長：はい。その意見を踏まえまして、計画のほうにはですね、文言を十分、留意しながら、国の法律、

あるいは今日出た自立支援協議会でのご意見を踏まえて、文言の修正等を図りたいと思いますし、今

後、教育委員会とのすり合わせも十分おこなっていきたいと考えます。ありがとうございます。はい。

西田委員お願いします。

西田（良）委員：基幹の西田です。今の森嶋委員の言ってることは、合意形成って言葉に置き換えろって言

ってるんですか。

森嶋委員：違います。

西田（良）委員：だったらいいんですけど。やっぱ合意形成って言葉は、この先ほどの叩き台にもちゃんと

書かれていたんだけれども、違うんだったらいいんですけど、教育施策の中に、浦安がうたっていた

のは、選択権が誰にあるかっていうところだったので、私としては、そこをきちっと明確にして、そ

れに向けて合意、合意形成をしていくってことかなって思います。

それと、今は教育の話をしていますけれども、たぶんもっと手前の保育園とか幼稚園とか、そうい

うところの年代の子どもたちの問題が当然、同時多発的に出てくると思うんですね。先日それこそ岩

手県のそういう障がいの重い人たちのところの集まりに行ったんですけれども、本当にもう、何十年

前と違って、医療的なケアをしている人がすごく多いですよね。すごい早く、段階から胃ろうをあけ

たりとか、経管入れたりとかっていうので。たぶん幼稚園とか保育園に普通に通いたいって言われた

ときに、そこのケアをどうするのかなっていうふうに思いました。

確かに今は、児童発達の通所施設があるので、みんなそこに行きなさいって話になっちゃうのかも

しれないんですけど。東松山市では、本当に昔から、幼稚園も保育園も、それから学校も、医療的な

ケアを受け入れてきてたんですね。だから逆に、今の児童発達とかを見ちゃうと、結局、障がいのあ

る子たちだけが集められちゃって、医療的なケアの子は医療的なケアの通所施設でしか通えないって

いうのも、昔より逆行ているみたいな話が、この前あって。確かにいろんな場所で、子どもたちが育

っていけるような環境を最低限つくり、それを選んでもらうっていうことがすごく重要なんじゃない

かなっていうふうに、私もすごく思っています。

事務局：今のご意見を踏まえまして、事務局から一点報告させていただきます。小中学校や、保育園、幼稚

園における医療的ケアにつきましては、その実施方針を検討すべく、今、浦安市学校等における医療

的ケア検討委員会の設置を、予定しております。現在要綱を整備しているところですので、こちらの

整備が終わり次第、正式に報告できるかと思いますので、よろしくお願いします。なので、今、実施

方針について検討する組織、検討委員会を設置してるところです。

下田会長：はい。そういったことも含めて、もうちょっと、次回のところで、総括的にと言いますか、叩き

台を提案させていただきます。ほかによろしいでしょうか。それでは、事務局から何か報告事項はご

ざいますか。

事務局：次回の自立支援協議会ですが、福祉計画策定委員会に引き続き、11 月 10 日、この場所で開催いた

しますので、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した。本日の、用意しました議題はすべて終了いたしましたが、委員の皆様

から何かご提案、ご提議とかございましたらお受けしたいと思いますが、ございますか。特にないよ

うでしたら、これをもちまして、第３回自立支援協議会を終了したいと思います。本当に本日はお忙

しい中、長い時間どうもありがとうございました。



平成 26 年 10 月 2 日（木）

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３回）

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

①第２回 こども部会

②第２回 相談支援部会

③第２回 地域生活支援部会

（２）その他報告

３．閉会



議題２資料

１．新庁舎建設に係る意見交換会について

市役所新庁舎の整備は、「バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律）」及び「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づき、ユニバーサルデザイン

