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平成２６年度第４回浦安市自立支援協議会相談支援部会 議事録

１ 開催日時 平成２７年２月１７日（火）１４：００～１６：００

２ 開催場所 消防本部多目的ホール

３ 出席者

白川洋子委員（リーダー）、坂本大樹委員（サブリーダー）

岡部晴雄委員、西田良枝委員、谷岡智恵委員、小川圭子委員、佐々木健悟委員

田中知華委員、森林友佳子委員、入江史穂委員、小瀧修委員、橋野まり子委員

４ 議題

（１） 計画相談進捗状況について

（２） 第３回相談支援実務者会議について

（３） 障がい者福祉計画の策定について

（４） セルフプランに対するサポートについて

（５） 次年度の相談支援部会について

５ 資料

議題１資料 計画相談見込み（１）、（２）

議題３資料 障がい者福祉計画素案抜粋

事務局：それではただいまより平成 26 年度第４回浦安市自立支援協議会相談支援部会を開催いたします。委

員の皆様には、本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。本日は浦安市医師会の高

木委員、あいらんどの中久喜委員、あさりケアの三上委員、エメラルドサポート障がい者・児相談支援セ

ンターの中村委員、障がい者就労支援センターの西田委員、障がい者福祉センターの肥田委員より、欠席

のご連絡をいただいております。

この場で協議会と各部会の共通事項として、会議の公開と議事録等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

を扱う議題については、会議の全部または一部を非公開としておりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、これからの議事進行につきましては、白川リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：こんにちは、今日はちょっと昨日に比べてずいぶんと寒くなりましたけれども、皆さん、お忙し

い中ご参加ありがとうございます。まだいらっしゃらない方もいるようですけれども、進行させていただ

きます。発言されるときには、いつも申し上げていますように、挙手をされて、お名前と所属名をおっし

ゃってから、発言していただければと思います。

それでは、今日は議題が１から５までありますけれども、まず１の計画相談進捗事業状況についてとい

うことで、障がい事業課の柳澤さんのほうから計画相談推進等補助金の状況について説明していただきま

して、障がい福祉課の大森さんから議題の１についてのお話がありますけれども、レジュメにあります、



2

１から５までの議題の（４）の「セルフプランに対するサポートについて」という議題に関しまして、１

のお話をされるところと重複するところもあるということで、議題の４を１と一緒に説明していただくと

いう形になりましたのでよろしくお願いいたします。

それではまず、議題１の計画相談の進捗状況について及びセルフプランに対するサポートについていう

ことで、障がい事業課と障がい福祉課のほうから、よろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課の柳澤でございます。私のほうからは、計画相談補助金の進捗状況といいますか、経過

についてご説明のほうさせていただきます。着座にて失礼いたします。

今年度から開始いたしました、計画相談の補助金ですが、12 月 26 日で締切られまして、結果、５事業

所６名分の補助金申請があがったところです。またですね、事前資料の相談支援事業所一覧のほうをご覧

いただければと思うんですけれども、今、平成 27 年２月９日現在の一覧となっております。市内の登録

していただいています、事業所といたしまして９事業所となっております。それぞれ右端には新規の受け

入れ状況というところで、×・△・○というところでなっております。こちらもですね、受け入れ状況は

随時、確認しながら更新しているところでございます。簡単ですが以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、障がい福祉課大森さんのほうからお願いいたします。

事務局：障がい福祉課の大森と申します。私から引き続き進捗状況とセルフプランに関する説明をさせていた

だきます。座って失礼いたします。

お手元の資料の確認ですけれども、一つは、一番上の右に「（障がい福祉課）」と書いてある一覧、「≪

第４回相談支援部会資料≫」で、計画相談の現在の数値を記載させていただいております。もう一部が表

紙に「申請書の現状（セルフプラン基本情報）」と書かれている資料で、障がい福祉課で運用しているセ

ルフプランの様式と千葉県が定めている計画相談の様式をセットでつけさせていただいており、こちらを

使って説明をさせていただきます。

まず、第４回相談支援部会資料の１．相談支援進捗状況を説明させていただきます。

平成 27 年４月からの計画相談支援本格実施が迫る中、皆様もご存知の通り、対象となる障害福祉サー

ビスを利用する全員に、計画相談支援の実施が求められているところです。本市においても全員作成を目

指し、事業所への補助金を創設、基幹相談支援センターによる側面的なバックアップ体制を整えるなどし、

事業所育成にも取り組んできたところです。障がい福祉課としては、この経過措置期間である３年間の間

に、各相談支援事業所の相談員の相談関与に関する経験値というものが、確実に蓄積し、地域の相談に関

する地域力といったものが高まってきていると実感しております。

ただし、一人一人の相談員がすべてのケースに簡単に対応できるものではなく、対象者の障がい種別へ

の得意・不得意や、学齢期前の年齢の児童に対応した経験の少なさなどにより、計画相談の実施率にも偏

りが生じている印象があります。

ここから、具体的な現状を報告させていただきます。第４回相談支援部会資料議題４「セルフプランに

対するサポートについて」という資料をご覧ください。

１．計画相談支援の進捗状況ですけども、この 27 年１月末現在の状況を記載しております。福祉サー

ビス支給決定者数の総数は 598 人、そのうち計画相談支援が実際に導入されてる方は 354 人です。

計画相談支援というのは、障害者総合支援法で定められているもので、児童で作成と書いてあるのは、

児童福祉法に基づく計画を作成するもので、児童通所支援総合支援法の居宅介護両方、別の法律に基づく

サービスを両方使っている方は、児童のほうの枠組みの中で計画を立てるべきとなっておりますので、児

童で作成している人が 62 人と数字を分けることになります。

介護保険対象者 51 人というのは、すでに介護保険の要介護度などがついていて、介護保険のケアマネ
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ージャーが介護のケアプランを作成している方が 51 人、51 人の介護保険のケアマネージャーが包括的に

プランニングをしていただくというふうな流れになっておりますので、その総数とあとセルフプランが７

人、これらの総数を足すと、598 人中 474 人の方が、なんらかのケアプランに基づいてサービスを受けて

らっしゃる。それで、その達成率っていうのが全体の 79.3 パーセント。約 80 パーセントに今、到達して

いるということになります。

その下の障害児通所支援の支給決定者、こちら 301 人が総数の支給決定者。その中で、障害児相談支

援事業の部分でケアプランが作成されている方が 162 人、セルフプランが７人、あわせて 169 人の方が

なんらか児童のケアプランに基づいてサービスを使っていただいてるということで、現状として 56 パー

セントの方がもうできているという状況になります。

セルフプランが今回の議題としてあがっておりますけれども、繰り返しになりますが、総合福祉法によ

る 598 人のサービスの利用者のうち７人がセルフプラン。障害児通所支援支給決定者 301 人中の７人が

セルフプランということで、14 人の方がセルフプランでサービスを使っているということになります。

続きまして、障害福祉サービスの利用の流れを、相談支援事業所を利用した場合と、セルフプランを利

用した場合、どこがどう違うかというのを表にしております。A３横の資料で左が障害福祉サービスを相

談支援事業所を利用した場合の申請から契約からという流れになります。右側にはセルフプランというこ

とで、左から相談支援事業所との契約という部分を抜いた状況になっています。

少し説明しますと、A３の横の左をご覧いただくと、上から３番目。相談支援事業所との利用計画。サ

ービス利用者と相談支援事業所がサービス等利用計画を作成するための利用契約をしていく、これがセル

フプランになってくると、事業所の契約がありませんので、ここがなくなるという形と、それから、サー

ビス等利用計画案の作成、これが相談支援事業所が利用者のお宅へ訪問などをして、そのアセスメントの

中で作成していくという段階になりますけども、セルフプランの場合は、事業所が家に行くことはありま

せんので、それが代替と。

下から３つ目、サービス担当者会議の開催、計画案から計画作成へ。相談支援事業所が計画案を作成し、

市町村の支給決定を受けた後に、それで本当にサービスを運用するための計画というものに落とし込んで

いきます。そこが、セルフプランの場合は、相談支援事業所が関わりませんので、そこがなくなる。

一番最後にサービスのモニタリング。相談支援事業所とサービス利用者と、事業所ですね。サービスの

事業所が今計画された、サービス利用計画が適切に運用されているか、ご本人の思った通りにサービスが

利用できているかということを、定められたモニタリング月によって振り返りを行います。セルフプラン

の場合は、そういった相談支援事業所が関わっておりませんので、適切な利用、ご本人の思った通り利用

できているかというモニタリングがないということになります。

ご覧の通りセルフプランでは、相談支援事業所を利用及び契約することがなく申請、サービスのモニタ

リングも行うものとされていませんので、つまり市役所に利用に関する書類は提出するものの、利用状況

の確認を明確にやりなさいとはなっていませんので、従来の個人とサービス事業者の契約のみで利用して

いく利用方法とほぼ近い内容となる形になります。

３番目として、セルフプランをやった場合の課題。こういったものはどういったものがあるかというの

を少しだけご紹介させていただきます。利用する目的や課題の整理が相談支援事業所の皆さんのアセスメ

ントから、ということではなく、整理を行うことになるのですけれども、セルフプランの目的や課題の整

理といったものが、セルフプランの場合うまく記載できなく、空白のまま提出の相談を受ける場合が見受

けられます。

どこが空白かというと、「申請者の現状、セルフプランの基本情報」という資料、浦安市が掲げている
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セルフプランの用紙の１、２、両面刷りの１、２、３ページ目ですね。横にすると右上に浦安市、３枚目

のうち２枚目というふうに、３枚目って書いてあるもの、それで、セルフプラン①となっているものです

けども、このセルフプランを書いていた場合、利用者のお名前を書いていただいて、長期的な目標・短期

的な目標というものを書いていただいて、その長期的・短期的な目標を達成するための福祉サービスの利

用について、どのぐらいのサービスを利用するのが、課題がどういったものがあるかということ記載して

いただくセルフプランの形なっていますけども、短期目標・長期目標というのは、ある程度普段感じられ

ている親御さんであったり、ご本人の目標を書くってことで埋められることが多いんですけれども、目標

や希望と課題っていったところに、なかなかペンが進まないご本人・ご家族がたくさんいらっしゃいます。

たとえば、お子さんで言うと、放課後等デイサービスという、学校が終わったあとに通所してそこで過

ごすもしくは、そこで療育を受けるようなサービスがありますけども、親御さんの中には、そちらに行き

たい、そちらに行くことによって子どもが楽しそうに過ごすことができる。そういったものは皆さん十分

感じていらっしゃるんですけども、そこに通うことでお子さんの自立というか、そういったところの課題

がどういうふうに解決というか高まるというか。そういう課題の見立てについて、なかなかそれが進まな

いご家族も多いです。

あと、大人の方でも、就労訓練で就労移行、就労継続に通う方から聞かれるんですけども、就職するた

めに、そこの事業所に通うという大枠は皆さんすぐ書けるんですけども、そこで自分にどんな課題がある

のかというのに、なかなかペンが進みにくいという方がいらっしゃいます。

先ほどもお伝えしましたけども、セルフプランの課題の大きなものとしては、モニタリングによる評価

が行われないということで、いったん立てた計画が長い方だと１年後にまた、こういった紙を出していた

だくんですけども、それまでの間、あまり市役所からも目が届かないので、事業所と利用者の方だけの中

で話が進んでいくといったことにならざるを得ない、といったところで、適切なモニタリングというのが

セルフプランの場合には、入れられないという課題があります。

それで、サービスを利用することについて、計画相談支援の導入というのは、相談できる人・味方がで

きたというふうに考えることができれば、サービスを利用する方によっては非常に心強くなってきます。

しかし、今までサービスを利用する方が、ここの事業所に通いたいと思っていた方が、そこの事業所とだ

け手続きを進めればよかったといったところ、あとから計画相談支援という、相談支援事業所、相談支援

事業が始まったことにより、自分と通所する事業所の間に、相談支援事業所を制度的に入れられてしまっ

たというふうに感じてしまう、制度が手間に感じてしまうような方もいらっしゃると思います。

それの一つの代表的なものとして、相談員の方がご自宅に訪問するということをアセスメント上必須と

されているんですけども、おうちに来るというのも、なかなか受け入れがたい、拒否的なご本人・ご家族

もいるというふうに皆さんから聞いております。やはり、簡単に相談支援事業を進めていくことが難しく

て、制度の運用だけじゃなく、利用者と相談支援事業所が、適切に深い信頼関係を築いていくということ

が、セルフプランの課題というか、相談支援の課題というふうになっていると思われます。

それで、先ほどのセルフプランの用紙を見ていただきましたけれども、セルフプランは全体で３枚ほど

にまとめています。千葉県が定めている相談の用紙は、もう少し枚数が多くて、続きを見ていただくと、

相談受付票という３面刷りのものがまず１枚。セルフプラン様式の次に追加で入れられています。

そのあと、「訪問票と（一次アセスメント票）」ということで、訪問を必須としているアセスメントのよ

うに聞き取りをしていく内容が書いてあります。生活歴が書いてあったり、この方のように、自分の利用

者の状況、生活の状況、契約等の必要性の状況、コミュニケーション・スキルに関する状況、社会参加に

関する領域に関する状況ということで、かなり多くの質問項目があります。
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それで、それを基礎的に聞き取ったのちに、先ほどのセルフプランと同様に、サービス等利用計画の１、

