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浦安市地域自立支援協議会 平成 24年度第 1回全体会議事録

１．開催日時 平成 24年 7月 9日（木）14:00～16:30

２．開催場所 消防本部 3階 多目的ホール

３．出席者

松崎秀樹市長

下田直樹委員（会長）、西田俊光委員（副会長）、

井村勸委員、長山かおり委員、小坂真一委員、佐藤尚美委員代理中村佐太治氏、谷岡智恵委員、

森嶋宏治委員、守安純一委員、横山奈緒美委員、藤崎広和委員、小川礼子委員、坂本大樹委員、

内村好夫委員、榑林元樹委員、小林章宏委員、小川圭子委員、上田亜紀委員、神谷澄子委員、

成田克信委員、相馬茂委員、足立誠之委員、野坂秋美委員、枝川芳子委員、安井敦委員代理中川秀二氏、

高橋純子委員、渡邉聰子委員、大塚三枝子委員、西田良枝委員、石原徳子委員、白川洋子委員、

森山直人委員、相川芳江委員、加納千恵子委員、足立八重子委員、上林正和委員、石井正幸委員、

江黒友美委員、鈴木健藏委員、新宅秀樹委員、長谷川祐二委員、橋野まり子委員

４．議題

（1）平成 23年度浦安市地域自立支援協議会の活動報告及び平成 24年度の方向性について

（2）平成 25年度浦安市の相談支援体制について

（3）平成 23年度浦安市相談支援事業の活動報告について

５．資料

（1）協議会の体系

（2）平成 23年度浦安市地域自立支援協議会の活動報告について

（3）平成 24年度浦安市地域自立支援協議会の方向性について

（4）共同受注窓口及び共同販売センターについて

（5）うらやすこころのバリアフリーハンドブック(案)

（6）今後の浦安市の相談支援体制についての議論経緯

（7）平成 25年度本市の相談支援体制（案）

（8）基幹相談支援センター設置（案）

（9）浦安市障がい者総合相談支援事業平成 23年度活動報告

６．議事

事務局： みなさんこんにちは。本日は浦安市地域自立支援協議会平成 24年度第 1回全体会にお集まりい

ただきまして誠にありがとうございます。

はじめに皆様に議事録についてご報告します。この全体会は公開となりますが、これまで議事録

は発言者の氏名は公表していませんでした。今回の議事録より発言者の氏名を公表することになり

ますので、改めてご了承くださいますよう、よろしくお願いします。

それでは続きまして委嘱状の交付をさせていただきます。当協議会の委員におかれましては、平
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成23年4月1日から平成25年3月31日までの二か年の期間で委嘱をさせていただいております。

今年度 4月に人事異動等で委員が変更となっておりますので、変わられた委員の皆様に委嘱状を

交付させていただきます。

なお、市職員におかれましては、あらかじめ机に置かせていただいておりますのでご了承くださ

いますようお願いします。委嘱状につきましては市長より交付させていただきます。それでは市長、

お願いいたします。

＜委嘱状交付＞

県立市川特別支援学校 小坂真一委員

市川公共職業安定所 守安純一委員

聴覚障害者協会 野坂明美委員

市川健康福祉センター 石原徳子委員

事務局： ありがとうございました。

なお、県立浦安高等学校渡邊啓之委員、リトルブレイバー小原繁久委員、舞浜リゾート地域協議

会ホテル部会木元賢委員は本日欠席です。

また委員として委嘱しました市職員については委嘱状をすでに配布していますので、紹介のみさ

せていただきます。

日の出幼稚園加納千恵子委員、こども部次長石井正幸委員、教育研究センター所長江黒友美委員、

消防本部警防課長鈴木健蔵委員、健康福祉部長新宅秀樹委員、健康福祉部次長長谷川祐二委員

なお、エメラルドサポート佐藤尚美委員は中村委員が代理となります。また、浦安警察署安井敦委

員も中川秀二様が代理出席となります。

浦安市医師会高木委員、浦安市歯科医師会福嶋委員、障がい者等一時ケアセンター竹谷委員 商

工会議所高木委員、健康福祉部次長石田委員につきましては本日欠席です。

ここで開催にあたりまして、市長よりご挨拶をいただきます。市長よろしくお願いします。

市長： みなさん、こんにちは。季節が梅雨の中休みという感じですが、梅雨があけるといよいよ厳しい

夏が来ます。平成 24 年度浦安市地域自立支援協議会第 1 回全体会ということで、大変お忙し中、

委員の皆様にはこうしてお集まりをいただきましたことに改めて御礼を申し上げたいと思います。

皆様方それぞれ職場、持ち場で浦安市の福祉の向上のために格段のお力添えをいただいています

こと、御礼申し上げたいと思います。

障害者自立支援法が成立してから 6年、特段に私ども浦安市は、この法律にクエスチョンマーク

が付くところを、本市の独自支援策としておりましたけれども、この協議会を通じて、障がい者、

ご家族の皆様、相談、地域の福祉のネットワーク、そして様々な問題を通じてクローズアップされ

る課題、これらについて議論していただいております。

実は今年の 10 月から障害者虐待防止法が施行します。昨日、累犯障がい者を少しでも救おうと

いう厚生労働省の村木局長が大変なことで捕まりましたが、そういった中で村木さんが 400日に渡

る拘留の中で、国の方から損害賠償金が出て、それを元に「共生社会を創る愛の基金」ということ

で、障がいをおいながら社会・福祉の網の目からもれている、そしてなおかつ犯罪を意味も分から

ず犯してしまった人たち、それが何度も繰り返されている。

昨日の事例もかなり深刻だと感じたのは、80 歳近い方の、その方の人生の半分以上、もう既に
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29 回刑務所と地域を行ったり来たりしている、こういった凄まじい状況を聞いてまいりました。

まさに福祉のすそ野、深さもすさまじいものもあるのだろうと、改めて地域の担い手の一人として

痛感してきたところです。

大変深刻な話をしてしまいましたが、そういったことも含めて、少しでも障がい者も健常者も同

じ方向に進められるような、この地域自立支援協議会で下田会長のもとで、真摯な、そして前向き

な議論が展開されますことを心よりお願いしたしまして、ご挨拶にさせていただきたいと思います。

平成 25 年 3 月まで皆様方には目いっぱいお働きいただくことになりますので、合わせて健康に

留意され、お力添えいただきますことお願いいたします。ご苦労さまでございます。

事務局： ありがとうございました。議題に入る前に委員の皆さんに事務局よりお願いがあります。

会議を円滑に進めるために、ご発言の際は挙手をいただき、会長から指名されたのを確認してか

ら、所属と氏名を言っていただき、ご発言いただきますようお願いします。それでは議事進行につ

きましては、下田会長にお願いいたします。よろしくお願いします。

下田会長：こんにちは。私は浦安市地域自立支援協議会の会長を務めております下田直樹と申します。明海

大学に勤務しております。浦安市の地域自立支援協議会が発足してから、委員の皆さんには様々な

ご議論、様々な取り組みにご尽力いただきまして、様々な成果を得てまいりました。また大きな転

換期でもありますので、今後改めて委員の皆さんには真摯な議論、そして実践をお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。

それでは議事進行を進めてまいりたいと思います。今年度新たに委員になられた皆さんもおりま

すので、議題に入る前に浦安市地域自立支援協議会の概要につきまして、事務局より説明をお願い

します。

事務局： みなさんこんにちは。事務局の障がい福祉課宇田川と申します。この 4月より障がい福祉課にま

いりました。不慣れな点もありますが、勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。

まずは事前に配付した資料の確認をします。

＜資料の確認＞

今回 4月の人事異動などで、この協議会の委員も何名か変更がありました。この地域自立支援協

議会の概要等について説明します。参考資料は「浦安市地域自立支援協議会設置要綱」「障害者自

立支援法（抜粋）」です。

＜地域自立支援協議会の概要等について 説明要旨＞

●地域支援自立支援協議会説明

・障害者自立支援法は平成 18 年 4 月にスタート。大きく分けるとヘルパー、ショートステイ、児童デイ

サービスなどの障害福祉サービスと相談支援事業など地域の実情による地域生活支援事業の大きな枠

組みが 2つある。

・平成 18年 6月に厚生労働省から基本的な指針が出される

＝障害福祉サービス、地域生活支援事業のサービスの提供体制の整備と円滑な実施が確保されるための

基本指針。これには、地域の関係機関などで地域自立支援協議会を設けるなどしてネットワークの構築

をはかることと示されている。

・基本指針をもとに、平成 19年 4月浦安市地域自立支援協議会を設置する。
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●浦安市地域自立支援協議会設置要綱

・障害者自立支援法を基づいて市が設置。

・第 1条：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

を行うため、浦安市地域自立支援協議会を設置する。

・第 3条：課題になったことについての対応、関係機関相互の連携、新たに取り組むべき地域課題の整理

と対応、相談支援事業者の検証および評価を行うことが示されている。

●組織構成

・全体会委員 50名

・全体会委員の中から市長が指名する委員で構成＝幹事会

・地域の課題に応じた委員で構成＝プロジェクト会＝スタート当初から個別の事例から発信した地域での

課題を解決している。プロジェクト会は以下の 4つがある。

事業者支援・制度プロジェクト会

就労支援プロジェクト会

啓発・広報プロジェクト会

特別支援教育プロジェクト会

●協議会役割など

・平成 24 年 4 月に自立支援法の法改正が行われた。自立支援協議会について今までは法的な明確な位置

づけがなかったが、改正後、法的に位置づけられた。

・自立支援法 89条の 2で明記された。

●市町村の自立支援協議会役割

・地域の関係者が集まり、個別の相談事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏ま

えて、地域のサービス基盤の整備を進める。

・自立支援法一部改正を踏まえ、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図る

ための体制整備、地域移行・地域定着支援を効果的に実施するための関係機関のネットワークの強化や

地域の社会資源の開発の役割強化

・虐待防止法の成立を踏まえ、地域における虐待防止等のネットワークの設立・強化

上記の役割を担うことが明確化。その他、地域の実情に応じての専門部会の設立などを行う。

●今後の自立支援協議会

・平成 24 年 4 月の自立支援法改正で自立支援協議会について法定化となった。法改正で示されたことや

今年度で委員任期満了となることを踏まえ、組織構成や新たな部会の設置 情報公開などについて、一

体的に見直しをはかっていく予定。

・プロジェクト会は個別の相談事例を中心に行っていくため非公開となっている。今後見直し検討が必要。

・地域の課題を地域の関係機関が集まり、課題を共有し、地域のサービス基盤の推進をすすめる重要な役

割がある。

下田会長：ありがとうございました。地域自立支援協議会の原点や概要について説明がありましたが、何か

質問はありますか。はい、中村委員。
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中村委員：エメラルドサポートの中村です。業者選定のスケジュールなんですが、今回の資料、まず 1 と

2-1がですね、9月選定結果を報告する、2番の議題 2－3が公募決定が 9月となっていて、ずれて

いるんですね。

一番最初の 4 月 26 日のスケジュール表には、これに関しては事業者公募 9 月、事業者選定 10

月、11 月基幹相談支援センター選定結果報告という風に 1 か月ずつずれています。プロジェクト

会の議論の経緯なんですけど、できるだけ基幹については大勢の意見、少し語弊があるのですが、

たくさんの方々が出てもらって、浦安の自立支援のレベルをあげて、まだまだそこまで上がってい

ないので、勉強というより一緒になって上げていきたい。

ですので、10 月の県の指定、相談支援専門員の資格認定が終わるまでは待っていただけないか

と。せめて 2月ぐらいにしてもらえないかと。それは市がＯＫとは言っていません。非常にファジ

ーにダラダラとのばして、結果的に 9月決定というのが出ていますが、このあたりはいかがなもの

かということで説明をお願いします。

下田会長：実はその点は議題（2）のところで審議しますので、今の段階では浦安市の地域自立支援協議会

の概要について質問をお受けしたい。今、中村委員から質問していただいた点については議題（2）

のところで取り上げたきたいのですが、よろしいですか。

中村委員：はい、わかりました。よろしくお願いします。

下田会長：それでは自立支援協議会について、法定化されるという点なども含めて話がありましたが、これ

については、よろしいですか。

足立委員：（浦安視覚障害者の会）トパーズクラブの足立です。情報公開について、昨年何度も発言させて

いただきましたけれども、2001 年の情報公開法に乗っ取った運営をしてほしい。だから幹事会も

プロジェクト会も情報公開すべき。個人情報、プライバシーについては情報公開してはいけないと

いうことはわかります。でも、これにつきましてはそういう主旨で、一刻も早くやっていただかな

いと、プロジェクト会で何が行われたかというのがわかりません。一刻も早くしていただきたい。

それで、障がい福祉課には、この件に関して、京都弁護士会会長をなさった朝岡弁護士の事務所

の解説書をお送りしてありますので。とにかく情報公開はすべて行われるべきが原則ですから、以

前と同じことを申し上げますけれど、ここで再確認しておきます。

事務局： ありがとうございます。先ほども説明させていただいたように、委員の構成や新たな部会の設置

なども含めて、今年度再検証していただきます。

下田会長：幹事会・プロジェクト会の議事録等につきましても、鋭意、幹事会・プロジェクト会で議論を重

ねています。少し時間をいただいています。なるべく早くということなので、幹事会等で話をさせ

ていただいて改めて回答したいと思います。

全体会については先ほど申し上げましたが、議事録については発言者の氏名を載せた形での議事

録の公開、幹事会・プロジェクト会につきましては、これまでも足立委員から色々とご意見・ご指

摘をいただいておりますので、これをもとに幹事会で議論を重ねています。早急に見解を打ち出し

て、回答していきたいと思います。よろしいでしょうか。
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小川委員お願いします。

小川（圭）委員：

ダイムケアの小川です。プロジェクト会のメンバーというのは、各プロジェクト会に所属している

メンバーにはわかっているんですけれど、例えば私が所属しているのは事業者支援・制度プロジェク

ト会なんですけれど、例えば広報啓発のメンバーなどはわからないんですね。

もっと言うと、ここにいらしていて、プロジェクト会に入っていらっしゃらない方は、どこのプロ

ジェクトに誰が入っていて、そこでどんな話し合いをしているかわからない。

例えば、こういったことについてプロジェクト会で話をしてほしいなとか、こういったことはどう

なんだろうかと。もしくはなんらかの形で話が聞きたいといった時に、プロジェクト会のリーダーに

連絡をする方法があればいいと思うんですけれど。

全体会は名簿をいただいております。幹事会は名簿が出ているかわからないのですけど、少なくと

もプロジェクト会の名簿が無いので、どの委員さんがどのプロジェクト会に所属しているかがわかる

と、お互いに何らかの形で連絡が取りあえるのではと。他の方からもそういう意見がでておりますの

で、プロジェクト会の名簿がでてきたらいいかなと思います。

下田会長：それでは事務局の方から回答いたします。

事務局： プロジェクト会につきましては、今ご指摘があったように誰がどのプロジェクト会に所属してい

るかがわからないかと思います。その点も含めて今後の情報公開についてご意見を戴いたということ

で、きちんと整理していきたいと思います。

下田会長：小川委員、よろしいでしょうか。

小川（圭）委員：

お願いします。この中にいる委員は名前も顔もわかっているので、この中にいる人たちに関しては、

どこのプロジェクト会に所属しているかがわかれば、例えば私が、啓発広報プロジェクトの方にお話

をしたりとか、もしくはどなたかが就労支援プロジェクトについてお話をされたいといったりとかが

わかるので、プロジェクト会以外の委員の方たちも入っているのはわかるんですが、委員に関してい

えば、それぞれが所属している、所属していない方もいるんですけれど、所属しているプロジェクト

会については、早急に何らかの形で示していただいたほうがわかりやすいという話も出ていますので、

よろしくお願いします。

あと、タイムスケジュールというか、今日のこの会議が何時に終わるかということと、例えば議題

（1）についてはどの程度時間をさいていくか。議題（1）（2）（3）だいたいどれぐらいで考えていら

っしゃるのかも、最初に教えていただければ。お願いいたします。

事務局： 会議の時間等については、あらかじめお知らせしていきたいと思います。全体会の名簿は、例え

ば備考欄を設けるなどして、その方がどのプロジェクトに所属しているかも今後記載してお渡しした

いと思いますので、よろしくお願いします。
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下田会長：全体会名簿については、幹事会・プロジェクト会に誰が所属しているかを名簿を使ってお知らせ

