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浦安市地域自立支援協議会（第1回全体会）議事録 

 

日時：平成２２年４月３０日（金） 

午前１０時～午後１２時   

場所：浦安市文化会館 大会議室  

 

【出席者】 
松崎秀樹浦安市長、下田直樹会長、猪俣奈緒美委員、河野敏子委員、工藤敬委員、熊谷修委員、

谷岡智恵委員、森嶋宏治委員、中野陽子委員、藤崎広和委員、中村由美子委員、坂本大樹委員、

内村好夫委員、竹谷弘美委員、藤木秀行委員、榑林元樹委員、上林正和委員、山口猛委員、小林

章宏委員、大塚茂委員、西田俊光委員、熱海陽一委員、高橋純子委員、芦田由江委員、小川和裕

委員、西田良枝委員、田邉明子委員、鏡則子委員、河野好美委員、指田裕司委員、小瀧修委員（代

理山崎知意子）本山哲也委員、鈴木健蔵委員、小鍛治周二委員、鶴見仲寛委員、橋野まり子委員 
 
【傍聴人】３名 
 

事務局：開会の案内、委嘱状の交付 

   （協議会委員の人事異動等に伴う後任の新しい委員に市長より委嘱状交付） 

    今年度より健康福祉部長及び健康福祉部次長が全体会委員として参加すること、 

    浦安市行政内部での人事異動による後任の委員について紹介。 

 

市長：全体会開催に際しての市長挨拶 

皆さん、お早うございます。お忙しい中、多数の皆さんにお集まりいただきましたこと、

改めて感謝申し上げます。また、各分野で、浦安市の福祉、保健、医療にお力添えいただい

ていること合わせて感謝申し上げます。障害者自立支援法がスタートして早４年たちました。

この制度、いささかおかしいのではないかと、全国では珍しく国に反旗に翻すような形で特

別なオリジナルな施策を講じているところです。 

昨年、８月末に政権交代して、やはりこの問題も大きくクローズアップされていますが、

これがどうなっていくのかまだまだ余談を許さない状況だと思います。ただ、本市の障がい

者福祉をめぐる状況、先月号の「こんにちは市長室」広報うらやすに「障がい」について書

かせていただきました。特段、障がい者福祉、格別なことをやっているとは思っていません

が、いささか誤解があるようです。障がい者が増えている、あるいはここ数年、予算が倍増

しているとか、予算を審議する議会で取り上げられ、特別委員会で監査請求、異常事態とな

っていますが、私は、決して怯むことなく粛々と、初めて現状についても「広報うらやす」

で書かせていただきました。意外な反応は、実は教育委員会で、教育長に読んで頂き、全小

中学校のまず校長、教頭にこれに読んで聞かせたということです。障がい者の福祉というの

は特段に狭い分野かもしれませんが、私たちも市を上げて２,３年前にスェーデンに視察をさ

せていただきました。これも、かなりの誤解もあるかと思いますが、障がいが個人の責任、

あるいは、両親、家族の責任であれば、それはその責任は、あの人たちが負わなければなら
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ないのでしょうが、そうでなければ、地域社会が面倒を見るべき。これが一番、基本の理念

でした。まさにその通りということで、今、地道ですけれども、一歩一歩、本来の姿に戻し

ていきたいなと思っているのが、私の障がい者福祉に関する基本的な考え方であります。 

下田会長を中心に、皆さんにも出来れば、そういう基本的な理念についてもご議論いただ

きたいと思います。様々な障がい者を取り巻く状況、この不況下で弱者にしわ寄せが行くよ

うな状況が色々なところで起きていますが、せめて、本市ではそういう状況にさせない。 

また、今年の１０月、千鳥の障がい者等就労支援施設が順調に、正直言って、あそこまで

大きな立派な施設だと私自身も想定していませんでしたが、１期、２期とわけなくてよかっ

たのなあ、もし分けていれば、次の２期目の着工に至らなかったのではないかと思いますが、

全国に注目されるような施設が私たちの浦安から発信できると、本当にうれしいことでござ

います。 

話しは変りますが、本日、委嘱をさせていただきました県立浦安高等学校の工藤校長先生

がお起しですが、今、県立浦安高校、浦高、大進撃を続けております。４月１０日には、３

７年ぶりに東海大浦安にコールド勝ち、その３日後には、国分高校にもコールド勝ち、そし

て、１週間ほど前には、成田高校、これにも勝ちまして、昨日は、千葉県に最も強豪の木更

津総合高校、１０回延長のさらならホームランで２対３で勝ったと。これも、何とか県立浦

安高校を立て直そうと、強い意思の表れで苦節７年、まさに野球部の監督を浦安中学校の先

生であった方を三顧の礼を尽くして県立浦安高校に送ったと、それから今に至ったというこ

とで、一時はどうなることかと思った浦安高校が見事に立ち直りました。決して、県がやっ

たことではなく、市と先生、生徒たちが一体となってやったという、まさに１つの大きな模

範が示せたのではないか。今の浦安市の浦安の障がい福祉を巡る状況、みんなで一丸となっ

て誤解、中傷、誹謗に立ち向かっていただければ、ピンチがチャンスに変るのではないか、

ひとつ、浦高の事例を挙げましたが、皆さんと一緒にこの難局を乗り切りたいと思っていま

すので、どうぞ、よろしくお願いします。 

 

