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平成 26 年度第６回浦安市自立支援協議会 議事録

１．開催日時 平成 27年３月６日（金） 15：10～16：40

２．開催場所 健康センター地下１階 第２会議室・地域連携室

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、愛塲弘子委員、森嶋宏治委員、小田知宏委員、内村好夫委員、田中知華委員、

新宅秀樹委員、長谷川祐二委員、上林正和委員、山本伸一委員、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回相談支援部会活動報告

（２）議題１資料２ 第３回本人部会活動報告

（３）議題１資料３ 第４回こども部会活動報告

（４）議題２資料 平成 27年度・28年度の自立支援協議会部会

（５）議題３資料

６．議事

事務局：それでは、引き続き、平成 26 年度第６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：それでは、改めまして、こんにちは。

一同：こんにちは。

下田会長：それでは、浦安市障がい者福祉計画策定委員会に引き続きまして、第６回浦安市自立支援協議会

を開催したいと思います。

議題１の部会活動報告でございますが。前回の第５回協議会の後に相談支援部会、本人部会、こど

も部会を開催いたしました。リーダーよりご報告をお願いしたいと思います。なお、質問やご意見は、

各部会の報告が終わってから、まとめておうかがいしたいと思いますので、ご協力のほど、よろしく

お願いいたします。

はじめに、相談支援部会の報告を、白川リーダーよりお願いいたします。

白川委員：白川です。２月 17 日に開催した第４回の相談支援部会について、報告します。議題は、全部で

５個ありました。

議題の１としては、計画相談の進捗状況につきましては、障がい事業課から、相談支援専門員の人

件費補助が、12 月締め切りで、５事業所、６人分となり、現在、計画相談を実施している事業所は、
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９か所になったと報告がありました。また、障がい福祉課からは、計画相談の達成率は、79.3 パー

セント。うち、セルフプランが、７名。障害児相談支援が、56.1 パーセント。うち、セルフプラン

が７名という報告がありました。１月末での分ですね。ちなみに、前回報告しました 10 月末では、

それぞれが、70.8 パーセント、45.2 パーセントでした。

議題の２として、第３回相談支援実務者会議を行いました。基幹相談から報告がありました。その

内容につきましては、障がい福祉課から、計画相談のガイドラインを、変更点を中心として、説明が

あったということと、障がい福祉課から「利用者面談はどこで行うことが多いか」、「サービス等利用

計画に、どのようなインフォーマルな資源を位置づけているか」という質問がありました。面談は、

原則、自宅訪問であるが、モニタリング等については、利用者の通所先で行うことが多いとか、イン

フォーマルな資源については、資料に書いてありますように、いくつかのことが挙げられました。

次に、次年度の相談支援実務者会議に希望することを、参加者に聞いたところ、「他の相談支援専

門員が、どんなことに困っているのか知りたい」、「困りごとに対して、ヒントをもらえる会議を希望

する」、「インテークや計画作成について、みんなでいろいろ話したい」、「相談支援のあり方を統一し

たい」、「社会資源の情報交換。他の相談事業所では、どんな計画をつくっているのか知りたい」、「そ

れぞれの事業所で、利用者層でも、得意、不得意があると思う。支援の難しさを具体的に解決できる

のがよい」という、さまざまな意見が出たという報告がありました。

そのほかに、サポートファイルの配布状況の確認を取ったところ、３つの相談事業所が、３冊の配

布でとどまっているということもわかりました。このような報告が、基幹相談からありました。

議題の３としては、障害者福祉計画について、資料に基づいて説明を受けましたが、委員からは、

質問、意見は出ませんでした。

議題の４の、セルフプランに対するサポートについて。、障がい福祉課より、セルフプランの流れ

について説明がありました。セルフプランの流れとしては、相談支援専門員が立てるサービス等利用

計画とは違い、次の、ここに挙げているのは、４つですね。相談支援事業所との計画。相談事業所が、

利用者宅を訪問して、アセスメント、面接する。サービス担当者会議、モニタリングという行程がな

いこと。どんな人たちが、セルフプランを立てているのかということに対しては、児童の場合は、保

護者が立てている。成人の場合でも、就労先の支援者の協力を得て、自分で、サービス等利用計画を

立てている。利用者さんが、18 歳から 20 歳の保護者が、立てている場合もあるという報告がありま

した。

委員からも質問や意見が出て、「セルフプランの課題として、セルフプランには、市の職員が厚く

関わり合う。関わり合いを持ったほうがよいと思うが、会ったことがないお子さんの支援について、

助言することは難しい」「担当者会議ができているが。できているか、できていないかは、福祉課と

しては、把握しかねている」「生活上の困りごとを一緒に考てくれる相談支援専門員の存在は、心強

いことになるが。一方では、その関与をわずらわしいと感じている人もいる」。「保護者が、計画を立

てることが多いと思うが、親と子の利益相反の可能性がある」という意見が、挙げられました。

セルフプランに関しましては、浦安市では、それを推奨するものではなくって、随時、指定相談、

相談支援専門員のほうで計画を立てていくような流れに、方向性に持っていき、進めていく方向にし

ていきたいというような意向も述べておられました。

で、議題の５の次年度の部会についてということに関しましては、大きなこととしては、来年度の

相談支援事業所の運営のあり方、また、相談支援専門員が、業務を遂行できる環境づくりについてを

話し合いたいとか、相談支援実務者会議と相談支援部会との連携の仕組みが必要だろうというような、

そういうことを話し合いたいというような話がありました。
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それと、相談支援専門員と部会の委員に、協力がほしいこととして、サポートファイルを活用し、

しやすくするための改定や、利用者説明会を行う予定であり、市と一緒にその企画を検討してほしい

という要望が出されました。以上です。

下田会長：ありがとうございました。続きまして本人部会の報告を、事務局の基幹相談支援センターにお願

いします。

事務局：基幹相談から、本人部会について、ご報告申し上げます。

皆さんに配布されている「第３回本人部会について」という資料を読み上げるような形で、報告さ

せていただきます。

まず、議題１自立支援協議会の活動報告について、におきましては、地域生活支援部会のご報告に

対して、たくさんのご意見を、委員の皆さんからいただきました。

主にはですね、先般、ヘルパーさんの不足、介護人材の不足に対しての、５つの課題に対しての、

事務局からの改善策の提案をさせていただいたことにつきまして、まず、委員の皆さんにご報告させ

ていただいて、それに対して、本人部会の委員の皆さんからご意見をいただいたという流れになって

おります。

まずですね、「１人暮らしを希望していても、とても難しいことで、厳しいことだと実感しました」。

次に、「ヘルパーさんがいなかったら、家では暮らせない。家で、自分は暮らしたいのに、ヘルパー

さんがいない状態だったら、どこで暮らせばいいんですか」「施設に行くということでしょうか。そ

れは嫌です」「生活するには、医療的なケアが必要なわけだから、ヘルパーさんが安心して、ケアが

できる仕組みが必要だと思う」ということ。「改善策は、全部実施してほしい」と。

あと、自分たちがというのは、委員の皆さん自身がということなんですけれども、「感じている人

材不足は、事業所さんも感じていることで、それは、同じなんだなと思った」とか。あと、「ボラン

ティアさんの活用は、どうだろうか」とか。

あと、「長い時間、ケアを提供するのに、入ってくるお金が、これは、事業所にということですけ

れども、入ってくるお金が少ないというのは、事業所が増えないのは、当たり前なんじゃないだろう

か」と。「根本的に見直す必要を感じる」と。

あと、「高齢者の介護を勉強してくるヘルパーさんは、多いのですけれども、障害者の介護の勉強

を加えてほしい」。

あとは、「ヘルパーさんは、自分の生活にとって、命綱ではあるんですが、事業所に入ってくるお

金が、ヘルパーさんのお給料で消えてしまって、事業所が運営するお金が捻出できないことを知って、

とてもビックリしました」。

あとは、「ヘルパーさんが不足している原因がわかっていて、改善策も見ているならば、予算のこ

とも問題であるんだろうけれども、地域生活支援部会で提案された改善策を、浦安市としては、実施

する方向なんでしょうか」というような問いも出ました。

で、次に、議題２としては、障がい者福祉計画について、事務局のほうから、リーフレットを配っ

ていただきまして、それに対するご意見をいただきました。「障がい福祉計画リーフレットは、市の

スタンスが現れるので、八王子のような、成果目標や評価軸が記載されるのは、よいんじゃないので

しょうか」ということだったり、「ルビがあること。それから、絵があると、読みやすい」。あとは、

「いろんな人に読んでもらいたい」とか。「誰に読んでもらいたいのかということで、、対象とする人

によって、変わるんじゃないか」「リーフレットがあるということは、さわりとしては、よいんじゃ

ないのでしょうか」というご意見ですね。

次に、議題３として、次年度の本人部会についてということで、実際に、２年の任期を終られた委
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員の皆さんのほうから、次年度に対する提言のほうをいただきました。

