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浦安市地域自立支援協議会（平成 23 年度第 2 回全体会）

＜議事録＞

開催日時 平成 23 年 12 月 16 日（金）

14：00～16：00

開催場所 中央公民館 大集会室

【出席者】

下田直樹委員、井村顴委員、長山かおり委員、熊谷修委員、佐藤尚美委員代理中村佐太治氏、谷岡智恵

委員、森嶋宏治委員、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、

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、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、高橋

純子委員、渡邉聰子委員、大塚三枝子委員、田邉明子委員、白川洋子委員、西田良枝委員、相川芳江委

員、勝田秀樹委員、上林正和委員、米本慎一委員、大塚等委員、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

1、開会

○ 事務局より

定刻となりましたので始めさせていただきます。みなさん、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 23 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、事務

局より委員のみなさまにお願いがございます。

当協議会におきましては、視覚障がい及び聴覚障がいのある方が委員として参加されております。千葉県の障

がいがある人に対する情報保障のガイドラインとしまして、会議で発言する際はだれが発言しているのか障が

いのある委員に分かるよう、ご自分の名前を名乗ってから発言をして頂きたくお願いをいたします。

議題に入ります前に、全体会会議録の発言者名につきまして事務局よりご説明をいたします。

事務局：その前に資料の訂正をさせていただきたいと思います。みなさまお手元の資料の資料集 13 ページを

開いていただきたいと思います。そこの上から 4 行目なのですが、『また、自立支援協議会に保護者

同意のもと』とあるのを『自立支援協議会幹事会』ということでお願いいたします。

次の下の行、下線の始まりのところ、『協議会の議論』を『幹事会の議論』と直して頂きたいと思い

ます。同じく、14 ページになりますけれど、『地域課題 4』の 11 行目、『また、』で始まるところも『自

立支援協議会』を『自立支援協議会幹事会』ということでお願いします。その後の下線がありますが

『協議会での』を『幹事会』にご訂正をお願いしたいと思います。宜しくお願い致します。

それでは、全体会会議録の発言者の記載についてご報告をさせていただきます。全体会の会議につき

ましては、浦安市の附属機関等の会議の公開に関する取扱い要綱に基づき公開としていますが、要綱

の担当部署である総務課で作成している議事録の作成、こちらにおいて会議録の発言者名については

省略することができる、となっていることから、より率直な意見交換、より自由な意見をいただこう

ということで、会議録は個人のお名前を省略して委員とさせていただいてきたところです。第 1回全

体会におきまして、会議録の発言者名について委員ではなく、発言者がわかるように個人名の記載を
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とのご意見をいただきまして、総務課のほうに相談をしながら幹事会でもご意見をいただき検討して

きました。また、近隣市の地域自立支援協議会の会議録につきましてもこちらで調査したところ、発

言者名は‘委員’であったり‘個人名’であったりという状況ですけれども、ここ 1～2 年前からお

隣の市川市、船橋市など発言者名を記載している自治体が増えてきている状況でした。そこで、本市

の情報公開条例の目的であります、本市の保有する情報の一層の公開を図り、市民の市政への参加を

より一層推進し、公正で開かれた市政の発展ということをふまえまして、平成 24 年度以降の会議に

ついて来年度以降になりますけれど、その会議については、会議録に発言者の個人名を記載していき

たいとの結論にいたったものです。但し、今年度につきましては、みなさまに委員をお願いする際に

市の方から会議録の発言者名について、具体的に説明せずに依頼をさせていただいた経緯がありまし

たので、今回の会議録までは前回同様に個人のお名前を省略して‘委員’として作成したいと考えて

おります。市の調査不足などから対応が遅くなりまして、皆様には大変申し訳ありませんでしたが、

来年度からの切り替えということでご理解いただきたくよろしくお願いいたします。以上です。何か、

ご意見ありますか。

委員 ：情報公開について事務局のご説明に、わたくしの意見ではなくて、法解釈の問題としてお話ししたい

と思います。わたくしもちょっと調べまして、情報公開法の解釈について有力な法律事務所、これは

浅岡さんという京都弁護士会の会長をやった方で、それと消費者団体の委員をなさっておられる方の、

作っている解説ですけれども、それに基づきますと情報公開法の法精神というのは、行政機関から出

す情報というのは本来、国民、浦安市でいうと市民の共有財産であると、これが出発点になっている

んですね。情報公開は全て情報公開しなければならないというのが出発点になっている。しかも、情

報公開を不開示する場合には、それなりの理由がなければならないし、行政機関にそれを不開示する

という権限はないんです。だからはっきりしているのは、例えば情報公開法の第 5条の第 3 項にあり

ますけども、それにつきましても、国の安全を損なう恐れがある、そういう恐れがあると行政機関の

長が判断し、充分な理由があると思われる時には不開示とすることができる。ですから行政機関に判

断を委ねてはいないんです。裁量権はないんです。行政機関に判断を委ねてしまうと、公開法の意味

自体がなくなってしまうんですね。それからもう一つは‘おそれがある場合’に、おそれを判断する

ことを説明する義務が行政機関にあるわけです。たとえば、前回の全体会ですか、幹事会を公開して

よろしいという動きに対して、こういう答えを事務局がなさいました。率直な意見の交換を損なうお

それ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、市民に混乱を生じさせるおそれ、特定の者に不

当な利益を与えるおそれ、不利益を及ぼすおそれがあるから公開しませんと、そういうことを言った

んです。そういうおそれがあるという判断を行政当局がすることはできないのです。浅野さんの解説

から言うと、そういった意思形成過程についての情報公開について、率直な意見の交換を損なうおそ

れがあるから、そういったことはありえないと言っているのです、それが一つ。それと本人の情報に

ついて、確か事務局は、個人情報は不開示情報だという説明をされました。個人情報は不開示という

のは確かにありますけれども、そのあたり、個人情報であっても開示しなければならない場合があっ

て、説明しなければいけないし、それから個人情報に色々判例が増えていまして、たとえば情報公開

法ができたのが平成 13 年 4 月 1 日に施行されているのですが、それ以前の平成 8 年の 7 月の仙台地

裁の判例で行政文書に記載された、公務員の職名及び氏名は個人情報でないという判例があるわけで

すね。それから、行政機関と民間との懇談会が行われた場合に、懇談会に出席した民間の出席者の名

前を公表すべきである、そういう判決も出ています。ですから、わたしが申し上げたいのは情報公開

法というのは 10 年前にできていて、それに則って行われなければいけないということだと申し上げ

たいのです。それ以上追加して申し上げることはありません。以上です。
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事務局：ありがとうございます。実際に情報公開条例を管理しております総務課にお伝えさせていただいて・・・

委員 ：その解釈につきましては、障がい福祉課の方にお出ししてあります。よろしくやってください。

事務局：ありがとうございます。総務課の方と話して検討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。よろしいでしょうか。ありがとうございます。

事務局：それでは議題に入らせていただきます。本日は 3件の議題について協議とさせていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。それでは今後の進行につきましては、会長にお願いをいたします。会長、

よろしくお願いをいたします。

会長 ：それでは、あらためまして、こんにちは。わたくし、今年度の自立支援協議会の会長を拝命しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。今日は比較的暖かいですが、年末の慌ただしいところお集

まりいただいてありがとうございます。それでは、粛々と議事の方進行させていただきたいと思いま

す。なお、今後は色々な肩書等、あるいは団体から来ておられる方が多いものですから、委員という

ことで統一させていただきますのでご了解の程合わせてお願いいたします。

それでは進行ということで、まず、議題 1 に入らせていただきます。

＜議題 1 平成 23 年度相談支援事業の活動状況報告(上半期)について＞

会長 ：これについて事務局からスライドまたはパワーポイントを使ってご説明をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

事務局：＜スライド１＞

みなさん、こんにちは。浦安市障がい児・者総合相談センターの西田です。よろしくお願いします。本協

議会では、自立支援法に基づき、相談支援事業の活動報告を行うことになっております。お手元の統計を

お示ししたパワーポイントの資料、各事業や本協議会で議論された地域課題等をまとめた資料集を使い、4

月から 9 月における上半期の活動報告をさせていただきます。

＜スライド２＞

相談体制についてです。常勤職員は 6 名、非常勤職員は 2 名を配置しています。

その他、嘱託医として 2 名の精神科医にも加わっていただき、精神障害や発達障害、知的障害の方の事例

を含め、毎月 2 回、事例検討によりスーパービジョンを行っています。また、講師として、相談支援専門

員の指導者研修を終えた社会福祉士を迎え、毎月 1 回、相談支援ケアマネジメントについての勉強会を行

っており、地域のあらゆる相談ニーズに対応できる体制を整備しています。

＜スライド３＞

相談受付時間は 24 時間 365 日です。仕様書には、窓口開設時間として、平日は、9 時から 17 時半まで、土

曜日は 10時から 15時までと設定されております。

仕様書では、日曜日、相談員が事務所に常駐することは求められていませんが、9 時から 18 時まで平日同

様、相談員を配置し、稼働する体制を整えています。相談員が訪問や面接などで事務所に不在の時間は、

利用者さんは緊急携帯電話で相談員にアクセスできる状態になっています。

＜スライド４＞

総合相談センターの業務内容は８つの事業に分けられています。これらの事業の詳細は資料集の資料１に

記載しております。時間が限られていますので、今日は、皆さんに、ご活用していただきたい事業、２つ

をご説明したいと思います。
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お手元の資料集の２ページをお開きください。ひとつは、「その他の事業報告」の相談支援機能強化事業に