（事務局：事務局から会長へ議事進行が移る） 

 

会長：改めましてお早うございます。市長のうまいお話の後で私が話すことも僭越ですが、会長

を勤めさせていただきます下田でございます。明海大学に勤めております。浦安市地域自立

支援協議会、平成２２年度の第１回全体会ということで、これまでの成果を踏まえまして、

さらに力を合わせて皆さんと一緒に浦安市を、本当に、先ほど、野球で浦安高校が勝ってい

ると・・・私も野球ファンでありますし、私の大学には浦安高校からたくさんの生徒がきて

いるので、本当に嬉しい報告でありまして、それと同じように、浦安市地域自立支援協議会

も皆さんと力合わせて浦安の障がい者福祉のために、一歩、先駆的、皆さんと一緒に前進し

ていきたいと思います。 

 

（議題に移る。議題１ 平成２１年度地域自立支援協議会の実施状況について事務局より説明。） 

 

事務局：①浦安市地域自立支援協議会の体系、目的を説明。 
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    ②平成２１年度地域自立支援協議会の実施状況について事務局より説明。 

    （資料１ページから３ページの説明） 

 

会長：実施状況についての報告について質問があるか。 

 

（質問が無いため、議題２ 各プロジェクト会及び幹事会の報告及び今後の計画について    

各プロジェクトリーダーより説明。事業者支援・制度プロジェクト会のリーダーが体調不良のた

め事務局より説明） 

 

事務局：事業者支援・制度プロジェクト会の説明。（資料４ページの説明） 

 

会長：事業者支援・制度プロジェクト会についての報告について質問があるか。 

 

委員：事業所の担い手不足についての原因ですが、就職フェアをするということは、広報が足り

なかったということは推測されるのですが、他にも原因があるんでしょうか。 

   例えば賃金が安いとか、仕事が無いのか、不安感や大変そうだとか、そういうことがある

のでしょうか。 

 

会長：事業所の担い手不足についての原因ですが、プロジェクト会での議論はどうだったかとい

うことでしたが、説明をしていただいた事務局、いかがでしょうか。 

 

事務局：他に原因ということであるが、事業所の単価については安くて、移動支援等については

利用の制限とか、片道利用の場合は、その方をその場所に連れて行った場合、帰ってくる

ときが事業所負担となることも原因にあげられました。まずは、できるところからという

事で、就職フェアの開催とういうことで、市内の事業所に集まっていただいて、広報等で

呼びかけてフェアを開催しようと思っている。日程等については会議の中で議論していく。 

 

会長：他の質問が無いため、就労支援プロジェクトのリーダーより説明をお願いしたい。 

 

就労支援プロジェクトリーダー：就労支援プロジェクトの説明（資料６ページから８ページの説

明） 

資料８ページ： 

○ 千鳥の就労支援施設（仮称）に入る特例子会社（リクルート、大東建託）の初年度は両方と

も３５名から４０名の採用予定であるが、初年度の一期生はリクルート８名が内定済みで締

め切り。全員、就労支援センターを経由しての就職（全員浦安在住者）。大東さんも８名から

１０名の雇用。現在３名の内定。６月に選考会をして、今年度の１期生を決めるが、ほとん

どが浦安在住者になる見込み。ほとんど、というのは、相当、高度な技術を求められるプロ

グラマーのような仕事が１名から２名必要であるが、浦安にいないという現状があるため。 

○ 移行事業所とは一般就労させるための事業所だが、事業所が一般就労させればさせるほど、
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事業所の収入が減る仕組み。事業所にとっては辛い制度で、仕事ができる人から就労が決ま

って出て行くので、事業所にとっては作業をやっても収入にならないことであり、何とかし

ていきたいと思う。 

 

市長：３月で１１０名、現在１３０名の今まで見えてこなかった層が見えてきたというのはどう

いうことでしょうか。 

 

リーダー：後ほど総合相談で説明してもらった方が良いかと思うが、どこかで働いていて辞めて、

社会資源を見つけることができなくて、そのまま家に居る、親御さんと一緒にいるとい

う人が非常に多い。途中で発病された当事者の方が、社会資源が見つけることができな

くて・・ずっと家にいる人が多くて、自分は一回、一般就労していたから、すぐに（就

職が）出来ると思って来られる方が多い。しかし、色々と聞くと、朝、起きる事ができ

ないとか、投薬がある、医者の意見を聞く必要がある、親子関係が大変だとか色々な原

因あって就労できていない人が多いのが実態。就労支援センターですべてカバーできな

いので、総合相談に一旦、戻して、総合相談で仕組みを整えてから、就労はほんの一部

で、その前に整理しなければ就労は実現しない。総合相談にお願いします、と言っても、

総合相談も会ったことが無い人が多い。年齢層が２０代から４０代の人が多い。 

 

市長：あくまで殆ど全てが総合相談経由で来るとうことですか。 

 

リーダー：行政窓口に行って、「就労したいんです」と言って、就労支援センターに行ってごらん

と言われて来るが、話しを聞くと、とても一般就労が出来ない状態。逆に就労支援セン

ターから総合相談に戻す。総合相談が親分になって色々な関連機関を呼んでくれて、就

労支援センターは一部を担う。職業判定だとかハローワークに一緒に行くなどを担う。

その前の生活の仕組みは総合相談が親分になってもらう現象です。 

 

