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浦安市地域自立支援協議会 （平成 23年度第１回全体会）

＜議事録＞

開催日時：平成 23年 6月 30 日（木）13:30～15:20

開催場所：浦安市ワークステーション３階食堂

【出席者】

下田直樹委員、福嶋史郎委員、井村顴委員、長山かおり委員、工藤敬委員、佐藤尚美委員、谷岡智恵委員、

森嶋宏治委員、中野陽子委員、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、西田俊光

委員、内村好夫委員、竹谷弘美委員、榑林元樹委員、大隈剛介委員、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、田中美紀子委員代理 野坂秋美氏、枝川芳子委員、

安井敦委員、渡邉聰子委員、大塚三枝子委員、田邉明子委員代理 篠田紫織氏、森山直人委員、白川洋子

委員、西田良枝委員、相川芳江委員、勝田秀樹委員、足立八重子委員、上林正和委員、米本慎一委員、小

鍛治周二委員、鶴見仲寛委員、石田和明委員、大野宏尚委員代理 緒方利昭氏、橋野まり子委員

事務局

定刻となりましたので始めさせていただきます。

本日は、浦安市地域自立支援協議会平成 23 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。

はじめに今年度は、当協議会の全ての委員が再任あるいは新任となりますので、皆様に委嘱状の交付さ

せていただきます。

それでは、市長より公布させていただきます。市長お願いいたします。

＜会長以下全出席委員に委嘱状の交付を行う＞

また、委員として委嘱しました本市職員につきましては、委嘱状を既に配布してございますので、紹介のみ

とさせていただきます。

なお、浦安市医師会の 高木 一郎 委員、県立市川特別支援学校の 熊谷 修 委員、リトルブレイバー

の 佐藤 文徳 委員、㈱オリエンタルランドの 小林 章宏 委員、浦安市民生委員児童委員協議会 高橋

純子 委員、浦安市商工会議所の高木行雄委員、消防本部警防課の大塚 等 委員につきましては、欠席

でございます。

皆様には、平成 25 年３月 31 日までの２年間の任期となりますので、ご協力よろしくお願いいたします。

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致します。

市長

みなさん、こんにちは。今日は平成 23 年度の浦安市地域自立新協議会第１回全体会ということで、45 名

の団体の皆様方に、今、委嘱状を交付させていただきましたけれども、大変厳しい中こうしてお集まりをいた

だきましたことにお礼と感謝を申し上げたいと思います。

本来であれば 50 名、それも年度初めの４月頃に第１回全体会を行うというように障がい福祉課係長よりう

かがいましたけれども、やはり今回の３月 11 日の震災が影響致しまして、６月ももう終わろうとしている今日

協議会の開催となりましたけれども、医療、福祉、教育様々な分野から皆様方にお集まりいただきました。あ

らためてこれからの２年間、よろしくお願い申し上げたいと思います。
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もう間もなく震災から４か月がたとうとしています。とりわけこのワークステーションを中心とした千鳥地区、

浦安市内の中でも大変液状化の激しい地区でもございましたが、今日見ても爪痕、傷跡がいたるところに見

受けられますけれども、逆に自然の驚異、猛威を実感いたしましたけれども、それにめげず復興あるいは復

旧に向かっていく人間の偉大さをしみじみと感じているところでもございます。この震災が千年に一度の、ちょ

っと私たち日頃の感覚とは相いれない大変雄大な自然の猛威を今回感じさせていただきましたけれども、こ

ういった大きな歴史の中で考えると私たちの小さな力が小さくても集まれば、自然の猛威そういったものにも

立ち向かえるなど改めて思っています。

ただ、いろんな方に今回の震災のお話を聞く中で、つい先だって産経新聞社の催す、近代文明における震

災の意義という、ちょっと変わったテーマの話し合いがございました。こういった天災を自然の人間に与える

啓示だというとらえ方をするのは、私たち日本人だけなのだそうです。石原知事が余計なことを発言いたしま

した。人間に対する天罰だという話がありましたけれども、あれは言葉足らずで、ただ、日本人がどこか根底

に持っている根底に流れる宗教観が、ああいう発言をさせたというような話を京都大学の教授がしておりまし

た。確かにそうかもしれません。

昨日も、環境庁の長官が講演をいたしましたけれども、この震災を機にという話がありましたけれども、明

治の維新、そして昭和 20 年の敗戦、そして三度日本人が生まれ変われるチャンスが今回与えられたのでは

ないかと言う話を、昨日、環境庁長官という全然異質な分野の方からそのような話を聞きました。間違いなく

私も同感だというふうに感じたところでございますけれども、浦安市が抱えるこれからの障がい者福祉、まさ

に大きなテーマになっておりますのが障がい者の生活の場づくりと言うことで、ぜひこれからの２年間、私ども

も第２次実施計画の中で盛り込んでいることには変わりありません。

また、平成 24 年度、来年度から 26 年度までの障がい者福祉計画の新しい策定の年度でもあるということ

でございますので、ぜひ 50 名の委嘱を受けられました皆さん方に、熱い思いを中で語っていただければと思

いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。今日は本当に暑い中お疲れのところありがとうござい

ます。

事務局

ありがとうございました。

それでは、初めに全体会の会長選出につきまして、ご報告をいたします。要綱では「会長は委員の互選に

より定める」と規定されておりますが、東日本大震災の発生によりまして、委員の方の推薦事務に遅れが生

じる等の影響があったところでございます。

この震災の影響によりまして、異例ではございますが、協議会に先立ちまして浦安市地域自立支援協議

会平成 23年度第１回幹事会を６月 20日に開催したところです。

この幹事会におきまして、下田委員に幹事長をお引き受けいただいたところ、当協議会に精通される下田

委員に会長も、引き続きお願いしたいとのご意見がございまして、会長もお引き受けいただいたところです。

つきましては、これらの事情をご考慮いただきまして、下田委員を浦安市地域自立支援協議会の会長と決

定したことに、ご了承をいただきたくご報告させていただきます。

次に、副会長を選任させていただきます。

副会長は、設置要綱第５条第４項の規定により、会長が指名することとなっておりますので、下田会長より

ご指名をお願いします。

会長
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今回３期目ということになりますが、引き続き、会長をさせていただきます明海大学の下田直樹と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。