ついてです。相談支援機能強化事業では、専門職の配置が求められ、当センターでは、相談支援専門員が 4

名、社会福祉士、精神保健福祉士、職場適応援助者、臨床心理士、介護支援専門員など多様な資格を有し

た職員を配置しています。

また、上半期は地域の支援者の方を対象に、「成人に達してから事例化する発達障がい」と題して勉強会を

開催しました。個別の支援事例においても、関係者会議を開催していますが、他機関の要請に基づき、支

援を展開している事例も少なくありません。

もう一つは、同じく、資料２に記載がある住宅入居等支援事業、別名、居住サポート事業は、住まいに関

する支援です。自立のための一人暮らし、退院、退所など生活の場が必要になった方の住まい探しはもち

ろんのこと、入居後の夜間を含め、緊急対応が必要になった場合の関係機関との調整なども実施していま

す。この上半期も、一人暮らしされている方の緊急対応で、深夜 1 時に相談員が稼動しております。

＜スライド５＞

それでは、個別の相談業務である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６＞

上半期の相談実人数の推移のグラフです。平成 20 年は 125 名、21 年は 129 名、22 年は 157 名と突出して

おり、今年度は 132 名となっております。昨年度上半期の 157 名が突出している背景としては、手帳を所

持していない発達障害の疑いがある方や、高次脳機能障害の方などのご相談が多くあった年でした。

＜スライド７＞

相談利用者の年齢内訳です。年齢は 20 歳以上の方が 8 割を超えています。性別では、男性が 71 名、女性

が 58名で、匿名相談等で性別年齢不明の方が 3 名いらっしゃいますが男性が多くなっています。

＜スライド８＞

利用者の障がい種別の割合です。所持されている手帳の種別ごとに割合を出しました。最も多いのが、全

体の３０％を占める知的障害の方。次に、その他と記載している障害者手帳は持っていないが何らかの診

断が出ている方、当事者のご家族などが２８％、次に精神障害の方が１８％、身体障害の方が１６％、重

複障害の方が８％です。

＜スライド９＞

相談員が対応した延べ人数の障害種別の割合です。最も多いのが、知的障害の方への支援で４４％、次に

多いのが、身体障害の方で２４％、精神障害の方で１４％、重複障害の方が１３％、先ほど説明したその

他の分類に当たる方が５％です。総計 7705 名でした。

＜スライド１０＞

相談員が対応した相手が誰だったのか示しています。チーム支援が充実していること、自らサービス利用

等の調整が困難な方への支援も多いことから、関係機関とのやり取りが増えています。他の支援機関との

やり取りが５１％、ご本人、ご家族とのやり取りが４８％、その他の分類にあたる方、例えば当事者の方

のご友人などですが、１％です。
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＜スライド１１＞

当センターに寄せられた新規の方の相談経路です。障害のある方、および、そのご家族の方からのご相談

が計７２％、他機関から寄せられたご相談が２５％、その他、友人やご近所の方などから寄せられた相談

が３％となっています。

＜スライド１２＞

相談員の稼動を活動形態別にまとめた表です。電話対応が月平均７７７回、訪問対応が月７４回、来所面

談が月 40回、主としてメールやＦＡＸ、小さな打ち合わせの他機関との連携が月３８１回、３つ以上の支

援機関が集まった関係者会議が月 12 回となっています。

＜スライド１３＞

相談員が対応した時間帯の内訳です。仕様書に書かれた窓口開設時間内の対応は 5368 件、窓口開設時間外

での対応件数は 2337 件です。全体の３０％の対応が窓口開設時間外での相談対応となっています。中でも

警察や消防、24時間対応の訪問介護事業所以外は閉鎖している 22 時から翌 9 時までの対応は半年間で８０

１件あり、相談員は月平均 133 件、深夜から翌朝 9 時までの時間に稼動しています。

＜スライド１４＞

次の表は、相談員が利用者の方から、お話を聞く際に用いている相談項目の一覧です。

その内容としては、福祉サービスについて、医療、生活保護、障害福祉、介護保険、制度外サービスまで

各種制度について、家族関係や自己理解、子育て、恋愛や性、就学、就労などの社会との関わりについて、

ケアプランの作成、成年後見制度や金銭管理、健康管理、虐待など権利擁護に関すること、司法、療育、

教育などの専門機関との連携など・・・あらゆる分野の相談についてワンストップで受け止めていく場所

として、様々なご相談が寄せられます。

＜スライド１５＞

相談員が対応していく過程で、利用者さんが抱える生活課題の背景にある問題が明らかになり、相談員が

対応すべき領域に広がりが出ます。

このグラフは、最初に利用者さんに話を聞いてから、その後、支援が継続していく中で、対応回数の伸び

率が大きい項目を表しています。水色の短いグラフが最初に利用者さんの話を聞いたときの相談内容のカ

ウントです。その後、相談支援が深まるについて、小豆色の長い棒グラフが示しているように、支援領域

が広がっていきます。例えば、就労が続かないという相談でも、その根底にはコミュニケーションスキル

の低さがあると見立てがつくと、その課題に取り組むことになります。サービス利用が最初の主訴ではな

くても、福祉サービスの利用が必要になった場合は、申請援助やケアプランの作成が必要となり、経済難

の背景には消費問題が隠れているなど、相談業務は、支援領域が広がっていくのが常で、委託相談支援事

業所としては、その支援領域の広がりに対応できる体制を整えています。

＜スライド１６＞

ここで、事例をご紹介したいと思います。配布資料はありません。次の事例で登場する人物は、これまで

総合相談が支援した複数の方の特徴を織り交ぜています。皆さんが「この人かも」と自分のお知り合いな

どが頭の中で思い浮かんでも、架空の人物ですから、皆さんの思い込みで個人名を口にすることは固くお
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断りいたします。

この事例の実践を通して、相談支援は、障がいや疾患についての専門知識に基づく支援であり、かれらの

障がい特性が日常生活や就労場面でどのように自立や成長の妨げになっているのかを具体的に理解して、

初めて成り立つものであることをお伝えしたいと思います。

＜スライド１７＞

市役所からの紹介で総合相談を知った家族から問い合わせが入り、相談員は面接を行うことになりました。

家族が何とかしたかったことは、家庭内暴力です。「なぜ自分を生んだ、どうして自分はこんな状態なのだ」

と母を際限なく責め、父親とは首を絞めるなどの暴力が多発しているということでした。

＜スライド１８＞

本人は、自分を殺せ、自分を殺さなければ他人を殺すと親を脅し、手首を切るリストカットも頻発していま

した。

＜スライド１９＞

事が大きく動いたのは、まだ面接も数回行った程度の状態で、ある夜のことでした。母から、家庭内暴力が

激しく、本当に誰かが死んでしまうと思い、警察を呼んだと動揺した様子で電話がかかってきました。結局、

そのまま本人は、精神科の病院に搬送され入院することになりました。

＜スライド２０＞

入院治療は 3 ヶ月を要しました。退院を間近に控えたころ、病院から退院に向けてのカンファレンスの要請

が入りました。その時に一同に介したメンバーは、総合相談、ご両親、主治医、病院の精神保健福祉士、行

政職員でした。

＜スライド２１＞

そのカンファレンスの場で説明があったことは、本人には軽度知的障がいがあること、自閉症圏域の要素が

多分にあること、本人の生来の能力と自己認識のギャップが大きく適応障がいを起こしているということで

した。よって、主治医は、「このまま退院しても同じことが繰返される。何か手立てを打つ必要がある」と話

していました。

＜スライド２２＞

専門職と両親が集まったカンファレンスの場で整理した課題です。

１、現段階では「障がい」を受け入れ、手帳を取ることを受け入れることができない。

２、退院後、本人の能力にあった活動場所が必要。

３、いきなり就労は難しい。しかし、本人は、工賃を受け取りながら就労訓練をする「自分」を受け入れる

ことが出来ない。

＜スライド２３＞

その後、病棟のある一室で、本人と顔合わせを行うことになりました。

主治医は、「就労訓練から始めてみよう。一人で行くには不安だろうから、病院のスタッフと一緒に行ってみ

るといい。総合相談センターの人は、君が退院してからの生活をサポートする人だよ」と本人に話しかけて
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いました。

