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第 1回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

１．開催日時 平成 25年5月30日（木）14：00～16：00

２．開催場所 文化会館第１会議室

３．出席者

西田俊光委員（リーダー）、内村好夫委員（サブリーダー）、小川礼子委員、荒井敏子委員、浜田順子委員、

神谷澄子委員、相馬茂委員、川口英樹委員、佐藤尚美委員、西田良枝委員、谷岡智恵委員、

古田隆司委員代理田中氏、竹谷弘美委員、吉田浩滋委員、立花淳一委員、上田亜紀委員、

森嶋宏治委員、井手上用子委員、西川うみ委員、新宅秀樹委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）平成25年度地域生活支援部会について

（２）平成24年度事業者支援・制度プロジクトの活動報告

（３）平成24年度就労支援プロジクトの活動報告

（４）平成24年度就労支援センターの実績報告

（５）課題についての事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

５．資料

（１）議題１資料 浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

（２）議題２資料 平成 24年度事業者支援・制度プロジクト活動報告

（３）議題３資料 平成 24年度就労支援プロジクト活動報告

（４）議題３資料２ 共同受注販売センター（案）

（４）議題４資料 平成 24年度就労支援センター実績報告

６．議事

事務局： 定刻になりましたので始めさせていただきます。

協議会を開催する前に、この会議の進め方について、確認させていただきたい事項がございます。

自立支援協議会と部会は公開いたします。議事録もホームページで公開いたします。議事録には発

言者の氏名を掲載いたしますので、あらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。特に、個

人情報に係る発言等につきましては、十分なご配慮をお願いしたいと思っております。

なお、後ほどお配りします、議題５の個人情報の資料については、本日回収させていただきます

ので、あらかじめご了承いただきたいと思います。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。当部会におきましては、視覚に障がいがあ

る方が委員として参加されております。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、挙手をいた

だいて、リーダーの「誰々委員お願いします」という発言のあとに、団体名、氏名を、述べていた

だいて、その後、発言をお願いしたいと思っております。

自立支援協議会の設置要綱の第６条第２項にあるように、この部会は、市長の指名をする方をも

って構成しています。本部会のリーダーは、就労支援センターの西田委員。サブリーダーは、NPO
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法人フレンズの内村委員にお願いしております。

本日、ジャパンケア浦安訪問介護の古田委員の代理で田中様がご出席されております。障がい者福

祉センターの藤崎委員と、ダイムケアの小川委員が欠席となっておりますのでよろしくお願いいた

します。

続きまして、委員の紹介に移りたいと思います。おそれいりますが、それぞれ自己紹介でお願い

します。まず始めに、リーダーの西田委員からお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：西田と申します。よろしくお願いします。浦安市の障がい者就労支援センターでセンター長

をしております。２年間、委員を頑張りますので、皆さん、一つお力を貸していただきたく、よろ

しくお願いいたします。

内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ： NPO 法人フレンズの内村と申します。今回、サブリーダーのご指名をいただきました。

西田リーダーを補佐して、私ができる範囲は一生懸命やりたいと思っていますので、今後ともよろ

しくお願いします

小川委員：こんにちは。NPO 法人あいらんどの小川礼子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

荒井委員：本年度、いちょうの会の会長を引き受けさせていただきました荒井と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。

神谷委員：浦安市自閉症協会の神谷です。よろしくお願いします。

相馬委員：浦安市の身体障がい者福祉会の会長の相馬茂と申します。よろしくお願いします。

川口委員：浦安手をつなぐ親の会の会長の川口英樹です。どうぞよろしくお願いいたします。

西田（良）委員：基幹相談支援センターの所長をしております西田です。委員としても参加しますし、事

務局を障がい事業課さんと一緒に担わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

谷岡委員：ケアラビット浦安センターのセンター長をしております谷岡と申します。よろしくお願いいた

します。

田中氏： ジャパンケア浦安の管理者の古田が出席する予定だったんですが、伺えなくなりましたので、

代理で伺いました田中といいます。よろしくお願いいたします。

竹谷委員：浦安市障がい者等一時ケアセンターのセンター長をしております竹谷と申します。よろしくお

願いいたします。

吉田委員：身体障がい者福祉センターのセンター長の吉田でございます。よろしくお願いいたします。

上田委員：千葉発達障がい児・者親の会コスモの上田と申します。よろしくお願いします。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。よろしくお願いします。

