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第３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 12 月 13 日（金）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、中久喜響子委員代理小川礼子氏、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、田中知華委員、三上奈々委員

朝比奈ミカ委員、西田良枝委員、森林友佳子委員、入江史穂委員、橋野まり子委員

４．議題

（1）相談支援実務者会議の報告について

（2）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

・事業所アンケートの結果について

・計画相談の利用状況について

（3）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）

（4）その他

５．資料

（1）相談支援に係る事業所実態調査（アンケート）の結果について

６．議事

事務局：皆様こんにちは。交通事情の関係で、若干遅れている委員さんも見られますが、

定刻となりましたので始めさせていただきます。ただ今より、浦安市自立支援協議会

第３回相談支援部会を開催いたします。本日は年末のお忙しい中、ご出席いただきま

してありがとうございます。また、先日は障害者週間の講演会にご協力いただきまし

て、重ねてお礼を申し上げます。協議会を開催する前に、会議の進め方につきまして

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。特に個人情報が関わる部分につきましては、十分

なご配慮をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。なお、議題３、サービ

ス等利用計画、評価のポイントにつきましては、個人情報を取り扱うため非公開とし、
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議事録には掲載いたしません。また、ご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、ご発言の際には、挙手をいただき、団体名と氏名を述べ

ていただいたあとに、ご発言をお願いしたいと思います。また、本日、あいらんどの

中久喜委員がご欠席いただいております。代理といたしまして、小川様にご出席いた

だいておりますので、ご紹介のほうさせていただきます。

小川氏：すいません、どうぞよろしくお願いします。

事務局：本日はその他の項目も含めまして、４件の議題について審議等してまいりたいと

思います。よろしくお願いいたします。それでは、ここからは白川リーダーにお願い

したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

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。先ほど事務局からの話があり

ましたけれども、ご発言のときには挙手をされて、お名前をおっしゃってください。

では、さっそく議題に入りたいと思います。議題１相談支援実務者会議の報告につい

て、事務局側の基幹相談から報告をお願いいたします。

西田委員：はい。基幹相談の西田です。よろしくお願いします。12 月３日、17 時半から

19 時まで、議題を３つ検討させていただきました。１つ目がこの相談支援部会の報告、

２つ目が地域課題について、それから３つ目が相談実務者会議をどのように活用して

いくかということを話し合いました。この日はちょっと欠席の方も多かったですが、

宇田川係長がオブザーバーとして、傍聴してきていただいておりました。

まず、その議題に沿って話をしたんですけれども、その前提として、この相談支援

部会で話し合われていることや、浦安市が相談事業所に指導のための会議をはじめて

一回したのですが、その指導内容やサービス等利用計画で備えるべき特徴っていうの

を出しているのですが、そういうことを実務者である相談支援専門員さんたちは、話

を聞いていますか、という話をしました。そうしましたら、聞いたことがないってい

う方と、見てはいるけれどって方がいらっしゃったので、まずは、そのサービス等利

用計画の備えるべき特徴、この部会でも取り扱いましたけれども、その用紙を配布さ

せていただいて、次回までに見ていただいて、サービス等利用計画の評価軸に関して

は次回の宿題とさせていただきました。そこでいきなり議論しても、ちょっとまだわ

からないよね、っていうような状況でした。この部会で依頼された評価軸をいかにす

るかっていうことの意見は、また次回の報告になるということで、ご了承いただけれ

ばと思います。

それから地域課題についてですが、地域生活支援部会のほうに出してある事例、そ

れからこの間、地域の拠点となるのが多機能型のグループホームとか、安心コールセ

ンターを含めた役割を含む、何か機能が必要なんじゃないかっていうところまで、地

域生活支援部会では取り上げていましたので、その資料を使って、ご説明させていた

だきましたが、ケースにつきましては、皆さん相談している人たちなので、ヘルパー

がいないとか、相談支援専門員さんたちも同じような課題なので、特にここに議論は
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ありませんでした。けれども、やはり、相談支援専門員として担当者会議ですとか、

