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平成 26 年度第５回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 27年２月 13 日（金） 15：10～16：40

２．開催場所 中央公民館 第一会議室

３．出席者

下田直樹委員（会長）、西田俊光委員（副会長）、枝川芳子委員、白川洋子委員、西田良枝委員、

石井克典委員、藤崎広和委員、愛塲弘子委員、森嶋宏治委員、小田知宏委員、内村好夫委員、

長谷川祐二委員、上林正和委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）部会活動報告

（２）平成 27年・28 年度の協議会について

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料１ 第４回権利擁護部会活動報告

（２）議題１資料２ 第４回地域生活支援部会活動報告

（３）議題２資料１ 平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会案

（４）議題２資料２－１ 平成 27年度・28年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート（案）

（５）議題２資料２－２ 平成 27年度・28年度浦安市自立支援協議会部会のご案内

（６）議題２資料３ 平成 27 年度・28 年度本人部会委員募集案内

（７）議題３資料 その他報告

６．議事

事務局：それでは引き続き、平成 26 年度第５回浦安市自立支援協議会を開催いたします。議事進行につき

ましては、下田会長にお願いいたします。

下田会長：はい。それでは、早速議事進行に入らせていただきたいと思います。まず、議題１の部会報告と

いうことで、11 月 11 日から 12 月 25 日までの間に開催されました部会につきましては、合同部会で

一度報告いただいておりますので、再度の協議会でのご報告はいたしません。

今回は合同部会のあとに権利擁護部会、それから地域生活支援部会の二部会が、それぞれ第４回、

５回を開催いたしましたので、この報告を中心に進めさせていただきます。

最初にまず権利擁護部会ということで、口頭で報告させていただきます。１月 28 日に第４回権利

擁護部会を開催いたしました。ここでは、議題を４つということで、１つは、障害者差別解消支援地

域協議会モデル事業報告が事務局よりございました。そこに書いてありますように、千葉県と浦安市

が合同で内閣府のモデル事業を実施したとのご報告がありました。そして１月 14 日に中間報告が開

催されたという報告を受けました。

２番目、３番目、４番目としましては、商工会議所、浦安警察署、それから私の勤務しております

明海大学の、それぞれ合理的な配慮に関する取り組みについての報告が行われました。

まず商工会議所では、こちらにございますが、高木委員より、８年前に商工会館を建設した際にバ
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リアフリーに配慮し、点字ブロックを設置、車イス対応のトイレを設置、エレベーターのボタン等に

点字表記等、さまざまな工夫や措置をおこなったことを報告として受けました。

次に浦安警察署の取り組みは、佐藤委員の代理の山村委員様よりご報告がありました。11 月 17 日

に署員研修が行われたということで、この署員研修では、一般社団法人こども未来共生会理事長の中

島氏を迎えまして、82 名の署員が加わって研修会をおこなったとのことでした。また、参加できな

った署員についてのテキストの配布等おこなって、その研修の内容を周知したという報告が行われま

した。

また、明海大学での、入試の際の障がいのある方に対してのできる限りの配慮、たとえば弱視の方

には拡大鏡とか、手の不自由な方には時間を延長するとか、それから大教室では、前に、車イスの方

が入れるような可動式の机を設置するとか、バリアフリーでのトイレ、それから就職情報につきまし

ても、障がいのある方が採用されるような場所について、あるいは雇用先について情報を提供すると

いうことで、いろいろなさまざまな取り組み、配慮があることをご報告させていただきました。

ということでこれについては今後いろいろな形で報告を行うということであります。

議題２としましては、「障がい者福祉計画策定」についてということで、理解と交流の促進、及び

自立と社会参加の促進について協議いたしました。これについてはすでに福祉計画策定委員会で報告

がありましたので、割愛させていただきます。

議題３としましては、バリアフリーハンドブックの配布状況ということで、特に小中高の福祉体験

教室で、平成 26 年度中に 1297 名に配布した他、バリアフリーコンサートや、１月の発達支援セミ

ナーでも配布したこと、また、その後２月の基幹相談支援センターの東田直樹氏の講演会や、ソーシ

ャルサポートセンター主催の音無美紀子氏の講演会、それから、３月５日の手をつなぐ親の会の増田

明美氏の講演会でも順次配布するというようなことが報告されました。

それから、『広報うらやす』の 12 月１日号の障害者週間の紹介。それから、今、下の１階でやっ

ております、こころのバリアフリーパネル展についてのご報告がありました。

議題４としては、「平成 27 年度からの権利擁護部会について」ということで、今後、教職員、小

中高生のバリアフリーハンドブックの配布を推進し、また、啓蒙・広報活動は、期間を障害者期間に

限らず年間を通して啓発・広報活動を展開していることを次期部会に引き継いでいくということも部

会の中で合意されました。

提案事項として、虐待防止に関する事項については、報告を受けるのみだったので、今後の取り組

み方については検討が必要である。中には、いろんな事例があがってきて、それを聞いて終わってし

まうというようなことがあったので、地域生活支援部会のような、身近な事例をいろいろ検討しなが

ら、そういった問題について考えていってはどうかという提案がございました。

また、権利擁護部会について協議する場なので、ぜひ弁護士にも参加していただきたいという意見

もあがりまして、これについては今後、引き継ぎの中で、具体化していくということでまとまりまし

た。早に報告させていただきまして申し訳ありません。

では、次に、地域生活支援部会の西田委員からお願いいたします。

西田副会長：はい、お手元の資料の、まず第１番目。浦安市長松崎秀樹殿、下田直樹殿と書いた３枚がお手

元にあると思うんですが。１月 19 日の会議の冒頭に「地域生活支援拠点整備についてのお願い」と、

先ほどの福祉計画でも、すでに地域生活支援拠点をつくるというような内容になっておりますが、改

めてスピード感を出すために、うちの部会でも提案しようということでつくりました。

今日の日付になっていますのは、部会ではもちろん全会一致でご承認いただきましたので、今日こ

の場でもって皆様にもご承認いただいて、下田会長のほうからできれば、市長のほうに渡していただ
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きたいということで、後ほど皆さんにご議論いただきましてご承認いただきたいというのが、１番目

です。

次の議題の第２番目。皆様のお手元にあります、議題資料１、第４回地域生活支援部会活動報告を

見ていただければと思います。先ほどの議題の冒頭にこの文章の確認だけ残ってたものですから、議

題というよりは、こういう文章でよろしいですかということを各委員に尋ねまして、よろしいんじゃ

ないかというご承認いただいたので、議題にせず承認事項にさせていただきました。

障がい者福祉計画の策定については、報告済みでございますので、この場では省略いたします。

議題２、人材不足（ヘルパー）の処遇の改善について。これは、いろんな議論がありまして、次の

５つについての課題を整理して、それぞれ改善策を事務局のほうから提案してもらって、みんなで議

論しました。まだ、すべてのことが解決してませんので、来年度以降の委員会にそれを託したいと思

っています。

課題１、人材不足の改善策としては、採用に関する必要な費用の助成を考えてもらえないかと。課

題２、研修や育成の補助不足について、これも職員を出すとか経費がかかるとか、そういったことで、

なかなか研修・育成にも力が入ってないというところがあり、ある条件を元にして費用の助成を補う

と。課題３、夜間、早朝、土曜日、日曜日、祝日の担い手不足の改善策としては、行動援護と重度訪

問介護については、土日祝日サービス提供加算を市独自で創設できないかと。課題４、重度障がい者

支援の担い手不足について、特に重度訪問介護、医療的なケア、行動援護についての担い手不足は大

変顕著なもので、ここに、解決策が書いてないくらい大変重たい問題というふうに受け止めて、無責

任ですが、次回の委員会にお願いしていきたいなと思ってます。課題５の報酬単価について。重度訪

問介護行動援護事業を行う事業者が少ない。理由の１つに、報酬単価の問題があるんではないかとい

うことで、具体的な報酬単価を算出し、皆さんに見てもらって議論いたしました。ちなみに、どれく

らい違うかということを、口頭で大変申し訳ないんだけど、実感値としてお知らせしたいんですが。

たとえば重度訪問介護。これ、24 時間 365 日３交代制でやった場合ですね、事業所は約 6.3 人の人

間を使って回さなきゃいけない。これに入ってくるお金は年間 2133 万 3000 円。これを 6.3 人で割

ると、年間の報酬は 339 万 6000 円、端数はありますけど。一方居宅介護。１日２時間３回提供した

場合の、事業所の職員配置は約 1.6 人。年間入ってくるのは 883 万 8000 円。額は重度訪問よりかな

り低いんですが、１人の職員が働くお金とすれば、562 万 9000 円となるわけでありまして、339 万

6000 円対 562 万 9000 円じゃ、苦労して職員の雇用して、いっぱい人が入ってきても援助の人が大

変で、報酬単価も少ないというんだったら、それは担い手はなかなかないよね、なんていう議論にな

りました。これについては、いろんなことでの検討を加え、たとえば、年間報酬の何割かを負担する

とか、単価横出しとか、そういったことをぜひ考えていきましょうという案が出されました。

あと、２ページ目の裏側には、各委員からいろんな意見が出ました。これは、後ほどでもご覧いた

だきたいと思います。離職率も大変高い職場になっている。報酬もかなり低い職場になっている実態

から、いかにしてこの福祉という事業について、プライドを持って事業参加できるかということを、

今後の検討課題にしていこうではないかということであります。

課題３は、地域生活支援部会では、平成 27 年度からぜひ、このヘルパー不足の課題、解決策につ

いて議論していただきたいということを議論して、会議のほうを終了いたしました。以上です。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。では、これまでの報告等について、質問やご意見ござい

