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平成28年度第２回浦安市自立支援協議会相談支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を代

表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

１．開催日時 平成28年８月 29日（月） 午後１時30分～３時30分

２．開催場所 健康センター １階 第１会議室

３．出席団体名

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも（リーダー）、社会福祉法人サンワーク（サブリーダー）、

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、

ＮＰＯ法人千楽、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、エメラルドサポート株式会社、社会福祉法人敬心福祉会、

ＮＰＯ法人タオ、株式会社ダイム、介護給付費等の支給に関する審査会、

中核地域生活支援センターがじゅまる、猫実地域包括支援センター、こども発達センター

４．議題

（１）計画相談の現状

（２）サポートファイルの活用について

（３）基幹相談支援センターの計画相談の移行と後方支援について

（４）サービス等利用計画の評価について

（５）相談支援実務者会議・グループスーパービジョン報告（非公開）

５．資料

議題１資料 計画相談の現状

議題２資料（１）サポートファイルの配布状況と活用について

議題２資料（２）サポートファイルに追加する情報について

議題３資料 相談支援事業所ヒアリング結果

議題４資料（１）サービス等利用計画の評価 近隣市等の取り組み
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議題４資料（２）課題整理総括表

議題４資料（３）計画相談支援評価（イメージプラン案）

事務連絡資料１ 障がい者（児）版「おまもりシール」の導入について

事務連絡資料２ 高齢者おまもりシール

６．議事

事務局：ただいまより、平成28年度第２回自立支援協議会相談支援部会を開催します。

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

初めに、会議の進め方について、確認事項がございます。

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。議事録には言

者の法人名または団体名を記載いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたしま

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いたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は挙手いただ

き、リーダーの「○○委員お願いします」の発言の後に団体名と氏名を述べていただき、その後、発

言をお願いいたします。

では、今後の進行につきましては、リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

リーダー：台風がまだこっちに直撃ということにはなっておらず、この会議ができてほっとしております。た

だ、湿度もあるしお天気も悪いので、皆さん涼みながら会議を進めていきたいと思います。

では、今日は議題が５つあります。順番にやっていきたいと思いますので、まず、１つ目の議題、

「計画相談の現状」について、事務局からご説明をお願いいたします。

事務局：私からは、議題１番「計画相談の現状」についてお話ししたいと思います。

前回の報告のときと大きな変わりはないのですが、相談支援部会ということで、現状を報告させてい

ただきたいと思います。

まず、平成28年７月末現在の進捗状況なんですけれども、障がい福祉サービス等受給者643人のうち、

計画案作成されたのは643人ということで、達成率100％となっていますが、セルフプランの方が44人含

まれております。

障がい児のほうも、障がい児通所支援受給者364人のうち、計画案作成された方が364人、達成率

100％となっていますが、セルフプランの方が69人含まれているという状況です。

２番に移りまして、相談支援事業所の推移ということで、市内の相談支援事業所と市外の事業所で生

活相談の補助金を交付している事業所さん、９事業所ということで、前回、第１回のときに報告させて

いただいたときと変わっておりません。

私から、簡単ではございますが、議題１の報告を終わります。

リーダー：ありがとうございます。

では、皆さん、この計画相談支援の現状をご報告いただきましたけれども、これについてご質問、ご
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意見ございますでしょうか。