＜スライド２４＞

その顔合わせは、わずか 10 分。その 10 分の間もずっとうつむいたままの本人は、一度だけ視線を上げて相

談員をちらりと見て、主治医の問いかけに、無表情で「いいと思います」と返答しただけでした。

＜スライド２５＞

「嫌なら次のときは手帳を更新しなければ良い」と病院から説得されて、療育手帳を申請し退院となりまし

た。病院から総合相談に主たる支援が引き継がれ、両親との生活が再開されることになりました。

＜スライド２６＞

退院後、相談員は本人との信頼関係を築くために訪問を重ねました。しかし、本人は、いつも一言、「困った

ことはありません」と言うだけでした。面談と言っても会話がなく、本人が心を閉ざした様子は明らかでし

た。家族はそんな様子を見て、焦りと不安を高めていました。「何とか心を開いて欲しい」と願いながら、沈

黙で覆われた淡々とした面接の時間を積み重ね、ようやく本人が外に出かけることが出来るようになってか

ら、一緒に就労訓練の事業所を見学にいきました。しかし、相変わらず本人との会話はわずかでした。

＜スライド２７＞

「リストカットは１８のころからやっていました。親は知りません。皆の前では平気な顔をしていました」

と突然、語り始めたのは、相談員が本人宅への訪問を開始して 3ヶ月が経過したころでした。

＜スライド２８＞

本人が語ることによって、心の困難さが明らかになってきました。主治医との連携はもとより、どのように

心の困難さを理解した支援を実践すればよいか、総合相談センターの嘱託医との事例検討を毎月行い、具体

的な支援の手法についてアドバイスを頂きました。

＜スライド２９＞

事例検討の結果、週 1 回の面接を開始しました。この面接が専門的なアセスメントの場となります。ただ、

悲しい人生ストーリーを聞くだけの面接ではありません。アセスメントする分野は２つありました。１つは

障がい特性、もう１つは心理的背景です。

＜スライド３０＞

相談員がアセスメントの軸としたポイントは５つです。

１本人の気持ちの変動の理由

２本人は周囲をどう理解し認知しているか、言い換えれば本人なりの世界観を知ること

３自傷行為が訴えている本質的なこと

４どんなことに不安を感じて、どんなことなら安心して取り組めるのか。

５どんな環境なら本人が安心して活動に取り組めるのか

＜スライド３１＞

５つのポイントを軸に本人の話を聞きながら適宜、質問、応答し、心の構造と行動との関係性を解き明かし
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ていきました。本人の苦しい気持ちに共感して「そうだね、そうだね」とただ自己流にうなずきながら話を

聞くことではなく、専門的な知識と経験を用いることで可能となる専門相談と言えます。

＜スライド３２＞

本人の心理的背景に起因していた適応障がい。理想とする自分は、現実の自分と乖離し、何らかの事象によ

って理想とする自分に「なっている」という感覚を持てているときは、気持ちは高揚。しかし、生来の能力

に即した現実にぶち当たると、その落胆は激しく、終には完全に自らを否定するために、リストカットに走

る構造であることが分かりました。それは、本人の特徴である気持ちの浮き沈みの激しさの理由でもありま

した。

＜スライド３３＞

そんな本人の特徴を踏まえた上で、主治医が分析した心理検査の結果を参考にしつつ、社会復帰に向けて「で

きること」「苦手なこと」を丁寧にアセスメントしていきました。苦手なことは徹底的に苦手です。

例えば、「１を聞いて１０を知る」「暗黙の了解」とか「明示されていない事でも、その場の状況に照らして

理解する」など、「これくらいは言わなくても分かって当然」という事が、本人にとっては「言わなければ分

からない」のです。とりわけ、本人が自閉症傾向を有するという事で、「他人の感情に配慮する」ことが、極

めて苦手。むしろ、そもそも「出来ない」ことを把握して、本人のレベルに即したアドバイスを繰り返して

きました。それは、つまり、本人にとって、無理な目標を掲げないことでもありました。

＜スライド３４＞

心理的な背景と障がい特性を踏まえた支援の骨格は、「できること」から徐々にはじめ、現実の自分に自信を

持つこと 気分の浮き沈みの理由を把握し、他者との関わりによって発生する本人のパターン化した自虐的

な思考から本人を切りはなすための相談員による週 1 回の面談を支援の軸としました。

＜スライド３５＞

その支援の最終的なゴールは、本人が社会復帰を果たすことです。それには、環境を整備して、本人のよき

理解者を地域に増やし、安心できるネットワークを構築することが相談員には求められました。そのために

は、相談員が司令塔、本人と支援者をつなぐ通訳となり、周囲の支援者が対処しづらい本人の心理的背景や

障がい特性を分かりやすく伝え、各支援機関が本人の特徴にあった支援方法を編み出していくことをバック

アップすることでもありました。

＜スライド３６＞

多機関との連携について、具体的な取り組みをご紹介します。

本人がよく行く飲食店で、同じ客であるＡさんの言動が非常に不快だと感じていました。ある日、通所先の

支援員にＡさんへの不満を話しました。「Ａさんが自分とＢさんの間に入って話の腰を折ってくる」「Ａさん

は自分のことをベラベラ話している。個人情報だから、やめたほうがいいと思う」「Ａさんを静かにさせよう

として注意したら、Ａさんと話していた客のＢさんに怒られた」「ビールをストローで飲むのはやめたほうが

いい」と、支援員に話していました。

＜スライド３７＞

実際に飲食店の店員さんに話を聞いてみると、Ａさんは本人が言うような態度は取っておらず、一方的に話
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しているのは、むしろ本人であることがわかりました。このギャップが、人付き合いが上手くいかない背景

であり、本人の自己否定につながることでした。しかし、どうして自分自身と周囲の認識が真逆になるのか。

本人が人づきあいを上手にやっていくには、どう支援したらいいのでしょうか。

＜スライド３８＞

この問題に対して、関係機関で集まってカンファレンスを行いました。週１回の専門相談の中で本人のアセ

スメントをくり返した相談員が、中心となって、嘱託医のスーパーバイズの元、本人の特性、心理構造を検

討していきました。そこで、事実と本人から発せられる真逆の言葉は、本人自身、内心は「一方的にしゃべ

るのは良くない」と気づきはじめているけれど、完全には受け入れられない段階で、目の前にいるＡさんの

言動にその欠点を見出そうとしているのではないかと検討しました。

これはわかりにくい話かもしれません。専門的には「投影」といいます。「小さな子どもが成長と共に徐々に

自分の行動を直していくとき，まずは他の子どもの欠点を鋭く指摘するようになる段階がある，それと一緒

だ」という嘱託医の解説を聞いて、本人の言動について共通認識を持ち、内心気づいている「適切なふるま

い」への気づきを促すための声かけを行っていこうという方針を共有しました。

＜スライド３９＞

支援者が本人の特性や心理構造を捉えた声かけをすることで本人の気づきが促されます。

自分自身の気づきをもとに、本人は自分でふるまいをかえていくことができ、その場に応じた適切な人付き

合いに近づいていきます。普通の人付き合いができれば自己評価もあがり、自己肯定感も高まります。支援

者が行った支援は、本人が自分で気づき、自分でふるまいを変えることによって、成長することを促す支援

です。

＜スライド４０＞

相談員だけでは、本人の社会復帰は成しえません。一つの支援機関だけで出来ることは、ほんのわずかです。

本人のことを手に取るようにアセスメントできたとしても、それを支援の現場に汎化していかねば、ただ論

ずるだけでは意味がありません。

本人が成長することを手伝う、それは、支援者も本人との出会いによって、支援スキルを高め、成果を出し

ていくことに他なりません。そのためには、支援に関わる機関の支援員、それぞれが、各々の感性や気持ち

に任せた支援でバラバラになり、その結果、本人が不安と混乱で困惑することが無い様に、相談員が司令塔

になっていくことは、本人との週 1回の面接と同等に重要な相談支援の専門性の一つです。

＜スライド４１＞

無職の状態で家庭内暴力の果て入院。自殺企図や自傷行為で自分を痛めつけ、他者との関わりをたち、引き

こもり状態でボロボロだった本人。しかし、相談支援が介在してからの一連のプロセスを経て、就職して納

税者になり、自分を知り、生きる戦略を身に着け、社会と関わる自分を取り戻した本人。この本人が変わる、

成長を遂げる力を引き出すことは、相談支援の真骨頂とも言える専門性に裏打ちされた仕事です。

＜スライド４２＞

相談支援の効果と意義は、利用者本人が成長して社会に貢献することを後押しする。支援者の支援スキルが

向上する。その支援スキルは、新たな利用者との出会いで活かされ、その利用者も成長し、その人なりに社

会に関わり貢献する。本来もっている各々の力を循環させて地域全体の福祉力を高めていくことにつながっ
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ていくと考えています。本人支援についての事例は以上です。