副会長につきましては、今、お話ございましたように、設置要綱によりまして会長が指名するということにな

っております。副会長につきましては、これまでの様々な経験、あるいは会議への出席、福祉等を含めまして、

市政全般に深い認識をお持ちの西田俊光委員にお願いしたいと考えておりますが、委員の皆様よろしいでし

ょうか。よろしければ拍手をお願いしたいと思います。

＜拍手により承認＞

それでは副会長は、西田俊光委員にお願いいたします。

続きまして、後で詳しく浦安市地域自立支援協議会の構成についてお話申し上げますが、この地域自立

支援協議会は全体会の下に幹事会がございます。

また、この幹事会の下に４つのプロジェクト会がございます。プロジェクト会はそれぞれプロジェクトリーダ

ーのもとに動いておりまして、これは、もうすでに様々な地域課題に立ち向かってきたところでございます。こ

のプロジェクト会のリーダーにつきましても異例ではございますが、これまでの様々な活動の実績経験等ござ

いまして、会長として指名させていただきたいと思います。

お手元に名簿がありますので、ご覧いただきたいと思います。今日、幹事会の名簿を１枚別にお配りして

おります。この幹事会の名簿の中で、既に書き込んであって恐縮なのですが、４つのプロジェクト会につきま

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、特別支援教育プロジェクト会、啓発広報プロ

ジェクト会の４つのプロジェクト会がございます。それぞれがどのような活動をしているかにつきましては、あ

とでプロジェクト会の報告として詳細にご報告をさせていただきますが、まず、事業者支援制度プロジェクト会

につきましては、ケアラビット浦安センター長でいらっしゃいます谷岡委員にお願いしたいと思います。よろし

いでしょうか。＜拍手により承認＞

続きまして、就労支援プロジェクト会は、先ほど副会長をお願いしましたＮＰＯ法人タオの理事長であります

西田俊光委員にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。＜拍手により承認＞

続きまして、啓発広報プロジェクト会は、社会福祉協議会の榑林委員にお願いしたいと思いますがよろし

いでしょうか。＜拍手により承認＞

特別支援教育プロジェクト会につきましては、教育研究センターの所長であります緒方委員にお願いした

いと思いますが、よろしいでしょうか。＜拍手により承認＞

以上４つのプロジェクトにつきましては、後で詳細にこれまでの活動報告と今後の活動の方針を報告させ

ていただきます。ありがとうございました。

それでは、進行させていただきます。この協議会の会長を務めさせていただくに当たりまして、あらためて

一言ご挨拶を申し上げます。

こんにちは。今回、浦安市地域自立支援協議会の会長ということでご指名といただきました、明海大学の

下田と申します。

平成 19年度に浦安市の地域自立支援協議会が発足いたしました。障がいのある方もない方も共に生きる

街づくりということで、様々な地域的課題を掘り起しながら単なる協議で終わらせることなく、それを一つの政

策、あるいは実際の成果に結実させるということでいろいろと話し合いを続けてまいりました。この協議会ま

すます発展していくことが、まさに浦安市の障がい者福祉の発展につながるということでございます。

先ほど市長からお話しがございましたが、震災後街並みが大きく変わりましたけれども、市民の皆さんある

いはさまざまな関係者の皆さんが力を合わせて、まさに市役所の方がポロシャツを着ておられますけれども、

“絆”ということで力を合わせまして、力を合わせて課題に立ち向かうということは、本当に素晴らしい力を発
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揮するものであるということをあらためて協議会の経験を通じて実感してまいりました。これから２年間どうぞ

様々な意見を戦わせながら、良い浦安市づくりあるいは障害がある方もない方も一緒に共に明るく楽しく笑

顔で暮らせる街づくりということで進めて行きたいと思いますので、どうぞご協力のほどよろしくお願い申し上

げます。

それでは、早速議題に入らせていただきます。お手元の議事次第のところで議題１、平成 22 年度地域自

立支援協議会の実施状況ということで、今回再任の委員もいらっしゃいますが、新任の委員もいらっしゃると

いうことであらためて浦安市地域自立支援協議会というものがどういう協議会かという説明も含めまして、事

務局の方から 22 年度の活動報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

事務局

ただ今、会長からお話がありましたけれども、今回、新任の方も多数いらっしゃいますので、地域自立支援

協議会について、ご説明をさせていただきたいと思います。

資料の１ページを開いていただきたいと思います。

＜資料１ページに沿って「地域自立支援協議会」設置の根拠、指針、目標を説明＞

＜資料２、３ページに沿って、協議会の役割、内容、体系を説明＞

＜資料６、７、８ページに沿ってＨ22 年度地域自立支援協議会実施状況について事務局より説明＞

会長

ありがとうございました。この後は引き続き各プロジェクト会から詳細な報告がありますが、現在までの報

告につきまして、何かご質問あるいはこういう点はどうなのだろうというようなことございましたらお出しいただ

ければと思います。いかがでございましょうか。

＜質問なし＞

後で質問を遡ってしていただいても構いませんので、もし聞いておきたいことなどございましたらどうぞお話

しいただければと思います。

委員

今回、委員に戻ってきまして、協議会の役割り、内容に関して説明がありましたが、委員の役割りというの

が実は明確ではなくて、私が考えていることとして話をさせていただくと私どもは各団体の代表として出席さ

せていただいて、この協議会と私どもが所属する団体とのパイプ役のような形で、団体ができることをまたは

提案されることを持ち寄って、そちら側から今こういった形で動いているということについてお伝えするという

役割だということで考えてよろしいのでしょうか。

会長

そうだと思います。その他委員としていろいろとご意見等会議の場で話していただき、それはそれぞれ所

属している団体があるわけですが、まずは個人としての意見を述べて頂いて差しつかえないと思います。

委員

委員を離れていた間、実は中の状況が全然わからないという状況ではあったのですね。お話を聞くと協議

会自体の存在なり内容なりということを知らない人、業界にいながらそういった方たちがけっこういることがわ

かったので、自分もボヤボヤしていてはいけなかったのだなと再認識したところなんですけれども、中でも今



5

回は端から端まで抜けたところの議事録も全て含めて読ませていただいて、戻ってきたつもりなのですけれ

ども、設置要綱の第９条に秘密保持と言うのがありまして「その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしては

ならない」という部分なのですが、ここの中で話された内容が外にアップされたものを見ても、それが公開とい

うことになっているのでその内容について議事録がパソコンで見られるところをみると、その内容について自

分たちの業界なり、団体に持ち帰って話をするということは問題ないのでしょか。これについては個人情報と

いう考え方でいいのでしょうか。

会長

原則的にはそうだと思います。つまり個人的な名前だったり個人が特定できるような内容については、秘

密保持の範疇に入ると考えます。

委員

これを見ると委員という名前になっているのですが、例えば誰が発言したということも言ってはならないとい

うことなのでしょうか。議事録には「委員」と書かれていて個人名がない。そういった部分を言ってはならない

ということなのでしょうか。これが引っかかっていてどうしたらいいのかなと思いましたものですから。

委員

「委員」と書いてあるということなのですが、その委員会もそうなのですが、委員皆様の自由なご意見をい

ただこうということで名前を出すというよりも、「委員」ということでまとめさせていてだいています。

また、先ほどの「秘密とは」ということなのですが、広く一般的に周知されていないものということがひとつあ

ります。ですので、ここで議論された個人の内容であるとかお名前であるとかそういったことが出ている場合

については、秘密保持と言うことになると思います。ただ、ここで議論が終わって一般に市が公表したものに

ついては、それにはあたらないというふうに考えてもらって結構です。

委員

では、個別の案件でお名前が出ていることについてという考え方でよろしいでしょうか。

会長

委員の名前は、委員の自由な発言といいますか、ある発言をしたことで後でいろいろと言われてしまうとか

そういうことがないように、自由に発言できるように委員の名前を出しておりません。その中で、実際にどうい

う団体の委員が、こういう発言をされていたというのは持ち帰っていただいて、そこでは出しても構わないと思

います。

委員

例えば、こんな団体のこんな人がこんな話をしていたというのは。

会長

差支えないと思います。

委員
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自由な発言というのは確かにそのとおりなのですが、やはり責任ある発言と言うことも必要だと思います。