いたします。

会議は通常、全体として 2時間程度で考えています。ただ皆さんのご意見・ご指摘を聞く貴重な場

でありますので、2 時間以内ということが会議の進行上難しいこともありますが、2 時間以内で考え

ています。議題（1）の議題は何が話し合われているか伝える重要な場ですし、そこでこういうこと

を話してほしいと意見を受け付ける場でもありますので。ここについては、（1）の議題については時

間を割いて議論したいと思っています。

（2）、（3）につきましても非常に重要な議題でありますので、だいたい 1 時間半を 3 つに割って

30分ぐらいずつと考えています。時間通りうまくいくかはわかりませんが、よろしいでしょうか。

それでは他の議題もありますので、まずは第 1の議題に入らせていただきます。

さきほど事務局からも説明がありましたが、浦安市地域自立支援協議会は全体会が年に 2回開催さ

れます。2回では少ないのではないか、50名の大人数で十分意見を拝聴できないのではないかという

意見もあります。見直しは幹事会を中心に検討していますが、全体会があり、全体会委員の中から幹

事会委員が選ばれ、幹事会委員のもとに 4つのプロジェクトが様々な地域的な課題の洗い出しとその

解決のための議論をしております。

今日は平成 23 年度の活動報告ということで、幹事会、幹事会とセットで浦安市障がい者福祉計画

策定があり、策定を行いましたのでその 2 つ。また 4 つのプロジェクト会の報告をさせていただき、

合わせて 24年度の方向性についても報告・提案させていただきたいと思います。

まずはじめに幹事会については幹事長である下田から報告します。

平成 23 年度は幹事会を全部で 7 回開催いたしました。4 つのプロジェクト会の活動報告を受ける

とともに、それぞれの議題について協議・検討を行いました。

第 1回目は平成 23年 6月 20日に行われました。障がい者福祉策定計画に関するアンケート調査の

集計結果と計画策定スケジュールの報告を受け、またグループホーム等の整備に関する補助金の事業

内容について事務局から説明を受けて質疑応答を行いました。グループホーム等の整備補助金につい

ては、平成 23年度から予算措置されたものであることを併せて報告いたします。

第 2 回目は 7月 28 日に行いました。障がい児の福祉サービス制度に関して議論いたしました。児

童育成クラブをはじめとして、児童デイ、日中一時支援などサービスの現状と課題等について意見交

換をいたしました。

第 3 回目は 8月 25 日に行い、緊急の課題となっておりました災害時要援護者対策として災害時の

支援体制についてどうしていくか、検討中の内容について事務局より説明を受け、質疑応答を行いま

した。また、第 2回に引き続き、児童育成クラブなどの障がい児福祉サービスのあり方について議論

し、解決方法を探りました。

第 4回目は 10 月 28日に行い、これまで 3回話し合ってきた障がい児福祉サービスの中で、特に児

童育成クラブへの要望や意見などについて担当課に伝えるとともに、引き続き自立支援協議会からア

プローチする必要があるという情報を共有し、今後の方向の確認をしました。また、平成 24 年度以

降の相談支援体制につきましても、その中核を担う基幹相談支援センターやサービス利用計画につい

て議論しました。

11月 25日に行われた第 5回目では、全体会第 2回目の議題検討と、会議の議事録や情報公開につ

いて議論いたしました。特にこの場では足立委員から要望のあがっておりました氏名の公表やさまざ

まな情報公開のあり方、議事録について、できる限り早く結論をだそうと議論を重ねました。

第 6回目は平成 24年 2月 25日に行いました。第 5回に引き続き、幹事会・プロジェクト会の情報
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公開、議事録について議論いたしました。この議論の中で幹事会・プロジェクト会は情報公開の対象

とすべきという意見が多く出ましたが、逆に公開すると発言を控えてしまう恐れもあるという反対意

見も出て、色々な議論がありました。また、議事録の出し方等についても様々な議論がありました。

これを受けて事務局としては、平成 24年度までは現行のままで進め、平成 24年度中に自立支援協議

会の組織の見直しや情報公開などに関する課題を集約し、平成 25年 4 月からの自立支援協議会を、

先ほどお話しした法改正に合わせて整備していきたいという見解が出され、それを概ね了承しました。

第 7回目は 3 月 21日の行い、平成 24年度予算について事務局より報告を受けるとともに、次年度

のスケジュールについて確認しました。以上が幹事会の報告です。

次に浦安市障がい者福祉計画策定委員会の実施報告をいたします。お手元に平成 24年度～26年度

の浦安市障がい者福祉計画の概要版を用意してあります。これは概要版ですので、ポイントを示した

ものです。現物は厚いものになります。

この浦安市障がい者福祉計画策定委員会は 6回開催いたしまして、このような計画をまとめました。

障がい者福祉計画は平成 24年度から 3 年間の市の障がい者福祉計画の方向を示す「障がい者計画」

と障害福祉サービスなど地域生活に必要なサービス量の見込みと確保策が示された「障がい福祉計

画」で構成されております。この浦安市障がい者福祉計画は、平成 21年度から平成 26年度までの 6

年間の期間をひとつの単位とした計画になっていますが、障害者基本法の一部改正がありまして、障

がい者施策を取り巻く状況が大きく変化しておりますので、そうした状況を取り込みながら、柔軟に、

より原点に沿った改定が必要だということで、改訂に取り組みました。

策定までの流れは、平成 22 年度に行ったアンケート結果や市の現状、事業の実績、法改正や国の

動向、各障がい者団体を対象としたヒアリング結果をうけ、見直しが必要な箇所をピックアップして、

議論を行い、素案を作成しました。

平成 24 年 1 月にはパグリックコメントを実施いたしまして、いただいた意見をもとに素案の見直

しを行い、平成 24 年 3 月に障がい者福祉計画を策定しました。見直し点としては、障害者基本法の

一部改正、障害者自立支援法の廃止等新たな法整備によるもののほか、平成 24 年度以降の主な障が

い者福祉事業として、障がい者虐待防止センターの設置と障がいのある人の虐待防止、グループホー

ム・ケアホームを市内に整備するための民間事業者への補助事業の実施、平成 25 年度の基幹相談支

援センターの設置など相談支援体制の充実などの点が挙げられます。

次回の計画は平成 27年度～平成 29 年度になるため、平成 26 年度には策定委員会を設置し、計画

を策定する予定でございます。

以上が、幹事会並びに浦安市障がい者福祉計画策定委員会の実績報告となります。まずはこの 2

つについて報告させていただきました。

それぞれで質疑もあると思いますが、4つのプロジェクト会について引き続きご報告をいただきま

して、そのうえで総括的に議論していきたいと思うので、そのままプロジェクト会の報告をさせてい

ただきます。その点につきましては、いいでしょうか。

続きまして、プロジェクト会報告は各プロジェクト会のリーダーよりお願いします。まずは事業者

支援・制度プロジェクト会報告を谷岡リーダーお願いします。

谷岡委員：ケアラビット浦安センターの谷岡と申します。

平成 23 年度の事業者支援・制度プロジェクト会は、障害者自立支援法等が改正され、相談支援

事業が大きく変わることから、今後の地域の課題として相談支援体制の検討のため、プロジェクト
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会を 3回、勉強会を 1回開催しました。

平成 23 年 9 月 2日に第 1 回プロジェクト会を開催、障害者自立支援法等が改正されたことに伴

い、障がい福祉課より改正点の説明が行われました。相談支援事業が大きく変わることから、今後

地域の課題として相談支援事業を取り上げ、併せて勉強会を開催することを決定いたしました。

勉強会は、平成 23年 10月 2日に厚生労働省の職員を講師として迎え、実施しました。

平成 23年 12 月 2日に第 2回プロジェクト会を開催しました。浦安市の今後の相談支援体制につ

いて、障がい福祉課から説明を受けました。

平成 24年 2 月 24日に第 3回プロジェクト会を開催、基幹相談支援センターについて意見の交換

を行いました。その名で出た意見をいくつか報告いたします。

・サービス提供事業所と相談支援事業所が連携・連絡を取る機会が必要ではないだろうか。

・基幹相談支援センターの中に相談支援事業所の協議会とサービス提供事業所の協議会等、2つ

の協議会が入り、そこに総合相談の様なワンストップの窓口を設置してはどうだろうか。

・社会福祉協議会、専門家、弁護士等が入り、24 時間 365 日の相談支援体制を維持し、相談支

援事業所の協議会やサービス提供事業所協議会を中に入れる体制づくりはどうだろうか。

・市役所の近くに窓口があると連携しやすいのではないか

などの意見が出ました。

平成 24 年度も引き続き基幹相談支援センターの機能について意見の交換を行いました。これに

つきましては、後程、議題 2「平成 25 年度浦安市の相談支援体制について」で事務局より報告が

あるかと思います。

今後のプロジェクト会では、基幹相談支援センターの運営事業者及び各事業者との連携などの地

域課題について検討してまいります。以上です。

下田会長：ありがとうございました。引き続いて就労支援プロジェクト会の報告を西田リーダーお願いしま

す。

西田（俊）委員：

NPO法人タオの西田です。就労部会は全 3回開催しました。

第 1回は、平成 23年 10 月 20日に開催。平成 22年度の障がい者就労支援センターの活動報告を

行いました。一般就労に 18名繋がった事など、大きな成果があったことを報告しました。

第 2回は、平成 24年 1月 30日に開催。これは地域の課題として、就労のために訓練する仕事が

なかなか取りづらいという事業所の悩みに対して、話し合いをして、共同受注窓口及び共同販売セ

ンターという構想がないだろうかという議論をしました。この共同受注窓口は国から県に体制につ

いて真剣に検討するように通知はなされておりますけれど、県の通知なので、まだ市にはおりてい

ません。浦安は先取りして共同受注の窓口を作ったらどうかと。浦安の場合、販売する拠点がない

ので共同で販売センターを作って一緒にやったらどうかという提案・議論をしました。

第 3回では、この議論を受けて、皆さんのお手元の資料として今日配布した「共同受注窓口及び

共同販売センターについて（案）」をまとめ、幹事会に提言しようということで、これを第 7 回の

幹事会に提言しました。

あとは、重度障がい者の就労訓練体験、訓練やサポートがなく一般就労できる方はいいのだが、

何かサポートを付けないと訓練できない障がい者はどうしようかという議論が一昨年にありまし

た。昨年から就労支援センターで重度障がい者の就労訓練を行うことになりました。4名の受入を
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行い、今年度 4月から 1名の方が自力で通所して訓練に参加している成果があったことを報告をし

ました。以上です。

下田会長：ありがとうございました。引き続き特別支援教育プロジェクト会の報告になります。

それぞれ色々な地位や立場の方がいらっしゃいますが、委員ということで敬称は統一させていただ

くので併せてご了解願います。それでは、特別支援教育プロジェクト会の報告を江黒委員お願いし

ます。

江黒委員：教育研究センターの江黒と申します。平成 23 年度特別支援教育プロジェクトは 2 回開催しまし

た。

第 1回プロジェクト会は 11月 21日に開催し、各校で作成している個別指導計画作成状況につい

て教育研究センターから現状の報告を行いました。その中で、特別支援学級については 100％個別

指導計画作成しており、今後は作成するだけではなく進捗状況も把握していくことを報告いたしま

した。そして、個別の指導計画の活用状況や学年が変わった時などの指導計画の引き継ぎなど、運

用についての質疑応答を行いました。

また、平成 24年度から 26年度の障がい者福祉計画作成の年にあたっていたため、事務局が教育

に関する事業の進捗状況を報告し、研修の実施状況、学習支援室の整備などについて、質疑応答を

行いました。このことについては、第 2回のプロジェクト会でも引き続き詳しい内容の報告をいた

しました。

第 2回プロジェクト会は、2月 2日に開催し、第 1回に引き続き障がい者福祉計画の教育に関す

る部分についての協議を行いました。特別支援教育の充実、通級指導教室の充実、福祉用教材の充

実、学校設備・備品の改良、スクールバスの運行、就学相談体制の充実、学校での交流教育の推進

などについて現状の確認や取組み内容の見直しを行い、福祉計画策定委員会に提案いたしました。

また、第１回でご質問のございました教職員の研修と交流教育、共同学習の状況について教育研

究センターのまなびサポート担当が報告し、意見の交換を行いました。この中で「各校におります

特別支援教育コーディネーターが保護者に周知されていないのでは」とのご意見が出ましたので、

周知のあり方について学校通信やホームページで知らせていくことを報告しました。

平成 24 年度は、特別支援教育に関する保護者からの相談事例の解決に向けた協議を行うととも

に、教育研究センターを中心とした支援体制のあり方など、特別支援教育が抱える問題の改善策を

協議してまいります。

下田会長：ありがとうございました。引き続き啓発広報プロジェクト会の報告を榑林委員お願いします。

榑林委員：浦安市社会福祉協議会の榑林と申します。

平成 23年度の啓発広報プロジェクトは、第 1回を平成 23年 11 月 22日に開催いたしました。平

成 22 年度から引き続き「こころのバリアフリーハンドブック」作成について協議を進めてまいり

ました。

「こころのバリアフリーハンドブック」は町田市、相模原市、府中市等他市でも発行されている

ことから、これらのものを参考に浦安の地域性をどのように取り込むかが議題としてあがっていま

した。その中でプロジェクト会のメンバーで話し合うには人数が多いのではないかということで、

小規模の作業部会というチームを編成して作業を進めました。
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2 度の作業部会で他市のハンドブックを参考にしながらたたき台を作成しました。作業部会は 5

人のプロジェクト会のメンバーと事務局で 3月 1日、3月 8日と 2回開催いたしまして、コミュニ

ケーションの大切さを冊子の中で伝えていくということを大事にして作っていきたいということ

で、たたき台を作っていただきました。

この素案を受けてに第 2 回のプロジェクト会を 3月 15 日に開催しまして、プロジェクト会メン

バーで素案について検討して、色々な意見をもらいました。

資料議題 1－3の「わたしたちにできることがあります」という冊子、これが 3月 15日のプロジ

ェクト会で委員の意見を集約させてできたものとなっています。

大きく 3つのパートにわかれて紙面構成されておりまして、2ページ目に「聞いてくださいわた

したちのこえ」ということで、実際浦安で生活されている（当事者の）方の声をいくつか載せてい

くイメージでございます。4ページ「知っていますか障がいのこと」では障がいについて、ページ

数をさいて色々な障がいがあるんだよということを説明させていただきます。

9ページからは「ひと声かけて私にもできることがあるとわかった」ということで、街の中など

での対応を、事例のような形でイラストもいれた構成になっております。

この冊子について平成 24 年度も引き続き作業部会・プロジェクト会で内容を精査して、今年度

中に製本・印刷して、できれば 12 月の障がい者週間イベントのときに合わせて配布できるように

作成したいと考えています。

冊子についてこのようなことを載せたらいいのではないかなど、ご意見いただければ、またプロ

ジェクト会で議論していきたいと思います。

平成 24年度につきましては、こころのバリアフリーハンドブックの印刷と、12月に障がい者週

間のイベントを啓発広報プロジェクトとして実施していくことを考えております。以上です。

下田会長：ありがとうございました。幹事会、浦安市障がい者福祉計画策定委員会、4つのプロジェクト会

につきまして、これから質問等をお受けいたしますが、ただいま報告していただいた内容について

は、資料の議題 1－1の 1～4ぺ―ジまでに主な実績やポイントがのっています。併せてご参照くだ

さい。資料の議題 1－2 の 5～6 ページでは平成 24 年度の浦安市地域自立支援協議会の方向性とい

うことで、開催月を方向性を記載されていますので、これからの質疑応答と合わせてご参照くださ

い。

それでは、平成 23 年度の活動報告と今後のおおよその方向性ということで報告がございました

が、何か質問等ございますでしょうか。小川委員お願いします。

小川（圭）委員：

ダイムケアの小川です。すみません。浦安市障がい者福祉計画策定委員会はどういったメンバー

で、どのような形で、例えば選任されて、こういう例えば委嘱をされてなのか、またどのような形

で話が決まっていくのか、こういったことについてよくわからないのですけれども。

下田会長：委員の選定に関しましては事務局から説明します。

事務局： ご質問の障がい者福祉計画策定委員の件は、自立支援協議会と障がい者福祉計画の策定というの

は、密接に関係がありまして、障がい福祉計画を策定する場合には自立支援協議会の意見を聞かな

ければならないとなっています。そうした中で地域自立支援協議会の委員の中から、福祉計画の策
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定委員をお願いしています。地域自立支援協議会の会長でもある下田先生をはじめ、各障害福祉サ

