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浦安市地域自立支援協議会 平成 24年度第２回全体会 議事録

１．開催日時 平成 24年 12月 27日（木）14:00～17:00

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）、

高木一郎委員、井村勸委員、渡邉啓之委員、小坂真一委員、佐藤尚美委員、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、

竹谷弘美委員、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、相馬茂委員、

足立誠之委員、野坂秋美委員、枝川芳子委員、平野文明委員、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、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、

石田和明委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）平成 24年度地域自立支援協議会の活動報告について

（２）平成 24年度相談支援事業の活動報告（上半期）について

（３）平成 25年度からの自立支援協議会のあり方について

５．資料

（1）議題１資料 平成 24年度地域自立支援協議会の活動について

（2）議題 1資料 うらやすこころのバリアフリーハンドブック

（3）議題２資料 平成 24年度相談支援事業の活動報告（上半期）について

（4）議題３資料 平成 25 年度からの自立支援協議会組織図（案）

６．議事

事務局：定刻になりましたので始めさせていただきます。

みなさまこんにちは。本日はお忙しい中、浦安市地域自立支援協議会、平成 24 年度第２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、みなさまに議事録についてご案内申し上げ

ます。この全体会は公開となっておりますので、議事録には発言者の氏名を公表いたしますので予めご了

承いただきますようお願いいたします。また、当会におきましては、視覚や聴覚に障がいのある方がいら

っしゃいますので、会議を円滑にするためにもご発言の際は挙手をしていただき、会長から指名されてか

らご発言頂きますようお願いいたします。なお、本日の欠席者は順天堂大学医学部附属浦安病院 長山委

員、リトルブレイバー 小原委員、舞浜リゾート地域協議会ホテル部会 木元委員、市川保健福祉センター

石原委員の４名でございます。（事務局補足：ほかに４名の欠席があり、８名が欠席）それではここで開

催にあたりまして、市長よりご挨拶をいただきます。市長、よろしくお願いいたします。
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浦安市長松崎：みなさん、こんにちは。本日は大変年の瀬の押し迫った中、また、大変お寒くなった中、浦

安市地域自立支援協議会第２回全体会にご参集賜りましたこと、まずは御礼申し上げたいと思います。

また、それぞれ委員の皆様方にはこの１年、浦安市の障がい者福祉または福祉全体に格段のご尽力をい

ただきましたこと、改めて御礼と感謝申し上げたいと思います。昨日は実は全国の首長たちが集まりま

す福祉自治体ユニットという会議が東京でございました。新しい政権になりまして様々な期待も不安も

ございますけれども、少なくとも厚生労働省中心とした中央省庁に大いに期待をしているという感じを

受けました。また、その席で、東京は寒いという話をしておりましたら、北海道の本別町の町長が氷点

下 20℃の本別町から来た自分にとっては東京の寒さは寒さでないと言われましたけれども、そういっ

た中で障がい者福祉を取り巻く環境も来年は障害者自立支援法が改正されまして障害者総合支援法に

なり、また自立から個人の尊厳というほど大きくシフトが変わると聞いております。もともと障害者自

立支援法は、本市におきましては、この法案いささかおかしいと独自の助成をさせていただきながら本

日に至りましたけれども、国の方もいよいよ追いついてきたのかなと、そんな感がしないでもないわけ

です。

地域自立支援協議会の皆様方には、うらやすこころのバリアフリーハンドブックを障がい者週間に合

わせて皆様方に作っていただきまして、週間がはじまったとたんにこのハンドブックが市の中に広まっ

ていた感じがしております。改めて、作成に当たりました皆様に、御礼と感謝申し上げたいと思います。

浦安市もこの 10 月から障害者虐待防止法を受け、本市で虐待防止センター、障がい福祉課の中に設

置をいたしましたので、ぜひ委員の皆様方に、それぞれの団体を抱えていらっしゃいますので、このセ

ンターにご協力のほどもまたよろしくお願い申し上げたいと思います。今日は最後までいられませんけ

れども、議案の１つが終わるまではいさせていただこうと思っておりますけれども、今年も残すところ

４日となりました。この１年、賜りました皆様方のご尽力に重ねて感謝申し上げますとともに、迎えま

す平成 25 年が少しでも素晴らしい年になりますようお祈り申し上げましてご挨拶とさせていただきま

す。今日は本当にありがとうございます。

事務局：ありがとうございました。それではここからの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：改めましてこんにちは。私は浦安市地域自立支援協議会の全体会の会長を務めさせていただいて

おります、明海大学の下田直樹と申します。今日は年の瀬の全体会ということになりました。お忙しい

中お越しくださいまして、どうもありがとうございます。

今日は３つ議題がございますので、これを力説かつ議論をしながらまとめていきたいと思いますので

よろしくお願いいたします。

それでは早速ですが、議事に入らせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まず、

はじめに議題１としまして、平成 24年度地域自立支援協議会の活動報告について、各プロジェクト会、

４つのプロジェクト会がございます。ご報告をお願いしたいと思いますが、まず幹事会につきましては

私のほうから説明させていただきたいと思います。

なお、ご質問等につきましては、全ての報告が終わってからお受けしたいと思いますので、その質問

の後に質疑応答として私のほうから皆様方にご提案をさせていただき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、まずはじめに幹事会。全体会の下に幹事会がございまして、その幹事会の下に４つのプロ

ジェクトを持って、地域課題の掘り起こしと解決に向けていろいろな取り組みを行っております。幹事

会は 11 月までに７回開催しております。幹事会では各プロジェクト会の活動報告を受け、意見交換を
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行いました。また、複数回にわたりまして、意見の交換と返答を重ねてまいりました議題に、平成 25

年度からの自立支援協議会の組織がございます。平成 19 年度に自立支援協議会が成立した際の課題の

進捗状況の確認と現時点での課題の洗い出しを行い、この課題を解決するための組織の再編成と今後の

自立支援協議会で協議する課題の絞り込みを行いました。平成 25 年度からですね、自立支援協議会の

あり方を大きく変えるということで、後程３つ目の議題のところで、事務局から提案をさせていただき

ますが、そうした新たな自立支援協議会の再編成ということをにらんでさまざまな話を進めてまいりま

した。

また、先ほど市長のご挨拶の中にもございましたが、法の改正に伴いまして、自立支援協議会で協議

すべき事項をさらにそこから絞り込みまして、他市区町村の組織を参考にするなど、全体的に組織を再

編成するということで１つの案をまとめました。このことについては、今申し上げましたようにあとで

提案させていただきます。

今後は優先課題の解決に向けまして、平成 25 年度の議題について検討してまいりたいと考えており

ます。なお、平成 25 年度からの組織についての質疑応答は議題の３の後に承りたいと思いますので併

せてよろしくお願いいたします。これが幹事会の報告ということになりますので、引き続きましてそれ

ぞれのプロジェクト会のほうからですね、リーダーにご報告をしていただきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。では、まず、はじめに事業者支援・制度プロジェクト会につきまして谷岡リーダ

ーのほうからご報告お願いいたします。

谷岡委員（事業者制度・プロジェクト会 リーダー）：ケアラビット浦安センターの谷岡より、事業者制度・

プロジェクトの活動報告をさせていただきます。

事業者制度・プロジェクトはこれまで４回開催いたしまして、第１回から第３回まではすでに第１回

全体会でご報告申し上げております。

第４回は 11月 15日に開催いたしまして、２つの議題について説明と話し合いが行われました。１番

目は基幹相談支援センター運営事業者についてと基幹相談支援センター連携についてでございます。事

務局より基幹相談支援センターの運営事業者の結果についてパーソナル・アシスタンスともが受託され

たこと、その選定評価についても詳細な報告がありました。受託者であるパーソナル・アシスタンスと

も西田良枝委員より中核的な役割を持つ基幹相談支援センターと事業所との連携についての説明と相

談支援事業所の立ち上げ支援や勉強会、相談会の開催などが提案され意見交換を行いました。

２番目の議題は平成 25 年度からの自立支援協議会についてでございます。事務局より、自立支援協

議会組織図の説明、事業者支援制度プロジェクトの機能を引き継ぐ相談支援・地域生活支援部会の説明

がありました。各委員より、事務局案の地域生活支援部会の議題の範囲が多く、１つの方向性としてま

とまるのかという意見も出ております。また、実務者会議との連携、メンバーの選出基準についての質

問等がございました。

年度内にあと２回プロジェクト会を開催し、事業所の現場で困っていることや課題について解決を図

っていく議論とし、平成 25 年度の自立支援協議会に引き継いでいきたいと考えております。以上でご

ざいます。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。先ほど申し上げました通り、質疑応答は全てのプロジェ

クト会の報告が終わりました後に承りますので、報告をまず急がせていただきます。続きまして、就労

支援プロジェクト会につきまして、西田リーダーよりお願いいたします。
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西田俊光委員（就労支援プロジェクト会 リーダー）： NPO法人タオの西田と申します。就労支援プロジェ

クト会は今年度２回行いまして、１回作業部会を行っております。

今年の就労部会の最大のテーマは共同受注共同販売センターについての構想を議論させていただき

ました。現在浦安市には就労移行Ｂ型Ａ型の事業所全部で６つほどあるように思っておりますけれども、

千葉県が出しています障がい者の最低賃金、工賃目標というのがあるんですが、24,000 円を謳ってい

るんですけれども、浦安市では３つの事業所がそれを達成している。ただし、安定的な障がい者の訓練、

作業するための仕事がどうしても枯渇する傾向にありますので、市全体の団体等が集まってなんとか共

同で受注して販売する構想ができないかということを、議論させて頂きました。現在、まとめの作業に

入っておりまして、来年、年明けに再度プロジェクト会を開きまして最終的に提言を行政の方にしたい

と思っております。

なお、来年の４月から障がい者の法定雇用率も現在の 1.8％から 2％へ変えられるという話も聞いて

おります。障がい者の雇用はますます厳しくなっているわけですけれども、浦安市は現在、今年度、来

年の４月の入社の方を含めて現在一般就労 20 名の方が決まっておりまして、この時期においては各事

業所大変頑張っていて一般就労者を出しているということの報告も併せてさせていただきました。以上

でございます。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。それでは次に特別支援教育プロジェクト会につきまして

江黒リーダーにお願いしたいと思います。

江黒委員（特別支援教育プロジェクト会 リーダー）：浦安市教育研究センターの江黒と申します。よろし

くお願いいたします。特別支援教育プロジェクトはこれまでに２回行いましたが、前回の全体会のあと

に２回開催いたしましたので２回分ご報告をさせていただきたいと思います。

まず、第１回目のプロジェクト会議は８月 21日に開催されました。第１回のプロジェクト会であり、

今年から参加する委員の方もいらっしゃることからまなびサポートチームと子ども発達センターの概

要についてご説明をいたしました。その中で、平成 23 年度のまなびサポートとこども発達センターの

連携会議についてご報告をさせていただいております。このことについては昨年度の特別支援教育プロ

ジェクトでまなびサポートと子ども発達センターがきちんと連携できるように仕組みづくりの提言を

頂いたのを受けて実施しているものでございます。本年度についても昨年の成果や反省を踏まえて変え

ていく内容についてご説明をいたしたところでございます。

また、個別の指導計画の作成状況を教育研究センターから報告いたしました。この中で、作成状況は

パーセントが上がることではなく、中身がしっかりと伴うものでなければいけないといったご意見も頂

戴いたしました。もちろん、まなびサポートも学校が作る際には同席をしながら、より中身の濃いもの

をという努力をしているところではございますが、今後も肝に銘じてこのような作成を心がけていくこ

とをお約束させていただいたところでございます。また、作成状況の一覧の中には保育園が入っており

ませんでした。これについては県からの調査に基づいた報告でしたので保育園が対象となっていなかっ

た関係で入っておりませんでしたので、今後は調査対象に位置づけて取り組んでいくというお話もいた

しました。

３番目に、保育所等訪問支援制度について障がい福祉課から説明と現状の報告がございました。

第１回目は以上３つの議案についての報告をし、委員の皆さんからご意見を頂戴いたしました。

２回目のプロジェクト会議は、11月 20日に開催をいたしました。まず、教育と福祉の連携について

事務局から児童福祉法および障害者自立支援法の一部改正に伴い本年７月から相談支援の充実および

障がい児支援の強化が図られたことを受けて、具体的な内容の説明がございました。そのなかで学校等
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で作成する個別の教育支援計画および個別の指導計画と障がい児相談支援事業所で作成する障がい児

支援利用計画および障がい児通所支援事業所で作成する個別支援計画の連携については現在、障がい福

祉課を中心に子ども発達センター保育幼稚園課、教育研究センターが連携会議を開催し、連携を進めて

いるという報告がございました。

また、平成 25 年度からの自立支援協議会の組織および検討事項について事務局からの説明もござい

ました。最後に、議題には載っておりませんでしたが、教育委員会のほうから今後の中学校の特別支援

学級の就学についての基本的考え方についての説明をいたしました。現在、市内の特別支援学級への就

学については本人や保護者の希望を尊重しながら地域で育てていける環境づくりを進めているところ

です。しかし、交流および共同学習をさらに充実したものにするためには余裕教室や施設の面、また、

学級規模の面からどうしても特別支援学級の設置に数には限界があるということについて、保護者の方

にも理解をいただかなければならないという課題も最近出てきております。そこで、教育委員会といた

しましては、特にその点で課題の出ている中学校の特別支援学級については改めて現状で設置可能な学

級数についての情報提供を今後、さらに積極的に行いながら本人や保護者の希望に沿った就学相談にな

るようにしたいという考えをご説明をいたしました。

委員の方々の中からは、設置できる学級数の限界については理解するが、保護者にはその子に合った

教育環境という視点での学校選択があるので、ニーズに応じた形態の学級を設置してはどうか、また、

地域で育てるという趣旨は理解できるが、今の現状では学級間の違いという課題もある。どの地域でも

より良い環境となるように努力してほしいといったご意見も頂戴したところでございます。以上、２回

分のご報告をさせていただきました。

下田会長：ありがとうございました。それでは最後に、今回はＤＶＤなども挟みながらご説明をお願いした

いと思いますが、啓発広報プロジェクト会につきまして、榑林リーダーよりご報告をお願いいたします。

榑林委員（啓発広報プロジェクト会リーダー）：社会福祉協議会の榑林と申します。よろしくお願いいたし

ます。平成 24 年度の啓発広報プロジェクトは、プロジェクト会を３回、バリアフリーハンドブック作

成部会を４回、イベント部会を２回開催いたしました。

みなさまに、本日資料としてお配りいたしました、浦安こころのバリアフリーハンドブックは、障が

いのある方、困難を感じている方への理解を深めていくため啓発広報プロジェクトで作成したものでご

ざいます。作成にあたり、多くの当事者団体の方、福祉関係事業所の方にご協力をいただきました。こ

の場を借りいたしましてお礼申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。また、このバ

リアフリーハンドブックのＰＲも兼ねまして障がい者週間記念イベント「わがまち浦安フェスティバ

ル」を開催いたしました。障がい者団体や福祉関係事業所など 10 団体にご参加いただき、発表、作品

展示、活動のＰＲや模擬店の出店などを行いました。また、このときのステージで行いました、バリア

フリーハンドブックのＰＲは編集に携わってくださった方、協力してくださった当事者の方々に発表し

ていただきました。当日、ご来場いただいた方も多いかと思いますが、ぜひ多くの皆様に、このときの

発表もご覧になっていただきたいと思いますので、ここでＶＴＲのほうでご紹介させていただきます。

＜障がい者週間イベント『わがまち浦安フェスティバル』 浦安こころのバリアフリーハンドブックＰＲの

ＶＴＲ上映＞

＜障がい者週間イベント『わがまち浦安フェスティバル』 ダイジェストＤＶＤ上映＞
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榑林委員（啓発広報プロジェクト会リーダー）：ありがとうございました。このＶＴＲの中でも申し上げま