その内容なんですけれども、「障がいがある当事者が、本人部会のように話ができる場があること

は、とてもよいことである」「こういう場がないと、市役所と自分たちが思っていることが、離れて

しまう気がする」とか。あと、「やっぱり議題が、少し難しかった」というご感想ですとか。あと、

「自立支援協議会は、もっと当事者の声を多く聞いてほしい」「もっとたくさんの障がいのある当事

者の声を聞いてほしい」というご意見。

あとは、「自分たちの意見を言うチャンスがあったということは、とてもよかったことだ」ほかに

は、「自分たちが、本人部会で質問した内容が、具体的にどのように協議会で議論されて、どう解決

されているのかっていうのは、やっぱり知りたい」。あとは、「障がいのある当事者は、本人部会以外

の部会に参加することはできないんでしょうか」という問いですね。「ほかの部会に、当事者は、応

募はできないだろうか」、「ほかの部会に参加して、自分たちが質問したことのフィードバックを聞い

てみたい」。

あとは、会議の運営についてなんですけれども「、会議の時間が１時間で設定されていたのだが、

短かったように思う」時間ありきではなく、内容に応じて、会議の時間を設定するほうがいいのでは

ないでしょうか」という意見がありました。

あとは、本人部会が２年目になってということなのですけれども、「ようやく委員同士のやり取り

が生まれた」、「会議が、１時間ということの影響があったかと思うが、もっと話し合える運営ができ

ればよかったと思う」。という意見がありました。

あと、「本人部会の委員になって、１年目は、自立支援協議会が何をやっているのか、よくわから

なかったけれども、２年目から、ようやく協議会の活動が見えてきた」。あとは、「地域で活動してい

る民生委員さんたちを委員に迎えるのはどうだろうか」というご意見がありました。

下田会長：ありがとうございました。それでは、次にこども部会ですが、小田委員からお願いします。

小田委員：はい。サブリーダーをやっております小田でございます。

第４回こども部会のご報告をいたします。議題は、全部で５つありました。議題１から順番にご報

告します。インクルーシブ教育システム構築モデル事業の報告、指導課およびモデル校である、明海

小学校の校長先生より、インクルーシブ教育システム構築モデル事業の、今年度の取り組みなどの報

告がありました。東小学校、明海小学校、南小学校の３校が、モデル校となっています。

明海小学校からは、どの子もわかる授業づくりと教室環境づくりなど、具体的な事例が紹介されて

います。今後は、一般化を図り、モデル校だけでなく、市全体に取り組みを広げていきたいとのこと

でした。

議題の２個別の、指導計画作成の進捗状況についてです。教育研究センターよりの報告で、ここに

あるような数字が報告されました。上から読んでいきます。

心身障がい児補助教員および、心身障がい児支援員の配置人数ですけども、心身障がい児補助教員

が、130 名で、これは、この１年の現状の数字になります。心身障がい児支援員が、16 名です。

特別支援学級の在籍児童数が、小学校のほうが、95 名で、中学校が、43 名。あと、通級指導教室

の利用が、ことばの教室が２校あるのですけれども、これが 35 名。ADHD 等が、２校で、27 名で

す。

で、最後の箱ですね。個別の指導計画をつくっている子どもの数ですけれども、小学校の通常の、

通常の学級に在籍してる子どもで、144 名。小学校の特別支援学級で、93 名。中学校の通常の学級

で、28 名。特別支援学級で、42 名。

個別の教育支援計画ですと、通常の学級が、４名。特別支援学級が、47 名。中学校の通常の学級
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が、25 名。中学校の特別支援学級が、40 名作成されております。

議題の３、小中学校での取り組みですね。明海小学校の校長先生と、浦安中学校の校長先生より、

それぞれの学校に来る、特別支援教育への取り組みとの報告をいただきました。

議題４、障がい者福祉計画の策定について。障がい者福祉計画について、パブリックコメント版に

修正、追記された主な項目について、事務局に説明をいただきました。

議題５、平成 27 年度こども部会の方向性について。来年度以降のこども部会へ引き継ぎたい事項

等について、各委員から意見をいただきました。「子ども子育て新制度が始まるので、母子保健、子

育て支援と、福祉の連携をテーマにしたい」とか、「教育機関、保健機関との連携が必要なので、テ

ーマとして取り上げてほしい」などという意見。

あと、「行政とつながりのないお母さんの声を拾って、議題に挙げてほしい」というような意見が

出ました。以上になります。

下田会長：はい、どうもありがとうございました。それでは、今、３つの部会から報告がございましたが、

何か、ご質問、ご意見ございますでしょうか。

西田副会長：就労支援センターの西田です。相談支援部会に質問です。相談が 79.3 パーセント。すばらし

い数字ですが、どこに聞いても、もういっぱいだと。契約と言ってもこれは実際どうなのか、ちょっ

と教えてほしいと。待つ日にちが相当長いと聞いてると。これが、１つ。

それから、サポートファイルの配布状況の確認。２つの事業所が、３冊の配布で止まっているとい

う。これは、正直に言って、全然意味がわからないので、詳しく教てほしいということが、２つ目。

それから、こども部会で、生徒数があって。議題２の中の児童生徒数が、あって。小学校、中学校、

95 名、43 名。下の、この指導計画と教育支援計画っていうのは、93 と 47 とか、42 と 40 とか、あ

るのですけど。単純に足し算すると、全然人数が合わないのだけど。どういうことなのかを、教てく

ださい。

下田会長：では、相談支援部会から、お願いいたします。

白川委員：１つ目の事業所の受け入れ状況についてということで、部会で障がい事業課から９事業所が、今、

稼働してるということで、現在いっぱいなのか、何人ぐらいまでは受け入れられるとかということが

書かれている一覧表が提示されました。

ニーズに応じて、うまく回っているのかどうかという現状についてはですね、そこのところまでは、

説明がなかったのですけれども。もしよければ、橋野委員から補足していただければと思います。

もう１つ、サポートファイルに関して。サポートファイルというのは、福祉計画の策定の中にもあ

りましたけれども。ライフステージを支援する、途切れなく支援するために、サポートファイルの活

用ということをして、ライフステージの支援を途切れなくするようにしたいというような目標があり

ましたけれども、そのサポートファイルというものが、浦安市のこども部会のほう、あそこのところ

でも使っていることだと思うのですけれども、これを、福祉サービス、大人の方にも利用できるよう

な形でということ。

あるいは、現時点で、サポートファイルを持っていない方にも活用できるというようなことで、相

談事業所のほうにそれを配布して、活用してほしいと。配ってほしいということで、お願いしたとこ

ろ、現状では、３冊だったということ。それに関しましては、詳しいことは、基幹の西田委員のから、

私の今の説明でちょっとわからないところもあると思うので、補足してもらえればと思います。

下田会長：まずは、橋野委員から、お願いしたいと思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今、手元に会議の日に配った一覧がないので、正確にお答できないか

もしれないのですけれども。年度末になってきまして、実際、受け入れが厳しい事業所が、大変増え
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ています。

ただ、年度末に開設した事業所もありましたので、そこについては、現在、受けられるところがで

きたばかりなのですけれども。そういう状況ですから、引き続き、全部が受け入れできないという状

況ではなく、１つ、年度末に開設したところもありますので、来年４月以降に向けて、また、引き続

き、増やしていきたいというふうには考えています。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。今の計画相談のことで発言させていただきたいんですけれども。新

しいところが増えたんですけれど、時間がそれなりにかかりますというふうになっていて、すぐには

つくれないわけですよね。そうなったときに、サービス利用計画の案がないと、今はサービス使えな

いですよというふうに言われていなければ、サービスを先に先行できるので、問題ないのかなと思い

ますので、そこは、大丈夫なんですよね？

計画は、27 年度には 100 パーセントにしなきゃいけないということなので、順次並んでいただい

て、つくっていくという方向性なのかなと理解しています。サービスが止まらなければいいというこ

とですね。

それから、サポートファイルにつきましては、相談支援の実務者会議で、実務者会議以前に、事業

課さんから相談支援事業所に配っていただいて、その配布状況を確認させてくださいと言われたとき

に、３冊しか配布されてないという話だったのですが。ファイルの表紙がお子様向けなので、「大人

にも使えるんですね」というように、相談支援専門員さんが、よく理解できていなかったということ

もあり、もう少し積極的に配布していこうということを、その場で話し合いましたので、今は変わっ

ているかもしれません。

西田副会長：ちなみに、サポートファイルは、どれくらいできているものなのですか、ライフステージに必

要なサポートファイルをつくらなければいけない人は、市は、何人と思っていて、何人できているの

かということを知りたいんです。

事務局：全体の数は、手帳を持っているとかの縛りを、あまりきつくは設けてないので、気になるなってい

う保護者からほしいなと言われれば渡している。一応、大人の方まで使っていただけるつくりにはな

っていますので、市で把握している障がい者数以上にあるだろうということでは、想定しています。

なので、ちょっと分母のところが、はっきりはしないんですが。

配布は、こども発達がメインで 21 年度から配布をしてきてもらっていまして、基本的に、こども

発達の利用児さんには、おおむね、お母さんとのやり取りの中で、配布ができてきてるかなという状

況です。

ここに来て、もうちょっとこれを、広げていこうというとこで、今回、相談支援事業所さんのご協

力をいただいたり、障がい福祉課、事業課の窓口でも配布しています。

まなびサポートでも取り掛かりのところで、少し配布できるようにというところで広まっていると

ころなので、こども部会では、その数を公表したのですが、今日、資料を持ってきていません。

上林委員：こども発達センターの上林です。今の事務局のほうから話があった通り、こども発達センターを

利用している方たちに対して、サポートファイルの配布を始めてきました。

こども発達センターでは、どうしても、配布対象が発達センターの利用児というふうに限定的な対

応しか取れませんので、もっと広く、市全体の共通のツールにしていこうということで、こういった

ような取り組みになっています。

配布数ということなのですけども、こども発達センターの対象児ということで、自分が記憶してい

る限りでは、21 年から累計で 300 冊を少し超えたぐらいかなというふうに思っております。

事務局：個別の指導計画というのが、特別支援学級で、小学校で 93、中学校で 42 とあります。これが、特
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別支援学級在籍児童生徒数と、ほぼ、95、43 と同じだと思うのですけれども。これが、特別支援学