ますでしょうか。

それから、地域生活支援部会から地域生活支援拠点についてと、こちらに障がい児・者の地域生活

推進のための、地域生活支援拠点整備についてのお願いということで、市長と私、自立支援協議会会
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長宛の意見書を提出されました。

私宛ての意見書は、今この場で確かに受け取りました。ただこれは、市長に提出するということに

ついては、いかがでしょうか。ご意見を拝聴できればと思います。

小田委員：質問よろしいですか。NPO 法人発達わんぱく会の小田でございます。これを市長に渡すってい

うのは、どういう意味があるとか、どういう効果があるとか、どういう枠組みとかルールに基づいて

とか、そのあたりが全くわからないので、教えてもらえますか。

西田副会長：市長に出す意味は何かというと、これは地域生活支援拠点について、この部会で考えた、こう

いった機能を持った、こういうものをつくってほしいということも、厚生省が出している資料でもあ

るんですけども、後ろのページに具体的に提案させてもらっているので、今の福祉計画では、おそら

く文言は全部覚えてませんが、地域生活支援拠点をつくるという文言がありますけども、これは確か

自立支援協議会でまた議論しながら、中身を詰めるという文言が入ったと思うんですけども、それを

いち早く文言として、こういった機能を持った、こういう仕組みのものをつくってほしいっていうこ

とによって、正直言って一からまたたたき上げるんじゃなくて、この協議会で議論したことを参考に

してもらって、この拠点を、スピード感ある事業にしていただきたいということを狙って、お出しし

たいと考えました。これをきっと会長が持っていっていただけるので、その辺を市長にはお伝えして

いただいて渡すことをお願いしています。

小田委員：とういうことは、部会であるとか自立支援協議会は、そういう機能を備えてるわけですね。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。過去にも協議会で意見書を出したことがあり、それも皆さんの賛同の

元、直接意見を届けようということがまとまれば出していこうということで、今回もご提案いただい

ていますので、必ず何か意見書を届けるっていう役割が協議会にあるわけではありませんが、委員の

皆さんが賛同したことであれば、意見書は届けていこうということでやっています。

小田委員：私が入らせてもらっているこども部会は、去年は、学校に通う子どもの療育の場が少ないという

意見があって。こういった形じゃなかったんですけども、そのまま市の事業に組み入れてもらったと

いう方法。こういう方法もあるというとらえでよろしいですかね。

橋野委員：はい。その事業計画については、比較的担当課の中でも、企画計画してやりやすいものと、地域

生活支援拠点のように、ある程度の施設整備みたいなものが絡んできますと、担当課だけではなくて、

市全体で企画の部門ですとか、そういったところの関係機関も関わってくるんですね。そうすると、

障がい福祉事業課の中だけで話し合って、健康福祉部で考えるよりは、場合によっては直接、市長の

ほうにいって、市長のほうからその企画の担当課におろしてもらうというやり方のほうが早い事業も

ありますので、この地域生活支援拠点については、施設整備的なことも入っていますので、そういっ

た意味では効果的なのかなっていうふうには思っています。

小田委員：では、この自立支援協議会としては何をいいですよといえばいいのか。すみません、私は地域生

活支援部会委員でないので、細かい議論はあまり理解できないというのがあるんですけども。

下田会長：それについては先ほど西田リーダーのほうからご説明がありました、地域生活支援拠点というも

のについて、整備について、ぜひ迅速に対応をお願いしたいということをですね、こういう意見書を

出すことについて合意をいただければ、私のほうで、事務局と相談して市長に提出する段取りで手筈

をつけたいと思っています。いかがでしょうか。はい、枝川委員お願いします。

枝川委員：親の会の枝川です。市長に提案するのは、賛成です。ただ、そのとき、自立支援協議会全員でっ

ていう、部会上にやっぱり、自立支援協議会っていうものを入れて、市長直接に宛てたほうが、私は

いいと思うんですけど、これはたまたま、下田会長にも見ていただきたいから両方の連盟になってる

のでしょうけど、やっぱり、もちろん地域生活支援部会で出たことですけれども、自立支援協議会み
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んなが OK ですよっていう意味も兼ねて、自立支援協議会の名前で市長宛に出したほうが私はいいと

思います。

下田会長：はい、ありがとうございます。承りましたので、今度は私の名前を追加して、市長宛に文章を作

成し直して出すという段取りになります。地域生活支援部会から要望を受けて、自立支援協議会とし

て皆さんの合意をいただいたところで、今度は自立支援協議会と地域生活支援部会合同で、市長宛に

要望を出すという形になります。

ということで、よろしいでしょうか。はい。それではこちらにつきましては市長宛に意見書を提出

するということで進めさせていただきます。どうもありがとうございます。

では、次に、議題２の平成 27 年、28 年度の協議会についてということで、事務局からご説明いた

だきたいと思います。

事務局：障がい事業課の布施です。議題２の資料は全部で４種類ございます。（１）、（２－１）、（２－２）、

（３）。ありますでしょうか、前回の協議会で、25 年度と 26 年度の協議会の形であったり、そのと

きに使ったアンケートの形等をお示ししたところですが、ご意見いただいたものを反映し、事務局の

ほうに一任された部分ふまえ、こちらのほうで検討し、27 年、28 年、こうしたらどうかというとこ

で案としてまとめてまいりました。

変更のあった点のみ伝えしたいと思います。まず、部会やその体制については、変わらずというと

ころで考えております。あと、来年度以降の引き継ぎ事項は今、各部会、第４回目を随時おこなって

ますので、そちらのほうで来年度の委員のほうに引き継ぎたい事項ということで、ご意見等承ってる

ところです。

３ページの８番。会議と議事録の公開というところですが、来年度につきましても議事録が原則公

開となります。ただし、現在は委員さんの氏名を掲載しておりますが、ここについては団体名のみの

表記とするというところが変更になります。本人部会については、今まで通り、委員自身の障がい経

験についての意見が中心となるため、非公開ということで考えております。

それと、（２－１）このあと、事業者宛、当事者団体の代表者の方宛に、協議会への参加について

のアンケートを取る段取りになっておりますが、こちらのほうは、前回の意見を反映させ、２番「参

加を希望する部会に○をつけ、云々」とあるところの２行目ですね。「議事録には委員名でなく団題

名が掲載されます。団体を代表してご発言いただける方をご推薦ください」という文章を入れました。

責任を持って団体、または事業所のほうから参加していただく方を出していただく、という形にして

おります。

そして、どの部会を希望するかというところですが、「推薦予定者」と「参加を希望する理由」と

いうふうにさせていただきました。今までは、「参加を希望する部会に団体としてどのような提案を

していきたいかをお聞かせください」というような書き方をしていたんですけども、ここもスッキリ

と「参加を希望する理由」という形にしました。

それで、こちらのアンケートは３月 20 日までに回答してもらい、年度がかわり４月に協議会委員

の委嘱を行い、５月中旬から協議会、その後各部会がスタートしていくという段取りで予定しており

ます。

そして、（２－２）の資料は、事業者さんや団体の代表者様宛にお送りするアンケートに添付する

資料となっております。

そして、（３）本人部会の委員の募集案内。こちらは３月 15 日号のホームページで公募を開始す

るというところで、４月６日で募集を締め切り、面接等を行いながら選考していくという段取りで予

定してます。
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そして、前回の協議会で、本人部会委員が協議会に参加できたり、意見が交わせたりという、そう

