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第２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 9月 24 日（火）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）

岡部晴夫委員、横山奈緒美委員、中久喜響子委員、中村佐太治委員、谷岡智恵委員、

小川圭子委員、鎌田和枝委員、三浦圭一郎委員、肥田淳委員、高木一郎委員、

田中知華委員、西田良枝委員、森林友佳子委員、入江史穂委員、小瀧修委員、

橋野まり子委員

４．議題

（1）指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉サービス事業者との連携について

（2）相談支援実務者会議の報告について

（3）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について

・集団指導から出された意見などについて

・事業所アンケートについて

（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）指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉サービス事業者との連携について（通知）

（2）集団指導から出された意見などについて

（3）相談支援に係る事業所実態調査（アンケート）＜案＞

６．議事

事務局：皆さんこんにちは。本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうござい

ます。ただ今より、浦安市自立支援協議会第２回相談支援部会を開催いたします。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ます。自立支援協議

会、及び、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、

発言者の氏名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。特に、

個人情報に関わる発言につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。なお、議

題４、サービス等利用計画の評価のポイントにつきましては、個人情報を取り扱うた
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め非公開とし、議事録には掲載いたしません。また、発言の際にお願いしたい点がご

ざいます。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き、団体名と氏

名を述べていただき、そのあとご発言をお願いいたします。また、本日からご出席い

ただいている委員の方を私のほうからご紹介させていただきます。NPO 法人あいらん

ど、中久喜委員。

中久喜委員：中久喜です。よろしくお願いいたします。

事務局：よろしくお願いします。続きまして、浦安市医師会高木委員。

高木委員：高木です。よろしくお願いします。

事務局：続きまして、猫実地域包括支援センター森林委員。

森林委員：森林です。よろしくお願いいたします。

事務局：それでは本日は、４件の議題につきまして審議いたしますのでよろしくお願いい

たします。それでは、ここから白川リーダーに進行をお願いしたいと思います。よろ

しくお願いします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。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、お名前のほうをおっし

ゃってからご発言ください。

では、まず議題１として、指定特定相談支援事業者等と指定障害福祉サービス事業

者との連携について、事務局のほうから報告をお願いいたします。

事務局：皆様こんにちは、障がい事業課宇田川と申します。よろしくお願いいたします。

それでは、まず議題の一番目で指定特定相談支援事業者と指定障害福祉サービス事

業者との連携についてということで、ご覧いただくお手元の資料は、右上に平成 25 年

７月 26 日と書いた障がい事業課長、障がい福祉課長の連名でこちらのほから出した通

知のほうです。こちらのほうご覧いただきたいと思います。

相談支援部会は、第１回目のときも説明させていただいたように、こちらのほうの

相談支援部会で検討していく内容の一つとしまして、サービス等利用計画等の質の向

上に関する事項ということになっております。この中で、相談支援事業者、市内の相

談支援事業者とサービス事業者、この連携がちょっとうまく図られていないというご

意見が、この協議会等でもいろいろと兼ねてから出されておりまして、それで、７月

26 日づけで、障がい事業課長、障がい福祉課長、連名でですね、こちらのほうの通知

を改めて事業者のほうに出させていただいたものになります。

平成２４年度の法改正によって、このサービス等利用計画の作成というのが、出て

きたんですけれども、その中で、今後、作成する上で留意いただきたいことというこ

とで、５点ほど載せさせていただいておりますので、今一度この場をお借りして、確

認をさせていただきたいと思います。

まず、この通知の下のほうの①というとこでありますけれども、ちょっと読ませて

いただきます。相談支援事業者は、利用者についてのアセスメントに基づき、そのア
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セスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための、もっとも適切な福祉

サービスの組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総

合的な援助方針、生活全般の解決すべき課題等々です。こちらの福祉サービス等の種

類や内容や量、福祉サービス等提供する上での留意事項等を記載した、サービス等利

用計画を作成してくださいということで、基本的なことなんですが、まず１つ目にう

たっております。

それから、裏面のほうになりまして、②なんですが相談支援事業者はサービス担当

者会議の開催をおこなって、その中でサービス等利用計画案の説明をおこなった上で、

各担当者から専門的な見地からの意見を求めてくださいということです。また、その

サービス担当者会議等において、利用者またはその家族の個人情報を用いる場合は、

あらかじめ文書によって、利用者またはその家族の同意を得てください。こういった

ところに、留意してくださいということになります。

そして３つ目です。相談支援事業者は、支給決定、又は地域相談支給、支援給付決

定を踏まえてサービス等利用計画案の変更を行い、サービス事業者等と連絡調整を図

ってください、ということで、その都度変更等があればですね、その該当するサービ

ス事業者等の連絡調整、こちらのほうを十分おこなってくださいということになりま

す。

そして４点目です。今度は、サービス事業者はということになりますが、相談支援

事業者が作成したそのサービス利用計画に基づいて、アセスメントをおこなって個別

の支援計画、原案を作成してくださいということになります。

そして最後に、相談支援事業者はサービス等利用計画の作成後、モニタリングをお

こなって必要に応じてその計画の変更等をおこなって、またサービス事業者との連絡

調整を図ってくださいということで、計画自体は作成後、モニタリングも必要になり

ますということです。また、その際も、きちんとその関係事業者との連携を図ってく

ださい、ということも書かせていただいております。それで、これらのことを踏まえ

て、サービス等利用計画の作成と、また、関係者の連携に努めていただきたいという

ことを、改めて、この７月の段階で、出させていただいたところですので、この場を

お借りして、また、皆さんで再確認をさせていただければというふうに思います。以

上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。これは、前回の自立支援協議会の相談支援部会のところで、サービス事

業者さんのほうから出たご意見、実際の計画相談の流れが、実際はこのようになって

いないだとか。あるいは、サービス利用計画がわたらなければ事業所の中で個別支援

計画を立てられないとか、そういう、ご意見が出たことに対して早速、対応していた

だいたという形の部分になっておりますけれども、今の説明、報告の件に関しまして

何かご意見なり、ご質問があればお願いいたします。

小川委員：相談支援事業についての事業者を集めたたとえば集団指導とか、そういったこ
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とをする予定とかはないんでしょうか。