級在籍児童については、もう、おおむね 100 パーセントでつくられているということなんですね。

通常の学級の中にも、何度も皆さんと理解を共通にしてきましたけども。やはり、気になるお子さ

ん、障がいのあるお子さんというのは、通常の学級でもいらっしゃいますので、その中で、この個別

の指導計画、個別の教育支援計画が必要だねというふうになりました方については、通常の学級で、

小学校 144、中学校で 28 ケースつくっているというような、表の数字になります。よろしいでしょ

うか。

西田副会長：教育支援計画と指導計画は、違うのですね。

事務局：そうですね。

西田副会長：なんで違うのですか。

上林委員：こども発達センターの上林です。私も、明確にどこまでお答できるかというところですけども。

個別の指導計画というのは、あくまでもお子さんお１人お１人の、教育上の指導の計画ということに

なります。

それから個別の教育支援計画というのは、確か、厚労省のほうから出されたプランとしては、幼稚

園からですかね、高校卒業するまでの間、一貫した、その１人１人の、子どもの支援の目標をしっか

り立てて、そして切れ目のない、幼稚園から高校出るまでの間の切れ目のない支援計画をつくってい

こうよ、ということで、これの主体を担うのは、小学校・中学校が、この個別の教育支援計画をつく

る主体になっていくということがいわれているものというふうに理解しています。

西田副会長：もう１つだけ。恐らく無理な質問と思いながら聞んですが、この通常学級の 144 名指導計画

をつくっていますよね。昔、このこども部会に参加してみて思ったのですが、一体、その通常学級

で何人くらいが指導計画をつくらなければいけないと思っていて、この達成率なのか。４年ぐらい

前にちょっと質問したことがあったのですが、それの数字を持ってらっしゃいますか。

事務局：もっていません。このあと、教育研究センターの山本委員がいらっしゃるので、もしよければ、そ

のあとでもよろしいでしょうか。

西田副会長：はい、わかりました。

下田会長：では、今の質問につきましては、山本リ委員が着いてから、ちょっとおうかがいしたいと思いま

す。それでは、ほかにございますでしょうか。

枝川委員：親の会の枝川です。本人部会についてなんですが、今回初めて、本人部会というものをつくって、

試行錯誤の２年間だと思います。行政のほうも、ご本人たちも、１年過ぎてから少し活発になったっ

ていうことで、このまま広げていただきたいと思うんですが、やっぱり費用の面で、人数制限ってい

うのはあると思うんですね。ですから、その人たちがリーダーになって、いわゆる自立支援協議会の

合同部会みたいなものを、集まっていただいて、障がい者の人たちの意見を聞く場っていう、お茶会

みたいのでもいいですし、費用をなるだけ発生させないという形にはなると思うんですが、ぜひ、い

ろんな人の意見も、３年目に向かいますので、うかがっていただきたいと思います。

西田（良）委員：はい。２つあるんですけど。まず１つ目は、今、サポートファイルのお話しが出ていまし

たけれど、障がい福祉計画の中でも、計画のあらましの中でも、サポートファイルを活用してってい

うことが本当に全面に出ている中で、だとすると、サポートファイルが本当に今後、すべての、ほし

いっていった障がいをもつ人に配布されていき、そのためにきちっと、こう、準備がされていくこと

なのかどうかっていうことは、重要なのかというふうに思いました。

これは、どこの部会で話したか忘れちゃいましたけど、サポートファイルの見た目を少し変えまし

ょうかみたいな話も出ていたので、来年度以降にたぶん変わっていく話なのかもしれませんけれど。
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ここは、進めていくところなのではないかなというふうに思いました。正直に言えば、今一体全体、

何冊サポートファイルはあるんだろうっていうのは、ちょっと気になるところではあります。

それからもう１つ。質問というか、これは、山本委員がきてからのほうがいいのかもしれないんで

すけど、こども部会の最後の来年度の方向性についてっていうところに関しては、教育機関と保健機

関との連携が必要だっていうふうに意見を伝えたのは、私のような気がするんですけど。これ、保健

機関ではなく、もし私の話だとすれば、先ほど個別の指導計画ですとか、個別の教育支援計画とか、

教育サイドは教育の計画がある。福祉サービスも使っている子どもたちは、サービス等利用計画もあ

る。担当者会議には、関わる方を招かなければいけないとなっているときに、やはり、学校の先生た

ち、幼稚園や保育園や子ども園の先生にどう参加していただくのか。たぶん連携っていうのが課題に

なっていくんだろうなっていうふうに思ってあげたことだったとすれば、ちょっと表現が違っている

のではと思いました。

小田委員：はい。修正をお願いします。

白川委員：今の西田委員の保育園に関しまして、少し補足したいと思います。サポートファイルのことに関

して、相談支援部会の報告で言いましたけれども、１番最初の出発がそれだったのでサポートファイ

ルは子どものところで使っていますが、子どもだけじゃなくて、大人にも使えるような形のサポート

ファイルに、活用しやすくするために中をちょっと変えるというような、相談支援部会のほうでも、

それから、実務者会議のほうの委員の方にも双方に協力してほしいというようなことが、障がい事業

課のほうから要望が出されたということで、第 4 回相談支援部会でそういう話がありましたので、補

足しておきます。

事務局：サポートファイルは、行政だけではなく、相談支援専門員さんが、計画相談をつくる中でいろいろ

綴っていって、途切れのない支援をというところも目的でありますので、関わっていただきたいなと

いう思いがあります。次年度になっていくと思うのですけれど、サポートファイルの、表紙や中身等

について少しずつお声掛けをさせていただきますので、一緒にご協力いただきながら、つくりあげて

いただきたいと思っています。

サポートファイル自体は 21 年度に作成した段階では、当事者の親の会のお母さん方のご意見も聞

きながらつくってきたものでありますので、相談支援専門員さん、親の会の皆さん、そういった皆さ

んのお声を聞きながら、いいものにしていきたいなと思っていますので、障がい事業課からお声掛け

させていただきますので、ご協力よろしくお願いいたします。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。相談支援部会のところで、２点質問があるんですが。

次年度の相談支援部会についてっていうところで、モニタリングだけでの経営っていうところがあっ

たと思うのですが。もともと福祉計画で 650 人を見込んでいて、児童も入ると 800 でしたっけ。そ

うすると、800 人が、国の基準でどうやっていくかわかんないですけど、６か月、３か月、１か月の

モニタリング期間があって、計算していくと、５人か６人いたら１か月 35 件は、立てるなりモニタ

リングしていったら、それぐらいだとかという数値は、障がい福祉課のところで、データとして、わ

かっているのじゃないのかと思うのですが。だとすると、せっかくできた事業所が減っちゃうのかみ

たいな。もしくは、これだけでは食べていないとうところをどうするかっていう、たぶん議論に進め

るのかなというふうに思いました。

それと、サービス等利用計画のチェック機能をどこで持つのかは、自立支援協議会の中では、何回

か意見として出されていると思うのですが、それは、相談支援部会でやるのか。それとも自立支援協

議会として、どこでちょっと議論しようかということになるのかなっていうのが、ちょっと気になっ

たので。
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白川委員：私が、答えられる範囲でよろしいですか。１番最初のご意見に関しましては、来年度の相談支援

部会の中では、指定を受けている相談支援事業所のほうの経営化、運営という経営が成り立つような、

そこになんらかの課題があるのと、モニタリングのこともそうですけれども、そういう課題なり、う

まく運営できるような形の部分。そういうのをなんか議題として検討して、みんなで話し合って何が

問題なのかということを話し合っていく必要があるんだろうということで、この議題として、来年度

の議題としてこういうことを、話し合いたいと。そういうことで、ここで出てきたことです。それで、

それに関してどういうふうにするのかということは、27 年度の相談支援部会の中で、話し合ってい

くことだと思います。それと、もう１つ、チェック機能に関しましては、相談支援部会の中で、今回

はセルフプランという形のところで、多少、どういう形でやっているのかということをやりましたけ

れども、相談支援部会の中で、今年度、26 年度の中で、評価という形で、計画相談の実際の出され

ている部分を事例として取り上げて、皆さんからこのことについてのここはどうなんだとか、このこ

とに関しては不足じゃないかだとか、ある意味チェックはしております。

ただ、前に合同部会でお話ししましたが、年４回しかないところでの評価が、評価になるのかどう

かっていうことの問題もあると思いますけれども、現状では、相談支援部会の中で、一翼を担ってい

るつもりでいます。

それで、数は少ないですけれども、相談支援部会の中で１つの事例を出したところで委員の方から、

いろんな意見が出てきました。ですから、相談支援部会には、各事業所の責任者にあたるような方、

計画書を実際にチェックする立場の方が参加していらっしゃるので、相談支援部会としては、その皆

さんからいただいた意見だとか、課題だとか、そういうことに関しまして、参加者の方が、各事業所

に持ち帰っていただいて、自分のところで指導するなり、評価をするときの参考にしていただければ

と思っております。相談支援部会の中では限界があるけれども、そのような形でやっております。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。今のチェック機能ということではないのですけれども、基幹相談と

しては、事業の委託の中に、人材育成や連携が入っていて、今年度もたくさんのスキルアップ研修や

勉強会をやらせていただきました。そこで、来年度考えているのは、やはり、相談支援専門。やはり、

地域の景色が変わってきたっていうか、各事業所、たとえばヘルパー事業所だったり通所事業所だっ

たりに、今までは利用者さんから直にいろんな問い合わせや、申し込みが入ってきたのが、相談員さ

んから入ってくるようになるんですね。そうすると、相談員さんが地域の社会資源の本当に細かいと

ころまでを知らないと、その利用者さんに情報を届けられない。要するに選ぶものが本当は 100 種

類あるのに、10 しか知らない。相談員さんは、10 の中で選んでくださいっていうふうに利用者さん

に言ってしまうので、やはり社会資源の共有化っていうのは、すごく必要だなというふうに考えてい

て、来年度もそのようなことを事業の計画に盛り込もうと思っています。

それから、もう１つは、やはり相談支援部会の中で、相談支援専門員さんのほかの事業所が立てた

サービス等利用計画を見てみたいとか、自分のものがこれでいいのかと思うっていう意見もちゃんと

出てきておりますので、これは、事業課さん、福祉課さんにご協力いただいて、各事業所さんから事

例を１事例ずつちゃんと出して、サービス等利用計画をみんなでこうやって立てていくんだというの

を、今年お願いしていた岩本教授に、ファシリテーターになっていただいて、グループスーパービジ

ョン組み立てようと思っていますので、そういうところでスキルを上げながら、みんな、地域でチェ

ックし合いながら立てていける仕組みになりたいというふうには、基幹としては思っています。

西田副会長：本人部会の出た意見を受け止めるのは、この協議会ですか。本人部会から出ている質問、意見、

これに回答するというのはおかしいけれど、これについてはこう考えているとか、一体どうやって答

えていくのでしょうか。これは、聞きっぱなしでいいのでしょうか。たとえば、単純に民生委員さん
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を委員に迎えてはどうかとありますよね。こういうのは、どうやって答えてあげるのかという単純な