市長：それはあくまでも、これから障がい者等就労支援センターができるよという広報の記事な

どを見て動き出したのですか。 

 

リーダー：昨年の４月に就労支援センターが出来ますよ、ということが流れてから起きている。 

 

市長：これからも見えない層がありそうだと書いてあるが、どれぐらいあるのか。 

 

リーダー：わからないですね。今でも相談等に就労支援センターに来ていますし、総合相談には

行っていないということですから。わからないですね。手帳を持っている人は３０００

人いると仮にいたとして、総合相談が何名持っていますか、皆さんのところは何人持っ

ているのですかと合計したら、潜在的には２０００人以上の方が障がいのある人だと思

いますね。全員が全員だとは思いませんが、高齢者の方もいますから。 
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市長：下田会長にもお話したが、是非、この協議会で、千鳥の障がい者等就労支援センター、ま

だ完成しておらず、中に入れないと思いますが、途中経過でも一度、目で確認していただき

たいと思います。写真、パーツだけで見て現地に行ってこんなに大きいのだとびっくりしま

したが、ある意味では全国では期待をもって流れているが、皆さんには浦安の当事者として

見ていただきたいのでよろしくお願いします。 

 

会長：現地視察を含めて協議会として対応できること、意見を出せる事があれば、出していきた

いと思います。外の壁の色がちょっと暗いという話しもあってそういうことも行政に出して

いきたいと思います。質問が無いようでしたら、特別支援教育プロジェクト会リーダーから

報告願いたいと思います。 

 

リーダー：資料９ページ、１０ページを説明 

 

会長：質問、ご意見ありますか。 

 

市長：サポートファイルについて皆さん、ご存知ないのではないでしょうか。 

 

委員：昨年度、サポートファイルの作成を行った。昨年度は１００冊作成し各関係機関の皆さん

にお渡ししている状況で既に１００冊は配布済みである状況です。小さいお子さんから大人

の方まで広く使ってもらえるように製作しています。出来れば、より小さなお子さんに手を

とって見ていただければと思うのですが、生まれた時から、母子手帳と同じような考え方で

いくと、大きくなって支援の輪がどんどん広がっていったときに、きちんと皆さんが協力し

合っていけるような１つの手助けになるような物を想定して作成しています。まだ、お手元

にご覧になったことがない方がいらっしゃれば発達支援室に保存版として用意してあります。

今年度、早めに増刷したいと思っているので、もしご意見などがあれば是非、お寄せ頂けれ

ばと思います。 

 

市長：ざっと説明がありましたが、スウェーデン視察の形に表れた成果で、発達障がい、グレー

ゾーンの方たちが生れてから成人するまで、これを、幼稚園、浦安でしたら、発達センター、

就学すれば、学校で、クラス替えが終わったら担任の先生に、毎回、毎回、話をしなければ

続かないというネックを１つ無くそうということで、成長記録と問題点ということで、パソ

コンからでも記載できるように、かなり工夫を凝らしています。「障がい」と言う言葉も「発

達障がい」という言葉も一切使っていなくて、非常に入りやすい形になっています。１年か

けて検討されて、多分、うちだけが、全国でもスタートを切って、一度、手元に取ってみて

いただいて、サポートファイルを是非、進めていただけばと思います。 

 

委員：サポートファイルについての質問ですが、個別の支援計画との相違、関連性について教え

ていただきたい。個別の支援計画も成人までということになっているが。 
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委員：サポートファイルについては親御さんが記入することが主体となっている。生れた時の様

子だとか、にじ色さんに通っている時のことを記載してもらったり、様々なサービスを利用

していることで、お子さんについて気づいた点が生まれた事があると思うので、成長の歩み

を記載してもらう中で、個別支援計画の資料もファイルの中におりまぜていくことになる。

親御さんがご了承されたら、例えば、日中一時支援事業所さんが内容を有効に活用したり、

中学、高校、社会に出たときに、どういった小さなときの歩みがあったかを確認した上で、

社会に出たときにも役に立てるようなもの。お子さんによっては、お医者さんからの意見も

書いていただいていることもあるので、個別支援計画を含めた上で、親御さんが活用されて

いくことに相違点があると思います。 

 

委員：私が理解していた個別の支援計画はそれが全て含まれていましたので、どこが違うのかと

思いましたが、よく理解できました。 

 

会長：質問が無いため、啓発・広報プロジェクト会の報告をリーダーからお願いします。 

 

