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第 1回浦安市自立支援協議会相談支援部会 議事録

１．開催日時 平成 25年 6月 26 日（水）14：00～16：00

２．開催場所 文化会館 中会議室

３．出席者

白川洋子委員（リーダー）、坂本大樹委員（サブリーダー）

岡部晴夫委員、横山奈緒美委員、中村佐太治委員、谷岡智恵委員、小川圭子委員、三浦圭一郎委員

肥田淳委員、西田俊光委員、 三上奈々委員、田中知華委員、朝比奈ミカ委員、西田良枝委員

森林友佳子委員代理斉川晃代氏、入江史穂委員、小瀧修委員、橋野まり子委員

４．議題

（1）平成２５年度相談支援部会について

（2）平成２４年度事業所支援・制度プロジェクトの活動報告

（3）サービス等利用計画について

（4）サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

（個人情報を取り扱うため非公開）

５．資料

（1）議題１、２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） 浦安市自立支援協議会設置要綱

(3) 議題３資料 浦安市基幹相談支援センター概要

(4) 基幹相談支援センターの役割のイメージ

「サービス利用計画の実態と今後のあり方に関する研究」報告書

６．議事

事務局：皆さま、こんにちは。ただ今より浦安市自立支援協議会第１回相談支援部会を開催いたします。本

日は、お忙しい中、ご出席を頂きまして、誠にありがとうございます。

協議会を開催する前に、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、会議を公開し、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、氏名を記述いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いしたいと思います。特に個人情

報に関わ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います。

なお、議題４サービス等利用計画の評価のポイントについては、個人情報を取り扱うため非公開

とし、議事録には掲載いたしません。また、傍聴の方はまだいらっしゃいませんが、傍聴の方はご

退出をお願いします。

また、会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、まず挙手をいただいて、リーダーが、「○

○委員、お願いします」と団体名と、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いま

す。

それでは、今回初めて会議の開催ですので、まずは、本部会のリーダー、サブリーダーについて
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報告いたします。リーダーは、介護給付費等の支給に関する審査会の白川委員、サブリーダーは、ソ

ーシャルサポートセンターの坂本大樹委員にお願いしております。

続きまして、委員の紹介に移りたいと思います。委員の皆様、恐れいりますが自己紹介でお願いし

たいと思います。では、白川リーダーからよろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今回、この部会のリーダーを仰せつかりまして、非常に重責を感じておりますけれども、皆さん

と一緒にこの部会を、実りあるものにしたいと思っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いい

たします。白川です。坂本副リーダーのほうから順次お願いいたします。

坂本副ﾘｰﾀﾞｰ：今回サブリーダーを仰せつかりました、ソーシャルサポートセンターの坂本です。よろしくお

願いいたします。相談のほうは、数年前からさせていただいておりましたが、実際にケースとして動

き出しているのは、本当に、今年に入ってからだといってもおかしくないぐらい、まだまだケース数

は数少ない現状があります。私もこの部会のほうで一緒に勉強させていただければと思っております

ので、皆さんと、よい部会にできればと思っております。よろしくお願いいたします。

事務局： では、岡部委員よろしくお願いします。

岡部委員：視覚障害者の会トパーズクラブからまいりました岡部でございます。よろしくお願い申し上げます。

横山委員：NPO 法人タオの横山です。よろしくお願いいたします。相談事業は本当に初めてで、初心者です

ので、一つでも多くのことを吸収させていただいて、これからの就労につなげていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

中村委員：エメラルドサポートの相談支援専門員をやっております中村と申します。10 月から相談支援事業

を始めまして、まだまだ、分からない点とか、解決する点が多くあります。皆様方の広い識見を聞き

まして、もう一歩前進をしたいと思います。よろしくお願いします。

谷岡委員：ケアラビット浦安センターの谷岡と申します。今日はこの場っていうか、こういう会議の中で、い

ろいろと支援をしていく中でどのような、立場に、立ち位置に立って、ケア、あるいは援助、支援を

していくことが大事かということを学ばさせていただきたいと思っております。どうかよろしくお願

いいたします。

小川委員：ダイムケアの小川と申します。去年から、このことについてずっと話し合いをしてきている、プロ

ジェクト会に参加させていただいておりました。今年からどういう形で動くのかについていろいろ話

を聞きたいと思ってまいりました。よろしくお願いいたします。

三浦委員：地域活動支援センター「とも」の三浦と申します。よろしくお願いします。

肥田委員：障がい者福祉センターの肥田と申します。施設長と書かれているんですけども、障害継続支援事業

のほうの施設長をやっておりまして、うちは昨年度から相談支援事業を始めておりまして、一相談員

としてやらせていただいております。すでに、いくつか、いろいろ問題が、難しいな、って思うよう

なところがたくさん出てきておりますので、こういった、会を通じて、円滑に相談事業が、進んでい

けるかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

西田（俊）委員：障がい者就労支援センターの西田と申します。よろしくお願いいたします。

三上委員：あさりケアサービスの三上と申します。よろしくお願いいたします。介護保険制度については、少々

の知識はあるんですけれども、障がい福祉の制度については、まだまだ未熟なので、この機会で、お

勉強させていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。

田中委員：弁護士の田中知華と申します。今年度からの参加となります。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西田と申します。いつもお世話になっております。私たちは、あと

で説明させていただきますが、４月からこの基幹相談支援センターの事業を行うことになりました。

合わせて、この自立支援協議会の事務局機能を一緒に担わせていただきます。平成 19 年にこの自立
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支援協議会ができてから、前進は総合相談支援センターという形で事務局を担ってきました。一委員

としても、それから、事務局としても、この地域の課題、一緒に取り組んでいきたいと思いますので、

いろんなご意見を頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

朝比奈委員：千葉県から委託を受けまして、障がいの有無を問わない総合相談事業として活動しております、

中核地域生活支援センター「がじゅまる」の朝比奈と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

森林委員代理斉川氏：

浦安市猫実地域包括支援センターの斉川と申します。本来森林という保健師がこの部会の担当をさ

せていただいておりますが、今日は出張で出席ができませんので、代わりに出席させていただきまし

た。よろしくお願いいたします。

入江委員：こども発達センターの入江と申します。よろしくお願いします。

小瀧委員：この４月に障がい福祉課長に赴任しました小瀧と申します。よろしくお願いいたします。以前、こ

の自立支援協議会には、幹事会のメンバーとして参加させていただきましたが、久々の復帰というこ

とで、皆さん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。よろしくお願いいたします。こちらの会議の担当課をしております。

この協議会なんですけれども、昨年度の法改正で、障害福祉サービスを使う方も介護保険のケアプ

ランと同じようなサービス等利用計画を全員につくりなさいという法改正がありまして、その計画を

つくっていく相談支援員、相談支援の機能強化がされました。自立支援協議会のほうでも皆さんがつ

くる、計画について評価、検証していきなさいということが国から求められましたので、それを受け

て、今年度新たにこの相談支援部会というものをつくろうということで立ち上げました。

また、いろいろな立場の方からの、検証、ご意見がいただきたいということで、今回、初めてお誘

いした委員の皆さんもいらっしゃいますので、皆さんのご協力をいただいて、よりよい計画、支援体

制にしていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

事務局： 委員の皆様、ありがとうございました。なお、ほかに中久喜響子委員、立花淳一委員、高木一郎委

員、鎌田和枝委員がおりますが、本日、所要により欠席のご連絡をいただいておりますので、ご報告

させていただきます。

本日は４件の議題につきましてご審議いただきますので、よろしくお願いいたします。それでは、

今後の進行につきましては白川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。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、進行を務めさせていただきます。先ほど、事務局のほうからもお話がありましたけれ

ども、ご発言のときには挙手をされて、お名前のほうをよろしくお願いいたします。

では、議題１、平成 25 年度相談支援部会と、および議題２の平成 24 年度、24 年度事業所支援制

度プロジェクトの活動報告について、一括して事務局より報告をお願いいたします。

事務局： 皆様こんにちは。この自立支援協議会の事務局を基幹相談支援センターとともに担っております、

市役所障がい事業課の宇田川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。失礼をして、座って説

明をさせていただきたいと思います。

すでに、皆さんにお配りしてある資料ではですね、ページ１から３の浦安市自立支援協議会及び部

会の組織と運用についてという資料とそのあとについて、５ページからの自立支援協議会設置要綱、

これらの資料をもとに、説明・報告等をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいた

します。昨年度から引き続き、委員の皆さん方の中にはですね、いろんなプロジェクト会ですとか、

全体会、協議会の全体会とかですね、委員としてご協力いただいてる方もいらっしゃれば、また、こ

の４月以降、今年度に入りまして、新しく委員としてご協力いただいた方もおりますので、まずこの、

今日、議題の１に書かれてある、25 年度の相談支援部会、そして、24 年度の事業者支援制度プロジ
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ェクトの活動報告の前にこれまでのその法改正についてですとか、あるいは自立支援協議会等につい