質問です。

事務局：本人部会の中で委員さんから投げられたいくつかの問いに対しては、本人部会の中で、障がい事業

課から返答しているものもあれば、さきほど、サブリーダーからご指摘のあった民生委員さんを委員

に迎えるのはどうだろうかというのは、ご提案をいただいたままの状態になっているます。

西田副会長：それについては、行政のほうから、こう答えたとか、言ってくれたら安心しますが。１人暮ら

しは大変だとか、我々はどこまで行けばいいんだなんてことを、ここで聞いたはいいけれど、行政と

すれば何か答えていると思います。きっと福祉計画で言っていると思うのだけど、これを書いてもら

えたら、安心します。

下田会長：今後、部会報告に書くという形でお願いしたいと思います。

そのほかございますか。よでは、今、たご意見等を踏まえて、次年度からの各部会での運営、あるい

は、議事次第についても、検討お願いしたいということでございます。

それでは、２番目に移る前に、前回の協議会で市長宛に提出することとなりました、地域生活支援

拠点の整備についての意見書のことを報告させていただきます。

これにつきましては、昨日づけで提出をしたということでございますので、ご報告を申し上げたい

と思います。

では、次に、議題の２の平成 27 年、28 年度の協議会についてということで、事務局よりご説明を

お願いしたいと思います。

事務局：第４回までの部会が、それぞれ終了しまして、来年度以降の各部会について、こんな課題があるな

とか、こういうふうな協議していきたいなというところでご意見をうかがいました。それを踏まえま

して、基本的には、25、26 年度のものをベースに、事務局のほうで案ということで、議題案を作成

しました。あくまでも案ですので、ご意見いただいて、基本的には、27 年度の最初の段階で、確定

というか決めていきたいと思います。

スケジュールとしましては、自立支援協議会６回。各部会４回。本人部会のみ３回。そしで、合同

部会年２回ということで同じように、スケジュールを組んでおります。そして、議題についてですが、

協議会につきましては、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ということで、地域課題の整備およ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、個別の事例から見てくる各事業の問題点の検証、基幹相談支援センターとの実績

と報告と検証・評価ということで構成しております。

続きまして、２ページ、権利擁護部会ですが、目的としまして、障がい者の権利を擁護するための

ネットワークづくりと、啓発・広報活動をおこなう、いうことで主な議題としまして、差別の解消と

合理的配慮の推進。事例を交えて、年間を通した啓発・広報活動の企画・運営。小中高生と教職員を

中心としたこころのバリアフリーハンドブックの活用。成年後見制度の普及。障がい者虐待防止セン

ターとの実績報告、虐待を防止するための取り組みということで組んでおります。

そして、こども部会。こちら目的が、生まれてから 18 歳になるまでの子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ということを目的にして

います。議題としましては、特別支援教育の取り組み、サポートファイルを活用した教育と福祉の連

携、青少年サポート事業、こども発達センターの事業、子どもを取り巻く地域の支援体制ということ

で議題を組んでおります。

続きまして３ページ。相談支援部会。こちらは、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ということを目的にしております。27 年度の議
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題としては、アセスメント、モニタリングのあり方。これらを共有検証しましょう。あとは、サポー

トファイルの活用、相談支援専門員の資質の向上、相談支援従事者の拡充と連携、相談実務者会議等

との役割分担と実務者への支援ということで、議題を組んでおります。

続いて、地域生活支援部会。こちらは、障がい者の就労、住居等。地域生活全般にかかる諸問題の

解決に向けて協議を行うと共に、障がい福祉サービス事業の充実を図るということで、地域生活支援

拠点の整備。支援の人材の確保。特に早朝、夜間・休日等の時間帯や医療的ケアや、重度の方、行動

援護の方の分野で、不足しているヘルパーさんについての協議。あとは、就労支援センターの実績の

報告ということで組んでおります。

最後に、４ページになります本人部会。こちらは、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ことを目的としております。協議の内容としましては、自立支援協議会及

び各部会の活動報告。協議会及び各部会の活動への提案。当事者から見てくる地域の問題点の洗い出

し。あとは、委員さん自身もご意向を確認した上で、それぞれ興味や、提言があるといったような部

会のほうに、参加する機会などを 27 年度以降は設けてはどうかというところで検討しております。

そして、５ページ目になりますが、この２年度、協議会運営して参りまして、市民の方から市のほ

うに、ご意見、ご要望をいただいた部分がありますので、ぜひ、協議会の委員の皆さんには知ってお

いていただきたいということで、今日ご報告させていただきます。

まず、委員についてということで、長い期間同じ人が委員になっている。意見の偏りがなくなって、

さまざまな意見が出るためには、委員を２年おきに変更したほうがよいのではないか。あとは、18

歳までの子どもをもつ親に、こども部会に出席してほしい。実際に、お子さんが大きい方ではなくて、

まさに小中学生の親が、お子さんが出てきてほしい。あとは、当事者団体として活動しているが、自

立支援協議会の委員に誘われたことがない。一部の団体にだけ声をかけているのでしょうか。

あとは、１つの部会に同一の法人から複数の委員が出ている。同じ法人からは、１人でいいのじゃ

ないか。あとは、団体に所属していない当事者の家族は参加できないのか。あとは部会だけではなく、

協議会にも当事者が委員として参加すべきではないのか。委員は個人ではなく、団体の代表として意

見を言ってもらいたい。委員について、このような意見が、市に投げかけられています。

運営面では、傍聴人数が、今５名ということでやっているんですが、人数をもうちょっと増やして

くれないかというとこで、ご意見をいただいていますので、こちらについては、ぜひ、協議会の委員

の皆さんのほうからご意見、アドバイス、アイデア等いただけたらと思いますので、よろしくお願い

いたします。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、ただいま説明のありました平成 27 年度の、まず開

催スケジュールです。それから、２番目が議題案。それから３番目が、協議会に寄せられた意見とい

うことでございますが、順を追ってでも結構ですし、後ろのほうの話を前にでも結構でございますの

で、何かちょっとずつでもご意見ありましたら、出していただければと思います。何かございますで

しょうか。

内村委員：フレンズの内村です。今、最後の委員についてなんですけれど、まず、この委員は個人ではなく、

団体の代表として意見を言ってもらいたいとなっているんですけれど、これは、委員の方は団体の代

表として来ているんじゃないかと私は思うんですが。それと、傍聴の人数が５名というのは、各事業

所から１名ってことにしているわけではないですよね。確かに、傍聴の人数はもうちょっと増やして

もらってもいいのかと思っているのですけどね。

事務局：事務局です。傍聴は、一般市民の方への公開ということで、今も後ろに設けてあるのですけど、各

事業所からということではなく、広く市民の方にこういう会議があります、傍聴されたい方はどうぞ
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ということで、市のほうでやっていますので、そこが今５人という定員にさせてもらってますので、

もっとこの会議を聞きたい、見たいという方がやはりいらっしゃるので、こういった要望が上がった

ところです。

団体の代表として意見を言ってもらいたいというのも、団体の代表として意見を言っていただいて

いるはずだとは思うんですけども、一応こういう声もあがりましたということで、ここに掲載させて

もらっています。

西田（良）委員：基幹の西田です。１つの部会に同一の法人から複数の委員が出ているっていうことを、今

日、私も質問したかったのです。と言いますのは、私の所属している母体法人は、本当に１つ１つは

小さいのですけれど、複数の事業所を持っています。加えて指定管理ですとか、委託ですとかという

事業を運営させていただいている関係で、本来だったらその各事業所の管理者ですとか、職員という

のがおりまして、そこはそこの事業所としての、自立支援協議会の中で地域の課題を一緒に解決した

いという意見をきちっと思っている職員がいますので、お知らせも法人全体で１個きたので、どうし

ようかというのが、正直思っているところがありました。

一方で、法人はたくさんの事業をやっていても、その代表が事業所別に出てくるのはおかしいとい

うふうに言われてしまうのは、現場をきちっと伝えるとか、きちっと問題を解決したり、提言したり

していくというところだと、やはり事業所ごとに手は挙げさせていただきたいかなというふうに思い

ます。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。今までも必要性等は、十分理解はしてきているところですけれども、

最近市内の事業所もだいぶ増えまして、一法人で複数の事業をやっている事業所も増えています。そ

のいくつもの法人が複数で出てきたときに、やはり、どのように選定するかというところは、事務局

としても、１つ基準なりを設けておかないと、たとえば、グループホームでお１人、生活介護でお１

人、就労でお１人、計画でお１人みたいな感じで、今はどこの法人もかなり複数の事業をやられてる

ところが増えてはきていますので、その辺が出てきているのかというふうには思っております。

白川委員：審査会の白川です。資料の中の 27 年度の議題というところで具体的に書かれていますけれども、

これは、これから相談支援部会のほうのリーダーが決まり、また来年度どうするのかというのを、こ

の間、委員の意見をいただいた方からのそこも参考にしながら、つめて直していくものなのかなと。

案なので、直していくものだと思うのですけれども、先ほどもチェック機能として評価というものが

ありましたよね。計画相談の利用計画などの質の向上の中に、今後も、サービス利用計画の評価をす

るという１つのその役割を担うのが相談支援部会じゃないのかなと思うので、今後ともこれが入る形

になっていくのがいいのじゃないかというのが、私の意見です。

下田会長：はい。ありがとうございます。この意見を、ぜひ、次年度の議題の中に反映させていきたいとい

うふうに思います。ほかにございますでしょうか。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。この委員についてということで、市民から寄せられ