リーダー：資料１１ページを説明。サポートブック作成について説明。 

委員を１年やらせて頂いて、実はよくわからない部分があって、この協議会の目的が

「障がいがあっても無くても誰もが住みやすい街づくり」という事は理解していて、「誰

もが暮らしやすい街になったらいいよなあ」と思うが、そのために、自分たちはこの会

議で何をやろうとしているのか、どうしても各論に入ってしまうと見えなくなって、そ

れぞれの団体から皆さん一人ひとりが出て来られているので、イメージとして障がいを

お持ちの人のニーズがあると思うのですが、皆さんがバラバラになっていて、共有され

ていない部分があるかなと思います。このサポートブックを作成する過程の中で、委員

のメンバー一人ひとりが、この協議会が目指すことがどういうことなのか、共生と一言

で言ってもどういうことなのか、で、ともに暮らしやすい街づくりのために自分たちは

それぞれ何をできるのかということを感じる、というか、意見を出し合いながら作って

いって、各会の仲間に伝わっていって、結果として大きな輪となって市民に幅広く伝わ

っていくような、波紋のようにじわじわと広がっていくるものにしたいなと思います。 

このサポートブックをどういう形で作っていくのかは、事務局と打合せをしていない

ので、イメージがしっかりと固まっていないですが、ともに暮らしやすい街というか、

一人ひとりがちょっとでも気に留めて考えてもらうきっかけになればいいなと思う。障

がい者という言葉は聞いたことがあっても、障がい者である前に、●●さんという形で

出会いが浦安でもまだまだ少ないのではないのかと思います。 

その出会いのきっかけ、考えるきっかけとなるようなものになれば。広報プロジェク

トを一緒にやらせていただければなと思います。具体的な方向性、どうやって行っていく

のかについては、幹事会、プロジェクト会の中で、メンバーの皆さんとご意見を聞きなが

ら一緒に作っていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。今年度の予定について

は、６回ぐらいの会議を持てたらいいかなと思っています。 

昨年度は会議４回、イベント１回でしたが、今回は、サポートブックと言う目標に向か
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って、どういう風に進めていこうかというところから会議を一緒に進めていくことが出来

ればいいかなと思っています。この自立支援協議会をどうやって広報していくかを皆さん

と考えるプロジェクトにしていきたいと思っています。 

 

会長：詳細な報告ありがとうございます。イベントは３回目ということで、年々、来場者も増え

ていて、色々な方の参加も増えているが、かなり厳しい自己総括をされたということでお話

があったと思いますが、何かございますか。 

 

委員：全体会に参加させてもらって、様々な分野の方がいらっしゃるのですが、自分の子どもも

障がいがあって学校を終えて、社会人になったのですが、社会に出て一番、強く思うことが、

社会とのつながりが大切だなと思う。まなびサポートでやっているサポートファイルは個々

で作られるとういう形で、学校や、療育機関で活かされるとのことで、やはり、一番は、本

人は皆さんと一緒に過ごしやすいという形をとれることが大切だとすれば、公共機関に乗る

ときに、「私はこういうことが必要なんです」ということが双方に、利用する側、利用される

側がわかることが大切だったり、消防署や緊急の来客がきたときには、どうしたらいいのか

ということが双方でどうしていったらいいのか皆さんが分かりやすいようになることが大切

なのだと思います。親の会としては、知的障がい者に接するときには、とか、こういう風に

接して欲しいというものがありますので、参考にして頂ければと思います。 

 

会長：その他、何か意見がありますでしょうか。 

 

委員：少し戻るのですが、事業所・制度プロジェクトでヘルパーの担い手不足についての質問が

ありましたが、自分も委員の１人であったので補足で説明したいと思います。 

プロジェクト会では事業所がそれぞれ参加しているが、どの事業所も求人広告を出しても、

１年ぐらい応募がない状況です。その背景としては、浦安の場合は、レジ打ちなどのパート

さんの賃金が高く、報酬単価の問題もありますが、他の業種に人が取られてしまうこともあ

ります。小さな事業所では、求人のための広告費を捻出できない現状もあります。ヘルパー

さんは集団と違って、その時の２時間とか、細切れの仕事なので、働きにくいという側面も

あります。 

就労支援プロジェクトの報告の際に、市長がご質問されたことの「総合相談にも見えてこ

なかった層」についてですが、就職して、仕事が続かなくなって、初めて、自分に障がいが

ある、もしくは、そうかもしれないと疑いがある段階では、総合相談のような、「障がい」が

全面に出るような窓口には、ご本人の受容の問題があって繋がってこないのです。 

また、最近、増えている高次脳機能障害の人たちは、障がいの認識が難しく、総合相談に

は相談しようと思わないということもあります。 

 

委員：先ほど、千鳥に特例子会社が２つ入るといいましたが、浦安には、オリエンタルランドさ

んを含めて特例子会社が３つあることになります。この人口規模の町で、特例子会社が３つ

あることは特筆すべきことで、確か、２年前のデータですが、浦安の場合、あと５２名の一
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般就労が実現すれば、市全体の法定雇用率が達成できるというデータもあって、市川ハロー

ワークさんに行って、浦安だけの雇用状況の数字を出してほしいとお願いしているのですが、

市川圏域で数字を出しているので、難しいと聞いています。この場で言うのもなんですが、

ご協力いただければと思います。 

 

会長：その他、質問はありますでしょうか。サポートブックの作成は、委員報酬の一部を当てて

作成するということになっていますが、皆さん、ご承認いただけますでしょうか。反対の方

は挙手を願いたいのですが・・・・・（反対の挙手無く、委員一同、拍手にて承認）ご承認い

ただいたということで、ご意見、質問が無ければ、幹事長を兼務しております私から、幹事

会の報告を行います。 

（資料１３ページの説明） 

 

会長：ご意見、ご質問などはありますでしょうか。無ければ、次の議題、平成２２年度の地域自

立支援協議会のスケジュールについて事務局より説明願います。 

 