て、ちょっと触れさせていただきたいと思っております。

ご承知の方も多いと思いますけれども、平成 18 年４月に障害者自立支援法が、スタートしており

ます。その後、改正、一部改正になりますけれども、24 年４月、障害者自立支援法の一部改正がな

されました。ここでは、サービスを受ける側、利用者負担の見直しであるとか、あるいは、児童福祉

法を基本としたその障がい児支援の強化とか、あるいはこの部会に深く通ずる相談支援の体制強化、

こういったところが、一部改正で示されたところでございます。

自立支援協議会自体は、本市の場合、平成 19 年の４月１日発足という形をとってますけども、障

害者自立支援法が始まった翌年からということになります。先ほど説明させていただいた一部改正等

で、仕組み等も大きく変わったところがありますので、自立支援協議会もそれに合わせたような形で

見直しを図って、昨年度の自立支援協議会でもいろいろ皆さん方から意見を聞いた上で、この 25 年

４月からの発足に至ったわけです。その中で先ほどもお話がありましたように、相談支援体制の充実、

強化を図るという意味で、基幹相談支援センターというものを設置いたしました。この基幹相談支援

センターについても、平成 23 年度途中から、もうこの４月からは、事業者支援制度プロジェクトと

いうのは、名称はなくなりましたけれども、その当時、この部会に当たります事業者支援制度プロジ

ェクト会の中でも、これからの浦安市の相談支援体制のあり方等について、いろいろ議論、ご意見を

いただいてきた経緯がございます。

昨年 24 年度のこの事業者支援制度プロジェクト会においても、この基幹相談支援センターの設置

について、いろいろなその機能や役割等について、どういった形での基幹相談のあり方が適切かとい

うようなことで、皆さんから意見を聞いてきたという経緯もございます。昨年度、公募により選定し、

この４月から基幹相談支援センターの設置ということに至っております。

基幹相談支援センターなんですが、浦安市にもいくつかの、相談支援事業所がありますけれども、そ

れら、相談支援事業所の中核的な役割を果たす、そういった機能を持つ相談支援事業所として、基幹

相談支援センターがあるわけなんですけれども、あとでこれについては、サービス等利用計画のとこ

ろで基幹相談の説明もあろうかと思いますが、私のほうからは冒頭、若干、基幹相談支援センターは

こういうような機能、役割を果たすというところに、ちょっと触れさせていただきたいと思います。

先ほども申しましたように、地域の相談支援事業のかなめというか、中核的な役割というようなこ

とからですね、それなりの、専門職を配置して、業務をおこなっていくということになるわけなんで

すけれども、一般的な、障害者相談支援事業に加えて機能強化事業といった専門性を持った、各種の

事業という形になるのですが、ちょっと、お手元の資料の８ページをごらんください。ここに、浦安

市基幹相談支援センター概要ということで資料が配られてるかと思います。ここではちょっと、簡単

に申し上げますけれども、障害者自立支援法第 77 条第１項第１号に規定する相談支援事業というこ

とで、これが一般に言う、障害者相談支援事業のことです。これについては、具体的にどのような内

容があるかといいますと、たとえば、福祉サービスの利用援助であるとか、社会資源を活用するため

の支援、社会生活力を高めるための支援、あるいはピアカウンセリング、権利擁護のための必要な援

助、あるいは専門機関の紹介等、こういったことを障害者相談支援事業で担っていくというような形

で示されているものです。また、それとは別に、身体、知的、精神などの援護にまつわる相談、それ

も含めた総合的な相談業務も受けますよ、ということです。

さらに、９ページの裏のほうを見ていただくと、基幹相談支援センターの役割のイメージということ

で、図になっているものがありますが、たとえばワンストップ相談窓口であるとか、あるいは、支援

困難事例への対応とか、あるいは地域の相談支援事業者への助言、あるいは人材育成ですね。相談支
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援専門員等の人材育成。こういった、事業、業務。それから、あるいは権利擁護、虐待防止に関する

こと、それから、長い間、たとえば入院施設等に入っていた方の地域移行、地域定着の支援。こうい

ったところが基幹相談支援センターに担っていただく業務ということになります。

本市の場合は、たとえば権利擁護、虐待防止のほうでも、成年後見制度に関することについては、

たとえば社協さんとの連携を取っている状況です。また、虐待防止のほうは障がい事業課内に虐待防

止センターを、昨年の 10 月１日に設置いたしております。

地域の関係機関のネットワークというのは、自立支援協議会をはじめとして、また、機関からの各

地域との連携、こういったところを、イメージしていただければいいと思います。

それから、後ほど議題でも出てくるとは思いますが、サービス等利用計画、この自立支援協議会と

の関連につきましても、やはり、一部改正によって、サービス等利用計画、サービスを受ける方は、

平成 26 年度末までにサービス利用計画を立てていかなければいけないということになっております

けれども、立てるだけではなくて、やはり、いろいろな、専門職種、こういった方々の目を入れて、

よりよい計画づくりということが大事になってきますので、この自立支援協議会の相談支援部会と、

サービス等利用計画については、ちょっと切っても切り離せないような関係にあるのかな、というふ

うに考えております。そのつくったサービス利用計画、ときにはその変更等もあろうかと思うのです

けれども、質の向上を目指して、そのサービスを受ける方に、よりよいサービスが提供できるように

していきたい。こういったねらいがございます。

また、今、サービス利用計画の話をさせていただきましたけれども、現在本市内には、相談支援事

業所っていうのは７事業所ございまして、それぞれ、18 歳以上のサービス等利用計画、あるいは、

18 歳未満の方の障がい児支援利用計画、こういったところで今、作成の上でお世話になっていると

ころでございます。

ちなみに、参考までに現在の本市の計画相談の、計画相談支援の進捗状況について申し上げますと、

65 歳未満で障がい者、いわゆるサービスの決定者は 446 名おります。そのうち、計画を作成済みの

ものは 52 名。これは 8 歳以上 65 歳未満の数ですね。446 名に対して 52 名。それから、17 歳まで

の障がい児ですね、18 歳までの障がい児、それから、サービスの利用者、利用決定者が 280 名に対

して、計画作成数は 34 ということで、それぞれ 10％ちょっというような形になっております。それ

で、合計すると、726 名中、計画作成済みのものは 104 人ですね。全体の 14.3％が計画作成済みと

いうことになっております。本来、これまでですね、いろいろな会議で、本市の場合 600 人に対し

て、平成 26 年度末までに、すべて、この 600 人の方に対してサービス利用計画が必要だということ

で、説明を多々してきたところなんですけれども、最近、やはり、この放課後等デイサービスの利用

者も増えまして、それが、100 名弱おります。それで、支給決定者数の合計が、先ほど申しました

726 名という形で増えております。その中の 104 名が作成済みということで、14.3％の計画作成率に

なっております。

お手元の資料５ページ目の協議会の設置要綱をごらんください。新しい委員の方もいらっしゃると

思いますので、この設置要綱について若干触れさせていただきたいと思います。まず、自立支援協議

会の設置要綱ということで、これは平成 25 年度からの適用という形になりますけれども、まず、第

１条で、これはまた確認なんですけれども、障がい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、これがいわゆる 25 年４月から始まりました障害者総合支援法になります。ここで、この

法律にもとづいて、設置をしているんですけれども、第一には、地域における障がい者等への支援体

制に関する課題について、情報をみんなで共有しましょうということです。各関係機関の連携を密に

して地域の課題を協議して、それを課題の解決に向けた協議をしていきましょうというのが、この自
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立支援協議会のねらいとなっております。

また、第２条には協議事項が書いてありますので、後ほどごらんいただければと思います。第３条

で、委員の定数なんですけれども、協議会、いわゆる本体ですね、協議会自体は 20 人以内として、

市長が委嘱することというような形でおこなっています。メンバーには相談支援事業者、障害福祉サ

ービス事業者、保健医療関係者、教育雇用関係者など多岐にわたっております。

また、６ページ、第４条になりますけれども、協議会には会長及び副会長を置くこととしておりま

す。会長につきましては委員の互選により定めております。また、副会長については会長が指名して

おります。委員の任期は、第５条で２年と定めております。

本日の相談支援部会の位置づけなんですが、第６条でそれについては定めておりまして、この相談

支援部会以外には、権利擁護部会、こども部会、地域生活支援部会、本人部会、こういった形で、他

の部会も設置している状況です。これについては、重複しますけれども、先ほど説明させていただき

ましたように、法改正等に合わせて、こういった部会を設置したという経緯がございます。

また、第８条の会議の公開につきましては、後ほど、運用のところでまた触れさせていただきたい

と思います。

冒頭にも説明ありましたけれども、第９条で個人情報の保護ということも設置要綱にうたっており

ます。個人情報保護については、十分委員の皆様も徹底をお願いしたいと思っております。

それでは、資料の１ページ目のほうに戻っていただきたいのですけれども、この自立支援協議会の、

組織についてなんですけれども、１番目の、組織のところに書いてありますように、自立支援協議会

の委員はいずれかの部会に所属して、部会のリーダーとサブリーダーとを務めることとしております。

これは、協議会とのそれぞれの部会との連携を深くしていくために、こういったやり方をとっており

ます。その下の図は、25 年度からの自立支援協議会の組織を示しております。

また、下のほうの名称、目的、主な課題という書いた表なんですけれども、これは、24 年度中に

この自立支援協議会の委員の皆様から、いろいろご意見をうかがって、25 年度からの自立支援協議

会のあり方等について、それぞれの目的と課題を整理して示したものでございます。

相談支援部会につきましては、その目的なんですけれども、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った目的に設置しております。

主な課題なんですけれども、サービス等利用計画の質の向上に関すること、あるいは、相談支援事

業の充実に関することを、この相談支援部会の主な目標としております。

それから、続いて２ページ目になります。先ほど、申し上げた５つの部会では、出てこなかったん

ですけれども、昨年度までの協議会の全体会で、いろいろな浦安市の相談支援の報告ですとか、いろ

いろなプロジェクト会の実績報告については全体会でやらせてもらってたんですけれども、そういっ

た、活動報告等については合同部会というのを設置して、年に２回、今年度に予定しておりますけれ

ども、この合同部会で、皆さんに集まっていただいて、活動報告、あるいは、本年度からは基幹相談

支援センターという名称になってますけれども、その相談事業の活動報告などをこの合同部会でやら

せていただきたいというふうに思っています。

また、続いて、開催回数です。今年度、自立支援協議会自体は年６回を予定しております。また、

各部会のほうは年４回程度を予定しております。

続いて、報酬等です。自立支援協議会は１回あたり会長は 9500 円、委員は 9000 円、部会のほう

は１回あたり、報償として、5000 円という形をとっております。但し書きにもありますけれども、

たとえば指定管理者、委託事業者、社会福祉法人等、こういった方についての報酬は出しておりませ

ん。
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また、５番目に会議と議事録の公開なんですけれども、協議会と部会の会議、議事録は原則公開と

しております。議事録には委員の氏名を掲載させていただきます。ただし、個人情報に関する事項を

審議するときは、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。

なお、本人部会ですけれども、これについては、障がいを持った方々です。委員自身の障がいとか

経験についての意見が中心になるために、非公開とさせていただいております。

また、６番目が事務局ということで記載しておりますけれども、重複しますが、この事務局は障が

い事業課と基幹相談支援センターが担っております。雑ぱくですけれども、以上になります。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ただいまの説明、報告について、ご意見やご質問はありますか。

宇田川： すみません。説明が漏れていたので、よろしいでしょうか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうぞ。

宇田川： すみません。資料の３ページ目と４ページ目ですね。ちょっと、報告がもれておりました。３ペー

ジをごらんください。相談支援部会のことを記載してあるんですけれども、第１回は６月 26 日、第

１回目になるのですけれども、相談支援部会について、あるいは事業者支援制度プロジェクト会の活

動報告、また、後に行いますけれども、サービス等利用計画についてというのを議題でおこなってま

いります。また、第２回では、サービス等利用計画の評価のポイント、これは事例通して、おこなっ

てまいりたいと思います。また、相談支援事業として指定を受ける上で、各事業者さんが抱える課題

等についてもこういった議題で、第２回目はおこなっていきたいというふうに考えております。

その上で、平成 25 年度の主な議題でもありますように、この部会については、今年度年４回を予

定しておりますので、サービス等利用計画が中心になるかとは思うのですが、それ以外に課題という

のはありますので順次考えていきながら協議をしてまいりたいと考えています。

スケジュールですが、８番目のところに、平成 25 年度開催スケジュールということで示してあり

ます。相談支援部会は今年、第１回目が本日６月、そして２回目が９月、３回目が 12 月、そして４

回目が２月を予定しております。

また、４ページ目のほうに平成 24 年度の事業所支援制度プロジェクトの活動報告を示しておりま

す。ちょっとここは簡単に触れたいと思います。

昨年度、部会という形ではなくて、プロジェクト会という名称でおこなってきたわけなんですが、

事業者支援制度プロジェクト会ということで、全５回、24 年度は開催しております。内容的に中心

となったのが基幹相談支援センターの業務内容の検討であるとか、あるいは、それに付随して平成

25 年度からの本市の相談支援体制のあり方、それから、その相談支援センターとの連携についてと

か、あるいは、25 年度、障害者総合支援法がスタートしていますけれども、その法改正等について、

これらを議題の中心として、24 年度はおこなってきたところです。大変失礼しました。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：すみません。あの、議題１と２を一括で、ということで、さっき、最初にお断りしておきながら、