た質問ということが、書かれていますが、この意見を言うのは今までずっと考えてたいんですけれど、

たとえば、「当事者団体として活動しているが、自立支援協議会の委員に誘われたことがない」と書

かれていますが、障がいのある方たちの当事者団体として活動しているか、ここに対して自立支援協

議会の委員のご推薦をという手紙を出してるか、出してないかがわからないと、ここにこれだけ書か

れても、意見としては言いようがないので、出てない１人がいました、その当事者の団体からこのよ

うな意見が出てきますといったときに、私が言いたいのは、浦安市は当事者の団体としていくつを把

握しているのか。ここに対して、どのような推薦状の依頼をかけているのかという情報がないと、こ

れに対しては発言できないと感じました。それと、その下の１つの部会に同一の法人から複数の委員
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が出ているっていう、この概念として、たとえば一時ケアセンターは、僕が所属しているパーソナル・

アシスタンスともが運営しています。基幹相談は、たとえば、やはりパーソナル・アシスタンスとも

が、委託事業と受託事業所として事務局を担っています。

とすると、ここで言われていることが、その誰か１人が出ていれば、もう誰も出すなという意見な

のか、パーソナル・アシスタンスともとして委員が複数出ているから、１人でいいじゃなかと言われ

ると、１つの部会に同じ所属の人が、法人の人がというのは、たぶんないと思うので、この意見がこ

こに出ている段階で、それなら、行政マンも１人でいいだろうというような極論にいたってしまうの

かと思ったので、説明をもう少し詳細にしていただかないと、発言ができないかなと思いました。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。まず、当事者団体のところなのですが、この前の会議でありました、

障がい者福祉計画策定委員会に参加している障がい者団体が、長年定期的な活動をしているというこ

とで、市のほうが把握している団体です。ここに対して声をかけてきていますが、それ以外にも会が

あるというのは事務局のほうでも確認はしているところですが、その活動が、たとえば規約があって、

定期的な活動しているのかどうかというような確認までは、まだできていないところがありましたの

で、これについてもなんらか基準を設けて、何年以上、何人以上でこのような活動をしている団体に

ついては、申し出ていただければ声かけますよというふうにしていく必要があるのかなと考えており

ます。

申し出て来た団体に対しましては、まず、活動を伺う段取りになっておりますので、もし、また増

えるようであれば、皆さんにも、もう一度相談をさせていただきたいと思っております。

あと、今、森嶋委員から言われたように、たとえば、事業で１つずつ見ていくということで、特に

市の事業、指定管理事業が本当にわかりやすいところですので、それについては、もう１つずつとす

ると。１つの法人で複数の事業をやっていただいている事業所が増えています。それ以外の法人さん

がやっている民間事業については、その部門ごとではなくて、１つにするだとか、ある一定の基準み

たいなものをつくらないと、特に計画については、活動系の事業をおこなっている事業者さんには、

計画の指定をとってほしいと言っている市としましては、計画だけの事業所ってほとんどないですの

で、それを、A という法人さんから計画の部門から１人、活動系のところから１人っていうふうに出

していくと、複数出たい法人さんがたくさんあったときに、どうしていくのか、市も困った部分もあ

りましたので、一度皆さんで、基準なりを考えてもらえればいいのかなというところで、出させても

らっています。

内村委員：委員は人数が決まってますよね。確か 20 人ですよね。それ以上、応募がきた場合は、事業所が

手を挙げられて、入れてくれって来た場合には、どう返事なさるのかなと。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。基本人数を 20 名としていますので、20 名を超える場合には、選定を

させていただくことになると思いますたとえば、今は A という事業所からいくつ手を挙げてもよい

こととしていますので、４つに、５つにというふうに手が挙がったとき 20 を選ぶとき、たとえば、

こども部会にも、地域生活支援部会にも、相談にもというようなときには、そちらに前回もお声がけ

させていただいて、３つにしてもらえないかとか、２つにしてもらえないかといったような相談は、

２年前もして、20 人のそれぞれの部会の人数に合わせてきていました。基準として、同一の法人か

らの複数の委員っていうところも、なんらかの目安があると、20 人を超えたときに選定がしやすく

なる。公平な選定というところで、皆さんにもご理解いただけるのかなと思いました。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。傍聴の人数を増やしてほしいという意見が出てきて

いますが、今日も見ての通り誰も来ていないみたいなことがあったり、次年度以降、議事録が具体的

に出るということを鑑みたときに、なぜ僕がこんなこというのかというと、前回の中央公民館のとき
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に、ちょっと狭い思いをしてしまったみたいなところがあったので。

今後、自立支援協議会で、特に事例を扱っていこうと思ったときに、議事録であれば、事例の部分

を削除できると思うのですが、傍聴の方たちがといったときには。

閉鎖したいわけではないのですが、今の５名でも十分かなということを、意見として発言させても

らいました。

事務局：はい、わかりました。事例のときは、確か退出していただくということなので、その辺を徹底すれ

ばいいと思います。

事務局：傍聴については、市全体としても５にしなければいけない根拠があまりないので、部屋の

大きさによるのか。また、委員さんより多い人数の傍聴がいるというのは、やはり、皆さんやりづら

いですよね。事例等も扱うような会議の中で、５でやはりいいのじゃないかとか、来たいというなら

10 ぐらい会議室が大丈夫なら入れてもいいのじゃないかとか、ずっと 10 でいいのではないかとかご

意見いただければと。

下田会長：はい。この点はいかがでしょうか。会場の大きさとかいろんなことを考慮したり、また事例が出

た場合には、あんまり多いと退出して、また、入ってきたりとちょっと大変なことになりますので、

５ぐらいが適切ではないかというところで設定しているものだと思いますが、これについて、何かご

意見ございますでしょうか。

特にないようですので、次年度の自立支援協議会では、こういった話があって、皆さん適切であろ

うというような意見を持っているということを引き継いでいただいて、先に決めていただこうと思っ

ております。ほか、ございますでしょうか。

白川委員：団体に所属していない当事者の家族は参加できないのかという一文がありますけども、今、結構

団体に所属してない若いお母さんとか、若い父兄の方たちで、今の団体に入っていない方が、すごく

多いと思うんですね。

それで、情報がほしいときには、ネットで調べてとか、そういう方たちとのやりとりで相談にのっ

てもらったりという形で、会にはなかなか入ってこないという方が多いんじゃないのかなと。

けれども、自立支援協議会というのが、ここに意見がある委員が固定化しているだとか、団体に集

中、一部の団体に声かけているのかとかというような形での、妥当な疑問かどうかはわからないとし

ても、こういうものが出ているということを見たら、一般の方も含めて、団体に所属しない方で、自

立支援協議会のそういうことに参加したいと思う人がいないのかということを、広報などでお声掛け

するなりして、そこで出た人をまた選定して、各どこかの部会に入れてもらうとか、そういう、もっ

と幅広い、開かれたような感じでの呼びかけをすることも１つあるのじゃないのかと思いました。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。以前もお話したことがあるかと思いますが、市の協議会は、広報で市

民を公募して、一般の方も何割か入れるっていうような条件のもと、委員を決めているのが、ほとん

どです。

確か２年前にもご提案をさせていただいて、どうしようかっていうお話をした記憶があるんですけ

れども、そのときに今回初めて本人部会を公募でやりますので、公募については、そこでということ

でさせていただいて、それ以外は関係団体でということで、この２年スタートしていましたので、今

後も引き続き、もう２年、そういう形でいくのか、それとも、そのほかの介護保険運営協議会だとか、

そのほかの市の協議会には、公募委員を必ず何割か入れるということで、もうそれは障がい福祉に関

係のない一般市民を含めた公募をしていますので、そういったことで広げていくのかというのは、１

つ考なきゃいけないかなとは、思っております。

ただ、現在の運用としては、本人部会を公募しているので、ということで置き換えて、考えてやら
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せてはいただいています。もう公募のタイミングとしては、リミットでしたので、次の２年後に。

下田会長：次の２年後に課題として、その点は議事録にとどめて、次回生かしていきたいと思います。よろ

しいですか。

枝川委員：親の会の枝川です。一般的市民の方っていう観点から見れば、この 25、26 年度に、弁護士の方、

それからオリンタルランドの方とか、そういうあんまり当事者的な人じゃない方が参加されて、すご

く普通の意見と言ったら変なのですが、やはり当事者とか、そういうのは偏ってしまって、意見は狭

いと思うんですね。でも、そういう方たちの、平均的な普通の意見を聞けたということは、とてもい

いことだと思いますので、来年度はこのままで、ぜひ一般の方たちの代表として、今の方たちの弁護

士の方とか、そういう方を参加させていただきたいと思います。

田中委員：弁護士として、この会に参加させていただきまして、障がい福祉に関わることもあるんですけど、

専門家ではなく、どういう立場を求められているのかと迷うことも多かったのですが、今後もあるか

どうかわからないですけどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

西田（良）委員：はい。基幹の西田です。先ほど、選定の基準というお話があったと思います。それで、定

員もありますが、定員は定員であるので、それは１つ基準があるのですが、やはり自立支援協議会が

どのような委員、要するに協議会で、なんのために策定されているのかということと、委員さんの役

割が明確にあって、そういうことをしてくれるということは１つ、選定基準だと思うんです。

たとえば、地域課題をただ行政に要望するだけではなく、一緒に解決していって、ちゃんと提案を

していくこととか、やはり私たちは地域の中で、たとえば新しいサービスを創出していったり、制度

とか事業を充実させていったりというのは、委員の役割なのかと思っています。もちろん、意見を言

うこともすごく大事なことですし、その現場の事例を出すということもすごく大事なことですので、

そこら辺が明確になるのが、基準なんじゃないかと思っていて、私が今言ったようなことを、委員さ

んたちに求めて、今回アンケートでも「なぜ、委員になりたいんですか」ということは書かれている

ので、そういうところから読み込んでいただくことが、１つあるんじゃないかと思います。

なので、門戸は少し広くしていただいて、いろんな事業所が、たとえば、相談事業所が９個あって

も、相談事業所だけで９人入ることができないといったら、その中で取捨択一されるのは仕方がない、

選択されるのは仕方ないと思うのですが、最初から「ここは駄目、あそこは駄目」というふうになる

よりは、本当に自分たちも汗をかこうと思う人たちが、まず応募できる形にしていただいて、そのあ

とは、最終的には、市長の委嘱という形になるわけですから、その中で選んでいただければよいのか

と、間口を最初から狭くするということには、ちょっと違和感が正直いってあります。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。大前提に、まず今広げて皆さんにお聞きしているところです。その中