ービス事業者、就労支援事業者、社会福祉協議会、各障がい者団体、市職員、内部委員これらを含

めまして、約 20数名で構成されております。

下田会長：地域自立支援協議会での議論やそこでの協議内容をよりよく計画の中に反映させるということで、

幹事会を中心にメンバーを選びまして、そこに当事者団体の方も含めて 20 数名で構成されていま

す。任期は、会議開催の 6回が任期。出来あがった計画が策定されて委員会は終了となります。

他に意見や質問ありますか。幹事会や 4つのプロジェクト会について報告しましたが、この点に

ついて聞きたいとか、この点はどうなんだというようなことがあったら出していただけばと思いま

す。

本来は頻繁に全体会を開いて、色々な意見を拝聴したいと思いますが、なにぶん、50 人の委員

がいて、なかなか会議を 2回以上開催するのが事務的な面からも難しいことがあります。今のとこ

ろ年に 3 回、4 回やってもいいのはないかという意見もありますが、2 回となっています。貴重な

場なので委員の方から意見を出していただきたい。はい、どうぞ。

小川（礼）委員：

あいらんどの小川です。先ほど事務局からの説明で、浦安市地域自立支援協議会の全体会の下に

幹事会があるとうことで、幹事会のメンバーは市長が選ぶということになっているんですけれど、

市長さんが選んでいらっしゃるのでしょうか。

下田会長：事務局から説明をお願いします。

事務局： 設置要綱上は市長が選ぶとなっていますが、実際には全体会から幹事会の委員は事務局が選定し、

それを市長決裁まであげて決めております。

下田会長：最終的には市長に人選の決裁をいただき、任命となる。はい、それでは上田委員。

上田委員：千葉発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループの上田です。

もう一声で、どんな基準で選ばれているのだろうか。私たちは選ばれていない立場なので、何が違

うのかということが正直気になる。教えてください。お願いします。

下田会長：幹事会のことでよろしいですね。

上田委員：はい。

事務局： 地域自立支援協議会は冒頭でも説明させていただきましたように、各関係機関ということで明確

な基準というものはありませんが、各プロジェクト会のリーダーを含め、市内の福祉サービス事業

者であるとか、就労支援の関係の事業者であるとか、障がい者団体であるとか、万遍なく均一のと

れた形で選定しております。

下田会長：はい。（小川委員）もう一度どうぞ。
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小川（礼）委員：くどいようですみません。幹事会も先ほどの策定委員会もみんな同じ人がかぶっていると

ころがたくさんあるのかなと思って、非常に忙しいのではないかと思うんですが、そういう部分は

実際に受けられている委員の方から「大変だな」とか、そういうことはないんでしょうか。それで

うまく円滑に進んでいるんであればいいと思うんですが、事業所の一員としては、なってないから

いいんですけど、たくさん掛け持ちがあると大変ではないかなと。でも話が、円滑に進むというの

は確かだと思うんですけれど、そういうことはないんでしょうか。

下田会長：例えば私自身も全体会の会長、幹事会の幹事長、福祉計画策定委員会の委員長を務めましたが、

自分の職場もありながらなので、大変ではありますが、時間をやりくりしながら今まで話してきた

こと、こういう点をを計画に盛り込んだらいいのではないかなど、色々な思いを持ちながらやって

いたので、確かに時間的にはタイトなことがありましたが、非常に充実した活動ができたと思って

います。

ですから、今後、色々な形で委員の皆さんに幅広く加わっていただきますので、ぜひよろしくお

願いしたい。また 26 年度にも策定がありますので、その時はぜひ入っていただきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いします。

よろしいでしょうか。続きまして議題（2）に入りたいと思います。

議題（2）「平成 25年度浦安市の相談支援体制について」、まず事務局より説明をお願いします。

事務局：議題（2）の説明をします。資料の議題 2－1、議題 2－2、議題 2－3をもとに説明します。

＜平成 25年度浦安市の相談支援体制について 説明要旨＞

資料 議題２－１

●基幹相談支援センターの説明

・平成 24年 4月の法改正で基幹相談支援センターが設置できるようになった。

・基幹相談支援センターの目的：地域における相談支援の中核的な役割をする。3障がい総合的に相談

を受けていく。

●今後の浦安市の相談支援体制についての議論経緯について

・平成 23 年 9 月から事業者支援・制度プロジェクトで本市の相談支援体制について話し合いをするこ

とになった

・平成 24年 3月浦安市障がい者福祉計画が完成。平成 25年度を目途に基幹相談支援センターを設置す

ることが明記される。これは自立支援協議会、事業者支援・制度プロジェクトで協議されてきたこと

を受けてのこと

・今年度 4月・5月のプロジェクトで基幹相談支援センターの機能・役割について話し合いを行う

・6月第 3回プロジェクト会で全体会に提案する基幹相談支援センターの機能役割をまとめる

資料 議題２－２

●本市の相談支援体制（案）について

（１）国がイメージしている基幹相談支援センターの機能役割

・総合的・専門的な相談支援

・地域の相談支援体制の強化
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・地域移行・地域定着

・権利擁護・虐待防止

・自立支援協議会

（２）本市がイメージしている基幹相談支援センターの機能役割

・ワンストップ相談窓口

・24時間 365日相談体制

・サービス利用計画の作成・モニタリング（主たる担い手は指定特定相談支援事業者）

・訪問による専門的な指導・助言（中核的な役割として）

・人材育成の支援

・関係機関との連携、連携協議会の開催

・地域移行に向けた普及啓発

・地域生活体制整備のコーディネート（ソーシャルサポートと連携）

・住宅入居等支援事業（主たる担い手は指定一般相談事業者）

・成年後見制度利用支援事業（社会福祉協議会との連携・申し立て費用および報酬助成については障が

い福祉課が行う）

・虐待防止の取り組みには、全ての相談支援事業者が行う。また協議会に権利擁護部会を作る案もある

・自立支援協議会の運営（基幹相談支援センターと障がい福祉課、各機関とも連携して行う）

資料 議題２－３

●基幹相談支援センター設置（案）

（１）スケジュール

・設置日：平成 25年 4月

・委託期間：２～３年間 契約担当部局との調整を行う

・公募 9月

・決定 10月

（２）実績の検証方法

・市との連絡調整会議の開催

・利用者アンケートの実施

・自立支援協議会における客観的評価とモニタリング（年 4回）

下田会長：ありがとうございました。さきほど中村委員からご質問のあった大部分は答えられていると思い

ますが。

中村委員：はい、ほとんど。4 月 26 日（事務局注：第１回事業者支援・制度プロジェクト会）のスケジュ

ール表では、案もたたき台もなくて、それで議論をした結果なのですが。

当時は 9月が事業所公募、10月事業者選定。決定ということだと思いますが。それで 11月に選

定結果の報告というのが一番最初に出てきた案。それから紆余曲折があって、ちょうど真ん中ぐら

いに決まったというのが実感なんですが。この取り組み内容・スケジュールについては白紙という

ことでよろしいでしょうか。事務局お願いします。
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事務局： 今回説明させていただきましたように、公募が 9月、それから事業者選定結果が 10月、その後、

その選定結果がどうなったかを 11月あるいは 12月に報告できるかと思います。

中村委員：了解いたしました。

下田会長：それでは、他にご質問等。はい。上田委員お願いします。

上田委員：千葉発達障害児・者親の会「コスモ」浦安グループの上田です。すごく初心者の質問なんですけ

ど、さっきからずっと聞いていて、基幹相談支援センターというのは、今ある違う名前のものから

事業者をかえるということなんですか。そこからしてよくわからなかったんですが。

下田会長：事務局からお願いします。

事務局： 確かに非常にわかりづらいところだと思いますが、地域生活支援事業の中に相談支援事業があり

ます。その相談支援事業は、これまで市町村相談支援機能強化事業といわれるもので、その目的が

「相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加えて、特に必要と認

められる能力を有する専門的職員を市町村などに配置することにより、相談支援機能の強化を図る

ことを目的とした」相談事業だったんです。それは市町村等に専門的な職員を配置できると書いて

ありますが、市町村が委託した委託相談支援事業者、現にある委託相談支援事業者、障がい者総合

相談センターともが、総合相談を担っているのですね。

この 4月に法改正があり、ここで、今までの一般相談支援事業に加えて、基幹相談支援センター

等に専門的な職員を配置することや、基幹相談支援センターが地域における相談支援事業者に専門

的な指導、助言、人材育成の支援、地域移行に向けた取り組みなどを実施することが今回新たに示

された部分。ここでこの 4月に初めて基幹相談支援センターという言葉が出てきました。現在は委

託相談支援事業者ともさんの方に委託していますが、これを 25年 4 月から公募によって、この基

幹相談支援センターを担う事業者を公募していくという形をとります。

上田委員：さらにお訊ねします。そうすると、ともさんが名前を変えるということ。それとも。

事務局： ともさんが名前を変えるのではなく、新たに公募によってこの基幹相談支援センターの事業者を

選定するということになります。

上田委員：そうすると、違うところになる可能性もある。

事務局： 可能性もあります。

上田委員：可能性も、少しある。

事務局： はい。

上田委員：ありがとうございます。
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下田会長：はい、足立委員お願いします。

足立委員：（浦安視覚障害者の会）トパーズクラブの足立です。非常にわかりづらいですね。

もう 1つは連携しながらやるということで、色々な組織がでてくると。これは障がい者にとって

は非常にやりにくいんじゃないかなと。障がい者が入るということではなく、それは幹事会で障が

い者団体の方がが入っているのでいいんですけれどね。これはちょっと相当用心してやらないとう

まくいかない。今までとどう違うのか、今の上田さんがご質問されたように事務局の説明ではよく

わからない。

それから市と基幹相談支援センターですか、これからできる相談窓口の連携や社会福祉協議会と

かそういったところの連携などもあるわけですね。それを整理するのにわかりにくい。私は障がい

者のほうですから、わかりにくいなと。まして障がいになった人たちはどこの窓口に行ったらいい

のかがよくわからない。これは相当用心してやっていかないといけないと思う。先ほどの「心のバ

リアフリーハンドブック」の話で出ていたが、他の自治体のものをかなり参考にして作っておられ

た。浦安市は他の自治体との比較検討をなかなかなされないということに問題がある。これは、今

行われようとしていることは、国がやろうとしていることなんですけれども、国がやるからやると

いうのでは、障がい者を守れない。いかにいいものにしていくかということは、他の自治体がどう

やっているのかということを参考にしながらやっていただきたい。

私が先ほど情報公開についてお話ししたが、実は昨年の秋、情報公開について他の市町村を調べ

たんです。浦安はかなり遅れているというのがわかった訳です。だから強く言ったわけなんで。だ

から他と比較するということがないままに浦安だけで進めるのではなく、ぜひ他の自治体がどうや

ろうとしているか、国がどうやろうとしているかを検討しながら慎重に進めていただきたい。これ

は要望です。障がい者のためを考えてやっていただきたい。そういう感じがします。以上です。

下田会長：はい。要望ということで、これについては十分比較等を幹事会やプロジェクト会等で行っている

つもりですが。

足立委員：他自治体との比較ですよ。全然説明なかったですよね。

下田会長：はい。時間的な問題もあり、そこまでは踏み込んで説明できませんでしたが。

足立委員：相当やっているわけですか。

下田会長：実際の会議の中では、はい。他の自治体と比較しています。

足立委員：他自治体からいろいろ聞いて、資料を集めているのですか。

下田会長：はい。聞いたりしています。たとえば色々な障がい児のことについては、

足立委員：全体的な数字を含めて、やっているのですか。

下田会長：はい。そういった資料はあつめている。ただその点にまでは言及しなかった。
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足立委員：それが反映されないと、非常にわかりづらいものになってしまう。原子力保安院と原子力安全委

員会みたいな感じでね。連携しながらと言うが、本当に連携できるのかという感じになりますよね。

以上です。

下田会長：わかりました。この要望については、しかと受けとめまして、さらに資料などもこういうものを

使ったということも今後明記しながら発表等させていただきたいと思います。

連携については、この基幹相談支援センターは、ワンストップ相談窓口ということで、できる限

りこの窓口で全てのことが実際に受け付けられる体制を作る予定です。連携というのは何かサービ

スを利用する場合に機動的かつ効率的に行う体制の在り方をいっていているので、バラバラにたら

いまわしにするということではないことだけはご理解ください。はい、上田委員。

上田委員：千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループの上田です。

先ほどの話にもどるのですけれど、私たちの子どもは発達障がいの子なんで、実はともさんに相

談している人は 0ではないが、ほとんどいなくて、他の例えば目の悪い方や障がいの方がどこに相

談しているのか私はわからないんですけど、自分たちの実感だと千葉のＣＡＳ（事務局注：千葉県

発達障害者支援センター）という発達障がいの窓口があって、すごく困っている時はそこを利用・

相談しているんですね。

私なんかは 10 年ぐらい障がい福祉課にヒアリングのたびに言ってきたのは、浦安市にＣＡＳの

浦安市版がほしい。保育園・幼稚園のときにこうだった、小学校高学年の時にこうだった、高校の

時にこうだった、30になった時にこうだった、というのが繋がっていくような相談の方がいたら、

いいなと言っていたんですけど、これになってしまうと、怖いのは私たちが望んでいる支援はどこ

にいってしまうのか。仕組みはあるかもしれないが、ここに行って私たちの子どもは救われるのか。

そこが一番大事なことだと思うのに、仕組みの話をされてしまうと、他の話ができなくって。それ

が一番大事で。

もっと言うと、そこになんていう先生がいて、この人の話がリアリティがあったから、困ったと

きにこれをやった、子どもの問題点が解決した、学校でうまくいくようになったという積み上げが

あって信頼していくので、中身の問題だと思うんですけど、そこはどうなっちゃうのと。

私としては希望は、本当言うとそういうことを助けてくださる人がいるならば、ともさんが一生

懸命やっていることを否定するわけではないんですけど、日本のどこにいてもどこから呼んできて

もいいから、むしろ私たちの子どもを助けるような力量のある相談員を連れてきてほしい。

もし、せっかくみなさんの税金・公費が使われるのであれば、効率がいいとか成果があがってい

るとか、クリアであるとか、相談に行きやすいとか、そういうことを重視しているように実は見え

ないので、とても怖いと思います。不安です。これができて私たちの子どもは相談に行けるか、行

って助けてもらえるだろうか。今まではそうではなかったのに。助かるという根拠が見えない。

下田会長：すみません、このことの関連ということで先に質問を受け付けます。足立委員お願いします。

足立委員：（浦安視覚障害者の会）トパーズクラブの足立です。上田さんのお話と関連あるかどうか。関連

あるからお話しするのですが、障がい者で一番問題なのは認定の問題なんですね。これがうまく行

われるかが非常に心配。特に視覚障がい者は一番認定の問題で間違いが多い。それはやっぱりセカ

ンドオピニオン、セカンドドクターと言うのが制度として病院であるように、そういったシステム
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を作っていかないと心配はとけないと思いますね。それが私の意見です。以上です。