２、あと、週間計画票ということで、かなり、記載する部分が多くなっている。相談員さんが、この内容

を聞き取っていくってことで、相談が進んでゆく用紙となっています。

それで、セルフプランに戻りまして、セルフプランに対する市の今後の考え方というところですけれど

も、現状ではさまざまな課題が残っていますが、浦安市ではセルフプランを現状では推奨はしていません。

やはり地域の相談体制を整えることで、サービス利用者の支援を充実させていくという方針で取り組んで

まいります。

ただし、当面この４月からの本格施行に向かって、サービスの利用を妨げてしまうことがあってはいけ

ませんので、保護者・ご本人様のお話を十分に聞いた上でセルフプランでの提出をご希望する方について

は、もちろん応じていきます。先ほども言いました通り、地域に相談できる方が増えていくというのは、

サービスを運用するだけではなくて、浦安市の相談体制の充実につながるものですから、浦安市としては

セルフプランではなく、相談支援事業所の皆さんの育成・協力を募っていきたいと思っているところです。

以上で障がい福祉課からの計画相談支援の数字に関する進捗状況と、セルフプランの用紙を含めた現状

報告とさせていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。これから、質問なりご意見なり、伺うんですけれども、議題の１

と４というのは一緒になったということで、質問に関しましても、いったんちょっと分けて質問を受けた

いと思います。

まずですね、進捗状況として、補助金についてのご報告がありました。それと、計画相談のほうの作成

に関しましての、１月末現在での数値についての報告がありました。この件についてのセルフプランに関

しては、また、それが終わってから質問をお受けしますので、今言いましたような進捗状況についての質

問なりご意見なりがあればお願いいたします。

小川委員：ダイムケアの小川です。ケアマネさんが立てた計画というのは、障がい福祉課に届くんですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：セルフプランについてですか。

小川委員：介護保険の利用者さんに関しては、介護保険のケアマネさんがプランを立てるということなんです

けれど。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：介護保険のことですね。

小川委員：届いたプランというのは、どういう形で処理されるのか。たとえば、担当地区ワーカーがそれ以上

通して、たとえば、その、妥当なのか妥当でないのかとか、それに対する意見、もしくは修正を言ったり

することがあるのか。それは、ケアマネさんのプランが届くんだとしたら、それも含めて。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、介護保険の申請についての障がい福祉課のほうでの対応についてということで、そこのと

ころで今、一緒に質問受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

事務局：はい、障がい福祉課からお答えします。介護保険のこの方の申請という意味では、新規とまず更新と

いう考え方があります。新規に関しては、必ずケアマネージャーに現状の介護保険だけのケアプランと、

障がい福祉で必要とされる理由を含めたケアプランの２つを出して、見比べさせていただいてます。それ

で、それが基準から乖離して必要としているものに関しては、課内で検討するだけではなく、市町村審査

会、障害支援区分の認定審査会の委員に資料をお渡しして、内容を吟味していただきます。そこでいただ

いた意見を参考に支給決定していくというものになります。

障がい福祉課の担当職員が見た中で、明らかに修正を依頼したほうがいいものに関しては、事前に修正

を依頼して、ある程度整った段階で、先ほど言った市町村審査会に意見を求めていくという形で、また審

議になります。
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更新に関しては、現時点では、介護保険のケアマネージャーに、更新の際にケアプランを提出していた

だくということで書面でいただくようにしています。従来までは、申請の中に変化が見当たらない場合は

いただいてなかった時期があったんですけども、もともと計画相談が始まる中で、それでは中身が見えな

いというふうなことが明らかになってきますので、今はいただくようにしております。それで、サービス

の中身に確認が必要であれば、市町村審査会に意見をもらっていくといった形になります。

小川委員：仮に修正が必要であった場合というのは、やはり計画相談員が利用者と話をする、計画相談員だけ

が表に立って話をするんでしょうか。それとも市がバックアップをしたりするんでしょうか。

事務局：介護保険の対象者に関しては、原則、今回の議題である計画相談支援の相談支援員は関わらないとい

う形になって、介護保険のケアマネージャーと障がい福祉課のほうで調整させていただくという形になっ

ています。ということで、この議題に関して、もう少し詳しい話をということであれば、後ほど私が直接

お話うかがいたいと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：小川委員、よろしいですか。

小川委員：ありがとうございます。なぜ聞いたかと言うと、先ほどやっぱり利用者さんのセルフプランの場合、

計画相談員があとから入ってくる感じで。拒否的な状況があるとかっていったことがあったときに、計画

相談員さんたちが、もともとサービスが動いていた中で、あとからプランをなんかこう組み上げて、組み

立てているっていう形が多いようで。そうした場合、利用者さんたちにとって、やはり、計画相談員さん

が、ちょっと目の上のたんこぶっていうか、うるさい存在になってしまっているという状況が、きっとあ

ると思うんですね。だから、計画相談員さんだけで、「ここまでの支給はあんまりないんですよね」とか

っていう交渉をしていくのは、ただでさえ、ちょっとしんどいかなと思っているところに、するというの

が、しんどいという現状がちょっと見えていたので。だから、市がなんらかの形で、難しいとは思うんで

すけど、あるのかなということが聞きたかったので、伺いました。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。では、もう一度、計画相談の進捗状況について、あるいは補助金のご説明があ

りましたけれども、その件についてのご質問があればと思いますけれども、ご意見などありませんか。

それでは、一緒に説明していただきました議題４のセルフプランに関するサポートについてということ

で、お答え、資料いただきましたし、ご説明も受けましたけれども、そのことについて、ご意見なりご質

問があればと思いますが、よろしくお願いいたします。どなたかいらっしゃいませんか。少し、中をもう

一度吟味する必要があるんでしたらならば、少し時間おいていきますけれども。はい、橋野委員どうぞ。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。障がい福祉課が２つに分かれて、もう２年経ちまして、私も実際の運用

が、少しわからなくなっているので質問させていただきたいんですが。相談事業所を利用するとしないで、

いくつかある違いのうち、サービス担当者会議が開かれるか開かれないかというのは、利用者さんにとっ

てもかなり大きなことなのかなと思うんですけれども、セルフプランで複数サービス使ってる場合なんか

も、サービス担当会議にかわる部分は、どのように運用されているのか、障がい福祉課に教えていただき

たいと思います。お願いします。

事務局：はい、わかりました。まず、複数サービスを利用する方がセルフプランのサービス担当者会議の実情

ですけれども、サービス担当者会議が開催されたかどうか。セルフプランにはその報告の義務がありませ

んので、こちらから確認をしていかない限りは情報は入っていきません。そのあたりもありますので、で

きるだけ複数サービス利用者の方については、相談支援の趣旨・目的等、その方が、今後の皆さんの支え

になるであろうという制度ということをまずは、念を押して、説明をさせていただくようにしています。

ただ、その上でセルフプランでの利用を希望する方については、ご自身でのサービス担当者会議の開催と

いうようになります。
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過去に私が知っている方で、それをご自身でやろうとされた方のケースを知っておりますけども、なか

なか継続してその方が事業所を集めて調整していくというのは、調整力といったものが必要になってきま

すので、１年通年でやっていくっていうのは、なかなかちょっとしんどいかなというふうには、見ていて

感じたところです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかにはよろしいですか。はい、小川委員。

小川委員：ダイムケアの小川です。そのかわり、更新の月に利用者さんから、支給決定の受給者証を預かって、

更新のときに更新すると思うんですけれど、そのときだけでも何かがないと本当は更新できないんですよ

ね。支給決定の根拠がないと。それで、たとえばもらうとか。あと、提案になってしまうんですけれど。

サービスを提供している事業所の個別支援計画が、その、提供してる事業所が実は嫌なんですけど、でも、

提供しているほうの事業所が、その、更新月だけ個別支援計画を担当ワーカーさんに出すとか、それしか

ないのかなと思うんですけど。嫌ですけど。

事務局：ご意見として頂戴いたします。現状で言うとですね、こちらのほうから、事業所さんにそちらを求め

ていくというところよりも、相談支援の有用性を感じておりますので、できるだけセルフプランの方にも、

相談支援事業の活用をうながすというか、説明していく努力をしているところです。この方がセルフプラ

ンをずっと今後１年、２年、10 年とセルフプランでやり続けるよりも、この方も今後、相談支援事業所

をご利用いただけるような、そんな説明をするような作業をしているところです。

それで、前半にありました１年に１回の確認ということなんですけども、ほとんどの方が１年に１回更

新っていう作業がありますので、そのときに改めて、その方の新たなセルフプランはいただいているとこ

ろです。それで、中身は確認をさせていただいて、先ほど言った、課題のところが空白なようであれば、

そこについて、窓口でできるだけ聞き取りなどをおこなって、肉づけして、プランを少し形づけるように

対応しているところなんですが、ケースワーカーも、窓口・訪問もございますので、常時窓口で対応でき

るのは、せいぜい１名か２名といったところです。この全体の 600 名以上の方のセルフプランに、今後

これ以上応じられるかというのは、なかなか難しい状況と考えているので、やはり、相談支援事業の皆さ

んのご協力をいただきたいなと感じております。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、よろしいですか、小川委員。ほかにご質問なり、ご意見なりあればと思うんですけれども、

いかがですか。

私のほうから、ちょっとよろしいですか。ここの７名という形でセルフプランが出ているんですけれど

も、児童のセルフプランというのは、保護者の方が立てると思うんですけれども、福祉サービスの支給決

定者のほうのセルフプランの７名というのは、セルフプランの内訳というか、どういう方たちが主にセル

フプランで利用されてるのか、サービス利用か、１事業所の場合、あるいは、障がい別に分けたら、どの

ような方が主にやってらっしゃるのか。ちょっと、その内訳をちょっと聞きたいんですけれど。

事務局：すいません、内訳については、本日準備をしていなくて、私の感覚的なお話にさせていただきたいん

ですが。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、結構です。

事務局：障害福祉サービスの７名ですけれども、ご家族が作成するパターンも多いと思います。

通所の就労訓練を受けられるような方では、自分でつくるという方もおられますし、あと、通所事業所

が作成に協力をしていただいて、本人の話を聞きながら、実質のところ相談員のように、その事業所のス

タッフが手伝うことはあります。本人がきちんと納得をして、セルフプランという形で協力を得ながらつ

くっていくと。そういったセルフプランの形もありますね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：一番最後におっしゃられた方に関しては、浦安市ではない事例についてのお話ですよね。
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事務局：そうですね。浦安市の方もいる可能性は十分あると思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。西田委員どうぞ。