私のほうで議題１は終わったところで質問などないかと聞きまして事務局の方が、すみません、あわ

てられたんではないか思いますけど、失礼します。それでは、議題１、２を終えたところで、質問、

ご意見などございましたら、挙手をされて、よろしくお願いいたします。はい。小川委員、どうぞ。

小川委員：ダイムケアの小川です。合同部会の出席者は誰なんでしょうかということと、各部会の名簿という

のは、各部会に所属している人たちしか知りえないのだろうか。以前の全体会でやっていたときに、

各々が、その、誰がどの部会に入ってるかわからなくて、現実問題何か困ったこととか、その利用者

さんたちからの相談を受けたことを、どこかの部会に持っていく。そのときはプロジェクト会でした

けれど、持っていきたくても誰がどこにいるかわからないので、そういう話ができないということが

あったと思うんですけれど、そういったことを、今後、それぞれの部会が、なんていうんでしょう、
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受け入れる窓口のようなものを設置するかどうか。自立支援、前回事業者・制度支援プロジェクトの

ときに、私はそのことを言わせていただいたのですけれど、一般の方たちとかいろんな方たちからも、

その各部会が受け入れる、その窓口のご相談であったり、いろんなことですね。そういったことを、

意見を言ったりとか、それを受け入れる窓口どこかってお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、事務局のほうよろしくお願いします。

宇田川： はい。まず、１点目の合同部会なんですが、先ほど資料の１ページで見ていただいたように、まず、

今回自立支援協議会があって、５つの部会、この自立支援協議会の、メンバーも含め、各部会のメン

バーすべてが合同部会のメンバーになります。

小川委員：全部で何人くらいですか。

宇田川： 各部会は、20 名ぐらいで構成しております。自立支援協議会も 20 名以内で構成しているので、か

なりの数ですかね。

小川委員：かなりかぶってますよね。

宇田川： はい。かぶっている方も当然いらっしゃいます。100 弱ですか。

あと、２番目の名簿なんですけれども、平成 24 年度までは、全体会しか議事録等もアップしてな

かったんですね。今年度に関しては、本人部会を除く各部会、それから協議会すべて議事録等も公開

し、また、会議の開催案内ですが、もちろん、名簿も含めて、アップされるような形になりますので、

それで、見ていただければいいと思います。

小川委員：窓口。そのそれぞれを何か、ごめんなさい。

宇田川： 窓口は障がい事業課で。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。ほかにご質問やご意見ございますでしょうか。

では、ないようですので、次の議題の３のサービス等利用計画について移りたいと思いますが、事

務局からの先ほどの説明にありましたように、この、自立支援協議会の相談支援部会では、今年度中

をめどとして評価軸というのをある程度確立するということをここで話し合った上で確立するとい

う予定が立っております。この部会の中でその評価軸について今後検討していかなければいけないん

ですけれども、その評価軸をつくる上で評価のポイントとなるためには、作成のポイントというもの

をここで一度、皆さんと一緒に、共通認識を持っていかなきゃいけないんじゃないかということがあ

りまして、この件につきましてですね、事務局であります相談支援のほうから報告、説明をお願いし

たいと思います。伴いまして、基幹相談のご紹介も含めてということで、お願いいたします。

西田（良）委員：

はい。まず、この議題の中に３つあることになりますけれども、一つは基幹相談が何をやっている

かっていうことを先にご説明します。それから、そのあとサービス等利用計画はどういうふうにして

つくられるかっていうことを説明します。その最後に、評価のポイントっていうのが、資料をご用意

しますので、それをもとにご説明させていただこうと思います。ですので、最初は、パワーポイント

を使って、あちらのスライドでご説明させていただきますので、ちょっと一部電気を消していただい

てよろしいでしょうか。

改めまして、基幹相談支援センターの説明をさせていただきます。基幹相談支援センターは、昨年

10 月の公募を経て、今年の４月から開始されました。これから事業内容と事業計画についてご説明

いたします。

基幹相談支援センターの大きな役割は、地域の相談体制の強化ということです。一つ、相談支援は

話を聞いて計画を立ててというそれだけではなくて、その先にある専門職としての成果は、利用者さ

ん、また、そのご家族の希望が実現して、利用者さん自身が自らの成長を感じられること、相談支援
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の成果や意義を地域に発信していく役割があるかと思っています。

２つ目は、基幹相談支援センターには、本人中心の個別支援技術を高めていくこと、一人の方の援

助事例に潜む地域課題に着目して、社会資源をつくっていくこと、相談支援に関わる人たちに必要な

スーパービジョン機能を提供していくこと、これらが基幹に求められている専門性であり、地域にそ

の人的、物的資源を還元していくことだと考えています。

市から求められて、定められている仕様書にもとづいて、運営方針は８つあります。１つ目、障害

のある当事者、そのご家族への中立公平性、地域への中立公平性の確保。２つ目、本人中心の相談支

援。３つ目、総合的、専門的なワンストップ窓口。４つ目、地域の相談体制の強化。５つ目、24 時

間 365 日体制。６つ目、施設や精神病院からの地域移行、地域定着への取り組み。７つ目、権利擁

護と虐待防止の取り組み。８つ目、個人情報保護と守秘義務の厳守です。本日この場にお集まりの皆

さんをはじめ、民生委員さん、警察や学校など、福祉サービス支援事業所などの地域の関係者の皆さ

んがアクセスしやすい、みんなの機関としての運営をおこなっていきたいと思っています。

先に述べました運営方針にもとづき、少し事業への取り組みについて述べさせていただきます。基

幹だけではなく、皆さんがご支援されているケースにおいても難しいなと感じる事例では、多くの課

題が絡んでいるのではないでしょうか。たとえば医療中断、家庭内暴力、アルコール依存症であった

り、経済困窮など、世帯全体のアセスメント、他機関とのチーム支援、疾病や障害の基礎的な理解、

制度活用など、総合的、専門的な相談支援を実践していきます。そのような事例では、支援基盤が整

うまで、とにかく突発的な緊急事態が起こるのは、常のことです。そのようなことで、24 時間 365

日対応できる支援体制を整えています。緊急時の対応は、容易なことではありません。ですが、その

状況を適切に分析できるアセスメント力や、冷静に判断できる対応力、現場に急行する機動力など、

個人の高度な専門性だけではなく、組織としての明確な指示命令系統に即して対応しようと思ってい

ます。そして、地域の皆さんとのネットワークの促進です。６月３日には、38 名の方が参加されま

して連絡協議会を開催いたしました。相談に関わる多様な方たちがお互いを知って相互作用が生まれ

ていくことで、相談に関わる私たち一人一人が地域のセーフティネット機能を果たしていくことにな

ると考えています。

事業計画の大きな柱になります。人材育成に関わる取り組みをご説明します。

こちらの一覧表になっている、「基幹相談支援センター事業計画」A4 の横表があるんですけれども、

そういうものにも一つ入っていますが、事例検討会を行います。精神科医を講師に迎えて、事例検討

会を開催します。２つ目は、相談支援員を対象に相談支援スキルアップ講座、それがチラシのほうで

すね。で、これは相談支援の共通理解を深めること、面接技術の向上、アセスメント力、計画作成の

ポイントなど、相談支援の業務に関する合計７回の連続講座を予定しています。その第１回目は、７

月 20 日に開催します。あとでお手元の資料をごらんください。そして、相談支援事業者から見た地

域の課題や、現場で困っていることを話し合う相談支援実務者会議、それから、障がい特性などを学

ぶ勉強会の開催、相談支援事業の立ち上げ支援などを、専門の講師の先生をお迎えして、さまざまな

学びの機会をつくっています。

なお、基幹相談支援センターの窓口開設時間などの詳細は、本日配布させていただきました、お手

元の黄色いパンフレットに記載しておりますので、どうぞお時間があるときにご確認いただければと

思います。以上で基幹相談支援センターの説明を終わらせていただきます。

引き続き、今度は計画相談の説明をさせていただきます。こちらの正面のスライドをお願いします。

まず、この事業は平成 24 年４月から始まっております、計画相談支援におけますサービス等利用計

画は、障がいのある人のニーズや状況を勘案して、福祉、保健、医療、教育、就労、住宅など、総合
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的な支援から障がいのある当事者の方、ご家族の申請にもとづいて地域生活を支えるために、相談支

援専門員が作成するものです。介護保険において、ケアマネさんがケアプランを作成してサービス利

用を支援する仕組みのようなものです。障害福祉サービスを利用する方は、原則サービス等利用計画

の作成が求められています。障がいのある方は、さまざまなサービスの中から自分にとって必要な支

援を選択し、調整していくことが必要となります。しかし、みんながみんな制度を理解し、必要なサ

ービスを活用していくことを一人でできるわけではありません。家族の方も複雑な制度を理解してい

くことは、結構大変なことです。計画相談支援は、相談支援専門員のケアマネジメントにより支援す

るものです。もちろん、ご本人、ご家族のセルフマネジメントでも構いません。施設や病院から退院

する方の地域移行に向けた支援、退院、退院後の地域生活の定着支援も相談支援専門員が行います。

計画相談の担い手が相談支援専門員です。介護保険のケアマネさんの役割です。相談支援の多様な手

法を用いて、障がいのある方の生活を支えていきます。

平成 26 年までに、先ほど七百何人という数字が出てきましたけれども、それらの方のサービス等

利用計画作成をする必要があり、市内には７つの事業所が計画相談支援をおこなっています。相談支

援専門員になるには、規定されました条件を満たした実務経験と、県で行われる相談支援従事者研修

を修了する必要があります。相談支援専門員の仕事は大きく一つ、個別のケースワークと、２つ目、

地域資源開発っていう２つがあります。地域で生活する上で必要な資源がなかったり、制度が非常に

使いにくいものになっている場合には、それらの問題提起の場、議論の場であります自立支援協議会

に発信していくことも相談支援専門員の役割だと思っています。

計画相談の流れです。相談の受付、アセスメント、サービス等利用計画の原案の作成、支給決定、

サービス担当者会議の開催、サービスの利用、そしてモニタリングっていうこのような工程になって

います。

まず、相談受付です。ご本人やご家族から相談支援事業者に相談が寄せられます。その内容は、必

ずサービスにつながる相談である必要はありません。基本相談といわれるサービスに直結しないご相

談から支援が始まります。

相談支援の第２のステップは、利用者の情報を収集、分析し、生活課題を明らかにするアセスメン

トです。課題解決のために何が障壁となっているのか、どのような方法が効果的なのかを検証してい

きます。計画相談では、行政にアセスメントシートを提出することが求められています。普段どのよ

うな環境で生活しているのか、実際の生活場面でどのような課題が生じているのか、家庭訪問などを

行い、アセスメントをおこなっていきます。たとえば、難病により急激に ADL が低下している A さ

んのご家族からの相談では、障害福祉サービスだけではなく、福祉用具、在宅医療、子育て支援など、

生活全般のニーズを把握し、ご本人、ご家族の一日の生活の流れなどを確認します。これらのアセス

メントの経過にもとづいて、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。アセスメントを通

して明らかになった支援ニーズや課題、支援機関の役割などをサービス等利用計画にまとめていきま

す。

次に、支給決定です。相談支援専門員は利用者さん、またはご家族から承認をもらったサービス等

利用計画、アセスメントシート、週間プランなどを、障がい福祉課に提出します。「サービス等利用

計画は、支給決定の根拠になる」と言われています。市町村の担当職員は、相談支援専門員が作成し

たサービス等利用計画、週間プランなどを確認・点検することが求められ、サービス等利用計画を通

して、見えてくる地域課題を共有する機会でもあります。

次に、支給決定が完了しますと、サービス担当者会議を行います。ご本人、ご家族、福祉サービス

提供事業所等が集まって、相談支援専門員が立てたサービス等利用計画について意見交換をし、客観
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性の確保、各々の役割分担、支援方針を明確にします。