そういった意味では、名前を出していけないという意味がはっきりわからない。

会長

全ての委員会では、今、お話がありましたように委員のお名前を出しておりません。ただ、もしこの地域自

立支援協議会で責任を持って発言をしていただくということであれば、別途、委員の名前を出すような形の議

事録と言うことについても検討してもいいと思います。

委員

その考え方はよくからないのですが、例えばアメリカのある委員会では、世界に議事録が公開されている。

委員が、どのような発言をしたかということが傍聴会で公開されている。それはやはり責任を持って発言して

いるということで、非常に重要なことであり、自由な発言に対して責任を持って発言するということは当然ある

べきこと。それを隠すというのは、今までそうしてきたからと言って名前を出さないというのは納得できないで

すね。世界的にそんなことが通用するのですか。

会長

ここの会議では、委員の皆さんが隠すような話をしているわけでは全くございませんし、従来の慣行に則っ

て委員の名前を伏せてまいりましたが、今、委員からご意見がございましたように、責任を持った発言が重要

だということであれば、この議事録につきましては委員の名前を出してお送りさせていただきます。

委員

会長すみません。実は今、会長言われたように市の全体的なところで各会議については、自由な意見ある

いは他から意見が抑制されることがないといった形で「委員」ということで出してありますが、この会議の中で

皆さんが責任ある意見としてお名前を出すということに決めるのであれば、それはこの会議で決定していた

だければいいというふうに思います。

会長

委員の皆さん公職ではございませんので、先ほどのアメリカの場合は確か全員公職という立場でございま

すので、ここでは各団体から委員として出てきているということでございまして、公職としての立場とは違いま

すので、その場合個人としての尊重といいますか、憲法上の問題もありますけれども、もしこの場で了解が得

られれば、名前を出した形での議事録公開というのは可能だと思いますし、むしろ積極的に進めることかもし

れません。

委員

公職か、公職でないとかということですけれども、アメリカの場合は、要するに公職ではない個人として委

員会や公聴会に出席した人の意見も名前も公表されているのです。だから責任を持って発言した人の名前

を公表するというのが必要だと思います。

会長

すいません。私公職の場で発言した個人についてということまでは見ていないものですから、不勉強で申
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し訳ありません。もし、そういうことであるならばなおさら、この中で委員の名前つまりご自身の名前を付して

発言が公開されることについてご了解いただきたい。ただ、中にはやはり名前を伏せてほしいという様なお考

えもあるかと思いますので、一概には強制できませんのでまず、このことについてご意見があればお伺いし

たうえで了解を得られるのであればそうしたいと思いますがいかがでしょうか。

では、どうぞお願いします。これからいろんな肩書きの方がいらっしゃいますので、委員と言うことで統一さ

せて呼ばせていただきます。

委員

私はホームページなどで国の、厚生労働省他の全国の活動会議だとか、各委員会の議事録を拝見してお

りますけれども、全部障害者の会の代表とか厚生労働省の○○課長△△だとか名前がきちんと議事録に書

いてありまして、間違った発言に関しても「さっきのは間違いでした」とそこまで全部細かく議事録が出ており

ますので、公開と言うことで名前を載せた方が良いかと存じます。

会長

ありがとうございます。他にございますでしょうか。今、国等の審議会委員会につきましては、それぞれ名

前を付して発言が公開されているということで、こちらの自立支援協議会でもそのような方向が望ましいとい

う様なご意見が出ております。

それでは今回議題の方がございますので、これにつきましては、今後、議事録の公開等に当たっては発言

した委員の名前を公開させていただくという形でよろしいでしょうか。ご異議がなければ拍手と言う形で確認さ

せていただきます。

＜まばらな拍手＞

なかなか突然の話でとまどっておられる委員の方も多いかと思います。ということでこれにつきましては、

次回の幹事会に持ち帰らせていただいて、そこできっちりと結論をつけてそれぞれの委員にご通知、ご連絡

申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。いろいろと貴重なご意見ありがとうございました。ただ、市の委

員会全般的に「委員」と言うことで、そのことの根拠なども確認しながら進めて行きたいと思います。

委員

この問題は多数決で否決されたりと言うことではなく、きちんとした名前を公にするということは、議事録を

出すという段階で名前までオープンにするものだと心得ていますので、多数決で決まるものではないと思い

ますので、そこのところ審議のほどよろしくお願いいたします。

会長

少し進め方で誤解を招いたところもありますので、ご了解が得られればということで一応のコンセンサス、

合意が得られたならば委員の名前を公開していこうかなと思っておりますので、特に多数決で決まったから

公開するという様な強要をする訳ではございませんし、逆な意味でも反対多数だったから絶対に出さないと

いうことでもございませんので、その辺りのところを了解したうえで話を進めていきます。どうもご意見ありがと

うございました。この件につきましては、よろしいでしょうか。

これにつきましては、毎月１回幹事会を開催しておりますので、次回幹事会の方に持って帰りまして、きち

んと議論したうえでご連絡を差し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

他に質疑応答がなければ、議題２の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きまして、幹
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事会は幹事長でありますわたくし下田から、その他４つのプロジェクト会につきましては、それぞれのプロジェ

クトリーダーからご報告をいただきたいと思います。

会長

まず、はじめに幹事会でございます。

先ほど申し上げましたように、全体会の下に幹事会が設けられておりまして、その下に４つのプロジェクト

会がございます。それぞれが、ただ議論するだけではなくて、実際にさまざまな形で要望をだしたり、あるい

は実際に動いて、色々な、緊急な課題を解決するよう取り組んだりというような、実戦部隊的な性格をもって

おりますが、まず幹事会、その要となります幹事会についてご報告させていただきます。9 ページということに

なります。

平成 22 年度の幹事会につきましては、全 10 回開催いたしました。毎月開催原則ということで、10 回開催

をいたしました。

各プロジェクト会の報告を受けるとともに、特に今回、テーマにしましたのは障がいのあるかたの住まいの

問題です。これをいかに解決するかということを中心に協議、あるいはさまざまな要望をおこないました。9 ペ

ージにございます主な協議内容というところで、特に住まいの問題につきましては、住まいに関する当事者

の方のお声や、グループホーム等の利用状況等をふまえまして、市内で拡充を図るための今後の対策につ

きまして、先進事例や運営事業者の実例をもとに検討をいたしました。その結果、浦安の高い不動産賃貸料

をはじめとして、ヘルパーの人件費など運営に必要な諸経費を現状の報酬単価や補助制度ではまかないき

れない状況が明らかになりました。

特に、重度の障がいのある方の住まいとなるケアホームの拡充には、現在の状況の中では、なかなか難

しいということが浮き彫りになってまいりました。

これを議論し解決する方法といたしまして、様々な意見をまとめまして、平成 23年度、市の事業としてグル

ープホーム等整備事業補助金ということが新設されることになりました。

また、東野地区の再整備につきましても、福祉ゾーンとして、障がい福祉に求められる施設整備の内容を

地域自立支援協議会からの提案という形で市長に要望いたしました。提案した内容は9ページのほうに１、２、

３と書かれておりますが、この３つでございます。

特に中心は、暮し安心支援センター、安心コールセンターの整備でございます。

次に３つ目は、障がい福祉計画策定に伴うアンケート調査の実施ということで、平成 24 年度から３ヵ年の

新たな障がい福祉計画を策定するというお話しは、先ほど事務局からございました。これにつきましては、き

ちんとした地域のニーズをとらえるという意味から、その基礎となります市民ニーズを把握するアンケート調

査を実施するということにしまして、調査項目や内容について検討を進めてまいりました。

今後、平成 23 年度につきましては、障害者福祉計画の策定を中心に、また、後にございますが、相談事

業、ここから見えてくる地域課題をさらに浮き彫りにして、そこからあがってくる様々な課題を協議・検討、そし

て、解決のための方策を議論していきたいと考えています。以上が幹事会の報告です。

それぞれのもとに質問、あるいは意見をと思ったのですけれども時間的な問題もありますので、一応幹事

会のあと 4 つのプロジェクト会を一通り報告させていただいて、質疑応答をしていただきたいと思います。

それでは、次に、プロジェクト会事業者支援・制度プロジェクト会ということでお願いいたします。

委員

事業者支援・制度プロジェクト会から報告いたします。浦安の地域で、担い手、ヘルパー達が少なくて、非
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常に事業所としても問題をかかえているということでございましたので、就職フェアを開催いたしました。それ