にその理由を書いていただいて、理由で選定するというところが大前提にありますので、その次の、

なんらか重なって絞らなきゃいけないときの基準ということで、今日はご意見を紹介させていただき

ましたので、そういった形でよろしくお願いいたします。

下田会長：今のご意見等を聞かせていただいて選考が行われると思いますので、よろしくお願いいたします。

ほかにございますでしょうか。それでは、事務局のほうで、ただいまいただいたご意見を参考にしな

がら、４月からの委員の選考をお願いします。また、議題につきましても、必要な箇所には修正を加

えて、平成 27 年度の第１回自立支援協議会で提示していただければと思います。お願いを申し上げ

ます。

では、次に議題３、その他の報告ということで、事務局より報告お願いしたいと思います。

事務局：当日資料ということで、資料を配らせていただきました。今後の取り組みについてなど、現状報告

を簡単にさせていただきたいと思います。まず、１つ目に、共同販売、共同受注の仕組み案というこ
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とで、市では、障がいのある方の自立と就労の促進、賃金向上のための取り組みとして、障がい者福

祉計画でも公共施設の食堂等を障がい者の就労支援の場とすることと明記しております。

また、浦安市障がい者就労施設等からの物品調達方針では、販売のためのスペースを確保すること

も掲げております。こういったこともありまして、自立支援協議会は、主に地域生活支援部会及び就

労支援ネットワーク会議におきまして、以前から賃金向上のために、行動受注、販売の仕組みを推進

していこうということで、取り組んでおられました。

今回、共同受注、販売するための共同体として、浦安福祉事業体を設立いたしまして、28 年度に

建つ予定の、今つくっております新庁舎の食堂、および売店の運営などを含めました、共同受注、共

同販売を行うこととなりました。

構成といたしましては、市内の７法人にご協力いただきまして、あいらんどさん、敬心福祉会さん、

サンワークさん、タオさん、ともさん、フレンズさん、なゆたさんにご参加いただきまして、この７

団体で、浦安福祉事業体を構成しております。

事業は３部門に分かれておりまして、まず、新しく建つ庁舎の食堂と売店部ということで、ここに

ある担当課っていうのは、予算を計上している課ってことで紹介させていただいておりますが、庁舎

建設課と、財政課が担当となっております。こちらは、庁舎が建つ予定の平成 28 年５月以降に事業

を開始する予定となっております。

また、第２に、小型家電リサイクル部というのも立ち上げまして、こちらの担当課が、今この事業

を行っているごみゼロ課、予算を計上している担当課となっております。こちらは、来年度の平成

27 年７月以降に事業を開始する予定です。S-FRONT 部は、担当課は商工観光課とコンベンション

協会となりまして、４月以降に事業を開始する予定となっております。新庁舎食堂売店部はフレンズ

さん、小型家電リサイクル部は、なゆたさん、S-FRONT 部はタオさんにお引き受けいただいており

ます。

次に、障がい者差別解消法にかかるモデル事業について、前回の協議会で中間報告会をいたしまし

たというご報告をさせていただいたんですが、本年度は、千葉県とともに内閣府の差別解消のモデル

事業を実施いたしまして、今、虐待防止協議会が差別解消支援協議会を兼務するという形で、この協

議会を中心に、ワーキンググループの活動を交えながら、差別や合理的配慮の事例の収集や、これか

らの支援体制、相談窓口や連携のあり方について、協議してまいりました。

実は、本日、岩手県やさいたま市など、ほかのモデル事業を委託している市町村も含めまして、最

終報告会が開催されております。こちらのモデル事業ですが、内閣府さんからご提案を受けまして、

来年度平成 27 年度も、モデル事業を継続いたしまして、差別を理由とする、差別の解消の推進に関

する基本方針で示されている、障がい者の差別を解消するための地域協議会の具体的な機能や、差別

や合理的配慮に関する相談の窓口のあり方、相談支援体制、また、県と市との役割分担、連携、特に

千葉県は、ある人ない人条例が先行して施行されておりますので、かなりのスキルや事例をお持ちだ

と思いますので、この千葉県と連携しながら、役割分担をしながら、こちらのモデル事業を進めてい

きたいと考えております。こちらのモデル事業の経緯につきましては、逐次、来年度以降も自立支援

協議会で報告させていただきます。

また、３番目の、福祉施設事業者説明会、これについては、協議会で開催しますっていう案内をさ

せていただいたのですが、議題とか説明する内容が決まりましたので、簡単に報告させていただきま

す。まず、消防法施行令一部改正に伴う、消防用設備の設置義務について説明させていただきたいと

考えております。こちらですが、一時預かりをおこなっています一時ケアセンターと、グループホー

ムについて、平成 27 年４月１日から、スプリンクラーの設置と火炎報知機の設置をするような基準
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が施行されます。新しく建つところにつきましては、もう 27 年４月１日から、こちらの設置は義務

付けられているんですが、既存の建物につきましては、平成 30 年３月 31 日までが、経過措置期間

として設けられております。

こちらグループホームにつきましては、介助がなければ避難できない方が入所している場合、そう

いう方が、利用者のほうで８割を超える施設につきましては、こちら設備の設置が義務付けられてお

りますので、そのことについて、該当する施設の方に詳しい説明を行う予定です。また、障がい福祉

課のほうから、平成 27 年度からの報酬改定や、福祉サービスの利用にかかる留意事項などについて

の説明を行う予定です。また、（３）、（４）ですが、前回の協議会でも簡単に報告させていただきま

した。平成 27 年度からの新規事業について、継続する補助事業について、事業所の方に説明を行う

予定です。

また、５番目として、障がい者虐待防止の取り組みについて、現在受けている相談の受理件数など

の報告を行うとともに、これからの研修体制や、事業所として取り組んでいただきたいことについて、

お話する予定でございます。

それで、４番目に事業所説明会。上が事業者説明会で下が事業所説明会で、まことにわかりづらい

ので、名称の変更を考ているのですが、３のほうは障がい福祉課と障がい事業所が、事業者さんに説

明する説明会。４番目は、障がいのある方やご家族、支援機関について、事業所の事業について説明

するその説明会になっております。

こちら、前回の協議会でも簡単に報告させていただきましたが、６月の 16 日の火曜日に Wave101

のホールとギャラリーで開催する予定でございます。現在、市内の福祉サービス事業者さん宛てに、

参加の有無や、こういったことを取り入れたらどうだというアイデアなどを募ったアンケートを実施

しておりまして、またこちらの集計結果につきましても、次回、次年度の自立支援協議会などで適宜

報告する予定でございます。簡単ですが、私からは以上とさせていただきます。

下田会長：はい、ありがとうございました。これに対しまして、何か質問等ございますでしょうか。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。４番の事業所説明会の福祉サービス事業者っていう

のは、どんなジャンルになるかをお示しいただければと。

事務局：市内の障がい福祉サービス全般、どのサービスという区分けはせずに、障がい福祉サービスを提供

してらっしゃるすべての事業者さんに案内をしております。

枝川委員：親の会の枝川です。共同販売、共同受注の中の S-FRONT 部っていうのが、27 年４月以降事業

開始予定になっていますが、S-FRONT が今の形態と変わるんでしょうか。

事務局：変わらないです。

枝川委員：今は、交代で売店が出ていますよね。そういう形ですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。まず、ワゴン販売についてですけれども、これは、今まで同様行いま

す。それで、今の運営なのですが、ここは商工観光課の事業で、市内の商工観光の拠点としてやって

いき、プラス障がい者の就労支援もやるということで、実際の運営はコンベンション協会がおこなっ

ています。それで、コンベンション協会のパートナーが、浦安福祉事業体に代わりまして、浦安福祉

事業体は共同で運営も担っていくと。

その障がい者の就労支援事業所の皆さんが浦安福祉事業体を構成していますので、そうすると、も

う障がい者の就労も今以上に進むだろうということで、パートナーのほうが交代になります。今おこ

なっているワゴン販売ですとか、26 日の福祉バザーについては、今まで通りおこなっています。そ

れで、今まで以上に障がい者の福祉施設の物品等も販売をしていくということを計画していただいて

います。



18

枝川委員：小型家電リサイクル部というのが出てきておりますが、また、リサイクルっていうことで、この

間もちょっとうかがったのですが、町田なども、いわゆる障がい者が始めているらしいのですね。た

だ、場所的に携帯電話とか小さいものは置けるんですけど、大型家電になると置く場所がないからっ

て、非常に困っているということを聞きましたので、これは、場所的にどちらのほうでやりますか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。作業の場所については、ここに出ています事業所の皆さんの事業所を

予定しております。ただ、その置き場所としては、クリーンセンターの一部を使うということで、小

型家電は、今すべての公民館と市役所のほうで回収ボックスを置いて回収しています。それを、売れ

るごみ、売れないごみっていうふうに分別していくんですけれども、分別する部分が全部ではないの

で、不要な部分についてはクリーンセンターのほうにすぐに置けるようにはなっていますので。洗濯

機や、たとえば、電子レンジをいくつもそのまま事業所に置いておくということばかりではないとい

うふうに考えています。

仕事自体も皆さんで分けて、得意分野の仕事を分け合っていただきますので、公民館各館あります

ので、地域で分けるですとか、作業内容で分けるですとか、その回収だけをするだとか、そういった

ところで、その事業所の規模や広さ、それから、担い手に応じた分け方をして、皆さんで共同でやっ

ていただこうというふうに計画しています。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスとも森嶋です。小型家電リサイクル部なんですが、すごく細かく分解