下田会長：はい、小川委員。

小川（圭）委員：

ダイムケアの小川です。上田さんの意見を聞いて申し訳ないなと思いまして。私は事業者支援・

制度プロジェクトなので、このことについての話し合いをさせていただいていておりました。その

メンバーでした。実はですね、この中に何人もメンバーがいらっしゃるのでおわかりだと思うんで

すけれど、実は事業者支援・制度プロジェクトはスムーズに色々なことを決めてきているわけでは

ありません。色々と思ってらっしゃる方の意見は出ますけれど、なぜか思っていない方向に進んで

いるというのが、これは私自身の実感でございます。

国の制度という中でこういった形というのは示されてはおりますけれど、上田さん、足立さんの

おっしゃるように地域の実情に応じてという事が、すべての文言の前に、国が行おうとするものの

中には入っています。ですから、こういうものがこういう形でここまでにできなくてはいけないと

いうことで、どんどん推し進められていくということについては、皆さんのこういった形の意見が

まだいろいろ出る以上は、色々なことを性急に決めてしまうのはいかがなものかと思います。その

ことについての意見もプロジェクト会では出ておりますけれど、ただ 25 年度に作るんだと、それ

に向けて何か月も遡らないと決められないということでどんどん物事が進んでおります。

あともう一つ言わせていただければ、プロジェクト会の中で第 2回の時ですけれど、私は怒鳴ら

れました。普通にこのような形で話をしてたんですけれど、普通に色々なことを決めていくための

色々な皆さんの話し合いの場であるべきものが、そういった形になると、いろんな人たちの、自分

が背負ってきている皆さんの意見といったものを、プロジェクト会で言うことができなくなります

し、上田さんとも「ここで話をするのは緊張するよね」と話をしていたんですが、そういったこと

が、本来、本当に自由な意見の交換が保障される場であっていただきたいと思いますので、色々な

意見は、ちゃんと反映されるような形で、意見を言っても次の例えば全体会、次のプロジェクト会

にはその意見が消えてしまっていると、議事録にはきちんと残っているのですが。でもその意見に

対応する内容がなく、次の会議が開かれているというのは、この先どうするのかなということで不

安ではあります。

下田会長：ご意見ありがとうございます。会議の内容については、私も存じ上げていない部分があるので、

これについては確認したうえで後日、また別の機会で回答したいと思います。

橋野委員：障がい福祉課橋野です。制度のことをもう一度ご説明させていただきたいと思います。

基幹相談支援センターがこの 4月から法改正で設置できることとなった経緯ですけれども、何回

か説明させていただいたと思いますが、平成 23 年度までは障害福祉サービスを利用するのにケア

プランは必ずしも必要ではありませんでした。障害福祉サービスを使う方はご本人や保護者が窓口

にきて、一つずつサービスの申請を、自分で組み立ててサービスを使っていた方がほとんどです。

この 4月から相談支援の充実が法改正で行われ、介護保険と同じように障害福祉サービスを使う

方もケアマネさんと同じような相談支援専門員がケアプラン、サービス利用計画を作れるように仕

組みが変わりました。

24 年～26 年と 3 年間の経過措置がありますが、3 年のうちにサービスを使っている市内の 600
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人全員のケアプランが作れるようにしましょうというのが国の今回の法改正です。600人のケアプ

ランを作るためには地域に相談支援専門員が 20 人ぐらいいて、地域に市内に計画を作る事業所を

10か所ぐらい作っていかないと、国が言う 100％ケアプランを作ることは無理だろうと障がい福祉

課では考えています。

事業所の皆さんに昨年度から何度も集まっていただき、市の指定相談を取ってほしいということ

でお願いしています。最近までは相談支援事業所は市内に 1法人だけであり、3障がいやっていた

だけるということで、市は今の総合相談センターに１社委託で相談支援事業を行ってきたところで

すけれど、制度改正も踏まえ、市内に相談支援の指定を取ってくれる事業所も少しずつ増えつつあ

り、障がい福祉課でも増やしたいと思っているところです。

基幹相談というのは、個別の相談もお受けしますけれど、それよりは地域で増えていくだろう相

談支援事業所のバックアップをして、中核的な相談支援を行う機関ということで国が設置したとこ

ろです。

先ほど資料で機能の説明をさせていただきましたが、その中で市内の相談支援事業所は現在 5

か所に増えたところですが、その相談支援員の相談や指導する機能をたくさん盛り込んでおります。

これからは地域の相談支援事業所をバックアップするための、そこが中心の基幹相談という制度が

できるということをまずご理解いただきたいと思います。

地域の皆さんは、これから相談支援事業所が増えていきますので、皆さんが相談できる事業所は、

市役所と総合相談、25 年であれば基幹相談だけではなく、市が指定する計画を作る相談支援事業

者でも一般相談・基本相談は受けるようになっていきますので、より皆さんが相談しやすいような

仕組みを市として考えていきたいと思っておりますので、そういった制度改正と基幹相談支援セン

ターは今までの総合相談センターとは違う役割が入ってくることをご理解いただきたいと思いま

す。

下田会長：ということで、橋野委員から説明がありました。はい、上田委員。

上田委員：すみません。ずっとひっぱって。話がかみ合っていないと思っているんですけど、橋野委員が言

われたことは制度の仕組みとしては理解したんですけれど、ともさんをそのまま使うことについて、

専門性や今までの経緯からして、私たちに敷居が高いということを障がい福祉課に繰り返し言って

きているんですね。それをどういう風に低くしてくれる仕組みがあるのか。今のままでは、無いよ

うに見える。公費をそのまま「とも」さんが使うことになることに、皆さんが賛成しているのかと

いう。すごくきついですか。すごく不思議に思うんですが、かみ合わないですかね。言い方がつた

ないかもしれなんですけれど、一人の親として不思議に思っているんです。おかしくないですか。

一番優れた相談ができるということで選ばれたとは私には思えないんですが。もしそうであれば根

拠は何ですか。

下田会長：はい、橋野委員。

橋野委員：障がい福祉課橋野です。相談支援事業所は、この 4月から増える仕組みに制度上なっていますの

で、皆さんはまず地域の相談支援事業所に行くことができます。浦安市内には 4月から 5ヶ所の相

談支援事業所を市が指定しています。この 4月、相談支援の充実ということで国の制度が大きく変

わったのはこの点で、まず、皆さんが相談できる場所は 1か所ではなく増えていることをご理解い
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ただきたいと思うのですが。もちろん障がい福祉課、これから設置する基幹相談支援センターでも

受けるし、それプラス、市が指定した相談支援事業所でも一般相談を受けられるようになるので、

決して相談の場所は減るのではなく、増える法改正になっています。

上田委員：いえ、あの実はそうではなくって、基幹相談支援センターにほとんど「とも」がなるという風に

宇田川さんの説明だと聞き取れたので。誤解なのかもしれないです。聞き取れたので、そうでない、

私がさきほど申し上げたのは日本中どこでもいいから、この子たちを救うのに一番ノウハウを持っ

ている相談の人を連れてきてほしいという仕組みがどのように担保されているかを聞きたかった。

枝川委員：その関連でいいですか。

下田会長：枝川委員、どうぞ。

枝川委員：浦安市手をつなぐ親の会の枝川です。上田さんは少し誤解しているかなと思うんですけれど、別

にともさんが基幹相談センターになるということではありません。公募されますので、9月に、そ

の時に出ないかどうかはわかりませんけれど、その結果ともさんがなることはあっても、初めから

なるという前提ではないと思います。

今、橋野委員がおっしゃってましたけど相談支援事業所が 5ヶ所できたということなので、そこ

の中から立候補されることもあると思いますし、この基幹相談支援センターはあくまでもバックア

ップ、事業所さんのバックアップを考えていったほうがいいと思うんですね。

1人 1人のケアプランを作るのはものすごく大変だと思うんですね。今、障がい者は施設に入っ

ても、その子のためのケアプランが作られています。私の子どもも施設にはいっていますが、ケア

プランをたてて年に 2 回、そのプランがどのように実施されているかを親が行って 4 月と 9 月か

10 月頃ケアプランを見直しもしていますので、全部しなくてはならないというのは国の考えです

ので、国の方針で基幹相談支援センターを作ることになってしまっていますが、障がい者個人の相

談は今までどおり障がい福祉課の窓口にいってもいいですし、相談窓口 5か所ができたっていうの

ですから、場所を教えていただいてて、広報なりに情報を載せていただいて、そこに相談にいくと

いう形です。という風に私は思っているんですが。

足立委員：ちょっと質問があります。

下田会長：はい、足立委員。

足立委員：質問ですけど、橋野委員の説明では、国の方針で障がい者がケアプランを作らなければいけない

ということはわかりました。それを平成 26 年度までにやっていかなくてはいけないということも

わかりました。それは基幹相談支援センターでしかできないというわけではないのですね。

下田会長：違います。

足立委員：わかりました。
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下田会長：はい、西田委員。

西田（良）委員：

浦安市障がい児・者総合相談センターの西田です。上田委員の発言で終わってしまうと、私も総

合相談を預かる身として誤解があるといけませんので発言させていただきます。

もし総合相談センターが発達障がいの方に対してきちんとした相談ができていないとしたら、そ

れは真摯に受けとめたいと思いますし、その根拠を会議の場ではお示しした上でお話していただか

ないと、実際にこれから議長のお許しを得てですけれど、活動報告をする中では、発達障がいを持

つ方もたくさんの人を見てきております。全ての方がコスモの会に所属しているわけではないと思

うので、そういう方たちがいるという実態は人数で見ていただきたいと思いました。

ただ上田委員の話を聞いていて思ったのは、私たちもＣＡＳと連携をして仕事をしています。当

然、今浦安市から委託されている人員配置の中で、全てのの障がいを受けていますので、全ての障

がいの専門性を本当に高くもっていくということが難しいことも現実としてあります。なのでＣＡ

Ｓと連携して、ＣＡＳの方たちにたくさん現場に入っていただいて仕事をしていることもあります

ので、相談ニーズを受けていないということや、解決できないということではなく、それらの色々

な機関や専門職を使って相談を受けていることは、誤解をされると困るので発言させていただきま

した。以上です。

下田会長：時間もおしていますが、会議の冒頭でも話をしたとおり、できる限り意見を拝聴したいと思って

時間を延長しています。皆さんの意見を踏まえながら地域自立支援協議会と基幹相談支援センター

との連携、先ほど足立委員からも連携とはという意見もありましたが、連絡・連携を取りながらで

きる限り当事者の不安に対応していくということで、まずは案としてあがった基幹相談支援センタ

ーの機能・役割・スケジュール・実証実績の検証方法について、これまで事業者制度支援プロジェ

クトで話し合ってきた案を踏まえて、自立支援協議会全体会としては、市に基幹相談支援センター

を設置していただきたいというお願いをして、この第 2の議題を終わらせたいと思います。よろし

いでしょうか。

今後色々な不安もあると思いますが、それについて何か。はい、小川委員。

小川（圭）委員：

ダイムケアの小川です。私は色々な方の色々な意見を聞く必要があると思うので。この平成 25

年 4月からやらなくてはいけないというのは努力目標であって、それでやらなくてはいけないこと

ではないので。まだ色々な皆さんの意見を聞きながら進めるべきだと思いますけれど。多数決で決

まるのなら、それはそれで致し方ないと思います。市がそれで決めるならそれもしょうがないと思

いますけれど、その意見だけはダイムケアの小川として述べさせていただきたいと思います。

下田会長：はい。その意見については重く受け止めたいと思います。ただ、色々な意見が出て、これまで議

論と経緯を重ねてきたことであるので、おおよその輪郭とスケジュールについては承認いただきた

いというのが今回の提案でございます。それを踏まえて、今後、基幹相談支援センターの機能役割、

また場合によってはスケジュールの変更や実証実績報告や検証方法など、意見を聞いて変更する部

分もあると思うのですが、全体的な大枠については、できれば平成 25 年 4 月を目標として基幹相

談支援センターを市に設置していただくように、自立支援協議会としては要望を出して、要請した
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いということで今日は閉めさえていただきたいと思いますが、よろしいですか。

（異論なし）

下田会長：よろしいですか。今の小川（圭）委員からの意見も重く受け止めて、対応したいと考えておりま

す。改めてお願いして第 2の議題を終了します。

先ほど会議を 2時間で終わらせるという話をしていたが、色々な意見もあり、時間が過ぎてしま

いました。もう 1つ議題が残っています。これは地域自立支援協議会の重要な任務、業務の１つで

もある平成 23 年度浦安市相談支援事業の活動報告があります。時間を延長して報告させていただ

きたいと思います。時間の都合がある方は事務局にお申し出いただければ、臨機応変に対応させて

いただきたいと思います。

西田（良）委員：

それでは改めまして、総合相談の活動報告をさせていただきます。大変長い時間になってしまい

申し訳ないのですが、評価をいただくということが私たちの責務ともなっているので、よろしくお

願いいたします。

それでは障がい者総合相談支援事業の平成 23 年度の活動報告をさせていただきます。お手元の

資料に加え、一部、スライドが増えておりますので、ご了承ください。

【スライド 2】

相談体制です。常勤 6名、非常勤 1名以上の職員を配置しています。相談支援の機能強化として、精

神科の嘱託医や相談支援のケアマネジメント講師などの専門職との連携があります。

【スライド 3】

相談受付時間は 24 時間 365日。深夜早朝等事務所不在時には緊急携帯で対応しております。障がい

福祉課と毎月連絡会議を実施し、浦安市との連携を図っています。

【スライド 4】

総合相談センターでは、個別のケースワークとなる障がい者相談支援、この地域自立支援協議会の事

務局など、8つの事業を実施しています。

【スライド 5】

相談員は、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士など様々な資格を所持しています。

【スライド 6】

それでは、8つの事業、それぞれについて活動報告をさせていただきます。まず、始めに、個別のケ

ースワークにあたる障がい者相談支援事業です。

【スライド 7】

今年度は、例年の統計と特定の事例の紙芝居仕立てではなく、実際の相談支援の流れに沿って、事例

を織り交ぜながら、ご報告します。なお、その事例は、個人が特定できないように、複数の方の特徴を
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織り交ぜた架空の人物であることを、お伝えしておきます。

【スライド 8】

まず、相談受付です。ご本人やご家族、支援機関の方が、困りごとを抱えて相談にいらっしゃいます。

電話や、センターの相談室に来て頂く来所面談、訪問など、利用者さんのニーズに沿った形で、お話を

聞く場面を設定します。相談員は何に困っているのか、何を解決したいのか、丁寧に聞き取ります。

【スライド 9】

相談受付時に対応した方が、誰であったのかグラフにしました。ご本人、家族からの直接の相談が

72％、関係機関からつながるケースが２６％、その他の経路が２％です。

【スライド 10】

相談対応した方の総数は 188 名でした。23 年度は 3 月の震災で社屋が倒壊し、相談室も失いました

が、その後、地域の方の協力の元、仮設の相談室を作り、来所面談も対応できる環境を整え、電話回線

が機能しない間は、携帯電話を活用しながら相談支援は展開しました。しかし、ライフラインが整うま

では、地域に出向き隠れたニーズにアプローチするアウトリーチ活動や訪問活動を十分に行うことが出

来ず、昨年に比べて低迷しました。また、利用者さん達も、一時的に市外に避難する方も多く、水やト

イレに困る状態では、相談員に話をする状態では無かったと思われます。

【スライド 11】

相談利用者の障がい種別は、知的障がいの方 29％、精神障がいの方 17％、身体障がいの方 13％、重

複障がいの方 6％、その他 35％となっています。発達障がいの方を含め、多様な障がいのある方からの

ご相談に対応しました

【スライド 12】

「その他」に属する方の特徴として、精神障害者福祉手帳を所持してはいないものの、定期的に精神

科通院し、支援が必要な方、フリースクール在籍中で発達障がいの疑いのある方の、卒業後の生活につ

いての支援要請が多くありました。23 年度は、教育相談で支援をしていた方が、19 歳となり、支援の

対象年齢ではなくなるため、当センターへ、その後の支援の引き継ぎ要請もありました。

【スライド 13】

性別・年齢別に見ると、男性の方が女性に比べて多く、また成人期の方のご相談が多くなっています

が、未就学のお子さんから、80代の高齢者の方まで、幅広い相談ニーズに対応しました。

【スライド 14】

相談支援の第２ステップは利用者の情報を収集、分析し、生活課題を明らかにするアセスメントです。

課題解決のために何が障壁となっているのか、どのような方法が効果的なのか検証しています。相談員

は、様々な方法でアセスメントを行っています。その多様な手法を、個別の事例を交えて、ご報告いた

します。なお、お手元のスライドでは、事例は全て「Ａさん」になっていますが、それぞれ別の方の支

援事例です。
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【スライド 15】

まず、来所面談です。

就労訓練をしたいとの希望で相談に来た、発達障がいがあり、対人関係が苦手なＡさんが「この人だっ

たら安心して話せる」関係づくりに勤めながら、Ａさんの過去や就労歴、家族の事などを聞き取り、面

接を進めました。 発達障がいのあるＡさんの認知や理解の特徴、心理状況をアセスメントすることに

よって、なぜ仕事がうまくいかなかったのか、どのような支援策が有効なのか検討しました。

【スライド 16】

総合相談では、訪問を重視しているため、実際の生活場面に相談員が訪問してアセスメントすること

は、頻繁にあります。相談員が訪問する場所はご自宅に限りません。学校や病院など利用者さんの要請

に応じて様々な場所へ出向きました。難病により急激なＡＤＬ（事務局注：日常生活動作）の低下がみ

られるＡくんの事例では、家族や本人の希望である、「今まで通り自宅で暮らしたい。支援が必要だが、

何をすれば良いのか分からない」という主訴に対して、相談員は家庭訪問を頻回に行いました。

【スライド 17】

障害福祉サービスの導入だけではなく、福祉用具、住宅改修、在宅医療、子育て支援など、障がいの

あるご本人だけではなく、兄妹の生活状況、両親の就労状況、主たる介護者であるお母さんの 1日の生

活の流れ、親族との関係など、世帯全体を見ていく視点を持って、Ａくんだけでなく、家族全体が、ど

んな支援があれば、日々の生活を維持していけるのか検証、分析し、支援を導入しました。

【スライド 18】

自らの体調不良を言葉で伝えることができない重度心身障がいのＡさん。私たちは、自らの体調異変

が続けば、病院に行き診てもらいます。しかし、Ａさんは、周囲の支援者が、その異変に気づかなけれ

ば、自ら、その判断ができません。24 時間、常時介護や見守りが必要なＡさんは、ヘルパーや家族な

ど、複数の人が介護に入ります。Ａさんが健康であるか、不調であるかは、介助者の主観や判断によっ

ても、大きく左右されます。

【スライド 19】

Ａさんの健康管理には、何が必要なのか分析し、着目した事は、Ａさんの言葉に変わって、体調異変

の客観的な判断軸となる、日々の食事量、睡眠量、呼吸状態、体重の増減など、数値データでした。そ

のデータ化された数値をもとに、支援会議では、ヘルパー、看護師、家族が客観的にＡさんの状態をモ

ニタリングする視点を確立しました。

【スライド 20】

アセスメントすべき領域が相談員の知識や専門性では難しい場合、医師、弁護士、臨床心理士などの

専門職と連携し、アセスメントを進めるようにしています。身体障がいのあるＡさんのケースでは、自

宅での安全かつ適切な入浴の介助方法を検討するため、関係機関の理学療法士の方にＡさんの自宅訪問

を要請し、一緒にアセスメントをしました。

【スライド 21】

利用者さんと一緒に活動すると、信頼関係が深まるだけでなく、生活に根差した具体的な支援イメー
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ジを持つことができます。事故にあった知的障がいのあるＡさんは、家を失くしました。突然の新しい

