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平成 26 年度第４回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 26年 11 月 10 日（月） 15：10～16：40

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、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、橋野まり子委員

４．議題

（１）部会活動報告

（２）合同部会の議題について

（３）平成 27年・28 年度の協議会について

（４）重度障がい者医療給付事業について

５．資料

（１）議題１資料１ 浦安市自立支援協議会第３回権利擁護部会の概要

（２）議題１資料２ 浦安市自立支援協議会第３回地域生活支援部会の概要

（３）議題３資料１ 平成 25年度・26年度浦安市自立支援協議会

（４）議題３資料２ 平成 25年度・26年度の自立支援協議会に関するアンケート

（５）議題３資料２ 平成 25年度・26年度本人部会委員募集案内

（６）議題４資料 重度障がい者医療給付事業について

（７）参考資料 計画相談見込み

６．議事

事務局：それでは引き続き、平成 26 年度第４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：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。まず議題１は、部会活動報

告ということで、今回は権利擁護部会と、地域生活支援部会の２部会がそれぞれ第３回部会を開催い

たしましたので、リーダーより報告をいたします。なお、意見や質問につきましては、各部会の報告

が終わってから、まとめてお伺いしたいと考えておりますので、あわせてよろしくお願いいたします。

それでは、最初に私がリーダーを務めております、権利擁護部会の報告をしたいと思います。その

あと、地域生活支援部会ということで報告をさせていただきますが、今回から報告にあたりまして、

部会の概要につきましては、事前に資料をお配りさしていただきましたので、それをもとにお聞きい

ただければと思います。それではまず始めに、第３回権利擁護部会の概要ということで、左上に議題

１資料１と書かれたものがございますので、こちらを見ていただければと思います。

権利擁護部会は、10 月 23 日に開催いたしまして、議題は４つということで、１つ目が、障害者差

別解消法施行に向けての取り組みについてということで、その中で４点、１つ目は先ほどの障がい者

福祉計画策定委員会でも出ましたけれども、内閣府のモデル事業である障害者差別解消支援地域協議
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会モデル事業についてのご報告と、その推進状況について、事務局から報告を受けたという形になり

ます。ワーキンググループ等を開催し、ここに書いてありますが、差別や配慮の事例の収集などを行

っているということでございます。また、こうした権利擁護部会でも団体や事業所で実施している取

り組みについてうかがって、これを浦安市障がい者差別解消支援地域協議会のあり方検討会につなげ

ていくというような報告がございました。

また、この差別解消に向けて、それぞれまず浦安警察署の取り組みということで、委員の方からお

伺いいたしました。古い建物でエレベーターもないため、１階に相談室を設けるなど、できる限りの

配慮をしているとのことです。それから、虐待などの相談につきましては、人身の安全に関わる事案

であれば、即応事案として組織的に対応するなどしているというようなご報告がございました。

また、委員の方から、たとえば自閉症の方が誤解を受けてしまうというような例などがあげられた

ことに対しまして、特に交番勤務の方について、ぜひ、障がい者に関する理解を深めてほしいという

ようなご意見ございまして、これを受けて、研修等を行っているという回答を受けるとともに、人権

に関する事項や、障がい者の理解に関する事項を盛り込んで、今後対応していきたいというような回

答がございました。

２番目は社会福祉協議会の取り組みということで、こちらのほうは、施設の利用者からの要望を踏

まえて、市と調整をしながら、利用者が気持ちよく施設を使用できるように取り組んでいるという報

告がございました。また、アンケート BOX の設置や、会議室の鍵の受け渡しの際にご意見をうかが

うなどして、情報収集に努めているとの報告がございました。また、たとえばトイレの荷物かけのフ

ックの位置が高いという意見をいただいて、それを低くするとか、そういう形で反映しているという

ようなお話がございました。また、社会福祉協議会職員や、民生委員の研修等におきましては、バリ

アフリーハンドブックを活用し、障がい者に対する理解を深めているというお話がございました。

そのほか、配慮についての意見ということで、浦安で行われるイベントにつきましては、手話通訳

をつけていただきたいとか、障がいのある方が周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークの

周知の提案ということをお願いしたいというような意見が出ました。これにつきましては、たとえば

内部障がいの方など、外見からは配慮を必要としていることがなかなかわからないけれども、周囲の

方に配慮を必要としていることを知らせるという意味で、東京都が作成した、ヘルプマークについて

のご意見もいただきました。今後、障がいに関するさまざまなマークの周知などについても権利擁護

部会で検討していくということにいたしました。

そのほか、障がい事業課から、意思伝達のためのツールとしての救急メディカルカードについての

紹介がございました。また、障がい事業課より、健康福祉部のイベントにはできる限り手話通訳をつ

けるようにしているけれども、人数に限りがあるということで、どちらかというと、手話通訳をつけ

てほしいという要望があったイベントから優先的に手話通訳を派遣するという形になっているけれ

ども、今後市役所の各課に、周知徹底していきたいというご報告がありました。

なお、私の勤めている明海大学でも、父母会、就職講演会というものがあったんですが、こちらに

も手話通訳などをつけて、意思の疎通が図れるようにしたということを紹介させていただきました。

また、２番目は障がい者福祉策定計画について、計画第１編の障がい者計画の、理解、交流につき

まして、理解と交流の促進、及び自立と社会参加の促進について、どのような内容であるかというこ

とを確認しつつ、事務局からご説明いただき、ご意見をうかがいました。

また３番目としましては、裏になりますけれども、啓発広報活動ということで、今年度の実績の報

告がございました。その中ではこちらに①と出ておりますが、市立小中学校全教職員、あるいは小中

高の福祉体験教室、夏休みのボランティアのガイダンス等でバリアフリーハンドブックを配布して活
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用したという報告を受けました。また、２年目・３年目の教員研修、市職員研修、事業所研修を実施

した旨を報告を受け、さらに、障がい者週間に合わせて、「広報うらやす」の 12 月１日号に記事を

掲載した旨、報告をしていただきました。

また、議題４としましては、障がい者への虐待を防止するための取り組みということで、非公開で

障がい者虐待防止センターが携わっている事例報告がございまして、これを受けて、色々なご意見等

拝聴したということでございました。

その他、虐待防止センターの実績報告を受けました。ここに出ている数字の通りでございます。４

件とも通報ということで、虐待の事実があるものとして支援方針を検討中、または支援中というよう

な回答もございました。あわせて、施設従事者による虐待としましては、１件通報ございまして、虐

待の事実があるものとして対応中という報告をしていただきました。以上が権利擁護部会の報告にな

ります。続きまして、地域生活支援部会、お願いいたします。

西田副会長：地域支援部会の発表をさせていただきます。前回、事務局に、部会報告については何かメモを

もらうと嬉しいですって話をさしてもらったら、さっそく、このようなメモをつくっていただいて、

大変感謝にたえません。

地域生活支援部会においては、議題３つほどありまして、今回、とても時間がなくて、なかなか議

論ができませんでした。特に議題１、地域生活支援拠点整備について。実は、私のほうから、これの

グループホーム併用型整備という、国の制度にいくつか制度があるんですが、グループホームを併設

した整備をできれば市のほうにお願いしたいという提案をさせてもらったんですが、皆様から下記の

ような論点でさまざまな意見が出まして、今回はグループホーム併設型という言葉を削除して、地域

生活支援拠点の整備を要望する、ということを部会として今後詰めましょうという話になっています。

論点１と２についてはお読みいただきたいと思います。

論点１の主たる主張は、グループホームをつくると、ある特定の方がそこに住んでしまい、皆が使

えなくなるんじゃないか。だから、通過型の仕組みがいいのではないか、というご意見でありますと

か。論点２の方は、一民間企業ではなかなか重度障がい者は支えられないというので、そういう部分

については行政が担うべきじゃないかという論点が２つ分かれまして、結論的には、地域生活支援拠

点は必要である、だから今後これについて、どう中身を整備していくか議論しましょうということで、

議題は終わっています。

議題２番、３番。これはもうほとんど時間がなくて、報告だけに終わったところがありますが、２

番目の障がい者福祉計画については、今日もこの前に会議がありましたが、進捗状況について、事務

局のほうから説明がありました。そこで、若干の意見交換をさせてもらいました。

議題３。人材不足とヘルパーの処遇改善についてっていう議題で、市川と浦安で 29 の事業所が登

録していますが、そのうち 21 の事業所から回答がありまして、そこに書いてあるように１番、事業

所の数は４、５年前から見れば大変増えましたが、福祉特有のサービスを提供してる事業所は２割弱。

介護系に見られる泊りのケア、行動障がいのある方の外出支援を提供している事業所が特に少なく、

全体の１割しかなかったという結果が出ています。

裏のページに行きます。裏のページの報告では、９時から 17 時の時間以外の時間帯、５時から９

時以降でありますとか、朝まででありますとか、これも大変不足しているという数字が出ておりまし

た。同じく日曜日に稼働している事業所も少ないとのことでした。

こういうことで、ニーズの高いところに事業所が不足している。逆に言えば、平日の９時から５時

の時間帯は、皆さんかなり利用はできているんだけども、事業所の数が、時間帯、曜日によって減る

ために、サービスを受けたいところで受られないという声も多く聞かれておりまして、今後の議題と
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して、このヘルパー解消をどうするかが、次の地域生活支援部会の議題になっていきます。以上です。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。それでは、ただいまの権利擁護部会と地域生活支援部会