いう形もどうかというようなご提案ありましたが、そこについてはやはり、本人部会は、匿名性とい

うところや、ご本人の経験のご発言が中心になるといったとこもございますので、基本的には、25・

26 年度と同じような方法を考えてます。ただ、委員ご本人様が希望をすれば、たとえば、この協議

会、この部会に出てみたいとか、出て何か発言したい、というような希望がありましたら、そういっ

た形で本人部会の委員の方が参加するというようなことは、あっていいのかなというふうに考えてお

ります。

議事録については、来年度以降は団体名で記載すると先ほどご説明しましたが、本会である協議会

委員の方のお名前は、ホームページ上等で、委員名簿として公開させていただきますので、そこの点

はご了承ください。以上になります。

下田会長：はい、ありがとうございました。ただいま事務局の布施さんのほうから説明がございましたが、

何かご質問等ございますでしょうか。

白川委員：審査会の白川なんですけれども、この 27 年度、28 年度自立支援協議会の案ありますよね。この

５ページの相談支援部会のところだけ見て、ちょっと不思議に思ったんですけど。今、平成 27 年で

すよね、主な課題の右側のほうで、平成 27 年２月までの議題ということは、平成 26 年度の議題を

あげるということですか。

事務局：事務局清水より回答いたします。こちらの議題については、平成 27 年２月までの議題になってま

すから、25 年度、26 年度に検討した内容となっております。わかりづらい表記にしてしまって申し

訳ありません。この期の協議会で議題として取り上げられた内容になっておりますので、参考として

いただいて、もっと強調したほうがいいんじゃないかとか、これはもう役目を果たしたんじゃないか

とか、そういう事項がございましたら、精査していただいて、次の協議会につなげていただきたいと

思います。今までの実績ということで、参考としてご覧ください。

内村委員：ちょっと確認なんですけど、この 27 年度、28 年度の自立支援協議会の参加の一例というか、推

薦のところの予定者なんですけどね。これ、複数名でもよろしかったんですか。別に１人ってわけじ

ゃないんですよね。

事務局：推薦予定者は１名としてください。各事業所、団体については、１名がその部会に参加するという

ことで。ただ、複数の方がこども部会に参加を希望、権利擁護部会に参加希望って、複数の部会に参

加されることは大丈夫なんですが、１団体からは、１部会につきまして、その団体から１名のご推薦

をお願いします。このフレンズさんから、こども部会に２名の委員をご参加いただくことはできませ

んが、こども部会と権利擁護部会と、複数の部会にまたがって参加していただくことは可能です。同

じ方でも結構ですし、別々の方でも結構です。

内村委員：わかりました。

下田会長：ほかにございますでしょうか。小田委員お願いします。

小田委員：NPO 法人わんぱく会の小田です。今回は、平成 27 年、28 年の２年に渡る協議会と部会という

ことで、障害者差別解消法が来年の４月から施行になると思いますけど。まだ、よくわからないんで

すけども、すごく社会が変わるかなって思ってて。障がい者の人だけじゃなしに、一般に住んでる、

一般に生活している人が、今と行動様式を大きく変えたりとか、感覚的には、個人情報保護法が始ま

ったときみたいに、すごい大きな変化があるかなと思ってて。ちょうどこの２年の間に、このど真ん

中に起きるので、そのあたりを、ある程度精通して、その差別解消法に対するものも、権利擁護部会

の方とも協議会の方もそうですけども、少し想定しておいたほうがいいかなと感じてます。以上です。

下田会長：はい。わかりました。これについては検討した上で、いずれの部会でやるかと思いますね。その
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ことも検討させていただきます。

西田（良）委員：はい。いくつかあるんですけど、まず１つ目は質問なんですけれども。それぞれのアンケ

ート送る団体とか、事業所とか法人は、どういう対象になるんですかということを教えていただきた

いのと。あと、本人部会についてなんですけれども、これは、同じく事務局をやっている人間として、

反省しなきゃいけないんですけど。合同部会の案内を出してなかったんですよね。やっぱり、自立支

援協議会のメンバーで、当事者の人たちに、その部会を見ていただけなかったっていうのは大いなる

反省で、次回は合同部会のメンバーとして加えていただくのはどうかっていうことが１つと。

あと、やはり自立支援協議会の中に、障がい当事者を入れなさいっていうふうになっていて、今、

親の会ですとか、たとえばトパーズの視覚障がいの方ですとか、聴覚障がいの方ですとか入っていた

だいてると思うんですけれども。障がい当事者の、たとえば身体障害者福祉会と言っても、なんてい

うんでしょうかね。重複障がいの人だったり、あとは精神障がいの人だったり、知的障がいの人だっ

たりっていう成人の方たちの、公募っていう形になるのかもしれませんけれども、本人部会に入るけ

れど、自立支援協議会にはいない、みたいな。そこの疎通を、もうちょっと、今までとは違って、き

ちっと意見を言ってもらうとか、部会にはちゃんとこう、テーマにあわせて来ていただくとか、そう

いうふうにしたほうがよいのかなっていうふうに思っています。以上です。

事務局：事務局清水が回答いたします。アンケートの対象範囲ですが、２年前の実績をもとに、今年もそれ

を踏まえた上で配布しようと考えておりますが、当事者団体につきましては、市役所のほうで把握し

ております、本当に当事者団体様、身体障害者福祉会さんであったり、手をつなぐ親の会さんであっ

たり、そういった団体にご案内を差し上げております。

また、事業者については、市内の事業所はもとより、近隣、市川市や江戸川区の事業所であっても、

多くの浦安市の方を対象にサービスを行っていれば、参加依頼ではございませんで、アンケートでの、

という形で送らせていただきました。なので、全体数からすると、ちょっと市外の事業所さんは少な

いんですが、こ浦安市の自立支援協議会に参加を希望してくださった方もいらっしゃいます。

もう一つ、本人部会の方の合同部会への参加ですが、今期、25 年度・26 年度は初年度ということ

もありまして、まずは匿名性を重視させていただきました。なので、次年度以降は先ほど布施からも

説明がありましたが、募集は匿名で、外には公開いたしませんということで募集はいたしますが、委

員の方がご希望いただくのならば、合同部会の参加、または協議会や各部会でのご発言の機会も、ぜ

ひ提供していきたいと考えております。ただ、やはりご本人の意志を確認した上でご紹介をしたいと

思っております。

西田（良）委員：はい、基幹の西田です。であるとすれば、ここのアンケートの文に、部会の委員として参

加を検討していただきたいっていうふうに書いてあるじゃないですか。今まで案内してきたり、参加

してきてくださった事業所に、基本的には送られるっていうことではあるんですけれども、やはり新

しい事業所とかも立ち上がっているので、自立支援協議会の目的とか、委員に参加していただくにあ

たって、こういう役割を担ってもらいたいんだっていうような、もうちょっと丁寧な、インフォメー

ションをするほうが、わかりやすいし、出ていただくときも、委員としてちゃんとやっていただける

のかなというふうに思ったんですけど。

事務局：事務局から補足させていただきます。今日、持ってきてなくて申し訳ないんですが、鑑文がつきま

す。自立支援協議会の趣旨と、皆様へ期待する役割と言ったらなんですけど、そのことについて、簡

潔に明記した鑑文がここにつきます。なので、そこでこの協議会の趣旨については、掲載していきた

いと思ってます。アンケートにつける資料については、組織と、引用の仕方についてご確認していた

だくための資料として見ていただければと思います。
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下田会長：アンケートには鑑文がつくということですね。はい。ご意見、ございますでしょうか。はい。森

嶋委員お願いします。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。今の意見を受けての質問ですが。議題２の資料の２

の１の、２枚目なんですが。これの上の６行のところで、次期 27 年度・28 年度云々と続いて、「こ

のアンケートは市内のすべての障がい福祉サービス事業者を対象に実施します」と書かれていて、そ

の、近隣も入ってくるんであれば、ここの文言がちょっと違ってしまうだろうっていうことと、議題

２の資料（２－１）ってやつですね。２枚組の、アンケート案って書かれてるものの、事業者宛のア

ンケートの案の、先ほどの説明だと、近隣の事業所にも送る、みたいなことが書いてあったので、こ

こと乖離してしまうので、ここをどうにかしていただきたいということと。自立支援、その下の数字

が１、２と書かれていて、２のところに、委員名ではなく、団体名が書かれてるんですがこれは事業

所です。そのうしろの「事業所を代表して」というところが書かれていれば、問題ないと思いますが。

それだけです。

事務局：ご指摘の通り、修正いたします。「市内のすべての」とありますが、市外の方にも、近隣の、浦安

市の方にサービスを提供してる方にも配布いたしますので、ここの文言は、変えさせていただきます。

また、団体名は事業所と訂正させていただきます。ご指摘ありがとうございます。

下田会長：はい。では、早速修正いたします。

森嶋委員：すみません、じゃあもう１つ。浦安市の障がい当事者に対してサービスを提供してるっていう文

が入るんであれば、これどうなるの。入所の、もくせい園さんとかっていうのは。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。２年前の文書は、しっかり整理して、確認してみたいと思うんですが、