井出上委員：NPO 法人なゆた代表の井出上と申します。よろしくおねがいいたします。

西川委員：自立訓練事業のリアンの西川と申します。お願いします。

立花委員：NPO 法人たちばなリハビリサービスの立花です。よろしくお願いします。

浜田委員：浦安市視覚障がい者トパーズの副会長の浜田と申します。初めてですので、皆さんのいろいろ

なご意見を聞いて、勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。

佐藤委員：介護事業所エメラルドサポートの佐藤尚美と申します。よろしくお願いいたします。

新宅委員：市役所健康福祉部長の新宅と申します。実り多い議論をしていただいて、市の政策にまで持っ

ていければと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。いつも大変お世話になっております。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

事務局： ありがとうございました。それでは今後の進行につきましては、西田リーダーにお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。
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西田ﾘｰﾀﾞｰ：改めまして、皆さんこんにちは。大変ご多忙中の中、ご出席賜りまして誠にありがとうござ

います。

この部会は、課題も多く的も絞りづらく、重たい課題の議論になる場になりそうではあります

が、力を合わせて、いい案をいっぱい考え、提案し、実現したいと思っておりますので、ぜひと

も積極的なご意見を頂戴したいと思います。

それでは、自立支援協議会平成 25 年度第１回目の地域生活支援部会を開催いたします。

今日は、たくさんの議題がありますので、途中で質問、質疑等々の時間も作りますけれども、なる

べく多くの方にご発言いただけるよう進行してき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、議題に入っていきます。議題１の浦安市自立支援協議会および部会の組織と運用につ

いて、事務局からお願いいたします。

事務局： 障がい事業課の宇田川です。昨年度までの自立支援協議会は、部会の名称等も違っておりま

した。法改正、制度改正によってリニューアルしたような形で、組織変更の見直しをおこなっ

てまいりました。

自立支援協議会がございまして、その下に専門部会ということで、５つの部会を設置したとこ

ろです。自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成しております。権利擁護部会、こ

ども部会、相談支援部会、この地域生活支援部会、そして本人部会という５つの部会を置いてお

ります。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、それぞれの部会との連携を密にするために、

また、部会のリーダー、サブリーダーは、自立支援協議会委員が務めるという形式を取らせてい

ただいております。

地域生活支援部会は、「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

て協議を行うとともに、障がい福祉サービス事業の充実を図る」ということが、目的になってお

ります。

主な課題については、後ほど触れさせていただきますが、昨年度中に協議会の委員の皆様から

ご意見を伺って、それぞれの部会の目的と課題を整理してきたところです。

この５つの部会のほかに、合同部会を設けております。昨年度も、相談事業等の報告を全体会

で年に２回ほどおこなってきましたが、それにかわるものとして合同部会を今年度から設置して、

年２回行う予定でございます。

開催回数ですが、自立支援協議会自体は年６回を予定しております。また、各部会は、年４回

程度を予定しております。

続きまして、報酬等ですが、協議会は、浦安市の非常勤特別職の基準によって、１回あたり会

長が 9,500円、委員が 9,000円となっております。部会については１回あたり報償として 5,000

円という形になってございます。ただし、指定管理者、あるいは委託事業者、社会福祉法人に、

所属する委員は、報酬等はありません。また、合同部会、あるいは部会等で任意に開催する作業

部会等につきましても報酬等は、ございません。

続いて会議と議事録の公開です。協議会と部会につきましては、議事録は原則公開といたして

おります。また議事録には委員の氏名を掲載いたします。ただ、個人情報等に関する事項を審議

するときには、会議の全部、または一部を公開しないということにしております。本人部会につ

きましては、委員自身の障がいや経験などの意見が中心となるために非公開とさせていただきま

す。
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事務局は、障がい事業課と基幹相談支援センターが役割を担っております。