環境での生活で、Ａさんは強いストレスを感じ、喧嘩、万引きなどが続発していました。しかし、ダメ

な事をしたことは理解しているので、支援者が話を聞く場面を設けても、黙ってしまうばかりでした。

【スライド 22】

相談員は、Ａさんの内面に何が起こっているのか把握するため、一緒に、買い物、病院、余暇活動、

自宅の掃除など、多様な場面で共に活動しました。なかなか言語化されなかったＡさんのストレスや万

引きの原因、心の問題が明確になり、相談員が直接支援をしていく過程で、生活基盤と支援の形を構築

するに至りました。

【スライド 23】

相談支援の３つめのステップは支援計画作成です。相談員は、ここまでで把握した情報をもとに、「支

援機関の役割」「ご本人の役割・希望」「家族の役割・希望」の 3点を意識しながら、支援計画を立てま

した。

【スライド 24】

本人やご家族と相談しながら立てた支援計画は、個別支援会議で他機関の支援者さんによっても検証

され、役割分担を明確化するための一助となりました。

【スライド 25】

作成した支援計画に基づいて、市役所に必要とするサービスの利用申請を行い、支給決定を受けます。

【スライド 26】

支給決定の段階でも相談員は支援を行っています。障がいがあるご本人が必要なサービス量が確保で

きるよう、行政窓口に一緒に行って、その必要性を説明しました。それでも、必要時間数を認めてもら

えなかった時、相談員は、ご本人に、行政が認めた時間数でサービスを利用して生活するか、再度、サ

ービスの必要性を伝え、話し合いの場を持つか、選んでもらいます。

【スライド 27】

相談員が最も力を注ぐ場面は、その話し合いに至るまでの「準備」です。どうすれば、サービスの必

要性を理解してもらえるのか、ご本人、家族と一緒に考えます。ご本人が上手に話すことが出来なくて

も、生活状況が分かる資料を作ったり、何を行政に伝えたいのか一緒に整理したり、支援会議を開催し

て、他の支援者の力を借りる場を設定したりしました。

総合相談では、ご本人に必要な支給決定がされなかった場合、それは、ご本人の生活なのですから、

相談員の価値観で、「仕方がない」とか「こんなものだろう」と勝手に判断しない事を心がけています。

【スライド 28】

支給決定を受けたらいよいよサービスの利用開始です。

【スライド 29】

サービス利用にあたっても、相談員は様々な動きをしています。外出支援が必要なＡさんに対し、ま
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ず相談員は事業所一覧のリストを見せて利用したい事業所があるか確認しています。希望のあったすべ

ての事業所、希望が無い場合は、リストにある全ての事業所にサービス提供可能かどうか問い合わせし

ています。問い合わせする事業所数は数十件に及ぶこともしばしばです。ご本人、家族の希望、意向で

事業所選択をしていただくことが、公平中立性が必須の相談支援事業所としては、当然のことです。何

よりご本人の自己選択・自己決定の機会を確保する重要な事柄であるととらえています。

【スライド 30】

それは、訪問介護事業所だけでなく、他のサービス提供事業所に関しても同様です。就労訓練を希望

する方の相談があれば、相談員はご本人と一緒にすべての就労訓練の事業所を見学し、ご本人の希望と

意向で事業所選択をしています。

【スライド 31】

相談支援の過程の最後でもあり、その先に続く支援ともなる「モニタリング」では、総合相談では、

次のような実践を行いました。

【スライド 32】

相談員が支援の実践の場を訪問。就労訓練の事例では、就労移行事業所を訪問して、訓練、本人の様

子を確認しました。ご本人の許可をもらって、訪問介護事業所に聞き取りを行ったりもします。

【スライド 33】

定期的に会議を開き、支援の進捗をご家族、ご本人、関係機関で検証する支援会議も定着しています。

相談員一人では１つの策しか浮かばない局面でも、多職種連携により知恵を出し合うことで、現状確認

に加え、更に効果的な支援の具体策を確立できることができます。ご本人、家族にとっては、支援会議

は、生きづらさや困難さに対して現実的な解決策を構築する場、支援者の存在を確認し孤独を軽減する

場でもあります。

【スライド 34】

この一連の相談支援の実践を展開した結果、23 年度は、延べ人数、1,5798 名の方への支援提供とな

りました。前年度比 101％です。その内訳は、知的障がいの方への支援が最も多くなっています。

その理由は、最重度の方から、軽度知的障がいの方まで、言葉での意思伝達や理解が困難であり、実

際に体験してみないと自己選択ができない方への支援スキームを構築する必要があり、そのためには、

相談員がご本人と一緒に行動することで、障がい特性理解する必要があったからです。

【スライド 35】

チーム支援が充実していることもあり、関係機関からの問い合わせが 50％をこえ、その半分がご本

人とそのご家族からの問い合わせになっています。

【スライド 36】

相談員の１ヶ月間の平均した実働内訳は、電話対応 816 回、専門機関への同行や家庭訪問などが 70

回、来所面談 40回、2つ以下の機関連携が 378回、関係者会議開催が月 13回です。
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【スライド 37】

相談支援の一連の展開を通して、利用者さんへの支援領域は、最初にご相談に来られた時よりも広が

っていきます。最初の主訴では、「ちょっと教えてほしいのですが」という情報提供であっても、アセ

スメントを深めていく中で、対人関係のこと、他機関との連携や、サービス利用、家族や経済の問題で

あったりと、支援領域は広がっていきます。

【スライド 38】

総合相談は、冒頭でお伝えした通り、24時間 365日体制で稼働し、対応時間は、年間稼働の 30％が、

週末、祝日、夜間や早朝等の対応となりました。

【スライド 39】

総合相談に寄せられるご相談は、通所施設やヘルパーさんの利用などサービス利用に直結しない内容

が全体の 7割を超えています。事例１の心理面接では、障がい特性ゆえに、独特の物事の捉え方があり、

第三者から見れば、小さな事でも、不安が高まる傾向が顕著な発達障がい圏域の方たちが、精神状態の

安定をはかり、就労や学校生活を維持していくためには大切な支援でした。

事例３は、家族全員に支援が必要な要援護世帯で、障がいのあるご本人がネグレクト状態。ご本人は、

精神科受診が必要ですが、家族の理解を得ることができず、医療中断のまま。この事例では、根気よく

週１回は訪問。 障がい福祉課、保健所、医療機関へ連携要請し、家族に会えない時は、手紙を残す訪

問活動をつづけました。

事例 4の方は、全く、障害福祉サービスは利用していません。しかし、相談員は、週 1回のモニタリ

ング、支援会議の定例開催を行っています。急病、冠婚葬祭、障がい者手帳や年金手帳などの重要物の

紛失など、突発的に発生した生活課題に対して、相談員が一緒に病院に行ったり、一緒に礼服を買うな

どの支援をしています。親族からの支援を受けることが出来ない状況下にある方の場合は、相談員が生

活支援を担う事で、緊急事態が起こっても、本人が安定した生活を維持することができています。

【スライド 40】

事例 5は、ご本人には負債があり、社会経験の不足により、どうすれば良いのか分からず、負債の総

額を知ることへの“怖さ”もあり、長年、放置している状態でした。ご本人が、この問題に取り掛かる

「怖さ」を乗り越え、着手するまでに、相談員との面接を重ねること 1年。相談員は、弁護士相談に同

行し、弁護士さんからの助言を分かりやすく解説。ご本人が、カード会社に負債履歴を問い合わせるこ

とをサポートするなどのプロセスを経て、ご本人は、長年の懸案事項であった借金問題を解決されまし

た。

ご紹介したような様々な事例では、相談員は実に多様な支援を展開しますが、その動きは黒子の支援

であり、当事者の方たちが自らの力で生活課題をクリアにしていく、そのプロセスを支援していきます。

【スライド 41】

緊急携帯電話には、時に、電話を受けた相談員自身が緊迫する内容もあります。事例１では、訪問介

護事業所からの深夜の電話が緊急携帯に入り、状況確認、救急車要請などで、障がいのあるご本人が一

命を取り留めたケース、事例 2では、親父を殺すとご本人から連絡が入り、時同じく、その世帯の支援

をするため稼働していた浦安警察と連携し、危機回避しました。
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【スライド 42】

総合相談では、週１回、所長を含めた相談員全員で、支援ケースの進捗確認、支援の在り方検討など

を行っています。365日開所にて、相談員の休みもバラバラで、毎月のシフトも一定していません。相

談員が一堂に会する機会を定期的に作り、相談員の稼働状況、支援状況は、担当相談員個人だけが把握

しているのではなく、センターとして把握できる仕組みにしています。

【スライド 43】

続きまして、地域自立支援協議会支援事業についてご報告します。

【スライド 44】

計 42 回の協議会関連の会議や打ちあわせに参加。会場設営、撤収、パソコン打ちでの議事内容の表

示、会議が終わってからの事務作業など、障がい福祉課さんと役割分担を行いながら、事務局として稼

働致しました。

【スライド 45】

23 年度の特徴的な地域課題です。法改正によって大きく変わる相談支援の流れを受けて、浦安市の

相談体制についてどうするか議論しました。

障がいのある児童の児童育成クラブの利用は、幹事会、障がい福祉課、管轄部局等の連携により、利

用困難とされていた重度心身障がいの児童が、希望していた児童育成クラブの利用が実現しました。

この事例は、総合相談に寄せられた相談事例であり、一人の方の事例から、浦安市の方針を再確認し、

そのための行政内の連携が促進され、解決に至った地域課題です。

ヘルパーさんの不足は、毎年、この場で、地域課題として報告しています。23 年度は、在宅生活が

困難となり、施設入所となった方が、例年よりも多かった年でした。家族からヘルパーさんを見つけて

ほしい、一緒に外出できる男性スタッフを見つけてほしい等の要請が入り、市内外の行動援護、移動支

援事業所に支援要請しましたが、ヘルパーさんを派遣することが出来る事業所は見つかりませんでした。

特に支援度が高く、支援スキルが求められる障がいのある方たちを支援する担い手を見つけることは、

なかなか解決できない課題です。

その一方で、以前に比べると、活用できるサービス種類は増えています。その分、制度利用は複雑に

なっており、事業者から、ご本人、家族へのサービス利用についての説明も重要になっています。支援

が必要な状態だからこそ、サービスを利用する必要があるご本人と家族。しかし、事業所の対応によっ

て、ご本人や、その家族が傷つく声も聞かれました。私たち、支援者が真摯に受け止めていく課題だと

感じています。

浦安市は他市にも誇れる充実した特別支援教育体制が整っています。個別の指導計画の作成率も特別

支援学級では 100％です。しかしながら、子どもの成長はあっという間。本協議会の特別支援教プロジ

ェクトでも、「今」何とかしたい課題がある保護者が感じる学校に対する葛藤や不全感は、どこまで教

育現場と共有できているのか疑問である、という声が聞かれました。総合相談にも教育関連のご相談は

寄せられました。本協議会の特別支援教育プロジェクトによって、障がいのある児童 その保護者、教

育現場の相互理解を深め、子どもの教育についての現状を、再確認、共有する場となりました。

【スライド 46】

相談支援機能強化事業です
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【スライド 47】

成人に達してから事例化する発達障がい、障がい児の親になった不安や戸惑い、相談支援を中心とし

た法改正に関する勉強会を年 3回、開催しました。また、障がいのある子どもを持つ保護者向けの５回

シリーズのグループセッションの開催、専門職を交えた事例検討は３２回実施しました。

【スライド４８】

住宅入居等支援、成年後見制度利用支援、自立生活支援事業は、個別のケースワークを通して実践し

ました。

【スライド 49】

入居支援やサポート体制の整備、24 時間の連絡体制の確保などの住まいに関する支援は単身生活の

方 3名に実施。成年後見制度を利用している方等への支援も同じく 3名。自立生活支援事業では、最重

度の障がいのある人を含めて、余暇の過ごし方、スケジュールの立て方、自らサービス利用の計画を組

み立て管理していくセルフプランの立て方、金銭管理など、将来の自立に必要な生活スキル取得に向け

て支援を致しました。

【スライド 50】

地域連携事業としては、子育て応援メッセ、千葉県療育等支援事業である「交流スペース」に参加致

しました。

【スライド 51】

以上をもちまして、平成 23年度の活動報告を終わります。御清聴、ありがとうございました。

下田会長：ありがとうございました。何か質問等ありますか。

（質問なし）

下田会長：よろしいでしょうか。これで議題が全て終了しました。

議事進行の悪さから大幅に時間を超過したことをお詫びいたします。

それでは、これで第 1回全体会を終了したいと思いますが、事務局から何か連絡ありますか。

はい、小川委員。

小川（圭）委員：

ダイムケアの小川です。ごめんなさい。1つだけ質問なんですけれど、さっき議題 1-1でずっと

説明されて、議題 1-2 ではっきりしなかったんですけど、幹事会の仕事の中身、24 年度のやる内

容ですよね。それについて地域自立支援協議会・障がい福祉課予算等の報告というのは、どんな予

算の報告をするんでしょうか。また次年度予算の検討というのも、これは自立支援協議会の次年度

予算のことか、障がい福祉課の予算のことですか。

下田会長：障がい福祉課の予算のことです。

小川（圭）委員：障がい福祉課の予算について、幹事会で話し合われる。
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下田会長：障がい福祉課予算の報告を受けて、質疑応答の時間を設けたということです。