西田委員：基幹の西田です。先ほど大森さんのご説明の中でセルフプランの場合は、課題のところが空白にな

りやすいっていうふうにおっしゃっていて、やはり子どもだったときには自立とか療育をするのはいいけ

ど、その先どんな課題がクリアになっていくのかっていうことが、なかなかそこが書き込みづらいってい

う話がありました。

やはり、親と子どもっていうのは、利益相反っていうふうになる場合もありまして、たとえば新米のお

母さんが、本当にどうしていいかわかんないっていうときに、寄り添ったり、子どものことを考えたり、

お母さんのことも考えたりっていう意味では、やはり、浦安市が推奨しているセルフプランじゃなくて、

相談員に立ててもらう方向性っていうのは、すごく大事なことなんじゃないかなっていうふうに思います。

ただ、セルフプランは、別に拒否されてるわけではないですし、認められているわけですから、なんか

せめて、サービス等利用計画の案が出てきたときに、相談支援専門員がつくっているものも全部、ワーカ

ーさんたちが見て、大変忙しくて大変だとは思うんですけれども、セルフプランのことに関しては、なん

か、こう、特に念入りにじゃないんですけれども、気になったことをきちっとつくられた方とお話をする

機会とかっていうのを、特に持っていただくといいのかなって思っていますし、もう持ってらっしゃるん

だったら教えていただきたい。どんなふうにっていうのを教えていただきたいんですね。

それはというのも、厚労省は来年度からもう必ず 100 パーセントなんだっていう話を明確に出してい

ます。その代替が、要は福祉課さんがつくりなさいという、市町村でつくりなさいっていう話なわけです

から、それだけセルフプランを推奨しなくても、結局、市町村の人たちがつくるとなれば、相当な手間に

なっていくわけなので、たぶん、セルフプランをしっかり見ていくっていうほうが、まだ少し省エネにな

るのかなっていう気もしますので、やはりセルフプランでの対応策みたいなものは、なんらか必要なんじ

ゃないかなっていうふうに、利用者のことを考えると、思うのですが、何かやられていれば教えていただ

きたいなと思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、貴重な意見ありがとうございます。これに関しての現状でよろしいので、今後、今のご意

見も踏まえて、こういう形にしていく方向性あるとか、なんかそういうことがあれば、お伝え願いたいん

です。

事務局：まず、おっしゃる通りと感じています。まだ、あわせて 14 件ということで数が少ないので、セルフ

プランであげられた方については、できるだけ念入りにというか、時間を割く、そういった気持ちでさせ

ていただいております。

ただ、お会いしたことがないお子さんの保護者からセルフプランがあったときに、適切なアドバイスが

できないと一瞬戸惑ってしまうこともあります。いいご意見があれば、本当に頂戴したいなと思っており

ます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。ほかにご質問ありませんか。

リーダーの私から、もう一つよろしいでしょうか。今のことに関連するんですけれども、窓口で受け付

けていった場合に、空白の部分も含めて、課題とかっていうところの部分が、なかなか、ご本人、あるい

は保護者の方が難しいという形のところで。そこで、市の窓口の方の対応として、ここに、そのあとから

ついている、このアセスメント票っていうのがありますよね。相談受付票と、これ、千葉県の部分なんで

すけれども、きっと、普通の相談支援事業所のほうも、初めていらっしゃった方に関して、ご本人のこと

を把握するために、この受付票とかアセスメント票というのを相当、聞き込んで初めて計画相談だ、計画

というのが立てられるのではないかと思うんですけれども、市の窓口では、今ここにあるのでは千葉県の
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ですけれども、こういう、ある程度アセスメント票というのは使ってらっしゃって、ある程度ここの聞き

取りというのは行われるんでしょうか。そこの申請をなさる、提出をされるときに。

そのときに、聞かれたと、そこのところで課題が出た場合に、そこのところの対応というのを、具体的

にこういうのを聞かれてやってらっしゃるのかどうかということで、ちょっとおうかがいしたいんですけ

れども。

事務局：千葉県で定める訪問票・アセスメント票に準じるものとしては、いただいておりません。それで、基

礎的な手帳を持ってらっしゃる方については、手帳交付のときに、基礎的な情報の聞き取りを済ませてい

ます。ただ、お子様に関しては手帳を持たずとも、療育の必要性に応じてサービスが使えるといった方も、

浦安市は特に増えてきておりますので。この、一次アセスメント票に準じるものを、提出なく、サービス

の受給決定が進んでいる状況はあります。

あと、非常に細かい点での説明になるんですけれども、県と国が定めている訪問票、・アセスメント票、

計画相談の計画票には含まれていません。厳密に言うと、サービス利用、サービス等利用計画書１、２。

週間計画票。これが計画書と定められていて、サービスの申請に必須なのは、計画書１、２と、週間計画

票。こちらになります。

アセスメント票に関しては、提出の協力を依頼するという表現にとどまるとされています。必須で求め

るべき内容には定められていません。

白川リーダー：すいません。私が聞いたのは、提出する書類として、それを出してもらうかということではな

くって、窓口にいらっしゃったときに、この計画案を見られたときに、課題なりなんなり、空白が多いだ

とか、ここはもしかして、ちょっと違うのかなとかっていうようなことがあったときに、その根拠となる

ようなことを、窓口の方がなんらかの聞き取りをされると思うんですけれども、そのときに、こういうア

セスメント票のようなものがあって、それに沿って聞かれているのかということなんですけれども。

事務局：はい。現状としては、紙をいただいてないのと同時に聞き取りも行われておりません。

白川リーダー：はい、わかりました。はい、谷岡委員。

谷岡委員：ケアラビットの谷岡と申します。一つ質問なんですけれども、では、支給決定っていうのは、どの

時点で行われているんでしょうか。この人の目的や目標や課題があって初めて、この人にどのようなサー

ビスが必要であろうということに基づいて支給決定がなされてくるんだろうと、私は理解していたんです

けれども。今のこのお話を聞いてますと、支給決定っていうの、どの時点で行われているかということを

お知らせください。

事務局：「障害福祉サービスの利用の流れ」という資料をもとにご説明させていただきます。支給決定に関し

ては、左の相談支援事業所を使ったほうでご説明させていただくと、下から４番目の障害福祉サービス等

の支給決定、受給者証の交付。ここにあたります。それで、この交付をする根拠として、その一つ前、サ

ービス等利用計画案の提出となっております。

それまでの間に先ほど言いました、相談支援事業所との契約、訪問調査が入りますので、申請自体は一

番最初となるんですけど。申請の意思表示をしていただいたあとに、「計画案をいついつまでに提出して

ください」という期限つきの用紙がありまして、それを利用者にお渡しする。それで、その利用者は、そ

の期日までに計画案を、作成を事業所にしていただいて、市に提出する。で、市役所はこの計画をもとに

支給決定していくと、新規に関しては、これが一連の流れとなっています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：谷岡委員、今のご説明でよろしいですか。

谷岡委員：計画原案が提出されて、それから、それに基づいて支給決定をするというご説明でよろしいんでし

ょうか。
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事務局：はい。

谷岡委員：それならば、ここで課題であるとか、目標であるとかっていうようなところが記載されていないこ

とが、うまく記載できずに空白、モニタリングによる評価が行われていないというところで、この原案の

ところが不整備な原案でも、その原案に基づいて支給決定が行われているっていう現状なんでしょうか。

事務局：ご家族としてはこれで提出をしたいと窓口にお持ちいただいた書類が未完成のままで持ってこられる

ということでしょうか。

谷岡委員：ええ。

事務局：それで、その未完成の書類をそのまま受け取るわけにいかないので、窓口で聞き取りと、まあ、肉づ

けと、ご記入をいただくという作業が発生します。で、相談支援事業所の方がやっていただく場合は完成

しているので、そういったものの作業は、窓口ではほとんどなく、内容の確認だけおこなっている状況っ

ていう形です。

谷岡委員：わかりました。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、西田委員。

西田委員：基幹の西田です。今のことに関連してなんですけど、それだとすると、セルフプランの方にも、ア

セスメント票を書いていただいたらいいのかなって思うんですけど、それを強制できないのかもしれない

んですが、セルフプランで、浦安市としてはアセスメントをとって、それをつけて提出してくださいって

言われたほうが、確かに会ったこともない、子どものことや成人の当事者の方は当事者が来るので、ご自

身とお話しできるかもしれませんけれども。

たとえば、アセスメント票を書けば、すごく客観的に、もう一度そのことを自分自身でも振り返れたり

とか。まあ、子どものことだったらお母さんが整理できたりとか、別にマイナスなことはないと思うんで

すよ。ただ、面倒くさいとか、大変だとか、負担があるってことはあるかもしれませんけれども。それを

持ってきていただいたほうが、市のケースワーカーさんは、窓口でいろいろお話しするときや、その、原

案を少しテコ入れしたりするときにも、あの、なんていうのかな。共通の基準を持ちながら話ができてい

いんじゃないかなって思ったんですけども。まあ、一つの案です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですよね、ここに、千葉県にあるような、ここまで細かいものではなくても、これに準じる

ようなものが何か、セルフプラン用の方のアセスメント票のようなものがあればと思うんですけれども。

あるいはこの千葉県の部分を、利用者の方に必要なところだけ、記入してもらうとか。なんらかのアセ

スメント票という、セルフプラン用のアセスメント票というのがあったらいいのかなとは思いますけれど

も、私もそう思いますけど、皆さんどう思われますか。

あるいは、１年後のモニタリングというようなこともないということなので、更新の間のところで、定

期的なモニタリングは、事業所を使う場合にはあるんですけれども、セルフプランの場合には、そこのと

ころがないという課題もありましたけれども、そこのところでも、なんらかのモニタリングについて書い

てもらえるような項目などが最初からあれば、窓口での対応というのも、ある意味、どなたが窓口対応さ

れても、ある程度のことは、聞き取れるしということもあると思うんですけれども。はい。小川委員。

小川委員：ダイムケアの小川です。モニタリングだけのことに関して言えば、たとえば支給更新、更新月に介

護保険ではよくあるんですけれど、更新月に担当者会議を開くと。それについて、「何月何日にお集まり

ください」、「どうしても来れない場合には、それについてのご意見ください」という書類があるんですね。

それで、継続希望なのか、今のそのプランのままでいいですよと、ケアマネさんに対して「大丈夫ですよ」

って言ってあげるのか。「いや、この人はこういうところがこうなので、今のプランではないものに変え

たほうがいいんじゃないですか」と。来れないときには、それを送ってくださいっていうのが来るんです



11

けれど、モニタリングのことに関してだけ言えば、更新月に、それを、ご家族に送って、どうですかって。

このままのプランを希望しますかっていうのでいいのかなと思うんですけれど、ただ、さっきも提案し

たときにふと思ったのが、セルフプランを更新させていきたくないのかなっていう、ニュアンスだったの

でね。だから、あんまりそういう考え方はしてないのかなと思ったんですけれど、これで私が思ったのは、

セルフプランを自己選択するっていうのも、自己決定権っていうものであっていいんじゃないかなと思う

ので、たとえば、どうしても、セルフプランで書けとかっていうものが出てくるということであれば、ど

うなんですかね。

私、いきなりこれを渡されて、素人と言ってはなんですけれど、一般の方たちが書くのはどうなのかな

って。たとえば家族構成のところって、こう、本人の○があって、たとえば、上に上がって両親があって

とか、きょうだいの線があってとかっていう、ある程度の「こんな感じ」みたいなものとか、あとは、そ

の、文例っていうのも、変なんですけれど、課題としては、たとえば、こんなときには、こんな課題を抱

えてる人はこんな感じとかっていうようなものがあると、私どもも個別支援計画を立てるときに、どんど

んパソコンに入れて、文例っていうものを、残していけるんですね。

で、こういうパターンの人にはこういう文例みたいなものがある程度あると、なんにもないところから、

うーんと、これを真っ白な状態で渡されると、厳しいのかなと思うので。たとえば、「こんな課題はこん

なことが考えられる」みたいなことまでやると、セルフプランを推進するみたいで嫌なのかなっていうの

がちょっとあって。だから、さっき聞いたときのお答えでは、更新のときにはできるだけ相談員入れてい

きたいんだなっていうのはなんとなく読めたんですけれど。ただ、そのときは言わなかったんだけど自己

決定っていうものでいったときには、それも残しといて、きっといてあげなくちゃいけないんだとすると、

セルフプランが書きやすいっていうラインも、ある程度つくってあげないといけないのかなと。

自分で立てたいと、もしくは自分でそのことを立てることが自分で、今持っているなんらかの障がいを、

ある程度ご自分で克服。克服って言い方失礼ですね。なんらかの形でこう、やりやすくやっていくための、

自分の努力であったり、工夫であったりっていうものとして、自分のアイデンティティの中に取り込んで

いくんであれば、そういったものをサポートしてあげるというのもありかと思うので。こんなときにはこ

んなのっていうのを、面倒くさいかなっていうのはあるんですけどね。でも、あってもいいかなっていう

のは思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。いろいろなご意見が出たところですけれども、ほかに何かご意見