平成 25年度の地域生活支援部会の議題は、昨年度から委員の皆様にいろいろご意見を伺ってき

ましたが、地域生活支援部会は、「個別事例から見てくる課題の整理とその協議」が中心になって

いくと考えております。たとえばグループホームやケアホームなどの居住生活の場の確保、整備、

あるいは重度障がい者・児に対してのサービスを利用できる仕組みづくりなど人材不足の面の課題、

こういったものをあげておりますが、それぞれの個別の事例から見えてくる地域課題がいったいど

のようなものであるのか、皆さんからいろいろ意見をいただきながら協議して、部会を進めていけ

ればと考えております。

続いて日程ですが、今日はこちらにある（資料に掲載）５つの議題、第２回目は、事例検討を通

しての地域課題の発掘、行政としてあるいは事業所としての課題はなんなのか、そういったところ

を整理していくことが中心となるかと考えております。

スケジュールについては、５月、８月、10月、そして１月の年４回を予定しております。組織、

運用については以上になります。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。これにつきまして何か質問がございますか。はい、上田さん。

上田委員：初めてここにお邪魔しているので、ルールがよくわからなくてごめんなさい。議題にあげられた

ものを選んだのは誰で、どんな基準で選んだのかを教えてください。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：事務局からよろしいですか。

事務局： これからは、個別事例を通して検討させていただきたいと考えておりますけれど、法改正、制度

の改正等もあり、また、浦安市の現状、これからの課題ということに対して昨年度から地域自立支

援協議会で意見を伺いながら整理して、議題ということで取りまとめたものになっております。

上田委員：つまり、去年からの引き続きということですよね。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。

事務局： 昨年、委員の皆様から意見を伺って整理したものが、こちらの 25年度の議題にあげたものとい

うことになります。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、よろしいですか。そのほかご質問等ございますか。

では、議題２に入ってまいります。各昨年度の活動報告でございますね。２番と３番（事業者支

援・制度プロジェクトと就労支援プロジェクト）を一緒にやってもらってよろしいですか。では、

事務局、お願いします。

事務局： 続きまして、議題２資料と議題３資料をご覧いただきたいと思います。

まず平成 24年度、事業者支援・制度プロジクト会の活動報告をさせていただきたいと思います。

業者支援・制度プロジクト会につきましては、昨年、全部で５回開催しております。その中心は、

本市の今後の相談支援体制のあり方についての議論が中心となりました。平成 25年４月１日の基

幹相談支援センターの開設に向けて意見交換をおこない、基幹相談支援センターの公募をおこなっ

たところであります。

25 年の４月１日から、地域の相談支援機関の中核的な役割を担う機関としての基幹相談支援セ

ンターを設置するに至りました。

これからは、この事業者支援・制度プロジクト会の一部は、地域生活支援部会に取り込まれてく

ると考えております。

続きまして就労支援プロジクト会です。この就労支援プロジクト会は、３回開催し、そのほかに

部会を１回開催しております。

就労支援センターの実績活動報告のほか、重度の障がい者の就労、訓練体験について、共同受注
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窓口、共同販売センターについての議論が、中心になったところです。

今申し上げた共同受注販売センターの案ということで、あとで西田リーダーからも補足があるか

と思いますが、発注者に対する共通の窓口を設置しようという議論がありました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。何かご質問などあれば、挙手をして意見を述べてください。