事務局：相談支援をおこなっている事業者に集まって頂き、集団指導は８月３０日に行い

ました。

小川委員：いえ、事業者との連携だから、事業者も来ないと駄目でしょ。

事務局：それはですね、相談支援をしているとこの事業者が該当というか、そこの事業者

を集めての集団指導だったので。特に、ほかの事業者というのは、そこには参画して

ないんですけれども。

それで、また、そのあと、移動支援の事業者は、提供している移動支援の事業者。

あるいは、日中一時支援だったら、日中支援の事業者ということで、やっております。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。はい。ほかに、ご意見やご質問ございますか。よろしいです

か。なければ、では、続きまして、議題の２として、相談支援実務者会議の報告につ

いて、事務局である基幹相談より報告をお願いいたします。

西田委員：はい。８月 29 日に行いました、１回目の相談支援従事者の実務者会議の報告を

します。

参加者は、行政の職員の方も含めて相談支援専門員。現職をされている方などを含

めて 15 名の方の参加となりました。最初に自己紹介をして、自己紹介をしながら、私

たち、相談支援専門員全員が集まるのは初めてなことだったので、事業所の特徴です

とか、それから、今、計画相談を何件ぐらい持っているのかとか、そういうお話や、

ちょっと感じてることなどを言っていただきました。

この実務者会議は、あの、議事録も残しませんし、本当に相談の中で困っているこ

とを、もういろんな事例ですとか、いろんなことを持ち寄って、お互いに支え合って

いこうというような要素もありますので、特に、ここで誰が何を言ったというような

ご報告はできないんですけれども、意見交換の中で出てきたことを簡単にかいつまん

でご報告します。

意見交換をした内容は、まず、困ってること。制度運用ですとか、実践の中。それ

から、サポートの体制。サービスの提供事業所や、行政との連携などについて、困っ

ていることはなんですか。それから、利用者の対応とか、実践とか制度運用とかで、

知りたいことはなんですか。それから、個別の相談事例から見える地域課題とか、必

要な地域社会資源があれば、教えてくださいというような話をしました。

やはり相談支援専門員の方と、行政職員の方が一緒に話をできたというのが、一番

私は大きな収穫だったと思うんですけれども、行政の方たちも、計画相談は、まだ浸

透してないなという意見がありました。800 人を超える計画相談を立てなければいけな

い。そういう必要な人が、800 人いるのに、支給決定は 100 名ほどにしかならず、あ

と１年半で 700 名の人の計画を作成することが、あの、本当にできるのか、行政とし

ても、不安な気持ちがありますというようなお話がありました。

それから、千葉県の話も出ておりまして、相談支援専門員の研修が、千葉県では年
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に１回しか行われないんですね。法人の中でも希望をしても、たとえば５名希望して

も、２名を落としてくださいと言われて、３名しか受けられなかったりとか。相談支

援専門員になるために、行こうと思っても、その研修を受けることができないので、

来年まで待たなきゃいけないという問題で、県の体制とかに関しても、疑問の声もあ

りました。

それから、地区担当というふうに、ケースワーカーさんたち、職員の方たちはなっ

ているんだけれども、ご本人はあんまりよく知らない中で、こう、判断軸を持つとい

うことが、正直、不安なのでいろんな勉強をしていきたいというようなご意見もあり

ました。

それから、医療的なケアが必要な小さい子どもたちも増えていっているので、退院

されてから地域に移行していくサービスですとか、計画というのも社会資源がないと、

サービスしていけないので、社会資源を増やしていきたいというご意見もありました。

それですとか、あと、本来、事業所というのは、利用者さんを断ってはいけないとい

うふうになっていますが、現在、重い障がいのある人がサービス利用を断られている

という声も、行政には結構、ちゃんと届けられているようで、地域課題の大きなとこ

ろじゃないかというふうに。これは、相談支援専門員だけをやっていますと、なかな

かそういう、本当にクレームみたいなところは、入ってきづらいので、ケースワーカ

ーさんと、市の職員の方と一緒に仕事をすることの重要性だなというふうに思います。

一方、相談支援専門員のみんなからは、制度について、同じように、やっぱり相談

事業所が増えてほしい。それから、研修にどんどん行かせたいから、研修の機会を増

やしてほしい。それから、計画相談のメリットが、利用者さんにとって、単一サービ

スを受けている人はあまりメリットを感じてないような気がするというような意見で

すとか。まあ、度々、計画相談の意義を、相談員が伝えなきゃいけないという現状に

なっています。

それから、モニタリングの訪問。たとえば、「自宅に行かしてください」というとこ

ろに、まだ抵抗感を示す方も割といて、困っているとか。あとは、モニタリングの頻

度の設定をどういうふうにしたらいいのかって。国で決められていることと、それか

ら自分たちで必要だって思うことの、まあ、ギャップがあるんじゃないかということ。

それから、あと、セルフプランについて、どういう状態をセルフプランというのかっ

ていう、もう相談員がつくるのと同じぐらい時間を要し、説明するのに要していて、

これだったら、もう計画相談つくったのと一緒じゃないか、みたいな話もありました。

あと、基本相談の重要性がやはりあるので、計画相談は、１件いくらということなわ

けですけど、その計画相談を立てるために、いろんなお話をかがったりとか、自宅に

訪問したりとか。たとえば通院同行したりとか、いろいろな基本的な相談の重要性も

なくてはつくれないときに、やはりもう１人 30件というふうに予定を立てたけれども、

もうとても 15 名ぐらいでいっぱいいっぱいになっているというふうなお話が、あの、
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ある、わりと多く。私たちの現場でも、そういうような状況になっています。