したが、こちらのハンドブックでございますけれども、障がい福祉課の窓口、また、公民館などで配布

しているほか、こういった福祉関係のイベントでも配布をしていきたいと考えております。教材や広報

活動用にまとめてご利用いただくことも考えております。その活用方法につきましては、引き続き啓発

広報プロジェクト会のほうで検討してまいりたいと考えております。こちらにお越しの自立支援協議会

の委員の皆様におかれましても、ぜひみなさんの所属団体のほうで、こころのバリアフリーハンドブッ

クの周知と広報をお願いしたいと思います。

以上で啓発広報プロジェクトの報告を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。

下田会長：はい。どうもありがとうございました。先般行われました、障がい者イベントですね、こちらの

ほうも見ていただきながら、啓発広報プロジェクト会の報告を聞いていただきました。それでは先ほど

お話申し上げましたように幹事会および４つのプロジェクト会の報告がございました。これにつきまし

ての質疑応答を受け付けたいと思いますので、これまでの説明、報告で何かご質問等ございますでしょ

うか。おありの方は挙手の上、ご発言をお願いしたいと思います。

（意見なし）

下田会長：はい。特にないようでございますので、この報告を平成 24年、24年度というのは３月末までで

ございますが。はい。それでは上田委員お願いいたします。

上田委員：こんにちは。千葉発達障害児者親の会コスモの上田と申します。しつこくてすみません。指定事

業がともさんになったことが、報告されたと思うんですけど、私はそこに入っていないので、その経緯

がわからないので、かいつまんででいいので、ポイントを教えていただければと思うんです。前回の会

議で申し上げたように、私たちは発達障がいの親の会なんですけど、残念ながらともさんのやられてい

る支援事業で私たちの子は十分に助けてもらっているとは思わないし、専門性がきちんとあるとも、申

し訳ないけど、実感は、本当に申し訳ないですけど、実感がないし、それでともさんでは困るなという

ことは申し上げたと思うんですけど、それでもともさんになるっていうのは、なるんだろうとは思って

いたんですけれど、何が言いたいかというと、うちの子たちをどうやったらどこで助けて、浦安市の仕

組みの中でどこで助けてくれるのっていうことがいつまで経っても見えなくて、おとなしくしていても、

私ここで本当はおとなしくしていたいんですけど、いい人みたいにしてたいんですけど、そうするとい

つまでたっても私たちの子たちが助けられないので、ともさんになったのはなぜか、例えば昔、大きな

箱モノを公共事業で作るときに、例えば橋を作るときに、橋を作る架けるための技術でもっている人が

1つの建設会社しかなかったとして、ダミーで、まさか１つだけで公募はできないから、寄せ集めで何

かして、で、結局そこが取ることに決まっているみたいな、私は要件自体が、規模であるとか 365日だ

とか、要件自体がともさんに落とさせるために作ったように私たちには見えていて、言っているんです

けど、365日、少なくともうちの子たちにはいらない。私の子たちに必要なのは、より専門性のあるケ

アをやるとか、他の子ではなく、うちの子にもきちんと時間と、専門性を持ったスタッフを当ててほし

いだとか、そういうことなんですけど、そこの部分が、大変申し訳ないんですけど、議論はもちろんし

ていただいたと思うんですけど、目に見えないブラックボックスの中に入っているように外側から見え

てしまって、何をもってともにしか落ちなかったのか、ほかのところをどうして持ってこれなかったの

かということは、ぜひここで、議事録で公開される場で、何をもってともだったのかということは説明

していただきたいと思います。お願いします。
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下田会長：はい。わかりました。これについては選考の件も含めて事務局の方から説明させていただきます。

事務局：障がい福祉課の宇田川と申します。よろしくお願いいたします。この基幹相談支援センターに関し

ましては、平成 24 年４月の法改正、自立支援法の法改正によってですね、相談支援の充実、今後の相

談支援の充実と障がい支援の強化というのが示されたところでございます。この基幹相談支援センター

についてもですね、平成 23 年度から今後の浦安市の相談支援体制の在り方ということで議論はしてき

たところなんですけれども、引き続いて平成 24 年度に入ってからも、この自立支援協議会の中の事業

者制度プロジェクト会というところで何度か議論を重ねてきたところです。

そもそも国の方でですね、相談支援の体制を強化していきなさいということが示されておりますので、

その関係で、自立支援協議会のあり方もそうなんですけれども、この基幹相談支援センターについて議

論が始まったところです。事業者制度プロジェクト会におきまして、いろいろなみなさんからのご意見

を頂きました。

平成 24 年度、今年度、日程的なことを申し上げますと、公募という形で募集をかけたところです。

これまでは、今も引き続いておりますけれども、浦安市総合相談事業ということで、浦安市が社会福祉

法人に委託をして相談をしてきたわけですけれども、25年度から基幹相談支援センターということで、

この 24 年度中に公募をかけたところです。日程的にはですね、９月の上旬から申込書類の配布をいた

しました。その後にですね、10 月に入りましてから公募された事業者、結果的には１社だけだったん

ですけれども、申込書の受け付けをして、その後選定委員会というのを開いております。今回の基幹相

談支援センターの公募にあたりましては、市内、それから市外、その事業者を問わず、公平に応募がで

きるようにですね、事務局が作った募集要項等を特に配慮したところでございます。しかしながらです

ね、実際に応募してきたところは１か所であったということです。10 月の 31 日の選定委員会ですね、

こちらのほうでプレゼンを、応募者からのプレゼンを行いますという点数制という形になったんですけ

れども、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともが候補者という形に至ったということになります。

以上です。

下田会長：補足がございますので、橋野委員のほうからお願いしたいと思います。

橋野委員：障がい福祉課の橋野です。基幹相談支援センターの選定の経緯につきましては事務局の方からご

説明させていただきましたが、基幹相談支援センターというのは平成 24 年の法改正で新たにできたセ

ンター、事業でして、主に相談支援事業所のバックアップをしていくんだよというのが明確な役割とし

て位置づけられているところです。また、先ほど上田委員が仰っていました障がい別の専門的な支援と

いうものも直接支援というのも求められておりまして、発達障がいについては平成 22年の 12月に法改

正がありまして、その中で障がい者の範囲に発達障がいが対象になることが明確になったところです。

その以前も発達障がいの方については、精神保健、精神障がいの診断が出る方については、精神障が

いのほうの福祉サービスの対象ということで、サービスの対象として支援はしてきたところですけれど

も、平成 22 年の法改正で明確になりまして、その上、国からも数多くの発達障がい者支援の専門的な

支援者向けの研修というものが今現在行われるところで、私たち職員もそういった専門性が求めらて今

研修に行って、そいういった対応しているところです。やはり、発達障がいですとか、また来年 4月か

らの難病ですとか、障がいそれぞれに専門的な支援が求められておりまして、なかなか今の事業だけで

はやりきれてない部分もあるかと思いますので、そういうところについては個別に障がい福祉課が各団

体のみなさんと意見交換させていただいて、どの部分が不足しているのか、市として何ができるのかと

いうことで毎年意見交換、事業の検討をしているところです。
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基幹相談については、先ほども言いましたように、相談支援事業所のバックアップ、そういったとこ

ろが主な役割ということで中核的な相談支援センターという種類ですので、個別の専門については基幹

相談でやるところと障がい福祉課の事業として検討をしながらやるところと役割を明確にして今後そ

ういったところを対応していきたいと思っております。

下田会長：はい。いかがでしたでしょうか。上田委員。

上田委員：基本、１つしか応募がないとういのは、１社しか応募する人がいないというのは、多分ハードル

が高すぎるか、何か特殊な要件を挙げているとかしか、外からは見えないんですね。どんな事業でもそ

うですけども、普通に、例えばお家を 2,000 万で建てたいと思ったらたくさんの人が手を挙げるので、

そんなに特殊な事を浦安市はなぜ要求するのかというのを私は聞きたい。何が誰のためにやるのか。

私が言っているのは、何人の人のためのニーズなのということなんです。先月の日本経済新聞に出た

と思うんですけど、普通の学級にいる発達障がいじゃないかと言われる子が何パーセントという新しい

データが出てたんですけど、４割の子は何もしてもらっていませんというデータが出てて、私はその子

たちを代表して言っているつもりですけれども、申し訳ないんですけれども、なんていうのかな、数い

るだろ、だけど 24 時間 365日いるかしらと言ったら、多分いらない。命にかかわることならば警察も

あるだろうし、死にそうだったら消防の 110番 119番もあるだろうし、なんていうのかな、むしろ欲し

いのは普通の時間に、普通の時間に相談を受けてくれて、それが手厚いこと、正確なこと、それから時

間をとってくれることなんじゃないかなって思っていて、外側から見ているとですよ、私本当に部会に

入ってないんでわからないんですけど、外側から見て、客観的にひとりしか手を挙げないというのは要

件の作り方がおかしいんじゃないかってことを私は言いたい。そこについてはどうなんでしょうか。外

側から見るとそうです。はい。

下田会長：上田委員のお伺いをちょっと待っていただいて、まず、今のことについて事務局、橋野委員のほ

うからお答えいただきたいと思います。

橋野委員：はい。今回１事業所しか手が挙がらなかったということで、まず、募集が、要項の作り方に１事

業所しか手が挙げられないような作り方をしたんじゃないかというようなご質問かと思いますけれど

も、これについては、かなり事務局としましては配慮しまして、例えば、今、浦安で相談支援の指定を

取っている事業所なんていう風に絞ってしまうと、手を挙げる対象事業所が狭まれて数少なくなります

ので、これから指定を取るところも含めてという形で要綱のほうを作らせていただいたんですね。１社

以上手が挙がるようにということで、ちょうど同じ時期、川崎だとか他の市町村でも募集していたので、

そういった要綱等も比べて、それよりも、少し対象を、手が挙がる方が広範囲、たくさん手が挙がるよ

うにということで要綱の方はかなり柔軟な形に変えて作らせていただいたところです。

ただ、相談支援を、障がい者の相談支援をやっている事業所さん自体が全国的にも少ない、また、さ

らに浦安が少ない現状にあるというころから今回１事業所しか手が挙がらなかったんではないかなと

考えています。募集要項としてはかなり幅広く作らせていただいていますので、あとでご覧になってい

ただければわかると思いますが、これから事業をやろうと言う方も手を挙げられるような形で募集をさ

せていただいたところです。

下田会長：いかがでしょうか。では、小川委員、先ほど手を挙げておられましたが。



9

小川（圭）委員：ダイムケアの小川と申します。当の事業者支援制度プロジェクトのメンバーでございまし

た。ここにも何人か、事業所支援制度プロジェクトのメンバーがいるので、やはり説明責任があるのか

なと思っております。新しく相談事業所を立ち上げているところ、もしくは相談支援をやっているとこ

ろというところでいくと、非常に数が少なかったです。出てきたのは、募集要項の中に、おっしゃる中

で、やはり、グループ会の中でも色々揉めました。24 時間 365 日がいるのかとか、あとは人数で常勤

が５人資格の者が必要とかになってくると、どこの事業所にもそんなに人はいないんですよ。それで手

を挙げられないとうのがあったと思います。

ただ、その時にもやはり幾つかの意見も、その時も、全会一致でまとまって、こういうものにしよう

というものではなくて、そういった意見が出ていたりしていたこととか。私共も、今そんなに早く、決

めなくてもいいのではないかと。もう少し、いろんな社会資源が整ってきてからでもいいのではないか

という話はしておりましたが、浦安市の方が、25 年度の４月からそれを始めるんだ、それは市が決め

た事だということで話をされて、そうすると、そこから予定がいつまでに公募しないと、いつまでに決

まらないという形で、決まっていったという経緯があります。相談支援を立ち上げたエメラルドの佐藤

さんもいらっしゃいますので、人数とか体制を整えるとかどれぐらい大変かというものはご説明いただ

けると思いますが。

下田会長：はい。佐藤委員お願いします。

佐藤委員：体制づくりの話については、ちょっと突然振られて、それに対しての答えはないんですけど、私

もプロジェクト会の中で提案はいたしました。エメラルドとして。

それはこのように一事業所が基幹を担うというのではなくて。法律の中にもありましたように、専門

性とか、そういう意味で、本日お集まりのこのメンバーすべてがですね、基幹センターの中の構成員と

して入った形でのものを提案しておりました。１事業所が受けるというイメージでは私はなかったです

ね。それの提案はいたしました。そうしましたら、何月でしたかね。10 月ぐらいに 100 万人都市の北

九州の方の基幹の構想が読売だか朝日かにでていたんですが、まさに私が提案したのと同じように、各

相談事業所だとか、医師会さんだとか、弁護士会さんだとか、警察だとかですね、そういう方が全部、

市の方も入って一つのセンターという形で総合的に支援をしていこうという形になったという事が報

告されておりました。私はまさにそれでないと、１事業所がこれだけの、いくら１事業所がスキル、ノ

ウハウがあるといっても限度があると思うんですね。だから、私はこういう形で進んでいくとは考えて

いなかったんですが。だから、メンバーの意向がすべて反映されるとなったわけではありません。

下田議員：では、事務局からお願い致します。

橋野委員：障がい福祉課の橋野です。この基幹相談支援センターの浦安市にどういったセンターが必要かと

いうプロジェクトで、何回か話し合いをして頂いたんですけど、ご意見は本当に沢山ありました。24

時間 365日がいいとうご意見もありましたし、専門性の高い専門職員を置いてほしいといったそういっ

たご意見もありました。また一方、グループでやったらいいじゃないかというご意見もありました。

公募の際には、もちろん、グループでの提案もできますよという形で、募集要項は作らせていただい

たところです。いくつも頂いたご意見の中から、事務局の方で、ここをまとめていこうと、いうことで、

何回かプロジェクトの方にも、まとまったことをお返ししながら、募集要項の案となるような浦安市の

基幹相談支援センターとして形をまとめてきたつもりです。また、その時期が早くなくてもいいという

ようなご意見も、プロジェクトの中でもあって、私がご説明させていただいておりますが、平成 24 年
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の４月の法律の改正の中で、障がい者の方もサービスを使うには、介護保険と同じようなケアプランが