＜スライド４３＞

そのほか、お手元の資料集、７ページ、資料４に特徴的な事例を掲載しています。資料集の資料４をお開き

ください。この３つの事例も、先ほどの紹介事例のように、複数の利用者さんの要素を織り交ぜています。

事例 1 は、先ほど紹介した事例と状況が似通った部分もありますが、本人への支援に加え、家族への支援に

ついて記載しています。

知的障がいがあり、自分の気持ちを表現する手段が、暴れるしかなかった本人に対して、相談員のアセスメ

ントの結果、家族の「なだめすかす」対応は負の連鎖を引き起こし、本人、家族ともに苦しい状況になって

いることを伝えました。家族が取るべき行動と、本人に対して必要な支援を整理して具体的な実践方法を提

言したことによって、家庭環境が改善に向かい始めている事例です。

事例２は、障がいのある方が入院、手術をする際の支援の必要性についてお伝えしています。難病で言葉を

発することが出来ない方、重度心身障がいがあり自らの意思を伝えることが出来ない方、本事例の様に、知

的障がいや自閉症の方も、理屈で自らが置かれている状況が理解できないこと、独特のこだわりがあるから

こそ、パニックになってしまいます。よって、多くの場合、家族は入院中 24時間体制で付き添いを求められ、

必要な治療を受けることを断れることもあるのです。

必要な治療を安全に受けることは当然の権利。その権利を守るための具体策が、言葉で自らを表現できない

障がいのある人を、病院内で支援するコミュニケーション支援事業です。

事例３は、重度の行動障がいがある方の思春期、青年期の支援については、これまで何回かお伝えしていま

す。どうしても普段の生活を見ている母親にパニックの矛先が向かい、暴力に至ってしまう事例は後を絶ち

ません。難しい支援であると感じています。

だからこそ、本人の異変を感じたら、本人を知る支援者が集い、連携を求めること、何かが起っていると声

を上げていくこと、知恵を出し合うこと、それも早期の段階で行わなければ、崩れてしまった本人を立て直

すことは難しい状態になります。

施設も空きがあるわけではありません。ヘルパーも容易に見つかる状況ではありません。だからこそ、打つ

手がなくなってしまう前に、早期の段階で連携が必要であると感じています。

＜スライド４４＞

それでは、最後になりましたが、本協議会で議論された地域課題についてお伝えしたいと思います。

資料集の資料５をお開きください。自立支援協議会では、相談支援事業における個別事例から地域課題を整

理し、議論することが求められていますので、幹事会やプロジェクトで議論されて来ました。

地域課題１である「ヘルパーさんが足りない」は、昨年度に引き続き、複数の事例から見えている「担い手

不足」です。事業者支援・制度プロジェクトで地域課題として検討された課題です。

「また新規の方ですか」と訪問介護事業所の皆さんから質問があるぐらい、利用者さんが必要とするケアにつ

いて、提供できるかどうか各事業所に問い合わせをしています。それでも、見つからないヘルパーさんたち。

前回、5 月の第１回の全体会でもご報告して、協議会でも議論された以降も、担い手は確保されず、結局、

本人支援が難しいから支援を入れたいと願った家族が、本人を介護する状況になっています。
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ある調査では、ヘルパー２級所持者で現場で稼動しているヘルパーさんの平均年齢は５０．９歳。５０代の

ヘルパーさんの体力や生活状況を考えると、思春期、青年期の行動援護類型の利用者さんの瞬発力を求めら

れるケアや、泊まり込みのケア、１９時以降の夜間や早朝のケアなどを受けることができる人は少ないと感

じています。実際、事業所からは、家庭の主婦と言う立場で働く人たちが多いので、なかなか、１８時以降

のケアを受けてくれるヘルパーさんを見つけることが難しいと説明を受けました。

行動援護の外出ケアや、深夜早朝の時間帯のケア、一定以上の身体介護のスキルが求められるケアを必要と

する方の担い手をどうやって確保していくのか。協議会での継続議論が必要であると感じています。

地域課題２である「グループホームを増やそう」という事については、この上半期も総合相談の支援事例か

ら継続議論の必要性が見えています。突発的な事故により、住まいをなくされた方が、本人の希望どおり、

浦安で暮らし続けることは、グループホーム運営事業者の心意気によって可能となりました。

第 1 回目の全体会、幹事会でも、障がい者グループホーム等整備費補助金制度について報告がありましたが、

今後、その補助金制度を活用して、実質的にグループホームなどの住まいが増えていくために継続した議論

が必要ではないかと感じています。

地域課題３は、幹事会で検討された事例を元に浮かび上がった地域課題です。

その事例とは、保護者から、「福祉サービス提供事業所から契約解除を言い渡され、わが子が傍にいる時に、

本人の目の前で、わが子の人格を否定するような発言をされた。それについての謝罪と契約解除の撤回、事

業所の運営の改善を求めたい」という内容のものでした。

幹事会では、なぜ、このような事態が生じたのか、何が問題であったのか実態把握して検証すべきではない

かという意見が出されました。

支援が必要な人を支援する、その専門性に対して報酬を受け取る福祉サービス事業所。そこには、利用者さ

んの尊厳を大切にした支援、障害特性に応じた適切な支援を提供することが大前提になっています。

障害者自立支援法には、市が管轄する事業、県が管轄する事業の２つに分かれています。幹事会での議論に

よって、本市においては、市が管轄する事業には、監査項目が無いことがわかりました。管轄する行政が、

事業所の何が問題なのかを明らかにする判断軸を持つということは大変重要であり、今後は、市は監査指導

体制の整備していくとの事です。その体制が整うことは、事業所が利用者さんの尊厳を尊重した支援を提供

することを推進していくことにつながります。

また、幹事会では、体制整備に加え、１日のうちに時間で区切って国の給付事業、市の給付事業など、複数

の事業を運用する際の適正運用についても、行政が給付の適正運用の基準作り、あり方を明示した方が良い

のではないかと問題提起されました。

地域課題４は、「障害のある児童の児童育成クラブの利用について「入所拒否」の連絡が入ったが、この状況

を打破するための有効な手段はありますか」と総合相談に寄せられた事例を元に、障がいのある児童の児童

育成クラブの利用について幹事会で議論がなされました。

幹事会では、児童育成クラブの障がい児の利用状況や、平成 18年からの児童育成クラブの障がい児割合の年

次推移等の統計データを検証し、浦安市が先駆的に学童に障がい児を受け入れてきたこと、今でも、その実

態は変わっていないことがわかりました。

つまり、障がい児を児童育成クラブに受け入れるという浦安市の方針は変わらず、素晴らしいこと。しかし、

なぜ、“受け入れる”という事を前提に保護者と担当課との話し合いがスタートされなかったのか」また、「幹

事会での議論の時点で「受け入れる」という名言をされていないのはなぜなのかと問題提起されました。
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浦安市の方針と現実との乖離が、幹事会の議論で見えてきた地域課題であり、それを受けて、幹事会の委員

である障がい福祉課長が担当課に幹事会での議論を伝えていただき、入所保留の理由として、指導員の確保

が難しいという点について、福祉施設職員と児童育成クラブの連携を提案。今後の進捗状況を注視していく

ことになっています。

これらの地域課題については、このあと、各プロジェクト、幹事会からのご報告にもあるかと思います。

以上、総合相談センターの上半期の活動報告を終わります。ご清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。それでは、只今の報告について何か質問、あるいはご意見ございましたら、

どうぞお出しいただければと思います。ございますか。はい、どうぞ。

委員 ：相談実人数の推移というところで、実人数 132 人とあります。この中で新規の方というのは何人くら

いだったのでしょうか。

事務局：昨年と比べてということですか。年度集計なので毎年毎年 1 から始めていますので。

委員 ：ごめんなさい、聞こえない。

事務局：年度集計でして、毎年毎年 4 月時点では 0 人から始めていますので、これは実人数ですから今年の新

規という意味では全部新規ですし、平成 15 年から浦安市から相談事業をしていますがそこからの新

規という意味ですか。年度集計ですから、一回 4月の頭にはリセットされて 0人からスタートします。

どういった意味の新規をご質問されてますか。

委員 ：去年が 157 人で、そこから相談人数が増えたり減ったりするので、その中で新しく総合相談に、相談

にいらした方というのはこの中で何人ですか？という意味です。

事務局：この 5 年間の間にということですよね。去年と比べて。この上半期。総合相談と、いつの時点かと思

うんですけど、相談事業が始まってから、関わっている方の名簿があります。継続している方はたと

えば5年とかもっと長くずっと継続してる方もいるんですけど、毎年4月には0人から始めますので、

去年総合相談につながっていた人の人数と、ここから見た時に今年何人新しい人がいるかということ

ですと、名簿はすいません、今日は持ってきていません。

委員 ：上半期で 132 人とカウントしたということは 4 月 1 日以降でカウントしたということですか。

事務局：そうです。

委員 ：そこで、去年からの人でなく新しくそこに来たということですか。

事務局：昨年の名簿と今年の名簿を持ってきてないので、それは今度はみなさんになんらかのツールでお答え

するということでよろしいですか。

昨年から新しい人が何人かということは、今、この手元の資料ではちゃんとした数字はお答えできな

いのですけれども、ただ少なくとも今年の 4 月を 0 人にして現在この 132 人の利用者さんがいるとい

うことです。

昨年を起点とする数字で良いですか。

会長 ：マイクでおしゃべりください。

委員 ：資料の３にあります‘平成 23 年度上半期相談内容項目集計’かなり多岐にわたっていますが、この

項目を全部足すと 69 項目もあります。これを 132 人が全 69 項目について相談したとしても、9,108

件、合計で 20,627 件になっているというのは‘延べ’ということは、同じ人が同じことを何度も聞

いてきているということですか。

事務局：一つの相談が入って来ても、そこから 1回の相談で問題が解決できるわけではないので、例えば月に

１回面接をする人がいれば、12 か月なら 12 回になりますし、そうやって‘延べ’の件数は出てきま
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す。