なり、ご質問ありますか。なければ、今、セルフプランについて、皆さんから貴重なご意見いただきまし

たので、そういうことも含めて今後のことについての参考にしていただければと。取り入れていただける

ところは取り入れていただいてという形で、議題の１と４に関しましては終わりまして、次の議題に移り

たいと思いますけれども。よろしいでしょうか。

それでは、議題の２の第３回相談支援実務者会議について、基幹の西田委員からお願いいたします。

西田委員：基幹相談の西田です。では、相談実務者会議の報告をさせていただきます。今年度最後の、第３回

目の実務者会議を、平成 27 年１月 16 日の 17 時半から 18 時半で開催させていただきました。Wave101

でやりました。参加人数が 21 名。相談事業所としましては７つの相談事業所。そして、障がい福祉課さ

ん、それから、障がい事業課さんが参加していただきました。

議題のまず１番目は自己紹介をしていただいて、千楽さんが相談支援事業所さんを始めましたので、初

めて参加でしたから、簡単な自己紹介をいつも通りさせていただきました。

それから、議題の２番目では、障がい福祉課さんより、先ほどお示しいただいた計画相談の達成率につ

いてのご報告をいただきましたので、これは先ほどのほうが新しい情報なので省かせていただきます。そ
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れで、その中で、計画相談のガイドラインが、障がい福祉課さんのほうから配布されました。それで、ガ

イドラインについての説明があって、時間の関係でポイントだけの説明となったんですけれども、変更点

の一つとして、サービス等利用計画案が確定した際、これまでは電話で地区担当ワーカーに連絡をもらっ

ていましたけれども、今後はメールで、障がい福祉課に連絡を入れてくださいというふうになりました。

それから、サポートファイルの配布状況が知りたいということで、事業課さんより質問がありました。

結果ですけれども、ほとんどの相談事業所が配布していないっていう残念な回答でしたけれども、配布し

たところは、とても喜んでもらったみたいな話がありまして、合計３冊の配布にとどまっているというこ

とがわかりました。

それから、また、障がい福祉課さんよりですが、面談の場所があると思うけれども、どういうところが

一番ありますかと質問したところ、自宅訪問をおこなっているけれども、通所先でモニタリングとかを行

うことも多いっていう回答をいただきました。

それから５番目。福祉課さんから、サービス等利用計画に、インフォーマルな資源を記載することにな

っているけれども、それ以外でどのような資源で、計画相談になりますかっていうことで、本当に、いろ

んなことを皆さん書いてくれてました。地域生活支援事業はそうですけれども、医療機関ですとかボラン

ティア、介護タクシー、教育機関、療育機関、相談支援機関、スポーツサークルとかボーイスカウトとか、

習い事とか、そこら辺まで、いろんな意見がありました。

それで、付け加えて、福祉課さんが、民生委員が、個人のスキルとか、考え方の違いはいろいろあるん

だけれども、地域の貴重な社会資源であるから、計画相談に、民生委員さんを記載してることはあります

かっていう問いかけがあって、実際には、返答ありませんでしたけれども、基幹からはそのあとに、１月

26 日に連携会議をやりますよっていうお知らせで、その中で民生委員さんの活動報告の時間を設けてい

るっていうことを告知をして、実際に、連携会議では、民生委員さんの活動報告をみんなで受けて、とて

もよかったねっていう反応がありました。今後とも民生委員さんたちの位置づけっていうのも、支援の中

に入っていくのかなっていうふうに思っています。

３番目の議題としては、来年度どんなふうに希望しますかっていうことを質問させていただいて、みん

ながどんなことに困ってるか知りたいとか、個々の困りごとについて検討したいとか、まだわからないこ

とが多いから、ヒントをもらえる会議を希望したいとか、インテークや計画作成について、みんなで共有

したいとか、面談では、どんなことを大事にして聞いてるんですかとか、相談支援としてはこうだという

ことを、あり方について統一したいとか、社会資源についての情報交換がしたい。こういう会議が、そも

そもあることを知らなかったので初めて知ったとか、どんな計画をつくっているのか、ほかの相談員さん

はどんなことをしてるのかなってことを知りたいとか、やっぱり、計画をつくるっていうことは、もう、

本当に手探り状態だから、まあ、そういうことを知りたいっていうこともありました。

それぞれの事業所で、利用者さん層でも得意・不得意っていうのがあるかもしれない。支援においても

難しさを具体的に解決できる場所がほしいなっていうようなことで話し合いが行われる、いろんな希望を

まずいったん、おうかがいするっていうことで、３回目は締めさせていただいて、最後の実務者会議とい

うことで、委員さんのほうから、ずいぶん前から１回親睦会をやりましょうっていうお誘いをいただいて

いましたので、懇親会という形で 13 名の方が参加していただいたっていうことになっています。以上で

す。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。実務者会議についてのご質問なりご意見があればと思うんですけ

れど、どなたかいらっしゃいませんか。はい、小川委員。

小川委員：ダイムケア小川です。今、おっしゃったものに関しての資料はどれだったんでしょうか。
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白川ﾘｰﾀﾞｰ：資料はなくて、口頭だけです。

小川ﾘｰﾀﾞｰ：とすると、できれば、抜粋だけでもいいので資料がほしいかなと。ちょっと私あまり耳がよくな

くて、ばーっと言われると、どこがどうっていうのは。本当申し訳ないんですけど、あった方がありがた

いかなと思ったので、それだけです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、今後そういうような形で、簡単にポイントだけでも書いたものがあればということですよ

ね。

小川委員：はい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：参考にしていただければと思います。ほかに、ご意見は。

西田委員：補足いいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、どうぞ、西田委員。

西田委員：基幹の西田です。すいませんでした。資料は、簡単になってしまうかもしれませんけれども、用意

できるように考えます。

それで、この実務者会議の中で話が出たわけではないんですけれども、来年度の実務者会議をどういう

ふうにやっていくのかなっていうふうに考えたときに、この相談支援部会との連携の仕方っていうのが、

もともと、連携をしてやっていくように、定められてる会議ではあるんですけれども、なかなかうまく、

いったような、いかなかったようなっていう実感です。それで、この部会のリーダーとサブリーダーは、

実務者会議にも出てきていただいているんですけれども、やはり、なかなか部会から「実務者会議で、こ

ういうことをちょっと現場間として話し合ってみて」というふうにおろしていただけるほうが、やりやす

いのかなっていう実感がありました。

それから、この部会には、センター長ですとか、責任経験があるような方が出てきてるんですけど、実

務者会議は本当に実務者なんですね。なので、この会議に出てらっしゃる委員さんが、相談実務者会議に

出てる自分の法人とか事業所の相談員さんたちに、ここの部会の話を全部全部こと細かに話してるんです

かっていうと、なかなかそうでもないようなことがあって、やはり、なんていうんでしょう。情報をきち

んと共有するためには、もうちょっとかっちりした枠組みというか、もう、部会が必ずこれを宿題を出し

てもらって、その宿題を実務者会議があげてくるとか、実務者会議で言ったことは、こっちで報告すると

かっていうやり取りは、来年度に向けてやっていかなきゃいけないのかなっていうふうな感想を持ちまし

た。すいません、ちょっと報告忘れてました。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。部会と実務者会議との連携については、本年度の中の議題の一つ

としてもあげておりましたけれども、私、リーダーとしての実感としては、そこのところが十分になされ

ていないというところはあったと思います。

それで、部会のほうで最初の頃は、ずっと、実務者会議のほうから、なんらかの部会のほうで話し合っ

てほしい課題について、何かあげてくださいと、そういうのをちょっとまとめてくださいと、実務者会議

のほうで、まとめた上で部会のほうにあげてくださいというような形で、言ってはいたんですけれども、

実務者会議の中で、そこのところが、まとまってあげるだけのそこのところで時間的なこともあるかもし

れないですけれども、現状では、実務者会議始まって１年と２年っていう形で、皆さん今、現状の目の前

のことで非常に、困っていることなどを話し合ってるだけ時間が過ぎてしまったというような形で、そこ

を一つの何か課題として、地域の課題なり、相談員の課題、相談事業所の課題として、あげるところまで、

今年度は、この２年間のところでは、特にこの１年のところで議題としてあげた中では、十分になされて

いなかった要因かなと思いました。

それで、今の西田委員からありましたように、逆に部会のほうから、「これこれについて、どう考えて
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ますか」というような形で、少し絞り込んだところで、皆さんの意見を聞いたりなんかするような形のほ

うが、今、現状ではやりやすいのかなというような形で今、提案いただきました。そのことについては、

来年度からの部会の方向性としてどうするのかという形で、来年度以降に持ち越されることですけれども、

何かそのことについても、ご意見があればと思うんですけれども。はい、橋野委員。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。５番目の来年度の議題についてというところで皆さんにご相談しようか