必須になりました。今まではそういったプランなしで、ご本人や保護者が個別に申請をして、サービス

の支給決定ということをしてきたんですけど、平成 24 年の４月からケアプランを作り、ケアプランに

基づいた支給決定をしなさいということになりました。そのケアプランを作るのが相談支援員さん、そ

の相談支援員さんが所属するのが相談支援事業所。浦安では 600人ぐらいの方がサービスを使っている

方がいますので、一人の相談支援員さんが介護保険と同じように、30 人ぐらいのプランをつくったと

して、事務所の数が 10か所以上、一つの事業所に２人の相談支援員さんがいるとすると、10か所以上

の相談支援事業所が出来あがってこないと、ケアプラン全員分が作れないという状況です。そのケアプ

ラン全員分を作るにあたっては、沢山の相談支援事業所をつくっていくという事と、出来たばかりの相

談支援事業所をバックアップする機能が必要ということ。また、立ち上がっていただく支援も必要とい

うことで、基幹相談支援センターがまさに、その役割で、国の方がこういうものを設置しなさいという

事で示してきたところです。

浦安はあえて１年間、基幹を設置せずに皆さんにご意見を戴きながら、どういった基幹が皆にとって

いいのだろうかということで検討して、25 年からということで、すでに一年、国よりも少し遅れた形

でのスタートですので、決して早い時期とは思っていません。その事も何回もご説明はさせて戴いたと

ころです。そういった状況ですので、沢山の本当にご意見を戴いて、なかなかまとめるのが難しいとい

った部分はございましたが、何とかまとまった形で皆さんに案を示しながらお返しして、一つのものに

していっていると事務局の方では思っています。

下田会長：はい。上田委員。

上田委員：しつこくてすみません。有難うございます。確認なんですけど、今プロジェクト会で出た意見が

採用されたわけではないという委員の方の意見があったので、確認なんですけど、これはでは、プロジ

ェクト会で相談はして、色んな意見をして出たけれども、まとまらなかったので、障がい福祉課が決め

たということですか。それとも、プロジェクト会の中で多数決で決めたということですか。どちらでし

ょうか。

下田会長：（橋野委員、）もう一度、お願いします。

橋野委員：はい。協議会を討議する場としては、色んなご意見を聴く側ということで、市が会議を開催して、

皆さんからご意見をお伺いしているところです。プロジェクトの中でも、色んなご意見が出てきて、全

ての意見をまとめて、何回か、全ての意見はこういう意見ですということで、委員の皆さんにはお伝え

してきました。最終的には市の方でそのご意見をまとめさせていただいて、今回の募集の際の要綱、こ

れは市の方で作ったところです。

下田会長：はい。よろしいでしょうか。協議をして色んな意見を拝聴してですね、その意見を生かす形で、

事務局の方では最終的には取りまとめをしたということでございます。

上田委員：事務局ですか。

下田会長：はい。橋野委員お願いします。
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橋野委員：障がい福祉課の橋野です。事業を行うための募集要項を障がい福祉課で策定しています。事業者

の選定については、選定委員会の方で選定しています。その募集要項を作る、どんな事業をするんだと

いう、まとめる為のご意見をプロジェクトの方で聴いて、プロジェクトの方にもまとまった物は何回か

お返ししながら、やらせて戴いたつもりです。

下田会長：はい。ということです。

足立委員：いいですか。

下田会長：はい。どうぞ。足立委員お願いします。

足立委員：中身については、私は解りませんが、前回も申し上げましたけれども、他の自治体と比べて、比

較してどうなのかということ。例えば、習志野とか、市川とか、船橋とかと比べて、どうなのかという

ことを、ちょっとお伺いしたいんですけど。

下田会長：はい。これについては、先ほどご説明申し上げましたように、自治会、他の市区町村などの実態

も比べながら要綱等の作成にあたっていたと思います。

足立委員：だから、船橋とかはどういうことなのか。

下田会長：具体的にということですね。では橋野委員お願いします。

橋野委員：障がい福祉課の橋野です。24 年度の６月７日付けの千葉県の実態調査結果が今、手元にござい

まして、24 年の５月１日現在で設置した市町村が既に５市町村。設置予定がある市町村が６市町村。

検討中が 34。設置しないという判断が、ここで２市町村、その他が２市町村ということで、県内の調

査結果、24 年度６月７日現在はこういう状況です。その後、近隣の市川、船橋等は、もうすでに設置

したということで、一応聞いておりますので、また 25 年度４月１日になると、もっと設置したところ

は増えていくだろうと考えています。

下田会長：足立委員、よろしいですか。

足立委員：そうですか。

下田会長：はい。ちょっと中身というのは、置いといてという話でしたが、まず設置のうんぬんということ

で。

足立委員：中身については、浦安と同じような要綱で募集しているのですね。

下田会長：はい。そうです。

足立委員：そうですか。
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下田会長：はい。

足立委員：いや、事務局からお伝えできたらと思います。

下田会長：では、事務局の方からお願いします。

橋野委員：障がい福祉課の橋野です。基幹相談支援センターというのが、もともと国の地域生活支援事業の

実施要項の中で基づく事業ですので、基本体系としては全国同じ事業として、行っています。そこにプ

ロジェクトとして中で出てきたご意見を少し盛り込みながら、募集要項の方は作ったところです。ただ、

市川ですとか、県内いくつか、やはり 24 時間 365 日ということでもやっておりますので、そんなに大

きな差はないと考えています。

足立委員：募集要項については、変わりはないということですね。他とね。

下田会長：はい。そうです。

足立委員：質問ですけど、他は一事業所だけが応募したわけですか。それとも、複数でているんですか。

下田会長：はい。それでは、事務局からお願いします。

橋野委員：公募している市町村というのが、実は大変少なくてですね。県内には浦安ぐらいではないかと思

うんです。インターネット上で県外の川崎だとか、市町村の募集要項の方は確認しています。県内の先

ほど言った市川ですとか、船橋は、今総合相談、相談支援事業所としてやっている事業所がそのまま変

更という形で、看板だけ架けかえたところが大半ですので。浦安はそういう状況の中、事業が変わるの

で、敢えて多くの皆さんに、どうするべきかということを聞いて、敢えて公募という形で切り替えてき

たところです。

下田会長：はい。足立委員いかがですか。よろしいですか。

足立委員：私の質問に対しては答えていただいたということですね。

下田会長：はい。

はい、上田委員。

上田委員：千葉コスモは、実は船橋でも活動している人が一番多いグループでございまして、船橋のフラッ

トさんについては知っているので、足立さんのお話をちょっと補足をするのですけど。船橋はフラット

さんがたぶんとられただと思うんですけど。フラットさんはうちの会も入っているんですね。手をつな

ぐ親の会も入っているし、自閉症協会も入っているし、色んな障がい種別の人たちが運営委員の中に入

っていて、そもそも、船橋市でそういうものをつくる為につくったものなんです。

だから、色んなもの、さっきどなたでしたか、佐藤さんがおっしゃたと思うんですけど。私も佐藤さ

んの意見に断然賛成なんですけども、色んな専門性があるじゃないですか。目の見えない人の微妙なと

ころは私には解らないし、発達障がいでも微妙なところは、耳の聞こえない人には解らないだろう。で
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あるから、色んなところが入って、そこでどなたか相談員の人がメインに、常勤に雇われている人がい

て、何人かは非常勤で雇われている人がいて、運営に困った時にここはどうしたらいいだろうか。それ

は誰がやってくれるだろうか、色んな人につなげるという事が一番大切な事で、市全体が有機的に繋が

っていく。もしくは、市外の人にも必要な専門家に繋がっていくということが、結局浦安市のネットと

して、こう質が上がってくるとか、助かる人が多いとかいう事になっていくんだと思うので、まずは理

念だと思うんですね。そうすると、船橋なんかは、きちんと色んな障がい種別の人達が集まって、一緒

に相談事業を一つやろうよということで、そこが実際は使っていると確かに不具合があったりして、ご

不満もあるかもしれないけど、そこはおちる分には、船橋市民としては、特に異論は無かろうかと思う

んですね。そこの中で変えてもいけるだろうし、知恵も絞っていけるだろう。

私が心配なのは、申し訳ないけど、「とも」さんは１事業者なだけではなくて、ある種の理念を持っ

ておられて、その理念に共感しない人は申し訳ないけど、乗れないという、ちょっと特殊なんですよね。

例えば、知的障がいの親の会がやっている、何か相談事業所が、例えばだれか、どっかの事業をお取り

になったら、なんというのかな、それじゃないところが来た時に、たぶん繋がらなかったとして、じゃ

あ、委員に入ってとか、いう所が多分出来ると思うんですけど。理念ありきだと、何ていうのかな、有

機的に地域が色んな考え方、色んな障がい、色んな困り方がある人が、有機的に繋げられるかという時

に、すごく厳しいと思うし、ものすごい高いハードルじゃないかって事を本当は皆分かっておられるし、

皆さん良い人で、お口にチャックしておられるんですけど。私がここで自由に言えるのは、うちが「と

も」さんにお世話になっていないからで、「とも」さんにお世話になっていたら、言えない、日曜日預

かっていたら言えないので。この自由な議論が出来ないところで、市がそれを決めるのはすごくすごく

危ないんだという事を、障がい福祉課は本当に理解しているかという事を、議事録が残るというので、

本当に分かっているのか、すごく怖いよっていう。皆でやらなければ、福祉なんてすごく狭い世界でや

っているから、皆でやったって漏れはあるだろうに、一部でやっていいのというのが、すごく怖いんで

す。使えない人が出てきた時に、救えないじゃないですかと思うんです。以上です。

下田会長：はい。障がい福祉部長。

新宅委員：健康福祉部長の新宅と申します。私もこの基幹相談支援センターの選定委員でありました。選定

員会の中で、やはり同じような、色々言われているという意見も実はありました。その時に選定された

理由も、様々な機関としっかりと連携をしてやっていくというお答えをいただいています。また、市と

しましても、恐らく私も上田さんが言いたい事は、非常によく分かります。ただ、先ほどの「24 時間

365日は必要ですか」は、恐らく必要な方はいますよね。当然。

だから介護保険の中でも制度が出来て、だから、逆に私どもが非常に怖いのは、健常者に対して障が

い者の予算だとか、政策って非常に必要なんですよと同じような説明をしている。それぞれ障がいをお

持ちの方は個々に個々の実情は非常に違うんだと思っています。私たちは基礎的自治体の職員として、

当然基幹相談支援センターもそうです、コスモの会もそう、それぞれに、やっぱり真剣に対処していき

ますので、何かこう見捨てられているとかそんなことは、もう当然に職員は一人も思っていませんし、

それはきっちりと。ただ、どうやって。専門家って少ないですよね。そこにどう繋げていくかだとか。

そこは一緒になって考えていかせてくれればと思います。それで時間がここまできて、まだ議題があり

ますので、まだちょっと納得がいただけないところがあるかと思いますが、また終わってからでも、ち

ょっとご意見を聞かせていただけるかと思うのですが、どうでしょうか。
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下田会長：副会長と進行について協議をします。ちょっとお待ちください。

（協議）

はい、色々と意見を拝聴しまして、ありがとうございました。今申しましたように、時間も限られた

中ですね。議題もあと２つ残っておりますので、こちらを先に説明させていただいて、今出たご意見は

重く受け止めさせていただいて、また事務局、あるいは障がい福祉課と私ども双方で話をしまして。ま

た、その際に色々なご意見をいただければと思いますので、次の議題に移らていただきます。

上田委員：最後に一言だけすみません。

下田会長：はい。

上田委員：じゃあ最後に一言だけ。

下田会長：すみません。最後ではなく、終わってからでもありますので。

上田委員：いや、違うんです。連携するという条件でおとしたみたいな話だったと思うんですけれども。例

えば去年だか、一昨年だかに、「とも」さんが相談事業所として、発達障がいもやっていますよという

ので、何か勉強会か何かのチラシをいただいたことがあって、私は行かなかったのですけど。ここの委

員じゃない、ある私の知り合いがそこに参加しようと思って申込をしたら、あなたここの委員じゃない

のに参加出来る訳ないでしょうという感じで断られたという話があった。その人は、自分のお子さんが

発達障がいをお持ちで、その勉強会そのものに興味があって、参加出来るなら参加したいというぐらい、

全く悪意のない、全く善意の人だったんですけど。何が言いたいかというと、私ね、外から見ていて、

一番「とも」さんの良くない所は、そういうクローズなところ。何かっていうと塀をつくるところなん

です。もしくは、右左にわけるというかね。そういうところが申し訳ないけど、自覚されている方もい

るし、いない方もいるかもしれないけど。外から見ると、そういうクローズなところが、とってもとっ

ても変だと思うのです。そこが、相談事業というものに馴染まない、社風が馴染まないのではないかと

言っているんです。連携するという言葉でね、例えば、「どこかの先生がきて勉強会をやりました。」と

言ったら表面上はそうかもしれないけども。そうではなくて、私が言いたいのは中身の問題なので、書

類上整っていて、「何かの研修会をしました。勉強会をしました。」ではないということを議事録に残し

て頂きたいと思います。私、結局、助かるために必要な事は、本当の話なので、「勉強会をやりました。」

という事ではなくて。 本当にそこに理解をしてくれたという助けてあげようという気持ちがある人が

いるってことなので。お願いします。以上です。

下田会長：議事録に残ることがありますので、西田代表から。

西田委員：はい。総合相談の西田と申します。今の議論で２つあるのかなと思いました。１つは基幹相談支

援センターをどのように選定するかということ。それは障がい福祉課さんが、浦安市がお決めになった

ことで、それに私たちは手を挙げさせていただいて、公募を通って受託したということですので、それ

は皆さんの判断で、私たちが何かを申し上げるべきことではないと思っています。

私がここで申し上げたいのは、上田さんの話が例えば今の勉強会のことでも、今回の勉強会、いま上

田さんがおっしゃっている勉強会は、講師の精神科のドクターが支援者を対象にしたい。それで、保護

者の方は今回は対象ではありませんということで、講師の意向で私たちはそういう旨をさせていただき



15

ました。ですので、委員であるとか、ないとか、そういう事を言ってお断りしたことはありません。今

までも一度もありません。当然勉強会でも、研修会でも、対象者がおります。なので、こういう公の場

で、間違った情報をお伝えされるのは、とても困るなと思います。

それから先ほど、私たちが、ともさんは役に立たないのだという風におっしゃいました。上田さんは

総合相談のご利用者さんでしょうか。どちらでも、ここで私は守秘義務がありますので、ご利用者さん

だとか、ご利用者さんじゃないとか、そういう事は申し上げる事は出来ません。けれども、何を根拠を

持っておっっしゃっているのかというのは、公の場ではきちんと、お伝えいただきたいと思います。何

故かというと、苦情の申し立ての窓口もありますし、もし、当然私たち相談員全員は利用者さんに対し

て、適切な支援をしたいと思っています。いつでもベストな支援が出来て、問題が解決することを本当

に願って、一生懸命、努力しております。職員みんなそうです。ですけれども、全員は満足できないこ

とだって当然あると思いますので、クレームとか苦情とか、こういう事じゃないんだよという事は、利

用者さんにも言いやすい環境を作っているつもりです。

それから浦安市の事業を受託しておりますので、もし必要でしたら、浦安市の障がい福祉課の方に、

総合相談がこんなところが力が足りないとか、こんな酷い目に遭わされたとか、もしあれば、きちんと

お伝え戴ければ、私達も真摯に受け止めていきたいと思います。何か、ともの理念が偏っているという

ような事をおっしゃいましたけども、法人の個人的なバッシングというか、ご批判でしたら、どうぞ、

直接お受けさせて戴きたいので、こういう場を利用してというか、そういう発言ではなく、きちんと直

接お話し戴ければ、聞く耳はいつでもございますので、そのようにして戴きたいという風に、一言申し

上げたいと思いました。以上です。

下田会長：はい。それぞれ、上田委員もおっしゃっていましたが、何かご意見はという事ですので、この場

ではこの話については、ここで。

佐藤委員：すみません。エメラルドの佐藤です。

下田会長：はい。

佐藤委員：ちょっと視点が変わるんですけど、相談事業所が今年から増えて、エメラルドも一つの事業所に

なったんですけども。やはり相談事業というのは、プランを作って幾らと、そういう感じで、相談事業

を立ち上げる前から採算が取れないと、これも相談をするのに、１時間２時間では出来ない訳ですから、

採算を取れないという事は公募で伺っていますし、浦安市さんの方でもわかって、立ち上がる事業所に

ついては、浦安市の方で一部助成をするという事も伺ってました。また、県の方からもそういう話は伺

っていましたが、今の所、全く具体的な助成するというのは、ないんですね。はっきり申しまして、10

月に立ち上げて、もう 12月になりますが、収入としては、まだエメラルドには入ってきておりません。

その前の準備段階から、やはり人件費が当然発生しますし、いろんな場所代、いろんな事もケースが

発生するんですけども、これは必要な事業として、国も展開していく事業でございます。それに浦安市

も事業所さんをなるべく増やしたいということで、私たちは協力するというか、浦安の福祉の事を考え

て、手を挙げて、事業を起ち上げてきたわけですね。

本当にともさんも、たくさんの助成を受けられていると、周りから言われても、大変だったんだろう

と思うんです。それは社会福祉法人さんでさえ大変なんだから、民間、とくにエメラルドみたいに、ち

ょっと捻れば潰れるようなこういう会社でこういう事業を展開していくというのは、本当にきついんで

すが、それに対して、浦安市の方ではどのようにお考えなのか。それだけ聞かせて戴きたいと思います。
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他の相談事業所さんからも同じような意見は伺っております。以上でございます。