小川（圭）委員：今年これから始まる内容ですよね。

下田会長：もう少し詳細を橋野委員よりお願いします。

橋野委員：障がい福祉課橋野です。毎年予算の概要を説明しています。ここで予算を決めたり検討している

わけではなく、議会を通って成立した予算について説明をして、何か質問等があれば受けて答えて

いる。それは障がい福祉課所管のすべての事業に対しての予算です。

下田会長：ここで話し合って決めるということはしていない、市議会を通った予算について説明を受けて、

わからない部分もあるので、質問をしてということです。

小川（圭）委員：

次年度予算の検討という言葉だったので、ここで検討しているのかと私が思ってしまいました。

すみませんでした。

下田会長：言葉の使い方が不適切だったなと思います。よろしいでしょうか。

事務局からの連絡はないということなので、今日は長い時間申し訳ありませんでした。これで協

議会を終了します。これから委員の皆さんには、さきほどのプロジェクト会など、どしどし委員等

をお願いすると思うので、時間の許す限りよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲

れ様でした。



平成２４年７月９日

午後２時～

消防本部 ３階 多目的ホール

浦安市地域自立支援協議会（平成２４年度第１回全体会）

１．開会

２．委嘱状交付

３．議題

（１）平成２３年度浦安市地域自立支援協議会の活動報告及び平成２４年度の方向性

について

①幹事会

②浦安市障がい者福祉計画策定委員会

③事業者支援・制度プロジェクト会

④就労支援プロジェクト会

⑤特別支援教育プロジェクト会

⑥啓発・広報プロジェクト会

（２）平成２５年度浦安市の相談支援体制について

（３）平成２３年度浦安市相談支援事業の活動報告について

４．閉会
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■協議会の体系（平成 24 年度）

事業者支援・制度

プロジェクト会

就労支援

プロジェクト会

啓発・広報

プロジェクト会

特別支援教育

プロジェクト会

浦安市地域自立支援協議会

全 体 会

幹 事 会

全体会

① 年に２回の定例会と必要に応じた臨時

会を開催。

② 関係機関及び団体等の代表者で構成。

③ 幹事会及びプロジェクト会における協

議結果を踏まえて協議及び対応の決

定。

幹事会

① 月１回程度の定例会を開催。

② 関係機関により構成し、所管事項全般

にわたる課題への対応の協議

③ プロジェクト会の運営を所管し、全体

会との連絡調整を行う。

プロジェクト会

① 幹事会から付議された事項について対応を協議する。

② メンバーは会長が指名した者とする。

③ リーダーが中心となり、取り組む計画を作成する。
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○平成 23 年度浦安市地域自立支援協議会の活動報告について 議題１－１

全体会

全２回開催し、幹事会及び各プロジェクトの活動報告と今後の計画の提案及び相談支援事業の実

施報告、意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年６月 30 日

（１）平成２２年度地域自立支援協議会の実施状況について

（２）幹事会及び各プロジェクト会の報告及び今後の計画について

（３）平成２３年度地域自立支援協議会のスケジュールについて

（４）平成２２年度浦安市相談支援事業の活動報告について

第２回

平成 23 年 12 月 16 日

（１）平成２３年度相談支援事業の活動状況報告（上半期）について

（２）平成２３年度地域自立支援協議会の活動について

幹事会

全７回開催し、各プロジェクト会の報告を受けるとともに、グループホーム等整備事業費補助金、

災害時要援護者対策、障がい児福祉サービス等についての現状報告と意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年６月 20 日

（１）平成２３年度の幹事会及び各プロジェクト会について

（２）平成２３年度の会議予定について

（３）障がい者福祉計画の策定に伴うアンケート調査の集計結果並びに

策定スケジュールについて

（４）グループホーム等整備事業費補助金の事業概要について

第２回

平成 23 年７月 28 日

（１）地域自立支援協議会全体会の議事録について

（２）就労支援、特別支援教育プロジェクト会のメンバー（参加団体）に

ついて

（３）障がい児の福祉サービスの制度について

第３回

平成 23 年８月 25 日

（１）事業者支援・制度、啓発・広報プロジェクト会のメンバー（参加団

体）について

（２）全体会委員からの提案ついて

（３）幹事会・プロジェクト会の守秘義務の範囲について

（４）災害時要援護者対策について

（５）障がい児福祉サービスについて

第４回

平成 23 年 10 月 28 日

（１）事業者支援・制度、就労支援プロジェクト会のメンバー（委員名）

について

（２）事業所支援・制度プロジェクト会（第１回）等の報告について

（３）グループホーム等整備費補助金説明会の報告について

（４）障がい児福祉サービスについて
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第５回

平成 23 年 11 月 25 日

（１）特別支援教育、啓発・広報プロジェクト会のメンバー（委員名）に

ついて

（２）就労支援プロジェクト会（第１回）等の報告について

（３）地域自立支援協議会全体会（第２回）の議題について

第６回

平成 24 年２月 14 日

（１）就労支援プロジェクト会（第２回）等の報告について

（２）幹事会及び各プロジェクト会の公開並びに議事録について

第７回

平成 24 年３月 22 日

（１）プロジェクト会（事業者支援・制度、就労支援、啓発・広報）の

報告について

（２）平成 24 年度のスケジュールについて

（３）平成 24 年度予算について

浦安市障がい者福祉計画策定委員会

全６回開催し、平成 24 年度から 3 年間の市の障がい者福祉施策の方向性を示す「障がい者福祉計

画」と障がい福祉サービスなどの地域生活に必要なサービス量について見込量とその確保策を定め

た「障がい福祉計画」を定めました。

浦安市障がい者福祉計画は平成 21 年度から平成 26 年度（2014 年度）までの 6 年間の計画となっ

ていますが、「障害者基本法」の一部改正など、障がい者施策を取り巻く状況が大きく変化しつつ

ある状況を踏まえ、改訂に取り組みました。（「浦安市障がい者福祉計画」参照）

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年７月 28 日

（１）障がい者福祉計画策定業務委託受託コンサルタントについて

（２）今後の進め方について

（３）委員会の情報公開について

第２回

平成 23 年８月 25 日

（１）アンケートの結果について

（２）市の現状及びサービス実績について

（３）人口及び障がい者福祉計画の基本的な考え方について

（４）国の動向及び市の計画について

（５）各障がい者団体の紹介

第３回

平成 23 年 10 月 28 日

（１）現行計画における各施策の進捗状況について

（２）見直しが必要な箇所について

第４回

平成 23 年 11 月 25 日

（１）施策の体系別団体ヒアリング結果報告

（２）計画の素案（第１編 障がい者計画）について

第５回

平成 23 年 12 月 22 日

（１）見直しが必要な箇所の検討について

（２）計画書の素案について

（３）パブリックコメントの実施について
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第６回

平成 24 年２月 14 日

（１）パブリックコメントの結果について

（２）見直しが必要な箇所の検討について

（３）資料編について

事業者支援・制度プロジェクト

プロジェクト会を全３回、勉強会を１回開催しました。

昨年 12 月に障害者自立支援法等が改正され、相談事業が大きく変わることから、今後の地域の課

題として相談体制の検討と基幹相談支援センターについて意見の交換を行いました。

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年９月２日

（１）障害者自立支援法等の改正について

（２）事業所が抱える問題点、課題等について

勉強会

平成 23 年 10 月 2 日
（１）障害者自立支援法の改正について

第２回

平成 23 年 12 月２日
（１）浦安市の相談支援体制について

第３回

平成 24 年２月 20 日
（１）浦安市の相談支援体制について

就労支援プロジェクト

全３回開催いたしました。就労支援センターの活動及び重度障がい者就労訓練体験の報告ととも

に、テーマを「地域との連携」に絞って話し合いをおこない、「共同受注窓口及び共同販売センタ

ー」について協議し、提言書を第 7 回幹事会に提出しました。（「就労支援プロジェクト活動報告

及び提言書」参照）

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年 10 月 20 日

（１）就労支援センターの平成２２年度活動報告について

（２）障がい者支援施設等への発注状況について

（３）地域との連携について

第２回

平成 24 年１月 30 日

（１）共同受注窓口及び共同販売センターについて

（２）受注内容と賃金単価について

第３回

平成 24 年３月 16 日

（１）自立支援協議会への活動報告及び提言書の提出について

（２）重度障がい者就労訓練体験の報告について
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特別支援教育プロジェクト

全２回開催し、個別指導計画作成状況と教職員の研修等についての現状報告と意見交換、障がい

者福祉計画の教育に係る部分の見直しについて意見交換をおこないました。

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年 11 月 21 日

（１）自立支援協議会と特別支援教育プロジェクトの活動について

（２）個別の指導計画作成状況について

（３）障がい者福祉計画の進捗状況について

第２回

平成 24 年２月２日
（１）平成２４年～２６年度障がい者福祉計画について

啓発・広報プロジェクト

プロジェクト会を全２回、「こころのバリアフリーハンドブック」の編集を目的とした部会を全

２回開催しました。障がい及び障がい者への地域の理解を深めることを目的とした「こころのバリ

アフリーハンドブック」(案)を作成しました。（別添「こころのバリアフリーハンドブック（案）

参照」

開催日 主な議題

第１回

平成 23 年 11 月 22 日

（１）自立支援協議会と啓発・広報プロジェクトの活動について

（２）こころのバリアフリーハンドブックの作成について

第１回作業部会

平成 24 年３月１日
（１）こころのバリアフリーハンドブック編集

第２回作業部会

平成 24 年３月８日
（１）こころのバリアフリーハンドブック編集

第２回

平成 24 年３月 15 日

（１）作業部会の報告について

（２）こころのバリアフリーハンドブックの内容について
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○平成 24 年度浦安市地域自立支援協議会の方向性について 議題１－２

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

全体会 ○ ○

幹事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

各

プ

ロ

ジ

ェ

ク

ト

会

事業者支

援制度
○ ○ ○ ○ ○ ○

就労支援 ○ ○ ○

啓発広報 ○ ○ ○

特別支援

教育
○ ○ ○

（平成 24 年度の方向性）

○全体会

・地域自立支援協議会の総括

・地域自立支援協議会（幹事会・各プロジェクト会）の活動報告

・市相談支援事業の活動報告及び評価

・虐待防止ネットワークについて

・基幹相談支援センターの機能、役割

・地域自立支援協議会の機能、役割

○幹事会

・地域課題の整理及びプロジェクト会での検討議題の決定

・各プロジェクト会の活動報告

・個別事例から見えてくる各事業の問題点の洗い出し及び検討

・地域自立支援協議会及び障がい福祉に関する予算等の報告

・次年度予算の検討

・虐待防止ネットワークと関連づけた地域自立支援協議会の機能、役割の検討

○事業者支援・制度プロジェクト会

・基幹相談支援体制の検討（４月～６月）

・基幹相談支援センターの運営事業者及び事業者との連携について
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○就労支援プロジェクト会

・就労支援センターの活動報告及び評価

・共同販売、共同受注のしくみの確立

○啓発・広報プロジェクト会

・障がい者を理解するためのバリアフリーハンドブックの発行と活用について

・障がい者週間の記念イベントの検討

○特別支援教育プロジェクト会

・特別支援教育に関する保護者からの相談事例の解決に向けた協議

・教育研究センターを中心とした支援体制のあり方など、特別支援教育が抱える問題の改

善策の協議



議題１－３

わたしたちに

できることがあります（仮）

うらやすこころのバリアフリーハンドブック

（案）

＊本文中のレイアウト・図・イラストはイメージです。

ハンドブック作成にあたって、新たに書き下ろします。

＊ページ数、ルビ、段組み等の構成等についても今後の啓発・広報

プロジェクト会で修正をおこないます。

浦安市地域自立支援協議会
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はじめに

わたしたちのまちでは、年齢、障がい、性別などに関わらず、いろいろな人々が、それ

ぞれ自分の持てる力を発揮してくらしています。

差別、偏見、理解の不足、誤解、これらは、わたしたちが希望する生活を実現するとき

に、大きな障壁（バリア）となります。

こころのバリアフリーとは、日常生活の中に存在するこれらの「こころのバリア」をな

くしていくことだと考えています。

障がいの有無などに関わらず、誰もが普通のくらし、自分らしいくらしを実現できるま

ち、それは誰にとっても豊かな社会になるはずです。

皆さんが、ハンディのある方の暮らしを知り、お互いに支えあう、よりよいコミュニケー

ションづくりの助けになることを願い、このハンドブックを作りました。

安心して生活するための配慮がマークになっています。

高齢者や妊娠中の方、障がいのある方に配慮した施設であることや、それぞれの障がい

などについて分かりやすく表示するため、いろいろなシンボルマークや表示があります。

これらのマークを見かけたら、ご理解とご協力をお願いします。

聴覚障がい者マーク

聴覚障がい者が運転

する車に表示するマ

ークです

高齢者マーク

70 歳以上の高齢者

が運転する車に表示

するマークです

補助犬同伴の啓発のために、施設や店などの入口に貼るマークです。

身体障害者補助犬法により、公共施設や交通機関はもちろん、デパー

ト･ホテル･レストランなどの一般的な施設でも自由に同伴できるよう

になっています。

「多目的トイレ」「だれでもトイ

レ」などの名称で、高齢者や妊娠

中の方、小さいお子さんをつれた

方、障がいのある方などに配慮し

たトイレが設置されています。

＊

＊オストメイト

直腸や膀胱など

の治療のための

人工肛門・人工

膀胱をつけてい

る人

＊

＊内部障がいについては、＊ページをごらんください
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聞いてください。わたしたちの声。

掲載イメージ

掲載例１

掲載例２

掲載例３

現在、意見を収集中です。

福祉団体ヒアリング結果、アンケート結果、聞き取りを中心に当事者及びそのご家族の「こん

なことがうれしかった」「こうしてほしかった」体験談を２ページにわたり掲載します。

また、当事者の気持ちを知ってもらうためにも「困った」「傷ついた」事例も掲載します。

イラストはご意見にあわせ、書き下ろします。

いつも買い物に行くスーパーで、レジの人

が私たち親子のことを覚えていてくれて、こ

どものこだわり行動に対してもやさしく接し

てくれました。

まちへ出かけるとき、気持ちが楽になりま

した。

自閉症のお子さんを持つお母さんから

信号がかわるときに、いつも声をか

けてもらっています。ありがとうござ

います。

視覚に障がいを持つ方から

話す時に、ゆっくりはっきり話を

してくれて嬉しかった。

聴覚に障がいを持つ方から
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＊前のページにつづき、当事者やそのご家族の意見を掲載します
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知っていますか？障がいのこと

＊４ページから８ページは、障がいについて知ってもらうことを目的に、各障がいについ

て説明します。各市町村が発行しているバリアフリーハンドブックが基になっています。

現在、当事者の方やご家族の方の意見などを取り入れながら、見直しをおこなっていま

す。

肢体の障がい

車いすを使用している人

歩くことが困難な人、歩く力が弱くなって転びやすくなって

いる人が車いすを必要としています。

急な坂道、長い坂道、デコボコした道や段差のあるところでは、

前に進めず、困ってしまうことがあります。

片マヒ

病気やケガによって右または左半身が自分の意思でうごかせません。

片手で杖をつき、荷物を運びながら歩くことや階段の上りおり、雨の

日に傘をさすことやエレベーターなどのボタンを押すことが困難です。

全身性障がい

全身にわたって運動及び機能の障がいがあり、長時間にわたり身体介護・家事援助・

見守り等が必要です。

難病

原因が分からす、治療方法の確立されていない病気や、慢性的で社会生活を送る上で

の困難のある病気のことをいいます。

目の障がい

目に障がいのある人は、全く見えない人(全盲の人)だけではありません。メガネをかけ

ても見えづらかったり、見える範囲が狭かったりなどさまざまです。

・全盲の人は、盲導犬、ガイドヘルパーと外出しています。

・全盲の人や重度の弱視の人が一人で歩くときは、前方の安全を確認するために杖を使っ

ています。（全盲の人は白い杖、弱視の人はオレンジ色の杖）

・軽度の弱視の人は、光や物の輪郭などを判断でき、誘導ブロックの黄色いラインを目印

にしています。

・点字を読める人は、案外少なく、むしろ音声による案内が望まれています。

・エレベーターや案内板に貼ってある点字は、情報を得るための重要なものです。心無い

「いたずら」などではがされると、とても困ります。
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外見ではわかりづらい障がいのある人を理解しましょう