なと思っていた案件が２件ありまして、障がい事業課のほうで今、懸案課題と思っていることを相談支援

部会や実務者会議のほうでお手伝いいただけないかなと思っています。

一つはこういったサポートファイルのことです。第３回の実務者会議に、障がい事業課の職員が出向い

て、サポートファイルをどのくらい配布していただけたのかってところをお聞きして、３冊っていう、ち

ょっと、残念な数字の報告を受けたところなんですけれども、まず、教育と福祉の連携というところから、

実はこども部会のほうで、「サポートファイルをもっと活用しようよ」という話が去年行われまして、今

年は相談支援事業所からも、子どもたちにサポートファイルを配ってもらって、その中には障がい福祉の

ほうの計画のファイル。それで、学校に行くと、学校でつくってくれる、教育計画や個別支援計画が入る。

そのサポートファイルを通じて、教育と福祉の両方がお互いの計画を知って、同じ方向を向いて、子ども

たちの支援を一緒にしていこうよという話し合いがされまして、今年、相談支援事業所のほうからもサポ

ートファイルを配ってほしいということで周知をしたところです。

それで、子どもたちには、少しずつ浸透してきているかとは思いますが、特に、実は、新たな課題とし

て、18 歳以上の方からも、サポートファイルのその活用っていうところで、意見が市役所のほうに届き

ました。見た目がまず、子ども向けのファイルになっているので、18 歳以上の大人の方にサポートファ

イルが配れる、そのレイアウトだったり、形式だったりが、これを大人に配ることがそもそもどうなんだ

と思って、なかなか配りづらいといった事業所があったこともありました。

あと、アセスメントの話も、今日、議題４のところで出ていましたけれども、アセスメントの項目が今

日配られましたが、千葉県の様式を使ってアセスメントする事業所もあれば、国の様式を使ってアセスメ

ントする事業所も市内にはありまして、そのアセスメントが事業所によって少し違うのではないか。あと、

たぶん相談支援専門員さんの力量によっても、聞き方も違う場合もあるのかなとは思いますが、なんでこ

んなことまで聞くのっていうふうに感じる方もいたっていうことです。

サポートファイルを配った、もともとつくったきっかけというのが、保護者の方が、学校だったり幼稚

園だったり、こう、ライフステージが変わるごとに、その都度、子どものことを１から説明するのがやは

りストレスであると。そういったところも解消しましょうということで、市ではサポートファイルをつく

っていますので、そこもあわせて、活用してクリアしていければなというふうに思っていますので、でき

れば、相談支援員のその実務者の皆さんに、ほんと、一緒にサポートファイルのアセスメントシートの項

目をご検討いただきまして、もっと大人も子どもも、皆さんに使っていただける、より使っていただける

ものに、今後、一度見直しができればなというふうに今、思っています。

それから、もう一つは、事業所の説明会のことなんですけれども、特別支援学校に入っている方には、

18 歳卒業後の進路ということで、学校のほうから市役所に依頼がありまして、市川特別支援学校だった

り、船橋市特別支援学校のほうに市の職員が出向いて、市内の社会資源の説明を毎年しています。それは

小学校、中学校、高校もすべての保護者に対しておこなっています。

特別支援学校ではなく、浦安市立の小学校、中学校に行って、特別支援教育を受けている方には、そう

いった説明がないと。そこの部分の情報がほしいという、ご要望を今年受けまして、来年度の事業所説明

会を合同で事業所の皆さんにもご協力いただきながら、市で会場を確保して、たとえば、冒頭は、１事業
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所３分から５分ぐらいずつ説明をおこなって、１時間ぐらいの集合説明のあとは、事業所ごとのブースを

設けて、保護者の方が関心のある事業所に個別に相談していただくような、合同説明会をしたいと思って

います。

特別支援学校の先生のほうには、浦安市がそういう説明会を行うといったら、そこに、説明に聞きにき

ていただけるということで、ご協力いただけそうです。ただ、その説明会をどういった形でするか、企画

運営等について、相談支援員さんにご協力いただきたいと思っています。

相談支援専門員さんのほうは、計画相談をつくるにあたって、やはり、事業所の社会資源を知るという

のが必要なことと思いますので、どのような情報がほしいかというところは、やはり一番、詳しいのかな

と思いますので、どういった説明会にすると、皆さんがいいんだろうかってことを市と一緒に企画して、

できないかなっていうふうに考えておりますので、そこの２件について、実務者の皆さんにご検討いただ

いて、部会で意見を聞きながら来年度進めていければいいなというふうに、ちょっと市のほうで今、課題

として考えておりますので提案をさせていただきたいと思います。

白川ﾘｰﾀﾞ ：ーはい、ありがとうございます。議題５の次年度の相談支援部会についてということも絡みまして、

実務者会議との双方の連携についてということで、具体的なお話がありました。そのことに関しましては、

来年度以降に関してのことで、実際には進めていくという形で、事業所、障がい事業課も進めております

し、協力、部会および実務者会議のほうに協力をするという形で、実行するような形で来年度は、やって

いくことになるんではないか。ここで皆さんのご意見も一応いただいた上で、そのような方向性をとって

いきたいということですけれども、今のことに関連しまして、何か意義などありますか。はい、小川委員。

小川委員：ダイムケアの小川です。２つ質問があって、一つが、事業所説明会というのは、訓練等給付の事業

所説明会。それとも、介護給付も含めた全部の事業所、地域生活支援事業とかも全部含めた事業所の説明

会を、ということでしょうか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。保護者の方のご要望は、すべての事業所だったんですね。学校の説明会

は、進路となるところですので、就労系ですとか、生活介護っていう、日中活動系のサービスが中心だっ

たんですけれども、保護者のご希望は、それだけではないと。居宅介護もそうですし、グループホームも

そうですし、相談支援事業所もそうですし、すべての事業所の情報がほしいということでしたので、こち

ら市のほうでは、すべての事業所の皆さんにご協力をお願いしたいと考えています。

小川委員：ありがとうございます。あと、サポート会議なんですけれど、主催が誰で、どういう構成でという

のを整理して教えていただければありがたいなと思います。

橋野課長からサポート会議って言葉が何度も出てきたので、どういう形で、たとえば事業所が参加する

ものなのか、どういう形で入ってきているのか。

橋野委員：実は、当時の創設者の小瀧課長が今日、隣にいらっしゃいますので。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしくお願いします。はい。

橋野委員：何年前ですかね。

小瀧委員：もう、かなり前の話なんで、ちょっと、サポートファイルの最初にですね、基本情報っていうのが

ありまして。それで、あとは、ライフステージごとに関わりあった支援者とか、それと、そのときのサー

ビスの内容とか、といったものを記入できるように、成長にあわせてその都度ファイルにしていくという

ところがあるんですね。あと、これは、先ほど子ども用といったんですが、実は、成年後見制度まで紹介

できるようなファイルになっているんですね。

ただ、お子さんに配るときに、そこまで、保護者の方がちょっとひいてしまうっていうところで、当初

は、その大人のところを省いて配布した経緯もあるんですね。そういうところで、ちょっとかわいいタイ
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プのファイルになっちゃっているんですね。そういったところを今後見直していけばすべての人が使える

ようなファイルになるんじゃないかなとは思っていますね。

だから、そのファイルを見れば、その子、その人の人生が幼年期からずっとわかるような形になってい

るんですね。ですから、お母さんが説明しなくても、そのファイルを事業所が見れば、この子は、このと

き、こういう様子だったんだっていうことが一目でわかるというのが、このサポートファイルです。

小川委員：ファイルですか。会議だと思ってました、ごめんなさい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：確認なんですけど。サポートファイルというのがありまして、それの利用にこれを利用したらい

いんじゃないかという形でのお話だったんですね。

小川委員：利用者さんの親が持ってるんじゃなくて、市が持っているんですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：いえ、市から、利用者さんの親御さんのほうに配布をされて。入江委員からちょっと説明してい

ただければと思います。

入江委員：はい、こども発達センターの入江です。小瀧が作って、こども発達センターと障がい事業課で持っ

ているという形になります。希望があった場合、もしくは新しくサービスを使いたいといった場合に、こ

ういうものありますよっていうことで、提示して説明してるっていうものですね。今、教育委員会とか、

ほかのとこにも、声かけをしていて、幅広く配布していくという形にはなります。

ですので、フォーマットを作ったのが、市のほうにあるので、必要だっていうことであれば、声をかけ

ていただければ、「ここにありますよ」っていうことで言っていただければいいですし、ホームページを

見ていただいたときにも、サポートファイルをちょっと検索していただくと、こういうもんだなっていう

ふうに見ていただいてもいいかと思いますね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、よろしいですか。ほかに、ちょっと議題２の実務者会議にとどまっているところで、実務

者会議についての意見のほう、よろしくお願いします。

西田委員：基幹の西田です。先ほど橋野課長がおっしゃっていた、来年度行われるサービス事業者の説明会に、

相談支援専門員に企画に入ってほしいっていうお話しなんですけど。あの、別に基幹側のものになるのは

嫌なんですけど、実は、実務者会議のアンケートの結果が出ておりまして、今まで通り年に３回でよいと

言われているのと、すごい実務者会議の中ではみんな、もうとにかく忙しいっていう話は出てたので、実

務者会議でどうっておろされた場合に、どうなのかなっていうのは正直、そこを主催するものとしては思

ってます。

ただ、もちろん行政の方が、一人一人の一つ一つの相談事業所にご連絡されるわけなのでしょうから、

そうなればまた違った回答だとは思うんですけど、一応来年度の実務者会議は、年に３回の皆さんの希望

だから、３回ぐらいやっていき、あとは３回の中で連携ができることをやっていこうと思っています。

それから、アセスメントのことをおっしゃっていたと思うんですけど、本当に相談支援専門員さんも、

先ほどの実務者会議の意見のところでもお伝えした通り、どういう相談をみんなはしているのかな、どん

な計画を作っているのかなっていうことは、すごく不安のような声も聞こえていますので、なんだっけ、

スキルアップ講座をやっていますから、そういうところでアセスメントのスキルアップをするように、ス

キルアップ講座に参加しやすいような日程調整とか、そういうことも考えています。はい、以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。ほかにご意見ありますか。実務者会議についてですけれど。議題

２のご意見がないようでしたら、時間も押しておりますので議題の３。障がい者福祉計画の策定について。

事務局のほうから、お願いいたします。柳澤さん、お願いします。

事務局：はい、障がい事業課の柳澤です。私からは、障がい者福祉計画の策定についてお話をさせていただき

ます。前回、第３回目で内容のほう、読み上げさせていただきまして、内容は、前回と変更はほとんどご
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ざいません。

修正といたしまして、事前資料の議題３の資料をご覧いただければと思います。１ページ目の重点的な

取り組みの１の自己決定を尊重したサービスの提供の４行目のこちらの入っているところの一部表現を

変えたところとなっております。

今回がですね、最後の部会であり、委員の皆様にご意見等をおうかがいさせてですね、今回が最後です

ので、ここで、ご確認の上、ご意見などをいただければと思っております。簡単ですが以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。それでは、障がい福祉、障がい者計画について、ここに資料があ

りますけれども、そこのことに関しましてもよろしいですし、何か、あの、全般的なことでもいいですけ

れども、ご意見などがあればお願いいたします。

特に、相談支援部会ですので、ここに書いてあるのは、相談支援体制についてという形の部分で、中身

になっております。相談事業に、相談支援事業に関することが、抜粋されてあるんですね。そのほかに、

障がい児の支援の取り組みというのが後ろにもありますけれども、ここも相談支援という項目があるので、

そちらのほうでの関連として出てきております。何か質問なりご意見、何かあればお願いいたします。

サポートファイルは何部ぐらいありますか。

事務局：２部あります。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：中身あまり詳しくは時間がないのであれですけれども。一応どんなものなのか、回していただけ

ればと思います。全員に流れて回して目を通していただければと思います。

今の障がい者福祉計画の策定についてという項目のところでのご質問なりご意見というのは、特にない

でしょうか。なければですね、議題の４のセルフプランに対するサポートということは、すでに、１のほ

うで終わりましたので、議題の５の次年度の相談支援部会について、次年度に引き継ぐ地域課題について、

こういうことを地域課題のこういうことがあるので、相談支援部会で実際にやってきたことなどが、ここ

で、来年度の議題というか方向性について、すべて決めることではないので、今日、皆さんにいろいろと、

来年度の相談支援部会についてのご意見をいただいたことを参考にして、来年度の相談支援部会について、

具体的なことを進めるという方向性になっております。

25 年度と 26 年度の委員をやっていただいてて、この２年間では、いろいろな議題について討議してき

ましたけれども、まだ、ここの部分の議題に関しては、まだ中途半端に終わっているだとか、十分に議論

されてないから、来年度に引き継ぎたいとか。それから新たに見えてきた課題とかということも、あると

思う んですけれども。

先ほど、橋野委員から、提案とこういう形の部分で来年度の相談支援部会のほうでも、検討する議題と

してあげられましたけれども、ほかにも、今まで２年やってきた上で、ここの部分は不十分だったんじゃ

ないかということでも結構ですしこういうことも改めてやって、やったほうがいいんじゃないかというよ

うなご意見でもよろしいので、ご意見がいただければと思うんですけれども。はい、小川委員。

小川委員：ダイムケア小川です。協議会のあの案でいくと、相談支援部会の主な課題の中に、サービス等利用

計画の質の向上に関する事項ってあるんですけど、具体的にサービス等利用計画の質の向上っていうもの

が、今まではおそらく、この２年間、100%にいかない、どうしようどうしよう、相談員増やすってこと

で大騒ぎだったと思うんですけど、おそらく、これでもう先が見えたんだなとすると、実際に、もっとち

ゃんとした内容にきっと入っていくのかなと思うんですけど、その具体的な主なこの課題っていうのは、

もう決まっているんですよね。

橋野委員：案です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：一応、案ですので。
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小川委員：では、ここ自体も今回考えるという。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、今回に関しまして、ご意見いただきたいという形で、出させてもらっております。