の報告に対しまして、何か質問、ご意見ございますでしょうか。

下田会長：はい。橋野委員、お願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。権利擁護部会の後、浦安警察から連絡がありまして、浦安警察署の研

修で、バリアフリーハンドブックを使いたいということでした。署員半分を対象に、11 月 20 日に研

修会を行い、障がいについて対応等を勉強したいということでしたので、講師を青少年サポート事業

の運営事業者の中島理事長にお願いしまして、発達障がいのある方、知的障がいのある方の対応につ

いてという内容で研修いただくのと、バリアフリーハンドブックの配布が行われます。

バリアフリーハンドブックにつきましては、研修に出られない署員の分も含めて配布したいという

ことでしたので、180 冊配る予定となっております。

下田会長：はい。ありがとうございました。先日、浦安警察署の取り組みを伺いましたが、その部会終了後

に、浦安警察署に全員を対象とした研修会を予定しているというお話でございました。何かほかにご

意見、ご質問等ございますでしょうか。

下田会長：はい。白川委員、お願いいたします。

白川委員：権利擁護部会のほうに質問するのかどうか、ちょっと定かではないんですけれども。12 月に障

がい者週間ありますよね。去年あたりだったら、今頃は何をどうやるか、と詳細が少し出ていたと思

うんですけれども、今年は、全くありませんでした。そこの辺り、ちょっと説明していただければと

思います。

事務局：事務局清水から回答させていただきます。権利擁護部会の今年のイベントですが、昨年のイベント

終了後に、権利擁護部会で協議いたしまして、今年度については、障がい者週間に特定するのではな

く、年間を通して計画立てて、啓発広報活動をしていこうということになりました。

それにあわせて、ターゲットを小中高生に絞るということで、今回は小中学校に出向いて、バリア

フリーハンドブックを配ってお話をさせていただいたり、ボランティアの方の福祉体験教室とタイア

ップして、バリアフリーハンドブックを用いた啓発広報活動に努めてまいりました。

また、年間を通して、社会福祉協議会のいろいろなイベントにも参加させていただいたり、これか

ら文化体育館で行われるイベントなどにも、バリアフリーハンドブックを持ちこんで、啓発広報活動

をさせていただきたいと思っております。

障がい者福祉週間に何もないのはやはり寂しいですので、12 月１日の広報に、まだどれぐらいス

ペースをいただけるのかはわからないんですけれど、障がい者週間について PR させていただきます

のと、本庁舎の１階に市民スペースという、つい先日まで選挙の期日前投票をしていたスペースなん

ですけれど、そこのスペースを利用いたしまして、障がい者週間や、障がいがあることを示すマーク

などについて PR させていただく、パネル展を開催したいと考えております。

また、順次、ほかのイベントにも参加させていただいて、今回は年間を通した啓発行動活動を進め

てまいります。来年度、障がい者週間に何か大きいイベントをしようとか、あとはそういった費用を、

年間通していろいろな講座や研修にあてて行こうかとか、そういう方向性につきましては、本年度の

反省を踏まえまして、第４回権利擁護部会のほうでご検討いただけることと考えております。以上で

す。

下田会長：はい。よろしいでしょうか。愛塲委員、お願いいたします。

愛塲委員：特別支援学校の愛塲です。お願いです。バリアフリーハンドブックっていうのを、浦安の小中学

校の先生方にもお配りしたっていうことなので、もし１部、教員向けに私の学校にもいただけるとあ



5

りがたいかなって思うのと、知らせるマークっていうあたりの、さっきも救急のところでの、「痛み

を感じる部位はどこですか」とかって、いろんな絵カードで示されたものもあったかと思うんですけ

ど、それも参考までにいただけると、とってもありがたいなと思いますので、すみませんが、よろし

くお願いいたします。以上です。

事務局：承知いたしました。さっそくお送りいたします。

下田会長：ほかにございますでしょうか。よろしいでしょうか。もし何か、お気づきの点ありましたら、戻

っていただいても差し支えございませんので、よろしくお願いいたします。

それでは、議題２、合同部会の議題についてでございます。ご承知の通り合同部会は、部会間と情

報交換を行い、連携を図る。先ほど、計画のほうで、連携って一体どういうことなの、という話があ

りましたけども、連携を図るということを目的としております。本年度第１回の合同部会の報告事項

としましては、協議会及び部会活動報告と、基幹相談支援センターの平成 25 年度実績報告、平成 26

年度の事業計画が、事務局より提案されております。委員の皆様が所属されている部会で協議した課

題の中で、合同部会で共通認識を図ったほうがよいと思われる議題、あるいは、他の部会で協議され

た内容について、より詳しく聞いてみたいと思われたものがありましたら、この場でお伺いしたいと

思います。それを合同部会の部会活動報告に反映していきたいと思っておりますが、いかがでしょう

か。何かございますでしょうか。

西田副会長：合同部会っていつでしたか。

下田会長：12 月 25 日が合同部会。クリスマスですね。２時からということを予定されております。いかが

でしょうか。何かございますでしょうか。

事務局：事務局の障がい事業課です。合同部会で発表する各部会の活動報告については、事務局とリーダー、

サブリーダーで調整の上、決めさせていただいてもよろしいでしょうか。

下田会長：よろしいでしょうか。はい。では、ご了承いただいたということで、そのようにさせていただき

ます。ありがとうございました。また何かございましたら、あとでメールでもファックスでもよろし

いので、事務局にお寄せいただければ、ぜひ、実績報告に反映させていきたいと思います。どうもあ

りがとうございます。

それでは続きまして、議題３、平成 27 年、28 年度の協議会ということで、今後の協議会について

のご提案等を含めてさせていただきたいと思います。それでは、事務局のほうから説明をお願いいた

します。

事務局：事務局、障がい事業課清水よりご報告いたします。今回、資料として、平成 25 年度、26 年度の自

立支援協議会の組織図と、議題のあらまし。また、今期の自立支援協議会の部会の委員を選ぶ際に参

考とさせていただきました、当事者団体様、あと、各事業者様に送らせていただきましたアンケート。

また、本人部会を募集するにあたっての広報原稿。こちらの３点を資料として提出しております。

今回、ちょっと気が早いかなと思われるかもしれませんが、来期平成 27 年、28 年度の自立支援協

議会のことを決めなければならない時期になってきました。委員の方を決める際のアンケートなどに

つきましては、年明け、２月ぐらいには行ったほうがよろしいかと思いますので、今回こういった資

料を提出させていただきました。

委員の皆様に今回、この第４回の協議会でご検討いただきたいのは、この組織についてです。自立

支援協議会と、あと５部会ございますが、この組織について、この部会の名称と内容、この構成でい

いのかということ。委員の選考についても、今年と同じように、部会についてはアンケートを収集す

るべきか否か。また、本人部会については、広報等で公募という形をとらせていただきましたが、同

じ方法でよいのか、今のこの３つについて皆様におうかがいしたいと思います。
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では、議題３の資料１、平成 25 年・26 年度浦安市自立支援協議会について、簡単に説明していた

だきます。もうすでに、当期動いておりますので、ご承知おきのこととは思いますが、簡単に説明さ

せていただきます。

まず、こちらの自立支援協議会ですが、目的は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場となっております。課題といたしましては、地

域課題の整理と対応に関する事項。また、基幹相談支援センターの事業についての検証及び評価が、

当初予定しておりました、主な課題となっております。

５つの部会。権利擁護部会ですが、こちらの目的は、障がい者の権利を擁護するためのネットワー

クづくりと啓発・広報活動を行うことが目的となっております。主な課題は、障がい者の権利擁護に

かかる啓発・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

となっております。

こども部会は、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のスムーズな連携を図ることを目的としております。当初予定しておりま

した主な課題としましては、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です。

相談支援部会ですが、目的は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こと、こちらが目的となっております。主な課題としまして、サービス

等利用計画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となっております。

地域生活支援部会は、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の充実を図ることを目的としております。主な課題といたしまし

ては、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

の暮らし全般に関する事項となっております。

本人部会ですが、こちらは当事者間の情報交換と相互理解を図ること、地域課題を提案することが

主な目的となっております。主な課題といたしましては、情報交換に関する事項、地域課題の提案に

関する事項となっております。

次のページからは、概要について申し上げます。合同部会は、部会との情報交換を行うことを目的

として、今期は年に２回開催いたしました。また、５番の委員の選考につきましては、自立支援協議

会には自立支援協議会設置要綱がございます。こちらの要綱に基づきまして、委員の選考は障がい事

業課で行い、市長が委嘱するという形をとっております。

部会につきましては、当事者団体、福祉サービス事業所や関係機関にアンケートを実施いたしまし

て、参加希望の有無と、希望する部会についてお伺いいたしました。希望が多かった場合は、若干調

整や相談をおこなったところもございます。相談支援部会に参加する福祉サービス事業所さんにつき

ましては、取扱う議題の内容から、指定特定相談支援事業所、または、指定特定相談支援事業の実施

を検討している事業所の方に限らせていただきました。自立支援協議会の委員の方は、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ていらっしゃいます。