そして、いよいよ、サービスの利用です。サービス利用にあたっては、相談支援専門員は中立・公

平な動きをすることが求められています。たとえば、外出支援が必要な B さんに対し、相談支援専

門員は事業所一覧のリストを見せて、利用したい事業所があるかを確認し、希望がない場合には、リ

ストにあるすべての事業所に、サービス提供が可能かどうかを問い合わせをしています。ご本人・ご

家族の希望、意向で、事業所選択をしていただくということを支援することが求められています。相

談支援の過程の最後でもあり、その先に続く支援ともなります、モニタリングです。計画相談では、

モニタリング時期も、支給決定によって定められています。とはいっても、相談支援専門員は、利用

者さんのニーズや状態に応じて動いているのが実態です。

モニタリング月には、原則、家庭訪問を行い、生活全体を把握するためのご本人やご家族との面接、

福祉サービス提供事業所への聞き取りを行います。定期的に会議を開きまして、ご本人・関係機関で

支援の進捗を検証することも、モニタリングの一つです。相談員一人では、一つの策しか浮かばない

場面でも、多職種の連携によって知恵を出し合うことで、現状確認に加え、さらに効果的な支援の具

体策を確立できることができます。

このように、相談支援はチーム支援でもあります。福祉サービス提供事業所は、各々の事業所で、

個別支援計画を立てることとなっており、相談支援専門員が作成しました、サービス等利用計画と連

動することが求められています。相談支援専門員が作成したサービス等利用計画には、生活課題が整

備されます。たとえば利用者さんのアセスメントの結果、数字や計算の概念を理解していなかったこ

とに対して、学習の機会を担保し、生活習慣病の進行を食い止めるための運動を取り入れ、ご本人が

得意な料理を中心に、掃除や洗濯などの家事のスキルを学び、将来的には、仕事や親なきあとの住ま

いや成年後見制度の活用などの課題が明らかになりました。これらの課題を障がいのあるご本人が解

決していくための手段が、障がい福祉サービスであり、支援者の存在です。

自立訓練、訪問介護、地域支援活動支援センター、訪問介護事業所などの各支援機関は、相談支援

専門医が作成したサービス等利用計画の総合的な支援方針にもとづいて、個別支援計画を作成すると

いう流れになります。

サービス等利用計画は、障がいのある方に、当事者にとって、自立支援、総合支援、将来計画であ

ること。支援者にとって地域の不足した社会資源を考える契機であり、社会資源開発へのステップと

もなるものになっております。以上で計画相談の説明を終わらせていただきます。

では、続きましてその３つ目、お手元の資料の 10 ページからのサービス等利用計画の備えるべき

特徴と一番上に書いてある資料を手元にご用意ください。

この資料は、13 ページに書かせていただきましたが、平成 23 年度の厚生労働省の障害者総合福祉

推進事業の中で、日本相談支援専門員協会っていうところが、この事業で研究した報告書の抜粋とな

っております。サービス利用計画の実態と今後のあり方に関する研究の報告書で、サービス等利用計

画の作成サポートブックっていう本になっております。

今また、25 年度バージョンが、ちょっと出てるみたいですけれども、まず、その 10 ページ目から

ご説明させていただきます。

（配布資料に入っていたので）目を通していただいてると思いますので、ポイントだけかいつまん

でご説明します。

まず、今ご説明したようなサービス等利用計画を皆さん作っていく、相談支援専門員の方がつくっ

ていくわけですが、この部会では、そのサービス等利用計画の検証や、えー、評価をしていかなけれ

ばいけないというお題をいただいています。その中でどのような、えーと、評価軸を持てばいいのか
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っていうところで、逆に言い換えれば、サービス利用計画は、どのようなものであるべきなのか、ど

んな作成のポイントが考えられているのかっていうことを参考にしていくのもいいのかなと思って、

今日はご提案という形で情報提供させていただきます。

まず備えるべき特徴としましては、１番から読み上げていくと、自立支援計画であること、それか

ら、総合支援計画であること、それから、将来計画であること、それから、ライフステージを通した

一貫した支援計画であること、不足するサービス資源を考える契機になること、それから、ネットワ

ークによる共同であることっていうことがあります。

それを踏まえて、12 ページのサービス等利用計画作成のポイントは、何ですかって言ったときに、

まず、エンパワーメントの視点が入っているかということですね。本人の思いとか希望をもとに、こ

う、意思を尊重したライフスタイルを支援する計画となるべきだとか、障がい者自身が本来持ってい

る力、まあ、ストレングスとか言いますけれども、を引き出すことによって、自分の生活を自分でつ

くっていく姿勢が、反映されるサービス等利用計画である必要がありますよっていうことが書かれて

います。

それから、２番目は、アドボカシーの視点が入っているか。往々に、なんかサービスの調整だけす

ればいいっていうふうに思いがちかもしれないのですけれども、自らの意思を表出していくこと自体

に、たとえば、言葉の数が少ないですとか、知的な障がいがあるということの理由があって、こう、

自分の意思を表出していくことが困難である障がいのある人たちの意思とか、置かれている立場を代

弁するという権利擁護の視点に立つ必要があり、その視点に立って自己決定や自己選択を支援してい

くことが必要ですよっていうことが書かれています。

それから、３つ目は、トータルな生活を支援する計画となっているか。障がい者の生活全体ってい

うのを、計画の中には考慮して、こう、支援が網羅されて、障がい者の生活を総合的に支援する計画

なってるかを確認する必要があるとされています。

それから４つ目は、連携、チーム計画となっているか。支援に関わる提供者や機関などが、支援の

方向性を共有できるツールとして、この支援計画っていうのは、使えますよと。それで、そのような

当事者のニーズや課題を、どの機関がどの様に支援していくのか、計画に支援の全体像と支援目標、

役割分担を明確に記載することが必要、そして、個別のサービス提供事業所ですとか、関係機関が、

この作成する個別支援計画と、このサービス等利用計画の整合性がとれているかっていうことの確認

をしていくべきだというふうになっています。

５つ目は、サービス等調整会議が開催されているか。これは、この会議を開催してくださいねって

いう流れになっていますので、そういうことをすることで、当事者の了解を得てですけれども、関係

機関が集まってサービスの会議を開催していきましょうという流れです。

それから、６つめ、ニーズにもとづいた計画となっているか。当然ニーズにもとづいた計画になっ

ているんでしょうけど、それを常に検証していきましょうと。また、当事者自身が気づいていないニ

ーズも、こちらが発見して計画につなげていきましょう。さらに、地域に埋もれているニーズへのア

プローチも意識させるような計画にしましょうっていうように、結構、そういうことも求められてい

ます。

７つ目は、中立公平な計画となっていますか。これも、中で説明しましたけれども、相談支援専門

員が所属するような法人ですとか、事業所が提供するサービスだけ盛り込まれた計画になっていない

かとか、当然ながら中立公平な観点がちゃんと持っているかというチェックをする必要があるとされ

ています。

最後８つ目は、生活の質を向上させる計画となっているか。まあ、これも、作成の目的自体が、障
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がい者の質の向上っていうところが当然あるわけですから、それにもとづくサービス提供のプロセス

とか結果、さらには、効果の評価をしっかりとして、確認をしていく必要がありますよっていうよう

な８つの視点っていうところを、この研究会の事業ではまとめているということで、情報提供とこれ

からの視点づくりにいかしていただきたくご報告です。以上となります。ありがとうございました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ご質問やご意見があればと思うんですけれども、今、３つにちょっと

分かれてたと思うので、１つずつということで。まず、基幹相談センターについて何かご質問なりご

意見がありましたら。はい。朝比奈委員。

朝比奈委員：はい、がじゅまるの朝比奈です。ご説明の中で 38 名の方が、連絡協議会に参加をしたというく

だりがあったと思うんですけれども、その連絡協議会というものがどういうもので、この相談支援部

会との関わりが、どんなふうに今後なっていくかということについて教えてください。

西田（良）委員：

はい、ありがとうございます。私たち公募で、この事業を受けることになったんですけれども、そ

の中に浦安市から示された、条件の中に地域との連携事業をやってくださいっていうことがありまし

た。

それで、さっきの横表の中にもあったかな。このようにスキルアップ講座とか、実務者会議とか、

地域との連携会議っていうのが、その６月３日に 38 名、集めてやらせていただいたもので、浦安市

のここに書いてある相談事業所ですとか、民生委員ですとか、就労関係の方々、高齢者の方々に、集

まっていただいて。たとえば、介護保険のところで言うとケアマネ連絡会とか、事業所連絡みたいの

があるようなんですけれども、障害福祉サービスの連絡会って、わりとやってみて改めて思ったんで

すけど、そういう場が今までなかったというとことで、まず年に、２、今年は２回だけなんですけれ

ども、どんな相談に関わっている人がこの地域の中にいるのかなっていうことで開催させていただい

て、まず顔の見える関係になろう。お互いを知ろうっていうようなところから連携を始めてるってい

うことで、これからやり方を模索していくっていう状況です。相談の部会との連携ですか。

朝比奈委員：あと関係、位置づけとか。

西田（良）委員：

特にないです。はい。ただ、相談部会の中には、当然ながら基幹相談がやってきたことっていうの

は検証していただかなきゃいけないので、基幹相談支援センターがやった事業の報告などは、やって

いただいて、そこでご意見をいただいて、その連携をよりよくするっていうことの関係性はなくはな

いと思っています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。

西田（俊）委員：はい、いいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、西田議員。

西田（俊）委員：

今の実務者会議じゃないの。もともと。今朝比奈さんが質問された、この連携会議というのは、自

立支援協議会の中にある、端っこに出た就労関係だったら就労支援実務者会議。それから、これだっ

たら相談実務者会議っていう、昨年みんなで議論して横出しで出た、委員会あったじゃないですか。

それではないんですか。

西田（良）委員：

今６月３日の 38 名っておっしゃったですよね。ただ、それは、連携会議のほうだったんです。や

ったのは。

西田（俊）委員：
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それとは別に、皆さんわかんなかったらごめんなさい。自立支援協議会の全体構想の中の横出しに