計画相談をどうつくるですとか、相談支援専門員の位置づけですとか、そのような議

論が結構活発に行われました。

いくつか具体的なところをご紹介させていただきますけれども、たとえば、利用者

さんが計画を立てるにあたって、サービスを使ってみたいと言われた。それで、事業

所さんに、見学に行かせてほしいと連絡をすると、「ちゃんとサービスを使うって決ま

った人以外は、見学はできません」というふうに断られたりしたことがあって、これ

はこれでいいんでしょうかっていうような話もあって、その相談支援専門員は、「いや、

それはやっぱり計画の対応はしてもらわなきゃ困るよね」っていう話ですとか、あと

は、担当者会議についての意見も割と出まして、担当者会議を本当は事業所全員を巻

き込んで行いたいんだけれども、実態は、なかなか皆さんお忙しくて、何人か集まれ

ばいいとしておこなっていたりとか、電話で補完しているのが現状で、参加が難しい

ところをどう補完するかっていうことも出ておりました。それから、もう一つ、中村

さんに、あとでフォローしてもらいたいと思うんですけれども、やはり、みんなで、

チームでやっていかなきゃいけないから、基幹的なっていうか、公民館的な施設が、

マクロとミクロで考えなきゃいけないんじゃないかっていうような話も出ました。そ

れから、あとはですね、本来新規の場合は本人の希望を聞いて、事業所も見学して、

調整もしながら、まずはたたき台をつくってというケースが多いよねと。そしてしか

も現状を見ながら変化していくものだから、最初から完璧なものではないけれども、

あまりにも制度が多岐にわたっているので難しいね、っていうような愚痴っぽい 話

もありました。

それから、お子さんのプランを立てている人からは、備えるべき特徴の中に、将来

的にあることっていう視点があるんですけれども、学童の場合は未知数なことが多く

て、18 歳以降どのように次の支援につなげていくのか、それで、専門員としてのつな

がりの重要性をすごく感じて、この実務者会議で大人の人の、生活苦が垣間見えるこ

とは、とても有効であるというようなご意見もありました。

それから、今度、利用計画っていうことに関しましては、まず、一番インパクトが

強かったのは、相談で計画を立てている利用者さんがいつの間にか新しいサービスを、

障がい福祉課さんに言って支給決定をしてもらって、相談支援員、相談専門員の知ら

ない間にサービスを使っていたっていうことがあって、ものすごく孤独だったってい

うような意見ですとか、相談支援専門員さんがモニタリングをした結果、支給量がこ

うだよね、ああだよねって変更があるのが筋なのに、計画案だけ出してくれればいい

ですよとか言われて、結局保護者が判断すれば、支給決定が出てしまうっていうよう

な矛盾が起きていて、なんとか障がい福祉課さんと一緒に、窓口で必ず相談専門員を

通してくださいとか、サービス利用計画を作成してるんであれば、そこに、ちゃんと

反映するんですよっていうようなことを、きちんと、手続きの共有化といいますか、
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みんなで共通スタンスに立つことはできないんだろうかっていうことが、割と、困っ