本人部会は、公募いたしまして、応募書類、書面、特に応募動機について伺いました。あと、面接

により選考いたしまして、今期につきましては、応募者全員が、委員として就任なされました。

現在代理出席については、自立支援協議会及び福祉計画策定委員会は、委嘱している関係上は代理

の方の出席はしていただけませんが、部会は、事前に事務局に申請することにより、代理の方が参加

していただけるようになっております。

７番の会議と議事録の公開でございます。こちらは、協議会、部会ともに、議事録は原則公開とし

て、委員の氏名を掲載しております。ただし、個人情報に関する事項を審議するときは、会議の全部、
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または一部を公開しないということがございます。今年も地域生活支援部会、相談支援部会などで、

一部非公開の部会を開催いたしました。また、今回協議会内及び部会で協議して、代理出席につきま

しては、代理人の方が希望した場合のみ、団体名と委員代理と表記して匿名扱いとさせていただきま

した。こちらは、団体からのご要望によるものです。こちらが 25 年度の協議会ですでに決定したこ

とですが、平成 27 年度以降につきましては、自立支援協議会及び部会すべてで、委員名を記載せず、

団体名のみ表記することとしております。

本人部会については、委員自身の障がいや経歴について、個人情報は非常に多く含まれますので、

現在非公開となっております。

また現在の事務局は、障がい事業課と基幹相談支援センターが行っております。

この次から、ご一読いただきたいなと思いますので、簡単に説明させていただきますが、平成 26

年 10 月までに取り上げた議題を主な課題に沿って掲載しております。こちらの実績を踏まえまして、

来年度も、この組織と部会を引き継いでいくのか、また新たに部会を再編成する必要があるのか、盛

り込むべき課題があるのではないか、そういったところのご意見を頂戴したいと考えております。

また、委員の方の応募方法につきましては、前回、議題３資料２にありましたとおり、アンケート

を実施し、事前に要望等は伺うようにしておりますが、次回以降もこの方法でよいのか、それとも、

また別の方法のほうが適しているのか、またこれについても、ご意見をうかがいたいと思います。

また議題３資料にございます、本人部会の委員募集案内ですが、次回についても、このような形式

で公募を行っていいのか、それとも、また別の選考方法があるのではないか、こういったところ、３

点についてご意見をうかがいたいと考えております。よろしくお願いいたします。

下田会長：はい、ありがとうございます。では、ただいまの報告につきまして、まず、ご質問はございます

でしょうか。

また、事前にお送りした次第でもお願いした通りでございますが、次期自立支援協議会の組織構成

や部会、あるいはその役割、委員の選考方法につきまして、もしご意見がございましたら、同時に出

していただければと思います。いかがでしょうか。

西田副会長：それでは、地域支援部会の西田からいきます。他の部会は知りませんが、地域支援部会は、ご

検討いただきたいのは、頭はこの名前でいいけども、中身を細分化してほしい。あまりにも、課題が

いっぱいあることはわかるんだけど、遅々として進まない。

たとえば、グループホームが、どうやれば地域に増えるかって議論をしたいけども、この議論にな

かなかいかないとかですね、共同受注販売について、もっと深めていきたいけど、進まないとかです

ね。いろんな制度について、もう一回見直しをしたいけど、進まないとかですね。

やっぱり、地域支援部会でいえば、いっぱい課題があるので、分科会の方式でできないかというこ

とをご検討いただきたい。事務局の機能が大変になってくることがわかるので、ここはちょっと知恵

を絞って、部会に勝手に任して、年３回やったら報告して、みたいな話でもいいんじゃないかという

知恵はあって、そこのところだけ、ご検討いただきたいと思います。来年、自分がやるかどうかわか

りませんが、仮にやるとしても、また１個議題持っちゃうと、１年間４回同じ議題やるのかみたいな、

これはちょっとしんどいです。

それと、これは投げかけるために思い切ったこと言うんですが、委員についても、ある程度は知識

を持ってきてほしくって、浦安全体の福祉の議論をしたいわけであって、自分のことを言いたいため

に来るっていうようなことについては、できれば後ほど別な場所でやっていただいて、ここでは、福

祉全体、障がいを持った方がこの地域で自立するためにどうしたらいいかって議論にするような委員

選考はないのか、ということは申し上げたいと思います。
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本人部会の募集。これは僕ちょっと、正直言ってわからなくて、前回公募したんですよね。どんな

手段で公募したのか、私も覚えてないんですけど、それも事務局にお任せしたいっていうのが本音で

す。公募って簡単に一言で言うけど、じゃあ、文字を書けない方は駄目なのかとか、メール打てなき

ゃ駄目なのかとかっていうのもあるものですから、そういうのも一任したいと。以上です。

下田会長：はい。ありがとうございました。特にご回答ということではないですね。

西田副会長：はい、回答というよりも、検討していただきたい。

下田会長：はい。検討ということで、今のご意見承ります。はい、事務局お願いします。

事務局：事務局からの確認というか質問ですが。西田副会長がおっしゃっているのは、たとえば前回のプロ

ジェクト会があったときに行われて、啓発・広報プロジェクト会がやっていた、バリアフリーハンド

ブック作成ワーキンググループや、イベント運営ワーキンググループ。また、就労支援プロジェクト

でやっていたワーキンググループがあったと思うんですけど、そういったイメージでしょうか。

西田副会長：はい。イメージは、もうちょっと小さいグループです。だから地域生活支援部会のメンバーで

いいんです。20 なら 20 人で。その中から、ピックアップすると、たとえばグループホーム、うちは

内村さんがいたり、小川さんがいたり。今度やろうとするところがいたり、タオがいたりってするじ

ゃないですか。だから、そういうところが率先して、我々がやっぱりグループホームで、どんなこと

苦労していて、こんなふうになれば、ほかの事業所も出てくるじゃないかなっていう議論を、もっと

コアタイムできるような、そんなイメージなんですよね。

就労支援部会の、就労支援センターが頭になってやるようなことは、やっぱり、20 人、30 人にな

って、大き過ぎるのです。だから、もっと小さくならないかなというのが、イメージ的に言うとあり

ます。

たとえば、移動支援という制度１個にしても、移動支援を全然使ってない人も参加して議論しても

よいんだけれど、やっぱ事業所なんかで、移動支援にこういう使い勝手があったらいいよねとか、こ

れはどっかとぶつかってるから、こっちをちゃんと優先すべきよね、というような制度の整理とか。

だからそういうことは、事業所がやって提言していくような。そこだけでやると、また偏っちゃう可

能性があるから、そこは、部会なら部会で、１回各部会から発表のあったことを意見交換するみたい

なイメージとして考えています。

下田会長：はい。ありがとうございました。さっそく検討させていただきます。はい、ほかにございますで

しょうか。はい、白川委員。

白川委員：審査会の白川です。こちらで今出された、委員の選考についての、（２）の部会というところで、

なお相談支援部会に参加する、福祉サービス事業所はという文章ありますよね。指定特定相談支援事

業所またはそれを検討している事業所というふうにして書いてありますけれども。今現在、相談支援

部会のほうで出てる福祉サービスの事業所さんというのは、この、指定特定相談支援事業所に限られ

てはいないですよね。障がい福祉サービスを提供している事業所さん、それも、介護保険のほうの事

業所と一緒に、障がい福祉サービスをやっている事業所さんというところの参加している事業所も、

３か所ぐらいあったと思うんですよね。そういうところからは一切入れないで、これは、指定特定相

談支援事業所からだけに、来年度からはするということに決めたということなんですか、この書き方

は。

事務局：はい。事務局清水から回答いたします。こちらは、平成 25 年、26 年度の協議会の内容になってい

まして、アンケートでご回答していただいたときに、指定特定相談支援事業が、その段階では検討し

てらっしゃったり、関心が深かった事業所さんが参加なさっております。なので、来年度のことでは

ございません。あとは、特定相談支援事業所または指定特定支援事業所を検討している事業所という
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のも、現在の部会のことを示しておりまして、検討していらしたり、関心が深かったりはしたんです