株式会社ダイム：質問じゃなくて、意見なんですけれども、100％おめでとうございます。最初どうなること

かというところから始まったことから考えると、誰が頑張ったのというか、みんながきっと頑張

ったんだと思うんですけれども、これは、称えるべきだと思います。セルフプランというのも私

はいいと思っているので、これはすばらしいと思います。

リーダー：ありがとうございました。

今のご意見を踏まえても、踏まえなくても、どちらでも構わないのですが、ほかに質問やご意見ござ

いますか。

大丈夫そうですね。後ほど計画相談の進捗別のヒアリングの報告とかもございますので、では、続き

まして議題２に移りたいと思います。「サポートファイルの活用について」です。また事務局よりご説

明をお願いいたします。

事務局：私のほうから「サポートファイルの活用」ということで、議題２資料（１）と議題２資料（２）につ

いてご説明させていただきます。

まず、（１）のほうなんですけれども、サポートファイルの配布状況と活用についてということで、

毎年ご報告はさせていただいているかと思うんですけれども、まず、配布数の推移ということで、１番、

22年度からカウントはしているんですけれども、27年度の配布につきましては、こども発達センターで

48で、障がい事業課で保護者・当事者にお配りしたのが18部、そのほかが15部、相談支援事業所さんで

お配りいただいたものが39部ということで、合計120部となっております。

27年度につきましては、皆さんもご承知のとおり、こども部会や、この相談支援部会でたくさんお話

し合いをいただきましたこともありまして、たくさん障がい事業課の講演会などでご案内をしてきまし

た。発達支援セミナーですとか、発達支援講演会のほうで啓発をしましたので、保護者の方ですとか、

あとは他の市町村の方とか事業所の方にも参考にということでお手にとっていただきまして、障がい事

業課のほうで随分たくさん配布することができました。

続きまして、２番、共通シート活用状況アンケート結果についてということなんですけれども、昨年

度、こども部会、相談支援部会によるさまざまなたくさんご意見をいただいたところなんですけれども、

作成しました共通シートですね、それを３月末にホームページにアップしまして、事業所にも通知をさ

せていただきました。４月の利用開始から２カ月が経過しましたので、その利用状況について市内の事

業所にアンケートを実施しました。

まず１、「共通シート」を利用していますか？ということで、「利用している」が３件、「今後利用

予定」が８件、「利用していない」が４件という結果になりました。

続きまして、２番です。１で「利用している」と答えた方は、どのように利用していますか？という

ことなんですけれども、サービス利用開始時に保護者が作成するシートとして利用するが１件、サービ

ス利用開始時に事業所が聞き取り作成するシートとして活用しているところが１件、定期的に保護者が

作成するシートが１件というふうになっております。
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３番としまして、２で「定期的に作成するシート」と答えた方は、定期的とはどのような頻度で利用

しますかということなんですけれども、「年度当初（４月頃）」に作成するシートと答え事業所さんが

１件ありました。

４番としまして、１で「利用している」と答えた方は、利用により利便性が向上したことがあります

かという問いに対しましては、「利用者が記入する負担が減少した」が１件、「事業所が記入する負担

が減少した」が１件、「面談の時間が削減された」が２件、「その他（サポートファイルの存在が浸透

した）」が１件ということになっています。

配布時期が４月でしたので、なかなか更新の方などに使えなかったというのもありまして、利用して

いる事業所さんが少し少なかったんですけれども、ご意見としては、今後利用したいと言っていただい

た業者さんもありましたので、大体75％弱ぐらいの事業所さんでは、利用を考えていただいていいのか

なというふうに思っています。

５番としまして、改善に対する意見等も多数いただきました。

まず、記入項目については、兄弟姉妹の生年月日は不要ではないか。服薬欄が１行では少ない。保育

園、幼稚園名。相談支援専門員の名前などがあったほうがいいのではないかというご意見もいただきま

した。

なかなかファイル全体の内容の記載が進まないとの声があるため、まず最初にこのシートから記載を

行ってみるよう提案し、利用を促していくことを検討しているという事業所もありました。

また、私どものほうでも、事業所に提出するシートになりますので、事業所への周知をメーンに行っ

てきたんですけれども、事業所さんからは受給者証更新時に案内するなど、利用者への周知が必要では

ないか。また、サービス開始前に知りたい情報なので、利用者が事前に持ってきてくれるといいという

ようなご意見をいただきました。

また、４月以降まだ契約がないため、利用していないというところもありました。

子どものかかわる全ての関係者が連携できたらすばらしいと思うというようなご意見もいただきました。

６番としまして、利用していない理由なんですけれども、こちらは事業所さんに直接お伺いしたんで

すけれども、やはり市内だけで事業を行っている事業者さんではないところもありますので、自社のも

のを利用し、なかなか移行が難しいというご意見をいただきました。

また、居宅介護の事業所さんですと、やはり独居の方が多くて、アセスメントシートも本人から聞き

取って、本人の了解を得る形で、本人に書いてもらうことがないので利用する機会がないというご意見

もいただきました。

３番としまして、今後の改善案についてなんですけれども、これまで相談支援部会、こども部会でも

さまざまご意見いただいておりまして、成人用サポートファイルの「成年後見人の記録」の項目で、成

年後見人の開始の記録があるとよい。また、手続方法や、相談窓口の案内があるとよい。

あとは、１歳半健診などで手にするとき、いきなり障がいに関するサービスの情報や、障害年金の情

報が目に飛び込んでくるとダメージが大きいというご意見もいただきました。
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あと、大人になってからファイルを書き始める場合、小・中学校などを振り返る、振り返りシートと