やっぱりみんな同じだなと思ったのは、社会資源が足りない。つまり、まずは、一

番大きいのは、ヘルパーさんが足りない。いくら、サービスの計画を立てても、行っ

てくれるヘルパーがいない。たとえば、精神の利用者さんを受けてくれる事業所が少

なかったりとか、週末や夕方のケアの担い手がいない。医療的なケアの担い手がいな

い。行動障害がある人への対応できるヘルパーがいないなどの意見が、ここでも出て

きました。

それで、社会資源が、本当はあれば地域で暮らしたいと願っている利用者さんを本

当に見送ることになっていて、非常に切なくて、なんのために計画をつくったのかな、

なんのために、私たち、仕事してきたんだろうなと思うことがあるというような現場

の声でした。

あとは、行政から、介護保険のみに対応している、そういう社会資源を増やすって

いう意味で、事業者に働きかけをしてもらって。障がいのある人たちの、あの、ケア

に入ってもらえないか。やっぱり障害福祉に不慣れな事業所に、なんか手取り足取り、

請求の仕方とか、いろんなことを、なんか教えてやってみたんだけど、まあ、やり過

ぎも駄目だったんですけども、何か、こう、事業を参入する、こう、サポートはない

かなって思う一方、なんでもかんでも相談があれば、相談に投げてくる。ケアの手順

書つくってくれ、請求の仕方、全部教えてくれとかになって、相談事業所頼みだけっ

ていうのも、本当に困るなっていう話もありました。

あとは、社会資源、日中活動、住まい、ヘルパー、どうやったら増えるのか。最近、

そういうことばっかり考えていますっていうのが多くて、相談の研修に行ったときに、

その講師の先生が、相談員がバーンアウトする原因の一つに、感情労働だっていうこ

とはあるんですけれども。実は、社会資源の不足によって、相談支援自体が空手形の

状態になることで、ここ、すごく心理的に疲弊していて、その、主義、仕事の意義を

見出せなくなっているというケースが多いっていう、話があったということで、「みん

なそれに近いよね」みたいな話もちょっと出ていましたが。いろいろマイナスな話が、

課題は多いんですけれども、やはりみんなが顔を突き合わせられた。それから、そう

いうことをみんなで共有できたということは、１回目としてはとてもよかったのかな

と。まだこの先、サービスの計画の質の向上というところにつなげていかなきゃいけ

ないんですけれども。まあ、それと社会資源はセットだねっていう話で終わっていま

す。以上です。ありがとうございました。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。ただ今の説明・報告について、ご意見やご質問

ありましたらお願いします。さすがに、現場の方たちのご意見なんで、非常に具体的

な、課題とか、問題とか、いろいろ定義されて、また、こちらのほうの相談支援部会

のほうでもっとなんか、今後、取り上げていかなければいけないこともあるんじゃな

いかと思うんですけれども。
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小川委員：リーダーのおっしゃる通り、非常に具体的な話がいっぱい出てきてると思うの

で、今、私、ちょっとメモで書いてたんですけれど、書ききれなくなってしまうので、

できれば、具体的な内容というのを箇条書きで構わないのでここに挙げてもらえれば、

きっと、ここが、その、そういったものを、最終的にどういう形で動かしていくかっ

ていう場所だと思うので、あとからで構わないので、書面でいただければと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。西田委員。

西田委員：はい。おっしゃる通り、この相談支援部会は、相談支援事業所やそれに関係す

る事業所のいわゆるリーダーさんたちというか、たとえば所長ですとか、管理職の方

が出ている。それで、実務者会議は、リーダーとか、管理職ではなく、現場の、計画

を立てる相談支援専門員に限っているので。風通しといいますか、この実務者会議の

意見を、どういうふうに、この部会に反映してったらいいのかねっていうことは、一

つ、やらなきゃいけないことだと思いますので。事務局で相談をして、形としてお示

しできるように考えたいと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それは、一回一回じゃなくって、ある程度ちょっとまとまったところで、それ

を出してもらうということもあり得るんですよね。

西田委員：はい。全部事務局で相談します。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですよね。はい。ほかに何かご意見やご質問ございますか。あと実際に、

実務者会議のほうにご参加された方、委員の方もいらっしゃると思いますけれども、

今の基幹相談のほうからあった報告に付け加えること、何かありましたらお願いしま

す。

中村委員：はい。

白川ﾘｰﾀﾞｰ中村委員、どうですか。

中村委員：大枠としてはこういうところではないかと思うのですが、やっぱり、なかなか

相談員一人だと思うような、利用者ご本人、それから家族、それから行政との連携が、

なかなか時間的にとれないという、そういう悩みが皆さん持ってましたし、やっぱり

30 人を目標にやっても実際はなかなかそこまで行かない、まだ制度が整ってないとい

う。今、西田事務局長のほうからの報告がまさに、このあたりを得ると思うんですが。

まだ１回目ですので、ちょっとランダム的な要素があるので、グルーピングにしてか

らもう少しまとめたほうがいいんじゃないかと思います。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございます。ほかにどなたか、ございませんか、小川委員。

小川委員：さっきまとめて言わなくてごめんなさい。たとえば今日早急にまずこれをここ

で話さなくちゃいけないようなものがあるとしたら、そういったものから、ここで話

していくということも必要だと思うんですけれど。そういった、課題というか、そう

いったものは今回は、一丁的に行かないような者ばっかりだったのかな。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。西田委員。

西田委員：はい、この相談実務者会議は、一応、自立支援協議会の枠の中では、課長、な
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いんですよね。はい。枠の中のではないので、この実務者会議の話は、まあ、報告は