下田会長：はい。ありがとううございます。では、この話に関しては橋野課長の方から、今の佐藤委員の質

問に対してお答えさせて戴いて、次の議題に移りたいと思います。ではお願いします。

橋野委員：相談支援事業所の起ち上げにつきましては、千葉県の方で補助事業がございまして。昨年度事業

所の皆さんにご案内させて戴いたところです。

現在市の方では、何もそういった計画は建てていませんが、３年以内に先ほども、600人全員の皆さ

んにケアプランを作る為にという事で、今後この会議とは別に、あまりにも進まないようでしたら、別

途ここは検討していきたいと思いますが、ここの協議会の場で、今お話しする場でも、回答する場でも

ないと思いますので、障がい福祉課の方でお話の方は引き受けさせていただきます。

総合相談がクローズというお話がありましたが、全国的にも相談支援事業は１事業所に委託してやっ

ているところが大変多いです。大半はそういった形です。国の方で、その相談支援が中立公平に行われ

ているのかというのを自立支援協議会で評価しなさいという事で、この次の議題の中で、本年度の総合

相談の支援状況の活動報告があります。そこを皆さんに知って戴く、今日は大事な議題として設けてお

りますので、ぜひ、ここの今までのお話合いについては、この私の回答の方で終了とさせて戴きまして、

皆さんに総合相談の話を聞いてほしいと思います。

また基幹相談についても、同じように事業所の連携とか、自立支援協議会でも評価というものが国の

方で定められておりますので、そういったところが１事業所に委託しても中立公平に市民の皆さんをみ

ていくんですよというような制度ですので、そこをご理解いただきたいと思います。

下田会長：はい。それでは、佐藤委員よろしいですか。また改めてこれについては、障がい福祉課の方お聞

きいただいてということで、二つ目の議題の方を移らせていただきたいと思います。

先ほど、総合相談支援についての質問も入っておりましたので、それが氷解するかどうか、というも

のもちょっとありますけども、２つ目の議題ということで、浦安市障がい者総合支援事業の平成 24 年

度の上半期の活動報告という事でさせていただきます。

西田委員：では、改めまして総合相談の西田と申します。宜しくお願い致します。早速ですが、2012 年上

半期 浦安市障がい者総合相談支援事業の活動報告をさせていただきます。

仕様書に定めている本事業の相談体制は、皆さんのお手元の資料、スライド２から５までに記載して

います。本年 7 月の全体会でお示しした内容と変わりないので、今回は、説明を省略させていただき、

早速、事業別にご報告をさせていただきます。

【スライド２】

まず、障がい者相談支援事業です。本事業は、総合相談が、自ら、地域の障がいのあるご本人、または、

家族からの相談を受け、生活課題等を解決していく個別のケースワークの業務です。統計をご説明します。

【スライド３】

相談実人数です。上半期には、136名の方からのご相談が寄せられました。

【スライド４】

相談に来られた利用者さんの年齢分布です。20歳以上の成人の方が 7割を占めています。
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【スライド５】

相談に来られた 136名の方の障がい種別ごとの割合です。身体 19％、知的 31％、精神 20％、手帳を所

持されていない方などの「その他」が 20％となっています。手帳の種別を軸に、統計を取っていること

から、発達障がいの方は、「身体」以外の種別に含まれています。発達障がいで、知的障がいを伴う方は

療育手帳を所持していることから、知的に、知的障がいを伴わない方は精神の手帳を所持されていること

から、精神に含まれてカウントしています。発達障がいの傾向がある方や、診断を受けているけれども手

帳を所持されていない方は、「その他」に含まれています。

【スライド６】

上半期に対応した相談延べ人数は、前年度比 120％の増で、9,231 名となっています。発達障がいも含

めた知的障がいの方への支援が最も多くなっています。

【スライド７】

相談対応内訳です。チーム支援が定着していることから、他機関との調整、打ち合わせ等が増え、関係

機関とのやり取りが 50.6％となっています。

【スライド８】

新規相談が入ってくる経路の内訳です。ご本人、ご家族から直接、ご相談が寄せられる割合が全体の７

７％を占めています。

【スライド９】

相談員の活動形態です。毎月平均、101件の訪問活動を行い、月平均 48件の来所面談を行いました。

【スライド 10】

相談対応を行った時間の分布です。窓口開設時間外の対応が全体の 21％となっています。

【スライド 11】

７月の全体会でもお見せした相談内容の項目表です。福祉サービス、社会資源の活用、ケアプラン作成、

権利擁護など、寄せられた相談内容は７つの大きな項目で整理し、その項目ごとに、更に詳細な相談内容

で分類しています。

【スライド 12】

相談支援の広がりです。支援が展開され、本格的に稼働することにより、最初の「主訴」だけではない

生活課題や困難さが浮き彫りになります。その結果、相談員が対応する支援領域は広がっていきます。

【スライド 13】

本事業は、障がい種別を問わず、横断的に相談支援を地域に提供することが求められています。今回は、

障がい種別ごとに、事例報告をいたします。なお、ご紹介する事例は、複数の事例を織り交ぜた架空の事

例です。お手元の配布資料には、事例、その他の事業報告については、含まれていません。

【スライド 14】

身体障がいがあるＡさんは、関係機関からの依頼で、総合相談が支援することになりました。 関係機
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関からは、Ａさんは、なかなか、人を信じることが出来ず、情報提供しても、支援を活用しない「気にな

る存在」であるとの申し送りがありました。

Ａさんは、足の裏は真っ黒で、髪の毛も洗髪できていない状況でしたが、ご本人は「困っていない」と

言い続け、相談支援の介入が必要だと思われました。

周囲からの「相談員さんに会うだけ会ってみたら」という助言をきっかけに、相談員とＡさんとの定期

的な面接が始まりました。相談員が面接援助で意識した３つの軸は、本人が「困っていない」という言葉

の背景にある事実とは？どんな暮らし、生活環境にある人なのか、これまでどんな人生を歩み、どんな価

値観を持った人なのかと言う事でした。

【スライド 15】

面接が深まる中で、家族と一緒に暮らしていても、安全に入浴ができない、外出ができない、暖かい食

事を取る事ができない、そんな生活を我慢する苦悩と限界が語られ始めました。Ａさんは、自分の生活を

守るために、心を閉ざし、決して、快適な生活で無くても、自分が要望することで、家から追い出される

よりもずっと良いと考えていたのです。「これが当たり前」と思う事で、自分を保ち、不自由な抑圧され

た生活をしていたＡさん。 ある出来事をきっかけに、相談員とＡさんは、人としての普通の暮らしを取

り戻すことを決めました。Ａさんの希望、力を引き出し、長年、自分に課していた抑圧から自己を解放し、

支援を活用していく道のりを、相談員と一緒に歩んだ事例です。

【スライド 16】

知的障がいのあるＢさん。「仕事がしたい」という強い希望を持っていましたが、実際は、幻覚妄想に

より不安になり、昼夜を問わずハローワーク等の地域の関係機関に電話、病気でなくても不安が高まると、

近所の内科に何度も通院する状態が続き通所施設を休みがちでした。

希望と現実のギャップをどう考えたら良いのか、どうしたら就労に近づけるのか、嘱託医を交えて事例

検討を繰り返しました。精神症状や知的能力、行動の背景をケース記録から洗い出し、Ｂさんの特性を見

立てていきました。

【スライド 17】

予定がはっきりしていないと不安になる、その不安を電話や通院で表現しているのではないか。その見

立てに沿って、スケジュールと目標を明確化し、「次がどうなるかわからない」という不安を作らないよ

う、工夫しました。

相談員はこの見立てと方針を念頭に置き、Ｂさんと相談しながら、週５日働くことを目標としました。

支援計画に沿って、通所施設や就労訓練の利用回数を計画的に増やしました。その間、就労には何が必要

かを学ぶために、就労支援センターとの面談を設けたり、定期的な関係者会議を開き、皆で目標を共有す

る場を設けました。Ｂさんは着実に課題をクリアし約４年かけて、週５日フルタイムで働くことができる

ようになりました。

【スライド 18】

精神障がいのあるＣさんは「日々の悩みを定期的に相談したい」と来所しました。Ｃさんは就労体験や

デイケアを休みがち。病院には通院していますが一日のほとんどは家で寝ており、日常生活のサポート役、

話し相手は全て母親という生活です。面接では、人間関係等職場での不満、服薬の問題と医者に言うこと

への不安がテーマになっていました。相談員は関係機関との連携を提案しましたが、Ｃさんは希望せず、

面談では同じ話題が繰り返されました。
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【スライド 19】

相談員は話を聞くだけでなく、Ｃさんの訴えの背景にある精神構造を知り共通理解を図ることに努めま

した。話を聞く中でＣさんは社会生活では普通に振舞っているが、家族には攻撃的で病的な自分がいて外

ではそれを出さないよう必死におさえていました。相談員は図を描いてＣさんと共通理解を図り「家だけ

の生活にならない、病的な面を出さずに社会と細く長くつながっていく」目標を共有しました。その為の

支援として相談員は、定期面談で他者とのコミュニケーションの取り方を提案したり不調の兆候を把握し、

適宜、医師への相談を提案したり適切な社会資源の情報提供と利用助言を行ったり現実的な生活上の困り

ごとに対する具体的な方策を検討しました。相談開始から５年、面談は淡々と続いていますが、わずかに

「親からの自立」が語られはじめ、自立に向けた取り組みが、スタートしました。

【スライド 20】

命を維持するために医療的なケアが必要な重複障がいのＤさん。ご本人は、医療的なケアが必要であっ

ても、仕事や余暇、療育、自分らしい暮らしは、あきらめない意思の持ち主です。 相談員は、そんなご

本人を支えるケアプランには、医療と福祉の連携が必須と考えました

相談支援が対応すべき課題は、ご本人のこれまでの生き方、社会とのつながりを、維持していくための

在宅生活の基盤整備でした。医療的なケアを含めた介護の確立、Ｄさんとその家族の想いに共感し、障が

いの重い人への支援の専門性を有した医療職の確保、重度の身体的ハンデを持つ本人の生きる意欲を引き

出していくための取り組みも必要でした。福祉と医療が連携するための下支え機能を相談支援が担ってい

ます。

【スライド 21】

急な体調異変があり、緊急時の安全体制確保が必須である、この方の在宅支援体制です。医療的なケア

必要な方は、とかく、処置が必要な患者さんとして見られがちです。実際、不安定な体調が続くＤさんに

対して、臆病になっていた家族と福祉関係者。でも、Ｄさん本人は、変わらず前向きであり、患者ではな

く生活者です。医療の専門性を生活の中に落とし込み、本人、家族、介護スタッフと一緒に伴走してくれ

る在宅医療機関を見つけたものの、支援チームに入ってもらうには、様々な課題がありました。相談員は、

何度も本人の人生、家族の想いを語り伝え、介護と医療をつなぐ接着剤の役割を担った事例です。

【スライド 22】

得意なことを増やしたいと希望している発達障がいのＥさん。現在、就労訓練、余暇支援、精神科への

通院支援を提供しています。これらの支援を受けるきっかけは、親族や訓練先での人間関係、ブログの閲

覧と書き込みについて、家にいてもやることがない空虚感について、本人から繰り返し訴えがあったこと

です。相談員は単に話を聞くだけではなく、安定した生活を送るためにはどうしたらよいか一緒に考えま

した。

【スライド 23】

Ｅさんの不安の構造を分析すると、ブログの閲覧や書き込みにより、誰かに狙われるのではないか、施

設に入所中の折り合いの悪い親族と同居になるのではないか、就労訓練先での人間関係、やることがなく

頭の中がモヤモヤする、精神科の受診ができていないことが原因だと考えました。相談員は、Ｅさんの不

安定な要素を取り除くために、Ｅさんが得意とすることを伸ばし、楽しみを増やすための余暇支援の導入、

Ｅさんとの共通理解をはかるための支援会議の開催、医療受診の援助、Ｅさんの親族が施設を退所する際

は、 Ｅさんとその親族との関係を踏まえ、地域移行について検討しました。その結果、まだ完全に、不
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安な気持ちが払拭されたわけではありませんが、Ｅさんは、自分の将来のことを考え始め、内向な気持ち

から、自分の自立を考える気持ちへと変化してきました。

【スライド 24】

続いて、地域自立支援協議会支援事業です。

【スライド 25】

会場や機器設営など、障がい福祉課と共に、事務局業務を行いました。

【スライド 26】

次に、相談支援機能強化事業です。この事業は、地域の困難事例に対して、総合相談が自ら相談支援を

提供すること、また、地域の関係機関に対する専門的な助言等を行うことを目的としています。

【スライド 27】

上半期の特徴的な困難事例については、虐待、家庭内暴力がキーワードとなる事例です。虐待案件につ

いては、現在、市の虐待防止センターと連携し対応しています。家庭内暴力についての相談では、家族が、

成人した障がいのある本人からの暴力や金銭搾取の対象となっている事例です。その背景には、外部に相

談できなかった長く秘密裏にされた家族の事情があったり、対応、支援が難しいとされる依存症や、親子

間の愛着の問題が絡んでいる事例となっています。

【スライド 28】

関係機関への支援としては、定例の勉強会を開催。最近、増えている統合失調症の診断が出ているけれ

ども発達障がいかもと思われる方からの相談。いわゆる定型の統合失調症の方とはちょっと違う。私たち

が困惑しているように、地域関係者も困っているのではないか。こんな想いから、総合失調症と発達障が

いの関連性についての勉強会を開催しました。参加人数、66名で、アンケートでは、「現場の困り感を捉

えた、とても旬な勉強会だった」と好評を頂きました。

【スライド 29】

住宅入居等支援事業です。

【スライド 30】

家探しから、物件確認、引っ越し作業など一連の住まいに関する支援を実践する事業です。 上半期も、

この事業を通して、念願の一人暮らしを実現された障がいのある当事者の方がいらっしゃいます。

【スライド 31】

社会で暗黙の了解となっている地域マナーや、ご近所とのお付き合い。しかし、それらを通訳してくれ

る家族と離れると、社会的なメッセージを読み取ることが難しい障がいのあるご本人が、自分でその暗黙

の了解を理解する必要があります。ある事例では、初めて親元を離れて一人暮らしを始めた発達障がいの

方が、定期的に自治会で設定されている「掃除の日」に困っていました。相談員は、その対応について、

ご本人と一緒に検討。ご本人なりの対処方法を構築し、安心されていました。些細なことかもしれません

が、地域生活は、こんなことの連続です。
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【スライド 32】