いうものを作成したんですけれども、教育委員会の意見を聞いて作成したほうがいいというようなご意

見をいただきました。

２番としまして、役立つ情報の追加ということで、記入シートだけでなく、役立つ情報の掲載につ

いても、今後検討していきたいと考えております。

３番としまして、これは相談支援部会のほうでずっと昨年度もご検討いただいているところなんで

すけれども、今年度も引き続き成人用サポートファイルの検討をしていきたいというふうに考えてい

ます。

資料（１）については、以上になります。

続きまして、議題２資料（２）、こちらは、今の改善案の中にも入っていたんですけれども、役立

つ情報を追加するということで、こちらの考えとしては、ライフステージごとに役立つ情報をつくっ

てみてはどうかと思いまして、前回もちょっと年金の情報などをお示しさせていただいたんですけれ

ども、それを少し完成させたものになります。

まず、お金の管理や、さまざまな契約・手続きということで、こちらはご意見もいただいておりま

した成年後見制度についてご案内をしたページになります。こちらのほうで、社会福祉協議会のパン

フレットを基に作成をしてみたんですけれども、社会福祉協議会のほうには一度見ていただいており

まして、このような内容になりました。内容につきましてはご意見をいただければと思います。

最後に、成年後見制度についてのご相談先を書いているんですけれども、こちらでは社会福祉協議

会、生活支援センター直通というところをお示ししまして、そこの電話番号と、あとの基幹相談支援

センターというのも入れておきました。

各相談支援事業所さんにはもちろん相談をいただけると思いますので、その辺の記載内容？につい

てもご確認いただければと思います。

続きまして、さまざまな福祉サービスということで、障がい福祉サービスにはなるんですけれども、

手に取った方が、こういう移動の際の介護だったりとか、日常生活の訓練ですとか困難に対する支援

というようなところで、たくさんサービスがありますよというような簡単な説明にはなるんですけれ

ども、とりあえずまず窓口として市役所の障がい福祉課に相談してくださいというような周知をいた

だければということで、この辺は簡単な記載になっております。

次に、２ページ目へいっていただきまして、やはり成人期の方は就職についてのご相談が大きく占

めてくるかと思いますので、こちらは浦安市障がい者就労支援センターについて書かせていただきま

した。窓口として、まずはここに連絡いただきたいということで、こちらの窓口を追加しました。

続きまして、生活に必要な収入・住まい。最終的な住まいとか、経済的なものですね。そこでの支

援ということで、前回もお示ししたんですが、年金、あとはグループホームなどは別、一番最後の４

ページなんですけれども、あとは生活支援相談窓口、あと最終的なセーフティネットということで、

生活保護制度というものまで入ってきます。
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この生活に必要な収入・住まいの年金なんですけれども、前回こちらの事務局のほうでつくった資