委員 ：ということは、132 人は仮に全 69 項目を相談しても 9,108 件なのだが、同じ人たちが同じようなこと

について聞いてきて、それをカウントされているということですか。

事務局：項目の数はそうですけれど、その項目についての相談の回数というのが別にあるじゃないですか。１

回のサービスの説明で１回でわからなかったとか、病院に同行したとか、項目だけではなく、回数が

別にあるということです。

委員 ：では、同じ人が同じ項目について何度も質問されているから、それをカウントして。

事務局：この中でチェックをしないと行政に報告することができません。こういう動きをしました、この相談

について対応しましたということをカウントしてあります。

委員 ：だからその相談実人数は 132 人ということですね。

事務局：そうです。

委員 ：了解しました。

会長 ：よろしいでしょうか。それでは引き続き何かご質問、あるいはご意見ありますか。

委員 ：資料４の事例でコミュニケーション支援事業というのは、地域生活支援事業の中の必須事業の市町村

事業の中の一つではあるんですけれど、わたしが聞いていたのは国の指針で出してあるのを読ませて

いただくと、‘聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障があ

る障がい者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者

等の派遣を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。対象者：聴覚、言語機能、音声機能そ

の他の障害のため、意志疎通を図ることに支障がある障害者等。’と、書いてあるのですが、おそら

くここにいらっしゃる利用者の方もサービス利用者の方はコミュニケーション事業と言うのは基本

的にこういったものだと思ってきていた。ということは、このとこについて今まで、市からコミュニ

ケーション事業の単価であるとか、業務内容についてのお知らせがきたことがなかった。他の移動支

援とかは単価いくらとか、こういう形でやりなさいとか、こういう形でできますよとか、そういう形

のものが来ていたのですが、コミュニケーション事業については単価表とかこういう形で使うという

様なことの説明はなかった中で、このような使い方があるんだと、ちょっとびっくりしたんですけれ

ど、こういったものの単価表というのはどこにあるのでしょうか。

会長 ：これにつきましては、事務局の方からお願いします。

事務局：こちらのコミュニケーション支援事業は、重度の障がい者のコミュニケーション支援事業という事で

病院内でヘルパーを派遣していくものです。国の方でも平成 20 年度前後から今までは病院内のヘル

パー派遣というのは制度上認められてなかったと思いますけれど、地域生活支援事業という各自治体

ごとに行うコミュニケーションを支援するという事業であれば、病院内でヘルパー派遣をすることが

できるようになっています。これは、障がい福祉だけでなく、介護保険も同じように、国から通知が

来て制度が変わっていくところです。対象となっている方が、重度訪問介護というような、最重度の

障がい区分認定が出ている方というような、対象がかなり絞られていまして、対象人数は少ない事業

です。市のほうで、そういった最重度の方は把握しておりますので、基本的には、今、市の中で対象

者の方にお知らせしてご利用いただいている形です。

単価については重度訪問介護の単価というふうにしています。手元に細かい要綱等を持ってきていな

いので詳しくはお伝えできませんが、市のほうで国の通知をもとに作ったものです。全事業者の方に

今、周知ができていない状況ですので、それについては今後もっとみなさまにお知らせする方法を検

討し、見直していきたいと考えております。

委員 ：これがたとえば、よその市町村でやってらっしゃるという話しは、実は聞いております。浦安市でそ
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ういう使い方をするという形が表に出て来たことがなかったので、どこの事業者さんにも文書が来ま

せんでしたし、こういった説明がなかったので、こういった使い方をしている事業者はなかったと思

うんですけど、今回これを使うことになったのは、利用者さん側から市の方に話しがいって、それを

市のほうが OK を出す形だったという形だったんですね。わかりました。今後このような形をするの

であれば、おそらく予算などを取らないといけないと思うんですよね。そういったものについて、こ

ういう形で使えるということについて、各障がいの事業所だけでなく、介護保険のケアマネさんもこ

ういう形で使いたいという話しは聞いているので、勉強会と単価の設定と、全員に周知されるような

形での制度の動かし方をしていただきたいと思います。

会長 ：ご意見ということで承ります。

委員 ：今回、総合相談の発表ということで、事例の中で出させていただきました。それは、総合相談は利用

者さんから、制度がないこととかサービスがないことの困ることをすごくたくさん相談されます。で、

ソーシャルワーカーの中のひとつのお仕事として、社会資源の開発ということが入っていると思うの

ですが、どのような資源を組み合わせたり用意したりすれば、その利用者さんのニーズが埋まるかっ

ていうことを考える事が求められているのが相談支援の一つの役割です。ですので、利用者さんから

こんなふうに大変な手術があるとか、入院があるとか、困ってるんだけれど、という相談が入れば当

然ながら利用者さんと一緒に行政に行くこともありますし、そういう中から新しい制度や制度の運用

を浦安市が広く見て頂くこともあると思うんです。なので、ちょうど今、この自立支援協議会でお示

しすることは、課長もこういう話しをしてお示ししていただいているので、浦安市がこの課題を受け

止めて次のステップに、まさに進もうというところなのだと理解していただければと思います。

委員 ：浦安市はだいたい 600人くらいの障がい者の方、訪問プランの必要な方がいると伺っているのですが、

そのうちの 132 人の方が総合相談に相談にきている。それ以外の方たちは別のところで相談している

のかわからないのですが、総合相談に相談された方はそういった形で道が開かれる。でもそうでない

方は知らないまま行ってしまう。家族が離れられないで生きている人もいる状況なので、単価設定な

りこういう形の運用なり周知されないと一部の人たちだけは使っているけれど、そうでない人は『な

に？それ？』となってしまうので、だから周知していただければということでお話しをさせていただ

きました。その経緯はわかりました。

それと、自立支援協議会の設置要綱というのがありまして、それは皆さまの手元に全体会の一回目の

時に渡されているものなのですが、１回目構成等の第４条の３で『幹事会は全体会の委員のうちから

市長の指名した者をもって構成し、次の各号に定めている事項について調整する。』と。調整する、

と書いてある。『（1）全体会への付議、（2）プロジェクト会議への付議、（3）その他前条各号に定め

る事項についての調整』と書いてあります。出てきているのは調整、付議という言葉だけなので、こ

のことについて行われる関連の幹事会は課題について話し合われている、建設的なことで大変結構な

ことだと思うんですけれど、年に２回だけ全体会に出てこられる委員の方たちは、このところでこう

いう形でしか知り得ないんですね。第４条の４で『プロジェクト会は、第５条に規定する会長が指名

する者をもって構成し、幹事会から付議された事項について協議する。』とある。プロジェクト会は

協議の場で、幹事会は付議若しくは調整の場だとすると、幹事会で色々話し合われていくことに全体

会がついていけてないという状況が生まれているという気がするんですね。色々なことが外に出て来

ない。幹事会、もしくはプロジェクト会も同じなんですけれど、24 年からはちがうということですが、

今までにおいては幹事会、プロジェクト会も委員の名前はふせられた、しかも公表されない議事録と

いうのがあったわけで、ここにお集まりの委員のみなさまは協議会の委員でありながら、幹事会なり

プロジェクト会の中で、だれがどのような発言をしたか、何故こういうふうな結果になったか、知り
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得る立場にならない状態で協議会のメンバーだったと思うのですが、今後においてはこういうことが

ないような幹事会は付議と調整をする場であって、プロジェクト会は協議をする場ということについ

ては元の形に戻していただかないと内容が、頭とおしりがどんどん離れていってしまう状況になって

いるんじゃないかなと思います。

50 人お集まりですけれど、個々の案件についてはご説明をうけられてわかるとは思うんですけれど、

そこにいたる経緯であるとか、事業の運営についてどういう形になっているかわからない状況で参加

している方も多いと思うので、そういったことがわかった上で年２回参加し、協議できるような場に

なってもらえればと思います。

会長 ：どうも、貴重なご意見ありがとうございました。確かに全体会は年２回ということで幹事会は年数度

開催しまして、４つのプロジェクト会は、後でご報告いたしますが、色々な協議をいたします。更に

幹事会でそれをもって、そしてその経緯も含めまして全体会で報告させていただいているのですが、

年２回ですので、なかなか充分議論した内容ですとか、調整した内容は伝わっていないというのはお

っしゃるとおりだと思います。今後、委員のみなさまに、幹事会やプロジェクト会の経緯も含めて、

議論の結果などについて色々な形で知らせるようにしたいと思います。この回答でよろしいでしょう

か。はい、どうぞ。

委員 ：情報公開法の法形式ついて、情報を公開されるようにしたい。情報公開しないと参加しようがないわ

けです。だから幹事会についても情報開示したい。

会長 ：承知しました。これについては、再度、幹事会に持ち帰りまして・・・

委員 ：幹事会で決める事じゃないんです。

会長 ：いいえ、幹事会で決めるのではなく、幹事会に持ち帰って幹事会で決めるというのではなくて、善処

する方法を決めるということです。別に決定しようというのではなくて、幹事会の議事公開の方向で、

先ほど行っていましたように情報公開の趣旨に沿って検討していくということです。よろしいでしょ

うか。

ここではこれまで幹事会ですとかプロジェクト会とかの議論をつまびらかにして、しっかりと議論し

ていければと思いますので、事務局とも調整をさせていただきたいと思います。

では、これにつきまして、相談支援事業についてはよろしいでしょうか。

それではどうもありがとうございました。上半期の総合相談支援事業の活動状況報告をさせていただ

きました。

＜議題 2 平成 23 年度の浦安市地域自立支援協議会の活動について＞

会長 ：それでは、今丁度、まさに話題となっております、平成 23 年度の浦安市地域自立支援協議会の活動

についてご報告をさせていただきます。

ご承知のとおり、この地域自立支援協議会は全体会を上にしましてその下に、幹事会を設けておりま

す。幹事会の下に、更に４つのプロジェクト会を設けておりまして、さまざまな地域課題を浮き彫り

にして、地域課題を選んで協議とか、あるいはこうしようという議論するだけでなく、議論した上で

施策に位置づけさせて行こう、あるいは実現させていこうということで歩んでおります。

その地域自立支援協議会の活動について報告をさせていただきます。

まず、初めに幹事会につきましては、幹事長であるわたくしの方からご報告をさせていただきます。

お手元の資料、郵送させて頂きました資料、浦安市障がい児・者総合相談センター資料の、議題２と

書いたところがございます。こちらをお開きいただければと思います。

幹事会につきましては、先ほどお話し申し上げましたが、全体会の委員の中から幹事会委員が選出さ
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れております。その幹事会で現在までに、６月 20日を第 1回目としまして、11 月 25 日の第５回まで、