で、平成 22 年 11 月９日ブライトンホテルで開催をいたしました。

結果が資料に掲載されていますように、参加事業所が 14 事業所、来場者が 63 人、その中で実際に５事

業所で常勤５人、非常勤３人の計８人の雇用につながりました。それから、来場者数は 159 人ということでし

たが、結果として担い手としては常勤５人、非常勤３人合計８名ということでございます。引き続き、今年度も

こういった就職フェアを開催しながら、担い手不足の解消にむかっていこうということを検討していきたいと思

っております。

それと同時に担い手不足と同時に、高齢者はもちろん、高齢者だけでなくて障がい者の方たちの支援を担

っていくための、その共有をもう少し研修を重ねさせてやっていきたいと思っております。それと同時に、あの

担い手不足がどのようなところから、この担い手不足ということにつながっているのかということも検討してい

かなければならない問題だと思います。

その問題の１つの大きな考えられることとしては、やはり、事業所の報酬が、採算があうのか、あわないの

かというところで、この問題をやはり私達も考えていかなければならないと思いますので、引き続き、協議を

行い解決に向けて検討していきたいと思っております。以上でございます。

会長

ありがとうございました。引き続きつづけてよろしいでしょうか。それでは、次に就労支援プロジェクト会とい

うことでお願いします。

委員

自立支援協議会ができてから４年目になるでしょうか。その間、浦安の様々な作業所でありますとか、授産

更生関係の施設については新体系というか移行とか継続とか生活介護とか新しい制度の体制に移行してき

まして、障がい者の就労を取り巻く環境としては大変良くなっている傾向にあると思います。

それで 22 年度の、この委員会の課題の大きなテーマは二つありました。

一つは、マンツーマンでサポートが必要な重度障がい者についての就労支援についてどうしようということ

と、地域との繋がりをどうしながら障がいのある人たちを就労サポートしようか、この二点大きなポイントとし

て話し合いました。

で、一点だけでも解決したいということで、今年度、４月から重度障がい者の就労訓練体験、少しややこし

いのですが、体験をさせようということで、マンツーマンで重度障がい者を４名、就労支援センターのほうで受

け入れまして、現在３階の会議室をひとつの場所として、支援を行い始めました。大変あの受け入れにくい子

ども達にとって、大変いい環境と個別をつけてプログラムを替えて実践していまして、今のところ順調にすべ

りだしをしている。来年度の３月の卒業生にも同じような人がおりまして、だいたい２年間をサイクルで 10 人く

らいと思っております。来年の４月には、だいたい定員になる予定でございます。

それと、地域との連携の中で、訓練をするためには訓練する仕事が必要でありまして、この確保に大変、

今、苦労しております。現在、各事業所では、それぞれ目的をもってやっているので、概ね業務としては大丈

夫だという報告を受けているのですが、震災以降、仕事も減ったり大変環境が厳しくなってきている訳でして、

訓練をするための仕事の確保を、今後、どうしようかということについて新しく今年度のテーマにしようという

ふうに考えています。そういった意味では業務バンクといったものを、11ページ目の下に書いてあるのですが、

どこかで仕事の窓口をつくってそこから各移行事業所、継続事業所等々、あるいは特別支援学校等々に業

務を振り分けるようなバンク構想はないのかということも委員から出ておりまして、今年度はそういうテーマで
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行きたいと思っています。

あと、工賃、おそらく浦安は、けっこう工賃が上がってるほうだと思っているのですが、千葉県は障がい

をもっている人たちの就労訓練で１万円工賃を増やそうといっているのですが、今、各事業間でおそらくい

ろいろ差がでているのが現実だろうということで、その辺の情報を集めて、みんなで共有しあって、どうした

ら工賃が上がるのかということも併せて検討していこうではないかということを、23 年度についてはやろう

ということです。

あと就労支援センターができて１年弱なのですが、この不景気の中、障がい者の就労は、たいへんピッ

チ良くあがっているのが現実です。健常と言われる方達の就職の数よりも、今、就労支援センター、もちろ

ん「フレンズ」さんとか、「あいらんど」さんとか、「きらりあ」さんとか、「ソーシャル」さんとか皆さんのところに

いる方も、就労支援センターとタイアップしながら障がい者の就労支援をやっているのですが、今、だいた

い４人から５人ずつ毎月就労できているという、大変この環境下の中では効果が上がっている。それで障

がいがある方たちへの就労支援の体制が、浦安では出来つつあるということが現状では言えるかと思い

ます。以上報告でした。

会長

どうもありがとうございました。続きまして、特別支援教育プロジェクト会につきまして、お願いいたします。

委員

昨年度の特別支援教育プロジェクト会は、３回実施いたしました。その会議の内容は、教育研究センターと

まなびサポート、そして発達支援室やこども発達センターの役割や事業説明を行いました。例えば教職員の

研修状況や就学相談の流れ、サポートファイルについてでした。そして、その各機関が支援する保育園・幼

稚園及び学齢期における発達支援体制のあり方について課題を整理し、改善策を協議したところです。

また、まなびサポートチームのスタッフより、学校における通常学級の個別の指導計画の指導状況や、そ

の他関係機関の相談事例をあげながら、また補助教員や支援員などの研修や指導力向上に、向上をふくめ

て協議いたしました。特別支援教育充実のための方策について、色々と協議・検討をすすめていたところで

す。個別の指導計画の作成状況は、昨年度特別支援学級は 100％、小中の通常学級は 73.1％でした。市

立幼稚園、小中学校での特別支援学級や通常学級を問わず、保護者が必要であると考える場合は、事業と

して義務化が必要ではないかというご意見をいただき、今後の検討内容となっているところです。

平成23年度の方向性については、特別支援教育に関する保護者からの相談事例をもとに課題を整理し、

解決に向けた協議を継続的に行い、今後、個別の指導計画の作成 100％に向け、教育研究センターまなび

サポートを中心に、支援体制のあり方など問題点を改善策に向け討議検討を重ねてまいりたいと考えており

ます。以上です。

会長

ありがとうございました。つづきまして、最後に 4 つ目ということで啓発・広報プロジェクト会ということでお願

いいたします。

委員

啓発・広報プロジェクト会でございますが、自立支援協議会の大きな目的であります、障がいのある人もな

い人も市民の誰もが暮しやすい街づくりを目指していこうという、このために障がいのある人たちの理解をど
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う広げていくかということで、啓発広報活動していくということを目的しているプロジェクトでございます。