けれど、まだ、今現在は、指定特定相談支援事業所の指定を取ってらっしゃらないという事業者さん

も中には含まれております。

それで、この方についても、来年度からはこういった縛りはなくて自由でいいんではないか、また

は、もう指定特定相談支援事業所になっている、または、事業所になることが確定してるところのみ

にしたほうがいいんじゃないかとか、そういったご意見も、いただきたいと思います。

白川委員：はい。わかりました。私、平成 25 年度の一番スタートした時点のときと、同じ書類を見させて

もらってて、そこのところに委員の選考という項目がなかったんですよ、今、さっき調べてみて。

この文章、初めて見たもんですから、ここがそのとき、こういうことがあったのかということの確

認と、今後これが、次のときにもこれをもとに選考するのか、そこのところを確認したかったんです

けど、説明の意図はわかりました。

これというのは、ここの文章、いただいた平成 25 年のここの最初のほうの資料のところで、ここ

の部分の説明がなかったのは、最近入れたんじゃないんですか、これ。違いますか。

事務局：すみません、では、ご意見の途中かもしれないんですけど回答いたします。委員の選考については、

今まで文書として明確にお示ししておりませんでした。ただ、ここの部分は重要なところですので、

今回改めて、どのように委員の選考を行ったのかということを、併記させていただきました。あいま

いな部分、口頭だけで伝える部分というのを今回なくしていこうということで、文書化させていただ

きました。

白川委員：わかりました。

下田会長：はい。では、枝川委員、お願いします。

枝川委員：手をつなぐ親の会の枝川です。地域生活支援部会も大変でしょうし、テーマがたくさんあって。

権利擁護部会も同じことが言えると思うんですね。

啓発・広報ばっかりではなく、やっぱり虐待防止法ですとか、これから大事な成年後見制度ってい

うのが、全然今年は手をつけられなかったような感じですので、やっぱりワーキンググループみたい

なテーマごとの話し合いがしやすいのかなっていうことは感じました。

それから、本人部会ですけれども、東葛 11 市の中でも、あるのは浦安市だけなんですね。２年前

に発足して。他の市も、すごく注目しておりますので、ぜひ、やっぱり本人部会をもっと活用してい

ただければなって思っております。

下田会長：はい。ありがとうございました。そうですね、権利擁護部会も、いろんなテーマがあって、ワー

キンググループのようなものだったほうが、話が進むなっていうこともありますので、この点も踏ま

えて、部会のもとにですね、ワーキンググループをつくっていくか、テーマごとにつくっていく感じ

でも、事務局と一緒に検討させていただきたいと思います。

はい。ほかはございますでしょうか。はい。西田委員お願いします。

西田（良）委員：はい、基幹の西田です。今、事務局からご説明いただいた委員の選考についてを文字化す

るというのであれば、浦安市が設置しているということもあって、最終的には浦安市のほうが、委員

の選考をしていったっていう過去があるのかなと思っています。

そういうところで、文字にも残すんであれば、実際に浦安市の指定管理事業所とか、委託事業所と

か、補助の事業所とかっていう、浦安市が委託して事業を行っている事業所については、きちっと委

員として出てもらうっていうことになってたと思うので、それを加えていただいたほうがいいんじゃ

ないかなっていうふうに思いました。

それから、その選考のメンバーの話ですけれども。「ぜひ参加してください」ってアンケートに書
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いてありますけれども、そもそも自立支援協議会とは、こういう目的があって、こういう要綱があっ

て、その委員になるには、こういうことをしてくださいっていうようなことを、きちっと文書化して、

事業所に配布して、それに基づいて参加してもらうっていうふうにしないといけないんじゃないかな

って思っています。

前回、何の会議だったか忘れちゃったんですけど、ある委員さんが、就労支援センターのことかな

んかを発言されて、そのときに橋野課長が、「この議事録は削除します」みたいなことを確かおっし

ゃいましたよね。その議事録についても、じゃあ、誰が削除する・しない、というのを決めるのかな

と思いました。うちも基幹のことを、相当言われたことが一昨年ありましたけど、そのときうちは、

「議事録を削除していただきたい」っていうふうにお伝えしたところ、「それはできません」ってい

うふうに言われたんです。ですけど、今回は削除するということでしたので。

橋野委員：相談員の個人情報でしたので削除することにさせてもらいました。

西田（良）委員：はい。色々なことがあると思うんですけど。やっぱり全然能力がないとか、役に立たない

とかっていう文脈では、同じだったかなって。別にそのことを言ってるんじゃなくて、つまり議事録

についても、委員さんの発言の、そのルールについても明確にしたほうがいいでしょうし。こういう

ところが、たとえば削除するとか、誰かが削除するかを協議して決めるとか、そういうことも、その

委員の選考、選定以外にも必要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。

それから、その部会のワーキングに関しては、事務局がどこまで何をするかっていうことを詰めて

いかないと、たぶん、この自立支援協議会と部会で、相当な数がありまして。委員さんたちが、それ

ぞれ自分たちで担っていく部分と、やはりちゃんと事務局を置いて、事務局がいろんなことを準備し

ていく部分とっていうことを、ある程度明確にしていただいたほうがいいんじゃないかなっていうふ

うに思ってます。はい、以上です。

下田会長：はい、ありがとうございました。これについて橋野委員、お願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。組織等については、事務局と一緒にまた検討していきますが、会議録、

議事録の削除の件が、誤解のないように補足させていただきます。就労支援センターの相談員、個人

が特定できてしまうような発言がありましたので、その部分について、公開の会議で言うべきではな

いということで削除すると言ったもので、事業に対する批判とか、そういったとこではありませんの

で、そこは補足させていただきます。

下田会長：はい。了解いたしました。よろしいでしょうか。その他、組織の形とワーキンググループってい

うのが出てきましたが、これについては、改めて事務局と検討することとしまして。そのほか、大枠

の組織的なところで、よろしいでしょう、こういった自立支援協議会があって、その下に本人部会を

含めて５つの部会があるということですが、いかがでしょうか。

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：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。何点かあるので、１点ずつお聞きします。

まず、部会の回数を増やすのか、その分科会というかワーキンググループをつくって、議論の場を

増やすのかっていうのは、私からもお願いしたいということが１つということと。

自立支援協議会の委員として倫理規定というか、委員としての決まりごとみたいなことっていうの

をきちんと明文化するべきときに来てるのかなと、私は思ってるので、この部分については、できれ

ば議論をしていただきたい。そういう規定がちゃんと整っている協議会を持っている自治体もあるの

で、そういうところを参考にするのかわからないんですけど。

下田会長：はい、ご意見として承りまして、事務局として今後検討させていただきたいと思います。
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森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。この委員としての選考の規定の条件と言ってはなん

ですけど。たとえば事業所から出るんであれば、サービス提供責任者とか、介護福祉士だったり、社

会福祉士だったりとか、国家資格とかっていう、一定の線引きみたいなのはできないのかなと。当事

者の団体であれば、その団体が、きちんと推薦する。その団体の総意をもって意見を発言するという、

推薦文みたいなのをきちんとすると、一定の線引きができるのかなと思ったのでどうでしょうか。

下田会長：はい。わかりました。それと選考のあり方等ですね。

事務局：すみません。事務局から１点補足させていただきます。先ほどの推薦書というご意見がございまし

たが。現在、アンケートは事業所や団体の代表者あてにお送りしてるんですが。アンケートをとった

あと、「どの方を推薦していただけますか」という推薦書を、団体や事業所の方から出していただい

ております。なので、所属長、もしくは、会長代表等の承認をいただいた方がご参加いただける形に

なります。

事業所内の、たとえば職についてですとか、専門の関係につきましては、特に縛りというか、規定

は設けておりませんので、それにつきましては、事務局内で検討させてください。

西田副会長：ちょっとよろしいですか。自立支援協議会の委員というのは、市長が委嘱するんだよね。部会

の委員というのは、誰が委嘱するんですか。

事務局：事務局から回答します。部会の委員については、委嘱という形は取っておりません。

西田副会長：いや。そんなことはわかるんだけど。「委員でお願いします」というのは、誰がいったい。こ

れ報酬も市から払うんでしょう。

事務局：はい。

森嶋委員：だから、誰がその人に、委員をお願いするんですか。

事務局：今回、推薦をいただきまして、参加をお願いするにあたり、開催通知をもちまして部会の委任につ

いては代えさせていただいてるんですが。それは、会長が決まっていない時点では、部長名で出させ

ていただいております。

西田副会長：単純に、市が委員にお金を払うっていうことは、市が任命するわけでしょう。結果的に、やっ

ぱり僕は、やっぱ必要だと思うんだよね、民間人の方に、お願いするんだから。それをいったい、誰

が推薦するのかと、市長に対して。市長がわかりっこないと思う。

たとえば A さん、B さん、C さんまでの全部の考え方や所属する団体、誰かがちゃんと説明しな

きゃわかんないじゃないですか。そのときの、推薦する人っていうのは、新宅部長って理解してよろ

しいんですか。

新宅委員：わかってますよね。

西田副会長：だから、それがね、なんとなく公平平等な感じで、「各団体によって推薦してくれ」と言って

も、それはなんか一見、平等そうだけども。本当に自立支援協議会でちゃんと議論できるのか、とか、

障がい者のことを地域で思っている、地域全般のことだから、特定の団体だけの代表で来てもらって

もいいのかもしれないけど。そこは、めりはりがきくとかっていうことが結構大事だと思う。委員の

資質としては。それをちゃんと誰かが提案してあげないと、市長だって選びようがないと思うんです

よ。

だから部局も、事務局も、ちゃんと市長に対して推薦できる人を選んでいただくと。僕らに今、そ

れ迫られても結構しんどいんですよね。これは、事務局と新宅部長の責任だと僕は思っていて。そこ

は、なんかご自分たちでちゃんと基準をつくられてやって、誰から聞かれても説明できるものをつく

っておいて欲しい。いろんな意見があっていいわけだから、誰かを排除しようと思っていなくて、い

ろんな意見を持ち帰るのは、賛成だけども。少なからず、そこにある背景は、新宅部長あたりが、市
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長にちゃんと述べられるような人選していただくと、私はよろしいかと思いますけども、はい。