した相談支援実務者会議から、就労支援実務者会議とは違うものと思っていいんですか。

西田（良）委員：

違うものです、はい。実務者会議、先ほど、朝比奈委員がご質問いただいた相談部会との、連携が

とれる会議として、相談従事者実務者会議っていうのが、この自立支援協議会とは、切り離されてと

か、自立支援協議会の部会とかではなく、別に現場の相談支援の実務者たちが集まってやる会議があ

って、それとこの相談支援部会は連動していくっていうようなつくり方にはなっています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：橋野委員、もう少し具体的にというと。

橋野委員：この連携会議についても、障がい事業課のほうからこういう業務をやってくださいということで、

実はやってもらっているものなんですけれども、基幹相談を、浦安市は、どういった機能を盛り込ん

だらいいんだろうかと、去年、事業者支援制度プロジェクトの中で話した中で、地域の相談員の相談

できるところとか事業所のバックアップ機能を持ってほしいというような意見がありました。

それで、まずは、基幹相談が地域の皆さんと、現場レベルで連携していただきたい。顔の見える相

談員同士のつながりをつくっていただきたいと、この連携会議について、やってくださいということ

で、市のほうが盛り込んだものです。直接的な自立支援協議会とのつながりということでは、ちょっ

と目的が異なっております。

西田（俊）委員：了解しました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：あと、もう一つ、実務者会議ありますよね。その実務者会議とこの相談支援部会の位置づけとい

うのもちょっと説明していただければと思うんですけれども。

橋野委員：この相談支援部会のほうは、各事業所の代表の方に出ていただいてまして、浦安市の実務の話も中

に入ってきますけれども、それよりも相談支援体制の強化ですとか、評価するべき点はどこなのかと

か、もっと大きな視点で協議検討をしていただきたいと考えています。ただ、そのもとになるのは、

やはり現場の相談支援員さんの課題であったり問題点だったりっていうことが、もとになってくると

思いますので、相談支援実務者会議では、現場の実際に計画をつくる相談員さん同士で、協議検討し

ていただき、そこから出てきたものが、地域課題としてこの部会に上がってくる可能性があるという

ことで、関連しています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：基幹相談支援センターのほうからは少し外れましたけれども、補足事項として説明入れていただ

きました。もう１度、議題のほう戻りまして、基幹相談支援センターの先ほどの説明の報告の中での、

ご意見なりご質問などありましたら、挙手のほうよろしくお願いします。ございませんか。

なければですね、次のサービス利用計画作成についてパワーポイントで説明がありましたけれども、

そこのことについて質問なり疑問なりいろいろご意見なりありましたら、どなたか。なんか１度にた

くさんのことで。はい。

西田（俊）委員：

サービス等利用計画をつくる説明、大変やっぱり難しく聞かせてもらいました。それで、あの、先

ほど、ちょっと教えてほしいですけど、７つの事業所があると、104 名の方が計画をつくってるって

ありますよね。その７つの事業所は、どんな割合でつくってるんですかね。皆さん平等に大体 15 件

くらいずつつくってる感じなのかですね、教えてほしいことが一つと、それから、これをつくる計画

はわかりました。大変なこともわかりました。さて、あとどれぐらい相談事業所ができる予定でいる

のかと、あと、104 件が、どんなスピードでできたのかが大変疑問でして、残り１年半であと 600

件あるわけですよね。どんな計画で具体的に行くのかの方向が見えているのか。

なので、今７つあると、それで、あと３つ足し算して 10 個できると。各事業所が 60 件もつんだ
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と。これは、果たして各事業所が対応できる数字なのかどうかっていう見通しをちょっと教えてほし

いなと思いますが、よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：橋野委員お願いします。

橋野委員：まず見通しにつきましては、現状大変厳しいと受け止めています。障害者福祉計画の中では、その

当時、サービス使っている方が 600 人いましたので、３年間で 200 人、200 人、200 人と。３年後

に 600 人すべてのサービス等利用計画ができるのが目標というところで定めたところです。

すでに、目標とだいぶ変わってきてしまってるところというのが、その 600 人という数字が、700

人を今越えていまして、一つの大きな原因が、放課後等デイサービスという、今まで浦安市は、日中

一時支援事業という地域生活支援事業で、放課後の利用ですとか、夏休みの利用ということで、児童

の方がそこでサービスを利用していたんですけれども、国のほうが、そういった事業がやっぱり必要

だろうということで、全国共通の国のサービスで、放課後等デイサービスというものを創設しました。

そちらに移行された事業所さんがいましたので、市としても、地域生活支援事業よりは国の事業に移

行してほしいということでお願いしたんですが、ここが、見込み、想定を上回って増えてまして、600

人が 700 人を越える、今、現状があるということに、まず難しいと思っています。

それで、600 人のときに相談支援事業所が、浦安市内に 10 か所はないと、最低 600 人できないだ

ろうから、事業所の皆さんには、相談支援の指定をぜひとってほしいということで、繰り返しお願い

はしてきているところなんですけれども、現状は７か所ということで、１か所あたり、多いところで

20 人以上、少ないところでは１桁というような形の今作成状況になっています。

国のほうで一人の相談支援員さんがつくる計画の数を定めてませんので、介護保険のほうでは、一

人のケアマネさんで、大体 30 人だったりとかいう目安があるようなんですけれども、それがないの

で、事業所としてもかなりそこがどのぐらいできるかというのは、今模索している状況なのではない

かと思っています。

700 人を越えている状況なんですけれども、いくつかをこれから検討していかなくてはいけないと

思っていまして、放課後等デイサービスという単独のサービスだけを使っている方が、100 人多いの

であれば、たとえば、セルフプランといった保護者に計画をつくってもらうようなことの周知もどこ

かで検討をしていく必要があるんではないかとか。

そうはいっても、できれば専門職の相談支援員さんによりよい計画をつくっていただくのが、市の

ほうとして、国のほうとしては、まずそれを優先すべきと考えていますので、現在は、まだまだ、民

間の事業所の皆さんに今年も県の、研修会がありましたので、受けに行ってください。浦安市の相談

支援専門員さんを増やしたい。指定をぜひ増やしたいということで、市のほうからは働きかけをして

いるところです。

今年度の研修を受けた受講者の数ですとか、それから、事業所から上がってくる指定申請の数を見

て、来年に向けて少し、その、具体的な方針をこれから検討していきたいと思っているところです。

ぜひ、事業所の皆さんも相談の指定に向けてご検討ご協力いただければと思います。よろしくお願い

します。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：西田委員、今のお説明でいかがですか。大丈夫。

西田（俊）委員：大変厳しいということだけはわかりました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね。ほかに、ご質問などないでしょうか。

朝比奈委員：すいません、よろしいですか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、朝比奈委員。

朝比奈委員：がじゅまるの朝比奈です。たぶんやらなければならないことがたくさんあって、一つ一つ丁寧に
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やっていくしかないとは思うのですが。相談支援事業所の評価というものを考えたときに、サービス

等利用計画を作成するその前段階としての基本相談部分ですね。ここがどうかっていうこともきちん

と着目しておく必要があるのではないかというふうに思っています。それで、どこの地域でも、やは

り、サービスにつながる方は、そのあとの生活基盤をつくりやすいのですが、サービスにつながりに

くい軽度の方ですね、就労中の方も含めて。ここの生活をどういう見守りつくっていくかということ

については、非常にアップアップの状況で、その分相談事業にかかるボリュームとかウェイト、期待

が大きくなっているんですが、ここにやっぱりお金がついていないという現状があってですね。サー

ビス等利用計画の作成をまず中心に評価すすめながら、やっぱりそこの周辺領域っていうか、実はボ

リュームとしてはそっちが結構大きいんじゃないかなというふうに思っているのですが、基幹相談支

援の役割としても、きちんとそこを評価して行かないと、あの、現場が大変厳しい状況に追い込まれ

るような、懸念もありますので、今後、取り上げていく課題ということでぜひお願いをしたいと思い

ます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それは、ご提案というか、提言としてという形で、検討させていただいて、今後そのことについ

ても考えていきたいと。基幹相談支援センターの西田さん。今のご意見に対してなんかございますか。

西田（良）委員：

確かに、おっしゃられてる通りで、今まで、昨年までは総合相談センターという形で、やってきま

したけど、サービスの利用につながらない割合が、全体の 77％なんですよね。つまりどういうこと

かっていうと、サービス利用計画を立てればいいのではなく、逆にその周辺をやっていくことで、そ

れだけ地域にニーズがあって、相談が、まさにそこがすごく大事なところだっていうことなので。今

の形だと、サービス等利用計画を立てるところは指定としてやっているけれども、そこに本当に基本

相談を受けていけるだけの、余裕やキャパや人員やっていうところ。それから、そのノウハウってい

うところもありますけど、見ていかなきゃいけない課題だと思います。

それから、そういうこともあって、基幹相談のところでこのスキルアップ研修を連続７回やらせて

いただいたり、ほかの勉強会を開催していくのは、やっぱり浦安の中にある相談ってなんだろうとか、

相談はこういうもの、相談支援ってこういうものだよねっていう共通認識をつくりながら、スキルも、

支援者のスキルも上げながら、ということも含めて、基幹相談支援センターの中でこういう事業計画

を立ててるっていうことなので、今の朝比奈委員のご発言は、これからどんどん話し合っていかなき

ゃいけない課題だと認識しています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに何か。はい。中村委員。

中村委員：はい、エメラルドサポートの中村です。一つ確認したいことがあるのですけど。先般言いました、

相談支援実務会議、これ非常に現場レベルで第１回をやったんですが、いろいろ、問題点とか悩みと

か非常に実務的な話が出て、いい意義ではあったんですが、なんかややもすると、もう現場だけで、

スケールが小さくなるんじゃないかというふうな感じがするわけですね。それで、いわゆる自立支援

協議会における相談支援部会と、実務者会ですね、というのは土俵も違うと思うんですけど、やはり、

こういう、これだけ大勢いますとなかなか具体的なこう何か提案とかあれがなかなか出にくい、ずっ

と今までそんな感じだったんですが。この自立支援協議会の中の相談支援部会を一つの啓蒙的といっ

たら堅苦しい言い方ですけど、指導をする、こういうふうにやったらどうですかっていう一つの流れ

をつくっていただきたいなと。

もちろんあの相談支援実務会議でも上げますけども、それを噛み合わせるというよりは、やはりも

うちょっと目線の上が立場でまあ指導的な感じといいますかね、そういうところを、つくっていただ

きたいなと私は感じます。以上です。
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白川ﾘｰﾀﾞｰ：あの先ほど橋野委員のほうからそのような説明はあったと思うんですけれども、もう一度説明さ