しますけども、相談支援部会の議題っていうのは、事務局のほうで事前に決めさせて、

リーダーも入れて決めさせていただいているので。今日はまず報告っていうことにな

り、議題は議題で進めていき、どうしても実務者会議から何かを話してほしいってい

う場合には、自立支援協議会の事務局に申し入れをして進めていきたいっていう流れ

なんですけど。これがプロジェクト会とかだと、また違うんでしょうけど、相談支援

部会と、相談実務者会議は基本的には、自立支援協議会の中では連動してないので。

小川委員：それだからこっちに来てここで話すっていうことが、早急に何か解決する課題

があったら、そういう形で話したほうがいいんじゃないかっていう。

西田委員：はい。そうですね、それはそうだと思いますので、事務局に議題の精査のとき

にきちんと報告しようと思います。よろしいですか。

小川委員：今日は、急いではないということですね。

西田委員：今日は、議題の中にもこのあとありますけれども、評価のポイントとか、とい

うところで、関連づいてるかなとは思ってます。大急ぎのものは特にないです。

小川委員：了解です。

西田委員：ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。先ほどの報告で私のほうで質問、確認なんですけれども。サ

ービス利用計画をつくる対象者の人が、800 人っていうふうにおっしゃってたんですけ

ど、前回のときには 700 人で、約 720 人くらいで、今現在 100 人ぐらい進んでるとい

うことですけれども。どちらのほうが、ちょっと正しいんでしょうか。

橋野委員：第１回の部会の中で、こちらでご説明したのは、25 年６月現在のサービス支給

決定者で、これは 798 人。この時点が 798 人。約 800 人でした。ここには、65 歳以上

の介護保険利用の方も含んでいる状況です。直近の統計は、ちょっと古いですが、６

月ですので約 800 人ということで、よろしくお願いいたします。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですか。わかりました。ちょっと確認したかったんです。

それとちょっと遅ればせなんですけれども、私今日一人でやってるんですけども、

サブリーダーの坂本さんが今日欠席されているということで、今日一人でやっており

ますので、心細い思いをしております。ご協力のほどよろしくお願いします。

では、ほかに質問とかご意見ございますか。なければ次の議題に移らせていただき

たいと思います。

議題の３。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につい

て。この中で、まず１つ目、集団指導から出された意見などについてと、それと事業

所アンケートについて、この２点について事務局のほうからご説明いただきたいと思

います。報告ともにお願いします。

事務局：こんにちは。障がい事業課の柳澤と申します。私のほうからは、集団指導から出

されました意見などについて、報告をさせていただきます。平成 24 年度から計画相談
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支援が本格的に始まりまして、計画相談支援を行う指定特定相談支援事業所および、

指定障害児相談支援事業所の指定については、市町村が行うこととなりました。その

事業所の指導および、監査につきましても、市町村が実施することになったため、指

導監査の視点およびその実施方法等につきまして、先日８月 30 日に集団指導をおこな

ったところです。

その日には６事業所から９名の方がご参加いただきまして、市も合わせまして、18

名でおこなったところです。その際出されました意見の主な点といたしまして、３点

ほど上がっております。

まず１つ目なんですが、いくらサービス計画を立てても人材がいないと。計画数を

どのように作成していくのか、数をこなすにも事業所数が少ない現状があるという、

ご意見をいただきました。それで、回答といたしまして、研修に参加した何社かは、

指定を取ってほしいとの、お願いをしているところでありますが。１市で考えていく

ものではなく、国、県で考えていくべき問題であるので、市としても働きかけていき

たいというような回答となっております。

２番目に、相談支援専門員が不足している。サービス担当者から専門員への配置換

えがなかなか難しい。また、毎月モニタリングも、終わらないため安定した収入にも

ならない。また、計画相談が認知されていないという話を聞く。利用者の方には必要

なものだと位置づけられていない人も多いのではないか、というようなご意見をいた

だきました。それで、需要と供給のバランスを見て、あまり計画作成のお知らせを一

気に出していないのかもしれない。以前事業所が対応できていないという苦情もあり

ましたけれども、作成できてくるようになったというような回答で出しました。

最後に３番目が報酬単価について、障がいサービスの新しい導入の場合、１万６千

円とのことだが、訪問看護サービスを新しく取り入れていかなければならないと考え

ている方がいる。この場合はどうなるのかというような内容をいただきました。それ

で、地域生活支援事業、たとえば、移動支援のみを利用する場合は、計画相談対象の

サービスには含まれない。同じく訪問看護も、受給者証及び支給決定に直接関係する

ものではない。よって、１万６千円の報酬とはならないと考えるが、県研修等で今後、

確認してみていきたいとの回答でございます。

事務局：はい、同じく事務局宇田川です。私のほうからも、相談支援に関わる事業所のア

ンケートということで、ちょっとご説明をさせていただきたいと思います。今、柳澤

のほうから先般おこなった、特定相談支援事業者と指定障害児相談支援事業者の方を

集めて、集団指導をやって、そこから出された意見ということで、３点ほど説明させ

ていただきましたけれども。ここでも、出ていますように、このサービス等利用計画、

この計画を立てる事業者が、やはり本市でも少ないという現状があります。

それで、平成 24 年度から 26 年度にかけて、この３年間で障がい福祉サービスを利

用している対象者、利用者すべてにサービス等利用計画を作成しなければならないと
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いうことになっておりますが、本市の実態についてちょっとまた触れさしていただき