５回の幹事会を開催しております。その幹事会の議題につきましては、この資料に書いてありますけ

れどもプロジェクト会のメンバーの推薦、それからプロジェクト会の組織化ということがまずひとつ

でございます。また、障がい者福祉計画というのも、のちほどわたくしの方から報告させていただき

ますが、これについての策定というものも幹事会が中心となりましてこの策定委員をその中から選出

し、取り組んでいるところでございますが、そういった計画策定に伴うアンケート調査の集計結果、

ならびに策定スケジュールなどを確認いたします。また、グループホーム等の整備事業の事業概要で

すとか、あるいは整備補助金説明会が開かれましたが、これについての報告などがございました。そ

の他、第三回には震災に伴う災害時要援護者対策についても、幹事会でこの問題や対策について適宜

取り上げていくということが話し合われました。従いまして主には３つ、プロジェクト会の組織化・

プロジェクトメンバーの推薦、グループホーム等整備事業について、そしてその他様々地域における

課題を取り上げて協議し、必要に応じてプロジェクト会に付議していくということになっています。

とうことで５回の幹事会を開いて、また１月に次回の幹事会を開く予定ですが、こうした話をしてま

いりました。幹事会の報告はここまでです。次にプロジェクト会も含めまして報告をしたあとに質疑

応答をしたいと思いますがよろしいでしょうか。では幹事会に続きまして４つのプロジェクト会の方

から今年度どのようなことを議題として取り上げ協議してきたか、また協議結果についてご報告いた

します。まず事業者支援・制度プロジェクト会よりリーダーお願いします。

委員 ：事業者支援・制度プロジェクト会です。９月２日と 12 月２日の２回開催いたしました。主な議題と

しましては、障害者自立支援等が改正されることに伴って、障がい福祉課から改正点の説明がおこな

われました。それを受けて相談事業が大きく変わるということから、今後地域の課題として、相談支

援事業を取り巻く勉強会を開催することとなりました。また全事業所が抱える問題点・課題について

担い手不足、人材育成、人材確保などの点がありました。そういったことを話し合いました。また 10

月２日に厚生労働省の職員を講師として迎え、相談支援事業にかかわる改正点についての講義をうけ

ました。第二回目事業者支援・制度プロジェクトの主な議題としては、第１回の決定事項である地域

の課題としての相談支援事業を取り上げるということを受け、浦安市の今後の相談支援体制について

障がい福祉課から説明がありました。昨年 12 月の法改正により、基幹相談支援センターが設置でき

ることになりましたが、平成 25 年に施行される（仮称）障害者福祉総合福祉法においては（仮称）

総合相談支援センターの設置が示されています。このような国の動向を踏まえて、浦安市では平成 25

年の法改正をも見据えて、相談支援の体制を検討したいとの説明がありました。平成 24 年度にかけ

て事業所支援・制度プロジェクトでは相談支援体制を検討し、全体会に提案、その後障がい福祉課に

おいて条例規則などの整備、予算などを検討し、平成 25 年度より新体制に移行できるように検討し

ていってほしいということでした。それを受けて基幹相談支援センターに求める役割として、相談員

の相談を受ける、相談員の研修・育成を行うなどの意見が出ました。以上のようなことで事業者制度・

支援プロジェクトでは相談支援事業をどういうふうに地域で構築していくかということを話し合っ

てきました。以上です。

会長 ：はい。どうもありがとうございました。プロジェクト会の報告がひととおりすんだ段階で、どれも密

接に関連していますので質疑応答を受け付けたいと思います。その方法ではなくて１つ１つというこ

とでしたら、挙手にて申し出ていただきたいのですが、ひととおり終わってからでよろしいでしょう

か。では次に就労支援プロジェクト会ということで、リーダーが今日所要のためお休みなので、事務

局の方からご報告させていただきます。

事務局：リーダーが欠席でございますので、事務局が替わりに就労支援プロジェクトの報告をさせていただき
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ます。今年度に関しましては、就労支援プロジェクト会を１回開催しております。10 月 20 日に開催

をしております。議題といたしましては、就労支援センターの 22 年度の活動報告をさせていただき

まして、本日お配りしている資料で議題の２でございます。障がい者支援施設等への発注状況につい

て、こちらを委員の皆さんに説明をさせていただいております。平成 22 年度に障がい者支援施設等

への発注状況について議題２の資料で見ていただきたいと思います。物品の購入や製造の請負、役務

の提供等、障がい者支援施設等に関しまして約 420 万円の発注をしているところです。この報告をさ

せていただきました。地域との連携と言うのが３番にありますが、こちらでございますが、千葉のハ

ートフルメッセ、こちらの活動状況についてご報告をさせていただきまして、本市でもハートフルメ

ッセのような活動かできるのかどうかということを今後考えていければということで議論を進めて

きたところです。就労支援につきましては以上です。

会長 ：はい、どうもありがとうございました。続いては、駆け足で恐縮ではございますが、特別支援教育プ

ロジェクトの報告をリーダーにお願いしたいと思います。

委員 ：特別支援教育プロジェクトは１回、11 月 21 日に開催しました。議題は自立支援協議会と特別支援教

育プロジェクトの活動について、個別の指導計画作成状況について、障がい者福祉計画の進捗状況に

ついて話し合いました。特に個別の指導計画については特別支援学級の児童・生徒については 100％

作成しております。通常の学級で特別な支援が必要な生徒の個別指導計画の作成状況は、ただいま

80.2％となっています。今後も作成が必要とされる児童生徒については、保護者の了解をもとに各学

校で作成を進めるとともに、計画だけでなく、子ども達の状況を日々見ながら、支援を進めていくと

いう確認をいたしました。また教育研究センターではお手元にある特別支援教育の実践マニュアル№

９で、個別の指導計画の作成と活用についてというまとめを元にして、まなびサポートチームのスタ

ッフが各学校を周り、指導・助言を重ねている報告がありました。また福祉計画の進捗状況の報告の

中で、各学校の学習支援室の活用についての質問があり、今後学習支援室の活用について、教育委員

会からも取り組みに応じた活動指導をしていくということで報告がありました。その他、小中学校に

おける特別支援教育については、充実してきている、今後もさらによい指導のあり方を検討していく

ことが大切であるということと、義務教育を終えた子ども達の状況やその後の進路状況についても今

後様々な機関と連携し、一人一人の子ども達を大切にしていく支援体制づくりが大切であるという意

見をいただきました。以上報告を終了させていただきます。

会長 ：はい、ありがとうございました。特別支援教育プロジェクト会の報告です。次に４つ目の啓発・広報

プロジェクト会の報告をリーダーよりお願いします。

委員 ：11 月 22 日に第１回目の広報プロジェクト会を開催いたしました。今年度初めての会が 11 月になった

のですが、今年度から委員になられた方もいらっしゃったので、まず自立支援協議会が何を目的に、

どのような活動をしているところなのかを説明させていただきました。その後に昨年度から取り組ん

でいるハンドブックをつくるということで、昨年話し合った経緯と、今後の制作する過程におきまし

て皆さんで話あっていただきました。今年度の予定としましては、作業部会を設置しまして、町田市

が出しているハンドブックを、まず浦安版でつくろうということで、たたき台を作業部会のほうで作

成して、年度内に一度たたき台を元にプロジェクト会を実施して、中身について検討していくことに

なっております。プロジェクト会の会議の中で、作るにあたって作るだけではなく、どのようにして

いくかということで、小学校４年生を対象に学校教育でこれを使っていただいて、浦安に住んでいる

皆さんにこれを理解していただきたい、そういったものを作っていこうということで今年度から教育

委員会の方もメンバーに参加していただいています。実際に小学生、学校で使ってもらうにはどうい

った形で作っていけばいいのか、どういうことを気をつけたら使いやすいものになるのかをプロジェ
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クト会の中で話し合っていくことになりました。もう１つ、学校ではなく市内の企業やお店などにも、