新宅委員：検討させてください。

下田会長：はい。内村委員、お願いいたします。

内村委員： NPO 法人フレンズの内村です。この委員選考なんですけど。私どものほうでは、この地域生活

支援と、権利擁護部会。こちらのほうを、選んだという言い方はおかしいんですけど。理事長、副理

事長とか選んで、その事業所の責任ある人に入ってもらうところで、まあ、単純明快で一応そのよう

にしたんですけど。このときに、これは私どもの内部的なものなんですけど。ある程度、資格持った

人、専門職で、そういう人たちを推薦した方がよいのかなという疑問が出たんですけど。そこのあた

りっていうのは、どうなんですか、事務局のほうでは。それは可能なんですかね。約束があるなしに

関わらず、資格持った人、専門職の人が入ったほうがスムーズにいくのかなっていう。だから、来年

度それが可能でしたら、そういう人を推薦していいものかどうかなと思う。

事務局：はい。じゃあ、事務局から回答をいたします。代表の方は、推薦してくださることにつきましては、

特に、代表者でなくてはいけないとか、専門職でなくてはいけないという縛りは設けておりません。

ただ、団体を代表してお見えになりますので、団体の総意としての意見を、その部会でご発言いた

だける方ということを想定しております。現在については、職名や、専門などで縛りはつけておりま

せん。

内村委員：はい。わかりました。

下田会長：はい。よろしいでしょうか。他はございますでしょうか。主に、組織は現状のままで、その中で

の運用とか、いろいろなルールづくりというのが、出てきたと思うんですが。それ含めて、いかがで

ございましょうか。

組織等につきましては、大枠の形は、こちらにご提示申し上げた、自立支援協議会の組織。これを

踏襲すると言いますか、そのまま継続するような形で異存ございませんでしょうか。部会の下にワー

キンググループを設ける。あるいは小さなグループを設けて、テーマを審議するというのはございま

すが。

あと、委員の選考等についてのルールの明確化とか、議事録の運用上の問題とかございますが。組

織的なものについては、これで大枠のところ、27、28 年度と、これで行くということで差し支えご

ざいませんでしょうか。

藤崎委員：すみません。

下田会長：はい。藤崎委員、お願いいたします。

藤崎委員：障がい者福祉センターの藤崎です。前のときにも、ちょっとお話をさせてもらったんですけど。

先ほど、本人部会の意見が出てたんですけども。いないとこを目標にするのではなくて、部会あたり

でしたら、直に、障がい者の方から意見を聞いてもいいんじゃないかなと思うんですね。「私たちの

いないとこで、私たちを決めないで」という時代に入ってきたんですから、すぐに選ぶのは本当に大

変だと思うんですけども。本人部会の意見をあとで聞くのではなくて、直接聞けるようなシステムを、

ちょっと取り入れてってもいいんじゃないかと思うんですね。

一部、そういうとこやっているところもありますので、現実の問題としてできないわけではないん

だろうな、でも、やるほうは本当に大変だと思います。選考する方は、それは本当に大変だと思うん

ですけども。もし、できたら、それでもいいのではないかと思います。

下田委員：はい。そういうシステムがつくれるかどうか。あるいは、つくるにはどのようにするかというこ

とについては、事務局と検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。他、ございま

すでしょうか。それでは、27 年度、それから 28 年度につきましては、組織については、現在のもの
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を引き継ぐ形にしたいと思います。引継ぎ事項を、各部会のリーダーの方はですね、最終の部会まで

に取りまとめていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。

事務局：では、事務局から。本日たくさんのご意見いただきましたので、アンケートを実施する際にも、こ

ういった来年度の要綱や、委員としてはこうあってほしいというのは、ちょっと表現おかしいんです

けど。そういった、文章などもつけまして、それを一度、次回の協議会でご覧いただきまして、アン

ケートの収集や募集にあたっては、この方向性でいいか。それをご確認いただいてから、アンケート

なり募集なりを実施したいと思いますが。いかがでしょうか。

下田会長：はい。よろしいでしょうか。当初は、１月ということも想定していたんですが。まあ、いろいろご

意見出ましたし、検討し直さなければ、かなり根本的な問題もございますので、次回の協議会で、改

めて今日の意見を踏まえて少し議論をさせていただきまして、その上でアンケートの実施に移りたい

と思いますが。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。それでは、そのようにいたした

いと思います。

そうしますと、本人部会の公募云々というのは、またそのあとになりますかね。当初は、本人部会

の公募を３月 15 日号の広報に載せてですね、募集を行うというふうに想定しておりますが。今、本

人部会の意見を直接聞くようなシステムの構築とか、そういうようなご意見出ましたので、そこにつ

いては、次回の協議会までに検討した上で、また、委員の皆様のご意見をうかがいたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、どうもありがとうございました。次に議題の４ということで、重度障がい者医療給付事

業についてということで、資料はお手元にあると思いますが。こちらにつきまして、報告をお願いし

たいと思います。

事務局：障がい福祉課の佐藤と申します。よろしくお願いします。資料にも書いてあるんですけれども、長

年懸案であった重度医療費の助成について、県のほうがやっと動いてくれまして、来年の８月から現

物給付を開始するということを、知事が県議会で表明しましたので、それを受けた内容がこちらの資

料に書かれている内容です。

実際にこちらの課題。対象から現物給付対応医療機関まで書いてあるんですけれども。実際に対象

については、身体障がい者の１、２級か療育手帳のⒶと A を県は対象にしますと言っています。しか

しながら、浦安市では精神の１級、あるいは、身体の３級と療育の B の１の重複者も対象にしてます。

この人たちはどうするのかというような課題もあります。そして、所得制限ですが、こちらについて

は自立支援給付医療と同様に、所得制限を設けていきます、ということなんですけれども、浦安市の

場合は所得制限を設けていません。

それから３番目の入院時医療費助成ですね。食事療養費ということで、こちらも県のほうは対象外

ですが、今現在県内で助成してるのが浦安市と神埼町の２自治体のみということで、県はこれは対象

外にする。システム上対応しませんと言ってます。

４番目の一部負担金の導入ということで、子ども医療費と同様にですね、県は通院１回につき 300

円、入院１日つき 300 円を導入していきますと言っています。ただし、非課税世帯は無料ですけれど

も。浦安市の子ども医療費については、就学前については医療費はゼロでかかっていません。小学生

から中学３年生までについては、１回あたり 200 円であり、そことの違いもあるということで、この

辺についてもまた検討する必要があります。

それから新たに、年齢制限を県は設けていくということを言っています。というのは、65 歳を越え

て新たに重度医療としての対象となる方、手帳を取った人。あるいは、今まで 64 歳以下で、３級とか

４級とか、中度、軽度の手帳から、65 歳以上に新たに１級、２級などのですね、重度なった方は対象
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外にします、と言っています。こちらについても、市としてはどうしたらよいか今現在検討してる段