ますと、直近で今出してる数字が、サービスの利用者数が約 800 名。その中で、実際

に計画作成を済んでいる、作成した数は約１割でございます。この１割というのは、

本市だけがまだ１割しかいってないのではなくて、実態としては、近隣市に比べて、

浦安市は、かなり、多く作成をしているという現状です。それで、先ほど西田委員か

らも話ありましたけれども、サービス等利用計画を立てる上で、やはり、必要なのは

事業所です。

この事業所の育成ですね、こちらのほうも、考えていかなければいけないんですけ

れども、これは、本市だけでできる問題でもなくて、やはり国や県がどう考えている

のか、先ほどの話にもありましたように、県の相談支援専門員研修を応募しても、な

かなかその希望通りに研修を受けられないであるとか、そういった実態があります。

それで、今後も国や県の方針、姿勢等も見ていかなければいけないんですけれども、

やはり、それは、待っているだけということでもなくですね、本市としても、今後、

事業所の実態を調査させていただいて、今後の方針等の上で参考にさせていただきた

いということから、今回、この、相談支援にかかる事業所実態調査・アンケート、こ

れは案になりますけれども、実施させていただきたいというふうに考えております。

ちょっとこの案について、今日、皆さんからご意見があれば、必要な修正等を行って、

やっていきたいと思うので、中身のほうをちょっと順番にご紹介してまいりたいと思

います。

まず、アンケートの内容なんですけれども、下記の内容についてご記入いただくと

ともに、ご意見等がある場合は自由にご記入くださいということで、まず１番目に、

事業所の相談支援専門員の状況についておうかがいしたいというふうに思っています。

まず１つ目に、県の相談支援従事者養成研修、これを受講済みの人は何人いらっし

ゃいますかということです。

それで、２つ目に、現在相談支援専門員の資格がある人は何人いますかっていうこ

とを聞いております。

それで、３つ目は、私のほうでもちょっと、確認できなかったので、こういうふう

な書き方をしてしまって、平成 25 年度に相談支援従事者養成研修を受けた人は何人い

ますかということで、もし、今年度の千葉県の相談支援専門員の相談支援従事者養成

研修をもうすでに前期後期と終わっているようであれば、これは、あの、１番目の質

問のところと重複してしまいますので、この辺については、また、修正等行いたいと

思います。

それから、４つ目は、来年度以降、相談支援従事者養成研修を受ける予定の人

は何人いますかということで、これは、あくまでも予定で記入をしてもらおうと思っ

ております。

また２番目に、指定申請についてということで、現在、その相談の指定を取ってい
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る場合、下記のどれですかということで、指定特定相談支援事業所であるのか、指定

障害児相談支援事業所であるのかっていうことです。それで、どちらも取っている場

合は、両方に丸を付けていただくということを想定しています。

それから、２つ目に、相談員の増員の予定はありますかっていうことで、あると回

答した場合には、何人ぐらいを予定していますかということになります。

そして３つ目に、指定を取っていない場合、今後指定申請をする予定はありますか

ということを、お尋ねしています。

そして３番目に、指定を取る予定のない事業所にお尋ねしているんですけれども、

指定を取らないのはどういう理由ですということで、それぞれの事業所で、いろいろ

な、問題、課題を抱えていると思いますけれども、指定を取っていない理由等につい

ても、できればお尋ねしたいというふうに考えております。

最後に、その他、課題や問題へ自由にご意見をおうかがいしたい。こういった形で

の案でですね、後ほど、市内の各事業者のほうに、アンケートを実施させていただき

たいというふうに考えています。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ただいまの説明について、ご意見やご質問があればお願いいたします。今２点

出した集団指導の部分とアンケートの部分という２つのある資料が出されましたけれ

ども、分けませんので、ご自由にどちらのことに関してでもおっしゃっていただけれ

ば。はい。小川委員。

小川委員：集団指導のほうについて回答というのは、これは市の回答ということでよろし

いでしょうか。

事務局：当日ですね、集団指導の中でお集まりいただいた方から出された意見の中で、事

務局、市が回答しているものになります。

小川委員：あともう１個、市内の事業所にということでアンケートを出してはいたんです

けれど、これは、たとえば、介護保険のサービス提供事業所とか、どういったところ

まで、その障がいだけなのか介護も入れるのか、あとは市外は、もう全然出さないの

か。そういったこともあれば。

事務局：このアンケートのほうですね。基本的には、市内の事業所を予定しておりますけ

れども、もちろん、その介護保険事業所も含めてちょっと、出すまでに少し時間があ

るので、その中で最終的に検討させていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：いつぐらいにこれは出す予定としては、考えてらっしゃるんですか。

事務局：スケジュール的なものは、まだはっきりしてないんですが、今日いろいろ、この

アンケートの案を見ていただいて、ご意見があれば伺って、持ち帰って、整理修正を

してという形になります。ただし、なるべくうちのほうも早くは出したいと思ってい

るんですが、それがまあ、10 月中になるか、11 月頭ぐらいになるか、その辺ちょっと

ごめんなさい未定です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに、ご意見なり。はい。谷岡委員。
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谷岡委員：ちょっと、お聞きしたいんですけれども。先ほどあの、798 名そのほかに高齢者

も含むというふうに、お聞きいたしましたけれども、高齢者の部分っていうのは、何

名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：橋野委員お願いいたします。

橋野委員： 65 歳以上の方は 72 人いらっしゃいます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうぞ。谷岡委員。

谷岡委員：はい。わたくしたちケアマネージャーはですね、高齢者の介護保険の部分とそ

の介護保険の方たちの中にも障がい手帳持っている方たちのサービス計画を併用して

作成をしています。このことについての、このサービス計画っていうものは、どのよ

うに考えていけばよろしいんでしょうか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今、ご質問というのはアンケートを答える上での何か、参考にということです

か。それとは全然また。

谷岡委員：いえ。集団指導から出された意見などについてという説明の中で、相談支援専

門員が不足しているであるとか、あるいは報酬単価がどうであるとかって、ここにこ

う、記載されていますよね。その中で、高齢者が 700、800 人中の中で 72 名いらっし

ゃるということで、現実に介護保険のほうでの、ケアマネージャーは 72 名のサービス

計画を作成している、現実があるわけですよね。これについて、これからについても

このサービス計画っていうのはこの中に入るんでしょうか。それとも、介護保険のほ

うでまかなうべきものなのでしょうか。その辺のところも合わせて、ちょっと知りた

いなと思いまして。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、そこら辺のところは。

橋野委員：現に、介護保険のサービス使ってらっしゃる方は、介護保険の中で障がい福祉

サービスもつい、一緒にケアプランつくっていただいておりますので、これのほうは、

それで代用できるっていうふうにしています。介護保険のケアプランがある方は、障

がいのサービス等利用計画をつくらなくてもいいというふうになっています。ただ、

実は、今、数字を言いました 72 人全員が介護保険を使っている方かどうかといところ

までの統計ではありませんので、ちょっとそこは、正確な数字ではありませんが、大

体そのぐらいの方は、あの、介護保険のケアマネさんがつくっていただいてるのかな

っていうふうには捉えています。

谷岡委員：ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今のご説明でよろしいですか。

谷岡委員：はい。わかりました。

鎌田委員：すいません。今の。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。鎌田委員。

鎌田委員：はい。すいません。遅れまして申し訳ありません。なごみ訪問看護ステーショ

ンの鎌田ですけれども、今の橋野委員からの説明の中で、ちょっともう一度確認させ
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ていただきたいんですけれども。たとえば今おっしゃったように、介護保険でサービ