小川委員：その主な課題の具体的内容をもう少し見えたら、それが課題になるのかどうか、ちょっと、わかる

のかなと思うんですけれど。相談支援事業の充実っていうのは、人数的なことなのか、別のことなのか。

どんなことをさしてこれを書いたのかなっていうのは。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。議題の資料ということで、事務局から特に説明はしなかったんですけれ

ども、お配りしてある書類が、平成 27 年・28 年度の協議会の案になっています。資料の４ページをご覧

いただきますと、相談支援部会の主な課題に対して、どのようなテーマを具体的に議題として取り組んで

きたかっていうところが書いてありますので、結構、項目が大きいので、この項目の中でいろんなことが

できるのかなと思います。

その他相談支援に関する事項というところも幅広いので、先ほど私のほうからもご提案させていただい

たようなアセスメントのことですとか、サポートファイルのことも市としては、みなさんに検討いただき

たいということで、先ほどお願いしたところなんですけれど、主な課題のこの枠の中でも、テーマについ

ては、まだまだ、皆さんでいろいろ議論いただけるのかなと思いますので、こういう資料を参考にご議論

いただければと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：質の向上という形で、具体的なことという形であったんですけど、今まで、１年目では、評価の

軸をどうするのかとか評価の仕組みをどう考えるのかということを話し合いまして、26 年度のでは、実

際に事例を出して、皆さんで、そこを評価していただいたというところの部分を通じて、質の向上という

ものの少し、26 年度は触ったという感じになりますね。そこの一部は、やったという。

あとは、先ほどありましたように、質の向上というのは、相談支援専門員、あるいは、そうじゃなくて、

計画相談だけではなくって、普通の基本相談の相談を受ける相談員の方も含めての、いろんな質の向上と

いうような形の部分もあると思いますし、そこの部分はちょっと、多岐にわたってくると思うんですけれ

ども、ここに書いてあるのは今までにやってきたことと、こういうことをやりましたよ、というような形

で、この４ページのところは書いてあるんですね。ですから、ここの件のところをもう少しつっこんだ問

題が課題があったんじゃないかだとか、そういう形の部分でも、ご意見いただいてもよろしいですし、改

めて、こういうことを検討したいというような形での部分の提案でもよろしいので、ご意見をいただけれ

ばと思います。

ご意見がもしないようでしたら、今日、参加者の方が少ないので、この２年間やっていただいた上で、

この相談支援部会に参加されてて感じたことでもいいし、あるいは、ここがちょっと課題として、という

ようなことでも結構ですし、あと 20 分ぐらいを目安にして、ご意見をお一人、お一人、そんな時間はと

っていただける時間はないですけれども、ご意見を少しいただければと思います。今度、来年度、うんぬ

んとかっていう形の部分でなくても結構ですので。

では、岡部委員のほうから、この相談支援部会に参加されて、ご意見があればということでどうぞ。

岡部委員：実際、実務に関わっていないのですから、障がい者として出席させていただいておるんで、正直言

いまして意見をと言われましても、実務に実際にタッチしてませんと、なかなか意見を述べられないのが

実情でございます。申し訳ございません。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。では、西田委員お願いします。

西田委員：基幹相談の西田です。先ほどちょっと申し上げた通り、相談の実務に関わる相談員さんたちと、こ

の部会の中での議論でいうのは、そんなにかみ合っていない感じが正直していたこの２年間でとにかく実

務者の人たちは、現場でわからないことや何かをとにかく解決していきたい、計画をいっぱい立てていか
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なきゃいけないっていうこと。それから、どこかの部会で話がありましたけど、やっぱり計画相談は報酬

が少ないので、事業所の経営者としては、たくさんやるっていう方向じゃないような話をしたことがある

んだよねっていう話も、どこかの部会だったかに出たと思うんですけど。やっぱり報酬の問題とかもある

のかなと。

ただ、来年度は、残りのさっき 70 何%の達成率だったとして、残りの 30%の人たちを立てていってし

まえば、モニタリングしか残っていかないわけで、相談事業所さんたちも、経営を考えながらやっていか

なきゃいけないっていうところで、新たな課題っていうのが出てくるのかなっていう予感はします。

それと、基幹で人材育成とか、スキルアップとか担っている中では、スキルアップとか人材育成をやっ

ていることと、この部会での動きをやっぱりきちっと発信していかなきゃいけないんじゃないかっていう

ふうに考えています。ありがとうございました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。谷岡さん。

谷岡委員：ケアラビットの谷岡と申します。うまく説明はできないと思うんですが、今まで参加させていただ

いたときに、この相談部会での話し合わなければならないことと、実務者会議、現場の相談員たちがやら

なければならないことが混濁しているような感じがしました。

現場の相談員たちが何に困り、質を向上しましょうって、ここに書いてありますけれども、質を向上す

るために、この部会として、実務者の会議で、実務者の人たちに、何を提供してあげればいいのかってい

うことを検討するのが、この部会であろうかと思っていたんですが、事例検討をするのが実務者の現場の

人たちに、こういった事例でもって、検討してご覧なさいっていうようなアドバイスができる、部会であ

ったらよかったのになっていうふうに思っております。

今も西田さんがおっしゃったように、なんていうんですかね、相談事業が増えていかない課題はいった

い、どこにあるのかっていうことを、この部会で話し合うということを場にしていただきたいので、具体

的な一人の利用者の事例をここでいじくるよりも、それは、現場の実務者会議の現場の人たちが、そこら

辺をアセスメントをとり、モニタリングをとり、サービス計画につなげていけるようにするための環境づ

くりをどのように提供していければいいのかというところを、ここで話し合うべきであろうかと思ってお

りました。

ということで、質の向上一つとっても、いろいろな問題点が出てこようかと思いますので、もう少し練

っていただいた部会にしていただければな、という感想を持ちました。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。

小川委員：ダイムケアの小川です。谷岡さんとも、実は何回かお話ししてたんですけれど、確かに、個別の案

件をここでっていったときに、仕様にこだわってしまうと、全然その、本来、その人だけの問題なのか、

10 人大体、同じようなことをかって、とまってるのかっていったようなことを、本来は考えるべきだろ

うということで、話をしたことがありました。

だから、西田委員がおっしゃったように、実務者会議で、いったいじゃあ、どんなことでみんな困って

いるっていう、みんなが困っていること。個別をその、捨てるってことではないんだけれど、全体的に、

大体みんな、この壁にぶつかるよね、みたいなものがあったら、そういったものはやはり教えてもらって、

それはじゃあ、なんらかの形で側面から、なんらかのサポートができるのかとか、そういったことがあれ

ば、この会議は意味があるのかなと思いますね。

あと、やはりこちら側から、実際にいろんな事業所、もしくは事業者さんの代表とかっていう形で、私

たちが出てきたときに、こちら側からも、その計画相談員の人たちに、こう、受け入れてるよみたいなも

のがあれば、それをまた、一人のものではなく、いろいろ同じような意見が出てきてるっていうことであ
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れば、そういったものも、また、なんらかのお返しをしてもらう努力をすると、お互いに、そういった形

の関係であればいいのかなっていうことと、今、西田委員がおっしゃって気がついたんだけれど、確かに、

今は計画を立てるので精いっぱいで、今後、モニタリングでどれほどのそのものが上がってきて、もしく

は、平たく言ってしまうと、報酬ほしさにモニタリングやるのでは意味ないと思うので、必要なモニタリ

ングをしてもらう形になると思うんだけれど、そうしたときに、その経営上の問題っていうのはきっと出

てくるのかなとは思うので、そういったことについて、私たちが、なんらかの提案なり考えられることが

あれば、ということを、今後、やっていくようなのかなと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。

横山委員：NPO 法人タオの横山です。26 年度に相談事業を立ち上げながら、昨年 10 月から休止という形に

なってしまって、ほかの事業者さんには大変ご迷惑かけて、すみませんでした。

ただ、うちもこれから、また新しく事業をやっていきたいと思う希望はもちろんありますので、今回も

出させてもらっている相談支援部会なので、実務のほうにおろしていくっていうことは本当に大事だなっ

て実感していまして、ほんと、実務やる方は本当に大変で、もう私も、そういった聞きましたけれども、

それをなんとか続けてあげるのが、この会の役目なのかなと思います。

計画相談で今、担当者会議などもありますが、いろんな顔が見えている。ある利用者さんのいろんな顔

が見えて、それ、素晴らしいことだと思うんですね。それは本当に続けて、皆さんモニタリングとか大変

だと思いますが、続けていってということで、スキルアップ講座ですとかで、結局スキルを上げて、本当、

利用者さんのためになるようなことを、ここで学んでというか、ここで私たちが学ぶことを実務におろす

っていうことを、これからもしていきたいなと思いました。ありがとうございました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：佐々木委員、お願いします。

佐々木委員：はい、地域活動支援センターともの佐々木です。この部会に参加させていただいている中で、評

価のところですとか、その後にあった事例の検討みたいなところっていうのは、私なんかですと、結構現

場の実際の実務者として聞かせていただくと、すごく参考になって、「ああ、こうやって評価をしていく

んだな」とかっていうふうに感じることが多くありましたが、そう考えると、やっぱり実務者会議ですと

か、連携会議に顔出している人たちとは、僕も行かせていただいているんですが、顔ぶれがこの部会は、

やっぱり違うので、センター長クラスの方がいて、実務者の方々の顔、この、顔ぶれの中にはないので、

やっぱり、ここの中でやったことが、実際に現場で事例検討を、ほかの現場での事例と改めて評価をし直

してみるとかっていう、そこまでのことを、ここの中でやっていこうっていうことで話し合って、現場に

落としていけると、一番いいのかなっていうふうに感じました。

あとは、本当に実務者会議とか連携会議とかの中ではすごく、いろんな顔ぶれがあって、それで、すご

く皆さん困っていたりするっていうことを、今日も報告してくださったように、この場で報告があがって

くる。そこで困り感がいっぱい出てくるものを、その困り感をこの会が解決に向けて動いていけたらいい

なというふうに感じました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。田中委員、お願いします。

田中委員：千葉県弁護士会、京葉支部の田中です。まず、皆さんがおっしゃっていた通り、この会と実務者会

議の齟齬っていうんですかね。ちょっとずれているというか、ここでやったことは、やったことで、私、

実務はわからないというのもあって、こう考えるのっていうのもあったんですけども、それを今は、実務

者会議にはおろせるような状態じゃなかったのかな。それができるといいなと思ったのが一つ。

次年度以降でのサポートファイルの話になっていたんですけども、私の関わってるケースで、親亡きあ

との問題がありまして、それで、もう、さっぱり何がどこにあるかわからない、これまでどうしていたか
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わからないっていうことありますので、そういうことを、ずっと生涯使っていけるものだといいなという