階です。

最後に医療機関については、千葉県内しか対応できませんという形です。これは、子ども医療費と

同じです。

現在、内部で調整をしてまして、まず１番目の対象者につきましては、精神は抜くことはできない

だろう、というような方向性で検討しています。それから所得制限については、介護給付費、福祉サ

ービス関係については、こちらの制度を使って１割負担というのはあるんですけれども。市独自の助

成については、所得制限を設けていませんので、これだけを設けていくのは非常に難しいのではない

かという方向性で今調整をしている段階です。入院時食事療養費の自己負担分については、独自でや

るのは非常に難しいのではないかという方向性で今進んでいる段階です。一部負担金については、子

ども医療費と同様に 200 円にするのか、あるいは小さいお子さんについては無料にするのかっていう

課題もありますので、現在、できるだけ子ども医療費よりも少ない金額になるような方向性で検討を

進めている状況です。年齢制限につきましても、今後、高齢化社会を迎える段階にあって、65 歳以上

で、高齢化により手帳を取るような人は、どちらかというと介護保険の適用になるのではないだろう

かという方向がありますので、なんらかの制限を加えて実施していく方向で今検討している段階です。

以上です。

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

いますでしょうか。

坂本委員：すみません。

下田会長：はい。どうぞ。

坂本委員：ソーシャルサポートセンターの坂本です。この、給付事業。市の独自のもの、考え方については、

いつ頃はっきりする予定でしょうか。

事務局：まず、この制度については条例っていうことで市の議会のほうに諮らなければならないっていうこ

とがありまして、議員さんにも、まだ一言もこの内容については伝えていない状況です。ですので、市

の条例改正を来年の３月に実施したいと考えていますので、できれば年内には内容を固めて条例案とし

て、年明けには出していきたいというふうに考えています。その頃には内容的にはわかってくるのでは

ないかと考えています。

坂本委員：ありがとうございます。

下田会長：よろしいでしょうか。はい。他、ございますでしょうか。

新宅委員：健康福祉部長新宅です。この件でこれだけは譲れない、じゃないですけど、何かありましたらご

意見をください。今じゃなくても結構なんで。この５番の年齢制限、ここだけはやっぱり 65 歳で区別

するのはどうなのかというのがありますので。他は、基本的には一部負担をとらない形で。ただ 18 歳

以降だと 300 円にするのか 200 円にするのかとかってありますけど。大体、年齢制限をどうするかと

いうのが、悩みどころで。それ以外は、ほぼ、現状の形でいきたいかなというふうに思ってます。結構、

これシステム開始とかいろいろ出てきますので、早めにもし何かありましたらご意見いただければと思

います。

枝川委員：はい。

下田会長：はい。枝川委員、お願いいたします。

枝川委員：親の会の枝川です。この年齢制限 65 歳っていうのは、その前が重度だったらそのまんまという

ことですね。65 歳になって新たにっていうことですよね。

事務局：はい。
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下田会長：はい、いかがでしょうか。他、ございますでしょうか。この内容については、今日初めてご覧に

なる委員の方も多いかと思います。こちら、お持ち帰りいただいて、ご検討いただいて、ここだけは譲

れないという線がありましたら、ぜひ、意見を積極的に、事務局のほうに、お寄せいただきたいと思い

ます。

それでは、本日の議題はこれですべて終了いたしました。この他に、委員の皆様から何かございます

でしょうか。よろしいですか。それでは、事務局のほうからお話申し上げます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。前回も協議会の中で、「計画相談の見込みの数値を示してほしい」と

いうご要望がありましたので、今日、参考資料として配らせていただきました。少し、説明をさせてい

ただきます。この資料と近い形のものは、相談支援部会ですとか、相談支援事業所のほうには情報提供

という形で、何月に何人ぐらいのご案内いたしますよってことはしてきたんですけれども。ここまでの

細かい数値は初めてつくっています。で、これは平成 26 年 10 月末段階で数値が細かいだけに、もう、

日々変更がある動きがある数値ということで、ご理解ください。

まず、計画相談の見込み（１）の資料ですが、これは平成 26 年度中に福祉サービスを使っている方

全員が計画をつくるという場合の見込みの表になっています。まず、障害福祉サービスを使っている方

は全部で 607 人いらっしゃいます。10 月末現在で、計画作成済みの方が 306 人。次の列が介護保険サ

ービスのほうで、障害福祉サービスについても計画をつくっている方で、計画作成済みとなっている方

が 58 人、また、居宅介護等を使っているけれども、児童通所支援のほうの計画相談で作成済みの方が

60 人。セルフプランの方が６人。今後計画をつくらなければならない方、必要な方が 177 人です。達

成率は 70.8 パーセントになっています。

児童についてですけれども、サービスを使っている方が 292 人。計画作成済みの方が 127 人。セル

フプランの方が４人。計画今後つくる必要がある方が 161 人なっています。これを右側のほう、現在

指定をとっている相談支援事業所のほうが 10 月末現在は、このような形でそれぞれつくっていただい

ております。今後の見込みのところですが、今現在、○×△で、どのぐらい余裕があるのかという表を

つくって市民の方にお示ししているのですが、現状、余裕のある事業所が大変少なくて、障がい福祉サ

ービスと児童のサービス合わせて、40 つくっていただくと、現行の事業所さんではもう厳しいところ

なのかなっていうふうに見込んでいます。

それから、新たに指定申請の相談がある事業所さんが、今２か所ありますので、大人で、障がい福祉

サービスのほうで 40。児童のサービスのほうで 40。それぞれつくっていただけるだろうという見込み

を立てますと、100 パーセントつくるためには、足りない部分をセルフプランでつくっていかないと

100 パーセントにならないという状況で、障がい福祉サービスのほうが 117 人。児童のサービスのほう

が 101 人。セルフプランをつくれば 100 パーセント達成するというものです。

もう１枚の資料、（２）のほうですが。こちらは基本は、法律上はサービス更新時、サービス申請時

に計画が必要ですよ、という法律になっていますので、そのままの形で当てはめていきますと、26 年

10 月から３月までに更新をする方。まずこの方について計画が必要になってきますので、後半、計画

が必要になる方が（２）の「計画なし」というところを見ていただきまして、10 月から３月までの合

計が 95 人。今年度、この 95 人は更新のときに、障がい福祉課のほうから「計画をつくってください」

という案内が出ますので、できれば、この方はつくっていただきたいという数で見込んでいます。

それから、児童のほうは、逆にこれから更新する方が多くて 108 人いらっしゃいます。逆に来年の

４月から 10 月にサービスの更新を予定している方が、障害福祉サービスのほうでは 82 人。児童のほ

うでは 53 人いらっしゃいますので、この方については法律上はサービス更新のときに計画があればい

いということなので、来年計画ができても、法律上は問題がないという方で、この形で計算をさせてい
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ただきますと、平成 26 年度３月までに、セルフプランをつくらなければならないなと想定されるのが

35 人。児童のほうが 48 人。残りの来年更新する方については来年つくっていくという計画で見込んで

計算するとこのような形になります。これを、参考数値として、見ていただけると、前回の協議会のご

質問に答えられるかなと思って用意したものです。

また、ちょうど 10 月に、近隣 11 市の主管課長会議というのがありまして。近隣の計画の進捗状況

について情報交換してきましたので少しご紹介させていただきます。11 市の平均進捗率は約 50 パーセ

ントでした。当市は、この数値で示しますと、障がい福祉サービスのほうが 70.8 パーセント。児童の

ほうが 45.2 パーセント。合わせて 62.4 パーセントですので、数字的には進んでいるほうです。

最も高いのが習志野市だったんですが。こちらは 87.3 パーセントの達成率で。直営の施設や指定管

理施設を中心に計画をつくっている。また、セルフプランの数が大変多くて、全体の 35.3 パーセント

がセルフプラン。それで、達成率を上げているという状況でした。

次が八千代市の、76.6 パーセント。八千代は、またちょっと習志野とは違う状況で、委託相談が１

か所だけなんですが。この委託相談は、計画以外の業務、相談を行うということで、計画は全体の６パ

ーセント。市全体の６パーセントの部分しかつくっていないということでした。委託ではない民間の相

談支援事業所が中心に計画をつくって 76.6 パーセント。市からの補助等はないということでしたので、

ここはかなり民間に頑張っていただいている状況なのかなというふうに思いました。

逆に、低い自治体も大変多くて、11 市中５市が進捗率 30 パーセント程度。そのうち、２市は 10 パ

ーセント台。まだ１割という大変厳しい状況で。これから全国的にも、多分このような状況なのかなと

思いますので、年度末にかけて国のほうからいろいろ通知等が出てくるかとは思いますが、浦安はおか

げさまで、何とか近隣市よりも達成している状況で、現在 62.4 パーセント。、今日見ていただいておわ

かりのように今年度 100 パーセントつくるとなると、かなりセルフプランを頑張らなきゃいけないん

ですけれども。来年の４月以降の方は、来年つくるんだという考えでいけば、そんなに、セルフプラン

に頼らなくても何とかつくっていけるのかなというふうには計画をしているところです。

それから、思ったよりも、介護保険の方とか、児童でつくっている、重複している方が多くて。10

月末現在で、計画が必要な方というのが 781 人だったんです。で、何回か数値示してきたときに、ち

ょっとこの介護保険だとか重複の方があまり整理しきれていませんでしたので、当初 800 と予定して

たのに、900 つくらなきゃいけないっていうような数値も示してきたところですけれども。やっぱり、

もともとの数値が 800 に近いところでしたので、今日示しました、障がい福祉計画の見込み数が、若

干高めになってますので、ちょっとこの辺はもう少し精査して、パブリックコメント用の資料のほうは、

またつくっていきたいと考えております。この数値、参考資料として、お使いいただければと思います

ので、よろしくお願いいたします。

下田会長：はい。ありがとうございました。特に質問とかありますか。どうですか。はい。小田委員、お願

いします。

小田委員：発達わんぱく会の小田でございます。セルフプランをそれなりに見込んでるとこなんですけども。

子どもで言えば、お母さんが書いていくのかなと思うんですけど。何か、書けるような支援みたいなも

のを想定されていると思うんですけど。ちょっと、教えてもらいたいと思います。

橋野委員：はい。障がい事業課の橋野です。セルフプランの様式が障がい福祉課のほうで書式をつくってま

して。窓口でご案内はしているようなんですが。ちょっと私の説明がよくなかったかもしれないんです

けれども。このセルフプランを、必ずここに書いてある、「100 つくっていく」っていうことではなく

て、100 パーセント達成するとなると、まあ、事業所を、障がい事業課としては、まだまだ増やしたい

んですね。指定のご案内もしているところですので。相談支援事業所が増えて、相談支援専門員さんの
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つくった計画を増やすということを引き続きやっていきたいんですけれども。現状の見込みだと 100