昨年度からサポートブックという本を作って、理解を市民の皆さんに深めてもらおうということで検討をはじ

めたところでございます。名前の通りサポートブックと書いてあるのですが、このサポートブックと言うイメージ

から、こうした時にはこうして下さいというマニュアル本をつくるというイメージが先行してしまったことがありま

して、どういったものをどういうふうに作りたいのかというのを、プロジェクト会のメンバーで３回会議の中で話

し合いをしてきました。で、13 ページに、この中でサポートブックについて主な意見ということで、抜粋で出さ

せていただきました。これは今後まとめていくにあたって、この部分は特に大事にしていきたいというものを出

したものですけれども、非常にたくさんいろいろなものを載せたいのですが、どこの誰に、届けたいメッセージ

なのかということを、しっかりと目的をもって作らないとそれがぼやけてしまうのではないかと言うこと。それか

らもうひとつ、町田市が先行して作っているサポートブック、これをもとに参考資料として、この会議のほうでも

意見交換してきたのですが、町田市では小学校４年生皆に教科書の副読本としてこれを配っているのですが、

浦安でもこういった形で、学齢期のどのくらいの段階で学校と協力しながら理解していけるようなものを作れ

たらいいねというような話しがでております。

それから、作っただけで終わらない活用のしかたも合わせて考えていこうと、学校で配るだけではなく、で

きれば、それについてのねらい・効果ですとか話しをしていく場面というのもあわせて、この本を作るにあたっ

て一緒に、こういうふうに活用してほしいな、あるいはこういった時には、お話しをしますよという形でできたら

いいなと考えております。それから、当事者の方、ご家族の声をできるだけ、入れていけるような形で作って

いけたらいいなというふうに考えております。

それともうひとつ、浦安の中にお住まいの障がいのある方について、どれくらいの方が住まれているのか

とか、そういった統計的なデータといったものを、片隅に参考するという形で、ぜひ載せていきたい。22 年度

のこういった検討をふまえまして、今年度につきましても、引き続き、このサポートブックの作成を啓発・広報

プロジェクト会の今後の大きな柱として活動していく予定でございます。以上です。

会長

どうもありがとうございました。幹事会から４つのプロジェクト会の活動内容及び今後の方向につきまして、

ご報告をさせていただきました。これにつきまして、質問あるいはご意見ございますでしょうか。

委員

大変貴重なお話しを聞かせていただいてありがとうございます。浦安市が非常に力を注いでいるということ

が、よくわかりました。ただ正直いいまして、私トパーズクラブ、視覚障がい者の会です。この協議会に、今ま

で出していただいてなかった、それは、今、議論すべきことじゃないけど、私は非常に深刻な問題だと思って

おります。これはここでは議論しませんけれども。それからもう 1 つこの協議会の目的っていうのは自立支援

法の定義をどなたかがおっしゃっていたように、障がいのある人もない人も、ともに参加できる社会をつくって

いくということだという、非常にその主旨に賛成でございます。私自身３年か４年くらい前に目が悪くなって、そ

れで日本に帰ってきて視覚障がい者の会に入っておりますけれども、そこで感じたことは、目が見えないとい

うことがいかに大変なことかと、例えば電話一つかけるにしても、電話機のどこ押したらいいかということがわ

からない。それから電話番号をどうして記録したらいいか。そこでヘルパーさんとかを呼んで、音声パソコンな

どが使われるようになって、それでかなり開けたのです。それでいろいろなことが開けてくるのだけれども、ま

だまだそういった努力が足りないのではないかと。参加するたびに、どうしたらいいのかっていう議論が、もう

少しなされていいのではないかと。そのための支援はどうあるべきかということ、もう少し議論があってよろし
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いのではないかという感じがしています。視覚障がい者については、今までこの会に出席していませんので、

そういう意見は今まで反映できませんでしたけれども、今後、こういったお話もさせてもらえればと思います。

会長

どうも貴重な意見をありがとうございました。確かに今回の、いわゆる第３期目の地域自立支援協議会に

あたりまして、委員の中に障がい者団体、当事者団体の方にも入っていただくということで、ちょっと遅きに逸

した感もあるのですけども、今後は、そういった御意見をどんどん取り入れながら、今、お話になられたことも

含めて本当に議論を深めていきたい、議論を深めていくだけではなく、解決できる課題については、それを政

策に結実するとか、あるいは何か取り組みをはじめるなどしないといけないと考えます。どうもありがとうござ

います。

また、特にどのプロジェクトにということではなくて、特に幹事会を中心に、今のご意見については真摯に受

け止めまして、議論を深めて、プロジェクト会及び全体会に反映させていきたいと思います。今後ともよろしく

お願いいたします。

よろしいでしょうか。他にご意見等ございますでしょうか。

今回から障がい者団体の方に加わっていただいたということで、それについてご意見ございますでしょうか。

プロジェクト会につきましても、これは特に４つあらかじめ決まっているのではなくて、地域課題をあきらか

にしていくなかで、こういうプロジェクト会が必要であろうということで、組織して、つくったものでございます。し

たがって、今後、もし地域課題がさらに一層明らかになっていけば、プロジェクト会の増設等も検討することに

なりますので、その件もお留置きいただいて、何かご質問等ございますでしょうか。

委員

全体会の委員が増えたということで、私は昨年度まで出ていなかったので、どこの団体の方が増えた人た

ちで、どこが以前からいらっしゃる方なのということが知りたいと思ったのですけれども。

会長

事務局のほうから説明させていただきます。

事務局

増えたところをご説明させていただきます。17 ページのほうに全体会の名簿がございます。昨年度まで全

体会の委員さんが全部で 46 名だったんですけれども、障がい者団体の方につきましては、手をつなぐ親の

会さんが、「あいらんど」さんとして入っていただいておりました。その他は新規ということで、今回、お願いし

ております。

行政側なのですけれども、全体会のほうに各関係課長が入っておりまして、行政担当課、結構多くこの協

議会にいたんですけれども、ここを各関係するところにつきまして、次長にお願いしております。全体で今年

度は、50 名ということで進めさせていただきたいと思っております。

委員

今のご質問に対するお答えで、具体的にどういう障がいの方の会かということがわからないのですけれど

も。それを教えていただければと思います。
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会長

こちらにつきましては、事務局の方で詳しく説明させていただきます。

事務局

実際に増えた障がい者団体の名称を読み上げさせていただきます。まず、「千葉発達障害児・者親の会

「コスモ」浦安グループ」の方です。次に「自閉症協会」、次に「いちょうの会」、次に「身体障害者福祉会」、次

に「視覚障害者会・トパーズクラブ」さんです。次に「聴覚障害者協会」、この６団体が今までの全体会よりも

増えたということになっております。

どうしてこの団体を選定したかということですけれども、今、浦安市内で定期的に活動されている団体さん

が「身体障害者福祉会」、「視覚障害者の会」、「聴覚障害者協会」、「手をつなぐ親の会」の４団体ということ

で、市の方から毎年補助金を交付させていただいている団体です。その団体とまたこの４団体と「いちょうの

会」と「自閉症協会」と「発達障害児・者親の会「コスモ」」さんの３つが加わっているのですけれども、この３団

体につきましては前回の障がい者福祉計画策定の際にも委員として入っていただいていることと、活動が積

極的・定期的に行なわれているということで加えさせていただいて、今、浦安市内で活発に活動していただい

て、多くの方が参加していただいている障がい者団体ということで、今回は全部で、７つの団体に入っていた

だいたところです。以上です。

委員

「いちょうの会」は、どういう会なのでしょうか

会長

「いちょうの会」はどうでしょう

事務局

「いちょうの会」さんにつきましては、精神障がい者の親の会ということで組織していただいております。

会長

よろしいですか。「いちょうの会」の委員がいらっしゃるので。

委員

今のご説明で十分でございます。

会長

よろしいでしょうか

委員

はい。

会長

どうもありがとうございました。それでは、先ほどが手をあげていらっしゃいました。
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委員