していくと、産業廃棄物の資格が必要であったりすごく資格要件が高いという部分があるのですが、

今回のこれはただ売れると売れないと判別して、危険なものには触らないという概念でよろしいでし

ょうか。

橋野委員：そういうことです。

白川委員：事業所説明会なのですが、これは相談支援部会のところで事業課のほうから説明があって、私は

大体概要がわかるのですが、これは一般の利用者の方たちの、利用者および、その家族の方たちに、

浦安の中にあるいろんな社会資源というものの中身について、各事業所のブースがあって、そこに聞

きたいことを聞きに行くという、そういう形ですよね。あるいは、そこで相談支援の実際に働いてい

る職員の人でも、それぞれほかの事業所さんでどういうことをやっているのかということを把握する

ためにも、そういうことをやるということですよね。

これは、６月 16 日、１日だけでやるということですけど、こういうことをやりますよというよう

なことを、どういう形で広報していくのか。皆さんにぜひ来ていただきたいけれども、それを知らせ

るのが、どういうふうなルートで、どういう形でやられるつもりなのかうかがいたいと思います。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。この企画については、これから相談支援員さんと、それから障がい福

祉課の職員と障がい事業課の職員で相談しながら、どのような企画・広報をということで、これから

考えていきたいとは思っているんですけれども、もともとのきっかけが、市内の小中学校の保護者で

すとか、今、福祉サービスを使っている保護者ですとか、そういった方から出ていますので、まず、

関わりのある機関、特別支援学校ですとか、市内の小中学校ですとかに対してお知らせもしていきま

すし、当然広報もやっていきますし、あらゆるところでお知らせはしていこうと思っています。その

お知らせ、広報についても、これからみなさんと企画して決めていきたいというふうには考えていま

す。

事務局：ここで、山本委員からこども部会の資料について説明をお願いしたいのですが。通常学級での個別

の指導計画の達成率のところですね。潜在的にどのぐらいつくったほうがいい方がいて、どのぐらい

達成させるかということです。

下田会長：はい。お願いします。
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山本委員：教育研究センター、こども部会の山本と申します。今資料３の、通常の学級の個別の指導計画の

達成率ということですが、ここに今出ている数字ですが、保護者の方と相談しながらという点では、

保護者の方と相談しているものはほぼ全部つくっていると認識しております。

それで、この他に、まなびサポートもいろいろ見て回っていますが、学校でも保護者の方の同意が

とれて作っている個別の指導計画ですが、きっと学校側でこの子をもう少しいろんな手だてで支援を

していったらよくなるのではないかということで、これから保護者とつないでいこうとか、これから

まなびサポートとも連携していこうというケースを入れると、この数より多くなります。

ただ、まだつながっていなかったり、学校が認識していたりするところを、どういうふうにつなげて

いけばいいかというのは、これからのまなびサポートの課題だと思っています。

この調査は、また行っていきますので、今後どのくらい必要か、今どのくらいかというのは、お示

ししていきたいと思います。

下田会長：ありがとうございます。それでは、これで本日の議題はすべて終了となります。このほかに、事

務局、または、委員の皆様からは何か報告事項ございますか。よろしいですか。

それでは、平成 25 年度、26 年度の２年間の任期で開催してまいりました自立支援協議会は、今回

をもちまして任期満了、終了となります。皆様には、これからも浦安市の障がい福祉の充実、発展に

向けて、さまざまな立場で、ご協力、あるいは、力を合わせていくということがあると思いますので、

どうぞよろしく、引き続きお願いいたします。本当に２年間ご協力ありがとうございました。以上で

第６回自立支援協議会を終了いたします。本日はありがとうございました。お疲れ様でございました。



平成 27 年３月６日（金）

午後３時 10 分～

健康センター 第２会議室

浦安市自立支援協議会（平成 26 年度第６回）

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

①相談支援部会（２月 17 日開催 第４回部会）

②本人部会（２月 19 日開催 第３回部会）

③こども部会（２月 24 日開催 第４回部会）

（２）平成 27 年・28 年度の協議会について

＊次期自立支援協議会及び部会の議題と委員の選考等について、ご意見を

伺います。

（３）その他

３．閉会



議題１資料１

1

浦安市地域自立支援競技会 第４回相談支援部会について

（平成２７年２月１７日 午後２時～午後４時）

議題１ 計画相談の進捗状況について

計画相談支援 →７９．３％ （セルフプラン 7名）

障害児相談支援→５６．１％ （セルフプラン 7名）

議題２ 第 3回相談支援実務者会議について

① 計画相談ガイドラインの説明（変更点を中心に説明）

② サポートファイルの配布状況の確認

→２つの相談支援事業所が 3 冊の配布で留まっている。

③ 障がい福祉課から、次の参加者に対して次の質問あり：

問１：「利用者面談はどこで行う事が多いか」

回答：原則、「自宅訪問」であるが、モニタリング等については、利用者の通所先で行う事

が多い。

問２：サービス等利用計画にどのようなインフォーマルな資源を位置付けているか。

回答：地域生活支援事業、医療機関、ボランティア、介護タクシー、教育機関、療育機関、

相談支援機関、公民館活動、ボーイスカウト、配食サービス、習い事など。

④ 次年度の相談支援実務者会議に希望すること

 他の相談支援専門員がどんなことに困っているのか知りたい。

 困りごとに対してヒントをもらえる会議を希望する。

 インテークや計画作成について、みんなで色々と話したい。

 相談支援の在り方を統一したい。

 社会資源の情報交換

 他の相談支援事業所では、どんな計画を作っているのか知りたい。

 それぞれの事業所で、利用者層でも、得意、不得意があると思う。支援の難しさを具

体的に解決できる場が良い。

議題３ 障がい者福祉計画 （策定委員会にて討議済みにて省略）

議題４ セルフプランに対するサポートについて

障がい福祉課よりセルフプランの流れについて説明があり、その後、委員より質問あり。

【セルフプランの流れ】

相談支援専門員が立てるサービス等利用計画と違い、以下の工程が無い

① 相談支援事業所との契約

② 相談支援事業所が利用者宅等を訪問してアセスメント、面接する。
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③ サービス担当者会議

④ モニタリング

（※提出書類として、アセスメント表は必須ではない）

【セルフプランの人たちはどんな人か？】

児童の場合は、保護者が立てている。成人の方では、就労訓練先の支援員さんの協力を得

て自分でサービス等利用計画を立てている、利用者さんが 18 歳から 20 歳の保護者がサー

ビス等利用計画を立てているなど。

【セルフプランの課題】

 セルフプランの方には、市の職員があつく関わりを持った方が良いと思うが、会った

ことが無いお子さんの支援について助言することは難しい。

 担当者会議が出来ているか、出来ていないかは、福祉課としては把握しかねている。

 生活上の困りごとを一緒に考えてくれる相談支援専門員の存在は、心強い物になると

思うが、その一方がで、サービス利用に関して、相談支援専門員が関与することをわ

ずらわしいと感じる人たちもいる。

 保護者がサービス等利用計画を立てることが多いと思うが、親と子の利益相反の可能

性がある。

課題５ 次年度の相談支援部会について（委員から出た意見）

 この部会に、サービス提供事業所が入っていたことは、認識合わせという点で良かっ

た。

 今後、相談支援事業所は、計画相談のモニタリングだけで経営していくことになるが、

それが可能であるか。相談支援専門員がしっかりと業務遂行できる環境づくりが必要

ではないか。

 相談支援実務者会議と相談支援部会の連携の仕組みが必要だろう。まだ、相談支援専

門員は目の前のことでいっぱいの状況だと感じている。相談支援部会から、実務者た

ちへ議論してほしい事柄を伝えるなど、何らかの連携の在り方を検討する必要がある。

 相談支援部会として、実務者が困っていることに対して、サポートを提供する仕組み

を提供することが良いのではないか。

 委員構成の検討も必要。

 相談支援専門員の協力が欲しいこととして、18歳以上の人たちもサポートファイルを活

用しやすくするための改定、事業所説明会を行う予定であり、市と一緒にその企画を検

討してほしい。相談支援専門員さんの面接について、不安に感じたとの声も聴かれてい

る。
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浦安市地域自立支援競技会 第３回本人部会について

（平成２７年２月１９日 午後２時～午後３時）

議題１ 自立支援協議会の活動報告について

【地域生活支援部会について委員から出た意見】

 1 人暮らしを希望しても、とても難しい事で、厳しい事だと実感した。

 ヘルパーさんがいなかったら家では暮らせない。家で自分は暮らしたいのに、ヘル

パーさんがいない状態だったら、どこで暮らせばいいのですか？施設に行くという

ことですか？それは嫌です。生活するのに、医療的なケアが必要なわけだから、

ヘルパーさんが安心して（ケアが）出来る仕組みが必要だと思う。改善策は全部、

実践してほしい。

 自分たちが感じている人材不足は、事業所さんも感じていることと同じだと思った。

 ボランティアさんの活用はどうだろうか。

 長い時間、ケアを提供するのに、入ってくるお金が少ないと言うのは、事業所が増

えないのは当たり前じゃないか。根本的に見直す必要を感じる。

 高齢者の介護の勉強をしてくるヘルパーさんは多いが、障がい者の介護の勉強を加

えてほしい。

 ヘルパーさんは自分の生活にとって命綱であるが、事業所に入ってくるお金がヘル

パーさんのお給料で消えてしまい、事業所が運営するお金が捻出できないことを知

って、びっくりした。

 ヘルパーさんが不足している原因がわかっていて、改善策が見えているならば、予

算のことをもあるだろうが、地域生活支援部会で提案された改善策を浦安市として

は実施する方向なのか？

議題２ 障がい福祉計画について

 障がい福祉計画（リーフレット）は、市のスタンスが現れるので、八王子のようい

成果目標や評価軸が記載されるのが良いのではないか。

 ルビがあること、絵があると読みやすい。色々な人に読んでもらいたい。

 誰を読んでもらいたい対象とするかで変わると思う。さわりとしては良いのではな

いか。

議題３ 次年度からの本人部会について

 障がいがある当事者が本人部会のように話が出来る場があることは良い事。こうい

う場が無いと、市役所と自分たちが思っている事が離れてしまう気がする。

 議題が少し難しかった。

 自立支援協議会はもっと当事者の声を多く聞いてほしい。もっとたくさんの障がい
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がある当事者の声を聴いてほしい。