次に成年後見制度利用支援事業です。これは、権利擁護のための成年後見制度の利用を支援する事業で

す。

【スライド 33】

成年後見制度は、障がいのある本人の能力に合わせた利用をしなければ本人の権利を守る側面と、本人

の権利を奪う側面があります。

【スライド 34】

ある事例では、知り合いが、悪徳商法にだまされたことをきっかけに、保護者が、障がいのある本人の

ために、成年後見制度を熟知しないまま、良かれと思って後見を申請しました。しかし、本人の判断能力、

企業就労している状況からすると、相談員は、成年後見制度を活用するにも「後見」レベルではないと感

じ、本人の自己決定権が阻害されてしまうことを危惧しました。成年後見制度の専門機関につなぎ、保護

者と一緒に、成年後見制度の適正利用について検討しました。

【スライド 35】

地域連携事業は、地域の社会資源との連携やネットワーク構築を行う事業です。

【スライド 36】

地域連携促進のため、例年通り、子育て応援メッセに参加。長年、施設や精神病院等で生活している障

がいのある方が、地域での暮らしに移行、定着を促進していく地域移行支援協議会にも参加しました。厚

労省の研修事業を行った在宅医療機関より依頼があり、訪問看護師さんを対象として、相談支援専門員の

役割について講演いたしました。

【スライド 37】

自立支援生活支援事業では、障がいのある人の自立を支援するためのプログラム化された支援提供が求

められています。

【スライド 38】

支援会議を定期的に開催している事例では、往々にして、金銭管理、就労、余暇など包括的に構築され

た支援が展開されています。

【スライド 39】

数年前から、最重度の知的障がいが重複した自閉症の方の、その人にあった支援の方法をチームで検討、

構築してきました。その人なりの成長を後押しする支援構造は何か、どんな具体的な支援が有効なのか。

最近では、高機能自閉症の方たちが、フォーカスされがちですが、自閉症の中でも、重度の知的障がいが

あり日々の生活において全般的に支援が必要な方への関わりは、とても難しい支援です。健康、社会参加、

余暇、集団での行動など、主にこの４つの分野で、保護者、専門機関の助言を交えて、地域の皆さんと支

援メソッドを構築し、そのプログラムがベースとなって支援が継続されています。
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【スライド 40】

最後に、これらの実践を通して、見えてきた地域課題です。今回は、障がいのあるご本人のライフステ

ージごとに、家族が抱える困難さ、社会資源の不足を整理しました。

【スライド 41】

重度の知的障がい、自閉症との重複障がいなど障がいが重い人たち。思春期を迎え、発達段階では、第

二次成長を迎えます。ご本人の興味が広がると同時に、身体的な違和感や環境とのミスマッチから、自傷

や他害などパニックなどが頻発しやすい時期になります。体が大きくなった本人と親御さんの力関係は逆

転し、家族だけでは、ご本人の生活を支援することが困難になってきます。支援の必要性は切迫するもの

の、行動援護の支給決定を受けた重度の障がいがある人にケア提供できる支援者、事業者が不足していま

す。結果的に、個別支援も通所系の支援も思うように利用できない状況があります。また、ご本人が自身

の事を言葉で表現できないからこそ、支援の活路を見出すには、多くの時間を過ごす学校と福祉現場の連

携が不可避となります。教育現場との連携は、地域の仕組みとして確立していく必要があると思っていま

す。

【スライド 42】

発達障がい、軽度知的障がいがある方の支援を通して見えてきた課題です。18 歳、学校等の母体集団

がなくなり、生活の拠点が複雑な実社会に移行していきます。まだまだ人生経験も無く、コミュニケーシ

ョンに障がいを抱えての社会参加は、孤独、不安、他者との違いに葛藤、就労が継続しないなど、大きな

ストレスが生じます。そのストレスが障がいのある本人の心身に与える影響は大きく、保護者は、これら

の事象に心を痛めますが、障がいがある本人の特性が消えるわけではありません。その一方で、保護者の

レールを敷いて安全に我が子を導きたい希望と、社会との関わりの中で、苦労を抱えながらも成長してい

く本人が抱える悩みに乖離が生まれ、結果、家族との溝が生じる事も多く、本人には行き場がない閉塞感

が残ります。保護者も精神的に疲労困憊し、孤立していく状態にあります。18 歳以降の支援機関の周知

の必要性があり、家族が思春期、青年期との親子の関係性について、保護者同士のつながりを持ちながら

学び、考えることできるグループ支援の必要性を感じています。

【スライド 43】

障がいのあるご本人が 50 代から 60 代であれば、保護者の方は、70 代、80 代の高齢の親御さんです。

「私が支援できるのも、あと数年の事」と言ってご自身の健康不安を抱えながら、相談に来られる方が増

えています。親御さんには、福祉制度の情報が届かず、結果、支援を活用することなく、何とか身内で生

活を維持されてきたという背景があります。なかなかわが子と精神的に分離、他者にゆだねることも安心

できず、孤立感を感じている状態です。わが子に必要な支援が提供され、安心して生活する姿を、親御さ

んが確認していくための支援が必要であると感じています。 同時に、障がいのある本人も、親元を離れ

て暮らす実体験を通して、自立のイメージを深め、自分の意思を固めていく支援も必要です。しかし、実

際には、深夜早朝、夜間等を支援するヘルパーが不足し、ある一定の期間、親子が別々に暮らし、親亡き

後の準備をするための居住資源がありません。 高齢の親御さんが制度の情報を知り、支援者にわが子を

託していくプロセスに寄り添っていく支援が必要であると感じています。

【スライド 44】

地域の課題を見てみると、今後、特に議論を重ねる必要があることは、成人の障がいが重い人たちへの

支援だと考えます。先に述べた、重度の知的障がいと自閉症がある重複障がいの方、医療的なケアが必要
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な重度心身障がいの方を支える人材育成は急務です。日常生活にの全てにおいて、24 時間ベースで、介

護が必要な障がいの重い人たちを、地域は如何に支えるか、障がいの重度化が顕著となっている昨今、本

協議会において、議論していく必要性を感じています。

【スライド 45】

これらの課題に対して、個別のケースごとには、ご本人の生活が維持できるように、資源の開拓等を行

いましたが、地域の体制を整備するまでに至っていません。相談支援事業者だけで解決できるものではな

く、本協議会において、皆さんとの協働と連携を持って、より良い地域づくりに貢献していきたいと思っ

ています。ご静聴ありがとうございました。

下田会長：有難うございました。ただいまの報告に対しまして、何かご質問等ございますでしょうか。

はい、小川委員。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。成年後見の会議と本人の意思決定が阻害される可能性があるよう

なケースだったと。それはどういったことが想定されて、それはどういう形で判断したのか。成年後見

というものの使い方をみんなが間違えるといけないということなのかもしれないので、その内容を教え

ていただきたいのですけれども。

西田委員：はい。成年後見は、皆さんご存知だと思いますけど、後見と補助と補佐があります。それは本人

の能力によって、３段階が決まってくるわけですけれども。後見が例えば、つくとすると、選挙権が無

くなってしまったりとか、大きな契約がその後見人さんに移行されるわけですから、事実上のご本人の

意思決定というか、自己選択や意思決定というのが難しいというか、その人に委ねられるという風にな

ります。ですので、自分での判断能力が、まだあるという方に後見がっていう風に後見をつけてしまう

という事は、権利を奪う事にもなるという意味のご説明をさせていただきました。今回は当然ながら、

相談員が気が付いて、成年後見センターに専門機関ですから、そちらに繋いで判断を仰いだという事に

なります。

下田会長：はい。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい。小川委員。

小川（圭）委員：ご本人に、まだ何らかの意思決定能力がある場合は、成年後見を受けると、それはご本人

の意思というものは尊重されるという事が無くなってしまうのですか。仮にあったとしても、成年後見

が入ったとしても、その本人の意思は尊重されるというものではないのですか。

西田委員：はい。あの、ですけど、結局、成年後見制度はちゃんと成年後見センターが動いて、本人の能力

を正しく判定して、最終的には家庭裁判所からの決定が下されますので、総合相談としての役割は、そ

ういう、今ご質問をいただいたような成年後見について、「こうしたいんだよとか、うちの子心配なん

だけど。」というところで、ちゃんと話を聞いて、きちんと専門機関と一緒に、たらいまわしする事で

はなく、一緒に説明をしていくというのが相談業務だと思っていまして、成年後見の詳しい事は、今日

こちらにいらっしゃいますけど、社会福祉協議会の成年後見センターの方に、正確にご説明させていた

だくのがよいかと思います。支援援助、私たちがやっているのは、相談支援のなかで、成年後見利用支

援事業なので、利用の支援をするという事になっております。
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下田会長：今の回答でよろしいでしょうか。はい、枝川委員、お願いします。

枝川委員：浦安手をつなぐ親の会の枝川ですが、今の後見人制度、ひとえに後見人って一括されていますけ

れども三段階ありまして、一番上の後見人になってしまうと選挙権はなくなります。昔で言う禁治産者

みたいな対応になってしまいます。今、全国で「それはおかしい」という裁判が行われております。で

すから、この先どうなるかはわかりませんが、一番守られるのは後見人なので一番高い制度なので、そ

れでもやっぱり人間として選挙権ははく奪しないで欲しいというのが障がい者の声として上がってい

ます。ですからそれを見守って応援していきたいと今親の会は活動しております。以上です。

下田会長：ありがとうございます。それではよろしいでしょうか。はい、上田委員。

上田委員：すいません、ともさんに失礼な事になってしまったら本当に申し訳ないです、いつも。悪意はな

いです。わたし、ここで言いたい事はこれなんだと思いました。

重い重複障がいの方の成人した方にこれからケアの重きを置きたいという結論はすごくよくわかっ

たですし、それを否定するつもりはないですけど、特別支援教育から始まりましてそろそろ高卒で出て

いくのですね。ケアをされてきた子が、もう卒業するんです。だけど、その子が社会に出たり、社会に

出るまでの巣立っていく時にもう少し手厚い手入れが必要なんですけど、そこの部分をする所が実はな

くて、例えばさっき、西田さんがちょっと恫喝みたいに「あなたのお子さんはともを使ってないの？」

って言われたんですけど、何かって言うと、うちの子なんかは個人的なことを言うと、全然何も使わず

に来たんです。療育手帳をもらっているので、療育手帳を持っている人にいわゆるちょっと市がお金を

つけてくれるっていうのはいただいていているんですけどそれ以外は、なかなか使えるものがなくって

来ているんです。でも、そういう子たちも発達障がいがある子たちですし、認知がゆがんでいますし、

出来ない事がいっぱいあって、そこで何か世の中で普通に生きていくのが、やっぱりちょっと支援が、

色々な意味の支援が、色々な角度からの支援が、そして長い期間の支援が必要なんですね。薄くかもし

れないけど長く、多分一生必要なんです。

何が言いたいかというと、そこの需要があることに対して、自立支援協議会はどうも危機感を持って

おられないらしい、それは色々な障がいの方がおられる、皆さんそれぞれ思惑は違うかもしれないんで

すけれども、それを私が言うしか、ここで、どうもないらしいので言うんですけれども、重い成人期の

重複障がいの方を重きをおいて下さるのは結構な事だと思うんですけど、そうやって結論を作ってしま

うのが恐ろしくって、私たちは、だから「障がい福祉課に言え」って言われたんで障がい福祉課に言う

んでしょうけれども、この辺の子たちの面倒を浦安市はみてこなかったし、みてこなかった子がいよい

よ社会に出るんだけれども、そしたらもっとこう学校でも困っていた、でも学校はやる事は決まってい

るし出席してテスト取って、友達とケンカしないよう生きていけば何とか卒業できるようになるけど、

生きていくっていうのは実はそれよりももっともっと難しくって、そしたらやっぱり支援が必要になっ

たりトラブルが出てくるんだけれども、そこに対して何をするかとか足りないものがあるからこれとこ

れをやろうね、とかという意思は実はここで議題になった事はなく、ともさんの攻撃ではなくって、結

果でなっちゃうなら本当に申し訳ないと思うんですけど、そこの部分のケアを誰がやってくれるの、何

をしてくれるの、今年何をやるの、今年はでききらない事なら来年なら何をやるの、５年後にはこれは

実現するよ、というものが全くなくって、それを大事だと思う人が今まで私以外いなかったのかなって。

私はそれが大事だって思っているし、そこの議論をしていないのが、とってもごめんなさい、申し訳な

いけど非常にむなしく思えて、本当に皆から浮きたくはないんですけど、結果的に浮かざるを得ないの

は私たちの子たちがケアを受けてこなかった、そしてこれから、今黙っているとこれからもどうも受け
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られないらしい、という事なんです。すごい危機感を持っているし、その子たちに、その浦安のその子

たちにあなたたちは何をしてくれるのかという事をもう少し真剣に考えて欲しいなって思って、あのす

いません、時間を取ってもらいましたが、あの、この構成だってともさんが基幹相談を受けたことで、

取ったことできっと時間は取ることは分かっていたのに、ＤＶＤの時間を沢山多めにしたり、わざと時

間がないって言っているのかっていう風に思わざるを得ないのです。運営の方法が。それは障がい福祉

課が時間配分をされているのかもしれないですけど、はい、あの本当に困っているし、困っていなけれ

ばこんなこと言いませんよ、皆の前で恥をかいて、あの、なに、事実に即さないとか非難されながら、

あなたの所は使っていないのと恫喝されながら、言わないですよ、でも必要なんですよ。

西田委員：はい、すみません、あの、私達総合相談から見えてきた地域課題というのはスライドで見ていた

だきたいという風に申し上げたと思うのですけれども、コミュニケ―ションの障がいを抱えての社会参

加という発達障がいの軽度の方たちの事例をお話ししました。それは地域課題だと思っているのでお話

ししていますので、重度の自閉症の人や重度重複障がいの人たちを、だけを取り出して、それが課題で

すということではない、あの、伝えたつもりはありません。それから、先ほど、うちの、ともさん、と

もさん、とおっしゃるので申し訳ないですけど、私達はともという法人で総合相談を受託していますか

ら総合相談含めてうちが行わさせていただいている、その利用に関しての、総合相談は使えないという

お話だったので何を根拠におっしゃっているのかなってああいう風に伺っただけです。それから、自立

支援協議会で話をする時に、私達は今日、自立支援協議会で総合相談の評価を頂かなければいけないっ

ていう法律に基づいてこの発表をさせて頂いています。なので、私たちの総合相談が問題があるってい

うのであれば、それはそれでお伝え頂ければ、という事です。それとは別に自立支援協議会は皆さんの

ものなので、私たちが何かできることではないので委員の方として今の巣立ちの問題とかっていうこと

を問題にちゃんとされて、皆もそうやってその方法を話し合っていくのであればその通りだと思います。

巣立ちという問題は本当に難しいですし、今日事例でお話しした、就労に繋がるところの問題とか思春

期の問題とか発達障がいの方の思春期や精神障がいの方の思春期の問題というのはとても大きい事だ

と思うので支援者や保護者のグループワークが必要ではないか、という課題も述べさせていただいたと

思いますので決して上田さんのおっしゃっている事が全く阻害されているとかそういう事ではないこ

とはお伝えしたいなと思いました。

下田会長：よろしいでしょうか。今、提起された問題については協議会の中で議論していきたい。議論する

だけではなく、その解決の方法、そういう事で話は、取り組みを検討していきたいと思います。よろし

いでしょうか。

佐藤委員：エメラルドの佐藤です

下田会長：佐藤委員、お願いします。

佐藤委員：今のと関連があるのかどうかというと気になりますが、過去、私平成 19年、20年と委員をやっ

てきました。そして 20年 21年は委員を辞退したのですけれども、その間ですね、障がい者の為の自立

支援協議会でありながら、視覚障がい者の代表だけが入ってなかったんです。他の障がい者の代表は入

っていたのですね。こういう重要な会議に視覚障がい者の代表が入らないという事に誰も疑問を持たず

に２年間を過ごしてしまって、そして全障がい者の意思として下田会長の名前で提案をされちゃったの

ですね。私たちの意見は何も入っていません。その内容についてもいくつか私達としては疑問がありま
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したが、もう今の時点ではまた時間がかかるのでそれは置きます。