サポートブックについて、教えてください。私達は、いわゆる LD とかアスペルガーとか、そういう発達に障

がいがある子ども達の親の会で、サポートブックと言うのは私達がものすごく大事にしているものなのですが、

ちょっと私達が思っているものと定義が違うのかなと、同じ名称で呼んでいるものでも方向性がどうなのか。

ちらっとお見かけするだけだと、どうも広報の材料なのかなと。健常な普通の小学校４年生のお子さんに対す

る、障がいのある人への理解をサポートするものなのですか。

会長

どうぞ、お願いします。

委員

そのとおりでございます。特別支援教育プロジェクトの方の、サポートファイルっていうのがありまして、そ

のサポートファイルの方のお話ではないのかなと思われるのですが。同じような名前になって本当に捉え方

も難しいところなのですけれども。ですから、これを実際出すときに、サポートブックという名前で出すのかどう

かというところも、本当にきちんと議論しないと、そういうわかりづらいものになってしまうかなというところは考

えております。

会長

どうぞ。引き続き、どうぞ。

委員

障がいのある子どもを助けるものではなく、教材として普通の一般のお子さんの理解を上げるためのツー

ルだと。

会長

もともと啓発広報プロジェクトは、ホースセラピーとか、色々なイベントをやりつつ、地域自立支援協議会の

存在を一般の方とかあるいは関係する方に知っていただくということで、その流れの中でやってきています。

そのような位置づけになっております。はい、よろしいでしょうか。

それでは３つ目の議題ということでございます。３つ目は平成 23 年度の地域自立支援協議会のスケジュ

ールということでお手元の資料につきましては、15 ページをご覧いただきたいと思います。それでは事務局

のほうからご説明お願いします。

事務局

それでは平成 23 年度の協議会のスケジュールについてご説明させていただきます。まず資料につきまし

ては 15 ページにあります。

この全体会につきましては、今年度は今回を含めまして、年間二回の開催を予定しております。次回は 11

月上旬に予定をしておりますので、改めて通知をさせていただきますので、宜しくお願いします。この時は、

上半期の活動報告等をさせていただきたいと考えております。

次に幹事会につきましては、この協議会のかじ取り役ということで、活動する訳ですけれども、基本毎月１



15

回開催する予定でございます。今年度につきましては、４月５月は開催できませんでしたので、年度で全部で

10 回の開催を予定しております。先ほど幹事長からもご報告もありましたが、障がい者福祉計画の策定が、

各プロジェクト会で集められた課題などについて、引き続き、協議をしていきたいと考えております。

また、今年度につきましては、その策定委員会を設置することになりますので、策定委員会につきましては、

幹事会の日程に合わせて策定委員会を開催しようと考えております。

また、プロジェクト会につきましては、現在、各４人のリーダーさんに構成メンバーの選任および運営計画

を策定していただいておりますので、その計画をもとにプロジェクト会と幹事会をあわせながら、活動を進め

ていきたいと考えております。主な活動内容としましては、先ほど各リーダーさんのほうから 23 年度の方向

性ということでお話していただきましたので、そちらの方の議題を中心にすすめていきたいと思っております

ので、よろしくご協力の程よろしくお願いいたします。以上です。

会長

どうもありがとうございました。これにつきまして何かご質問等ございますでしょうか。今後、障がい者福祉

計画あるいはプロジェクト会という組織、あのリーダーはおりますけれども、これから委員の方にお願いして

いく段取りになりますけれども、どうぞその際、宜しくお願いいたします。何かございますでしょうか。

それではよろしければ、最後の 4 つ目の議題と言うことで、浦安市地域自立支援協議会の活動・役割の中

に相談支援事業をはじめとする地域の障がい者福祉に関するシステム作りに関し、中核的な役割を果たす

協議会としての役割が期待されております。

また、相談支援事業ということで、これについての現状および評価が重要な協議会の役割になっておりま

す。その中から様々な地域課題が浮き彫りになりまして、それに対して力をあわせて取り組んでいくことにな

るのですが、それにつきましてのご報告をこれからさせていただきます。平成 22 年度の浦安市相談支援事

業の活動報告ということで、前にパワーポイントの資料もございますので、それを参考にしながら、あるいは

マイクでお話いたしますので聞いていただいてということでお願いしたいと思います。それではよろしくお願い

します。

委員

皆さんこんにちは。宜しくお願いします。本協議会では、今、会長からご説明があったように、障害者自立

支援法において市の必須事業であります、この相談支援事業の活動報告を年に２回行うことになっておりま

す。この相談支援事業を市から受託しておりまして、地域の相談窓口となっているのが浦安市障がい児・者

総合相談センターです。お手元のほうにパワーポイントの資料をお渡ししておりますけれども、それと各事業

の詳細や地域課題をまとめました資料集をご用意いたしましたので、こちらをご確認いただければと思いま

す。前の方のスライドが見づらければ、お手元の資料を見ながらということでお願いしたいと思います。

<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、障がいの種別にとらわれず、全ての障がいを対象

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契約書には、ご覧のとおりの「相

談窓口開設時間」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。

<スライド３>

職員体制は、ごらんのとおりです。嘱託医として２名の精神科医にも加わっていただき、相談支援機能の
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強化を図っています。精神科医による毎月２回の事例検討、相談支援ケアマネジメント講師による月１回の

勉強会などを実施しまして、地域のあらゆる相談ニーズに対応していける体制を整えています。

<スライド４>

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。各事業の取り組みについては、お手元の資

料集、資料１、資料２に記載しております。今日は時間の都合もありまして、この場でのご説明は致しません

けれども、ぜひ、皆さんに別紙資料をご覧いただけましたら、ありがたいと思います。

＜スライド５＞

当センターの相談支援事業の業務をご覧いただきたいと思います。

このように３つの軸を中心に展開しております。個別相談業務では、継続支援・訪問重視・本人中心の支

援を展開し、多様な支援機関と連携するチーム支援を基本としています。また、本協議会の事務局を障がい

福祉課とともに担っています。

〈スライド６〉

個別の相談業務であります障がい者相談支援事業について、ご報告いたします。

＜スライド７＞

統計からご紹介いたします。

相談実人数です。平成 18 年が自立支援法施行の年でした。地域からの制度に関する問い合わせが多く

ありまして、220 名を超える実績がありました。その後、生活全般に関する相談ニーズが増える傾向にありま

して、年々、相談支援を利用した利用者実人数は増加しています。22 年度は、219 名の方からご相談が寄せ

られました。

＜スライド８＞

22年度の相談利用者数219名の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障がいは

もちろんなのですが、障がいの種別を問わない相談窓口となっています。

当センターで初めての相談を受けた際に、障害者手帳を所持していなかった方を、グラフの「その他」で表

しています。今回、視覚障害の方がいらっしゃるんですけれども、数字を読み上げたいと思います。

知的障がい者 30％、身体障がい者 15.5％、精神障がい者 15.5％、重複障がい者７％、この重複障がいの

中には身体と知的を併せ持っているとか、身体と精神を併せ持っているとか、知的と精神を併せ持っていると

か、発達障がいを併せ持っているとか複数の障がいを持っている方を重複というふうに言っています。それ

から先ほどと重なりますけど、残りの32％の方が、もともとは障がい者手帳を持っていない方の相談から入り

ました。

<スライド９>

では全体の 32％を占める「手帳を持っていなかった方」は、どのような方かと言いますと、障がい者手帳を

持っていないがために制度の狭間にあり、相談する場所さえ分からなかった方たちと言えます。

精神科通院をしているけれども手帳を持っていない方、知的に障がいがないけれども、発達障がいの診断

があり人間関係に苦労している方、発達に遅れが懸念されているけれど「障がい」とまでは確定されていない
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子どもたち、社会に出て知的障がいがあると初めて分かり就職や障がい受容等に苦労している 20代から 40