てる問題として出てきました。なので、この部会でも、統一的な仕組みとか公平性と

か、そういうスタンスを、なんて言ったらいいか、基準値とか、基準のあり方とかっ

ていうのを、相談支援部会はこの部会で議論していただきたいっていうような意見が

出ています。

あと、利用者さんにとって、計画相談がやっぱり手間が一つ増えることにしかなっ

てないんじゃないかっていうものもありまして、そうすると、この計画をつくったか

ら、こんなに利用者さんにはメリットがありますよっていうことを、私たち自身がし

っかりと打ち出せなければ、この計画っていうのは、広がっていかないのかねってい

うような意見もありました。それで、とにかくはじめに受給者証ありきで、それに合

わせてプランをつくっていくっていうのは、もう本当に本末転倒なので、障がい福祉

課の方々にどうしてもここでお話をしたいっていう話がありまして、今後はこの実務

者会議に何とかケースワーカーさんたちもゼロではなく、せめて１人でも２人でも、

出ていただけないものかっていうことを申し入れをしようかなというふうに思ってい

ます。

それからもう一つの視点は、サービスの利用が始まった場合、個々の変更の調整な

どを、割と相談員さんがやっているケースがあったみたいなんですね。たとえば、ヘ

ルパーを今日キャンセルしたいから言っておいてくださいとか、ここを変更したいか

ら連絡しといてね、みたいな一元的なサービスの窓口になってしまっているのはどう

なんだろうかっていう議論が出たときに、お子さんのプランを立てている方なんかは、

それは事業所と利用者さんとの契約なのだから、相談支援専門員はそこには介入しな

くてもいいんじゃないですかっていうような意見もあったり、そうは言ってもたくさ

んのサービスを使っている人のサービス調整を実際はやっているよねって意見があっ

たり、結局は相談支援専門員の業務が何なのかっていうところをはっきりさせたい。

それで、そのようなことも相談支援部会でも議論してもらったらいいかなっていうよ

うな意見も出ています。

まとめとしましては、計画相談を立てる場合の相談支援専門員として、何をすべき

ものなのか、どんなポジションでどんなときに何をするのかっていうところを共有さ

せたり、周知してもらいたい。それからまず利用計画案があって、それで支給がやっ

ぱり組み立てられていくってことを行政と共有したい、などの話が出ています。あま

りまとまりませんけれども、このあと中村さんにもフォローしていただきますけれど

も、次回の相談実務者会議ではそれぞれが宿題をもってなんかしらの提案ができるよ

うに話し合いをしていきたいね、成果をあげていきたいねっていうような話で１回目

は終わっております。

中村委員：エメラルドサポートの中村です。今、事務局の西田さんがほぼ言いましたので、

多少補足程度でいきたいと思いますが、具体的には、先ほどの位置づけていう言葉が
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大分話題になりましたけれども、現実、制度的にはですね、セルフプランっていうの