事務局：（資料１４ページの説明）全体会が１０月に予定されているため、千鳥の障がい者等就労

支援施設については稼動する前に皆さんに見ていただけるように調整したいと思います。 

 

会長：ご質問が無いようでしたら、次の議題、平成２１年度浦安市相談支援事業の活動報告につ

いてお願いします。 

 

＜スライド１＞ 

こんにちは。浦安市障がい児・者総合相談センターの所長をしております西田と申します。そ

れでは、パワーポイントを使って、受託しております浦安市障がい者総合相談支援事業の平成２

１年度の活動報告をさせていだきます。後ほど、お手元の「資料集」を参照いたしますので、ご

用意ください。 

 

＜スライド２＞ 

まず、相談体制についてご説明いたします。対象者は、障害の種別にとらわれず、全ての障害

を対象としています。相談受付時間は、24時間365日。浦安市と交わされております仕様書には、

ご覧の通りの「窓口開設時間」が設けられておりますが、開設時間にとらわれることなく、相談

員は、24時間365日対応で稼動しております。 職員体制ですが、常勤相談員5名のほか、非常

勤職員 2名、そして精神科医の嘱託医や相談支援ケアマネジメント講師の先生など、多岐にわた

る相談内容及び困難事例においても対応できるように、相談体制を整備しています。 

 

＜スライド３＞ 

総合相談センターの活動は、９つの事業に分けられています。いわゆる個別相談事業である、

障がい者相談支援事業のほかに、８つの事業を展開しています。各事業の詳細については、お手

元の資料集の「資料２」をご覧ください。 
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３つ目の「相談支援機能強化事業」は、この協議会を構成する関係機関の皆さんとの連携、チ

ーム支援により、専門的な相談支援等を要する地域の困難事例の対応を行う事業です。 

なお、サービス利用計画の作成については、千葉県の指定相談支援事業所の指定を取り運営し

ています。 

 

＜スライド４＞ 

では、相談支援事業の根幹である、個別相談業務の平成２１年度の実績報告を致します。相談

員は日々の記録と統計を取り、その統計データは日報、月報として毎月、障がい福祉課に提出し

ています。これからご説明しますデータも、これらの日々の記録から蓄積された数字をまとめた

ものです。 

 

＜スライド５＞ 

まず、相談実人数です。平成18年の224名の利用実績が突出しておりますが、この年は、障害

者自立支援法施行の年であり、制度に関する問い合わせが多かったことが要因です。21年度の相

談実人数は195名です。 

 

＜スライド６＞ 

相談利用者年齢内訳は、ご覧の通りです。相談支援の利用者さんは、成人の障がいのある方が

全体の７割を占めています。 

 

＜スライド７＞ 

次に、障がい種別の割合を見ていただきます。身体、知的、精神の 3障害はもちろんですが、

発達障害も含め、障害の種別を問わない相談窓口となっています。 グラフの「その他」に含ま

れる方には、高齢者、難病の方、障害者手帳を所持していない方、当事者のご家族の方などが含

まれます。今年度は、初回面接時に手帳を持っていない方からの相談が多くありました。手帳を

所持していなかった多くの方は、その後、障害者手帳を取得されました。 

 

＜スライド８＞ 

対応した延べ人数は１３，０４８名です。前年度比１０８％で、相談員が稼動する必要性が増

えていることを表しています。相談員が対応した障害種別の比率は、ごらんの円グラフがあらわ

しています。知的障害の方への相談対応が全体の４２％を占めています。 

その背景として、年々、特別支援学校等を卒業する生徒さんたちが、卒業後の準備のひとつとし

て、相談支援を活用する方が増えていること、２０歳をすぎて親からの自立や就労を考える保護

者が増え、相談に来られる方が増えていることが考えられます。多様な機関が支援しているケー

スが多く、関係機関との連絡調整を含め、相談員が稼動する回数が増えています。 

 

＜スライド９＞ 

次に、相談件数１３，０４８件に対しての、相談対応内訳です。相談員が対応した相手が誰で

あったかを示しています。個別相談の内容が複雑化してきており、様々な関係機関との連携が多
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くなっています。 

 

＜スライド１０＞ 

この表は、相談員の活動形態です。訪問を基本とした相談支援活動を展開しているため、月平

均 105回の訪問、専門機関への同行の回数となっています。来所相談も２０年度の月平均回数が

４０件に対して、２１年度は月平均５５回と増加しています。 

 

＜スライド１１＞ 

 この表は、相談対応の時間ごとの内訳を表しています。20年度と比べると、時間外対応の割合

は３２％から、21年度は２７％に減少しています。最初は感情コントロールが難しく、泣いたり、

怒ったり、困ったことが起こったその瞬間に電話してくる利用者さんがいました。そのようなこ

とから、早朝、深夜の電話対応が増えていましたが、相談支援を通して、生活スキルを学んでも

らい、医療機関と連携を取ることなどによって、利用者さんが落ちついて生活できるようになっ

た結果でもあります。 

 このように緊急対応や、相談の初期には時間外の対応は不可欠ですが、利用者さんの状況によ

り毎年数字は変化していきます。 

 