パーセント達成するには逆にセルフプランをつくるしかないのかなということで見込んだ数であって、

必ずここに書いてある数のセルフプランをつくるということではありませんので。セルフプランについ

ては、様式を定めている程度で、特に説明会をするとか、必ずセルフプランをつくってくれといったこ

とは、今は予定はしてないんです。

下田会長：はい。小田委員、よろしいでしょうか。

小田委員：発達わんぱく会の小田でございます。ということは、どうなるんでしょう。これから半年間は。

これから、子どもだけで言うと、更新する人が 191 名いる。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。子どものところで見ていただきますと、26 年 10 月に更新する人が

10 人。もうすでに計画のある方が６人ですので、４人新たに計画をつくっていただくと、10 月の方は、

もう 100 パーセントできることになります。

３月の方が、やっぱり児童ですとか、学年の切り替えが多くて、３月にご案内する方が 107 人いら

っしゃるんですけど。そのうち 53 人はすでに計画がありますので、50 人については計画が必要という

数値になっています。

小田委員：では、この合計数の 108 人が、これから、この障がい福祉課の窓口でプランを立ててもらわな

きゃいけないんだよ、ということになるわけですよね。そこは、そんなに混乱がないだろうという、予

想を持ってるという理解でよろしいですか。

橋野委員：はい。障がい事業課の橋野です。児童の計画が障害福祉サービスに比べて、とても遅れてまして。

進捗も、先ほど市全体で 62.4 パーセント。障害福祉サービスのほうが 70.8 パーセント。児童のほうが

45.2 パーセントなんですね。そのうち、どの部分が遅れているかと言いますと、放課後等デイサービ

ス。就学児の方が特に計画が今できてない状況です。その就学児対象に計画をつくってくれる事業所を、

障がい事業課としてはつくりたいということで、直接、今、お願い等をしているところです。できれば、

事業所を増やすことで、セルフプランの数をできるだけ減らしていきたいということで、まだ 11 月入

ったばっかりですので５か月ありますから、３月に向けて事業所を増やすということに取り組んでいき

たいと思っています。

下田会長：はい。よろしいでしょうか。はい。他にございますでしょうか。

森嶋委員：じゃあ、今の。

下田会長：はい。森嶋委員。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。直近の厚生労働省の課長会議の資料で、計画相談の

推進についてということが出されていて。平成 27 年度、別に国の調査でも、半分いってないところは

たくさんあるってことを踏まえて、緊急措置的に出された資料だと思うんですが。平成 27 年度に限っ

た、緊急かつやむを得ないものっていう前提のもと、計画相談支援については、児童も含めてですけど、

まあ、代替プランというんですかね。というものを市町村が示すことはよしとしている。その代替プラ

ンについては、今までの指定特定の計画相談を立てる相談事業所と同等のものが担保されるものをつく

りなさい。そのためには、委託相談事業所だったり、浦安市の場合は基幹相談なんですけど、基幹相談

事業所あたりが、もうほとんどの個人情報を入れられるところは全部入れて、この計画のところを利用

者と保護者とでこう調整してくださいというところまでは、素案みたいなのをつくって渡すんで。で、

計画自体は計画事業所。計画相談の事業所が立てるみたいなことまで示されているので、これをどうや

るのかだけだとたぶん思うんですが。

セルフプランについても、要するに、その代替プランである。もしくは、本当に利用者が、自分たち

で、自分で立てたい、ということを希望してつくったセルフプランだけがそういう本来、国が考えてる
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セルフプランであって、「事業所がないから自分で立てなさい」というのは、もうセルフプランではな

く、他の事業所に立てるべき相談の事業所が立ててくれなかったりしたときに、お鉢を回すのは本末転

倒なんで。そこの部分を担保するべく、基幹相談と、市町村のワーカーさんたちが、連携をとっている

んですね。あとは、指定を取っている計画相談、相談の事業所と連携をとって、それぞれの利用者のプ

ランが立てられる、という明確な方針が出ていることを情報提供させていただきました。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。貴重なご意見とかご案内、ありがとうございました。そ

の他ございますか。よろしいですか。

それでは、これで、すべて終了ということになります。先ほどの障がい者福祉計画策定委員会でもお

知らせいたしましたが、次回は２月 13 日を予定しております。また２月 13 日も、今日と同じように、

福祉計画策定委員会の終了後、休憩を挟んで、自立支援協議会を開催いたしたいと思いますので、併せ

てよろしくお願いいたします。

それでは、これをもちまして、第４回自立支援協議会を終了したいと思います。本日はお忙しい中本

当にありがとうございました。お疲れ様でございました。

一同：ありがとうございました。



平成 26 年 11 月 10 日（月）

午後３時 10 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４回）

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

①第３回 地域生活支援部会

②第３回 権利擁護部会

（２）合同部会の議題について

（３）平成 27 年・28 年度の協議会について

①組織について

②委員について

（４）重度障がい者医療給付事業について

議題４資料「重度障がい者医療給付事業について」

３．閉会
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議題１資料（１）

浦安市自立支援協議会第３回権利擁護部会の概要

議題１ 障害者差別解消法施行に向けての取り組みについて

①障害者差別解消支援地域協議会モデル事業報告（内閣府モデル事業）

ワーキンググループ等を実施し、差別や配慮の事例の収集などをおこなった。

権利擁護部会でも団体や事業所で実施している取り組みを伺い、「浦安市障害

者差別解消支援地域協議会のあり方検討会」に提出していく。

②浦安警察署の取り組み

１階にも相談室を設けるなど、相談しやすい環境づくりを行っている。

虐待などの相談は、人身の安全にかかわる事案であれば、即応事案として組織

的に対応するようにしている。

研修には、人権に関する事項、障がい者への理解に関する事項も盛り込んでい

る。

③社会福祉協議会の取り組み

アンケートＢＯＸの設置や会議室の鍵の受け渡しの際にご意見を伺うなど、情

報収集をしている。

社会福祉協議会職員や民生委員の研修等においてバリアフリーハンドブック

を活用し、障がい者に対する理解を深めている。

④配慮についての意見・報告

・浦安でおこなわれるイベントには、手話通訳をつけていただきたい。

・障がいのある方が、周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークの周

知の提案。 等

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

第１編「障がい者計画」の「理解と交流の促進」及び「自立と社会参加の促進」

について協議。
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議題３ 啓発・広報活動について

①バリアフリーハンドブックを市立小中学校全教職員や、小中高校の「福祉体験

教室」、夏休みボランティアのガイダンス等で配布。

②２・３年目の教員研修、市職員研修、事業所研修を実施。

③障がい者週間に合わせ、広報うらやす 12 月１日号への記事を掲載。

④障がい者週間に本庁舎１回での展示を予定。

議題４ 障がい者への虐待を防止するための取り組みについて

＊事例を取り扱うため、非公開。事例は資料への掲載及び報告をおこないません。

虐待防止センター実績報告（平成 26 年度４月から９月まで）

・養護者による虐待

４件。４件とも通報。

虐待の事実があるものとし、支援方針を検討中又は支援中。

・施設従事者による虐待

１件。通報。

虐待の事実があるものとし、対応中。
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議題１資料（２）

浦安市地域自立支援協議会 第３回地域生活支援部会について

（平成２６年１０月１５日 午後１時半～午後３時半）

議題１ 地域生活支援拠点整備について

「地域生活支援拠点グループホーム併設型整備についてのお願い」（要望書）につ

いて前回に引き続き、意見交換を行った。

→結論：「グループホーム併設型」という言葉は削除。地域生活支援拠点の整備を要望

することは部会として賛成

論点① 多様な障がいがある人に幅広く利用できる施設にすべきであり、グループホー

ム併設型であると、そのグループホームに特定の障がいのある人たちが定住す

ることになり、資源活用の公平性という点から問題がある。グループホームを

併設するとなれば、そのグループホームに定住するのではなく、安定した地域

生活を送るための訓練や練習をする一定期間の利用期限を設けた通過型の形

態が望ましい。

論点② 現在、障がいの軽い人たちの住まいとしては、浦安市の補助を使って民間事業

者が運営するグループホームも増え始めている。しかしながら、障がいが重い

人たちの住まいは、民間事業者単独では支援提供が困難。そのような状況を鑑

みると、行政こそが、民間事業者が対応できない人たちへの暮らしを支える必

要があり、安全に地域で暮らせるということが、誰にとっても真の公平性とい

う事になるのではないか。

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

→事務局より、就労支援、在宅福祉サービスの充実、日中活動、住まいの整備

について計画策定の進捗について説明があった。

議題３ 人材不足とヘルパーの処遇改善について

→アンケート集計結果を事務局より報告。（時間が無くアンケート結果につい

ての意見交換は、次回に持ち越し）

【回答率】７８％

【回答数】２１事業所（市内１６事業所、市外５事業所）

１）障がい福祉に参入した訪問介護事業所は増えたとは言え、障がい福祉特有

のサービスを提供している事業所は 2 割弱となっている。

介護保険には見られない、泊りのケア、行動障害のある方の外出支援を提供して

いる事業所は特に少なく、全体の 1 割の事業所しかサービス提供していない。

裏面あり
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２）9 時～17 時の時間以外の時間帯にサービス提供をしている事業所は、17 時から 21