はい。上田さんお願いいたします。

上田委員：すいません、初心者なもので、たぶん基本的な課題だと思うんですけど、教えてください。

結局、私は去年はこういう部会に入っていなかったので、全体会しかなかったんですけど。基幹

相談さんに応募された事業所はいくつあったんでしょうか。

事務局： 昨年度、公募という形をとりまして、応募してきた事業者は１事業者という結果でした。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。あとはよろしいですか。

上田委員：千葉発達障がい児・者親の会コスモの上田と申します。初心者ですいません。どんなものでも、

大きなものを注文するときに、１社しか応募していないのは、たとえば車を買うとか家を何か直す

とかいうときにあり得ないことだと思うんですけれども。それを１社でそのまま落としたという。

皆さんは、それを合意しておられたんだろうか。一般的にいうと、大変不思議なことに思われま

すが、どうなんでしょうか。

事務局： 先ほども申し上げさせていただきましたけれども、公募という形を取らせていただきました。期

間を設けまして。それで結果的に、応募事業者が１事業者でございました。そのあと、選定委員会

ということで審査会を開かいて、そちらのほうで、事業者のほうからプレゼンをしていただきまし

て、最終的に、事業者を選定したという経緯がございます。

上田委員：千葉発達障がい児・者親の会コスモの上田です。なんていうのかな、１社しか応募してなくても

去年の議論なんかを、全体会でされていた議論というか、疑問なんかをつらつら思い出すと、実際

には、ともさんしか受けられないような条件に設定しているのではないか、常勤の職員の数とか。

それから応募できる期間。あの「もう少し待ってくれ」と言われたけど、「待たない」という市役

所が言ってることとか、話を実際に聞いていたので、私はいいんですけど、皆さんそれで納得され

ているのかな。

それから、市民の人にこの議論を公開するんだと思うんですけど。通るのかなっていうのが、す

ごく疑問です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ちょっと待ってくださいね。一応進行役としてひと言、言わせていただきたいんですけど。今

の議論はちょっとこの場では。

業者さんを選ぶ選ばないみたいな話の場ではなくて、もしそれがご自分の中で対峙したかったら、

申し訳ないんですけど。行政にしっかり聞いていただいて、対峙されたほうが。

ここで１社か、５社か、８社か、入札かのようなことは、ちょっとこの場では議論としてはふさ

わしくないので、判断させてください。

上田委員：はい。わかりました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ですので、よろしいですか。では、活動報告についての質疑があれば。

では、議題４にいきます。この就労支援センターの活動報告は、司会しながら私が言うのもなん

ですが、私が今やってるところでございますので、よろしければ私から説明させていただきたいと

思います。

就労支援センターは、行政から委託をタオという法人が受けております。一つは相談、就労相談。

２番目は生活技能訓練。３番目、ジョブコーチ。４番目、職場実習。５番目、活動支援、職場開拓、

定着支援、離職者支援、情報提供からネットワークをしなさいという、10 個の事業を受けており
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ます。