自立支援協議会でこういうハンドブックを作りたいのだが寄付をいただけませんかということでま

わる事で、浦安ではこういうものを作ろうとしているのかということを知ってもらって、市内でお店

を開いている人たちに知ってもらって、そのお店においてもらうとか、あるいは広告載せるという話

も前回出たのですが、そういった形で作る作業と並行して、協力してくれる人をプロジェクト会のメ

ンバーで回りながら広報啓発の活動を進めていけたらいいということで、第１回目の会議をおこなっ

たところです。年度内にもう一度開催する予定になっています。以上です。

会長 ：はい、ありがとうございました。幹事会は地域課題を、それぞれのプロジェクト会に協議、審議をお

願いしまして、さらにその報告を幹事会としては受けまして、更に必要に応じて行政や関係団体と調

整するというまさに要綱どおりですが、そういう形で先ほどの３つの主要な議題と合わせて、そうい

った付議をし、かつ報告をうけて、更に実現を向けて色々な所と調整をしていくということをやって

まいりました。また合わせて自立支援協議会の中に障害者福祉計画を策定する委員会、今年がちょう

ど障がい者福祉計画を策定する年になっておりますので、協議会内、特に幹事会を中心としまして、

適切な委員を選ばせていただいて、障がい者福祉計画策定委員会を設置しています。そこで幹事会、

プロジェクト会に続きまして、障がい者福祉計画策定委員会について、委員長である私から報告を追

加させていただきます。

策定委員会はお手元にある議事次第の資料を見ていただきますと、7月 28 日を１回目としまして、８

月 25 日、10 月 28 日、11 月 25 日の４回開催いたしました。会議については４回開催しまして、来週

22 日に第５回を開催する予定です。これまで４回の委員会の中の議論の内容としましては、まず事務

局より市の現状やサービスの実績、障害者福祉計画の基本的な考え方を説明していただいた上で、団

体ヒアリングの実施、現行計画における各施策の進捗状況の把握および見直しが必要な箇所の点検、

見直しを行い、障害者福祉計画の素案をこの四回の会議を通じて作ってまいりました。今後につきま

しては１月にパブリックコメントを実施しまして、市民の方の意見を十分拝聴し、検討したうえで、

２月中に計画書の印刷・製本を開始し、３月末に策定完了というふうに進めるよう、現在委員会を行

っているところです。ということで、ただいま幹事会、４つのプロジェクトそれから障害者福祉計画

策定委員会についてのご報告をおこないました。

何か質問、ご意見ございますでしょうか。はい、どうぞ。

委員 ：１回目の会議が非常に遅いと思うのですが、これには何か意味があるのでしょうか。

会長 ：あの今回、全体会、各委員会ですか。

委員 :事業所制度が９月で、就労が 10 月 20 日、特別支援教育が 11 月 21 日、啓発広報が 11 月 22 日、年だ

いたい４回程度がプロジェクト会だったと思うのですが、今年は震災の影響もあったから遅れているの

は承知していますが、それにしても少し遅すぎないかなというのがありまして。何か理由があったので

しょうか。

会長 ：理由と申しますが、全体会が 6 月 30 日で震災の影響で遅くなったのですが、そこから幹事会を中心

にプロジェクト会のメンバーの推薦等をおこなってまいりました。各団体にこのプロジェクト会のメン

バーの推薦をお願いいたしました。そちらをまとめて、その上でプロジェクト会を作って、そして幹事

会としてこういうことについて審議協議してくださいと、いうことで遅れてしまったということで、そ

れぞれのプロジェクト会の１回目が、今おっしゃるように始まったのが遅かったということです。今後

はもう少し早く、対応出来るように努力をしていきたいと思います。

委員 ：幹事会がプロジェクト会の調整であるので、幹事会がきちんと話を進められているのはよくわかるの

ですが、それと同時にプロジェクト会も今後きっちりとやっていっていただきたいと思います。
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会長 ：そのようにいたします。今回おっしゃられるように第１回目のプロジェクト会がそれぞれ遅かったと

いうことで、このようなことなく迅速に対応していきたいと思います。いろいろご意見ありがとうご

ざいます。はい、どうぞ。

委員 ：だいたい、研修に行くと、必ず事業所関連色々な悩み・問題点があったりすると、必ず講師の方が口

を揃えて言われるのが「自立支援協議会に持ちかえりなさい。浦安もできていますよ。」ということ

で、じゃあその課題は自立支援協議会に持って帰りますというような状況を聞いて、この場でいろい

ろな議題提供をしてもいいのかなという解釈はしているのですが、だいたい報告を受け、あと全体会

は先ほど委員もお話されていたが、やっぱり全体会はこういう場で回数が少ないということもあり、

ぱっと来て、あの方どこの誰なんだろうということも名簿でわかったとしても、その奥側が見えない。

せっかく錚々たるメンバーがいるので、もっと情報交換みたいなものを１回は設けていただかないと、

聞くだけで終わってしまう。みんなそうだと思うが、忙しい時間の中、この貴重な時間を２時間作っ

てきて、また飛んで帰る。もっと話をしたかった、聞きたかった、いったいどんな事案を抱えている

のか、うちの事業所だけがこんなことを思っているのだろうかということを、非常にもんもんとした

まま帰ってしまう。すみません、誰に言ったらいいのかわからないのですが、そういうことも加味し

て、今後、確かに今後相談支援事業と言う大事な事業があって、その報告、それとやっぱりみんな疲

れているので、たくさんプレゼンしてくれても眠くなったりしてとてももったいない。なので、その

辺のやり取りをもう少しうまくやれないのかなと。あと何かできることがあれば、言って頂ければと

思う。せっかく自立支援協議会があるのに、一部の方だけでやっている感があって、せっかく来てく

れた人、あとは緊張して帰ってしまう人もいると思うので、すみません。個人的な意見ですが。以上

です。

事務局：貴重なご意見ありがとうございます。言われていますように、昨年までずっと全体会がどちらかとい

うと報告の場になっていましたので、今委員が言われましたように情報交換など、例えばそれを１回

の会議で持つなど、これから少し回数等を調整して、検討させていただきますので宜しくお願いいた

します。

会長 ：はい、どうぞ。

委員 ：実は７月に福祉計画策定委員会があったときに、障がい福祉課のほうから自由な発言をしてください

ということで、皆さん色んな悩みを抱えていて、それは非常に勉強になりました。障がいを抱えるお

子さんをお持ちのお母さんの話、一人一人抱えた問題が違うんだ、その悩みも違い、大変勉強になり

ました。ですから今のご発言の趣旨が、十分に生かされるように今後運営をお願いしたします。

委員長：事務局としっかりと協議しまして、非常にいい意見ありがとうございます。ぜひ色々な意見が出され

て、単なる報告の場で終わってしまっては折角集まっている意味がないので、やはり報告も重要です

が、併せてご意見出していただいて、地域課題に皆で立ち向かっていくというのが、この自立支援協

議会の性格ですので、そういうような運営をするように事務局と協議いたします。ありがとうござい

ます。そのほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。

委員 ：今日は皆さんにお話させていただきたいことがあるので、前の方で話してもよろしいでしょうか。そ

れでは失礼します。

改めまして、浦安警察生活安全課です。平素から警察関連の多大なるご理解、そしてご援助いただき

まして、この場を借りて厚く御礼申し上げます。年末に向けての犯罪の市内の防止ということで、お

話しをさせてください。こういった場でよく話をさせてもらうのですが、警察として何ができるのか

なということを重ね重ね申しあげると、我々は犯罪を浦安から減らす、犯罪に立ち向かう組織であり

ます。何ができるかというと犯罪防止なんです。そこで皆さんにお願いがあります。今年振込み詐欺
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が、新聞マスコミなどで報道されていますが、振り込め詐欺が多発しております。千葉県だけでも今