それと、過去の議事録をご覧になって下さい。知的障がいとかそういう方たちの話は議題に上がって

います。しかし、視覚障がい者、聴覚障がい者、四肢麻痺の方、複合障がいとしてそういう事例が挙が

っており、その複合の中に四肢麻痺があったりという事はあるかもしれませんが、よその自治体の議事

録を見ますと、ちゃんと名前も書いてあって何の代表かっていうのも、ちなみに県の自立支援協議会に

も視覚障がい者の代表が出ていますし、知的障がい者の代表、それから、民間事業所の代表とか、あら

ゆるものから出ているのですね。そして色々な所の問題点が討議されています。浦安はちょっと偏りが

あるのではないかな、と考えています。それで 20年 21年、私がエメラルドサポートの代表としては辞

退しました。でも視覚障がい者の代表は誰も入っていません。その時の会長、別の人だったんですけど

も、こういう形で、過去において進められたという事実があるという事を委員の皆さんに知って頂きた

いと思いました。以上でございます。

下田会長：このご意見を重く受け止めたいと思います。委員の選考については、ちょっと我々は。障がい福

祉課のほうから。

橋野委員：障がい福祉課の橋野です。今の佐藤委員のご意見は既に障がい福祉課として承っておりまして、

既に今の協議会のメンバーの方では改善されている所です。また、現在の協議会の運営についてもたく

さんご意見いただいておりまして、この次の議題でこれらのご意見を踏まえて今後、25 年度のあり方

の検討結果を説明させていただく予定となっておりますので、そのお話を聞いていただけたらと思いま

す。ここでは、総合相談についてのご質問があればという事でお願いいたします。

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。資料７ページの相談形態、６ヶ月の統計で電話 5,774、訪問・同

行 605、来所 284、関係者会議 58も分かるんですけど、機関との連携というのは具体的には、電話でも

訪問でも来所でも会議でもない機関との連携 2,520 件あるんですけれど、具体的にはどういう事をここ

はカウントしているのでしょうか。

西田委員：はい、二つの機関、総合相談ともう一つの機関の打ち合わせをここに入れています。だから電話

でも訪問でも来所でも。じゃあ、この関係者、その方法ですよね。方法ですか？関係者、もう一つの機

関と打ち合わせをしている事をこの関係者との連携という所でカウントしてるのですが、この中はミー

ティングなのか、訪問なのか、来所してもらっているのか電話なのかっていうことを答えることは、今

その数字はない。つまり、ここにある電話と訪問と来所というのは、相手が一人、相手、利用者さんだ

ったり保護者だったりして、関係機関との連携は二つ、総合相談ともう一つの機関が電話をしたか、訪

問をしたか、来所で話したかっていうのをカウントされています。メールとＦＡＸも入ります。

小川（圭）委員：ご電話とＦＡＸが入っている。

西田委員：はい、そうです。

小川（圭）委員：でもそれは電話にはカウントされていない。
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西田委員：そうです。

小川（圭）委員：来所しても来所にはカウントされていない。

西田委員：はい、そうです。訪問にも。

小川（圭）委員：すみません、具体的に思い浮かばなくて。来ない、というのはこっちがどこかに出かけて

いるでもない。

西田委員：こっちというのは総合相談？

小川（圭）委員：ごめんなさい、そうです。総合相談、訪問でもないのですよね。機関に出向いた？

西田委員：そうですね。機関に出向いたところは機関との連携にカウントしてあって、訪問という所にカウ

ントしてません。

小川（圭）委員：電話にもカウントしていない。

西田委員：なので、電話、訪問・同行、来所っていう左の三つは対利用者さんと思っていただいて、関係機

関との連携、関係者会議の二つは機関との数字だと思っていただけるとちょっとわかりやすいかなと思

います。当然ながら、関係者会議には利用者さんが入っている場合と入っていない場合がありますけれ

ども。

小川（圭）委員：関係者と会議をやった時は機関との連携をしてても、そっちににカウントしている？

関係者と機関。機関というのは関係者も入ってますよね。

西田委員：関係者三つか三つ以上集まれば関係者会議に入れていて、二つだけだったら関係機関との連携。

佐藤委員：エメラルドの佐藤です。事業所と利用者さんと、ともさんと打ち合わせしたら、それは関係者会

議。事業者さんに「こういうケアをお願いします」というのは、一か所だけだから、機関との連携で

すよね。

西田委員：そうです。なのでダブルカウントしているのかという事が聞きたいんですよね。ダブルカウント

はしていません。

小川（圭）委員：わかりました。

下田会長：はい。それではちょっと時間もおしている事でございますし、委員のそれぞれの皆様もちょっと

お忙しく用事もあると思いますので、もし個別に質問がある場合には後で聞いていただくことにしま

して、先ほど出ました平成 25 年度からの自立支援協議会、大きくあり方を変えるという事で、それ

ぞれのプロジェクト会、あるいは幹事会の方で議論を進めてまいりました。それにつきまして事務局

の方から概要説明頂いて、このような形で発足をさせたい、という提案をさせていただきます。
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事務局：障がい福祉課、宇田川です。時間が過ぎてしまい大変申し訳ありません。最後の議題ですのでもう

しばらくお時間頂ければと思います。よろしくお願いいたします。見ていただく資料は「議題３資料」

という風に書いたＡ３版の縦版の資料になります。これまで障がい福祉を取り巻く環境というのは

様々な変遷がある訳ですけれども、この 24 年４月、障害者自立支援法あるいは児童福祉法の一部改

正というのもございまして、求められるものというのが新たに出てきております。そういった観点か

ら事務局としましては平成 25 年度自立支援協議会のあり方を今年度ずっと見直して検証してきた所

であります。皆さんお手元にあります資料、上半分をご覧いただければその組織の図、案を示した資

料になっておりますのでご覧ください。まず、これまでの四つのプロジェクト、まずは特別支援教育

プロジェクト会、それから啓発広報プロジェクト会、そして事業者支援・制度プロジェクト会、就労

支援プロジェクト会、という事で四つのプロジェクト会を行ってきた所です。で、上に矢印がありま

すけれども、それぞれ法改正等に合わせまして 25 年度の自立支援協議会のあり方、というのを見直

しています。まず、特別支援教育プロジェクトから上に矢印のあります「こども部会」です。これは

こどもへの支援という事でこの４月、24 年４月の障害者自立支援法の一部改正を踏まえまして、障

がい児支援というのが、一つ強化されたところでございます。それに伴って、児童に関わる新しいサ

ービス体系というのが創設されました。この児童福祉法というのを基本としまして、身近な地域での

支援を充実させることっていうことが示されたところです。また、児童福祉法の対象とされる生まれ

てから 18 歳になるまでのそれぞれのライフステージに合わせた必要な支援、それからスムーズな連

携、こういったことを図るために自立支援協議会における「こども部会」というものの設置を考えて

います。現存の特別支援教育プロジェクト会、この支援範囲を超えた部会の設置という事で支援の強

化を図っていく必要があると考えた所です。で、一つには新たに「こども部会」の設置、それから続

いて啓発・広報プロジェクト会の上の矢印の方に「権利擁護部会」と書いてあります。こちらの方は、

もう皆さんご承知かとは思いますけれども、この 24年の 10月に「障がい者虐待防止法」が施行され

ています。地域のおけるですね、障がい者の虐待防止等のネットワークの強化というのが必要とされ

ております。また、虐待防止法では、障がい者虐待防止法ではですね、国と地方公共団体の責務の一

つとしてですね、権利擁護に係る啓発・広報活動、そういったものが定められた所です。また、権利

擁護に関しましてですね、なくてはならない制度という事で成年後見制度、こういったものの普及活

動、こういったものが必要という風に事務局の方では考えております。という訳で二つ目にですね「権

利擁護部会」の設置を考えております。それから三つ目です。「相談支援部会」という事で、これま

でも話に出ておりますようにこれからはサービスを利用するにあたってですね、サービス等利用計画、

いわゆるケアプラン、というのが必要になってまいります。26 年度中には全ての利用者に対してサ

ービス利用計画、ケアプランが必要になってきます。そういうサービス等の利用計画のですね、質の

向上を図る必要がでてまいります。その為の体制の強化という事でこういったケアプランのいわゆる

質的向上等もにらんでですね、また作ったケアプランの評価等も含めて「相談支援部会」というのを

考えております。これまでの事業者支援・制度プロジェクト会は、この一部については「相談支援部

会」に入る協議内容もあるかと思います。また、最後に四つ目の部会として「地域生活支援部会」と

いうものの設置を考えておりますが、これについてはですね、これまでの事業者制度・支援プロジェ

クト会で扱ってきた色々な問題課題の一部、それから就労支援プロジェクト会で扱ってきた課題をこ

ちらの方の「地域生活支援部会」で行っていきたい、という事の考えでございます。で、またこの四

つの部会以外に新たにその右上の方を見ていただくと「本人部会」という、書いたものがございます。

これはあの、障がい当事者の部会として新たに「本人部会」という事で設置を考えております。それ

から、現在の構図ですと全体会、幹事会といった構図になっておりますが、それを「自立支援協議会」

という事で上の真ん中の四角になりますが、全体会と幹事会を「協議会」として一本化していきたい
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という風に思います。また、今日も先ほど相談支援事業の実績活動報告がありましたけれども、こう

いった活動報告、各部会の報告等に関しましては右上の「合同部会」、年２回という事で書かせて頂

いておりますけれども、この「合同部会」というものを設置、開設しましてここで相談支援事業の実

績報告、あるいは各部会の活動報告などを行ってまいりたいと考えております。この自立支援協議会

は、説明させていただきましたように全体会と幹事会を一本化して「自立支援協議会」、それから主

に活動報告などを行う「合同部会」、そして新たに「本人部会」、それとこれまでの四つのプロジェク

ト会を法改正等に合わせてですね、新たな部会の設置、という事で考えております。で、あの、下の

方を見ていただくと、それぞれの部会の目的、主な課題という事で示してございます。目的について

は後でご覧になっていただければと思うんですけれども、まず地域、自立支援協議会という所では、

これまでと幹事会でこれまでやってきた地域課題の整理と対応に関する事項、それから来年度設置し

ます基幹相談支援センターの事業等についての検証と評価、それとこども部会につきましては教育と

福祉の連携に関する事項、具体的にはですね、例えば教育研究センターを中心としました支援体制の

あり方ですとか、あるいは特別支援教育の抱える問題の改善策の協議ですとか、あるいは保育園から

小学校、小学校から中学校とずっと引き続いて使えるその方の支援に対して有効だといわれているサ

ポートファイル、そういったものの活用といった教育と福祉の連携、それからあるいは学校における

指導計画、支援計画の策定状況の検証などこういったものをこども部会で行っていければ、というふ

うに考えます。それから権利擁護部会です。まず、障がい者の権利擁護に関する啓発・広報に関する

事項と、それから虐待防止に関する事項、実績報告などを想定しています。それから同じく成年後見

制度の普及に関する事項などを権利擁護部会で取り扱っていければというふうに考えます。それから

続いて相談支援部会です。これはケアプランの質の向上に関する事項という事で作ったサービス計画、

利用計画の検証などを含めて考えております。それから地域生活支援部会です。こちらの方について

は障がい者の就労に関する事項、それから、グループホームとかケアホームなどの居住、あるいは自

立支援、宿泊型の整備ですとか、賃貸住宅への入居支援、こういったものを協議していく、住まい・

地域定着に関する事項、そして障がい者の地域、地域での暮らし全般に関する事項として例えば重度

の障がいを持った方のサービスを利用できる仕組み作りですとか、そういったものを考えた部会、と

いう事で設置を考えております。それからあと本人部会に関しましては、自立支援協議会と各部会の

活動報告、情報交換、それから当事者が抱える問題、課題の洗い出し、こういったものを本人部会で

やっていければという事で考えております。それから合同部会につきましては先ほどあの申しました

ように基幹相談支援センターの実績報告ですとか検証、そういったものをやっていきたいと考えます。

で、この自立支援、上の段の方、上の方に戻りますけれども自立支援、協議会とは別の組織として左

側の上の方に点線で囲ったものがあるのでちょっと見ていただきたいと思うのですが、自立支援協議

会と連携の必要な会議ということで、これは自立支援協議会とは別にして事務局を通して協議会との

連携を図っていく組織という事で考えております。まず一つ目としては相談実務者会議、これは実際

に相談支援を担っている方の会議、それから虐待防止の実務者会議、虐待防止の、今後虐待防止法の

施行に伴って市の方では、あの連携対策協議会なるものを編成していく予定ですが、そういった中の

行政の関係機関を中心にこの実務者会議を考えております。それから三つ目に就労支援実務者会議と

いう事で、実際には就労支援を担っている方を中心とした実務者会議、そういった実務者会議を設置

していきたいというふうに考えています。また、個別ケースにつきましてもこの実務者会議の例えば

相談実務者会議で行っていく、そういったことを想定しております。最後になりますけれどもこの自

立支援協議会、それから各部会、25 年度から、今回の全体会もそうなんですけど、基本的に傍聴可

とします。議事録は公開していきます。これは全体会の議事録だけではなくて部会の議事録も公開し

てまいりたいと考えています。また、議事録には委員名を掲載して、内容はテープから起こしたもの
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で考えたいと思います。ただし個人情報に係る部分は非公開という形で考えています。駆け足なって