スをケアマネが作成している場合に、ここのアンケート調査のところの支援相談、専

門員というのをたとえばうちの事業所だと介護保険のケアマネしかいないんですね。

そういう場合でも、ここはもうゼロで出しちゃって構わないということですかね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員お願いします。

橋野委員：はい。障がいの相談支援専門員の資格を持ってない場合は、ゼロで出していた

だいて構いません。

鎌田委員：はい。それで、たとえば立てたプランに関して、そこの相談員さんに私たちの

ほうから提供することがあるっていうふうに考えていいのでしょうか。それとも新た

にそこの部分に関しては、さっきおっしゃったふうに、どこかの事業所の相談支援専

門相談員さんがつくってくださる。併用はしていくのですけれども。そういう場合に

はそこにも、名前を利用者さんの名前をお渡しして、そこの専門の人と協議してつく

っていくんですけれども。その辺はまた指示があるのですかね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員どうぞ。

橋野委員：はい。このケアプラン、両方まとめて、ケアプランと呼ばせていただきますけ

ど。ケアプランは一人に一つあればいいということで、介護保険のケアプランお持ち

の方は、それで、障がいの計画の代用ができますので、障がいのほうの計画を一つ作

る。介護を一つ、一人に二つまではつくる必要はないというのが国の考え方です。た

だちょっと、正確には確か、介護保険のケアマネさんも、計画をつくった場合の報酬

単価の設定がありましたので、ちょっとなんらかそこは、介護保険のケアマネさんが

つくるっていうものも、あったような記憶があるんですけれど、今、正確な資料がな

いので、原則としてはどちらか一つ。介護保険のプランがあれば、それで代用できる

ので、必要ないというふうになっています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：よろしいですか。

鎌田委員：はい。ありがとうございます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。小川委員。

小川委員：同じく今の質問で、72 人というその利用者数がちょっとごめんなさい。わから

ないんですけれど。65 歳以上でプランが必要だと、72 人いるということなんですけれ

ど、基本、その障がいの中で、介護保険の中で、ないサービスを使う人は今回の計画

相談という形になるんですよね。それで、仮に、その方たちがなんらかの、介護保険

にあるようなサービスをやり始めたときには、プランは介護保険がおそらく優先なの

で介護保険に戻っていくんですけれど。それはインテークとかアセスメントとかいろ

いろやっているうちに、介護ニーズが掘り起こされてしまった場合、そこまで、こう、

いろいろ立ててるのはただ？

今ないとすると、たとえば、65 歳以上の人で、介護を使ってないサービスで、その、

プランが必要だとすると、地域生活支援事業はその中に、プランの中に入らないとい
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うことであると、就労支援とか、機能訓練とか生活介護。そういったものを今、65 歳

以上で、介護保険使わずにそれをやっているような人たちがいるということなんでし

ょうか。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員お願いします。

橋野委員：はい。施設に入所されてる方も何人かいらっしゃいまして、施設入所支援です

とか、日中は生活介護、それから、就労継続支援の B 型使ってる方もいらっしゃいま

す。実際、市内の日中の通所施設の中にも 65 歳の方も何人かいらっしゃいますので、

介護保険のサービス使わずに、障がいだけのサービスを使っている 65 歳以上の方とい

うのも何人もいらっしゃいます。具体的に数字が今ないので、そこはちょっと、詳し

くはお答えできはいんですけれども。何人かいらっしゃいます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：今の説明で大丈夫ですか。ほかに、大丈夫ですか。

小川委員：仮に、ニーズが出てきちゃったとき。ただ？

白川ﾘｰﾀﾞｰ：先ほどのニーズが出てきたときに、報酬単価がどうなるのかということですね。

たとえば、介護保険で使っていて、そこの中で障がい福祉のニーズが出てきたときと

いう場合と、最初から障がい福祉のほうで相談を受けていて、そこで介護保険のほう

のサービスのニーズが出てきたときと。私が今あげた例のうちの後半の場合のときの

報酬単価というのは、介護保険の利用者のほうに入るのかどうかということですね。

小川委員：プラン立てるほうが、アセスメントや何やらを、その、手順を踏んでって、時

間を費やして。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：だから、どちらのほうに、報酬が入るのかということでよろしいですか。

小川委員：相談員がケアマネを持ってればいいけれど、持ってなかったときは事業所。下

手すると事業所ごと移ってしまうので。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。橋野委員。

橋野委員：ちょっと、順番的なことで個別にいろいろあるので、一人一人違うかと思いま

すが、全体としては、国は 65 歳になると介護保険のサービスが優先しますよというこ

とで、たとえば、ヘルパー派遣を在宅で使っている方、同じサービスが介護保険にも

ありますので、65 歳の年齢到達とともに、介護保険のほうに制度が移行していきます。

そうすると、それまでは障がい福祉の相談支援員さんがつくっていただいた、このサ

ービス等利用計画から介護保険事業所の、ケアマネさんがつくるケアプランのほうに

変わっていきますので、当然、その、計画をつくった報酬っていうのも今度は介護保

険のケアマネさんが得ることになります。そうすると、ちょっと障がいとはサービス

が違いますので、介護保険の場合は毎月毎月のケアプランの報酬が入ってくる。そち

らに移行すると、64 歳までは障がい福祉サービスのほうの計画相談でつくりますと、

先ほども、いくつかお話がありましたが、そのモニタリングの期間というのが、必ず

しも毎月ではありませんので、人によって、３か月に一回、６か月に一回、12 か月に

一回しか、その、見直しに対する報酬がつかないということですので、ちょっと制度
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がかなり違ってきますが、65 を境に原則としては制度は移行していきます。