代の方がいらっしゃいました。

<スライド１０>

相談利用者年齢内訳は、男性116名、女性88名で、ここ数字のデータがないので、グラフが見えてない方

には大変申し訳ないのですが、あとで数字がわかればお伝えしたいと思います。

<スライド１１>

相談員が対応した延べ人数ですけれども、延べ人数は 15,638 名。相談員が対応した実働回数でありまし

て、その障がい種別の割合を示しています。昨年度よりも精神障がいの方への支援が増えています。延べ

人数の比率は知的障がい者 37％、精神障がい者 23％、身体障がい者 21％、重複障がい者 11％、その他

８％となっております。

精神障害者保健福祉手帳を持っていると言っても、その障がい特徴は様々です。統合失調症の方への不

安や自殺企図に対する心理的支援、そのご家族への支援、グループホームの見学同行。高次脳機能障が

いの方の労災申請支援や年金申請、社会復帰に向けての就労訓練プラン作成、家族の障がい受容に関す

る支援、対人不安が強かったり、初めての場所に対しての抵抗感が強い発達障がいの方への日中活動の

場の見学同行、定期的な面接、受け入れ機関との調整など、細やかな支援が必要となっています。

〈スライド１２〉

22 年度、総合相談センターに寄せられた相談内容です。ここでお示ししている内容は、ごく一部で非常に

多岐に渡ったご相談について対応してきました。

昨年度の特徴は、就労や人間関係、健康管理についてのご相談が多かった事です。就労といっても、一

般就労へのハードルが高く、むしろ、就労したいと思っている自己との大きな乖離に悩む20代から40代の方

の相談となっています。相談員には、多様な制度を駆使する力、心理的要素を持った面接力などが求められ

ています。

〈スライド１３〉

次のグラフは、相談活動の相手が誰であったかを示しています。ご相談内容が複雑化し、チーム支援体制

が充実したこともあり、関係機関とのやりとりが増えています。関係機関とのやりとりが50％、ご本人とのやり

取りが33％、家族などが16％、その他１％となっております。連携の多い関係機関は訪問介護事業所、障が

い福祉課、医療機関、就労移行支援事業所、障がい者福祉センター、地域活動支援センター、就労支援セン

ター、社会福祉協議会、教育研究センターなど本当に多岐に渡っております。関係機関とのやりとりが増えて

いることがご覧いただけると思います。

<スライド１４>

それでこの表が相談員の活動形態です。来所相談が月平均 50 件を超えています。精神障がいの方や発

達障がいの特徴を持った方への支援が増えていることを反映して、生活の場ではなく、相談室での面接とい

う場面で、対人面において日々の生活で困ったことを相談員と一緒に振り返ったり、自分の障がいや特徴に

ついて理解を深めたりする支援ニーズが顕著です。

また、関係者との会議開催回数も増えています。1 年間 12 ヶ月の総計が電話での相談が 9,029 件、訪問
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や通院同行など訪問・同行が 1,223 件、来所が 647 件、機関との連携が 4,551 件、関係者会議が 188件、合

計 15,638 件となっています。

<スライド１５>

次にこの表は、月間の相談対応した利用者数の推移です。年間を通して、月間対応人数が、平均 12 名増

加しています。

今年度は３月 11 日の震災で、相談室、事務スペース、全てが被災して拠点を失くす状態になりましたが、

被災した当初は緊急携帯を使って、また今は、仮設で相談室を用意しまして、昨年同様の相談支援を展開す

ることができました。

<スライド１６>

次に、相談員が対応した延べ人数の対応時間の分布です。全体の 28％の対応が、窓口開設時間外とな

っています。

<スライド１７>

22 年度を振り返りますと、障がい福祉に関する制度やサービスについての情報提供のみで完結する単発

的な相談は減っています。制度の狭間にある方、複雑な問題、多くの課題を抱えた方の支援が増えています。

また、住まいを必要とする方の支援が増えてきていることも今年度の特徴です。

<スライド１８>

地域の相談ニーズが高まり、ご報告したとおり平成 22年度も多様な相談支援を展開してきました。資料集

の資料４には、22 年度に支援した代表的な事例を掲載しております。今日は、それらの支援事例の中から一

例ではありますが、約５年にわたり相談支援を展開し、親亡き後を支えている一人暮らしの身体障がいの方

の事例をご紹介したいと思います。

＜スライド１９＞

難病を患う 50 代の重度の身体障がいを持つ方です。80 代のお母さまとの二人暮らしでした。

ご本人は、お母さん以外の人の介護の受け入れがとても難しく、サービス利用を拒否し、ひきこもり状態の

生活が続いておりました。

<スライド２０>

高齢の母の認知力の低下が顕著となり、担当ケアマネージャーとの連携した世帯支援が本格化した中、

訪問したヘルパーさんが居室で倒れた母親を発見。救急車がかけつけたのですが、心肺停止の状態でし

た。

<スライド２１>

その一報は総合相談にも入り、担当相談員は、一人残された本人のもとを、すぐさま駆けつけました。警

察の実況検分に寄り添い、親族との初動についての打ち合わせ等を迅速に行い、茫然としたご本人の身支

度、当面必要な荷物を準備して、その日の夕方 16 時には、市の緊急預かり施設であります浦安市障がい者

等一時ケアセンターに到着することができました。
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＜スライド２２＞

緊急対応が実施できた背景としましては、５年間の相談支援の歩みがあります。ご本人にずっと寄り添って

きた相談員の存在があり、支援の過程でつちかったヘルパーさんとのつながり、昔ながら顔見知りの存在が、

突然の出来事で動転している本人への緊急対応を可能としました。

＜スライド２３＞

最初の出会いから現在に至るまでの支援の経過です。まず、本人の固くなっていた心を解きほぐすように

定期的に訪問して面接を行い、低下していきました身体機能に即してケアプランを作成しました。サービス利

用に拒否が強かったご本人が安心できる介護スキルの確立や訪問介護事業所との連携、転倒不安が強か

ったご本人が安心して生活できるように福祉用具を導入し、ベッドやテレビの位置を変えて、住宅環境を整備。

引きこもりだったご本人が、他者との交流、自分が楽しむ時間を持てるように地域活動支援センター利用の

導入など、ご本人への支援を展開してきました。

しかし、お母様は年々、介護者として機能しない状況になっていきました。世帯の変化に合わせて、相談支

援は危機対応のシミュレーションをして、対応方法を検討していました。

＜スライド２４＞

ひとりになっても家族と暮らした我が家で暮らしたい・・・その想いを実現するためには、逆境にある本人を

支える相談支援の力量こそが支援の要です。平成18年から展開された相談支援は、一人残された本人を支

える新たなステージに入っています。

障害程度区分５である重度の障害があるご本人の一人暮らしを、24 時間支えるケアプランの作成、市内の

全ての訪問介護事業所への問い合わせ、担い手の結集、成年後見制度申請の援助、後見人の方、障がい

福祉課との連携、突然最愛のお母様を亡くされたご本人の心理的なケアなど、震災を乗り越え、一人暮らし

を始めているご本人への支援は、今も現在進行形です。

まだ、日曜日の朝に稼働してくれるヘルパーさんが確保されておらず、週末は一時ケアセンターで宿泊す

る日が続いており、担い手の確保が最重要課題となっています。

＜スライド２５＞

個別支援が、一人ひとりの生活の場を支援領域とすると、浦安市地域自立支援協議会は地域づくりです。

ご覧のとおり、総合相談センターは障がい福祉課とともに事務局を担っています。お手元の資料集、資料

２、自立支援協議会支援事業も併せてご覧いただければと思います。

＜スライド２６＞

協議会の体系は、先ほど、障がい福祉課の方からご説明があったとおりですが、私達は、事務局として事

務局会議を毎月１回原則の形で開催してきております。

＜スライド２７＞

全体会では、相談支援の活動報告を年２回行いまして、総合相談センターの事業評価を受けさせていた

だきました。幹事会では、先ほどご報告しましたように、住まいを中心にグループホーム等、東野地区再整備

計画への提言書を市長に提出しました。
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＜スライド２８＞

私達の仕事といいますのは、例えば住まいのプロジェクトのところでは、資料５に記載したとおり、商工会議

所の不動産部会に出向いて部会長さんに物件について意見を聞きに行ったり、自立支援協議会や幹事会で

のケアホーム立ち上げのための運営シミュレーション資料を作成したり、住宅支援立ち上げの先進的地域で

ある横浜の関係者の取材や調査や聞き取りをしたり、住まいの必要性を行政に伝えるための当事者や家族

を集めてのミニ懇談会を複数回開催しました。このように、会議の場だけでなく当事者の方たちからのヒアリ

ングを頻繁に行うようにしています。

＜スライド２９＞

広報啓発プロジェクトでは、先ほどサポートブックへの質問もありましたが、それについての資料集めです

とか、データ集め、会議の中では議論をまとめるための最初のファシリテーター役をグループに分かれて行っ

たりしています。

＜スライド３０＞

事業所・制度プロジェクトでも、同じように先ほどもありましたが、就職フェアであれば会場の手配、ちらしづ

くり、広報をしてお客さんを集めるなど準備や進行運営にかかわってきております。

就労支援プロジェクトでは、提言書を提出したのですけれども、どちらかといいますと私達は個別の状況、個

別の事例をプロジェクトに提出するという役割をはたさせていただきました。

＜スライド３１＞

最後になりますが、相談支援事業の強化に向けての取り組みをお伝えさせていただきます。

まずは、人材育成です。話を聞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。増え続ける多様な相談ニーズに対応できる相談員の育成が急務