私の記憶では、市内の事業所中心にやっていた記憶でしたので、文書のほうもこのような形で書いて

いたので。あと、この場で皆さんのほうから、市内の事業所も大変増えてきましたので、もし、万が

一、２年前、市外もお誘いしてたとしても、市内に、もう限定していこうよっていうことであれば、

文面通り市内の事業所ということで、通知、今回、したいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

下田会長：よろしいですか。はい。じゃあ、市内というふうに、今回ちょっと限定させていただいて。市内

の事業所ということに限定させているということでよろしいでしょうか。はい。それでは、そういう

ふうに今回は変えさせていただきます。そのほか、ございますでしょうか。はい、藤崎委員お願いい

たします。

藤崎委員：先ほどの本人部会の話をちょっと、私のほうから前にもお願いしたことだと思うんですが。今の

時期に、本人部会を使ってる話を出してもらって、やっぱり自立支援協議会の中に、ご本人さんの意

見が聞けないっていうのがなんなんだろうなというのがあって。せめて、できるんならば、権利条約

が、ご本人たちが本人たちのためにつくるっていうことはもう、仕事になってるんですから、私たち

が、この部会の題目が決まったら、先に本人部会に提供して、本人部会に意見を聞く。で、それをフ

ィードバックして、意見を反映させていくっていう形にしたらどうでしょうか。

枝川委員：枝川です。本人部会は３回って決まってますよね。

下田会長：そうですね。

枝川委員：どういう形でやっていけば。

藤崎委員：今は、話し合われたのを確認用に、聞いてるんだと思うので。すみません。実は出たことがない

ものですから。おそらく、ご本人たちの意見が本当に反映されてるんだっていうのが、難しいんじゃ

ないかなと思ってるんですよね。

西田（良）委員：本人部会をやってる事務局なんですけど、ご本人たちにまず意見をいただいています。そ

れで、ちゃんとヒアリングをして、そこの議論もしていただいて、それを地域生活支援部会や、権利
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擁護部会や、この自立支援協議会にあげてきたっていう経緯はあることは事実なんですけれども。

地域生活支援部会の中でも、私、一度「本当に本人の前で、そんなことが言えるんですか」って言

ったことがあるんですね。事務局としてご本人の意見をきちんと聞いて、各部会に、会議に出してき

たのは間違いないんだし、部会や自立支援協議会で決まったことを本人部会にきちっと戻してきたっ

てことは、やった自信はあるんですけれども、やはり当事者を目の前にしていないでされる議論って

いうのが、藤崎センター長のおっしゃる通り、そういう感じになっちゃうので、私もできれば当事者

の人たちに、きちっと入っていただくっていうのは必要だと思います。

ただ、その事務局として、意見を聞くときに、やはり事前に、相当、資料を読み込んでいただいた

りとか、介助者についていただいたりとか、時間はすごくかかっていて、そこに工夫をしなきゃいけ

ないっていうことは、今までもあったかなとは思います。ただ、先ほど事務局がおっしゃったように、

部会に来れたり、自立支援協議会に来れたりすることはいいけれど、それを正式なポジションとする

かどうかっていうことをおっしゃっているのかなっていうふうに理解しました。

下田会長：はい。この点については、ぜひ、次回、どういう形に持っていきたいかってことについて検討の

上、回答させていただきます。

事務局：事務局からすみません。布施です。次回となりますと、３月６日になるんですが、公募はこのスケ

ジュール的にいきますと、３月 15 日以後というところがありますので、基本的には公募はこういっ

た形でさせていただくということで、よろしいでしょうか。ただその位置づけについてを次回詳細に、

ということでよろしいですか。

枝川委員：すみません。戻るみたいで申し訳ないんですけど、「申し込み」のところで、応募動機として、

400 字から 800 字、代筆可だけど、ここを書けというのがありますよね。これって結構、障がいのあ

る方にとっては、すごく高いハードルだと思うんですね。支援者がいて代筆していただければ、それ

はいいかもしれないけれども、そこまでの支援者がなくっても、障がいの方というのは地域にいるし、

だから、これって、メールでもとにかく文書として出さなきゃいけないですよね、400 字から 800

字というのを見て、審査基準にして、どういうためにこれは、400 字から 800 字にしたのは、なんの

ためなんでしょう。

事務局：事務局からです。本人部会の委員を募集するにあたって、どういったことを提案していきたいとか、

私はこんなことに困っている、こういう理由があるので参加したいというような、どういった動機を

持って参加してるのかっていうのは、会議を主催するものとしては、ぜひ聞いておきたいところです。

ただ、サービスについて知りたいからということだったら、それでしたら障がい福祉課でお伝えでき

ますとか、もしかして趣旨と違うもので、応募してくる方もいらっしゃるかもしれないですよね。そ

ういったこともありまして、当事者の方の声を聞きたいという趣旨に即した方を、委員としてお迎え

したい。そういう趣旨で、ご本人の意志を確認しております。

２年前に募集したときには、400 字から 800 字ということですが、代筆であったり、メールであっ

たり、FAX であったり、さまざまな方法で、400 字というと原稿用紙１枚分ですが、皆さんクリア

されてます。さらに配慮が必要ということであれば、希望がありましたら窓口に来ていただいて聞き

取りとか、ほかの形での応募の方法について、適宜ご相談くださいとかという、そういうこともでき

るかと思うんですね。

枝川委員：そこのところが、もう一つあったほうがいいんじゃないかなって。そこもできない方もいらっし

ゃるけど、こういうところに参加したいと。ぜひ、自分の意見を言いたいとかっていう方がいらっし

ゃるんだったら、この 400 字から 800 字の、ここのところはちょっとハードルになって、自分は駄

目かと思っちゃう人はいないのかなって思ったもので。
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あまり去年、それほど応募数はなかったじゃないですか。人数的に。だから、少しそういう部分を

広げたらいいのかなって思ったんです。

事務局：では、今の意見をお受けしまして、たとえば応募動機 400 字から 800 字とあるんですが、ここの

文字制限を削るというのはあるかと思います。ただ、応募動機についてはやっぱり、おうかがいして

おきたいと思いますので。

枝川委員：はい。それと、さっきおっしゃってたように、文字数云々というよりかは、書ける方はいいけれ

ども、そうじゃない方のための配慮のある文章のほうを入れるほうが大事かなと思います。

下田会長：はい。そうすると文字数のところは取ってしまうっていうことで。

事務局：はい。必要な配慮についておうかがいするという形で追記させていただきたいかと思います。

森嶋委員：今からなんか言うのは変ですけど、これはたぶん議論されているのは、この情報のアクセシビリ

ティのところだと思うんですね。先ほど、当事者の委員さんは、本人部会でどうのこうのとか、入れ

るとか入れないとかっていうところも、たとえば自立支援協議会なら、自立支援協議会の、部会も含

めて、たとえば、議事録は全部公開になるじゃないですか。それが、たとえば見れるとか読めるとか、

聞かせてもらえるとかっていう、その配慮がもともとあって、それに対して意見をたとえば自由に言

って、その意見が自立支援協議会でこう、ちゃんと吸収されるっていうんですか、議論されるみたい

な体制がとられれば、本人部会の、仮に、万が一委員になれなかったとしても、本人さんたちの意見

というのは入ってくるのかなというふうに思いました。

この委員の募集案内のところも、その応募動機については、たとえば文章とか、どうのこうので、

表明いただきますというような文書にたとえばしていただいて、文字にすることが、たとえば難しい

方たちは、口頭でヒアリングをお受けしますみたいな、相手に求めるんではなく、こちらから、こう

いう選択肢がありますよっていうのを出すっていうことが、情報のアクセシビリティの向上に、たぶ

んなるんだっていうふうに思います。障害者基本計画にも書かれていますから、それを、自立支援協

議会としては、率先しておこなったらいいのかなと思いました。

それと、別件ですけど、２年前に、委員の人たちを公募っていうか、推薦願いますっていったとき

に、たぶんその頃は制度的に難病者の方たちってまだ入ってきてなかったですよね。今回、委員とし

てご推薦をいただくときに、たとえば難病者の当事者の方で、本人部会に参加っていうところもそう

ですけど、難病者の方たちが来れないっていうところにご配慮いただきたいなと思って、難病のその

支援をしている方たちと、難病の当事者の方たちと。というところに、どうやって言ったらその人た

ちにつながるかなって。ちょっと僕もできないですけど。よろしくお願いします。

下田会長：はい。この辺は、重々留意した上で、アンケートの実施を行うということと、今、情報をきちん

とできるようにするということに、実際運営上のことに関わってくるようになりますが、努力いたし

ます。はい。ほか、よろしいでしょうか。

それでは、事務局には、ただいまいただいた意見を取り入れていただいて、必要な個所には修正等

していただいた上で、事業者、あるいは団体のアンケートを実施していただくということで、お願い

したいと思いますが、よろしいですか。

また、あわせて、本人部会の委員の公募を今、布施さんのほうからございましたが、今、出された

意見も十分踏まえながら、本人部会については、意見の募集を行うということで、公募をお願いした

いと思います。その際、この応募動機の字数は取るというところは、今、いただいたところなので、

ご了解お願いいたします。

また、協議会、各部会ですけれども、権利擁護部会、それから地域生活支援部会については、次期

に引き継ぐ事項につきましては、もうすでに、委員の皆様の意見をうかがい会を閉じました。今度は
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２月 17 日に相談支援部会、それから２月 19 日に本人部会、２月 24 日にこども部会の第４回目が開