年間通しての件数を、資料に記載してあります。一応数字の報告をさせていただきます。１番の

就労相談、290件。生活技能訓練、作業の部、7830件。パソコンが 810件。ジョブコーチ支援、

この就労支援センターに千葉県でも数少ない第１号ジョブコーチの資格を持ってる人間がいます

が、そういった者の支援が 662件。職場実習が 35件。それから、就職活動支援、845件、職場開

拓、５件。

この職場開拓の５件。少なく見えますが、原則、この就労支援センターは、本人が「ここで働い

てみたい」という声を中心といたしまして。そこから、実際に企業訪問、していって、「一般就労

があっても障がい者の就労をしてくれませんか」と口説いていくわけでありますけども、ここでい

う５件というのは、単純にそういったことじゃなくて、行って「ぜひ職場実習させてください」と

か、「一人雇ってください」とか、話をしに行ったケースが、５件でございます。後ほど言います

けども、一般就労は 21 件してますので、全部で 44 社ほどおつき合いの会社がございますが、今

年度でそういった活動をしたのが、５件でございます。

それから、定着支援。延べで 79人の方が一般就労しました。平成 20年から活動いたしまして、

79人就職しました。その定着支援が、全部で 682件。あと、もちろん辞める方もいらっしゃいま

す。辞めたあとの支援を 74件。情報提供を 694件。ネットワーク、さまざまなとことケース会議

等々を行いまして、支援したのが 230件。全体で 12,157件であります。業務件数については、そ

こに書いてある数字をご参照いただきたい。全部で 2,855件でございます。来所が 1,365件。電話

は 1,055 件。訪問が 434件。合計 2,855件でございます。

登録者数は、21年度 31名、知的 16名、身体５名、精神 10名であります。で、平成 20年から

の活動での全部の登録数、234名であります。

ちなみに市川市は、浦安市の人口の３倍くらいいますが。そこの登録数が 296件でございます。

浦安市は比較的、人口割合でいくと登録数が多いというふうにいるかと思います。

年代別登録数。10代が全体の約２割。20代が全体の 27パーセント。30代が 23パーセント。

40代が 15パーセント、50代が 11パーセント。60代以上は３パーセントという割合になってお

ります。

性別では、男性が 148人で 63パーセント。女性が 86人で、約 37パーセント。障がい種別では、

重複もありますけども知的の方が、46パーセント、身体の方が 26パーセント、精神の方が 27パ

ーセントという比率になっております。

次に、新規の就職者、離職者ですが、24年度は就職者が 21名。市川市は 24年度は 27名と聞

いております。離職者が５名。累計では、トータルで 79人の方が一般就労して、21人の方が辞め

ているということになっております。

障がい者の説明会を毎週金曜日行いまして、延べで 48人の方が相談に来ております。

職員の数は、平成 20年から変わっておりません。ワークステーションという大きな建物に行き

ましたので、これを管理する事務的な仕事が増えたため、事務職が増えておりますけども。管理職、

相談員、ジョブコーチ等は、平成 20年から何も変わらず活動をしております。

以上が、就労支援センターの説明でございます。何かご質問があれば。西川さん、どうぞ。

西川委員：生活訓練事業所の西川と申します。２点お聞きしたいんですけれど。まず、件数なんですが。実

数なのか、延べ数なのかというところと、あと、おそらく就労支援センターさん以外の就労系の事

業所ですとか、やっている方もいらっしゃると思うんですが。純粋に就労支援センターだけを利用

されている方はどれぐらいいらっしゃるのか。
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西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。件数は述べです。この件数は、就労支援センターだけの数です。例えばあいらんどさん、

フレンズさん、リアンさんを使っていても、カウントには入っていません。就労支援センターに来

て、就労支援センターが携わった件数だけです。

西川委員：そうではなく、併用している方たちも入っていると思うんですよ。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：就労支援センターは登録制なんですね。で、登録した人間の数ですので、例えば、あいらんど

さんの人でうちを登録しているという人はいますけど、今、ここで数字は持ってませんけど。

でも、リアンさんを、例えば何かの制度で使っていて、午前中は就労支援センターで、午後から

リアンさんという場合あるじゃないですか。それは、就労支援センターに登録してる方の数と思っ

てください。

西川委員：わかりました。ありがとうございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：あとはいかがですか。はい、佐藤さん、お願いいたします。

佐藤委員：エメラルドサポートの佐藤尚美と申します。

離職者の方の原因は、なんでしょうか。やはり来れないとかですか。通勤が大変？

西田ﾘｰﾀﾞｰ：まず昨年度、全体の５人のうちのですね、３名は会社の倒産です。あとの２人はですね、まあ、

まあ、俗に言う、合う合わないとか、仕事が覚られないとかですね。覚られないっていうのは１名

かな。あとは２年くらい働いて、やっぱりほかに行きたいという転職。

何か気になるような事案としては特になかったです。たとえばいじめにあったとか、賃金を払っ

てくれないとかですね。そういうような気になることはなくて、３名は倒産による離職、１名の方

は、まあ、ちょっと合わないということですね。

佐藤委員：ちなみに倒産した場合ですね、きちんと賃金は払っていただけているんでしょうか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それはもう必ず。就労支援センターの相談員が行きまして、退職手続きもこの５人全部