れますか。その位置づけというか、自立支援協議会とこの部会の役割。

橋野委員：今中村委員が先日出席されたというお話があったのは連携会議のほうだったかと思います。はい。

中村委員：あっいえ、連携会議のそのもっと前です。相談支援専門員だけ集まった、ありましたよね。先々週

の連携会議じゃないです。

橋野委員：障がい福祉課のほうで昨年度おこなった会議でしょうか。基幹相談が実施した会議ですか。

中村委員：あっ、そういう感じでしたけど。基本的には実務者だけ集まって、えー、あの、保健センターでや

った会議ですけど。栄養の先生のこの前のセミナーじゃなくてその前です。

西田（良）委員：勉強会ですか。虐待の勉強会のことでは。

中村委員：そうですね。はい。

橋野委員：失礼しました。基幹相談の事業計画の欄外に入っています障がい者虐待防止の勉強会、６月１日健

康センターでおこなったものが相談支援員さんを中心に地域の事業所の皆様に周知をして、基幹相談

主催でおこなった初めての勉強会になっています。ここは、ほんとに勉強をする場だったと思います

ので、ここでご意見を聞くというよりは皆さんに知っていただく事業としてやっていただいています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：やっぱり、実務者会議というのは、まだ開催されてないで何月とか。

橋野委員：はい、実務者会議につきましては１回目が８月の予定になっております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに何かご意見ありますでしょうか。なければ３番目なんですけれども作成のポイントという

のを、ここで、説明していただきましたけれども。この辺についてはご意見なりご質問ありますか。

三上委員：先ほどは、西田さんのほうからご説明あった通り、計画相談の流れというものがあったと思うんで

すね。介護保険も同じような流れになっていると思うんですが、実情はこの流れで、うちサービス事

業者なんですが、実情はこの流れでサービスは行われていないっていうのが現状でありまして、計画

書も手元にないんですね。障がいの計画を立てて。そういうのっていうのは、義務としてはあの事業

所に交付する義務はないということなんですけれども、やっぱりサービス事業所としても、目標とい

うものとかを把握しないと、利用者さんの達成するかしないかっていうのも見えないので、そういう

ものを最初に交付するとかっていうものがあればいいなと思い、ちょっと発言させていただきました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、橋野委員。

橋野委員：障がい事業課のほうが、計画相談の事業所の指定、おこなっておりまして、その、相談員を集めて

昨年度は事業所の説明会、障がい福祉課のほうでおこなってきました。その中で、計画についてはサ

ービス担当者会議などでサービス提供事業所さんにお渡しして、説明しなさいということを周知して

きたところです。ただ、実際に国のほうからは、また、介護保険と同じように必ずこの時期に配りな

さいというところまでは示されてませんので、サービス担当会議が必ず皆さん行われてるかどうかと

か、ケースによっては、さまざまな現状、実情があるかと思います。また、障がい事業課のほうから

今年度相談支援事業所のほうに周知する際に、そこはあらためて、どの時期にどういうふうに渡すの

が効果的なのかということを考えて周知していきたいと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。次の議題がちょっともう一つ事例についてということをやらなきゃいけな

いんですけども。

中村委員：ちょっと簡単な質問で申し訳ないんですが、基幹相談支援センターさんに聞きたいんですが今日、

たまたまケーススタディーが出てますけど、この用紙の書式ですね、これたぶん厚労省から出たスタ

ンダートだと思うんですが、私、県の研修、実務研修でしょっちゅう言ってるんですけど、千葉県の

ほうとしては、千葉県方式を命令とはいいませんけどやってくださいと。それであの各地区の人たち

いろいろ来るというかディスカッションやるんですが、全部千葉県、私もいま千葉県方式使ってるん
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ですが、ということで、まあ、非常にいいと思いますけど、そのあたりをどういうふうに今後考えて

いるか教えてください

白川ﾘｰﾀﾞｰ：次のどうしましょうか。議題の４の事例を様式だけについては、はい、どうぞ。

橋野委員：これも昨年度の相談支援事業所さんとの市役所との会議の中で、様式が千葉県方式、国方式あって

まちまちだけれども、統一についてどうしようかという話し合いをさせていただきました。その結果、

千葉県が多い現状というものは把握しておりましたが、国の様式を使ったものも浦安市としては認め

ないことではないと。実情としては、両方入ってくるということで今スタートしておりますので、ご

理解いただきたいと思います。今後また、サービス利用計画が七百何十人全員につくられて、事業所

の皆さんからそれぞれのサービス提供事業所にもこの様式がいきますので、見づらいとか統一してほ

しいとかそういったご要望が出てきましたら、また、検討はしたいと思いますが、まだ、そこまでの

状況ではなく、100 やっとの計画の状況ですので、今まず計画をつくるというところを優先したいと

思っていますので、様式については国・県が入り混じっているということでご理解お願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。

中村委員：わかりました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、次にですね、議題４の事例を通してという形の部分で、サービス利用計画の評価のポ

イントなどについてお話し説明していただきたいと思います。事務局のほうからお願いいたします。

今日は傍聴の方はいらっしゃらないから退席ということは大丈夫ですよね。

橋野委員：はい。

事務局： 基幹相談支援センターの矢冨と申します。相談支援専門員の実務のほうを関わらせていただいてま

す。この紙のほうは、あの、会議の後回収させていただきます。サンプル事例ということで、今日、

出させていただきました。事例検討というよりも、この事例のサービスの利用計画をサンプルにたた

き台に評価のポイントというものを委員の皆さんにご議論していただければという趣旨で出させて

いただいております。

簡単にケースの概要というところからあの相談支援が関わった経緯というところで、まず２枚目の

ほうの、申請者の現状というほうを見ていただければと思います。そう長々と説明しないようにした

いと思っております。

【非公開につき事例内容も非公開とします】

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今、説明がありました、実際の事例を通してという形のところで、していただきましたけれども、

何かご質問なりご意見などありましたら。どうですか。はい。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：

ご報告ありがとうございました。ちょっと一点おうかがいしたいんですが、この計画書、当然、ど

んな計画にも、ご本人ないしはご家族の署名というのをいただくかと思うんですが、この方の場合は、

これは、ご本人さんの署名をいただいているということになるんですね。ご家族。

事務局： お母さんには最終的には見ていただいて、はい。署名はいただいてます。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：わかりました。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、斉川委員ですね。

斉川氏： 計画書の右から３列目のところに、課題解決のための本人の役割という欄があるんですが、たとえ

ば家族の役割とかってこれは、なんかどこかに記載するっていうのはあるんでしょうか。
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事務局： フォーマットのほうには本人の役割というふうに書いてはいるんですけれども、計画をつくる上で、

当然ご指摘があるように家族の役割っていうものも、明記ができたら、それは明確に、ご本人と家族

の役割が明確になるということで、そこの意識がもう少し、確かにご指摘いただいてあればいいのか

なと、お母さんもずいぶん療育的なアプローチをおうちでなさっているので、そういうことを留意事

項かなんかで書ければよかったのかなっていうように、思いました。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、はい。中村委員。

中村委員：この問題とはちょっと違うんですが、先ほどの三上さんからもありましたように、ケアプランが見

えないじゃないかと。まあ、要望とか、提案があったわけですけど。現実に私もケアプランを書いて、

これは、個人情報ですので、私が勝手に、散らばすわけにはいけないんで、すべて市のほうに、今、

渡しているわけですね。そういうことになりますと、確かに細かいアセスメントの状況とかこうある

べきとか本人のニーズとかいうのがあって、単なる、展開図みたいな、千葉県方式ですとね。どなた

が何時に何やってみたいな。それだけは、そんなに問題ないと思うので、渡しますけど。そのあたり

の、扱いといいますかね。私ら決めるもんでは、市のほうだと思うんですけど。やっぱり、実務に携

わる、介護事業者の方々とか、地活の方だという方々が、ほとんどそのものが見えないってこれ、こ

の方もそうだと思いますけど、そのあたりの扱いはどうしたらよろしいか、まあ、今日で結論は出な

いと思います。なんだろう、一つ、案みたいななんかありましたらお願いできませんでしょうか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：橋野委員、お願いいたします。

橋野委員：先ほど三上委員からご提案もいただきましたので、サービスを提供していただく事業所の皆さんや、

そのほかの関係機関の皆さんと同じ方向を向いた支援ということで、やはり、具体的な支援の内容を

お伝えしていく必要があると思っています。国のほうから、残念ながら、具体的に何も示されていま

せんので、あと少し浦安のほうが様式が違うということで、中村委員も、ご指摘されましたが、どう

いった情報を、どの事業者さんにいつの時期に伝えればいいのかっていうのを、皆さんにもご意見い

ただきながら検討して、サービス提供事業所の皆さん、相談支援事業所の皆さんにお伝えできるよう

にしていきたいと思います。また、先ほども繰り返しお話している通り、700 人以上のサービスを使

っている方がいるにも関わらず、100 人足らずの計画しかできていない状況ですので、今は、計画が

なくてサービスを提供していただいているという実態が、もう、すでに浦安には、全国の障害者福祉

サービスは同じ状況ですけれども、あるんですね。で、あとからその計画っていう制度ができてきて

いるので、少しちょっと、前後してしまっているサービスなのかなと思いますが、今日は介護保険の

事業所の皆さんだったり、主任ケアマネの地域包括の職員にも出てもらってますので、先

行している介護保険制度から見えてくるものとか、サービス提供している事業所の皆さんから見えて

くるものと言ったところ、ご意見いただきながら、まとめていきたいと思っております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、今のはちょっとごめんなさいね。中村委員、今のことでよろしいですね。

中村委員： はい、お願いします。よろしくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：三上委員、どうぞ。

三上委員： 福祉サービス等の種類、内容、量（頻度）、時間というところがあるんですけれども、居宅介護週

２回程度、一番下にあるんですが、ここの中身でサービスの内容をちょっと詳しく落とし込んでいた

だければありがたいなという思いがあります。居宅介護週２回でお掃除をするのか、何をするのかっ

ていうのが、明確にちょっとこれだとわからないので、そういう内容も今後計画の中に落とし込んで

いただければなと思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ご意見として承るということで、よろしいですね。はい。西田委員。

西田（俊）委員：
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すごいばかな質問ですけど、ここにあるケースがありますでしょう。600 人ってのは大抵こういう

ケースの方が 600 人と思っていいんですか。先ほど事業所が７つあると。今後２つ３つ増えると、

おそらく僕らも出ようと頑張るわけですけど、こちら就労支援センターだけですけども、もし就労に

して、このケースの利用計画をつくれというと、さっき朝比奈さんがおっしゃった、人の問題とかで

すね。だから今役割分担してる中で、新たに相談員って人を設けて、もしこういうケースが多くてで

すね、これをやれと言ったらですね、すごい労力じゃないんですか。いや、正直言うと、すごく腰が

引ける。これ、前回からずっと言っていて、これを助けてくれるのは基幹相談かっていつも、逃げ道

をつくりながら会話をしたつもりなんですが、そういうケースが多いんですかね。それで、もし本当

に多ければ、ちょっと、こう、先ほど、この相談支援部会で、話すことなのかどうかはちょっとわか

らないけれども、その辺のその支援体制づくりみたいなのを、議論しておかないと、事業所を増やし

てくれるって言っても、皆さん「はい」と言っても、これを見ちゃったら、この５つも６つも事業所

を集めて、グループ支援会議を開くとかですね、その担当者が飛び回っていって事業所を探すなんて

ことが、果たして各事業所は現実的な対応をできるものなのかと。あるいは、具体的にこれをやると

ですね、生々しい話、一件いくらもらえるのかと。だから、事業として成立するのかと。そうすれば

事業所は人をも対応できると。これにちょっとだけ教えてください。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、橋野委員、お願いいたします。