しまいましたけれども、25 年度からの自立支援協議会のあり方という事で説明させていただきまし

た。以上です。

下田会長：はい、どうも有難うございました。25 年の自立支援協議会という事で、これまでと大きく変え

てですね、より自立支援協議会の活性に向けて総意といいますか力を合わせていこうという事になっ

ている訳ですが、何かございますでしょうか。順番でいきますね、足立委員お願いします。

足立委員：視覚障がい者の会トパーズクラブの足立です。今、フレームワークのご説明をいただいたのです

けれども、ちょっと私、一番欠けているっていうか、ちょっといつも感じているのですけれども、何

のために、障がい者にどういう、障がい者というものをどうみていくか、どう理解させていくか、ど

う理解してもらっていくかという事は絶対に必要なんだと。それがちょっとね、いつも欠けてて何か

個別論になってしまうのがちょっと不満なんですね。

それで、障害者自立支援法、今度は障がい者総合支援法、その根本にあるのは、国連の「障がい者

の権利に関する条約」だったと思うのですね。これは非常に長い条約なんで読むのに非常に苦労する

んですけれども、そのそこで謳われている事は、要するに障がい者に対して合理的な配慮をすること

を義務付けるものなんですね。それがすべての出発点にある訳です。それが忘れられるといけないの

でそれをちょっとどこかに謳って欲しい。

また、それでさっき佐藤委員から話がありましたけれども、視覚障がい者について言いますとね、

視覚障がい者に合理的配慮がなされているかというと、むしろ江戸時代の方が合理的配慮がなされて

いたのではないかと。士農工商の時代にですね、武士はともかくお百姓の仕事、それから職人さんの

仕事、大工さんの仕事、商人の仕事、それが視覚、目が見えないとできない。そこで室町時代からあ

ったのですけれども、あんま・マッサージ、それが専門になった。ところが明治時代にはそれがまだ

守られて大きな病院なんかであんまとかそういった事業、人達を雇用する社会で、合理的な配慮があ

った。ところが今そういう合理的配慮がなくなってしまった。

後でちょっと申し上げるつもりでしたけどついでに申し上げますとね、全体として、例えば（障が

い者の）雇用率1.8％を今度は２％にする。56人以上の事業法人は1.8％を雇用しなければならない。

今年の６月だったかな、厚生省が 11 月の末に発表していますけど、これが 1.69％まであがったと。

ところが日盲連などに言わせると、盲人の就業率は下がっている。特にあんま・マッサージは、どん

どん侵略されているという感じなんですね。だから要するによって来たる所は合理的配慮がなされて

いるかどうかということをみんなが確かめて議論しないと、だめなんじゃないかという感じがするん

ですね。ですから根本的な所でそれを入れていって法の精神に基づいて、法の精神で会議してほしい

んですね。

まあ、ついでに申し上げると、今、あんまのマッサージの仕事をトパーズクラブは市役所と一緒に

支援して、やっている。これも合理的な配慮は市役所の障がい福祉はやってくれるんです。ところが

市全体となるとどうもそうはいかない。合理的配慮がない。例えば、マッサージ券というのは高齢者

や障がい者に渡していますね。あのマッサージ券がどれだけ使われているか、障がい者、盲人の障が

い者を利用しているか、そういう統計は取らなければ。取ってもらわなければいけないし、それから

さっきの障がい者のその就業率についての障がい別の就業率を、統計を取っていく事からスタートし

ないと、あまりにも別々のケースがあってそれが出来なくなる。例えば知的障がいの就業率はどれぐ

らいになったのか、視覚障がい者の就業率はどれくらいになったのかそういう検知をしていかないと、

議論だけしていくんじゃ、やはり何か尺度がないと進歩はしないと思うんですね。そういう見方をし
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ていただけるようにしていただきたいと思います。以上です。

下田会長：ありがとうございます。今、おっしゃられた視点、あるいはそういった考え方をですね今度は運

営トップの下でその運営をしていきたいというふうに考えます。ですから今のご意見非常に受け止めま

してですね、そういう形の視点を組み込んで、色々なデータを落としながら議論というか始めて行くよ

うに努力したいという事で回答させていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。

足立委員：非常にそれでよろしいと思います。特に障がい福祉課には大変良くやっていただいてますし、部

長さんのご理解も大変あるとあちこちから聞いていますので。有難うございます。

下田会長：では次によろしいでしょうか。では上田委員。

上田委員：さっきの繰り返しなんですけど、発達障がい者は、１，２歳くらいで多分、親がおかしいな、０

歳からおかしいと思う親もいるけど、１，２歳くらいでなんかこの子ちょっと違うなと思って、それか

らずっと親が死ぬまで、親であれば死ぬまで本人が人生を終えるまでずっと脳の機能障がいなので、上

手く学べない、学び損なう、何か違ったことを考えてしまう、受け止めるべき情報から普通の人なら考

えることじゃない事を結果として胸に留めるというタイプの障がいなので、ずっと支援が必要なんです

けど、こうブツブツ切られてしまうと、こども部会が 18 歳未満ですっていって、さっき言っていた実

は、えっと、小学校までのですね教育センターの先生も来てくださっていると思うのですけど、結構小

学校までは浦安市に生まれたハンディキャップのある子は割と幸せかなって思うんです。よそと比べた

時にね。

それでその後の中学校かなり荒野だし高校はもっとカラッカラの荒野だし、つまり普通の県立高校と

か私立に行った場合、カラッカラの荒野だし、その後なんか本当に何にもないんですよ。で、そこが一

番大変だと私たちなんかは生活実感として思っていて、そこをどうやってソフトランディングさせてと

いう課題の時に 18 で切るって、法律なんだろうけど、つまり発達障がい者の０歳で生まれた子が 80

歳で死ぬとして、そこまでずっと手厚いという訳ではないと思うんですけど、個々である種厚い所が必

要で、それはやっぱり転換期なんですね。ルールはある程度学べるので安定した所におくと落ち着くの

で、ただ、例えば中学校に入りたてとか、就労したてとか、一人暮らししたてとか、転換期にはすごく

手厚い支援が必要なんですけど、そういう視点が全くなくって、行政が作らないのはしょうがないんで

すけど、じゃあ浦安市は０歳で生まれて 80 歳でひょっとしたら浦安で死ぬ子をどうやってみていくの

か。この切り方だと全然賛成できません。どうやってみていくのというのが見えないんですもの。まっ

たくこう不満です。

下田会長：はい、ご意見は拝聴した上で今の配慮できるような形の、これはあくまで枠組みの話ですから、

その中で横との連携とか協議の場が多数設けられていますので、その中でですね、ある種のターゲット

を明確にしないといけないというのもありますので、それらの横の連携をつないでですね、そういった

今のご批判…

上田委員：いえ、違います。ここの横の連携をつないでも発達障がいの子は幸せにならないって言ってるん

です。
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下田会長：いや、そこの横の連携だけでは、部会の連携だけではなくて、様々なあの合同部会とか実務者会

議とか様々な物、そういうもの全ての連携という事です。ですから、ただ機械的につなげるという発想

ではなくて、全体が連携を取りながら対応していくという事でございます。ですので、今おっしゃられ

ている事について、十分配慮しながら、そういった連携して議論するという事です。

すいません、小川委員が先に手を挙げてますので。はい。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。基本的な事を幾つか伺いたいんですけど、この青写真というのは

市が作ったもの？この組織図というかね、絵というか、それが伺いたい事の一つ。

上の絵と下の絵の真ん中の公開にすると。これについて、皆さん手元に送られてくる議事録、これで

合っていますかというので、みんな苦労しているんですけれど、これはテープを持ってきてもいいんで

すかねというのが二つ。その、自分が言ったことが合っているのかっていうのを本当に考えるのが２か

月経ったりとか１か月経ったりすると、本当に思い出せなくって、それがそのテープがあれば自分が言

った事が、ちゃんとこの場面でこういう風に言ったといったのが分かるので、それが一つ。

三つ目が左上の所にある自立支援協議会と連携が必要な会議、これは現時点であるのかこれから立ち

上げるのか、それをどういう形でメンバーを選んでいくのか、事務局はもう決まっているようなのです

けど、これの構成員、どういう形で今後なのか今あるのか。

あと、この上の方の上の半分の、一番最初に「え？」と思ったのが、きっと皆さんが見て一番真ん中

に来ている事務局だと思うんですけど、私、これをいただいたのが実はプロジェクト会の時に前資料が

無くて当日に資料として一回見せられていて、その時には分からなくってその後勉強させてもらったの

ですけど、10 幾つかの自治体を見てきたのですけど、事務局が真ん中になっている組織図というのは

初めて見たんですよ。全部なんか事務局を経由してなんか動く形に見えちゃったりするので、これはい

かがなものかと。事務局って端っこにいて、まあ事務局ですものね、という所だと思うんですけど、何

かが全部上にいく矢印も下にいく矢印も横にいく矢印も全部なんか事務局を経由していくという意味

がよく分からない。全部で四つ今の所聞いたのでしょうか。

あとその事務局の下の部分にある各部会や協議会の役割が書いてあるのですけど、事務局については

役割が書いていない。だから事務局は真ん中にありながら、矢印が全部ここを通過していながら役割が

ないのが分からない。これで五つ目かな。

下田会長：事務局の方でお願いします。

橋野委員：まずはじめに、誰がこの図を作ったのか。パソコンの中で作ったというのは障がい福祉課で作っ

ていますが、これは先ほどの今年度の活動状況の中で説明しましたように幹事会の中でも何回かこの図

を使って話してきています。あと、各プロジェクトの中に各１回ずつですけども検討いただきたいとい

う事でご説明して示した所です。

次は、テープの持ち込みですか？まだそこまでの所は取り決めておりませんので、今後検討していき

ます。

次が自立支援協議会と連携の必要な会議がいつからという事なんですが、これは平成 25 年度からの

組織図という事ですのでこの会議についても 25 年度からという事で考えております。こちらは協議会

とは別に、それぞれの、障がい福祉課が中心となって行う実務者会議ですので、こちらについては協議

会とは別途障がい福祉課中心に動いていこうと思っています。それから事務局の図の所で二つご質問を

いただいていますが、この表現については、また今日のご意見を踏まえて書き方は検討、工夫していこ

うと思っていますが、特に事務局は通過していくところですので役割を持っている訳ではなく、それぞ
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れの会議で出てきた議題、課題等を吸い上げてまた協議会に投げかけて、協議会で出てきたものを部会

の方に下していく通過という所で真ん中に入っています。表現については、今後工夫をしていきたいと

思います。以上です。

下田会長：では、足立委員。

足立委員：視覚障害者の会・トパーズクラブの足立です。今の小川委員の質問の中で一つのテープの問題、

議事録の問題について。議事録を早く出して頂ければ解決するという事ですね。だから、あのちょっと

遅すぎると。２ヶ月後とか３か月後に議事録が出てくるのは遅すぎます。もっと早くしていただきたい。

で、まあそれがなければ、やはりテープを持ち込まざるを得ないですよね。

それからあの、さっきの上田委員の質問に対しては、要するに組織図の中では救えないという事を連

携という言葉で下田会長はおっしゃったけれども、上田委員は多分これについて今回のプロジェクト会

に出ておられないようですから初めて聞く話だと思うし、私もプロジェクト会出ていないから初めて聞

く話ですね。この枠組みに上田委員がおっしゃったようなものを枠組みの中に加える、一つの箱を加え

るという事は出来ないのですか。

下田会長：はい、それは事務局の方で。

橋野委員：会議録につきましては概ね１，２ヶ月でテープ起こししまして各委員の皆さんに「内容はこれで

よろしいでしょうか」という事で確認をするためにそれぞれお送りしています。

足立委員：それが遅かった。

橋野委員：委員さんの方からまたテープを確認したいとかいう事でなかなか決定しないという事もあります

が、今後についてはそこも含めて検討していきたいと思います。

あと、部会の所なんですけれども、発達障がいの方をはじめとした様々な障がいの方、皆さん 18 歳

で区切れる支援ではなく、皆さんやはり生まれてから 18 歳を通過して就労だとか住まいだとか地域の

暮らし全般に関する支援をもちろん考えていかなければいけないと思っています。ただ、この中でこど

も部会を作ったという意味は、教育機関をはじめとした関係機関が異なってきますので少し専門的な、

という事でこども部会というものを設定しております。地域生活支援部会というのは大人だけでなく地

域生活すべて、就労、住まい、地域全てのことをやる部会となっておりますので子供から大人への 18

歳の支援については、この地域生活支援部会でもやっていけるんではないかと考えている所です。以上

です。

下田会長：はい、今承った意見については、これで全く動かせない、という訳ではありませんので、それか

らちょっと今、様々ないただいたご意見をですね、この中に組み込みながら少し改良というか改善をし

ていきたいと思っています。よろしいでしょうか。

だいぶ時間も押して、本来２時間という事で想定しておりましたが既に 45分、50分を回ってしまい

ました。ひとえに私の議事、進行のまずさ、ミスにより申し訳なく申し上げますが、これにつきまして

は自立支援協議会という事で、色々出ましたご意見というものをしっかりと受け止めまして委員選定の

問題も含めましてしっかり受け止めてこちらの方で対応していきたいというふうに思っております。
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小川（圭）委員：お急ぎの所申し訳ないんですけど、公の場で私たちが自立支援協議会の、私たちが実際に

所属している自立支援協議会はどんな形になるのかを目にするのは、例えば今年で任期が、今年で任期

終わらない？終わり？そうすると、私たちが仮に再任がされなければこれを見る事が無くて終わる形に

なるんですよ。ごめんなさい、こうやって協議したんだけど、これがどういう形で次に現れてくるのか

もしくは決まった形で４月からこれですよと出されるのか。今日はこうやってみんな意見が出たのだけ

れど、というのは今までの会議をしてきた中で時間が押して本当に申し訳ないんですけれど、どうして

も考えたいのは、協議会が今日みたいに色々話をするっていうのは珍しいかなという位話が出来ている

とは思うんですね。どちらかというと形骸化しているというということをそしられているという事も私

自身もあります。何やっているんだというのが。

そういう中で考えた中で、結局その色んな話や意見は出る、随分以前、随分以前でもないな、ちょっ

と以前に小川礼子委員が検証のあり方としてああいうものを見せられてやっていくのはどうなんだろ

うかという意見を言っているんだけれど、でもその形がずっと続いている。で、こうなんだろうかああ

なんだろうかという意見が出るけど、そのまま次回は何事もなかったようにそのままいく、というのは

やっぱりどうしてもわからなくって、その全体が会える時って滅多にないんだとしたら時間が押してい

るとか、そう言った事は確かにその皆さん貴重な時間だとは思うんですけど、せっかく皆が顔を合わせ

て色々な話が出来る時というのは議題をできるだけ切らないように皆に話をしてもらいたいと思うし、

結局これ出をされて、意見を言って、次回出てきた時にはどこかで違っているかもしれないけど、どこ

かで違っているのかもしれないんだけれど、ただ自立支援協議会が承認したっていうものとして出てき

ちゃうと思うんですよ。

それはやっぱり形骸化しているという事の一因なのかなと思うんですね。だからこれをどういう形で

出していくとか、そういったものをご意見は聞くけど決めるのは絶対市だからっていう話でどんどん

色々なものが進んでいるような形では、ここにきて色々な意見を言っていても意味あるんだろうかとか、

結局決まっている事にただ証人として呼ばれているんだろうかみたいな、ちょっとそういうイメージを

その持っている人たちが私の周りにも沢山いるし、あとは周りからもやはりそうやって「何やっている

んだ」という話をよくされるんですね。

で、今回私、具体的に言われてしまったのが、23 年の中央公民館で私お話しした、コミュニケーシ

ョン支援事業について橋野課長が答えて下さって、まあ、知らない人たちがいるのは上手くないので知

らしめていくという話をしていただいてここに議事録も手元にある。皆さんもあるのでしょうけど、あ

るんですけど結局それが表に出てきていない。で、そういう話はあったんじゃないのかと言われまして、

私も議事録読んだらやっぱりそういう風に書いてあって、ただ確かに事業所にそういった、こういった

ことはこういう形でやりますよといった細かい事はお知らせはない。で、勉強会もない。漏れ聞くとこ

ろによると、対象者は障がい福祉課が把握しているので個別にこのサービスについての事業についての

サービスはお知らせしていますと。で、実際に絶対に漏れがあるのは、これは地域生活支援事業ですよ

ね。コミュニケーション支援、入院時の。橋野課長。

橋野委員：すいません、小川委員。本日、今日沢山の皆さん時間、貴重な、お忙しい時間を割いてお集まり

いただきまして、時間の都合という事で退席されている委員の方も多い状況です。今出てきた重度障が

い者のコミュニケーション支援事業は全くこの議題に出てきていないものですので、で、障がい福祉課

はこの協議会のあり方もそうですけど様々な障がい別の支援のあり方、本当に沢山の色々なご意見を聞

いております。課題も沢山あると、しっかり受け止めています。これについては一つ一つ、
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小川（圭）委員：これについて協議会で橋野さんがお答えになっているので、協議会の、私、委員として困