小川委員：それはわかってるんですけど、要はその、インテークをしていろんなことをし

ていくうちに、そのプランほぼ出来上がったと。それで、気がついたら、これはどう

なんだという話になってきたときに、その、介護保険のサービスのニーズが出てきて

しまったといったときのこと。介護保険が優先なのもわかっているので、そこまでの

全部ほとんど出来上がったときに、介護保険のニーズが出てきたっていうことになっ

てきたときに、そこまではだから、プランナーさんっていうのはかなりのいろんなこ

とをしていた。ほとんど出来上がったものを今度、介護保険のケアマネがくっついて

行くことになると思うんですけれど。ここまでのことは、その、プランを立てた計画

相談のほうにはなんにもなしになっちゃうんですかね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そこはあれですか、年齢のところで、こっちに分けるかっていう形で単純にい

くのかどうか。その前半の部分ですよね。

小川委員：ニーズを聞いていくうちに、そこに辿り着いてしまったと。もしくは、その、

最後のトッピングになったとか、そういう形になったときに気の毒な気がするんです

けど。

白川委員：どうぞ。橋野委員。

橋野委員：障がい福祉サービスのほうの相談は 64 歳の 11 か月までつくるので。たまたま

もしかしたら、その、64 歳 10 か月ぐらいで障がい福祉サービスしか使えない方が、ア

セスメントして、計画つくって１か月で介護保険に移行っていう方もいらっしゃるか

もしれませんが。その、つくった１か月分の報酬というのは障がい福祉サービスの事

業者さんが、この１万６千円分。新規計画分ということで得て、それ以降は介護保険

事業所に引き継ぐのですが、ちょっと違いますか。

小川委員：言っていることは、ちょっと違うと思いますけど。

白川委員：きっと、あれだと思う。つくる前までの段階のアセスメントやなんかに対する。

小川委員：高齢の方って、ニーズをいろいろ聞いていくと、おそらく、介護のニーズって

いうのが出てきちゃうんじゃないかと。そこからまた、１個ずつ年とっていくこと考

えると、介護のニーズが掘り起こされてしまう可能性が、私はかなり高いと思ってる

んですよ。この 72 人に対してね。それで、出来上がりって言ったときに、あっ、これ

介護保険で使えるじゃんって話になったときに、プランナーがそこまでのものが、そ

の、ただ働きになってしまうのが気の毒かなとも思うんですけれど。でも制度とした

らそういうふうになっちゃうっていうこと？

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。森林委員。

森林委員：地域包括支援センターの森林と申します。地域包括支援センターでは、ケアプ

ラン作成という面では、要支援の認定の方のケアプラン作成をするセンターではある

んですけれども、高齢者の方々の相談窓口ということで、65 歳以上の方でなんらかサ

ービス、それは介護保険のサービスに限らず、何かしら、支援希望される方の相談と
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いうのを受けておりまして。それで、その際に、介護保険を使う方なのか、障がいの

ほうの自立支援のサービスを使う方なのかというところも、アセスメントさせていた

だいた上で、振り分けといいますか、しておりますので、たぶん何か迷った方がいた

ら、地域包括支援センターのほうにご相談いただければいいのかなと思うんですけれ

ども。それでは回答になってませんか？

小川委員：いや、相談はするし。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ちょっと、整理させてもらうと、一つには、介護保険を使ってる場合には、サ

ービス等利用計画は必ずしもつくらなくてもよい。介護保険を優先されるから、介護

保険のケアプランだけでよろしいという部分があって、それの部分は、いわゆる、65

歳を境にして、障がい者のほうのサービス利用計画をつくるか。あるいはケアプラン

にするかという形の部分の境目ができると。それで、小川さんがおっしゃったのは、

いわゆるその、年齢の、さっき橋野課長もおっしゃったように、64 歳の 10 か月ぐらい

のところで、相談をいろいろと受けてて、アセスメントもいろいろして。

小川委員：72 人。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ん？

小川委員：72 人って言われたものに関して。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はいはい。72 人に関してだけでよろしいんですか。その方たちの中で、そうい

う場合、出てきた場合、それまでのサービス利用計画を 64 歳の段階のところで、障が

い福祉のサービス等利用計画をつくってれば、そこに報酬は出てきて。65 歳になって

介護保険のほうに移られると、今度はケアプランという形の部分を報酬は受けられる

けど、そこのところで、違いますか。

小川委員：72 人はもう、65 歳以上って言われたので。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、そうですね。

小川委員：その 65 歳うんぬんじゃなくて、72 歳、72 人の 65 歳以上の人たちを相談員さん

が受けたと。それで、アセスメントして、いろんなことをしていって、プランを立て

て、いろんなものも落としこんで、事業所と調整をして、そうして、そうこうするう

ちに、介護ニーズが出てきてしまったと、っていったときに、そこまでやってるのは、

ゼロなのかっていうことですよね。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：それは、徐々に介護保険のほうの制度に移行してくという形をとるんじゃない

ですか。

はい。西田委員。

西田委員：いいですか、たぶん相談支援専門員の立場から考えたほうが、小川さんの質問

ってわかりやすいんだろうなって思ったんですよ。つまり 72 人の 65 歳を超えた、障

がい者手帳を持ってる人が来るわけですよね。そういうことですよね。そうなったと

きに、一般相談の相談員は、そういう人を受けます、相談。ただ、この人 65 歳以上だ

なってまず思うので、介護保険対応だなって頭に浮かべつつ、話をまずインテークし
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ます。そうすると、早い段階で、介護保険のサービスで賄える人だと思えば、すぐに