耳や言語の障がい

外見や持ち歩いているものなどからから障がいがあるとわかりづらく、話をすると

きになって、初めて気づくことが多い障がいです。全く聞こえない人だけでなく、聞

こえづらい人（難聴の人）など、さまざまです。

・手話、筆談、読
どく

唇
しん

（唇の動きを見て言葉を読み取る方）などのコミュニケーション方

法が使われています。（すべての方が、手話や読唇ができるわけではありません）

・電光表示などの目に見える案内や表示が望まれています。

・後ろから車や自転車が近づいてくる音やクラクションに気づかない場合があります。

内部障がい

・内部障がいとは、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能障がいの

７つの障がいの総称です。

・体の中の障がいなので、酸素ボンベなどの機材を持ち歩いている人以外は、外見から障

がいがあるとわかりづらいことがあります。

・疲れやすかったり、ペースメーカーや酸素ボンベ、ストーマなどの生活補助器具を使っ

ている人もいます。
ペースメーカー

心臓の機能が低下した時に使われる人工臓

器です。

電磁波の影響を受けるため、例えば携帯電

話は２０㎝以上離して使用しなければなら

ないとされています。

ストーマ

直腸や膀胱などの治療のための人工肛門・

人工膀胱

酸素ボンベ

肺機能に障がいがある人が高濃度の酸素を

補給するために使います。
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外見ではわかりづらい障がいのある人を理解しましょう

知的なことや精神面から配慮が必要な人、人とのかかわりがスムーズにいかない人もい

ます。「おかしい人、へんな人」と思わずに見守ってください。

・ゆっくり、やさしい口調で声をかけてください。

また、顔の表情も重要です。強い口調や相手を

とがめるような表情や口調はさけて、リラックス

して話せる雰囲気を作ってみてください。

・声は、前からかけてください。後ろから声を

かけるとびっくりして、パニックになってし

まう人もいます。

・状況によっては、具体的に「切符を買うのですか？」、「出口をさがしているのですか？」

などと声をかけてみてください。

暖かい目で見守ってください。
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精神障がい

不安を多くもっていたり、緊張したりすることが多く、社会生活や日常生活に様々な困

難があります。

細かいことにこだわる、人付き合いが苦手、身だしなみがうまく整えられない人もいれ

ば、薬の副作用で早く起きられない、疲れやすいという人もいます。

周りの人が理解を持って接すれば、こうした困難を軽くすることがあります。

治療・薬・リハビリなどにより安定した生活をおくることができるようになっています。

こんなふうに接してください

・「おはよう」「こんにちは」などのシンプルなあいさつを交わしてくれると助かります。

・落ち着いて、ゆっくりと具体的な言葉で話をしてくれると助かります。

・相手の伝えたいことをゆっくりと聞いてください。

・見守る態度が好ましいです。

知的な障がい

自分の行動や生活を、社会やほかの人に合わせていくのが難しいことがあります。

特別なこだわりを持ったり、同じ行動を繰り返す人もいます。

さりげなく、温かい目で見守ってください。

こんなふうに接してください

・話すときは、「やさしく」「簡単な言葉で」「ていねいに」「ゆっくりと」。

・「これ」「あれ」などの表現はさけて、具体的で簡潔に説明してください。

・必要があれば「くり返し」話しましょう。

・話をするより紙に書いた方が理解しやすい人もいます。

また、絵や図などを使ってコミュニケーションする方法も考案されています。

・大人の人を子ども扱いしないでください。

人ごみがとても怖いと感じる人もいます 。 色々考えて、わからなくなってしまうこともあります。

× こちらの用紙に必要事項を

記入して申し込んでください

○ ここに名前と住所を

書いてください
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発達障がい

自閉症、アスペルガー症候群、学習障がい、ADHD などの脳機能障がいで、全般的な知

能の遅れがある場合と異なり、人間関係やコミュニケーションが苦手であるため、周囲の

理解と支援を必要とします。

自閉症

社会性の障がい（仲間を作ったり、他人と一緒に遊んだりすることが苦手です。

７割くらいの人が知的障がいを伴っているといわれています。

コミュニケーションの障がい（言葉の発達の遅れ、おうむ返しが多い）、こだわり行動

（興味のかたより、同じ行動をいつまでも繰り返す など）があります。

アスペルガー症候群

自閉症と同様の特徴がありますが、知的発達の遅れや言語に関する著しい遅れはあり

ません。

ADHD（注意欠陥多動性障がい）

あまり深く考えずに行動をおこなってしまう傾向がある障がいです。

集中力が持続できない、絶えず落ち着かず動き回る、興奮しやすい、人なつこい、

意欲的 など

学習障がい

全体的に知的な発達に遅れはありませんが、読み・書き・計算などがうまくできないな

ど、特定の能力が発達に比べて弱く、周囲にはわかりにくい障がいです。

こんなふうに接してください

・たくさんのことをいっぺんに話さず、ゆっくり話してください。

・目で見てわかるように指でさしたり、絵や写真があると、伝えやすいです。

・ひとごみ大きな音、光のような刺激を苦手とする人がいることを理解してください。

・できるだけ穏やかに根気よく接してください。

無視したり大きな声でしかりつけるようなことはしないでください。

やさしく、簡単な言葉で話しかけてください。

ここに座り

たいの？ うん
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ひと声かけて、私にもできることがあるとわかった

困っている人や大変そうな人に気づいたら、「どうしました？」と声をかけてみてください。

声をかけられたら、ちょっと立ち止まって話を聞いてください。

あなたのひと声が、ちょっとした心遣いが、大きな助けになります。

電車やバスを利用するとき

駅は、エレベーターや多目的トイレ、誘導ブロックなどのバリアフリーのための工夫が

すすめられています。

また、車椅子を使っている人が乗れるように、ノンステップバスが走っていたり、ドア

が開くと自動で行き先が放送されるバスもあります。

ですが、全国のすべての駅や電車、バスにその機能がついているわけではありません。

みなさんの協力や配慮があれば、電車やバスは、もっと使いやすくなります。

「どうしました？」「お手伝いしましょうか？」「どうぞ」と、声をかけてみてください。

「ありがとう」とかえってきます。

携帯電話などの電波が心臓のペース

メーカーに悪影響を及ぼす可能性が

あります。優先席周辺では、電源を

切りましょう。

あぶないな、と思ったら声をかけて

ください。

エレベーターは、本当に必要とし

ている人にゆずりましょう。

ボタンに手がとどかない場合でも、ちょっ

とした手助けがあれば助かります。
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時刻表や、どこ行きのバスか、何番乗り場

なのか、わからない時があります。声をか

けてみてください。

視覚障がいを持つ方は、席があいて

いるのかどうか確認できません。

声をかけてみてください。

優先席でなくても、立っているのが

たいへんそうな人がいたら席をゆ

ずりましょう。

高齢者や弱視の人には小さな文字

は読みづらいのです。

緊急時の放送を聴くことができないとき、筆談などで、事

故などの状況を知らせてくれると安心できます。
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道を歩くとき・自転車や自動車で移動するとき

自転車は自転車置き場に止めましょう

歩いている人に迷惑にならないように、自転車は決められた場所に置きましょう。

誘導用ブロックの上に止めたり、道をふさいだりすると、たいへん危険です。

通行のさまたげになるものを

そのままにしていませんか

ベルやクラクションに気づけない

場合があります

後ろからの自転車のベルや車のクラクシ

ョンは気づくことができません。もしか

したら、耳が不自由な人かもと考えてみ

てください。

盲導犬がハーネス（胴輪）を

つけている時は、仕事中です。

犬には、声をかけずに見守っ

てください。
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交差点や人の多い通りなど、心配の多い場所

では、ご協力ください。
音声以外で話しかけられても、あわてず、

筆談にも対応しましょう

道順を説明するときには

たとえば、目の不自由な方に「あっち」

「そこ」と言ったり、指でさしても場所を伝える

ことができません。

方向は、「前」「右」距離は「○メートル先」、「あ

と○歩ぐらい」と説明する方法もあります。

車は大切な移動のための手段です

駐車場でシンボールマークのついた場所があった

ら、障がいを持つ方のための駐車場所です。入口

の近くにあったり、車いすでも乗り降りできるよ

うに広いスペースを確保する必要があります。

また、危険防止のやむをえない場合を除いて、身

体障がい者マークを付けた車に幅寄せや割り込み

をおこなうことは、禁止されています。
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お店で買い物をするとき・食事をするとき

手が届かない、買いたい商品がどこにあるのかわからない時、ちょっと手に取ることで、

とても助かります。

商品の説明や、介助、段差の解消など、お店の人の少しの手助けがあれば、買い

物や食事を楽しめます。

＊「身体障害者補助犬法」により、不特定多数の人が利用する施設への盲

導犬・介助犬・聴導犬の出入りを拒むことはできなくなりました。

café
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このハンドブックを読んで、みなさんはどう感じましたか？

わたしたちのまちでは、いろいろな人が、それぞれ当たり前の暮らしを営んでいます。

生きづらさを感じている人たちの気持ちや悩み、くらしを知り、特別な存在として見る

のではなく、対等な仲間として、お互いにサポートできる関係を作っていけることを願っ

ています。

つなげる・つながる

あいさつは、人と人とをつなぐコミュニケー

ションの第１歩です

気づく・声をかける・見守る

小さな心遣いが大きな助けになります

聞く

手伝う方法がわからない時は、どんなふうにすれば

いいのか、聞いてみましょう。

コミュニケーションの方法を工夫する

ちょっとした気遣いで、相手の気持ちを知ったり、

自分の気持ちを伝えたりすることができます。
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編集・発行 浦安市地域自立支援協議会

自立支援協議会とは

「障害者自立支援法」の理念は「自立と共生社会の実現」障がいがある人もない人も、同

じ社会でともに暮らしていくことを目指しています。

浦安市地域自立支援協議会は、障害者自立支援法に基づいて市が設置し、「障がいが

あってもなくても市民の誰もがともに暮らしやすい街づくり」を推進するために、障が

い福祉分野だけでなく、医療、教育、就労、企業、交通、行政など、４４の関係機関が

集まって課題解決に向けた話し合いを進めています。

連絡先 浦安市健康福祉部障がい福祉課

〒279-8501 千葉県浦安市猫実１－１－１ ℡ 047-351-1111

Ｅメール syougaifukushi@city.urayasu.lg.jp
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議題２－１

今後の浦安市の相談支援体制についての議論経緯

～基幹相談支援センターを中心に～

平成 23 年 9 月 2 日 23 年度 第 1 回 事業者支援・制度プロジェクト

平成 24 年 4 月からの法改正事項から、相談支援の充実と障がい児支援の強化について説明。

本プロジェクトでは、相談支援の動向について勉強会の後、本市の相談支援体制について

議論することになった。

平成 23 年 12 月 2 日 23 年度 第 2 回 事業者支援・制度プロジェクト

事務局より本市の相談支援体制について説明後、今後の相談支援体制について事業者支

援・制度プロジェクト会で協議することを事務局より提案。

●24 年度は浦安市障がい児・者総合相談センターに委託（23 年度と同じ体制）

●25 年度から基幹相談支援センターを設置 → 基幹相談支援センターの設置時期につい

て議論 → 結論：基幹相談支援センターは平成２５年４月から設置→浦安市障がい者福

祉計画策定委員会へ提言

平成 24 年 1 月 浦安市障がい者福祉計画 パブリックコメント実施

平成 24 年 2 月 20 日 23 年度 第 3 回 事業者支援・制度プロジェクト

24 年度の相談支援体制（案）について事務局より提示。24 年度は、23 年度と同様の相談

体制（委託相談の現行とおりの体制で、基幹相談支援センターは 24 年度、設置しない）

事業者支援・制度プロジェクト会では、25 年度設置の基幹相談支援センターの機能と役割

について、24 年度も、継続議論することを全体会に提案することが決定。

平成 24 年３月 浦安市障がい者福祉計画（平成２４年度から平成２６年度）完成

平成２５年度から基幹相談支援センター設置が明記

平成 24 年 4 月 26 日 24 年度 第 1 回 事業者支援・制度プロジェクト

基幹相談支援センターの機能、役割（業務内容）、人員体制、窓口時間等について議論。

6 月～７月には、基幹相談支援センター【案】を作成して、全体会に提案という流れを事務

局より提案。
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【市の方針の説明】

● 基幹相談支援センターを市の直営で行う事は困難

● 9 月、選定結果の報告する

第 2 回目の事業者支援・制度プロジェクト会においても、継続して基幹相談支援センター

の機能と役割について議論することが決定。

平成 24 年 5 月 24 日 24 年度 第 2 回 事業者支援・制度プロジェクト

基幹相談支援センターの機能と役割について検討（各委員がどんな機能や役割が必要か事

前に意見を事務局に提示）。基幹相談支援センターの機能と役割に関しての意見と「その他」

の意見に分けて議論。

平成２４年６月２８日 ２４年度 第３回 事業者支援・制度プロジェクト

全体会に提案する基幹相談支援センターの機能と役割をまとめる。



議題２－２

県の指定 市の指定

総合的・専門的な相談支援

・ワンストップ相談窓口（自立支援法で対象としている障が
い等に対応）
＊既存のサービス等では解決困難な生活課題を抱えてい
る、 福祉による支援に繋がっていないなど、支援困難な
障がい児者等への相談支援

◎（設置場所の検討） ◎基本相談支援 ◎基本相談支援 ◎

24時間365日の体制 ◎

・サービス等利用計画の作成、モニタリング ○（経過的取扱い） ◎計画相談支援 ○精神障がい者

地域の相談支援体制の強化

・訪問等による専門的な指導、助言 ◎

・人材育成の支援（研修会の企画・運営、日常的な事例検
討会の開催など）

◎

・関係機関との連携、連携会議等の開催
（相談支援事業者のネットワーク構築と中核的役割）

◎

地域移行・地域定着

・地域移行に向けた普及啓発 ◎ ○精神障がい者

・地域生活体制整備のコーディネート
（長期に入所・入院している障害者の地域移行支援） ◎ ○精神障がい者

・住宅入居等支援事業（居住サポート事業） ○（経過的取扱い） ◎地域相談支援 ○精神障がい者

24時間365日の体制 ○（経過的取扱い） ◎地域相談支援 ○精神障がい者

権利擁護・虐待防止

・成年後見制度利用支援事業 ○（相談等）
○申立て費用及び報

酬の助成

◎成年後見制度利用
支援等（相談、法人後

見）

・虐待防止の取り組み ○ ○ ○
◎虐待防止センター

（１０月設置）
○ ○ ○仮：権利擁護部会

自立支援協議会

自立支援協議会の運営 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

サービス利用支給決定 ◎

サービス等利用計画の検証・確認 ○ ◎ ◎仮：相談支援部会

計画相談支援事業者の指定、指導監査 ◎

平成２５年度 本市の相談支援体制 （案） Ｈ２４．７．９ ◎主たる担い手 ○従たる担い手

ソーシャルサポートセンター 自立支援協議会

＊その他

＊国がイメージしている機能・役割

基幹相談支援センターの機能・役割
相談支援事業者

障がい福祉課 社会福祉協議会基幹相談支援センター
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議題２－３

１．機能・役割

備 考

（１）ワンストップ相談窓口（自立支援法で対
象としている障がい等に対応）
＊既存のサービス等では解決困難な生活課
題を抱えている、福祉による支援に繋がって
いないなど、支援困難な障がい児者への相
談支援

（２）２４時間３６５日の体制

（１）訪問等による専門的な指導、助言

（２）人材育成の支援
（研修会の企画・運営、日常的な事例検討会
の開催）

（３）地域の相談機関（相談支援事業者、身
体障害者相談員、知的障害者相談員、民生
委員、高齢者、児童、保健・医療、教育、・就
労等に関する各種の相談機関等）との連携
強化、連携会議等の開催
（相談支援事業者のネットワーク構築と中核
的役割）