のと、私は途中から関わったものですから、やっぱり教育って、学校のこととかは書けなくてですね、私

のケースには使えないかなと思ったんですけど、今見てみると、やっぱり使えるようなところもあって、

今度、利用してみようと思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。森林委員、お願いします。

森林委員：はい、猫実地域包括支援センターの森林です。私は、こちらに、介護保険制度の立場からですとか、

地域包括支援センターの立場からということで、参加させていただいてはいるんですけれども、何かこう、

参考になる発言ができればといつも思いながら座っているんですけれども、なかなかその、相談支援員の

方たちが、支援員となる研修がどのように受けられている方なのかというところも、ちょっと知らずに、

ここの席に座ってるところもありまして、発言するにはちょっと迷うことが多く、この２年間終わってし

まって、っていうところであの反省をしているところではございます。

介護保険のほうもですね、実際ケアプランをつくる方々、必要な方たちが高齢者の増加とともに増えて

きている中でセルフプランっていうところも視野に入れていかなければいけないねっていう話を、ちょう

ど今日していたところでもありまして、その中で介護保険制度の中でも考えていかなければならないと思

っていますし、こちらの、また、相談支援部会の中でも、参考になるようなことがあったら、また発言す

る機会があれば次年度以降も協力させていただければと思っております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。入江委員、お願いいたします。

入江委員：こども発達センター入江です。途中からということで、私も参加ということでさせていただいてま

すが、この自立支援協議会、いろんな県内の研修とか、ほかのところの研修、ほかの相談員支援専門員に

聞きますと、なんでもこう困ったことを言えるようなところだし、なんでも言えるようなところであって

ほしいよねっていうのが、どこの相談支援専門員も言ってるところです。ですので、制度の確認をいろい

ろと変わって行く中で必要だと思うので、制度を確認し、そして、なんでもその気がついたところには、

この部会のほうで言えるようなところ。そういうふうなものになっていけばいいのかなっていうふうに、

私も思っております。

実務のほうも、確かに事例がわからないと問題が見えないっていうところもあるので、検討も必要かと

は思いますが、ちょっと幅広くというふうにできたらいいのかなって、ちょっと漠然とですが思っていま

す。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：はい、ソーシャルサポートセンターの坂本です。この２年間っていうのは、本当にもうデッド

ラインが決まった中で計画作成を進めていかなければいけない、本当に、そのドタバタの中で、動き回っ

て、わからないながらも、みんな計画をどんどんどんどんつくらざるを得なかった２年間だったのかなと

いうふうに思ってます。

そんな中で、この２年間の中で、実際にサービス提供していただいている事業所の方々にも入っていた

だいていたことっていうのが、実は、相談立てるだけで、その実際のサービスの組み立てについて、あま

り理解をしていなかった、我々、相談事業所の人間にとっては、すごく目からうろこなことがいっぱいあ

ったなという気がしています。

実際に、サービス等利用計画が、かなり、大枠のもので、実際提供する事業者さんにとっては、もっと

細かいものほしいという、その辺のずれというのが、やっぱり、やっていく中で生じるものなんだなあ。

でも、本当はそれじゃあいけないんだよねっていうことに気づかされたりとか、というような２年間だっ

たのかなと思います。

それで、来年度以降、先ほど西田委員からもお話しのあった通り、本当にもう動いている計画、プラス
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アルファで、あとちょっと新規がくる程度の中で、実際に、各事業所としてどういうふうな運用を迫られ

るのかといったところが、たぶん、一つ課題として出てくるでしょうし。

あとは、この実務者会議の中でもやっぱり一番課題になってたのが、国からの、いろいろな方針の提示

であったりっていうところに、かなり翻弄されていたような部分があったかと思うので、そういったもの

が、ま、だいぶ来年度はひと段落ついて、じゃあ、今後はこうしていきましょうというものが、全体とし

てびしっと整ってくる中で、さて、支援者一人一人がじゃあ、どこに困っているのかというのが、より明

確に見えてくる年になるのではないのかなと思うので、その辺が、たぶん、部会との連動性っていうとこ

ろで、来年度以降はもっと明確になってくるんじゃないのかなという気はしています。はい。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：一応、小瀧委員と橋野委員のほうからも、一言いただければと思います。

小瀧委員：時間もないので、簡単でいいですね。私も 25 年度・26 年度、参加させていただいたんですが、相

談支援を立ち上げていく上では、この２年間やってきたことは、無駄じゃなかったし、よく、皆さんも理

解できたんだと思うんですね。ただ、来年度以降、今後、どのようにしていったらいけないと。それで、

主な仕事は、モニタリングっていう形になるので、こういった、運営する上での過程っていうのは出てく

るんだろうなというところで、今後は、実務者会議とのですね、役割っていうのを明確にして、委員の構

成のあり方も含めて、検討していっていただきたいなというふうに思っています。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。橋野委員からも一言お願いします。

橋野委員：皆さん、お忙しい中、２年間会議のほうにご協力いただきまして、ありがとうございました。浦安

市の自立支援協議会の組織を２年前に見直ししまして、新たにつくった相談支援部会という部会でした。

２年経ってもやはり、何を目的に、どういうふうにしていこうかっていうことは、まだまだ、課題がたく

さんあると思いますが、せっかくできた相談支援部会ですので、大事にまた、今後も育てて、継続してい

きたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。最後、私から一言ということで。２年間、リーダーとしてやってきまし

たけれども、実際に相談の現場から離れておりまして、少し離れたところからということで、相談事業の、

審査会のほうからの、こちらのほうの委員になって、リーダーということでやってきましたけれども、少

し私も今の現状ということの、国のいろいろな方針だとか、今の事業所の現状とか、そこの部分とかとい

うのは見えてない部分もありまして、つたないリーダーになったところもあると思うんです。

その辺のところは、申し訳ないなと思っておりますけれども、幸い、皆さんからいろいろとご協力いた

だきまして、いろいろな、課題を解決したということは、まだ、ないところは十分にありますので、今後、

来年度へ向けての部分で、今まで積み残してきた部分も含めて、先ほどから皆さんから出ていましたけれ

ども、今年度ところまでは、計画相談事業所のほうを増やすこと。こちらのほうのね、トライが決まって

いたという形で、そこの部分のことがありましたので、時期的なものもありましたけれども、今後は、そ

の、手をあげた事業所さんも含めてですね、そこの事業所さんが十分に、運営も含めて、そこで働く相談

支援専門員の方も含めて、あるいは、普通の相談員の方も含めて、十分活躍していただけるような形の、

なんらかの、部会のほうではサポートをしなきゃいけない、そういうサポート体制をつくっていかなきゃ

いけないのではないかと、そのように思っております。これは、次に向けての、私の願いでもありますけ

れども、いろいろとありがとうございました。

では、本日の部会を終了させていただきます。ありがとうございました。



平成 27 年 2 月 17 日（火）

午後２時～午後４時

消防本部多目的ホール

浦安市自立支援協議会第４回相談支援部会

１．開会

２．議題

（１）計画相談進捗状況について

（２）第３回相談支援実務者会議について

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）セルフプランに対するサポートについて

（５）次年度の相談支援部会について

→次年度に引き継ぐ地域課題についてご意見ください。

３．閉会



議題１資料

計画相談進捗状況（平成２７年１月末日現在）

【障がい福祉課 】

１．福祉サービス支給決定者数 ５９８人

・計画相談支援 ３５４人

・児童で作成 ６２人

・介護保険対象者 ５１人

・セルフプラン ７人

計 ４７４人

達成率 ７９．３％

２．障害児通所支援支給決定者 ３０１人

・障害児相談支援 １６２人

・セルフプラン ７人

計１６９人

達成率 ５６．１％
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議題３資料 平成27年～29年度浦安市障がい者福祉計画 パブリックコメント用素案抜粋

第1 編「障がい者計画」抜粋

修正箇所

○重点的な取り組み

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、自由に

サービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニ

ーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規事業者が

参入しやすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域移

行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中活動

の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。

２．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイルを活用して、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援体制を推進します。

３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立できるよ

うに、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と支援体制を整

備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災害時の支援にあたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合う共

生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まるように、差別の解消と合理

的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図ります。



２

○施策の体系

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

７．自立と社会参加の促進

権利擁護施策の充実

余暇活動の促進

自主的活動の促進

安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

移動・交通手段の整備

歩行空間・建築物の整備

就学・進学相談の充実

ライフステージを通じた支援の推進

障がい者雇用の推進

福祉的就労の促進・就労支援体制の充実

施策の方向性 基本施策

日中活動の場の充実

住まいの場の充実

在宅福祉サービスの充実

相談支援体制の充実

虐待の早期発見・防止

差別の解消と合理的配慮の推進

啓発の推進

市民との協働による支援活動の促進

交流機会の拡充

障がいの早期発見の促進

保健・医療・リハビリサービスの充実

就学前療育・教育の充実

就学後療育・教育の充実

重点

重点

重点

重点

重点
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○施設の展開（抜粋）

施策の方向性２ 福祉・生活支援の充実

（１）相談支援体制の充実

■現状と課題

障がいのある人の人数は、増加傾向にあり、また、発達障がいや高次脳機能障がい等様々な

障がいのある人への支援も求められています。平成 25 年４月には障害者総合支援法が施行さ

れ、支援の対象に難病等が加わりました。

また、平成 24 年 4 月よりすべての障害福祉サービスの利用希望者にサービス等利用計画

が必要になりました。アンケート調査では、相談者が「いる」という回答が約８割と、多数を

占めていますが、相談相手は「家族」という回答が7５.２％と、多くの方は何か問題があった

ときには家族と相談して対応している状況が伺えます。

しかし、悩みの内容は「健康・治療のこと」が 5６.３％で半数以上、「経済や生活費のこ

と」（２９.6％）、「仕事や就職のこと」（17.3％）となっており、専門機関や行政機関に相談

することで問題解決の糸口が見つかる可能性が高い部分もあるのではないかと考えられます。

今後も、障がいのある人とその家族、支援者等の多様な対象に対応した相談の充実と、相談

員の専門性の向上を図り、障がいのある人一人ひとりの状況に適切に対応できる相談体制の整

備を継続することが求められています。

■取り組みの方向性

①相談支援体制の充実

ソーシャルワーカー（社会福祉士、精神保健福祉士等）による市職員の相談機能を継続する

とともに、研修等による資質向上を推進します。また、窓口・電話相談のほか、必要に応じて

訪問相談を行います。

「民生委員・児童委員」、「身体障がい者相談員」、「知的障がい者相談員」、「障害のある人な

い人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく地域相談員」、「基幹相談支援センター」、

「指定特定・障害児相談支援事業所（計画相談支援を行う事業所）」、「障がい者虐待防止セン

ター」、「社会福祉協議会」などさまざまな相談機関の存在や相談・支援活動について周知を図

り、障がいのある人やその家族の利用を促進します。

②本人の意思の尊重

障がいのある人に対する相談においても、本人の自己決定の尊重という考え方に立って、本

人の意思や希望に十分配慮して対応するようにしていきます。
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③専門的な相談体制の充実と連携の促進

専門性が求められる多様な相談内容や緊急な相談にも応じられるよう、保健・医療、福祉、

療育、教育、就業等、専門分野の連携を図ります。

的確な相談と援助・サービスへのつなぎ機能が円滑に行われるよう、連絡会議・ケース会議

等を通じて関係機関の連携強化を図ります。

障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言などを行い、あわせて

福祉サービスが必要な方には、サービス利用に繋げる基本相談支援も強化します。そのために、

民間の相談支援事業者に対して補助金の交付による側面的支援を継続するとともに、指定事業

へ参入を勧奨します。

サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で計画の検証にあたります。

「基幹相談支援センター」を中心に指定特定・障害児相談支援事業者の連携を推進します。

自立支援協議会を中心に関係機関の連携を推進します。

④サービス等利用計画作成の質の向上

相談支援事業者への側面的支援を行い、事業者の拡充を図ります。

制度やサービス等利用計画を作成する事業所の周知に努めます。

自立支援協議会等で、サービス等利用計画の評価をすすめていきます。

実務者会議や研修を開催し、相談員の質の向上に努めます。

■主な事業

事業名 基幹相談支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人が地域で生活するためのさまざまな制度やサービスの利用、申