インテークプラス、あなたは、介護保険対象になっていますので、ケアマネさんのこ

の事業所から、ケアマネさん、選んで下さいだったり、地域包括をご紹介したりとい

うことになるので。細々聞いて、全部立てちゃって、気が付いたら介護保険だったわ

みたいな話は、相談支援専門員は、基本的にないと思っていただいて大丈夫だと思う

んですね。なので、そういうことなので、単価は当然でないですし、その基本相談と

いうか、一般相談と言われる中には、そういう高齢者の相談もいっぱい入ってき、そ

れをうまく振りわけ、でも、障がいニーズがあるところは、ケアマネさんと連携した

り、地域包括さんと連携したりしながら、適宜アドバイスを入れていく。そこは、計

画相談に落ちないので、残念ながら、単価はいただけないという流れだと思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。そうですよね。

西田委員：なので、相談支援専門員からって。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。そうですね。そのほうがわかりやすかったですね。はい。今のご説明で

よろしいですか。はい。ほかに、どなたか意見ございますか。

あと、この議題３に関しまして。はい、はい、どうぞ、西田委員。

西田委員：ちょっと、さっきのお話を聞いていて、ああ、そうかって思ったんですけど。

あとはやっぱり、65 歳以上で、さっきの橋野課長が言っていた、知的障害とか、精神

障害の人がずっと、たとえば就労 B をつかっていて、65 歳になってきて、70 歳になっ

て、それでも就労継続を使ってる人たちは、当然、計画相談を受けてるんですけど。

その中で、大体もうちょっとヘルパー使って、おうちのこともやったほうがいいよね

っていう段階がくると思うのですよ。そのときには、今まで、計画相談のお金はもら

ってたけど、介護が入るから、介護事業所さんのケアマネさんに、こういうことにな

ったんだけどって言ってプランを渡していき、連携を取りながら、今度はこっちがお

金切れちゃうわけですけど、就労ってこうなんだよとか、関係者会議に出させていた

だくとか、就労支援の施設の方に出ていただいて、やっぱり高齢者のケアマネージャ

ーさんに、障がい者の高齢化した介護保険の状況をお伝えしていくことになるのかな

ということになっています。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そういうケースも、実際ありますよね。きっとね。これから出てくると思いま

すけど。

小川委員：そこが、やっぱり。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：その辺に、なんか中村委員、何か。

中村委員：はい。その現実は、実はあるんですけどね。それで、そのまま移行したらどう

かという、大体、研修、専門研修なんかは、そういうような意見なんですが。

うちの場合も、基本的には、介護保険を使っていて、足りない分は障がいとかいうケ

ースもあるのですが、その場合、今言ったように、もう 65 歳をもう過ぎたら、ケアマ

ネさんのほうに全部、もう渡してですね。タッチしないわけではないのですが、大体、
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65 歳前に、この方は、次はもう介護保険に変わりますのでっていう、インフォメーシ

ョンもありますのでね。そのあたり、あんまり、その講習ばっかり、どうのこうのっ

ていうことじゃなくして、その人が幸せな方向でいけばいいんじゃないんでしょうか

ね。単なる報酬、報酬でいったら、なんか泥試合になる可能性があるんで。やっぱり、

今、言ったように、その就労なんかの場合は、今、急に介護保険のほうのデイサービ

スはやだっていう人も、実はいるんですよね。まあ、それはそれで、でも、そのぐら

いのことは、ケアマネージャーに任せればいいと思うんで。私は実務、マネージャー、

責任者であれば、実務もやってますけど。そういうふうな方向で、今後、結構出てく

る可能性があります。その場合はどうぞ、ケアマネージャーの事務所なり、地域包括

に連絡をして、逃げるわけじゃないですけども、受け持ちを変えていただくという方

向にいっていきたいと思いますし、現状をいくような方向で設計図を書いています。

以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。議題の３に関しまして、はい。

谷岡委員：いいですか。大丈夫ですか。お時間ないですか。なければいいです。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。一応、議題の３のアンケート、あるいは、課題についてということの、

アンケートと集団指導ということの報告をいただいたことに対しての質問とか、ご意

見という形でのおうかがいの仕方を、今、してたんですけれども、ちょっとそこのと

ころから、少しずつ。

谷岡委員：どちらでもいいですけど。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ずれてきているかなとか思いながら。

谷岡委員：ちょっと大丈夫？手短に。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい。では、手短にお願いします。

谷岡委員：介護保険の支援専門員でもですね、介護保険のサービス計画をずっと長年、こ

う、つくっていて、それで、ある時点で、施設に行かれる。あるいは、その方が介護

保険から予防に入ってくっていうふうな、変革していくことなんですね。そのときに、

介護報酬をいただける、いただけないというようなことはぬきにして、アセスメント

であったり、その人の今までの経過報告をそのところにつないでいくというのが、相

談員の役割だと思うので。そこら辺の対価についての議論は、まあ、ちょっと、後回

しでよろしいのではないかと。そういうふうに思います。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：そうですね。先ほども言いましたように、今、議題の３としてあげたことに関

しましての指定を受ける上での各事業所が抱える課題等についてということで、また

ちょっと戻らせていただきまして、そこの部分での、質問とかご意見とかございまし

たらお願いします。もし、なければよろしいですか。

続きまして、議題の４としてサービス等利用計画の評価のポイント等、などについ

て、事例を通してということにつきまして、まず、ソーシャルサポートのほうから、

事例が１件出ておりまして、そちらのほう、今日、もう一つあるんですけれども。ま
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ず、そちらのほうの事例から、検討していきたいと思います。事例を通して、検討し

ていきたいと思います。

それで、今日、坂本委員のほうが、体調悪くて欠席されてるということですので、

一応、これについての、事例について、説明に関しましては、事務局のほうからお願

いしたいと思います。それで、事例を配布しましたけれども、この議題以降は、個人

情報を取り扱うために、この議題からは、非公開という形になります。よろしくお願

いいたします。

それでは、事務局のほうから、今、配られた事例に関しての説明をしていただけれ

ばと思います。

【以降は非公開部分】