に配慮した設計をおこなっています。

より、きめ細かな対応をするため、10 月より 3 月にかけて計 3 回、障がい者団体と

の意見交換会を予定しています。

２．福祉避難所の協定について

大規模災害の際に、一般の避難所での避難生活な困難な高齢者、障がい者などの要援護

者を対象とする福祉避難所の充実を図るため、民間の事業所に在宅の要援護者宅へのヘル

パーの派遣及び福祉避難所の開設・運営を要請し、平成 26 年 9 月 17 日に「災害時に

おける福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結しました。

また、同日、災害時の福祉用具の供給ルートを確保するため、「災害時における福祉用

具等の供給に関する協定」を締結しました。

（１）災害時における要援護者の介護支援に関する協定

市内訪問介護事業所および定期巡回随時対応型訪問介護看護事業所（18 法人）

有限会社総合福祉サービス、有限会社光悠綜合サービス、株式会社平和ライフケア

サービス、株式会社ＫＴＭ、株式会社ママショップ加納、合同会社レスパイト、株

式会社ジャパンケアサービス、有限会社あさりケアサービス、エメラルドサポート

株式会社、有限会社ラビット、株式会社ビーオアシス、株式会社ダイム、株式会社

日本生科学研究所、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、株式会社ニチイ

学館、有限会社メディケアネット、株式会社リエイ、株式会社ＨＣＭ

（２）災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定

障害福祉サービス事業所（10 法人）

特定非営利活動法人あいらんど、特定非営利活動法人発達わんぱく会、特定非営利

活動法人フレンズ、特定非営利活動法人なゆた、合同会社ニューウェーブ、特定非

営利活動法人千楽 chi-raku、株式会社夢のみずうみ社、社会福祉法人パーソナル・

アシスタンスとも、特定非営利活動法人タオ、株式会社徳正

高齢者福祉施設（４法人）

社会福祉法人聖隷福祉事業団、社会福祉法人一静会、社会福祉法人わとなーる、社

会福祉法人宏仁会

（３）災害時おける福祉用具等の供給に関する協定

一般社団法人日本福祉用具供給協会



３．障害者差別解消法に係るモデル事業について

本年度、千葉県とともに厚生労働省の差別解消モデル事業を実施し、「浦安市高齢者・

障がい者等における虐待防止対策協議会」を中心に差別や合理的配慮の事例の収集と支援

体制と連携のあり方について、検討をおこなっています。

また、厚生労働省、千葉県障害福祉課、市川健康福祉センター、浦安市障がい事業課で

ワーキンググループを編成して作業にあたっています。

なお、平成 27 年 1 月に中間報告会の開催を予定しております。

参考）モデル事業を実施している自治体

岩手県、さいたま市、京都府、千葉県・浦安市

４．東野地区の再整備について

震災のため凍結していた、「シビックセンター東野地区に整備・集積する機能の検討」

が再開しました。

進捗等は、随時、自立支援協議会で報告します。

５．障害者優先調達法の推進について

（１）平成 25 年度の実績

区分 金額 主な調達内容

物品 994,743 円 事務用品、掲示物等

役務 2,625,710 円 クリーニング、ポスティング、施設管理業務

施設清掃業務、封入封函 等

合計 ＊3,620,453 円

＊平成 25 年度の「浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」の目標値は、

2,500,000 円以上。達成率は１４５％となりました。

（２）平成 26 年度浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達方針

就労支援ネットワーク会議での意見を受け、次の点を更新しました。

①調達目標

平成 25 年度度まで 金額を設定

⇒ 平成 26 年度 「前年実績を上回る額とする」

②留意すべき事項

「販売のためのスペースの確保等」と追加

なお、この指針は、ホームページ等でも公開しています。

（３）障がい者就労支援施設等の製品カタログ

就労支援ネットワーク会議での検討を経て、市民への周知を目的に製品のカタログ

を作成しています。

カタログには、事業所の紹介と、製品の写真・値段・説明、販売所 MAP 等を掲載

しています。