料より大分ボリュームがふえているんですけれども、こちらは私のほうで年金の担当者のほうに原稿

を見ていただいたところ、大分盛り込んで担当のほうから上がってきまして、恐らく担当のほうとし

ても、なかなかいざ20歳になって年金を申請しようとしたときに、なかなかもらえない方もいるとい

うことで、担当の思いというものが結構入ってきているんだと思うんですけれども、ボリューム的に

ここだけ多くなってしまっていてバランスが悪いので、少し削った形になるかとは思いますが、今回

は情報提供ということもあって、全文載せています。ここから少し大事なところを引っぱり出してカ

ットしていければいいかなとは思っています。

趣旨としては、やはり年金請求の際の必要書類ですね。こちらに書かれていますのは、サポートフ

ァイルを活用した年金請求準備というところなんですけれども、１番の受診状況等証明書、これがま

ず初診を受診したところの証明がなかなかもらいづらいということで、そういった一番初めに受けた

医療機関のものはとっておきましょうというふうな内容になっております。

あと、２番の診断書。こちらの診断書についても、もちろん病院が書くものになるんですけれども、

なかなか病院のほうにも思ったような内容を書いていただけないということがやはりあるようで、そ

の際には、日ごろから日常生活の様子とか、そういったことをつけているといないのでは違いますよ

というようなことで、ここでもサポートファイルをぜひ活用いただきたいということでございます。

あと、本人や家族が作成する書類ということで、病歴・就労状況等申立書、こちらについても治療歴

のほかに、生まれてからの家庭での日常生活の様子や、こども園や学校、療育機関や習い事、就労状

況など、さまざまなエピソードを具体的に記入しますとなっていますので、恐らくご本人や家族がこ

の書類をつくるのはとても大変ということで、私もお話を聞く機会があったんですけれども、恐らく

相談支援事業所さんですとか、基幹相談支援センターですとか、あとは最後に説明します生活保護と

か、生活支援相談窓口などでもこういったお手伝い、なかなか家族だけでは作成することが難しいこ

とのお手伝いをしているということを聞きましたので、やはり準備として、今までの記録というのが

大事になってくるというのが、とてもよくわかる内容になっているかと思います。

最後に、４ページになりまして、住まいとしては、やはりメーンでグループホームというものがあ

りますので、グループホームのことの説明があります。

あとは、生活支援相談窓口と生活保護制度というものを社会福祉課のほうでやっているんですけれ

ども、生活支援相談窓口としましては、ここ１年で始まったものなんですけれども、家計がうまくい

っていないときに、一緒に相談を受けて、整理をして、相談者の方と一緒に解決方法を考える。こち

らが計画を立てていって、一緒に解決していくという窓口になります。ここがまず生活支援相談窓口

のとりかかりになるんですけれども、最終的には、やはりどうしても障がいなどによって働けないと

か、生活に困るという場合には、もちろん生活保護制度というものが最終的にはありますので、権利

として生活保護制度というものは知っておいていただいてもいいのかなということで、こちらに加え

ました。
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青年、成人期の役立つ情報としては、以上になります。こちらは案ということになりますので、何

かご意見いただければというふうに考えています。

私からは以上になります。

リーダー：どうもありがとうございました。

では、このサポートファイルの配布と活用についてで、資料が２つに分かれておりましたけれども、

どちらでも構いませんので、質問とご意見いただけますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：ここのところで、成人用ということでサポートファイルの活用という形

でここが進んできていると思うんですけれども、徐々にそういうのが進んでいるなという実態はわか

るんですけれども、この数を見てみますと、一番最初のページの数を見てみると、現状のところで障

がい福祉サービス等受給者が643人いる中にしては、ここが人数としては、実際に配布している数と

しては、まだまだだなというのはあるんですね。

そういうことで言えば、改善に対する意見というところで、今まで事業者さんのほうに周知をする方

は、事業者さんのほうを中心に主にして配布ということをやっていたけれども、今後は、それ以前に、

利用者さんのほうに前もって、事業者さんを通さなくても、障がい福祉課や何かに申請したりとか、い

ろいろな機会のところで利用者さんのほうの周知を、配布というのを進めていけたらいいという意見が

あったんですけれども、それはすごく大事なことなんじゃないかなと思いまして、質問ではなくて意見

ということであります。

それともう一つ、ここの追加する情報についてというので、これで年金のところや何かで、ここで例

えば母子手帳とか、いろいろな健康診断の記録や成績表なども大切にサポートファイルに、こういうこ

とで役立つから、こういう書類はサポートファイルに保管しておきましょうだとか、診断書も、かかり

つけ医のところで診断してもらうときも、サポートファイルを持っていけば、非常にいい診断というか、

過去のことも全部いろいろなことがわかって診断の参考になるだとか、いろいろなところでこのサポー

トファイルの活用によって、こういう本人にとっても利益がありますよというような形の書き方をして

いるので、書くほうも少し面倒だなと思っても、例えば事業所さんがアセスメントのときに書くとか、

そこで初めて書くというんじゃなくて、前もって、例えば障がい者の手帳を申請しようとしたときに一

緒にもらえていれば、そういうのを事前にずっと書き込んでおくだとか、そういう部分でもこういう具

体的なことのメリットが書かれてあるのはすごくいいことだと思いました。

意見です。

リーダー：どうもありがとうございます。

一番最初に言っていただいた、直接当事者の方に周知したり、配布したりということについては、何

かご予定はございますか。

事務局：まだ予定というところまでいってないんですけれども、検討はしていきたいというふうに思っており

まして、例えば受給者証ですね、更新時に何かご案内をしたらどうかというご意見もありましたので、

その辺のところで福祉課とも相談させていただいて、恐らくそういった通知は障がい福祉課のほうでや
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っているかと思いますので、そこにご案内をさせていただくとか、そういったことを検討していきたい