催されておりますので、その部会で引き続き、引き継ぎ事項や議題の案について、ご意見等をうかが

えるかと思います。事務局では、その次回の協議会までにそこで出た議題案のとりまとめをぜひお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

ということで、27 年度・28 年度の協議会案について、次回に向けてもう一度練った上で、３月６

日に案を取った形で提出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、次に、議題３その他の報告に行かせていただきます。事務局よりご報告をお願いしたい

と思います。

事務局：障がい事業課事務局、清水より報告いたします。平成 27 年度の事業について、その他複数の事項、

ここでとりまとめて報告させていただきたいかと思います。当日配布資料の議題３資料、こちらを順

次説明させていただきたいかと思います。

まず、27 年度の新規事業ですが、３つございます。いずれも、事業と予算の概要になりますので、

詳しい内容については、後日要綱等で、詳しいところがお示しできるかと思います。

まず１つが、喀痰吸引等研修事業補助金。こちらですが、医療的ケアを行うことができるヘルパー

の人材不足の解消を図るため、研修の費用の助成を行う補助金制度です。補助金の額は、お１人あた

り５万円。基本研修の費用と、実地研修の費用。そして、その研修参加に際する人件費を見込んで、

補助を行う予定です。予算総額は、まだ議決されてませんが 50 万円です。

２番目に、知的障がい者緊急時支援事業。こちらは、先ほど、福祉計画策定委員会でも少しだけ触

れましたけど、緊急時に知的障がいのある方の支援を行うため、通報により、居宅への訪問、見守り、

各関係機関との連絡調整を行うという事業です。こちら、もうすでに身体障がいのある方につきまし

ては実施している事業でして、平成 27 年度から、知的な障がいのある方にも、その支援の幅を広げ

ます。こちらですが、利用した方に利用費の助成金が支給されます。１回につき、非課税世帯の方は

4200 円、課税世帯の方はその９割の額。または、実際に要した費用のうち、いずれか少ない額を補

助いたします。また、この事業の実施に伴いまして、事業実施に関連したものとして、（３）知的障

がい者緊急時支援事業費補助金、こちらは事業費の補助金になります。こちらはこの事業を行う事業

所に、居宅への訪問、及び見守りの経費、関連機関との連携にかかる報酬給与、職員手当等、主に人

件費関係の助成を行うものです。補助金の額は全体額として 660 万円以内で、市長が適当と認めた

額、何についていくらとはまだ定まっていないんですが。これについては、後日、要綱で詳しい内容

をお示ししたいと思いますので、利用する方、支援を行う方、両方にも助成の制度があるということ

で、報告させていただきました。

次のページ。継続する事業は、たくさんあるんですけれど、全部書ききれませんので、少しピック

アップして報告させていただきます。載ってなくても、やらないというわけではありませんので、ご

安心ください。まず、福祉避難所の支援事業補助金。これは継続します。26 年度からの事業ですが、

市と協定を締結した民営の福祉避難所の事業所を対象に、支援物資を購入した費用の助成を行います。

１事業所あたり、年間 10 万円の補助を行います。

そして２番目、これも 26 年度からの新規事業を、27 年度も継続するという方向で、計画相談支援

推進事業補助金。こちらもサービス等利用計画の作成の促進を図るため、計画相談をおこなっている

事業所さんに人件費の助成を行います。額的には、本年度と変わらない額で、相談員さん１人あたり、

ひと月 10 万円の補助が支給されます。

３番目に、重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金。児童発達支援、放課後等デイサービス、

日中一時支援事業所が実施する、医療的ケアを実施する看護師に対する助成を行います。額は１日あ
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たり 9825 円です。また、重度障がい者等支援事業所運営補助金も継続いたします。概要としまして

は、支援区分４以上の方を支援している生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支

援、グループホームを運営している事業所さんを対象に、国の基準を超えた分の、人員設備等の費用

を助成いたします。補助金のことは、こちらの一覧の通りとなっております。

次に、３ページいって、グループホーム整備事業補助金。こちら、定員４名以上のグループホーム

の整備業の助成を行います。こちらも継続でして、補助金額は新規、新築物件購入の助成を、１事業

所あたり、上限は 1000 万。こちら、上限額となっております。この範囲内ですので、無条件に 1000

万がボンと出るわけではございません。この範囲内で補助させていただきます。敷金、礼金及び改修

費用等、１事業所あたり上限額が 463 万円となっております。主に新規事業と、あと、主な継続事

業についての予算に関する報告は以上となります。

続きまして、そのほかの報告事項についても続けさせていただきたいと思います。以前の協議会で

も少し触れさせていただきました、新庁舎の建設にかかる意見交換会。新しい庁舎、平成 28 年に上

手くいけば建つ予定ですが、こちら設計するにあたり、バリアフリー法、及び千葉県福祉のまちづく

り条例に基づき、ユニバーサルデザインに配慮した設計をおこなっております。福祉計画のほうにも

掲載させていただきましたが、より、きめ細やかな対応をするために、10 月、12 月、２月、計３回、

障がい者当事者団体様や施設の方を対象に、意見交換会を実施いたしました。そこで、当事者の方か

ら、誘導ブロックの設置についてや、音声案内についての意見、サインの表記、トイレの配置等につ

いて、いろいろなご意見が寄せられました。いただいた意見は原則、尊重させていただいて、できる

範囲内で反映させていただきました。特に、視覚障がいの団体さんからは、誘導ブロックの設置関係、

入り口から受付までとか、階段のほうまでとか、きめ細かな配置誘導ブロックの配置について、当事

者の方からの視点から、詳しいご意見を頂戴することができました。また、音声案内。入り口での音

声案内やトイレの前、トイレのところに立ったときに、女子トイレです、男子トイレですとかいう、

音声案内のガイダンスをあちこちにつけるんですが、こちらなるべく簡潔なものにするようにとか。

あとは、サインの表記につきましても、実際エレベーターホールの前におく予定の階数と、各階に何

があるかの表記につきましても色合いとか見やすさ。あと、ルビをつけるかつけないかについても、

当事者の方にご連絡いただきまして、幅広い方に、どこに何があるか、知っていただきたいというこ

とで、エレベーター前の階数表記には、ルビをつけることとなりました。また、色味につきましても、

色覚に障がいのある方でもわかりやすい、背面と文字が一緒になって見えないように、色合いについ

ても配慮した色を採用させていただきました。聴覚障がいの団体様から、やはり、エレベーター内に

閉じ込められたときに、不安があるというご意見をいただきました。エレベーター内にたとえば、サ

インボード、ブザーしかない状態ですので、たとえば、サインボードに文字を書いて、エレベーター、

シースルーですので、「助けてください」とか「人がいます」とか表記できるような仕組みづくりも

行いました。聴覚障がいの方、あとは、精神や知的・発達障がいのお子さんをお持ちの保護者の方の

ご意見としましては、最初はエレベーターは、外が見えるような構造になってたんですが、お子さん

によってはそういうところで、下がすぐ見えてしまうと不安を感じる方がいらっしゃる。すると、こ

この改善はしてほしいということで、３機あるうちの１つに目線 160 センチのところまでフィルム

を貼って、外がすぐ見えることによる不安感を解消するなど、当事者の方から意見をいただくことに

より、さまざまな配慮をすることができました。どうしても設計の上で、バリアフリー法に則した内

容にはなっておりますけど、やはり当事者の方から見ると、この点で、ちょっと不安を感じるとか、

この点が不足してるとか、いろんなご意見がいただけましたので、よい機会であったと思います。こ

の場をお借りしまして、こちらにも協力いただいた団体の方が委員としていらしておりますが、感謝
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申し上げます。ありがとうございました。