 自分たちの意見を言うチャンスがあったことは良かったこと。

 自分たちが本人部会で質問した内容が、具体的にどのように協議会で議論されて、

具体的にどう解決されているのか知りたい。

 障がいがある当事者は、本人部会以外の部会に参加することは出来ないのか。

他の部会に、当事者は応募できないのか。他の部会に参加して、自分たちが質問し

たことのフィードバックを聞きたい。

 会議の時間が 1 時間で設定されていたが、短かったと思う。時間ありきではなく、

内容に応じて会議の時間を設定する方が良いのではないか。

 2 年目になって、ようやく、委員同士のやりとりが生まれた。会議が 1時間という

事も影響があったかと思うが、もっと話し合える運営が出来ればよかったと思う。

 本人部会の委員になって 1 年目は、自立支援協議会が何をやっているのかよくわか

らなかった。2年目から、ようやく、協議会の活動が見えてきた。

 地域で活動している民生委員さんを委員に向かえるのはどうか。
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第４回こども部会（2月 24 日開催）の概要

●議題１ インクルーシブ教育システム構築モデル事業の報告

指導課及び、モデル校である明海小学校の校長より、インクルーシブ教育システム構築モデル事

業の今年度の取り組みなどの報告がありました。東小学校・明海小学校・南小学校の３校がモデル

校となっています。

明海小学校からは、「どの子もわかる授業づくり」や「教室環境づくり」など具体的な事例が紹

介されました。今後は、一般化を図り、モデル校だけでなく市全体へ取り組みを広げていきたいと

のことです。

●議題２ 個別の指導計画作成の進捗状況について

教育研究センターより、「特別支援学級在籍児童生徒数及び通級指導教室利用児童数について」

「心身障がい児補助教員及び支援員について」「個別の指導計画及び個別の教育支援計画について」

の３点について説明しました。

・心身障がい児補助教員及び心身障がい児支援員

心身障がい児補助教員 心身障がい児支援員

配置人数 130 名 16 名

・特別支援学級在籍児童生徒数（Ｈ2７.１現在）

小学校特別支援学級 中学校特別支援学級

児童生徒数 95 名 43 名

・通級指導教室利用児童数（Ｈ2７.1 現在）

ことばの教室（２校） LD・ADHD 等（２校）

児童数 35 名 27 名

・個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成数（Ｈ２６．９．１現在）

小学校 中学校

通常の学級 特別支援学級 通常の学級 特別支援学級

個別の指導計画 144 93 28 42

個別の教育支援計画 4 47 25 40

●議題３ 小中学校での取り組みについて

明海小学校校長及び浦安中学校校長より、それぞれの学校における特別支援教育への取り組み等

について報告がありました。

●議題４ 障がい者福祉計画の策定について

障がい者福祉計画について、パブリックコメント版に修正・追記した主な項目について、事務局

より説明を行いました。

●議題５ 平成２７年度こども部会の方向性について

来年度以降のこども部会へ引き継ぎたい議題等について、ご意見をいただきました。

「子ども子育て新制度が始まるので、母子保健・子育て支援と福祉の連携をテーマにしたい」「教

育機関・保健機関との連携が必要なので、テーマとしてとりあげてほしい」というご意見や、「行

政と繋がりのないお母さんの声を拾って議題にあげてほしい」などのご意見が出されました。
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議題２資料

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会部会

１．平成 27 年度開催スケジュール（案）

部会アンケート（３月２０日締め切り）を集計後、４月初旬に団体及び事業所に推薦依頼を

送付、５月初旬までに委員を決定する。

２．議題（案）

（１）自立支援協議会

①目的

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。

②27 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 27 年度の議題

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

個別の事例から見えてくる各事業の問題点の検討

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

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○
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（２）権利擁護部会

①目的

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。

②27 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 27 年度の議題

障がい者の権利擁護に係る事項

差別の解消と合理的配慮の推進（事例を交えて）

年間を通した啓発・広報活動の企画・運営

小中高校生と教職員を中心としたこころのバリア

フリーハンドブックの活用

成年後見制度の普及

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の実績報告

障がい者への虐待を防止するための取り組み

（３）こども部会

①目的

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。

②27 年度の主な課題と議題

主な課題 議題

教育と福祉の連携に関する事項
特別支援教育の取り組み

サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談・支援体制の充実に関する事項

青少年サポート事業

こども発達センターの事業

子どもを取り巻く地域の支援体制
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（４）相談支援部会

①目的

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。

②27 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 27 年度の議題

サービス等利用計画等の質の向上

に関する事項

アセスメント・モニタリングのあり方（共有・検

証）

サポートファイルの活用

相談支援専門員の資質の向上（研修・連携等）

相談支援事業の充実に関する事項

相談支援事業者の拡充と連携

相談実務者会議等との役割分担と実務者への支援

（５）地域生活支援部会

①目的

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。

②27 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 27 年度の議題

障がい者の住まい・地域定着に関す

る事項
地域生活支援拠点の整備

障がい者の地域でのくらし全般に

関する事項

支援の人材の確保（特に早朝、夜間、休日等の時間

帯、医療的ケアや行動援護、重度訪問介護等の分野

で不足）

障がい者の就労に関する事項 就労支援センターの実績の報告



4

（６）本人部会

①目的

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。

②27 年度の主な課題と議題

主な課題 平成 27 年度の議題

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

自立支援協議会及び各部会の活動への提案

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

＊委員の意思を確認した上で、地域生活支援部会等に参加する。
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（参考資料） 協議会及び部会の委員や運営について

市民の方から、協議会及び部会について障がい事業課宛に次のような意見が出ておりますので、

報告します。

（１）委員について

○長い期間、同じ人が委員になっている。意見の偏りがなくなり、様々な意見が出るために

は、委員を２年おきに変更したほうが良いと思う。

○１７歳までのこどもを持つ親にこども部会に出席してほしい。

○当事者団体として活動しているが、自立支援協議会の委員に誘われたことがない。一部の

団体だけに声をかけているのか。

○一つの部会に同一の法人から複数の委員が出ている。一人でいいのではないか。

○団体に所属していない当事者の家族は参加できないのか。

○部会だけではなく、協議会にも当事者が委員として参加すべきではないのか。

○委員は、個人えはなく団体の代表として意見を言ってもらいたい。

（２）運営等

○傍聴の人数を増やしてほしい。
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議題３資料

１．共同販売・共同受注の仕組み（案）

（１）経緯

市では、障がい者の自立及び就労の促進、賃金向上のための取り組みの一つとして、

「浦安市障がい者福祉計画」で公共施設の食堂等を障がい者の就労支援の場とするこ

ととしています。

また、「浦安市障がい者就労施設等からの物品等調達方針」では、販売のためのスペ

ースを確保することを掲げています。

自立支援協議会及び就労支援ネットワーク会議において、賃金向上のために共同受

注・販売のしくみを推進していることから、共同受注・販売するための共同体として

「浦安福祉事業体」を設立し、新庁舎の食堂及び売店の運営などの共同受注・共同販

売をおこないます。

（２）浦安福祉事業体の構成

※ＮＰＯ法人なゆたは、４月から社会福祉法人なゆた

浦安福祉事業体
（窓口:障がい事がい課）

ＮＰＯ法人あいらんど

社会福祉法人敬心福祉会

社会福祉法人サンワーク

ＮＰＯ法人タオ

社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも

ＮＰＯ法人フレンズ

ＮＰＯ法人なゆた

新庁舎食堂・売店部
（担当課：庁舎建設課、財政課）

Ｈ28年５月以降事業開始予定

ＮＰＯ法人フレンズ【リーダー】

ＮＰＯ法人あいらんど

社会福祉法人敬心福祉会

社会福祉法人サンワーク

ＮＰＯ法人タオ

社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも

ＮＰＯ法人なゆた

小型家電リサイクル部
（担当課：ごみゼロ課）

Ｈ27年７月以降事業開始予定

ＮＰＯ法人なゆた【リーダー】

社会福祉法敬心福祉会

社会福祉法人サンワーク

ＮＰＯ法人タオ

社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも

ＮＰＯ法人フレンズ

Ｓ－ＦＲＯＮＴ部
（担当課：商工観光課・コンベンション協会）

Ｈ27年４月以降事業開始予定

ＮＰＯ法人タオ【リーダー】

ＮＰＯ法人あいらんど

社会福祉法人敬心福祉会

社会福祉法人パーソナルアシスタンスとも

ＮＰＯ法人フレンズ

ＮＰＯ法人なゆた
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２．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」が「浦安市障がい者差別解消支援地域協議会」

を兼務し、同協議会を中心に、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、協議しました。

平成２７年度もモデル事業を継続し、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

基本方針（案）」で示された「障害者差別解消支援地域協議会」の機能や、差別や合理

的配慮に対する相談の窓口や相談や支援の体制、県と市との役割分担や連携について

協議します。

３．福祉施設・事業者説明会

日時 ３月１８日（水）１４：００～１５：３０

内容 （１）消防法施行令一部改正に伴う消防用設備等の設置義務

対象：高齢者・障がい者施設

（２）平成 27 年度からの報酬改定及び福祉サービス利用に係る留意事項等

（３）平成 27 年度新規事業について

喀痰吸引等研修事業補助金

知的障がい者緊急時支援事業補助金

（４）補助事業（継続分）について

福祉避難所支援事業補助金

計画相談推進事業補助金

グループホーム整備事業補助金

グループホーム運営費補助金

地域生活体験事業補助金

重度障がい者等支援事業所運営費補助金

重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金

（５）障がい者虐待防止の取組みについて

（６）その他

＊（２）～（６）は、障がい福祉サービス事業所対象

４．事業所説明会

日時 ６月１６日（火）

会場 Ｗａｖｅ１０１の大ホール及びギャラリー

対象 障がい者及び家族、支援機関

内容 事業所による事業説明会

事業所毎のブースで個別説明

＊現在、市内の福祉サービス事業者に参加の有無等についてアンケートを実施。