というふうには考えております。

ありがとうございます。

リーダー：ほかにご意見、ご質問、ございますでしょうか。

成人の話が出ましたけれども、当事者団体の方たちから直接配ってくれたらいいなとか、検討してく

ださるみたいですけれども、大分活用されている実態、実感はおありですか。

いちょうの会：今そのお話を伺っていて、実際に我々身近に感じているのかなという不安もありますし、そ

れを当事者はもちろん、なかなかそこまで理解していないと思うんですよ、ふだん。もう初め、病気

が起きたときは、家族はそれをなだめるのに夢中で、まさかそこまで長くなるとは誰しも思っていな

いような状態の会なので、現にうちの息子なんかでも、手帳をいただいてないんですね。だから、私

なんかこんな委員やっていいのかななんて思っているんですけれども、本人に、手帳もらったら、ど

うせ働いていないんだからと言うんですけれども、もう少し自分を見つめてみるみたいな、格好いい

ようなことを言うんですけれども、実際にうちのほうの会の方たちもこういう、私が皆さんに説明し

なきゃならないことなんですけれども、実際にこういう制度の相談の窓口へ行って、そういうものま

で理解して、上手に活用しているかどうかということが、まだわかりませんので、本当はそれを活用

できればいいんですけれども、なかなかそこまで気が回っていない状態です。

リーダー：ありがとうございます。

何かこういうふうにしてもらったら当事者の方たちに届くのにみたいな案はありますか。

いちょうの会：すみません、うちのほう、皆さん相談にどこまで市役所のほうに伺っているのか、そこが計り

知れないことと、ただ人数的にはすごい少ないんですね。でも、いろいろ統計なんかをこうやって見せ

ていただきますと、結構利用なさっている方も多いので、多分、会に入っていなくて、ご本人がきちん

とそういうことを理解しているというか、直接相談に伺っている人のほうが多いような気がするんです

よ。むしろ家族会に入っている親のほうがのんきなのかななんて思ったりしているんですけれども。

リーダー：ありがとうございます。これはご意見ということで大丈夫ですか。

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。次に議題を進めますけれども、またもとに戻っていた

いて構いませんので、先に進めさせていただきたいと思います。

続きまして、議題３「基幹相談支援センターの計画相談の移行と後方支援について」です。事務局よ

り説明をお願いいたします。

事務局：障がい事業課から、議題３資料、相談支援事業所ヒアリング結果についてご説明させていただきま

す。

基幹相談支援センターの委託事業について、皆さんご承知のとおり、平成28年度から地域の中核的な

立場で支援困難ケースや他事業所の後方支援にシフトしてもらいたいということで、仕様変更を市役所

で行いまして、平成28年度から30年度の３年間で、今、基幹相談支援センターが持っています計画相談

作成業務につきまして、基幹相談支援センター以外の相談支援事業所に引き継ぐこととなりました。
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この移行業務を円滑に進めるため、各相談支援事業所の受け入れに対する意向ですとか、今後の相談