です。

また、相談支援事業に求められる役割は、個別支援だけではありません。無いものは創っていく街づくりの

視点は欠かせません。今年度の協議会では、資料集、資料２の自立支援協議会支援事業でも掲載したとお

り、ひとりのニーズが協議会へ届き、協議会の取り組みが制度の創設や改善となり、ニーズを埋める支援と

して還元される双方向の流れが見えた 22 年度でした。

グループホーム等整備事業費補助金事業も就労訓練体験制度も、一人の困りごとの事例から普遍的に

地域に還元できる仕組みになる様に、本協議会の委員の皆さまにご議論して頂きました。

今年度も、当センターに寄せられた相談事例を協議会にお伝えし、地域の課題が解決するよう、積極的に

地域資源構築に関わっていきたいと考えております。

以上を持ちまして、浦安市障がい児・者総合相談センターの活動報告を終わらせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

会長

ただいまの話で、質問あるいはご意見ございますでしょうか。どうぞ。

委員
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質問ですけれども、大変広範囲で相談にのっていらっしゃると思います。30％の方が、障がい者手帳をも

っていらっしゃらない方が相談にこられている。そういう方は、障がい者手帳をお持ちになるようになっておら

れるのですか。

委員

はい。その後に、ほとんどの方が手帳取得につながっています。ただ、それがすぐに手帳になるかというと、

ご本人の障がいに対する抵抗感がある方もいらっしゃるので、つながらない方がいるのも事実なんですけれ

ども、ほとんどの方が手帳取得というかたちになっています。

委員

わかりました。それは大変プラスになっていますね。

委員

ありがとうございます。

会長

ありがとうございました。他に質問あるいはご意見ございますでしょうか。

委員

最後にお知らせなんですけれども、私たち事例検討をしたり、相談を受けたりする中で、今年すごく顕著だ

ったのは発達障がい、大人になってから発達障がいだっていうふうに診断された方の相談が多かったという

ことがあります。それは資料集の中にも少し書かせていただいたことなんですけれども、支援も色々難しいこ

ともありますし、関係機関のここにお集まりの支援者の方々も含め、色々な関係機関の方々に大人の方の発

達障がいに関して、うちの嘱託医であります精神科のドクターを講師に９月 20 日（火）なんですけれども午前

中に勉強会を広く支援者向けに行うことにしました。毎年、この総合相談の事業の中で、色々な精神科領域

障がい領域の勉強会をやっているんですけれども、今年はそういうふうに、今日、決まりましたので、詳細は

追ってちらし等作ってお手元にお届けしますけれども、まずはご予定していただければと思います。本日はど

うもありがとうございました。

会長

色々とありがとうございました。９月 20 日も併せてよろしくお願いいたします。

それでは用意しました議題は、これで全て終了いたしました。本日の会議は、これで終了とさせていただき

ますが、その前に最後に事務局のほうから何かございますでしょうか。

事務局

事務局のほうからでございます。こちらの施設でございますけれども、初めてお越しになられた方も多いか

なと思います。本日は、ご希望される委員については、見学ができるようにしてございます。また、行きにバス

をご利用になられた方につきましてお知らせでございます。バスにつきましては、午後３時 30 分に第一便が

出発をします。施設見学をご希望でバスをご利用の委員につきましては、午後４時 20 分に第二便の出発を

予定しておりますのでよろしくお願いいたします。本日は以上でございます。
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委員

すみません。自立支援協議会の予算の件は言わないのでしょうか。

事務局

今月の幹事会の際に委員の方からご質問がありました件について、ご報告させていただきます。

今年度、浦安市は公共施設の災害復興費用に予算をまわすということになりまして、自立支援協議会関

係はイベントの予算が削減ということで６月の議会が、今、行われているところです。

そういったご報告させていただきましたところ委員の方から、委員の方への報償費をイベントのほうにまわ

すことはできないのかというご質問をいただきました。自立支援協議会の報償費、人件費についてですけれ

ども二種類に分かれておりまして、本日の全体会と幹事会につきましては、報酬という種類のものを支払いさ

せていただいております。これは条例によって定められておりまして、私達職員の人件費と同じような分類に

あたるものです。これについては、会計の規則上、他の人件費を削減して他の予算にまわすことができない、

目的外で使うことができないということが決められておりますので、申し訳ないですけれどもちょっと回せない、

削減されたとしてもそのまま残るという種類の報酬になっております。

もう一種類、プロジェクト会の委員の皆様へは、報償という形でお支払いさせていただいてます。これにつ

きましては、条例に基づく報酬費を参考にプロジェクトに参加していただいている方への謝礼として、お支払

いしているものです。これは、条例に定められているものではありませんので、委員の皆さんのほうからご意

見いただいて、そういった報償がいらないとか減額していいのか、そういった話があれば、また財務部ほうに、

予算の流用ということで相談をしていきたいと思います。以上です。

会長

よろしいでしょうか。今、お話ございましたように、震災の復旧復興の関係で、市の財政が大変厳しい状況

でございます。その中で、障がい福祉関係の予算につきましても相当大きな削減、あるいは見直しが行われ

ました。

ただ、先ほど幹事会でも報告しましたグループホーム等の整備事業補助金につきましては、これはやはり

重要な事業であるということで予算は確保したということでございますが、その関係でですね、これまで全体

会２回・幹事会毎月１回、計 10 回その他プロジェクト会随時ということで、この出席の委員等に支払われてい

る報酬・報償等を削減または削られて、できなくなりそうなイベントにあててはどうかという意見が、前回の６

月 20 日の幹事会ででてまいりました。

ただ今、説明がございましたように、全体会と幹事会の委員への報酬につきましては人件費ということで、

もしこれは別の形でイベント等に充てる場合には、補正を組んで再び市議会にかけて採決をしなければなら

ない等の様々な事情がございまして、これについては事務局とも相談しまして難しいだろうと。ただ、プロジェ

クト会につきましては報償ということで、これについてはサポートブックや様々な啓発・広報等へのイベント等

についての費用、また、先ほど出ました事業者支援の就職フェアの継続的な開催にその分を充てることがで

きるだろうというようなことで、今、話しが進んでおります。そのようなことでございます。よろしいでしょうか。

事務局

すみません。もう一度確認、ご報告をさせていただきます。

全体会、幹事会の委員の報酬につきましては、予算を使わない、余るということがわかりましたら、その場
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で減額させていただくもので、市議会にかけて他のものにまわすことは、目的外で使うことはできない種類の

ものになりますので、よろしくお願いいたします。

会長

ちょっと間違えました。よろしいでしょうか。そういう経緯の話し合いが、幹事会であったということを初めて

お知りになったと思うので、ちょっとなんだと思われた委員の方もいらっしゃると思いますので、説明させてい

ただきました。

よろしいでしょうか。

それでは委員の皆様には、これから、先ほどお話しましたようにプロジェクト会議への参加等、様々な形で

一緒に力をあわせていただくことになると思いますので、その際は、何卒よろしくお願いいたします。

それではこれで会議を終わらせていただきます。ありがとうございました。