請の援助などを２４時間、３６５日体制で実施しています。

相談員の資質の向上や相談体制の強化を図る地域の中核的な相談支援機関とし

て、研修会や事例検討会などを開催します。

事業名 計画相談支援推進事業補助金

担当課 障がい事業課

内容

計画相談支援及び障がい児相談支援の円滑な実施を促進するため、計画相談支

援等を実施する事業所に対し、サービス等利用計画作成等を担う相談支援専門員

に要する経費の一部を補助します。
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事業名 身体障がい者相談員、知的障がい者相談員

担当課 障がい事業課

内容
障がいのある人やそのご家族に地域の相談員として協力いただき、地域の身近

な相談の窓口として、電話やＦＡＸ等での相談に対応しています。

事業名 自立支援協議会・相談支援部会

担当課 障がい事業課

内容
「障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり」を進めるため、相談支援の地

域の実態や課題等の情報を集約し、共有して課題解決に向けて協働します。



６

第２編「障がい福祉計画」抜粋

１章 計画の基本的事項 「２．サービスの内容と対象者」抜粋

（４）相談支援

（８）地域生活支援事業

＊一部抜粋

相談支援事業

障がいのある人やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を
行い、福祉サービス事業者等との連絡調整を実施します。また、困難ケースへの
対応、サービス調整会議等におけるスーパーバイズ及び相談支援事業者等への指
導、助言など高い専門性を要する業務も担っています。

サービス名 内容 主な利用対象者像

計画相談支援

支給決定または支給決定の変更前
に、サービス等利用計画案を作成し
ます。また、支給決定または変更
後、サービス事業者等との連絡調整
やサービス等利用計画を作成しま
す。

障害福祉サービスまたは地域相談支援を
利用するすべての障がい者

障害児相談支援
障害児通所支援の支給決定または支
給決定の変更前に、障害児支援利用
計画の作成を行います。

障害児通所支援を利用するすべての障が
い児

地域相談支援

（地域移行支援）

訪問指導や住居の確保等地域におけ

る生活に移行するための活動に関す

る相談、また、地域移行のための障

害福祉サービス事業所への同行支援

等を行います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入
所・入院する障がい者、児童福祉施設に
入所する18歳以上の障がい者等

地域相談支援

（地域定着支援）

常時の連絡体制を確保し、障がいの

特性に起因して生じた緊急の事態等

に相談や緊急訪問、緊急対応等を行

います。

障がい者支援施設又は精神科病院に入

所・入院する障がい者、児童福祉施設に

入所する１８歳以上の障がい者等で当該

施設・病院を退所・退院した人
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３章 障害福祉サービスの推進 抜粋

○相談支援の取り組み

【現状と課題】

身近な地域の中で気軽に安心して相談が受けられるよう、指定特定相談支援事業所・指定障害

児相談支援事業者及びサービス等利用計画についての周知を図りました。

また、平成 27 年度４月から障害福祉サービス等の支給決定に先立ち、サービス等利用計画を

作成することとなっていることから、平成 26 年度より市独自の補助金を創設し、サービス等利

用計画の促進に努めました。

【利用実績】
（年間）

【今後の取り組み】

障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、サービス等利用計

画の推進に努めます。

また、障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言などを行い、福祉

サービスが必要な方にはサービス利用に繋げる基本相談支援も強化します。

そのために、民間の相談支援事業者に対して補助金の交付による側面的支援を継続するととも

に、指定事業へ参入を勧奨します。

また、サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で計画の検証にあたりま

す。

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①計画相談支援 実人数
見込 150 300 450

実績 38 215 600

②地域移行支援 実人数
見込 ３ ３ ３

実績 0 3 3

③地域定着支援 実人数
見込 2 2 2

実績 0 0 0
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【見込み量】
（年間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①計画相談支援 実人数 650 700 750

②地域移行支援 実人数 5 6 7

③地域定着支援 実人数 ２ 2 ２
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○障がい児支援の取り組み

【現状と課題】

児童発達支援は、早期療育の観点から手帳を持っていない未就学児も健康増進課やこども発

達センターの意見書により利用の対象としています。そのため、見込みを大きく上回るととも

に、年度毎に利用実績が伸びています。

また、放課後等デイサービスは、日中一時支援事業からの利用者が移行したため、利用実績

が伸びています。

平成26 年10 月よりこども発達センターが児童発達支援センターの指定を受けたことで、

中核的な療育支援の施設として、地域全体への療育支援機能の強化・拡充を図りました。

【利用実績】
（月間）

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①児童発達支援

人日
見込 358 358 358

実績 641 896 919

実人数
見込 55 55 55

実績 110 153 151

②医療型

児童発達支援

人日
見込 4 4 4

実績 3 4 2

実人数
見込 1 1 1

実績 1 1 1

③放課後等

デイサービス

人日
見込 260 520 780

実績 537 794 896

実人数
見込 40 80 120

実績 72 121 142

④保育所等

訪問支援

回数
見込 3 5 8

実績 3 5 1

実人数
見込 5 10 15

実績 3 ４ ３

⑤障害児相談支援
実人数

（年間）

見込 50 100 150

実績 27 75 300
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【今後の取り組み】

「浦安市子ども・子育て支援総合計画」と連携を図りながら、児童発達支援センターとして

の機能を持ったこども発達センターを中心に、早期療育と障がい児支援体制の整備・拡充を図

ります。

また、医療的ケアが必要な子どもに対する支援の基盤整備の強化を図るとともに、福祉、医

療、教育等の関係機関において、総合的な支援体制の構築に努めます。

【見込み量】
（月間）

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①児童発達支援
人日 1,079 1,190 1,307

実人数 166 183 201

②医療型児童発達支援
人日 4 4 4

実人数 2 2 2

③放課後等デイサービス
人日 1,061 1,170 1,285

実人数 156 172 189

④保育所等訪問支援
回数 8 8 8

実人数 8 8 8

⑤障害児相談支援 実人数（年間） 330 360 390
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○地域生活支援事業（必須事業）の取り組み
【現状と課題】

移動支援事業は、サービス提供事業者の増加やサービスの周知により実績が見込みを大きく

上回るとともに、年度毎に利用実績が伸びています。

法改正（障害者総合支援法）により、必須事業に「理解促進研修・啓発事業」、「自発的活動

支援事業」、「成年後見制度法人後見支援事業」、「手話奉仕員養成研修事業」が加わりました。

「コミュニケーション支援事業」は「意思疎通支援事業」に名称が変更となり、従来の手話通

訳・要約筆記に加えて代読、代筆等や、知的や発達に障がいのある人や、重度の身体障がいの

ある人の意思の伝達の支援など、支援の内容が幅広くなっています。

また、「基幹相談支援センター」を前期計画の目標どおり平成２５年度に設置しました。設

置にあたり、地域の障がい福祉に関するシステムづくりの中核的な役割を果たす自立支援協議

会において、機能等を協議しました。設置後も引き続き自立支援協議会で機能及び実績の検証

を行います。

【利用実績】

区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 － 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 － 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所
見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

基幹相談支援センタ

ー
設置の有無 － 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数
見込 ５ ５ ５

実績 １ １ １

⑤成年後見制度法人後見支援事業 実施の有無 － 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆

記者派遣事業

利用件数

／月

見込 30 33 35

実績 20 19 20

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月

見込 ２ ２ ２

実績 ２ ２ ２

入院時コミュニケー

ション支援事業
実人数

見込 ４ ４ ５

実績 4 １ 1
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区 分 単位 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／年
見込 18 19 21

実績 7 １９ 7

自立生活支援用具 件数／年
見込 52 54 55

実績 25 29 26

在宅療養等支援用具 件数／年
見込 18 19 20

実績 14 30 12

情報・意志疎通支援

用具
件数／年

見込 48 50 53

実績 34 29 15

排泄管理支援用具 件数／年
見込 1,442 1,498 1,557

実績 1,359 1,531 1,740

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費）
件数／年

見込 5 6 6

実績 3 ７ 3

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習

修了・登録

実人数

見込 6 7 8

実績 6 6 8

⑨移動支援事業

実人数

／月

見込 215 230 245

実績 278 323 322

年間利用

時間

見込 26,433 29,077 31,984

実績 27,478 31,333 35,376

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支

援センター利用者

箇所

4 4 4 4

4 ３ ３ ３

実人数

／日

65 65 65 65

50 43 45 45

浦安市外の地域活動

支援センター利用者

箇所

３ ３ ３ ３

３ ３ ３ ３

実人数

／日

３ ３ ３ ３

3 3 3 3
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【今後の取り組み】

障がいのある人が、地域で自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、引き続き、

地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な支援を行っていきます。

障がいのある人等の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無に関わらず相互に人格と個性

を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現のため、啓発・広報・意思疎通事業にも

力を入れていきます。

また、自立支援協議会で引き続き「基幹相談支援センター」の機能の検証を行い、相談支援

体制の充実と地域の連携に努めます。

【見込み量】

区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

①理解促進研修・啓発事業 実施の有無 実施 実施 実施

②自発的活動支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

③相談支援事業

障害者相談支援事業 実施箇所 ２ ２ ２

基幹相談支援センター 設置の有無 設置 設置 設置

市町村相談支援機能

強化事業
実施の有無 実施 実施 実施

住居入居等支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

④成年後見制度利用支援事業 実人数 ５ ７ ９

⑤成年後見法人後見支援制度利用支援事業 実施の有無 実施 実施 実施

⑥意思疎通支援

事業

手話通訳者・要約筆記者

派遣事業

実利用件数

／月
30 30 30

手話通訳者設置事業
実設置人数

／月
１ １ １

入院時コミュニケーショ

ン支援事業
実人数 ２ ２ ２

⑦日常生活用具

給付等事業

介護・訓練支援用具 件数／年 25 25 25

自立生活支援用具 件数／年 35 35 35

在宅療養等支援用具 件数／年 20 20 20

情報・意志疎通支援用具 件数／年 25 25 25

排泄管理支援用具 件数／年 1,850 1,900 1,950

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費）
件数／年 10 10 10

⑧手話奉仕員養成研修事業
養成講習修了・

登録実人数
9 10 11
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区 分 単位 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度

⑨移動支援事業

実人数 400 490 598

年間利用

時間
44,000 53,900 6５,780

⑩地域活動支援

センター事業

浦安市の地域活動支援

センター利用者

箇所 ３ ３ ３

実人数／日 45 45 45

浦安市外の地域活動支

援センター利用者

箇所 3 3 3

実人数／日 3 3 3
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議題５資料 平成 27・28 年度浦安市自立支援協議会案

＊組織は、第 4回自立支援協議会での協議を経て、現在の組織を引き引き継いでおります。

運用と議題等については、今後の協議会及び部会での意見を受け、随時更新します。

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。

名称 目的 主な課題

自立支援協議会

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。

地域課題の整理と対応に関する事項

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

権利擁護部会

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。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

こども部会

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。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

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。

サービス等利用計画等の質の向上に関する

事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

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。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する事項

障がい者の地域でのくらし全般に関する事

項

本人部会

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。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

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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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．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

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

プロジェクト会議 適宜

５．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方
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６．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、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。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

７．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。

本人部会を除く各部会は、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。

８．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。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

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。

９．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
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１０．相談支援部会の議題

平成 25・26 年度自立支援協議会及び部会の委員で、地域の課題や引き継ぎ事項を協議し、

次期部会に引き継ぐ。

主な課題 平成 27 年２月までの議題

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

○サービス等利用計画の現状

○サービス等利用計画の評価の仕組み作り

○サービス等利用計画の評価のポイント等

（事例を通して）

相談支援事業の充実に関する事項

○サービス等利用計画進捗状況

○相談支援実務者会議報告

○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

○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

その他相談支援に関する事項 ○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画