３番目。障害者差別解消法にかかるモデル事業について。こちらですが、今年度、千葉県とともに

内閣府の差別解消モデル事業を実施しました。浦安市の高齢者・障がい者等における虐待防止対策協

議会。こちらの既存の協議会にご協力いただきまして、こちらを中心に差別や合理的配慮の事例の収

集と、支援体勢や連携のあり方について検討を行いました。権利擁護部会でもいろいろな配慮の事例

とかをお示しいただきましたので、これは逐次、ワーキンググループや、こういった協議会のほうで

報告させていただきました。１月 14 日に Wave101 の大ホールで中間報告会が開催されました。ほ

かにも埼玉市とか岩手県も内閣府モデル事業を実施しているのですが、千葉県、浦安市合同の報告会

ということで 14 日に報告会を開催いたしました。

内容としては、野澤さんによる基調講演。障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律と基

本方針案について。また、モデル事業成果発表ということで、千葉県と浦安市からそれぞれ、浦安か

らは橋野課長から浦安市の現状と取り組みについて報告しました。また、パネルディスカッションが

開催され、コーディネーターは野澤和弘先生。パネリストに中核地域生活支援センターの渋沢さん。

愛光園の常務理事でいらっしゃる高梨さん。あと、健康福祉部長の新宅が参加させていただきまして、

差別解消法に向けた取り組みのあり方などについて、パネルディスカッションが実施されました。

こちらモデルは、まだ続いておりますので、また、浦安市高齢者・障がい者等における虐待防止対

策協議会を中心に、ふたたび、これからの支援体制のあり方、28 年度４月に差別解消法施行されま

すので、それに向けた市の取り組みのあり方、千葉県との連携、相談窓口はどうするか。そういった

ことを検討していきたいと考えております。

最後に４ページ目ですが、学校等における医療的ケアについて。こちらですが、障がいが重度重複

化して、多様化が進んでる中、障がいがあるお子さんの日中活動の場である場所が小中学校であった

り、保育園、幼稚園または児童育成クラブでの医療的ケアの実施方針について検討を行うということ

で、10 月に浦安市学校等における医療的ケア検討委員会を設置しました。こちらで、今後、こうい

った、学校等における医療的ケアの取り組みについて、検討を進めてまいります。また、医療的ケア

の範囲について、ちょっと補足させていただきますが、これは医師の指導、指示の元、治療目的では

なく、あくまでも日常生活の営みに必要な行為として、痰の吸引、導尿、経管栄養等がここでいうと

ころの医療的ケアでございます。

また、最後に、事業所説明会の開催について。こちらは、就労支援ネットワーク会議のほうでご検

討いただいた内容ですが、障がいのある方とご家族。また、支援機関を対象に、福祉サービスの事業

所さんによる合同説明会を実施予定しております。日程は６月 16 日の火曜日に、Wave101 の大ホー

ルとギャラリーをおさえましたので、そこで開催したいと思います。内容としましては、各事業所に

よる、個別の事業説明会のあとに、事業所ごとに、説明ブースを設置いたしまして、そこで、希望す

る方、障がい当事者の方やご家族や支援機関に対して、個別説明を行う。そういった構成を考えてお

ります。

また、こちらまだ内容について固まっておりませんが、まず、参加の有無を募るということで、先

ほど検討していただきました自立支援協議会のアンケートと一緒に、この事業所説明会に関するアン

ケートも一緒におこなってしまおうと思っています。アンケートの内容は、現時点でこの事業所説明

会に参加する意思があるかどうかと、企画運営から、みんなで考えていきたいと思いますので、企画

運営の仮称プロジェクトチームへの参加。そこから希望なさるかどうか。あとは、この説明会自体の

意見やご提案などもありましたら募りたいと考えております。私からの報告は以上です。

下田会長：はい、ありがとうございました。それでは、何か。よろしいですか。
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橋野委員：すいません。説明の一番最後の事業所説明会の企画運営のプロジェクトチームについてなんです

けれども。事務局としましては、市役所障がい福祉課と事業課。それから相談支援専門員の方に、プ

ロジェクトチームに参加していただけないかというふうに考えておりまして、すべての事業所という

よりは、相談支援事業所さんのほうへ、プロジェクトチームの参加については意向を聞いていこうと

考えております。

あと、新庁舎のことと、それから就労支援ネットワーク会議で取り組んできました共同受注販売の

関係で、１つ報告をさせていただきたいんですが。新庁舎の中に食堂と売店が設計されています。そ

の運営について、障がい者の就労支援の事業所にしてほしいという相談が、担当のほうからありまし

た。市内の就労支援事業所全事業所に集まっていただきまして、皆さん、共同で、すべての事業所で

チームをつくって担っていこうという話し合いが行われまして、まとまりました。

運営する事業所は、法人の数として７法人。ここにいますタオさん、フレンズさん、それから、と

もさん。あと、なゆたさん、あいらんどさん、それからサンワークさん、障がい者福祉センターの敬

心福祉会さんですで、７法人。そのリーダーが、フレンズさんということで、準備を進めていきます

ので、また、運営が始まりましたら、ぜひ皆さんのお力を借りながら、障がい者の工賃アップにもご

協力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。

あと、もう一つ、新規事業についての（２）番と（３）番の知的障がい者緊急時支援事業ですけれ

ども。これは事業所も募集するような形で理解されてしまったかと思うんですけれども。この事業に

ついては、第３教職員住宅の、グループホーム運営事業者を公募するときに、こういった地域の方、

事前登録者 10 名に対した夜間、休日の緊急支援をおこなってほしいということで、グループホーム

の運営とセットで運営事業者を公募したところです。

２番、３番につきましては、グループホームと同じように南台五光福祉協会のほうに運営をお願い

することになっています。それから、登録者については、当初は 10 名ということで、広報等で公募

していきたいと考えておりますので、そういった事業としてご理解いただければと思います。以上で

す。

下田会長：はい、ありがとうございました。じゃあ、何かご質問等ございますか。よろしいですか。それで

は、特に質問はないようですので、その他の報告ということで今、５つの報告がありましたので、よ

ろしくお願いさせていただければと思います。

それでは、本日の議題は、これですべて終了いたしました。そのほか事務局、あるいは、委員の皆

様から何か報告事項などございますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、先ほどの福祉計画策定委員会でもご報告いたしましたように、次回は３月６日を予定し

ております。３月６日には同じく１時半から福祉計画策定委員会を行いまして、こちらのほうが終了

後ですね、休憩をはさんで今日と同じように、自立支援協議会を開催したいと思っております。よろ

しくお願いいたします。

それでは、今日、大変長い時間に渡りましてありがとうございました。これで、第５回自立支援協

議会を終了いたします。本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。



平成 27 年２月 13 日（金）

午後３時 10 分～

中央公民館 第一会議室

浦安市自立支援協議会（平成 26 年度第５回）

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

①地域生活支援部会（1月 19 日開催 第 4回部会）

②権利擁護部会（1月 28 日開催 第 4回部会）

（２）平成 27 年・28 年度の協議会について

①組織について

②委員について

（３）その他

①平成 27 年度の予算と事業について（報告）

②新庁舎建設に係る意見交換会について（報告）

③障害者差別解消法に係るモデル事業について（報告）

３．閉会
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議題１資料 第 4回権利擁護部会活動報告（平成 27 年 1 月 28 日開催）

議題１ 障害者差別解消法施行に向けての取り組みについて

（１）障害者差別解消支援地域協議会モデル事業報告

千葉県と浦安市が合同で、内閣府のモデル事業を実施。他に、岩手県とさいた

ま市がモデル事業を実施している。１月１４日に中間報告会を開催。

（２）商工会議所の取り組み

８年前に商工会館を建築する際にバリアフリーに配慮した。（点字ブロック、

車イス対応トイレ、エレベーターのボタン等に点字表記、窓口に筆談に対応する

ためのメモ用紙等を配置）

（３）浦安警察署の取り組み

署員研修「知的障がい・発達障がいのある人を理解するために」（講師：一般社

団法人こども未来共生会理事長 中島氏）82 名が参加。

（４）明海大学の取り組み

入試の際の配慮

弱視の受験生：別室受験、文字拡大機の使用、文字を拡大した試験問題を用意。

視覚に障がいのある受験生：試験問題を点字で用意。

手などに障がいのある受験生：試験時間の延長。

就職情報の提供、相談 など

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

「理解と交流の促進」及び「自立と社会参加の促進」について協議。

議題３ 啓発・広報活動について

（１）バリアフリーハンドブック配布状況報告

小中高校の「福祉体験教室」で、平成 26 年度中に 1297 名に配布予定。など

（２）広報うらやす 12 月１日号に配慮やマーク等の記事を掲載。

（３）こころのバリアフリーパネル展

市役所本庁舎 12 月 17 日～26 日、中央公民館 2月 2日～13 日

マークの紹介、障がい福祉施設の商品・委託業務紹介、当事者団体の紹介など
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議題４ 平成２７年度からの権利擁護部会について