うちの相談員が行きまして、確認して退職しています。

そのあと、また新しく仕事に行くときには、保険関係も必要ですから、そうすることもさせてい

ただいております。

佐藤委員：その３名の方は、現在は就労してらっしゃいますか。それとも、また新たな支援をおこなってい

らっしゃいますか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。今、その３名はまた就労支援センターで訓練に戻って、一般就労に向けて活動している

最中でございます。

佐藤委員：以上です。どうもありがとうございました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ご質問等ございますか。

それでは、次の議題に入ってまいります。ちょっと時間を使いたい議論ですので、先に進みたい

と思います。

＊以降は、個人情報に係る議題のため、非公開。



平成 25年５月 30日（木）

午後２時～

文化会館 第１会議室

浦安市自立支援協議会第 1回地域生活支援部会

１．開会

２．議題

（１）平成 25年度地域生活支援部会について

（２）平成 24年度事業者支援・制度プロジェクトの活動報告

（３）平成 24年度就労支援プロジェクトの活動報告

（４）平成 24年度就労支援センターの実績報告

（５）課題についての事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

３．閉会
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議題１資料

浦安市自立支援協議会及び部会の組織と運用について

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

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

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

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．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

４．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、指定管理者・委託事業者・社会福祉法人に所属する委員は報酬等なし

合同部会及び部会で任意に開催する作業部会 報酬等なし

介助者及び意見徴収のために参加する者 報酬等なし

５．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し、議事録には委員の氏名を掲載する。

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。

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。

６．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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７．平成 25年度の地域生活支援部会の議題