現在約 700 件発生しております。被害金額は 10 億円以上にのぼっております。この浦安だけで見て

も 16 件の被害が発生しておりまして、被害総額はなんと 4,500 万円です。ものすごい金額の被害が

発生しているでんです、浦安市内だけでもです。携帯電話や自宅の電話に本当に息子を語るものから

言葉巧みに騙されて、お金を振り込んでしまったという方も残念ながらもこの浦安市内にもおります。

その予防すべく我々警察のほうでも会議やキャンペーンをおこなって、犯罪予防をしているところな

んですが、残念ながら減るどころか、ますます増えるところであります。これは千葉県下、関東全域

発生しており、正直いって激増している状況です。昨年の約２倍の発生があります。そこで皆さんに

お願いがあります。皆さんが普段仕事で接している方、それぞれの活動で接している方に、どうかこ

の振り込め詐欺についての予防を呼びかけていただきたいのです。どのように呼びかけていただきた

いかというと、いたってシンプルなんです。電話がかかってきます。電話番号が変わったというのが

振り込め詐欺の手口なんですね。当然なんですね、息子を語っているだけで、息子の電話番号では電

話できないのですから。まず電話番号が変わったんだよと電話がかかってきます。今の携帯は必ず着

信があると番号が出るようになっています。もし非通知設定の電話がかかってきたら、少し振り込め

詐欺ではないのかなという疑う意識を持っていただきたいのです。二つ目は、警察官を語って、あな

たのカードが犯罪に使われます、カードを預からせてください。という手口の詐欺が発生しておりま

す。やはり警察がご自宅にお伺いして、暗証番号を聞いたり、カードを預からせてもらうということ

は、まずないんですね。逆に皆さんがカードを落とされて交番で預かるとか警察で預かるということ

はありますが、警察官がご自宅にお伺いしてカードを預からせてもらうということは、まずないんで

す。ましてや暗証番号を聞くということはないです。もしそういう電話があったら、どうか詐欺では

ないのかな、振り込め詐欺ではないのかなと疑っていただきたいのです。そして振り込め詐欺とはま

た違うんですが、必ずもうかります、これに投資していただければ必ず儲かるんですという離職勧誘

的な詐欺被害が、これも残念ながら多発しています。この不景気でですね、簡単にお金が稼ぐことが

できればという被害者の心理につけこんだ、離職勧誘事案と申しますが、こういった犯罪も多数発生

しております。どうかここにいる皆さんも、今振り込め詐欺が激増しております。仕事の場、活動の

場で接している皆さんに呼びかけていただきたいと思います。よろしくお願いします。貴重なお時間

ありがとうございました。

会長 ：はい。どうもありがとうございました。色々なかたちで障がいのある方に対して振り込め詐欺とかも

あります。私の家にもかかってきました。なかなか巧妙なものですから、私だけはひっかからないと

思っていたのですが、わりと巧妙なものですから騙されそうになったことがありました。はい、どう

ぞ。

委員 ：障がい者の件と言うか、ちょっと私がたずさわったことで高校生で、ショッパーズでちょっと時間を

つぶしていたお子さんが近くにいる女子高生に少し目を向けただけで、その目がいやらしい、それで

近くによってきて触られそうだったということで警察を呼んだそうなんです。警察の方が来て、結局

彼は自閉症なものですから、そんなのことをしていないということを一生懸命表現したんですけれど

も、わかっていただけず、警察まで行って、親が職場から呼ばれたんだそうです。そういうことがあ

ったということで、私はちょっとくやしかったのですけれども、警察の方も理解してほしいなという

ことを、生活安全課の課長さんの口から末端の警官の方やおまわりさんに、一番頼りたいおまわりさ

んに拒否されてしまうと、彼らは行き場がないです。おさんぽバスを待つのに時間があって、ほんの

ちょっとショッパーズの１階のフロアーに行って少しふらっとしていたところを、ちょっと目が悪く

て眼鏡をかけているところ、目つきが悪いということで、女子高生の意見を吸い上げて、ちょっと怪
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しい子だということで、お母さんも急遽職場から警察にかけつけて、この子は障がいがあると一生懸

命説明したのですが理解してもらえず、もっとちゃんと監督してくださいと言われてしまった。それ

をどこに訴えればいいのかと、私にすごく聞かれたので、その時は自分を呼んでほしいと言ったので

すが、とっさのことでお母さんもとてもパニックになってつらい思いをしたみたいです。もう少しお

まわりさんも色々な人がいることを知ってもらって、振り込め詐欺も大事ですけど、声なき声を大事

にしてほしいなと思い話をしました。ごめんなさい。以上です。

委員 ：貴重なご意見ありがとうございました。一般の市民の皆さんのご協力なしでは仕事できませんので、

今後の職務の参考にさせていただきます。申し訳ないのですが、警察官と言う仕事は、大変こういう

場でもうしわけないのですが疑うのが商売のようなところがあります。どうしても通報があって、ま

してや通報者が女子高生という社会的に立場が弱い方が被害者になっている場合には、特に今、痴漢

とか女子高生の抱きつきとか残念ながら浦安市内でも発生していることがありますので、そういった

観点から我々警察官と言うのは疑うのが商売になってしまうものですから、そうした方に対して不愉

快な思いをさせてしまう時もあるのではないかと思うんですね。その際にやはり誤解してほしくない

のは、我々警察官は事実関係の確認と言うのは必ずさせていただいておりますので、それで嫌疑がな

いということであれば、必ずやはり我々はやり直しをし、障がいをお持ちの方にですね、扱う際には

十分に注意をしたうえで職務執行するように、今後は我々浦安警察職員一同に私の方から指示入れさ

せていただきたいと思います。貴重なご意見ありがとうございます。

会長 ：はい。ありがとうございました。大変重要な案件につきましての所注意をありがとうございました。

実はまだ議題２がありますが、議題２についての質問はいかがでしょうか。地域自立支援協議会の活

動報告につきましてはよろしいでしょうか。今、委員のほうから振り込め詐欺ということで、非常に

重要な注意がありました。それでは、次に事務局の方からその他ということで、昨年度から検討して

おりましたグループホームの件でご報告があります。幹事会でグループホーム等整備補助金について

話をしましたが、その内容も含めて話をお願いします。

事務局：浦安市障害者グループホーム等整備補助金事業について説明させていただきます。事業概要につきま

しては、市内のグループホームの拡充をはかるため、市が指定する事業者に対し、整備等に要する経

費の一部について補助を行うものでございます。補助の対象ですが市内でグループホーム・ケアホー

ムを新規に開設する事業者または定員拡大を図る事業者です。今年度の予算額ですが約 460万円です。

整備初期費用として賃貸住宅の礼金として 80 万、住宅改修費用として約 380 万円という内訳です。

玄関、浴室、トイレ、洗面所、段差解消、エレベーター設置などが住宅改修の対象になります。事業

の流れですが、10月６日に事業者への説明会を実施し、11月２日から 18 日に事業者の公募をさせて

いただきました。１事業所の応募がありました。事業者は今年度内に開設する予定です。グループホ

ーム等整備補助事業に関しての説明は以上です。

会長 ：はい、ありがとうございます。これにつきましてはご質問ありませんか。はい、どうぞ。

委員 ：グループホームの説明がありましたが、私どももグループホームを開設を一応する予定です。利用者

さんの相談、問い合わせとか見学というのは、できれば事業者さんの方で来ていただければ、具体的

に来ていただくのがいいと思いますので事業者さんもぜひ見学に来ていただきたいというのが私ど

もの願いです。お願いします。

会長 ：見学は大歓迎ということですので、よろしくお願いします。はい、他にございますでしょうか。事務

局のほうから何かありますか。

事務局：ありません。

会長 ：はい、どうぞ。
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委員 ：全体を通して２、３お話しさせてください。先ほど事務局から説明がありました、地域生活支援事業

におけるコミュニケーション支援ですが、もともと地域生活支援事業というのは、自立支援法の中で

個別給付や訓練等給付では担保しえない地域性や個々の事例における個別性に配慮して、弾力的に各

市町村が事業を展開するように自立支援法の中である中で、浦安市が個別事例に柔軟に対応してくれ

たことは素晴らしいことだと思う。その中で、重度訪問介護、重度包括という重度の障害者のことだ

けが出てきていた。間違ってはいないのだが、個人の取り巻く環境に配慮しなくてはいけないという

知的障がい者や精神障がい者、行動援護類型の方にも使えることが厚生労働省から通達も出ている。

私の知っている範囲では、30 から 40 の全国の市町村が事業で、重度障害者たちへの院内介助、入院

中を含めたコミュニケーション支援をやっている。浦安市の場合は確かに介護保険であったり、通院

介助とは別に院内介助の通院ヘルプの事業もあって、それでも担保しきれないということで、今回の

このような形になったことが１つ。あと自立支援協議会のことですが、いくつか意見があるのですが、

もともと自立支援協議会というのは障害者の支援費制度だったころから自立支援法が始まるに際し

て、大きな１つの目玉として、各都道府県が各市町村に必須事業ということで始まった。もう１つの

柱が地域生活支援事業だと思う。自立支援協議会の運営マニュアルというのが厚生労働省の障がい福

祉課の監修か何かで出たのだと思いますが、その中にそれと厚生労働省の障がい福祉基盤整備の調査

研究事業というのがあって、その報告書の“自立支援協議会とは”という部分にのっとって、浦安市

は運営の方法とかあり方を検討したのを覚えている。その中で、運営マニュアルでは幹事会ではなく

て事務局会という名称であったと思うのだが、そこが自立支援協議会の水先案内人として方向性を示

すようにとあったので、今のような運営方法をとったのではないかと私は考えている。今後の自立支

援協議会のあり方ですが、つなぎ法案だったり総合福祉法だったり、運営の方法までも加味して、自

立支援協議会の法的位置づけというのが出されるというのが、まだ出てきていませんが、出されると

いうのが厚生労働省からの方向性として示されています。これに則って、プラス地域性を配慮いただ

ければと思っています。以上です。

会長 ：はい。貴重な意見でした。正確に細かいところをきちんと意見いただきありがとうございます。はい、

他にご発言されたい方いらっしゃいますか。

これで用意した議題は全て終了いたしました。本当に長い時間ありがとうございました。また今後と

も色々な形で委員の皆様にはお力添えであるとか、一緒にやっていきますので、どうぞ色々な意見を

寄せていただいて、いろいろな地域課題に立ち向かって、障がいのある方もない方もいきいきと暮せ

る街づくりということで実行していきたいと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日は終

了いたします。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。