橋野委員：今日、具体的なサービス利用者の統計までは、全部は持ってきてないんですけれども、先ほど、障

がい児の通所サービス、17 歳以下の方のサービス使ってる方が 280 人います。そのうちの、小学校

中学校、高校生の中で、単独の放課後デイサービスという単独のサービスだけを使っている方は、93

人いるんですね。それから、全体の３分の１～２分の１近くがサービスの種類が１種類となっていま

す。今回の事例の方は、本当に複数のサービスを使っていて、少数だと思っています。ただ、数字の

ほうは、また皆さんに次回以降お示ししていきたいと思います。あと、今日、25 年度の相談支援部

会の議題の中で、第２回には、実は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

という、具体的に、議題を一つ書かせていただいたんですけれども、やはり、どこが問題で、相談支

援事業所の指定申請に至らないのかっていうところを、事業所にアンケートするなりして、課題を浮

き彫りにして、どこをどうすれば増やしていけるのかっていうこともこの中でも考えていきたいとい

うふうには考えていますので、必要な資料等、統計、数字の方は、また次回以降用意したいと思いま

す。

中村委員：はい、わかりました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、今のご質問内容については、また、次回の議題の中でお話し合うという形のことにし

たいと思います。そのほか、どなたかご意見ありますか。はい。谷岡委員。

谷岡委員：西田議員からあるいは橋野課長から、回答が出ましたので、今ここで言うべきではないと思うんで

すけれども、先ほどぐらいから、相談部会っていうこの会議とですね、実務者会議というのがこう、

ある、連携会議というのがこういうふうに、あるということの中で、この部会が何を話し合う場であ

るのかっていうことが、ちょっと、混乱しているのかな。私が間違った考え方をしているかもしれま

せんけれども、今西田委員がおっしゃられたように、この部会では、この相談体制をどのように構築

していくのかと。事業所を増やすためにはどうするんだとかっていうところがこの話し合いの場であ

るんであって、このサービス計画の事例がここで出てきて、ここを検討するという場は実務者会議の

ところでしていただければ、よろしいんではないでしょうかということのちょっとお話をしたかった

ので。です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：橋野委員よろしいですか。
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橋野委員：相談支援部会の主な課題２つ挙げておりまして、まずサービス等利用計画の質の向上に関する事項

と、相談支援事業の充実に関する事項の２つが、この部会の主な課題としております。そのサービス

等利用計画が 100 ということで、少ないので、なかなか、具体的に、質の向上に向けて、検証に向

けてというと、まだ、もしかしたら、こう、見えてこない、なかなか話し合いづらいということがあ

るのかもしれないんですけれども、今 100 だから、これから 700 に行く前に、やっぱり浦安でより

よい計画をつくるための、浦安版の指標みたいなものを、ここでご意見いただきながら、固めていき

たいなというのが大きな課題です。それで、おっしゃったようにそれと同様に、もしかしたらそれ以

上に、700 つくるための相談支援事業の充実に関する事項も、同じようにやっていかなきゃいけない

と思ってるところですので、ここの二本柱は、両方でやっていきたいと思ってますので、どちらかだ

けということではなく、やらせていただければと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、谷岡委員。

谷岡委員：それでは質の向上を図るために、こういったお話し合いをする場であるということは、了解いたし

ました。それで、そのプランなんですけれども、私は高齢者、65 歳以上の方で、障がいをお持ちに

なっている方と、介護保険のサービスプランと併用してですね、この障がいを持っている方たちを介

護保険の中に盛り込んだサービス計画を立てているんですね。ですから、両方の方のプラン表と、介

護度ついている方のプラン、居宅サービス計画と、合わせてそこら辺のところをもう少し、この障が

いをお持ちになっている方のプランを、うまく融合させるような形のプランがあれば、私なんかは、

その高齢者のためのプランを立てるときに、一本でできるので、できればそのように、近い形になっ

ていただければ助かるということをご提案いたします。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、橋野委員、どうぞ。

橋野委員：今回は基幹相談から事例ということで、計画を実際に出していただきました。なかなか、出しても

らうには、やっぱり、思い切りが必要だと思うんですね。この場は協議の場であって、つくっていた

だいている計画を、批評する場ではないので、批判する場ではないと思います。この計画のいいとこ

ろについて皆さんから、ご意見いただいて、よりよい計画にしていきたいと思います。それには、今

日出された基幹相談からだけではなく、今、谷岡委員からもおっしゃっていただいたように、介護保

健事業所がつくっているケアプランで、65 歳以上の障がいのある方の計画、といったものもみんな

で見て検証していきたいですし、それには計画をつくっている、皆さんのご協力が必要ですので、あ

の、今後この第１回を契機に、次々に浦安市内の相談支援事業所が実際につくっている計画をここに

出して、検証の材料にしていただければなと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、朝比奈委員どうぞ。

朝比奈委員：はい、今日提出していただいた矢冨さんに敬意を表してという部分もあるんですが、事例の検討

ではなく質の評価だということも含めていうとですね、この総合的な援助の方針に書いてあることが、

やはりとても大事だと思うんです。それで、ここのことをもうちょっと、本人の意向欄にも触れたら

どうかなというのが、私の意見です。本人の意向というのは、その表面的に表出されているニーズだ

けではなくて、真のニーズを表出させるんだというのが先ほどポイントのご説明にもあって、そのあ

たりの関わりをきちんとやっているのだから、そのことはちゃんとここにも反映させる。そのことで

本人の意思が重要なんだっていうことがより、クリアになるのかなというふうに思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。小川委員どうぞ。

小川委員：ごめんなさい。行ったり来たりしているようで、矢冨さんで始まって別の話になって、矢冨さんの

ところに戻って、またごめんなさい、別の話になってしまう。今、アップしてきているプランという

ものが、適正かどうかというか、その支給量であったり、サービス内容とかって言ったことに、目を
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通したり、それについて、これは、公的に問題ないとかって言ったことを、市の誰か判断してらっし

ゃるんでしょうか。市のワーカーさんなのか。実はそれは、三上委員がおっしゃったように、私ども、

ケアマネもみんな持ってらっしゃるので、その、こういうプランは見慣れてきている中で、どの事業

所にどういったことといった、その細かいことが、わからなかったりとかですね、あと、橋野課長が

おっしゃったように、この制度自体が、その先に、サービスありきできてしまって、始まっていると

いうことで、その、サービスを提供する事業所が、結構戸惑っているという話を聞くんですね。それ

で、ある日突然ではないんだけれど、何らかの形で、その、私がプランを立てますという人が入って

きた時点から、えーと、落とし込まれたサービスが、前とそのままなのか、そうじゃなかったりとか。

それをどうしたらいいのかっていうのを、誰にどういうふうに話していいのかっていうのが、もう、

わからなくなってきていて。プランをもらったときに、サービスを提供する事業所っていうのは、必

ずその目標があって、それに対しての、サービスを提供するというその要請を受けて、今度その提供

する事業所が、個別の介護計画なりその支援の計画というのも必ず立てるんですね。そのときに、先

ほどおっしゃったように、なんなのかっていうことが、あんまりわからない状況のあまり、これがこ

ないと、最初の目的もわからないし、そこにたどりつく自分たちの役目はなんなのかということもわ

からなくて。どちらかというと、そのサービスの提供の依頼を受けた時点で、これはほとんどその事

業所にとっては必須のもので、それをもとに、サービス提供の個別計画をどこのサービス事業所も、

個々に立てているので、まずこれは絶対その場で来ないと、提供するサービスの方向性が見えないと

いうことが一つ、あります。

あと、先ほど言ったように、アップしたプランが、どうなのかっていったことを誰か現状で、見る

人たちがいるのかどうか。その辺が、こう、わからないと、これ、ちょっと無理がないとか、これは

ちょっと違わないとか、もしくは、法的にこれはちょっと無理でしょうっていう話が出てきたりもし

ているので、それをプランで上げられて、その提供はやっぱり、できないんだけどそれどうするって。

その以前からやってきたものとの、どういう形で変えていくのかっていったことも見えなくなってき

ていて、現時点で動きも始めてるんだけど、それをどういう形でちゃんと、軌道に乗せていくのかっ

ていうのは、事業所としては、今結構どこも困ってるっていう話で聞いています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：どちらのほうで。はい、基幹センターのほうの西田さんお願いします。

西田（良）委員：

今小川委員がおっしゃったことを全く、すごくその通りだと私は思っていて、基幹相談で計画相談

でプランを 24 年の４月から立て始めて、立てたものは、必ず事業所に送る。当然ながら市役所にも、

流れですから送ってますけど、パワーポイントのあそこ出してもらったら。支給決定が終わったら、

そう、支給決定が終わった、サービス計画が立って、その案が通って支給決定になったら、サービス

利用計画をもってサービスの事業者さんたちと担当者会議を必ず開いて、そこからサービスが始まっ

ているんですね。ですけど、どうも、私、ちょっとすみません、基幹じゃなく法人で、サービスをや

っているヘルパー事業所の職員から、困ったって相談があったのは、いつの間にか利用者さんのサー

ビスの利用計画が立てられていて、その整合性が取れないし、どういうサービス計画が立てられてい

るのか、そのサービス等利用計画を立てた相談支援事業所に連絡を取ってもいいですかっていうふう

に聞かれたんです。それは当然「聞いてごらんなさい」っていうふうに言って、そのサービス利用計

画が来て、うちのヘルパーさんたちはそれにもとづいて支援計画を見直したっていう経緯があるんで

すね。ですけど、だからそういう流れがあるんだよっていうことを、相談支援事業所さんに、きちっ

とまず行政のほうからお知らせするっていうことは、一つあるのかなと。そうじゃないと、支援計画

の支援方針が定まらないまま、サービスだけがばらばらと行ってしまったり、計画だけがすごい絵に
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描いた餅みたいになっちゃうっていうことは、やっぱり、それはもう当然の、全く当然の事だと思っ

てやっていたんですけど、今日の会議を聞いてると、そうじゃない現実があるんだってことを初めて

知って、やっぱりそこを統一していくのは浦安市の事業所として必要なんだなっていうふうに思いま

した。なので、ぜひそこの説明会をしたいと思いますし、相談支援の実務者会議であったり、基幹の

ほうで主催するような勉強会ではそういうことを伝えていきたいなっていうふうに思っています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。よろしいですか。橋野委員どうぞ。