時の枠で、全体の 5 割の事業所しか稼働しておらず、21 時以降となれば、2 割以下、

朝 6 時～9 時の枠であっても 3 割であり、これまで議論されていたとおり、夜間、

深夜、早朝に稼働するヘルパーは不足していると言える。

２）日曜日に稼働している事業所が少ない。
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議題３資料（１） 平成 25 年度・26 年度浦安市自立支援協議会

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．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

４．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、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

５．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。

人数は、２０人以内

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）

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。希望が多い場合は、調整をおこなった。

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。

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。
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６．代理出席

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

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

理人として出席することができる。

７．会議と議事録の公開

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

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

なお、平成 25 年度に自立支援協議会で協議し、平成 26 年度からは、代理人については、

代理人が希望した場合のみ、「団体名 委員代理」と表記し、匿名扱いとすることする、

平成 27 年度以降は、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。

８．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター
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９．平成 25・26 年度の議題

（１）自立支援協議会

主な課題 平成 26年 10 月までの議題

地域課題の整理と対応に関する事項

○地域課題の整理及び部会での検討議題の決定

○部会の活動内容の報告と検証

○市の予算及び事業報告と検証

基幹相談支援センター等の事業について

の検証及び評価

○基幹相談支援センター等の実績の報告と検証・

評価

（２）部会

①権利擁護部会

主な課題 平成 26年 10 月までの議題

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に

関する事項

○こころのバリアフリーハンドブックの活用

○イベントの企画・運営

○広報・啓発活動

○障害者差別解消法施行に向けての取り組み

障がい者虐待防止に関する事項 ○障がい者虐待防止センター等の実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

その他権利擁護に関する事項 ○平成 27年度～29 年度障がい者福祉計画

②こども部会

主な課題 平成 26年 10 月までの議題

教育と福祉の連携に関する事項

○まなびサポート事業について

○障がい児等の支援体制について

○サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談体制の充実に関する事項
○こども発達センターの児童発達支援センター化

に伴う地域支援について

その他こどもへの支援に関する事項

○インクルーシブ教育システム研究事業について

○子ども子育て支援制度について

○平成 27年度～29 年度障がい者福祉計画

○障がい児支援利用計画について

○青少年サポート事業について
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③相談支援部会

主な課題 平成 26年 10 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について

○サービス等利用計画の評価の仕組み作りについ

て

○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の進捗状況について

○相談支援実務者会議について

○相談支援事業として指定を受ける上で各事業所

が抱える課題等について

○指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉サー

ビス事業者との連携について

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

④地域生活支援部会

主な課題 平成 26年 10 月までの議題

障がい者の就労に関する事項 ＊就労支援ネットワーク会議等で検討

障がい者の住まい・地域定着に関する事

項

○就労支援センターの実績の報告

○グループホーム等、住まいの場の確保と整備

（事例検討と、地域生活拠点のあり方について）

障がい者の地域でのくらし全般に関する

事項

○事例検討

○人材（ヘルパー）不足について

○平成 27年度～29 年度障がい者福祉計画

⑤本人部会

主な課題 平成 26年 10 月までの実績

情報交換に関する事項 ○自立支援協議会及び各部会の活動報告

地域課題の提案に関する事項
○当事者から見えてくる地域の問題点の洗い出し

○平成 27年度～29 年度障がい者福祉計画

（３）合同部会

主な課題 平成 26年 10 月までの実績

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告

○基幹相談支援センターの実績報告



議題３資料（２）

平成 25 年度・26 年度の自立支援協議会に関するアンケート

＊平成 24 年度第 8回・9回自立支援協議会の協議を経て、平成 24 年度に実施。

なお、アンケートには資料として、組織と議題の案（議題３資料（１）の 「１．組織」に

相当する資料）を添付。

（団体送付用）

平成２５年度からの自立支援協議会への参加についてのアンケート

団体名

平成 25 年度から新しい組織で自立支援協議会を開催するにあたり、是非委員として参加をご

検討いただきたく、アンケートを実施します。なお、「本人部会」については公募する予定です。

１．自立支援協議会の部会に参加を希望 する ・ しない

２．参加を希望する部会に○をつけてください。（複数可）

・ こども部会

・ 権利擁護部会

・ 相談支援部会

・ 地域生活支援部会

３．参加を希望する部会に団体としてどのような提案をしていきたいかをお聞かせください。

部会名（ ）＊複数の部会に参加を希望される場合は別紙にご記入ください。

４．その他ご意見等ございましたら、ご記入ください。

＊各部会の人数調整の関係で、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。



平成２５年度からの自立支援協議会への参加についてのアンケート

（事業所送付用）

事業者名

連絡担当者名 連絡先（電話番号、メール等）

平成 25 年度から新しい組織で自立支援協議会を開催するにあたり、障がい福祉サービス事業

者の皆様に委員として参加をご検討いただきたく、アンケートを実施します。

このアンケートは、市内の全ての障がい福祉サービス事業者を対象に実施します。各部会の人

数調整の関係で、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

１．自立支援協議会の部会に参加を希望 する ・ しない

２．参加を希望する部会に○をつけてください。（複数可）

・ こども部会

・ 権利擁護部会

・ 相談支援部会

・ 地域生活支援部会

３．参加を希望する部会に事業者としてどのような提案をしていきたいかをお聞かせください。

部会名（ ）＊複数の部会に参加を希望される場合は別紙にご記入ください。

４．その他ご意見等ございましたら、ご記入ください。

＊各部会の人数調整の関係で、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。



議題３資料（３）

平成 25 年度・26 年度本人部会委員募集案内

＊広報うらやす平成 25 年３月 15 日号及びホームページに掲載。

浦安市自立支援協議会は、地域における障がい者への支援体制の整備等に関する協議を行って

います。平成 25 年度より、障がい当事者間の情報交換を行い相互の理解を図るとともに、地域

課題を提案していただくことを目的に、「本人部会」を設置します。

【任期】平成 25 年 5 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日

【対象】市内在住で 20 歳以上(平成 25 年 4 月 1 日現在)の障がいのある方(身体・精神・知的・

発達・難病) 10 人程度

【内容】年 4 回程度の本人部会 (平日の日中に開催)＊介助者等同伴可

【謝礼】１回出席につき 5,000 円(交通費を含む)

【申込】4 月 8 日(月)(必着)までに、氏名(ふりがな)・年齢・住所・電話番号・職業・応募動機(400

字から 800 字程度、代筆可)を記入したものを、直接、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいず

れかにて障がい福祉課へ提出してください。(書式は自由)

※応募の動機、面接(4 月中旬開催予定)などにより選考。



議題４資料

重度障がい者医療給付事業について

重度障がい者の医療費助成は、重度障がい者の医療機関での自己負担が大きな経済的負

担となっていることから、経済的な負担軽減を図るため、現在、償還払いで助成を行って

います。

また、重度障がい者は日常生活活動においても著しく制限されるため、助成申請の利便

性を図る観点から、償還払いから現物給付（受給券による受診）にするよう多くの利用者

から要望が寄せられています。

このような状況の下、早期に重度障がい者医療費助成の現物給付化を実施するよう、千

葉県に対して要望を行ってきたところ、この度、千葉県議会（６月）において千葉県知事

から現物給付の実施時期が表明され、平成 27 年８月から実施されることが決定したところ

です。

○千葉県が示す現物給付に関する重度医療費助成内容

１．対象者

①身体障害者手帳 １級・２級

②療育手帳 ○Ａ、Ａ

※市独自助成

③精神障害者保健福祉手帳 １級

④身体障害者手帳３級及び療育手帳Ｂの１の重複

２．所得制限

障害者自立支援医療費に準拠

３．入院時食事療養費自己負担分

対象外

４．一部自己負担金の導入

子ども医療費助成と同様に、通院１回 300 円、入院１日 300 円。

ただし、住民税非課税世帯は無料。

５．年齢制限

65 歳を超えて、新規手帳所持者または重度に程度変更者は対象としない。

６．現物給付対応医療機関

千葉県内の医療機関のみ