（引き継ぎ事項）

・啓発広報の方向性が、現在のものを引き継ぐ。

教職員・小中高校生へのバリアフリーハンドブックの配布を推進。

年間を通した啓発、広報活動を展開する。

（提案等）

・虐待防止に関する事項については、報告を受けるのみとなっている。今後の取り

組み方について検討が必要。

・地域生活支援部会のように、身近な事例の検討をしてはどうか。

・弁護士に参加していただきたい。
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議題１資料２ 第４回地域生活支援部会活動報告（平成 27 年 1 月 19 日開催）

議題１ 障がい者福祉計画の策定について

「在宅福祉サービスの充実」、「住まいの場の充実」、「雇用・就労支援の推進」

について協議。 →福祉策定委員会で討議済みのため省略。

議題２ 人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

事務局より、第 3 回地域生活支援部会で行った訪問介護事業所実態

把握アンケート結果を元に、人材不足の背景にある５つの課題を整理し、

それぞれの課題ごとに改善策を提案した。

課題① 人材不足

→【改善策】採用に関する必要な費用の助成

課題② 研修、育成への補助不足

→【改善策】育成や資格取得のための費用の助成、医療的な

ケアを提供する際に必要な研修費用の助成（ただし、研修を

受講する職員が、研修後、実際の業務に従事する一定期間の条件を設

定する）

課題③ 夜間、早朝、土曜日、日曜日、祝日の担い手不足

→【改善策】行動援護と重度訪問介護については、土日祝日

サービス提供加算を市独自で創設する。

課題④ 重度障がい者支援の担い手不足（特に、重度訪問介護、医療的

なケア、行動援護について）

課題⑤ 報酬単価（重度訪問介護事業、行動援護事業を行う事業所が少

ない理由の一つではないか）

→【改善策】行動援護と移動支援の事業所への報酬の逆転現象を解消

する。重度訪問介護でサービス提供した時の報酬は、人件費で消えて

しまい、事業所の運営コストが捻出できない。重度訪問介護事業所を

増やすために、事業所に対して重度訪問介護の年間報酬の何割かを助

成する（目的：事業所の運営コストを助成する）
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【委員からの主な意見】

〇重度訪問介護、居宅介護サービスの報酬比較を見ると、重度訪問介護に参入事業

者が少ない理由は数字（報酬）が物語っている。民間企業は利益が出ないと参入

しないので、行政にも考えてもらいたい。

〇改善策については最低限実施してもらいたいが、改善策だけではヘルパーが増え

ないと思われる。報酬以外に福祉の世界に人が入って来れない何かがあるのか考

えないといけない。

〇医療的なケアの研修費の数字を見ると、研修を受けようという人が少ないことが

読み取れる。

〇地域の現状として、（訪問系のサービスは）人材育成、スーパーバイザー、教育

が不足している。担当者が一人で判断しなければならない場面が多く、（現場職

員の）不安が大きい。

〇（訪問介護においては）同行などの人材教育には時間がかかり経費が

かかる。

〇福祉産業の離職率は全産業の離職率よりも 2 割ほど高い。さらに、高齢者事業よ

りも、障がい者事業の（離職率の）割合が 2 割ほど高い。その一方で、（障がい

者事業の）求職率は 2 割ほど低い。人材不足を物語る数字で

ある。

〇（福祉は）割が合わないと言う風潮が蔓延している。

〇当事者でないと、その人がどういう生活をしているのかは、思い描けないだろう。

（介護人材不足については）事例を準備して検討するのが一番かと思う。

〇市で出来ることは市で行い、国に伝えることはしっかりと伝えたい。国の検討部

会の統計によると、介護人材がやめる理由として、結婚出産、育児、理念に不満、

人間関係の問題、収入が少ないなど、収入だけが仕事をやめる理由ではない。

議題３ 平成２７年度からの地域生活支部会について

人材不足（ヘルパー）の課題は、次年度の地域生活支援部会にて継続して

議論することを引き継ぐ。
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議題２資料（１） 平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会案

＊組織は、第 4回自立支援協議会での協議を経て、現在の組織を引き引き継いでおります。

運用と議題等については、今後の協議会及び部会での意見を受け、随時更新します。

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務め

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等の事業についての

検証及び評価

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

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

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

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方
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６．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

７．代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

８．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

９．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター
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１０．議題

平成 25・26 年度自立支援協議会及び部会の委員で、地域の課題や引き継ぎ事項を協議し、

次期部会に引き継ぐ。

参考）平成 27 年２月までの議題

（１）自立支援協議会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

地域課題の整理と対応に関する事項

○地域課題の整理及び部会での検討議題の決

定

○部会の活動内容の報告と検証

○市の予算及び事業報告と検証

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価

○基幹相談支援センター等の実績の報告と検

証・評価

（２）部会

①権利擁護部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

○こころのバリアフリーハンドブックの活用

○イベントの企画・運営

○広報・啓発活動

○障害者差別解消法施行に向けての取り組み

障がい者虐待防止に関する事項
○障がい者虐待防止センター等実績報告

○虐待と支援の事例報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

その他権利擁護に関する事項 ○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

②こども部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

教育と福祉の連携に関する事項

○まなびサポート事業

○障がい児等の支援体制

○サポートファイルを活用した教育と福祉の

連携

相談体制の充実に関する事項
○こども発達センターの児童発達支援センタ

ー化に伴う地域支援

その他こどもへの支援に関する事項

○インクルーシブ教育システム研究事業

○子ども子育て支援制度

○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

○障がい児支援利用計画

○青少年サポート事業
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③相談支援部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

○サービス等利用計画の現状

○サービス等利用計画の評価の仕組み作り

○サービス等利用計画の評価のポイント等

（事例を通して）

相談支援事業の充実に関する事項

○サービス等利用計画進捗状況

○相談支援実務者会議報告

○相談支援事業として指定を受ける上で各事

業所が抱える課題等

○指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉

サービス事業者との連携

その他相談支援に関する事項 ○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

④地域生活支援部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

障がい者の就労に関する事項 ＊就労支援ネットワーク会議等で検討

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○就労支援センターの実績の報告

○グループホーム等、住まいの場の確保と整

備（事例検討と、地域生活拠点のあり方）

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○事例検討

○人材（ヘルパー）不足

○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

⑤本人部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

情報交換に関する事項 ○自立支援協議会及び各部会の活動報告

地域課題の提案に関する事項

○当事者から見えてくる地域の問題点の洗い

出し

○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

○新庁舎建設にあたってのバリアフリー対応

（３）合同部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告

○基幹相談支援センターの実績報告



議題２資料（２－１）
平成 27 年度・28 年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート（案）

（当事者団体代表者宛て）

団体名

連絡担当者 連絡先（電話・FAX・メールのいずれか）

次期（平成 27 年度・28 年度）自立支援協議会を開催するにあたり、部会の委員として参加を

ご検討いただきたく、アンケートを実施します。

各部会の内容等については、別紙「平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会部会のご案内」

をご覧ください。

１．自立支援協議会の部会に参加を希望 する ・ しない

２．参加を希望する部会に○（複数可）をつけ、推薦予定者と参加を希望する理由をご記入く

ださい。議事録には、委員名ではなく、団体名が掲載されます。団体を代表して、ご発言

いただける方をご推薦ください。

・ こども部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 権利擁護部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 相談支援部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 地域生活支援部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

＊各部会の人数調整の関係で、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

＊３月 20 日（金）までにＦＡＸ（355-1294）又はメール（shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp）

でご回答ください。



平成 27 年度・28 年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート（案）
（事業者者宛て）

事業者名

連絡担当者 連絡先（電話・FAX・メール等）

次期（平成 27 年度・28 年度）自立支援協議会を開催するにあたり、部会の委員として参加を

ご検討いただきたく、アンケートを実施します。

このアンケートは、市内の全ての障がい福祉サービス事業者を対象に実施します。各部会の人

数調整の関係で、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

各部会の内容等については、別紙「平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会部会のご案内」

をご覧ください。

１．自立支援協議会の部会に参加を希望 する ・ しない

２．参加を希望する部会に○（複数可）をつけ、推薦予定者と参加を希望する理由をご記入く

ださい。議事録には、委員名ではなく、団体名が掲載されます。団体を代表して、ご発言

いただける方をご推薦ください。

・ こども部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 権利擁護部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 相談支援部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 地域生活支援部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

＊３月 20 日（金）までにＦＡＸ（355-1294）又はメール（shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp）

でご回答ください。
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議題２資料（２－２）

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会部会のご案内

アンケートに添付します

１．組織

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

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等の事業についての

検証及び評価

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

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

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

２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

年４回程度

プロジェクト会議 適宜

５．報酬等

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方

６．委員の選考

（１）当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無と

希望する部会を確認。

（２）希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

（３）事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

＊相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題が「サービス等利用計画」

を主とすることから、指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討してい

る事業所とする。

７．代理出席

事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の会員又は職員が代理人とし

て出席することができる。

８．会議と議事録の公開

会議と議事録は原則公開とする。ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会

議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

９．事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課及び基幹相談支援センター
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１０．平成 27・28 年度の議題