橋野委員：まず今年度から市役所の組織が障がい事業課と障がい福祉課に、２つに、今までの障がい福祉課が

２つに分かれました。それで、どこで少しどういう事業をやっているのかっていうことをまず、ご説

明を先にしなきゃいけなかったなと思ったんですけれども、私のほうの障がい事業課のほうでは、い

くつか先ほど言っていましたが、この会議の担当だったり、それから、事業所さんの相談支援事業所

の指定だったり、そういった事業をしてますっていうことを少しお話しましたけれども、今までのサ

ービスの支給決定といったようなことは、障がい福祉課がおこなっています。一人一人の個別の相談

ですとか、支援とか、ケース対応申請の窓口というのは、障がい福祉課で。市民の皆さんが一番、来

ていたところの事業は、そのまま障がい福祉課の名前で残そうよということで、業務のほうはわけま

した。それで、それ以外の事業者さんのことですとか、団体の対応とか、計画をつくることとか、そ

ういったその他の事業を、障がい事業課のほうでおこなっております。あと、公設の施設管理も、障

がい事業課のほうでおこなっております。サービスなんですけれども、もともとその計画が必須に、

昨年度からなってます。障がい福祉サービスのほうでは、一つ一つのサービスの支給決定してまして、

居宅介護でしたら何時間、それも、家事援助なのか、など。そういった形で介護保険とは違って、介

護保険の場合は要介護いくつって出ると、すべてをケアマネさんがマネジメントするということで、

サービス一つ一つを決めるという制度ではないですけれども、障がい福祉のほうでは、窓口に利用者

ご家族の方が来て、一つ一つのサービスの時間ごとに申請をしていただくということになっています。

計画がありきになりましたけれども、計画がないときには、ケースワーカーが窓口でどういった、家

庭状況と、どういうサービスが必要なんですかってアセスメントをして、その一つ一つの時間を決め

てきてました。そこは今も変わりません。ただ、そのサービスを決める、支給決定する際の根拠とし

て、まずは、計画。相談支援員さんのつくったサービス等利用計画をもとに、市役所の支給決定の判

断基準にしなさいということが法改正で変わってきています。３年間の経過措置があって、サービス

が実は先に先行してたとか、介護保険とは流れが違っているので、事業所の皆さんには、混乱とかわ

かりづらい部分もたぶんあるかとは思いますが、今まさに、３年かけて、来年度末までには統一の計

画にもとづいた支給決定がされるようにという仕組みをつくっているところですので、今しばらくは、

ご理解いただきながらみんなに協力していただいて、障がいのある方のサービスの体制を整えていき

たいと思っています。で、今日いただいた、疑問、提案、課題なんかをまとめながら、適宜事業所の

皆さんに周知もしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいでしょうか。

小川委員：アップしたプランを、誰かが見るのかということについて、基幹さんはおそらく全部把握できない

ですよね。おそらくそれはワーカーさんが一番ご存じなのかなって思うんだけれど、そのワーカーさ

んと、たとえば相談員の方たちの知識とか、わかってる内容というのが、たとえばその事業所より、

知らなかったとかっていったときに、非常にその混乱があるんですね。質の担保ということを先ほど

質の担保、ごめんなさい、向上っておっしゃいましたっけ、橋野課長がおっしゃったんですけど。そ

の、一つ一つのプランがその人その人のみんなの人生というものを、大事にしていくことを考えたと

きに、その一つ一つのプランの大事さっていうものを考えたときに、相談員が、たとえばですよ、あ
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まり知識がなかった。もしくはそのワーカーさんも、基本的なことがあまりわかってなかったと言っ

たときに、それをどうするのかなっていうのがちょっと心配。

実際に、みんな勉強しなくちゃいけないよねって話にはなるんですけれど、それをだから、上がっ

てきたプランを、いろんなことを考えられる人が、そのワーカーさんレベルよりもしかしたらもっと

上の人かもしれないし、そういった人たちが、それ一つ一つをちゃんと見ていって、いく、いける、

いっていただけるようなその体制があるのかないのか、ということがその、全体を見たときには、大

変なことになるんじゃないかなと思ってます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。それでは、橋野課長、それと小瀧課長も実際に、そこの窓口に立って。

小瀧委員：私も４月に来たばかりなんで、よくわからないことがすごく多いんですが、確かにあの、ワーカー

の質っていう苦情が、今課題になってます。そのために、毎週１回は、ワーカー会議を開きまして、

課題に向けてみんなで考えて、みんなで共通した認識を持って取り組んでいこうよというふうに今し

ているところですので、しばらく時間はかかると思いますが、皆さんには、ずっと仕事に携わってい

るところと、私たち職員は異動というところがありますので、どうしてもそういった質を保つことが

すごく難しいところがあります。そういったところをなるべく、補いたいなというふうに考えていま

す。よろしくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。よろしいですか。じゃあ橋野課長。

橋野委員：そういったところを含めて、やはり、委員の皆さんに、いろんな現状、課題含めて、じゃあどうし

ていけば、よりよいものになっていくのかというのは建設的なご意見いただきながら話し合いをした

くて、部会を開いてますので、こう、出てきたケース、計画について批評するとか、ここがいけない

とかっていう、そこのご意見もきちんと踏まえながら、じゃあどうすればいいかということを、皆さ

んと会議でご意見いただきながら、協議していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：どうぞ、基幹センターの西田さん。

西田（良）委員：

すいません。時間があれで。この事例を出したのは、最初にリーダーさんがおっしゃっていただい

たように、ここの部会では評価のポイント、評価軸を決めなきゃいけなくて、その評価軸のたたきと

してこんな８つの評価軸はどうですかねみたいなことで提示して、この抽象的な評価軸のだけを話し

てもわからないので、この事例、このプランがこの評価軸と合っているだろうかっていうような視点

での具材提供だけだったので、このやり方がちょっとプレゼンテーション悪かったのかもしれません。

この評価を使ってこういうプランを立てました、この背景、この支援計画はこういうふうに立てま

したっていうふうに、１個１個やればもっとわかりやすかったと思うんですけど、計画の質を上げよ

うとかではなく、私たち部会としては、評価軸を決めなければならないっていうことでの提供だった

っていうふうなご理解はもう一度いただきたいと思いました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：お２人に、今日の会議の整理などもしていただき、次の、会議に向けての方針みたいなようなも

のも出されていたと思うんですけれども、時間が来ておりますので、次回にまたいろいろなお話し合

いをしたいと思います。今日の出た課題も含めてですね。それで、今、西田委員のほうからもありま

したけれども、今回事例という形で、基幹相談のほうから、事例をお願いしたところであります。初

回だということもありましてですね。できれば、先ほど、橋野課長のほうもありましたけれども、介

護保険のサービスもやってらっしゃるような高齢者の方、障がいを含んだ高齢者の方の、ケアプラン

を立ててらっしゃる事業所の方の事例などというのも出してもらってもいいんじゃないかと。そうい

うお話もありましたけれども、次の回にやはり事例を通してという形でこの評価軸をどうしたらいい

のかということを、ここで検討したいと思いますけれども、どこか事例を出していただける事業所さ
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ん、ありましたらお願いしたいところなんですけれども、いかがでしょうか。もし、今、手が挙がら

ないようでしたら、後日検討しましてですね、事務局のほうからお願いしますので、ぜひそのときに

はご協力のほうよろしくお願いしたいと思いますけれども、それでよろしいですか。はい。

あの、連絡事項など事務局のほうありましたらよろしくお願いします。

橋野委員：今日いくつか、委員の皆様から、連絡事項、お知らせしたいもの、配っていただいてあります。事

業課のほうからは基幹相談が行います相談支援、スキルアップ講座のご案内を配ってありますが、対

象のほうは相談支援専門員だけでなく、社会福祉士、精神保健福祉士等の有資格者。それから今年度

相談支援、専門員の研修を受けようと思ってる方に、幅広くさせていただいております。ぜひ、一人

でも多くの方に出席していただきたいと思っております。また、市のほうから改めてすべての事業所

の皆さんにはご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。

小川委員：ごめんなさい。25 人超えたら抽選かなんかですか。

橋野委員：スキルアップ講座。特に対象の方は定めていませんので何人でも。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、連絡事項として、はい、どうぞ。坂本委員。

坂本ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：

すいません、ちょっとだけお時間ください。先ほど、皆さんのお手元に配っていただいていたかと

思うんですが、あみという団体の大会のパンフレット及び申込書をちょっと今配らせていただきまし

た。実はちょっとこれ日程見てぞっとしてしまったんですが、実は基幹さんでやられるスキルアップ

講座の初日とまるっかぶりなんですよね。なので、あまり大きい声で言っていいものか、ちょっとた

めらいもあるんですけど、実は今回、千葉のほうで大会が行われます。これ、毎年持ち回りでいろん

な地域で行われてるんですが、えっと、今年度は千葉でということで開催を予定しています。会場の

ほうご覧いただいておわかりになるとおり、千葉の教育会館のほうで行われるんですが、19、20 日

と２日間あります。19 日は実は相談の初日研修とかぶっていたり、２日目に関しては、この、スキ

ルアップ研修だったりとか、あるいは中核さんのほうでもイベントあるんですよね。なんということ

で、本当にもう、なんかいろいろなところでいろんな研修やイベント目白押しの状況なんですが。

実際大会のほうも、毎年そうなんですけど、申し込みのほう、ぜひ来ていただきたいという、まだお

願いしたいぐらいな感じの状況が続いてます。いろいろな分科会もあり、あるいは、初日に関しては、

講演会なんかも予定していますので、もしご興味、関心のある方いらっしゃいましたら、事業所の方、

あるいは、関わってる、利用者さんにも、入っていただけるようなものも用意してあったりしますの

で、ぜひぜひ、皆さんにご周知いただければというふうにお願いも兼ねてお持ちしました。よろしく

お願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかによろしいですか。じゃあ、事務局のよろしくお願いします。

事務局： 活発な議論ありがとうございました。それでは、次回の相談支援部会につきましては、９月の開催

を予定しております。改めて文書でご案内申し上げますので、よろしくお願いしたいと思います。以

上で本日の部会は終了いたします。ありがとうございました。

申し訳ございません。最後にですね、資料をお配りしておりますので、こちらのほうですね、机の

上においていただきましてですね、お帰りいただきたいと思います。
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議題（１）（２）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

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．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．相談支援部会の平成 25 年度の議題

主な課題 平成 25 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
サービス等利用計画等の検証

相談支援事業の充実に関する事項

相談支援事業の広報・周知

さまざまな障がい（身体・知的・精神・発達・難病）

に対応できる人材の育成

個別の相談事例から見えてくる問題点の洗い出し及び

検討

日程 議題

第１回

６月２６日

・平成２５年度相談支援部会について

・平成２４年度事業所支援・制度プロジェクトの活動報告

・サービス等利用計画について

・サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

第２回

９月

・サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

・相談支援事業として指定を受ける上で各事業所が抱える課題等

第３回

１２月

・サービス等利用計画の評価のポイント等（事例を通して）

・

第４回

２月

・評価の仕組み、検証方法の確立

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） ○ ○
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９．平成２４年度事業所支援・制度プロジェクトの活動報告

事業者支援・制度プロジェクト

全５回開催し、地域の課題として基幹相談支援センターについて意見の交換等を行いました。

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