＜スライド１２＞ 

このグラフは、相談利用者195名の方が、最初に相談に来られた時の「主訴」、困ったこととし

てお話しされた内容を上位３つまでカウントしたときの分布図です。 

 最初の面接時のときの「困ったこと」「知りたいこと」ですから、やはり、制度のことや、仕事

のこと、家族のことなど、日々の生活の目先にある“困りごと”が多くなっています。 

 

＜スライド１３＞ 

相談支援の展開が深まっていくと、最初の面接時よりも、利用者さんが抱える課題の背景にあ

る様々な問題が浮かび上がってきます。よって、支援領域が、初回面接時よりも広がり、それら

の全てに相談員は対応しました。 

 

＜スライド１４＞ 

195名の方に相談対応した支援手法です。情報提供、制度説明は、どの場面においても、行う

事なので、ご覧のとおりのグラフとなります。21年度の特徴としては、定期的な心理面接が必要

な利用者さんが増えたことや、各支援機関との連携のもと、チーム支援が年々充実していること

もあり、関係機関との連携が増えていることが挙げられます。 

 

＜スライド１５＞ 

21年度、総合相談センターに寄せられた相談内容です。早急な権利侵害対応が必要な虐待や金

銭搾取などの問題や、年金、手帳申請の相談、教育や住まい、対人関係についてなど幅広いご相

談内容に対応しました。 
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＜スライド１６＞ 

２１年度の全般的な傾向です。障害福祉に関する制度やサービスに関するご質問など単発的な

ご相談が減少し、その一方で、複雑な問題、多くの課題を抱えた難しい内容のご相談が多くなり

ました。また、制度の狭間にあり、地域のどの支援機関ともつながっていなかった方からのご相

談が増えたことも特徴です。 

 

＜スライド１７＞ 

当事者の方と共に希望を実現していく相談支援業務は、誰にも保障されている「幸せに暮らす」

権利を守っていくための権利擁護活動に他なりません。２つの実践例を通して、個別相談業務に

おける支援手法とプロセスについて簡単にご説明したいと思います。児童に対する支援について

は「家族をつなぐ」そして、１８歳以降の成人期における支援においては、「自分らしさと自立」

という言葉をキーワードとしてご説明いたします。 

  

＜スライド１８＞ 

実践事例１です。お子さんは、ＡＤＨＤの診断があり、不登校気味です。お母さんが抑鬱状態

にあり、精神科に通院されています。子どもの不登校や家庭内暴力に直面し、心身ともに疲弊し

ていたお母さんからの相談でした。 

 

＜スライド１９＞ 

この事例では、お母さんだけでなく、障がいのある子ども自身も、自身の“どうしていいかわ

からない”気持ちを抱えていました。「本当は、ママのことが大好きなんだ。でも、イライラする

と、たたいてしまう。いちばん困っていることはママをたたいてしまう事」と話してくれました。

しかし、保護者は、「子どもの気持ちがわからない」と悩み、日々の生活が不安定になればなるほ

ど、お互いの声が聞こえなくなってしまいます。親子の事例を取り上げましたが、家族と言って

も、その形態は様々です。一概に血縁だけを「家族」と定義することもできない多様な「家族」

が存在し、親子関係に限らず支援をしています。 

 

＜スライド２０＞ 

このようなご本人、ご家族の声を「家族をつなぐ」ことを目標として、具体的な手法を活用し

相談支援を展開していきます。ケアプラン作成、医療や療育機関への同行、学校や行政機関との

連携、問題行動アセスメント、心理サポート面接などを実施。その結果、子育てへの自信回復、

親子間のコミュニケーション改善、家庭内ストレス緩和、障がい受容促進がはかられ、家族機能

全般が再生されていきます。 そして、将来への希望も生まれてきます。お母さんは、「他の子と

自分の子を比較してしまうから怖かったけど、今は、落ち込む事は少なくなった。クヨクヨして

いてもいいことないとおもえるようになった」と言っています。 

 

＜スライド２１＞ 

２つ目の事例です。３０代の男性で、仕事が続かないことがきっかけで、自殺願望が高まり、

他者への暴力など、精神的に追い込まれた状態で相談支援が開始されることとなりました。この
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方は、このような状態となり、初めて、自身に障害があることがわかった人です。 

 

＜スライド２２＞ 

この方のように、成人期には、誰もが、社会との接点が多くなっていきます。それだけに、他

の人と違う自分を実感することが多くなります。 

「ある日、起きたら治っていたかった」という言葉は、悩みと葛藤の深さ、その苦しみを凝縮

しています。自分らしさとは何だ、自立した自分はどうあるべきか・・・時に反社会的な行動や

自分を痛めつけるような行動を取り、暴発してしまうその方の悩みを受け止めていくことから相

談支援が始まります。 

 

＜スライド２３＞ 

継続した個別面談、ケアプラン作成、医療機関、事業所、保護者などあらゆる資源の連携を図

り、本人中心の支援基盤づくり、ピアカウンセリングなど自己理解を促進する支援手法を実践し

ていきます。この方のような支援は、社会復帰に向けての就労訓練や他者とのコミュニケーショ

ンの場など、ご本人が安心して自己表現ができる実践の場と、個別でしっかりとその方と向き合

う相談支援の連携が支援の鍵を握ります。 その結果、自己肯定感構築、単独通勤、一人暮らし、

一般就労などが実現され、自分らしさが確立されます。感情の爆発は相談員にも向けられます。

それをしっかりと受け止め共に歩んでいくことで、ご本人がエンパワメントされていきます。 自

分が価値のない存在に思え、誰ともその気持ちがシェアできず絶望していたこの方も、「今の自分

でいいんですよね。大丈夫ですよね」と自分とゆっくりと向き合い始めています。 

 