（１）地域移行に向けた普及啓発

（２）地域生活の体制整備のコーディネート
（長期に入所・入院している障がい者の地域
移行支援）

（１）成年後見制度利用支援事業

（２）虐待防止の取り組み

５．自立支援協議会
（１）自立支援協議会の運営（市と共同）

２．スケジュール

３．実績の検証方法

機 能 ・ 役 割

１．総合的・専門的な相談支援

２．地域の相談支援体制の強化

設置場所の検討

基幹相談支援センター設置（案）

３．地域移行・地域定着

４．権利擁護・虐待防止 社会福祉協議会、障が
い者虐待防止セン
ター、自立支援協議会
との連携

（１）市と連絡調整会議の開催（毎月）
（２）利用者アンケートの実施
（３）自立支援協議会における客観的評価とモニタリング（年４回）

＊検証結果を自立支援協議会（全体会等）で報告する。

（１）設置日 平成２５年４月
（２）委託期間 ２～３年間（案）
（３）公募・決定 平成２４年９月

10
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1

浦安市障がい者総合相談支援事業
平成２3年度

活動報告

委託相談支援事業所

浦安市障がい児・者総合相談センター

議題３

2

浦安市障がい児・者総合相談センター
相談体制

●職員体制

常勤職員 ６名 非常勤職員 １名以上

●機能強化（専門職）

嘱託医（精神科医） ２名

相談支援ケアマネジメント講師

（社会福祉士） 1名

★相談支援研究会を月1回実施

3

浦安市障がい児・者総合相談センター
相談体制

●相談受付時間 ２４時間３６５日

●窓口開設時間

月曜～金曜 午前９時～午後５時３０分

土曜 午前１０時～午後３時

※相談員が事務所不在時は緊急携帯電話で対応

●浦安市との連携体制

障がい福祉課との連絡会議を毎月実施
4

業務内容

●障がい者相談支援

●地域自立支援協議会支援

●相談支援機能強化事業

●住宅入居等支援（居住サポート）

●成年後見制度利用支援

●障害程度区分の認定調査

●地域連携事業

●自立生活支援

5

相談員の所持資格

●相談支援専門員（現任・初任者）

●社会福祉士

●精神保健福祉士

●介護福祉士

●介護支援専門員

●臨床心理士

●第２号職場適応援助者

●行動援護従事者

6

障がい者相談支援事業
個別相談支援業務

平成２３年度

活動報告
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相談支援のながれ

相
談
受
付

ア
セ
ス
メ
ン
ト

支
援
計
画
作
成

支
給
決
定

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
利
用

相談支援はこのような流れですすんでいきます。

各段階で相談員は様々な動きをしています。

23年度、相談員が実際にどのような支援を実践したか、
ご報告いたします

8

相談支援のながれ①
相談受付

相
談
受
付

ア
セ
ス
メ
ン
ト

支
援
計
画
作
成

支
給
決
定

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
利
用

ご本人や周囲の方が
困りごとを抱えて相談に来ます

何に困っているのか、解決したい課題は何か？を
お聞きします。

9

相談支援のながれ①
相談受付：新規相談経路

10

相談支援のながれ①
相談受付：相談に来た実人数

平成２３年 相談利用者実人数合計 １８８名

11

相談支援のながれ①
相談受付：相談に来た方の障がい種別

※その他は障がい児・者の家族、高齢者、障害者手帳非所持者など
※発達障がいと知的障がいの重複は知的障がいに含む 12

23年度の傾向
「その他」の人たちの特徴

●精神障害者保健福祉手帳を所持していないが、
定期的に精神科通院していて支援が必要な方

●フリースクール在籍中で
発達障がいの疑いがある高校生への支援要請
（教育相談やフリースクールの先生からの相談対応依頼あり）
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13

相談支援のながれ①
相談受付：相談に来た方の性別・年齢

女性 ７８名
（性別・年齢不明９名）

男性 １０１名
14

相談支援のながれ②
アセスメント

相
談
受
付

ア
セ
ス
メ
ン
ト

支
援
計
画
作
成
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給
決
定

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

サ
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ビ
ス
利
用

問題解決や希望達成のために・・・

今、何が障壁となっているのか、その方にとってどんな
方法が効果的なのか検証します

15

相談支援のながれ②
アセスメント

生育歴
家族関係
現在の生活状況など聞き取り
からその方の特性を知る

面談時のご本人の話しぶり、
表情、態度などからも
情報を得ます

さまざまな方法でアセスメントを行いました

事例

就労訓練を希望している
発達障がいのあるAさん
相談員は・・・
●つまづきが生じるポイントは

どこか？
●物事の認知や理解の特徴は？

→希望実現のために
どのような方法が有効か！？

１．来所面談

16

相談支援のながれ②
アセスメント

普段どのような場・環境の中で
生活しているのか。
その環境ではどのような課題が
生じているのか。
実際にその場に出向き、目で見て
身体で体験して、情報を得ます。
自宅に限らず、
必要に応じて、学校、病院など、
様々な場所を訪問しています

２．実際の生活場面に訪問

事例

難病により急激なADL
低下がみられるAさん
身体状況にあわせた日常生活

用具や住宅改修が必要
相談員は・・

どんな環境が必要か！？

生活環境のアセスメントのた
め自宅訪問

さまざまな方法でアセスメントを行いました

17

相談支援のながれ②
アセスメント

さまざまな方法でアセスメントを行いました

３．数字やデータで検証

いつ、どのようなときに、
何が起こるのか

データに基づいて検証することも
ケアプラン再考の
材料となります。

言葉で表現できる人ばかりでは
ありません。

事例

重度心身障がいのAさん
相談員は・・

●食事量、睡眠時間、呼吸
の状態など数値データ検証
→介助方法見直しの材料
→医療機関への正確な情報

提供のための資料

18

相談支援のながれ②
アセスメント

さまざまな方法でアセスメントを行います

４．専門職との連携

PT、OT、医療職など
専門職による評価が必要な場合も

↓
関係機関の専門職と連携し、
一緒にアセスメント

事例

自宅でのヘルパーによる
入浴介助が困難になって
いる身体障がいのあるAさ

ん

相談員は・・
PTの自宅訪問呼びかけ

→Aさんの状態と自宅にあわ
せた入浴介助の方法を検証
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19

相談支援のながれ②
アセスメント

さまざまな方法でアセスメントを行いました

５．利用者さんと活動

自身の状態や特徴、必要な支援
をなかなか言葉で説明できない方

一緒に活動
（余暇活動、食材の買い物など）

↓
必要な支援を洗い出しケアプラン立案

サービス提供事業所へ情報伝達

事例

事故にあった知的障害の
Ａさん

相談員は・・
食材の買い物、通院同行、

余暇活動への同行
→障がい特性と心理状況を

アセスメント
→生活基盤、支援スキーム

再構築

20

相談支援のながれ③
支援計画作成
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ここまでで把握したニーズと課題、
ご本人や周囲の環境の状況をもとに、
ご本人に対する支援計画をたてます。

●支援機関の役割 ●本人の役割・希望
●家族の役割・希望

21

相談支援のながれ③
支援計画作成

本人・ご家族と相談しながら支援計画をたてます。

希望や目標が実現できるよう、さまざまな社会資
源の中から必要なサービスを利用します。

22

相談支援のながれ④
支給決定

相
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付
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セ
ス
メ
ン
ト

支
援
計
画
作
成

支
給
決
定

モ
ニ
タ
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ン
グ
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ー
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ス
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支援計画に基づき、必要なサービスを受けるために
市役所にサービス利用申請を行い、

支給決定を受けます

23

相談支援のながれ④
支給決定

１．必要な量のサービスが利用できるよう支援

単にサービスにつなげるだけではありません。

利用申請、サービス利用にあたってさまざまな支援を行っています

相談員は・・
当事者、家族と一緒に、ケアプランを持って、
窓口へ行き、障がい福祉課職員さんに必要性を説
明します

24

相談支援のながれ⑤
サービス利用

相
談
受
付

ア
セ
ス
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ン
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決
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タ
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ン
グ

サ
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利
用

いよいよサービス利用開始です
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25

相談支援のながれ⑤
サービス利用

２．公平中立性の確保＝「自己選択・自己決定」

事例

余暇、社会参加として、外出支
援が必要なAさん

相談員は・・
●障がい福祉課作成のリストを見せて

希望の事業所があるかどうか確認
●連絡・サービス提供可能か事業所に問い

合わせ
●問い合わせ結果を本人に情報提供

↓
ご本人が選択した事業所の利用スタート

資源が無ければ
開拓する心意気で事業所にアプローチ

利用者さんは、ご自身の
希望、意向により
さまざまな事業所を

利用しています

26

相談支援のながれ⑤
サービス利用

２．公平中立性の確保＝「自己選択・自己決定」

事例

就労訓練を受けたい
知的障がいのあるAさん

相談員は・・
●本人が通勤可能な市内にある全事業所を

一緒に見学
↓

その中からAさんが希望した
事業所の利用スタート

X事業所

Z事業所

Y事業所

27

相談支援のながれ⑥
モニタリング

相
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支援が計画通り行われているか検証します
うまくいかない点や新たな課題があれば、
改善策を検討し、支援計画を修正します。

28

相談支援のながれ⑥
モニタリング

モニタリングの方法も人それぞれ、さまざまです。

事例 就労訓練を開始した知的障がいのあ
るAさん

相談員は・・就労訓練の場に訪問し、本人の様子や支
援状況をモニタリング⇒本人特性をふまえた効果的な

作業出しや指示出しの仕方を再考

事例 入浴介助を利用している身体障がい
のあるAさん

相談員は・・
複数のヘルパー事業所に現状を聞き取り

⇒今の介助方法で問題点ないか確認・検証

１．実践の場の訪問

２．事業所の聞き取り

29

相談支援のながれ⑥
モニタリング

モニタリングの方法も人それぞれ、さまざまです。

事例 ＧＨで暮らす多方面の支援
が必要な知的障がいのあるＡさん

●支援計画の検証
余暇、就労、住まい、人間関係トラブル、

触法、金銭管理など、多方面で検証
（サービス利用に関わらない領域も）

●客観性の担保
実践→検証→再構築→実践→検証・・

●より良い支援に向けて
地域関係者と共に知恵を出し合う場

相談員は・・・
●日程調整
●会場設定
●会議資料作成
●議事進行
●議事録作成

３．個別支援会議の定例開催

30

これらの支援を積み重ねた結果・・
相談対応延べ人数総計 15,798名

その他は障がい児・者の家族、高齢者、障害者手帳非所持者など

対応延べ人数総計は１５，７９８名（前年度比１０１％）



6

31

これらの支援を積み重ねた結果・・
相談対応内訳

連携がある関係機関
訪問介護事業所、障がい福祉課、医療機関、学校、就労移行事業所、
療育機関、地域活動支援センター、就労支援センター、法律職、保健
所、警察（生活安全課）、社会福祉協議会、障がい者福祉センターなど 32

これらの支援を積み重ねた結果・・

相談形態

電話
訪問
・

同行
来所

機関と
の連携

関係者
会議

合計

（件数）

１２ヶ月
の総計

９７８８ ８４２ ４８０ ４５３７ １５１ 15798

月平均 ８１６ ７０ ４０ ３７８ １３ １３１７

関係者会議は３つ以上の支援機関で行われる会議を意味しています。

33

これらの支援を積み重ねた結果・・

相談支援の広がり

支援が展開されるにつれて、相談支援の内容がひろがっていきます。
34

対応時間帯 24時間365日
開設時間外（早朝、夜間、深夜帯、休日）対応月平均 ３９７件

時
間
外

平日 5:00～8:59

土曜 5:00～9:59
1580

平日 17:31～22:00

土曜 15:01～22:00
3124

22:00～5:00 ５４

合計 4758件（全体の３０％）

日・祝含む

日・祝含む

対応時間 件数

時
間
内

平日 9:00～17:30

土曜 10:00～15:00
11040

35

サービス利用とは直結しない相談支援

ケアプランが必要な相談利用者 ２３％

７７％の方々はサービス利用と直結しない相談

事例１

障害者雇用で就職している
人たちの生活支援・
心理的サポート
《雇用継続のために》

事例２

障がい当事者の保護者への支援
《障がいに対する理解》
《障がい受容》
《エンパワメント支援》

事例３

家族も要支援者で、当事者は
ネグレクトの状態にあるが、
支援につながらない方
《適切な支援機関につなげるために

週1回アウトリーチ
介入のタイミングを計り、
根気よく訪問》

事例４

重複障害、身寄りなし、一般就労、
単身生活、サービス利用なし
主たる支援は「相談支援」
●週1回モニタリング
●通院同行
●月1回の定例会議
→４つの機関連携でチーム支援 36

サービス利用とは直結しない相談支援

事例５

消費問題の解決に向けて
弁護士さんに支援要請
「ヘルパーさんには話せない個人情報。
相談員さんに、弁護士さんとの
打ち合わせに同席してほしい。
弁護士さんの話を整理
することも手伝ってほしい」

事例６

行政交渉、サービス提供事業所
との話し合い
「論点を整理して効果的に話し合いを
進めたい。不安が伴う話し合いに、
相談員に同席してほしい。
話し合いのポイントを一緒に
整理してほしい」

自立に向けた課題は様々。サービスの枠組みに
当てはまらない支援が必要な人がたくさんいます。

だからこそ、既存のサービスでは埋まらない
生活ニーズに応える相談支援が必要です。

ケアプランが必要な相談利用者 ２３％

７７％の方々はサービス利用と直結しない相談
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37

２４時間３６５日の緊急対応

総合相談センターを利用している人だけでなく
市民全員にオープンしているセーフティネット

《即応対応の原則で危機回避》

事例１ ２４時半

「身体障害の独居の女性
の体調が急変している」
（ヘルパーさんより）

⇒後見人さんにも
連絡を取り、

病院へ緊急搬送

事例２ ２２時半

「もし、親父が帰ってきたら殺
す。自分の身を守るためだ！」
⇒浦安警察と連携。

事例３ ２１時半

「障がい者ガイドブックを
みました。この時間はどこ
もつながらなくて・・」

38

相談支援は「組織」で対応

生活支援はいつどこで

どんな困りごとが起こるかわからない

担当相談員が不在でも相談対応できる仕組み作り

毎週ケース進捗を確認
相談員全員がすべての記録を回覧
各相談員のスケジュールを把握

相談員個人で対応しているのではなく、
全員が支援計画を共有し、組織として対応できるようにしています

39

業務内容

●障がい者相談支援

●地域自立支援協議会支援

●相談支援機能強化事業

●住宅入居等支援（居住サポート）

●成年後見制度利用支援

●障害程度区分の認定調査

●地域連携事業

●自立生活支援

40

地域自立支援協議会支援事業

自立支援協議会に伴う会議回数：42回

（事務局打ち合わせを含む全ての会議に参加）

会場設営・撤収
機器設営

会議の場での
パソコン打ちでの
議事内容の表示

議事録（初稿）作成
⇒障がい福祉課へ提出

事務局会議での
協議会の進捗確認、

会議資料について検討

地域課題の提出

会議参加時

会議以外の場でも

41

23年度の実践から見えた地域課題

地域課題１
市内の相談体制について

～法改正に伴い開始
される計画相談～

地域課題２
障がいのある児童の

児童育成クラブの利用
について

地域課題３
ヘルパーさんの不足

～障がいの重い人たち
の生活支援～

地域課題４
サービス提供事業者

と利用者の関係
について

地域課題５
特別支援教育

～保護者が感じる
ギャップ～

個別の事例対応や協議会での議論を通じて検討
42

業務内容

●障がい者相談支援

●地域自立支援協議会支援

●相談支援機能強化事業

●住宅入居等支援（居住サポート）

●成年後見制度利用支援

●障害程度区分の認定調査

●地域連携事業

●自立生活支援事業
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相談支援機能強化事業

■成人に達してから事例化する発達障害
■障がい児の親になった不安や戸惑い
■法改正に伴う勉強会（相談支援を中心に）

■知的、発達障がいがあるお子さんの保護者
向けのセッション開催（5回シリーズ）

①地域に向けての公開講座開催

②保護者向けのグループセッションの開催

③事例検討実施

■社会福祉士、精神科医との事例検討 ３２回

44

業務内容

●障がい者相談支援

●地域自立支援協議会支援

●相談支援機能強化事業

●住宅入居等支援（居住サポート）

●成年後見制度利用支援

●障害程度区分の認定調査

●地域連携事業

●自立生活支援事業

45

個別の支援事例を通して実践

①居住サポート

●入居等支援 ●24時間支援
●関係機関調整＋サポート体制の整備

→単身生活の方、3名に対して支援

②成年後見制度利用支援事業

→成年後見制度利用の方、また、検討している
方、3名に支援（後見人さんをバックアップ）

③自立生活支援事業

→多様な生活スキル取得に向けて

計画的にチームで支援している方、23名に支援提供

46

業務内容

●障がい者相談支援

●地域自立支援協議会支援

●相談支援機能強化事業

●住宅入居等支援（居住サポート）

●成年後見制度利用支援

●障害程度区分の認定調査

●地域連携事業→子育て応援メッセ、千葉県
療育等支援事業「交流スペース」に参加

●自立生活支援事業

47

御清聴ありがとうございました

２4年度も引き続き、地域の皆さんと

連携しながら相談支援を展開していきます。