自立支援協議会及び部会の現委員で、地域の課題や引き継ぎ事項について協議中。

参考）平成 25 年度・26 年度の議題（平成 27 年２月まで）

（１）権利擁護部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

○こころのバリアフリーハンドブックの活用

○イベントの企画・運営

○広報・啓発活動

○障害者差別解消法施行に向けての取り組み

障がい者虐待防止に関する事項
○障がい者虐待防止センター等実績報告

○虐待と支援の事例報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

その他権利擁護に関する事項 ○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

（２）こども部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

教育と福祉の連携に関する事項

○まなびサポート事業

○障がい児等の支援体制

○サポートファイルを活用した教育と福祉の

連携

相談体制の充実に関する事項
○こども発達センターの児童発達支援センタ

ー化に伴う地域支援

その他こどもへの支援に関する事項

○インクルーシブ教育システム研究事業

○子ども子育て支援制度

○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

○障がい児支援利用計画

○青少年サポート事業
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（３）相談支援部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

○サービス等利用計画の現状

○サービス等利用計画の評価の仕組み作り

○サービス等利用計画の評価のポイント等

（事例を通して）

相談支援事業の充実に関する事項

○サービス等利用計画進捗状況

○相談支援実務者会議報告

○相談支援事業として指定を受ける上で各事

業所が抱える課題等

○指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉

サービス事業者との連携

その他相談支援に関する事項 ○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画

（４）地域生活支援部会

主な課題 平成 27 年２月までの議題

障がい者の就労に関する事項 ＊就労支援ネットワーク会議等で検討

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○就労支援センターの実績の報告

○グループホーム等、住まいの場の確保と整

備

（事例検討と、地域生活拠点のあり方）

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○事例検討

○人材（ヘルパー）不足

○平成 27 年度～29 年度障がい者福祉計画



議題２資料（３）

平成 27 年度・28 年度本人部会委員募集案内

＊広報うらやす平成 27 年３月 15 日号及びホームページに掲載。

浦安市自立支援協議会は、地域における障がい者への支援体制の整備等に関する協議を行って

います。障がい当事者間の情報交換を行い相互の理解を図るとともに、地域課題を提案していた

だくことを目的に、「本人部会」を設置します。

【任期】平成 27 年 5 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日

【対象】市内在住で 20 歳以上(平成 27 年 4 月 1 日現在)の障がいのある方６人程度

【内容】年３回程度の本人部会 (平日の日中に開催)＊介助者等同伴可

【謝礼】１回出席につき 5,000 円(交通費を含む)

【申込】4 月 6 日(月)(必着)までに、氏名(ふりがな)・年齢・住所・電話番号・職業・応募動機(400

字から 800 字程度、代筆可)を記入したものを、直接、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいず

れかにて障がい事業課へ提出してください。(書式は自由)

※応募の動機、面接(４月下旬開催予定)などにより選考。
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議題３資料

１．平成 27 年度の事業について

【新規】

＊いずれも事業・予算の概要です。詳しい内容については、後日要綱等でお示しします。

（１）喀痰吸引等研修事業補助金

①概要

医療的ケアを行うことができるヘルパーの人材不足の解消のため、研修費用等の助

成をおこなう。

②補助金の額

ひとりあたり５万円（基本研修費用、実地研修費用、研修参加に伴う人件費）

予算総額５０万円

（２）知的障がい者緊急時支援事業

①概要

緊急時に知的障がい者の支援を行うため、通報により、居宅への訪問及び見守り、

各関係機関との連絡調整をおこなう。

②対象者

次のいずれかに該当する知的な障がいのある方で、見守り及び各機関への連絡調整

等の支援を行うことが必要であると認める方。

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第５項に規定

する行動援護の支給決定を受けている方。

・厚生労働大臣が定める基準別表第二に掲げる行動関連項目の欄の区分に応じ、その

行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の０点の欄から２点までの欄まで

に当てはめて算出した点数の合計が 10 点以上であること。

・そのほか、市長が特に必要と認める方。

③その他

利用助成金として、1 回につき非課税世帯の方は 4,200 円（課税世帯の方はその

9 割の額）又は実際に要した費用のうちいずれか少ない方の額を支給します。

（３）知的障がい者緊急時支援事業費補助金

①概要

上記の「知的障がい者緊急時支援事業」に係る支援をおこなう事業所に居宅への訪問

及び見守り、経費（各関係機関との連携に係る報酬、給料、職員手当等、共済費、賃

金及び報償費）の助成をおこなう。

②補助金の額

年間 6,６00,000 円以内で市長が適当と認めた額。
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【継続】

（１）福祉避難所支援事業補助金（継続）

①概要

市と協定を締結した民営の福祉避難所を対象に支援物資購入費の助成をおこなう。

②補助金の額

１事業所あたり 年間 100,000 円

（２）計画相談支援推進事業補助金（継続）

①概要

平成２６年度に引き続き、サービス等利用計画作成の促進を図るため、計画相談を

おこなう事業所に人件費の助成をおこなう。

②補助金の額

ひとりあたり 一月 １０万円

（３）重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金（継続）

①概要

児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援事業所が実施する医療的ケア

に要する経費の助成をおこなう。

②補助金の額

１日あたり 9,825 円

（４）.重度障がい者等支援事業所運営費補助金（継続）

①概要

障害支援区分４以上の方を支援している生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行

支援、就労継続支援、グループホーム（指定管理者除く）を対象に、国の基準を超え

た分の人員、設備等の費用の助成をおこなう。

②補助金の額（１日・ひとりあたり）

家賃無しの事業所 障がい支援区分４ 5,100 円

障がい支援区分５ 5,800 円

障がい支援区分６ 6,500 円

家賃有りの事業所 障がい支援区分４ 4,100 円

障がい支援区分５ 4,800 円

障がい支援区分６ 5,500 円
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（５）グループホーム整備事業補助金（継続）

①概要

定員４名以上のグループホームの整備費用の助成をおこなう。

②補助金の額

新築物件購入

１事業所あたり 10,000,000 円（上限額）

敷金・礼金及び改修費用分

１事業所あたり 4,630,000 円（上限額）

ほか

２．新庁舎建設に係る意見交換会について

市役所新庁舎の整備は、「バリアフリー法（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進

に関する法律）」及び「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づき、ユニバーサルデザイン

に配慮した設計をおこなっています。

より、きめ細かな対応をするため、10 月、１２月、２月に計 3 回、障がい者団体等と

の意見交換会を実施し、誘導ブロックの設置、音声案内、サインの表記、トイレの配置等

について、ご意見が寄せられました。

３．障害者差別解消法に係るモデル事業について

本年度、千葉県とともに内閣府の差別解消モデル事業を実施し、「浦安市高齢者・障が

い者等における虐待防止対策協議会」を中心に差別や合理的配慮の事例の収集と支援体制

と連携のあり方について、検討をおこなっています。

また、厚生労働省、千葉県障害福祉課、市川健康福祉センター、浦安市障がい事業課で

ワーキンググループを編成して作業にあたっています。

平成 27 年 1 月 14 日にＷａｖｅ１０１の大ホールで中間報告会を開催しました。内

容は、次のとおりです。

・基調講演「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律と基本方針(案)について」

野澤和弘氏

・モデル事業成果発表 千葉県・浦安市

・パネルディスカッション

コーディネーター 野澤和弘氏（毎日新聞社論説委員）

パネリスト 渋沢 茂氏（中核地域生活支援センター長生ひなた施設長）

高梨憲司氏（愛光常務理事）

新宅秀樹（浦安市健康福祉部長）
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４．学校等における医療的ケアについて

①概要

障がいの重度・重複化、多様化が進む中、障がいのある子どもの日中活動の場である

浦安市立小中学校、保育園、幼稚園及び児童育成クラブ（以下「学校等」という。）に

おける医療的ケアの実施方針について検討することを目的として、１０月に「浦安市学

校等における医療的ケア検討委員会」を設置しました。

②医療的ケアの範囲

医師の指示の下、治療目的ではなく、日常生活の営みに必要な行為として、たんの吸

引、導尿、経管栄養等をおこないます。

５．事業所説明会の開催について

障がい者及び家族、支援機関を対象に、市内障がい福祉サービス事業所による合同説明

会を 6 月 16 日（火）にＷａｖｅ１０１の大ホールとギャラリーで開催します。

事業所による事業説明会の後に、事業所毎のブースで個別説明をおこないます。

自立支援協議会のアンケートと一緒に事業所説明会アンケートを実施し、現時点での参

加の意向と、説明会への意見や提案を募ります。