＜スライド２４＞ 

このような個別の相談業務の積み上げから見えてきた地域課題を整理した図です。 

毎月１回、障がい福祉課との連絡会議を行い、個別の支援事例、地域ニーズや課題の共有をはか

りました。これらの地域課題を解決していく仕組みが、委員の皆さんと共に創っていく地域自立

支援協議会です。 

 

＜スライド２５＞ 

21年度も引き続き、総合相談センターは、市の委託相談支援事業所として、障がい福祉課と一

緒に事務局を担いました。事務局として協議会に携わっていく取り組みが、冒頭にご説明した９

つの事業のうちの地域自立支援協議会支援事業にあたります。 

 

＜スライド２６＞ 

協議会の体系は委員の皆さんがご存知のとおりです。全体会、幹事会、４つのプロジェクト会

が稼動しております。事務局会議は協議会を支える裏方として、21年度は毎月開催いたしました。 

 

＜スライド２７＞ 

２１年度の取り組みです。全体会では、相談支援事業の 20年度の活動報告、21年度の上半期

報告と年２回、浦安市障がい者総合相談支援事業の活動報告を行いました。受託事業所である総
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合相談センターの事業評価を受けました。 

既に報告がありましたとおり、幹事会では、「住まい」を中心に検討し、移動支援事業の制度運

用についても検討しました。移動支援の制度運用について検討されることになった背景に、総合

相談センターに寄せられた当事者の方からの相談事例がありました。ご本人が「協議会で多くの

人の意見聞きたい。自分が主張する事が“普通”ではないのか知りたい」との要望があり幹事会

に事例を提出いたしましました。住まいについても、障がいのある当事者、そのご家族からヒヤ

リングを行い、会議資料の作成を行いました。 

 

＜スライド２８＞ 

各プロジェクトの活動については、ご覧のとおりです。啓発・広報プロジェクトでは、障がい

福祉課と役割分担しながら、イベント準備に携わり、特別支援教育プロジェクトでは教育に関す

る事例を提出いたしました。 

 

＜スライド２９＞ 

事業所・制度プロジェクト、就労支援プロジェクトの取り組みはご覧のとおりです。各プロジ

ェクト会議では、プロジェクトメンバーの皆さんが議論の内容を確認しながら検討できるように、

パソコンなどの機材準備、会議のその場で要約筆記のように、パソコンで発言内容をまとめる事

務局作業を行いました。委員の方、プロジェクトメンバーの方との連絡調整業務や個別相談から

見える地域ニーズをお伝えする役割を担いました。 

 

＜スライド３０＞ 

相談支援事業の強化に向けての22年度の取り組みをお伝えさせていただきます。 

まずは、この自立支援協議会でも、相談事業の体制については委員の皆様からも様々ご意見を

いただきました。特に、２４時間３６５日稼動する警察の委員の方からは、相談員のメンタル面

の心配や、残業時間のこと。この事業報告にある内容や実態をこなす職員へのそれに見合う待遇

等、あげられていました。 

相談件数の増加、困難事例の増加、地域から求められる専門性やリーダー的な役割に加え、平

成19年からはこの自立支援協議会が新しく事業に加わったこともあり、既にパンク状態でしたが、

浦安市のご理解も得て、今年度より常勤１名の増員をしていただくこととなり、常勤６名体制を

とることになりました。これを受け、今までに増してこの事業の強化をしていかなけばならない

と考えています。具体的には、まずは相談員の育成です。話をきくだけと思われがちな相談業務

ですが、傾聴力、共感力、構築力、交渉力など多様なスキルを必要とする職種です。困難なご相

談が多く寄せられる地域の相談窓口であるからこそ、期待に応えることができる相談員を育成す

る必要があります。そして、社会資源構築の要である地域自立支援協議会に積極的に関わり、だ

れもが住みやすい街づくりに取り組んでいく事を強化事項としています。 

 

＜スライド３１＞ 

 では、お手元の資料集、資料４をご覧ください。21年度の特徴的な事例を４つ、ご紹介してい

ます。時間の関係上、ひとつひとつの事例を読み上げる事は省略いたしますが、高次脳機能障害
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の方への支援事例が増えていること、老老介護の状態のリスクが高まっている家庭が増えている

こと、家庭内暴力や引きこもり状況にある発達障害当事者のご家族からのご相談、当事者の方か

らの相談が増えていることなどは、今後も増えていく相談事例だと感じています。 

 また、チーム支援において、地域の薬剤師さんやご近所の方など、地域の身近な方たちとの連

携も見られたことが特徴です。 

 