主な課題 平成 25年度の議題

障がい者の就労に関する事項
共同販売、共同受注の仕組みの確立

就労支援センターの実績の報告

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

自立支援（宿泊型）の整備、賃貸住宅への入居支援（家賃

補助等）

グループホームやケアホームなどの居住、生活の場の確

保・整備

障がい者の地域でのくらし全般に関す

る事項

重度障がい児・者がサービスを利用できる仕組みづくり

人材不足と処遇の改善（深夜、早朝の時間帯及び重度障が

い者を 24時間支えるヘルパー、行動援護従事者、医療的

ケア従事者の不足）

８．平成 25年度開催スケジュール

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） ○ ○

日程 議題

第 1回

５月 30日

・平成 25年度地域生活支援部会について

・平成 24年度事業者支援・制度プロジェクトの活動報告

・平成 24年度就労支援プロジェクトの活動報告

・平成 24年度就労支援センターの実績報告

・課題についての事例検討

第２回

８月
・課題についての事例検討

第３回

10月
・課題についての事例検討

第４回

１月

・課題についての事例検討

・平成 26年度地域生活支援部会の議題について



1

議題２資料 平成 24年度事業者支援・制度プロジェクト活動報告

１．活動報告

全５回開催し、地域の課題として基幹相談支援センターの業務内容等について意見の交換を行

った。

開催日 主な議題

第１回

４月 26日

（１）平成 24年度の取り組み内容、スケジュール

（２）基幹相談支援センター業務内容の検討

第２回

５月 24日
（１）基幹相談支援センター業務内容等の検討

第３回

６月 28日
（１）平成 25年度本市の相談支援体制（案）について

第４回

11月 15日

（１）基幹相談支援センター運営事業者について

（２）基幹相談支援センターとの連携について

（３）平成 25年度からの自立支援協議会について

第５回

平成 25年２月７日

（１）平成 25年度からの法改正について

（２）平成 25年度からの自立支援協議会について

議題３資料 平成 24年度就労支援プロジェクト活動報告

プロジェクト会を３回、部会を１回開催し、就労支援センターの活動及び重度障がい者就労訓練

体験の報告と「共同受注窓口及び共同販売センター」について協議を行った。

開催日 主な議題

第１回

７月 26日

（１）就労支援センターの平成 23年度実績報告

（２）重度障がい者就労訓練体験について

（３）共同受注窓口及び共同販売センターについて

第２回

10月 22日

（１）部会活動報告

（２）共同受注窓口及び共同販売センターについて

（３）平成 25年度からの自立支援協議会について

第３回

平成 25年１月 22日
（１）共同受注販売センターについて

共同受注・販売部会

10月 10日
（１）共同受注窓口及び共同販売センターについて



議題３資料（２） 共同受注販売センター（案）

企業・行政

共同受注販売センター

新規見込み客訪問

情報提供

企画提案・作業試行

サービス提供・納品

請求

問い合わせ

仕事の発注

製品等の注文

支払い

事務局

登録事業所

事業内容

・発注者との交渉及び受注した仕事のとりまとめ、調整、分配

・サービス内容、製品情報のとりまとめと広報活動

・登録団体製品の販売 等

情報提供

仕事の分配

製品の注文

支払い

スタッフ派遣

情報提供

施設外就労

製品・商品納品

請求

事務局スタッフ

（登録事業所から必要に応じて派遣）
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議題４資料 平成２４年度就労支援センター実績報告

１．業務内容

業 務 項 目 件数

1．就労相談 ２９０

2．生活技能訓練
作業 ７，８３０

ＰＣ ８１０

3．ジョブコーチ支援 ６６２

4．職場実習 ３５

5．就職活動支援 ８４５

6．職場開拓 ５

7．職場定着支援 ６８２

8．離職者支援 ７４

9．情報提供 ６９４

10．就労支援ネットワーク ２３０

合 計 １２，１５７

＊電話相談等を含む

２．業務件数 （生活技能訓練及びジョブコーチを除く）

内 訳 来所 電話 訪問 合計

件 数 １，３６６ １，０５５ ４３４ ２，８５５



2

３．登録者数 ＊重複あり

年度 合計 知的 身体 精神 手帳なし

２４年度合計 ３１ １６ ５ １０ ０

累 計（平成２０年４月以降） ２３４ １０２ ５９ ６０ ２０

（手帳なしは申請中、検討中を含む）

年代別登録者数

年代 人数 ％

１０代 ４６ １９．６６

２０代 ６４ ２７．３５

３０代 ５４ ２３．０８

４０代 ３６ １５．３８

５０代 ２６ １１．１１

６０代 ８ ３．４２

計 ２３４

性別登録者数

性別 人数 ％

男性 １４８ ６３．２５

女性 ８６ ３６．７５

計 ２３４

障がい別登録者数 ＊重複あり。手帳なしの方を除く。

障がい種別 人数 ％

知的 １００ ４５．８７

身体 ５７ ２６．１５

精神 ６０ ２７．５２

他 １ ０．４６

計 ２１８
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４．新規就職者、離職者 ＊重複あり

合計 知的 身体 精神 手帳なし

２４年度合計
就職者 ２１ １２ ４ ５ ０

離職者 ５ １ １ ３ ０

累計

（平成20年4月以降）

就職者 ７９ ５７ １５ １３ ０

離職者 ２１ １３ ３ ５ ０

５．障がい者就職相談会

毎週金曜日 午後１時３０分～１６時３０分

会場 ＷＡＶＥ１０１

平成２４年度累計 ４８人

６．職員数 （Ｈ２５年３月末現在）

内訳 常勤職員 非常勤職員 合計

管理者（サービス管理責任者） １ ０ １

相談員 ２ ０ ２

職業指導員（第 1号ＪＯＢコーチ資格者 1名） ２ ２ ４

事務 ２ ０ ２

合 計 ７ ２ ９