は、あるんですけどね。先ほどあったように、たとえば、障がいのお子さんのお母さ

ん方は、自分でパパパッやって、それで、計画相談は、障がい児の計画相談はつくら

ないで、市のケースワーカーと直接交渉して、じゃあ、何時間ね、誰々ねっていうよ

うな形で、それで困ると相談員さんちょっと見てくれみたいな、その場合、費用は請

求する場がないんですよね。えーっていうようなことが、相談員として非常に悩まし

いところと、それであれば、セルフプランの方がいいんじゃないかというふうな形で、

市としてもセルフプランの奨励を進めていただきたいというように決まりました。

実際、実務でやってみましたけども、複数の事業所がまとまったケアを行う場合は、

相談支援専門員としては非常に力が発揮できるというか、メリットが利用者様がです

ね、でも、本当にお母さんが自分でパッパッやっていたもんで、そこに介入してもあ

まり意味がないような感じがするんで、そのあたり、市としても、できるだけ、セル

フプランをすすめてくださいみたい。

ですけども、口頭で電話一本で、セルフプランとは言いませんので、やっぱり書式

で問答とるか、制度で進めていただきたいと、各相談員からの意見が出ました。結果

的に、相談員のポジションが明確じゃないんですね。困ったら頼んできて、それと、

たとえば、今、ケアマネージャーはそんな雑用しないんですけど、本当に雑用も多い

です。

もちろんケアマネにもそういう話はいきますけど、もう、本当に実務程度のほうで

どんどん広がってきて、本来の計画相談がなかなかできないで、たまたま、今度の 15

日の末の審査会に間に合わせるために、３名もきてなおかつ、従来の人たちから、い

ろいろ、要望を頼まれると、とてもじゃないけど、手がまわらなくなるみたいな現状

が今起きてます。

それから、坂本さんも以前おっしゃっていましたけども、今、国の制度をですね、

よほど重度といいますか、精神障がいの方を含めてですが、何人かは毎月のケア、モ

ニタリングをやってますけど。大体、３か月終わって６か月後とか、次の更新になる

と、年２回くらいしか（報酬が）ないんですよね。それで、本当に２回のモニタリン

グで足りるんだろうかっていう。何もモニタリングをやりたくて、言ってるわけじゃ

ないんですが、やっぱりある程度毎月の中で見てかないと、読めないんですが。した

がって、実質は、奉仕でモニタリングをやってますけど、実際は請求できないという

ふうなことがありますので、相談支援部会としてね、そんなことを市のほうに提言し

ていただきたいという意見もありましたね。

あとは、西田さんがおっしゃるようなことですが、特に制度的な問題で、ポジショ

ンが明確じゃない。それから、法律的には、第 52 条で相談支援専門制度というのは決

まっているんですけど、結果的に、ケアワーカーを悪くいうわけじゃないんですが実

感通り低いですからね。じゃあやってみて、わかりました、やっていきましょうみた
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いな感じで、ケアプランと違った方向で増えたり減ったりとかいうことができてるん

で、それはそれでいいんですが、制度としてそれが成り立つのだろうかということを、

相談支援部会である程度決定して、我々実務者にその結果を仕事で活かすような、指

示をいただきたいというふうな意見がありました。以上です。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。今、実務者会議のほうからいくつか、相談支援

部会のほうでも、議論してなんらかの方向性示してほしいという意見が出ましたけれ

ども、それにつきましては、今日の今日ここでするということではなくって、どれを

議題にするかということを事務局のほうとも話し合って、次回以降のところでお話し

合いをしたいと思います。それ以外に、今の報告と説明に関しましてご質問なりご意

見がありましたらお願いいたします。

ないようですか。なければよろしいですか。

次の議題の２、相談支援事業として指定を受ける上で各事業所の抱える課題などに

ついて、事業所アンケートの結果について、事務局より報告をお願いいたします。

事務局：はい、皆様こんにちは。事務局の障がい事業課宇田川です。よろしくお願いいた

します。ご覧いただく資料は相談支援にかかる事業所実態調査（アンケート）の結果

についての資料になります。

こちらのほうにも書いてありますけれども、事務局から 30 事業所に対して、今回ア

ンケートを実施したんですけれども、ちょっと回収数 16 事業所ということで、ちょっ

と、低調気味だったんですね。それで、事務局のほうとしても、促してはいるんです

けれども、今日皆様に提示した資料は、回収数 16 事業分ということで 53.3 パーセン

トの回収率の資料となります。

それで、ちょっと見ていきたいんですけれども、相談支援専門員の状況についてと

いうことで、県の相談支援従業者、養成研修を受講済みの人は何人いますかというこ

とで全体で 33 名でした。相談支援専門員の資格のある人はということで、それにつき

ましては 32 名。来年度以降、研修を受ける予定の人はいますかということで 12 名と

いう、この 16 事業所の合計ですけれども、こんなような状況になっております。

また、２番目の指定申請についてなんですけれども、（１）で現在指定をとっている

場合下記のどれですかということで、ちょっとこちらの修正があるんですけれども、

①指定特定相談支援事業所の８というふうに書かれていますが、すいません７なので

修正お願いします。それで、そのうち、障がい児のほうの指定をとっている方が５事

業所ございます。これは、12 事業所あるということではなくて、全体で７事業所とい

うことでご理解いただければと思います。

それから、増員の予定はありますかということで、あるとお答えになった事業所が

４事業所。ないとお答えになった事業所は６事業所という結果でした。ある場合なん

ですけれども、全体の合計で５人という数字になっております。

また、指定をとっていない場合に、今後、指定申請をする予定はありますか？とい
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うことで、あるとお答えになった事業所が１事業所、ないとお答えになった事業所が