＜スライド３２＞ 

 最後に、21年度の相談事例から見えた地域課題についても報告させていただきます。 

資料集の資料５をお開きください。 

1つ目の地域課題は、成年後見制度利用に至るまでの課題です。成年後見制度申請後、後見人

決定までの生活費を支援者が立て替え、支援を続けた事例を通して、老老介護の状態にある当事

者の姿が増えていることから、後見人が決定されるまでの間、生活費を工面するための、経済的

な支援が必要であると感じたことです。 

2つ目の課題は、相談員が日々の個別相談から感じた地域課題です。保護者が障害のあるわが

子に関わる具体的な手法を学ぶだけでなく、仲間と一緒に連帯しながら、保護者自身が自分の障

害に対する考え方や子育てなどについて客観的に振り返る機会が保護者支援につながるだろうと

感じています。 

3つ目の課題は、ネグレクト、虐待などで心理的に大きく傷ついた子どもたちへの支援に必要

な社会資源が足りない状況であることです。児童精神科医療はすでに、溢れるニーズで入院ベッ

ドは 1年、2年待ち。子どもたちが年齢相応な体験を重ね、信頼できる大人の養育の下、生活を

整えることができる小規模の施設や専門里親などの機関も満杯です。 

 心理的に大きく傷ついた子どもたちの生活の場が足りなくなっていることは、家族への支援が

届かず、親子が崩壊することになってしまった結果にすぎません。もっと早くに支援が入ってい

たら・・・と思うことが往々にあるのです。 

これは、２つ目の相談員が感じる「保護者支援の必要性」にも通じることですが、わが子のこ

とで、悩み疲弊している保護者、精神的に追い詰められているお母さんたちに「あれっ？」と異

変を感じて声をかけ、小さな頃から継続的な支援につなげていく必要があると思います。  

4つ目の課題は、住まいの不足です。自立生活を送る障害のある当事者が少ない背景の一つに、

浦安は家賃が高く、当事者の人たちが工面できる生活費で借りる事ができる賃貸住宅が少ない事

や、車椅子が生活に欠かせない身体障害のある人たちが住むことができるバリアフリー住宅が足

りない事にあります。 

 以上４つの課題を挙げました。 

なかなか一足飛びに課題解決には至らない問題も多くありますが、協議会の委員の皆さんと一緒

に、社会資源を増やし、課題解決に向けて努力していきたいと思っています。 

これで、21年度の活動報告を終わらせていただきます。ご静聴、ありがとうございました。 

 

会長：ありがとうございました。何かご質問ありますでしょうか。また、補足説明などはありま

せんでしょうか。 
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総合相談：制度の狭間の人というのは、例えば、常時痛みを伴う難病をお持ちで、痛みと、痛み

による精神面への影響から、日常の動作を行うのも困難となり、ほぼ寝たきりの状態で、

日常生活に支障をきたしている方がいます。その方の病気は難病認定も受けていないた

め、どの制度も利用することができず、本人・家族の日常生活の負担や金銭面の負担は

とても大きなものでした。身体障害者手帳を取得して、医療費やタクシー券の助成を受

けることができました。また、就労して会社で上手くいかなくなったことをきっかけに

初めて障害を疑い、相談につながった、発達障害の疑われる方が増えています。男性が

多く、相談支援が継続する中、年度途中で手帳取得に至った方が多いです。 

 

委員：サービス利用計画作成の給付はもらっているのでしょうか。 

 

総合相談：はい、国で定められた給付を頂いております。 

 

委員：資料のスライド１０、相談形態で機関との連携と関係者会議の違いは何でしょうか？ 

 

総合相談：関係者会議は、３つ以上の関係機関が入っての会議を関係者会議としてカウントして

います。機関との連携は、総合相談だけでは、利用者さんを支援できる状況ではなく、

皆さんと連携して支援をしているのですが、チーム支援が広がっているので、機関との

連携は増えています。関係者会議は３つ以上の関係機関が入っての会議としていますが、

機関との連携は、それ以下、総合相談ともう１つの機関との打合せなどのことです。 

 

委員：高齢者でも、元々、障がい者であって６５歳になって介護保険の利用となる方と、高齢者

になって手帳を取る方がいらっしゃると思うのですが、介護保険のケアマネージャーさんか

ら、障害福祉サービスなどの制度について分からないなどの相談は何件ぐらいあって、今後、

増えていくのでしょうか？ 

 

総合相談：何件あるかということについてはわかりませんが、介護保険のケアマネージャーさん

は障害福祉やボランティアさんなどのインフォーマルな部分を含めてマネジメントをす

ることが求められていますので、総合相談としても、まだ決まった事ではありませんが、

ケアマネージャーさんたちへの勉強会などを行いたいと思います。 

 

委員：地域活動支援センターⅠ型は、市の相談支援の委託を受けている法人しか実施できないと

聞いたが、総合相談のどの事業にあたるのですか。 

 

総合相談：課長から説明していただいた方が良いと思いますが、市の相談支援事業、浦安市障が

い者総合相談支援事業の委託を受けている法人が地域活動支援センターⅠ型を運営でき

ることになっているだけで、総合相談センターとは全く別物です。よって、総合相談が

実施しているどの事業にも地域活動支援センターⅠ型は含まれません。課長にご説明頂

いた方が良いと思いますが。 
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委員：自立支援方法では、市町村の相談事業を受託している法人が地域活動支援センターⅠ型を

運営できることになっています。 

 

会長：その他、特になければ、これで全体会を閉会したいと思います。お疲れ様でした。 

 