るんですよ。そうやって協議会で話をして、橋野さんがそのようにおっしゃったと。だからそういう話

し合いをという話もしているし、

橋野委員：ちょっとお話ししている途中なのですいません。そこも含めて私もそのようにお話しさせていた

だきましたが、本当に沢山あって、全て今日明日すぐにできる事ばかりではないというのが現状です。

限られた職員でどれもやはりやらなければいけない課題と受け止めて一つ一つ着実に改善していこう

と思って、この協議会自体も２年間かけてみなさんの任期に合わせて思い切って少しでもご意見取り入

れた形で変えたいという事で今日お示ししています。

先ほどの重度障がい者のコミュニケーション支援事業についても広報する前にまず正式なものにす

るという事で規則の方、今作っている所です。着実に一つずつ、きちっとお約束の形で改善しておりま

すので、今日明日にはできないという事を沢山課題はある中何とかそこをご理解をいただきたいと思い

ます。

今日につきましてはたくさんお忙しい中来ていただいて限られた方でのご意見だけでなく、今日、本

当に 50 人という方の委員という事でお集まりいただいていてご発言いただいてない方のご意見等もお

聞きしなければいけなかったと私としては反省している所です。今日、言われた委員のご意見もきちっ

と踏まえて、また障がい福祉課の方に持ち帰って検討させていただきたいと思っております。

小川（圭）委員：ごめんなさい、反省していただくとかではなくって、自立支援協議会のあり方としてこう

やって出たものが、ちゃんとこう動かないって形でまた次に進んでしまうというのは、協議会をやって

いる皆のメンバーの最終的には責任になってしまうのですよ。だからその事でこの場でお話をさせてい

ただいているのが、言っている内容がね、把握しているというけれど、でも市が市民に対して行うサー

ビスが自立支援協議会でもみんなの前でちゃんと知らしめましょうね、という話をしていただいている

のに、個別にご案内差し上げていると、実際に漏れている人を私は知っているので、そういう話があっ

た時に自立支援協議会として、委員として、非常に困るんですけど。

下田会長：今、25 年度以降の組織のあり方について議論している訳でありまして、ですから今の議論につ

いては、直接障がい福祉課の方とお話をしていただきたいと。

小川（圭）委員：いやいや、自立支援協議会の場で話さなくちゃいけない事じゃないですか。

下田会長：いえいえ、今の議題というのがこれなので。25 年度からの自立支援協議会の新たなあり方、組

織の再編成について御意見を賜っている所です。

ですから、それが過去にこういう議事録があってこういう話があったのでこういう事はどうなんだ、

いうのは個別にちょっとお話を。

小川（圭）委員：いやいやそうじゃなくって、過去のものが消えていってしまうような、もしくは何か意見

を言っても次にその反映されないような会議が繰り返されているのはいかがなものなんですかという。

橋野委員：全部、一つずつ遅いですけどやらせていただいています。

下田会長：着実にこの自立支援協議会を作られている事自体というのが課題をあぶり出して、それを着実に
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一つ一つ解決していくという所にありますし、それからまだ、

上田委員：はい、それじゃおかしいです。発達障がい者の課題について、ここでどんなものがあぶり出され

たんですか。私はこの事案は全然知りませんけど、発達障がい者に対してどんな事案があぶり出された

んですか。あぶり出されていないという風に申し上げているんです。

だからこの、この事案全然知りませんけど、どこで話し合うんだろう、私がもし、私がもし全然福祉

の仕事をしていたらここに、この四つの部会に、横の所に、発達障がい者を市でどういう風に支援する

かという枠組みについて話し合う、つまり０歳児から 80 歳までの人、発達障がいという括りの人をど

う助けるかというのの協議会がここにないと私はおかしいと思う。きっとそうじゃないそれぞれの障が

いの人もお持ちなのではないかって言ってるんです。

浮き彫りになっているなんて全然思っていません。浮き彫りになるような仕組みだったら、私こんな

所で、ここで怒ってないです。置きさらされているじゃないですか。

下田委員長：全ての課題というのがいっぺんに出てくる訳ではなくて、ですから色々ご意見を協議会等でい

ただいてですね、そしてそういったご意見を踏まえて、そこから色々な課題を。ですから今日上田委員

から出された、という事で確かに私たち協議会の中でですね、発達障がいの問題を十分に取り上げてい

なかったな、というような反省がありますので、当然これについては今後こういった組織図の中でです

ね、どこで対応できるかとか、もし不可能であれば足立委員おっしゃられたように、新たに何かこう箱

と言いますか、他に作ってですね、対応していくという事で先ほどの上田委員の意見については重く受

け止めて、この、今後論議の中で取り上げていくという風にご回答を申し上げた次第です。

上田委員：有難うございます。でもこれ、何年も前からずっと言っていますよ。こんな風に言わないと出て

こないんでしょ。もういいですけど。

西田副会長：議長にちょっと、議長が議題の整理に入っていますので。

下田会長：すいません、今出たご意見についてはですね、受け止めまして、きちんとそれについては、もう

一度再検討と言いますか、もちろん枠組みそのものは自立支援協議会の幹事会、あるいはプロジェクト

会でかなり何回も議論してきたものでございます。従ってその中の組織そのもの全般、これが全くあの、

おかしいというようなご意見は、若干お一人の方から出ていたと思いますがまだ、全体…

上田委員：どうしてかというと、入れてもらってないからですよ。意見を聞いてもらってないからです。

渡邉委員：別に発達障がいの人だけ特別にという事ではなくて、今障がいの事で話し合っている訳ですから。

上田委員：もちろんわかってます。わかってますけど、今ここで言わないと意味がないじゃないですか。

渡邉委員：そんなに力を入れる事じゃないんじゃないですか。皆さんわかってらして言ってるんで、そこだ

け力を入れて言ってると、時間ばかりどんどん過ぎるんですよね。

足立委員：はい、ちょっと待って。

下田会長：はい、足立委員。
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足立委員：さっき私が申し上げた事、議長が、下田会長が考えてくれるという事ですから、これでよろしい

んじゃないですか。お気持ちはよく分かりますけど。

上田委員：はい、すみません、申し訳ないです。

下田会長：今まで確かにそのようにきちんと取り上げられてなかったという事については非常に深く反省し

ております。従って今日の意見を踏まえてですね、しっかりとその旨については組み込めるような形で

改めてあの何らかの形でご提示させていただきたい、いう風に考えています。

という事で、５時ということで１時間過ぎてしまいました。委員の皆様それぞれのご貴重な時間だっ

たと思います。

今受けたご意見一つ一つは本当にあの重要なご意見でございますのでしっかりと受け止めましてで

すね、幹事会、あるいは事務局と協議しましてしっかりその事を改めて何らかの形でご提示していきた

いと思います。色々な事がございましたが議題としては全て終了いたしました。本日の会議をこれで終

了させていただきます。

平成 24 年度の全体会は、この第２回をもちまして終了させていただきます。委員の皆様には、これ

からも浦安市の障がい福祉の充実に向けて様々なお立場あるいはお考えでですね、ご協力、お力添えい

ただきたく思いますので併せて宜しくお願い致します。

なお、委員の任期であります２年間のうち全体会につきましては今回の会議をもって終了ということ

になります。２年間本当に御協力いただいた委員の皆様どうも有り難うございました。本当に今日は本

当に１時間ちょっと時間が押しまして議事進行の不手際がですね、皆様にご迷惑をおかけしました。こ

れをお詫びいたしまして、今後色々な形で皆様のご意見をご拝聴していきたいと思いますのでよろしく

お願い致します。最後にそれでは事務局から何か。はい、特にございませんのでこれで会議を終わらて

いただきます。どうも有り難うございました。お疲れ様でした。



平成２４年１２月２７日（木）

午後２時～

消防本部多目的ホール

浦安市地域自立支援協議会（平成２４年度第２回全体会）

１．開会

２．議題

（１）平成２４年度地域自立支援協議会の活動報告について

（２）平成２４年度相談支援事業の活動報告（上半期）について

（３）平成２５年度からの自立支援協議会のあり方について

３．閉会
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議題１ 資料 平成２４年度地域自立支援協議会の活動について

○全体会

第１回 ７月９日

（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

○幹事会

第１回 ４月２６日

（１）自立支援協議会とは

（２）平成２３年度の幹事会及び各プロジェクト会について

（３）年間スケジュールについて

（４）議事録について

（５）障がい福祉課の事業計画について

第２回 ６月８日

（１）プロジェクト会の活動報告について

（２）第１回全体会の議題について

（３）事業者（指定管理者）の公募について

（４）事業監査（移動支援事業／日中一時支援事業）の報告について

第３回 ７月３１日

（１）プロジェクト会の活動報告について

（２）市内事業所のサービス提供状況

（３）平成２５年度からの自立支援協議会のあり方について

第４回 ８月２２日

（１）プロジェクト会の活動報告について

（２）平成２５年度からの自立支援協議会のあり方について

第５回 ９月２１日

（１）平成２５年度からの自立支援協議会のあり方について

第６回 １０月２９日

（１）プロジェクト会の活動報告について

（２）平成２５年度からの自立支援協議会のあり方について

第７回 １１月２９日

（１）プロジェクト会の活動報告について

（２）第２回全体会の議題について

（３）平成２５年度からの自立支援協議会のあり方について
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○事業者支援・制度プロジェクト会

第１回 ４月２６日

（１）平成２４年度の取り組み内容、スケジュール

（２）基幹相談支援センター業務内容の検討

第２回 ５月２４日

（１）基幹相談支援センター業務内容等の検討

第３回 ６月２８日

（１）平成２５年度本市の相談支援体制（案）について

第４回 １１月１５日

（１）基幹相談支援センター運営事業者について

（２）基幹相談支援センターとの連携について

（３）平成２５年度からの自立支援協議会について

○就労支援プロジェクト会

第１回 ７月２６日

（１）就労支援センターの平成２３年度実績報告

（２）重度障がい者就労訓練体験について

（３）共同受注窓口及び共同販売センターについて

第２回 １０月２２日

（１）作業部会の活動報告について

（２）共同受注窓口及び共同販売センターについて

（３）平成２５年度からの自立支援協議会について

共同受注販売作業部会 １０月１０日

○特別支援教育プロジェクト会

第１回 ８月２１日

（１）平成２３年度の「まなびサポート・こども発達センター連携会議」について

（２）個別の指導計画作成状況について

（３）保育所等訪問支援の制度について

第２回 １１月２０日

（１）教育と福祉の連携について

（２）平成２５年度からの自立支援協議会について
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○啓発・広報プロジェクト会

第１回 ６月６日

（１）作業部会の活動報告について

（２）こころのバリアフリーハンドブック（案）について

（３）幹事会及び全体会への報告について

（４）ハンドブック印刷の経費について

（５）障がい者週間のイベントについて

第２回 ９月２４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（案）について

（３）障がい者週間のイベントについて

第３回 １１月６日

（１）こころのバリアフリーハンドブックについて （＊以降、バリアフリーハンドブックと表記）

（２）障がい者週間のイベントについて

バリアフリーハンドブック作成部会 ４月２７日、５月２５日、７月１３日、９月３日

イベント部会 １０月５日、１０月１８日、１１月１６日

１２月５日 バリアフリーハンドブック発行。

〃 障がい者虐待防止講演会（主催：浦安市 会場：文化会館小ホール 入場者：約１５０人）

で、バリアフリーハンドブックを配布。

１２月８日 社会福祉協議会歳末チャリティー映画まつり（主催：社会福祉協議会 会場：文化会館大ホー

ル 入場者：第１回 約４００人、第２回 約３５０人）で、バリアフリーハンドブックを配

布。第１回では、ステージで啓発・広報プロジェクト会委員と協力者がバリアフリーハンドブ

ックを紹介。

１２月９日 障がい者週間記念イベント「わがまち浦安フェスティバル」（主催：浦安地域自立支援協議会

会場：文化会館小ホール 入場者：約３００人）開催。

障がい者団体・福祉事業所による発表・作品展示・模擬店。

バリアフリーハンドブックを配布。

ステージで啓発・広報プロジェクト会委員と協力者がバリアフリーハンドブックを紹介。
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1

浦安市障がい者総合相談支援事業
平成２４年度 上半期

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

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
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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

全日 午前９時～午後５時３０分

※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
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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

6

障がい者相談支援事業
個別相談支援業務

平成２４年度上半期

活動報告
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7

相談実人数推移

平成２４年上半期 相談利用者実人数合計 １３６名

8

相談者年齢内訳

女性 ５９名 男性 ７５名
（性別・年齢不明１名、性別不明１名）
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9

相談者障がい種別（実人数136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
※発達障がいと知的障がいの重複は知的障がいに含む

10

障がい種別延べ人数比

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

上半期対応延べ人数総計は9,241名（前年度比約１２０％）

（平成２３年上半期7,705名）
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11

相談対応内訳

連携の多い関係機関
サービス提供事業所、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、中核
地域生活支援センター、障がい者福祉センターなど

12

新規相談経路
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13

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）

6ヶ月の
総計

５７７４ ６０５ ２８４ ２５２０ ５８ ９２４１

月平均 ９６２ １０１ ４８ ４２０ １０ １５４１

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。

14

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 ３２０件

時
間
外

全日 5:00～8:59 １８８

全日 17:31～22:00 １７０１

22:00～5:00 ２８

合計 １９１７件（全体の２１％）

日・祝含む

日・祝含む

対応時間 件数

時
間
内

全日 9:00～17:30 ７３２４
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15

初回相談内容の項目

16

相談支援の広がり



議題３資料 平成 25年度からの自立支援協議会組織図（案）

自立支援協議会と連携の必要な会議

○自立支援協議会・各部会・障がい者福祉計画策定委員会は傍聴可とし、議事録は公開とする。また、議事録には委員名を掲載し、内容は

テープからおこしたものとする。ただし、個人情報に係る部分は非公開とする。

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の事業等についての検証及び評価

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

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

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

合同部会（報告会） 部会間の情報交換を行い、連携を図る。 活動報告に関する事項

障がい者福祉計画

策定委員会（3年毎に設置）
障がい者福祉計画の検証と協議を行う。 障がい者福祉計画の検証と協議

自立支援協議会（年 6 回）

事務局

こども部会

（年 4 回）

権利擁護部会

（年 4 回）

相談支援部会

（年 4 回）

地域生活支援部会

（年 4 回）

合同部会（年 2 回）

本人部会

（年 4 回）

障がい者福祉計画

策定委員会

（年 6 回）

3 年に 1 度設置

相談実務者会議

事務局：基幹相談支援センター

虐待防止実務者会議

事務局：障がい福祉課

就労支援実務者会議

事務局：就労支援センター 当事者が抱える問題点の

洗い出し、提案

連携

部会から提示された検討
事項や検討すべき地域課

題をとりまとめる

各部会への作業の分担

協議内容の報告等

部会での検討議題等の決定

活動報告、検討事項の提案

自立支援協議会

平成２４年度

特別支援教育プロジェクト 啓発・広報プロジェクト 事業者支援・制度プロジェクト 就労支援プロジェクト

連携連携 連携 連携
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