５事業所ということになっております。その下に書いてある計画相談の利用状況につ

いては、後ほど事務局の柳澤からまた説明があろうかと思います。

続いて、３枚目の指定をとる予定のない事業所にお尋ねしますということで、この

指定をとらない、とらないのはどのような理由ですかということで、まず３番の資料

なんですけれども、人件費の問題として、業務に対しての報酬単価が見合わない。そ

れと同様に金銭面が問題・課題であるといったこと。それから人材確保・育成の面か

らは、人材を確保する難しさがある。それから現状では、常勤専従１名の配置が厳し

い。通常の介護保険のサービス提供責任者の業務との兼務ができないとのことで、相

談支援専門員の業務に専任できる人員がいない。これらはすべて人材確保が難しいと

いったところの意見でした。その他として相談支援事業のスペースの確保が困難。あ

るいは、業務が忙しいといったご意見もございました。

続いて、４番目なんですけれども、こちらのほうも、いろいろ、課題や問題などに

ついて皆さんのほうから自由に意見ということで出していただきました。時間の関係

もあるので割愛させていただきますが、この中で、３つほどあげるとすれば、まず、

給付費が少ない、収支が合わない、こういった、お金の面ですね。こちらのほうのご

意見。それから、先ほども、中村さんからお話がありましたように、セルフプランへ

の取り組み、そういった意見も出ておりました。それから人材確保・育成の面では、

その確保が苦慮していると。相談支援専門員の育成が重要だといった意見がございま

した。

資料については、前もって見ていただいているかなと思いますのでこちらのほうは、

１個１個の説明は割愛させていただきますが、この中で、上のほうに人件費と書いて

あるんですけど、そこに相談支援を行う事業所に平等に人件費を補てんする予定はな

いのかというようなご意見もありました。それで、ちょっとそれにちなんで少し、説

明をさせていただきますが、これはちょっと、資料お配りしてないんですが。25 年の

９月 12 日付けで、厚生労働省のほうから各都道府県に対して 文書が出されました。

それがどういった文書かといいますと、まだ、具体的には、きちんと中身が決まって

いるわけではないのですが、計画相談支援の推進についてということで情報提供とい

う形で、市のほうにも文書が出ております。これは、厚生労働省としても、この計画

相談、遅滞なく、実施されるように、各都道府県市町村の取り組みを支援する方策を

検討していると。それで、平成 26 年度の予算概算要求においても、この相談支援事業

所の支援にかかる経費等計上しているところだというような内容の文書です。ですか

ら、今、計画相談が進んでいないというような状況をかんがみて、国としても、こう

いったことを今考えているというような文書の内容です。

その事業の内容なんですけれども、その中に、一つサービス等利用計画作成の促進

という内容がありまして、都市部等、多くの計画の未作成者を抱える相談支援事業所
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に臨時職員や補助職員を配置して、計画作成業務の円滑化・迅速化を促進するという

ことで、これらの予算計上をしているというような内容なんですけれども。これにも

とづいて、本市の障がい事業課としても、相談支援事業所のほうにですね、財政的な

支援という視点から、現在、人件費等を来年度予算に向けて今調整中でありますので、

また、具体的なことがわかりましたら、また、部会等でも報告させていただきたいと

思います。以上報告です。

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、計画相談の利用

状況についてご報告をさせていただきます。

まず、６月の計画相談の契約件数なんですが、17 歳以下が 34 件、18 歳～64 歳が、

52 件、65 歳以上が０件で合計 86 件でした。今度は、この表には載ってはいませんが、

11 月分の計画相談の契約件数ですが、同様に 17 歳以下が 57 件、18～64 歳までが 85

件、65 歳以上が２件、合計で 144 件でございます。簡単ではありますが、以上で報告

を終わらせていただきます。

白川ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。ただいまの説明、報告についてご意見やご質問ありま

すか。よろしいですかね。なければ次の議題に移りたいと思います。

議題の３ サービス等利用計画の評価のポイントなど、事例を通してについて行い

ます。なお先ほど事務局から説明がありましたけれども、個人情報を取り扱うためこ

の議題からは非公開になります。事例につきましては前回途中になっておりますので

再度、事例を簡単に説明していただいたあとに議論に移りたいと思います。