体制の整備等に関しまして、市内の相談支援事業所に対しヒアリングを実施しました。

１番、計画相談の移管の受け入れに対する考えということで、「受け入れ可」「受け入れ不可」とい

うことで事業所数が入っているんですけれども、ヒアリングを聞いた中で、はっきり受け入れ可です、

受け入れ不可ですという回答をいただけるわけではありませんで、もしこういった支援があれば何件か

はできそうかなとか、今は難しいとか、そういった感じでいただいていますので、資料はそうなってし

まっているんですけれども、はっきり可と不可が分かれているというような、そういうお答えをいただ

けているわけではないので、どの事業所さんが受け入れ可で、どの事業所さんが受け入れ不可というよ

うな、その辺の線引きはできないので、そこはご了承いただければというふうに思います。

受け入れ可というところについては、意見として、個々のケースの状況により相談には応じたいと思

いますというご意見をいただきました。

また、やはり基幹相談支援センターのバックアップがあれば可能ではないかというご意見もいただき

ました。

あとは、サービスを提供している事業所もありますので、自社のサービス利用者だったら受け入れは

可能ではないかというご意見もいただきました。

あとは、現状として新規受け入れは難しいというご意見もいただいています。

２番としまして、基幹相談支援センターへの要望等ということで、基幹相談支援センターの契約者

100件の内訳や状況、移行スケジュールや移行の方法などを情報提供してほしいというご意見をいただ

きました。

また、他市の施設訪問や地域定着は基幹相談支援センターに受け持ってほしい。基幹相談支援センタ

ーと相談支援事業所のすみ分けといいますか、その辺ははっきりしないので、困難支援ケースなどはど

のようにお願いしたらいいのかわからないなど、そういったご意見もいただきました。

あとは、困ったときに気軽に基幹相談支援センターに相談できるということを、もっと利用者の方に

知っていただきたいというご意見もいただきました。

３番としまして、浦安市計画相談支援推進事業補助金について、こちらもご意見をいただきました。

ご意見としては、事務員の仕事量も多いので、事務員の補助もつくってほしい。あとは40件という要件が

あるんですけれども、40件を逆に作成すれば何でもいいというふうになってしまってはだめだと思う。

あとは、新規はアセスメントなども細かく行うので、新規ケース加算があればいいと思う。

あとは、常勤２名までをふやせないのであれば、結局は２名分の人件費までか保証されないので、事業

所をふやしてほしいというご意見もいただきました。

あとは、件数に関しましては、件数に比例する加算、あとは、逆に40件は厳しいので、そういった条件

はないほうがいいというご意見もいただきました。

あとは、補助金を出すのであれば、最低でも５名程度は受け入れ可になるような条件があってもよいと

思うという意見もいただきました。
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２ページ目にいきまして、40件や、常勤換算２名について、40件未満や、0.5人分などの端数について

も、補助金を考慮してほしいというご意見もいただきました。

これを受けまして、来年度に向けて補助金交付要件も少し見直しを図ろうと思っていまして、その改

案としましては、相談支援専門員１人当たりの計画作成人数、今は40人以上というふうになっておりま

すけれども、これを30人にするなど、そういう形で実態に応じて改正をしていきたいという案です。

また、１法人当たり常勤換算で２人までの補助対象としていますが、３人までとする。あとは、0.5

人など端数への補助にも柔軟に対応できるようにする。こういったことを検討していこうというふうに

考えております。

４番としましては、その他のご意見として、県の研修が年１回、東京都は２回なんですけれども、千

葉県としては年１回しかなく、しかも定員から漏れてしまうのでふやしてほしいというご意見をいただ

きました。

あと、実務経験の５年を緩和してほしい。

それと質の担保、１人のみが継続することの弊害を防ぐためにも、定期的に相談員をローテーション

したほうがよいというご意見もありました。

また、市として事業所をふやしてほしい。放課後等デイサービスだとか、児童発達支援事業者の相談

支援事業所、介護の事業所の相談支援事業所がふえるとよいというご意見もいただきました。

ヒアリングを行いまして、今セルフプランがふえているということからも、なかなか受け入れられる

ような事業所さんが少なくて、皆さんもういっぱいいっぱいでやられているところが多いというふうに

声は聞いていますので、難しいところではあるかと思いますけれども、移行できるものから少しずつ基

幹相談支援センターの計画相談を移行していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございました。今、皆さんのほうから、このヒアリング結果につきまして、ご意見、ご

質問、ありますでしょうか。

ダイムケア：ヒアリングをいつして、いつこの改正案ができちゃったのかなというのが気になったと、介護保

険とかを見ている私ども、私は介護保険のケアマネも相談支援も両方持っているんですけれども、やっ

ていないんですね。それは、事業所の人数で、私は別のことをやらなくちゃいけないからなんですけれ

ども、それから言うと、かなり補助金に頼っているのが、頼り方がすごくないかというのが少し思って

いるところです。

ケアマネさんは今35人件数を持って、要支援になると２人で１人分の単価しかもらえないという状況

の中で民間はみんなやっているんですね。それでいくと、１人の単価だとしても、障がいのほうは結構

な単価が出るので、ただ、ずっと続かないという、ケアマネさんは１回プランが出たら、その人が在宅

でいる限りは、翌月、翌月、翌月。でも必ず毎月１回ヒアリングをしながら、その報酬が保証されてい

るということで、こちらはモニタリングとかプランの変更とかがなければ給与が発生しないからという

ことで、市のほうからのお金というのはわかるんですけれども、事務員の仕事量が多いのでとかとなる

と、それってどうなのというのが少し私は思ったところなので、余り補助金頼みになっていくと、それ
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が何らかの形で改正される、もしくはその中の形で難しくなったときには、事業自体が倒れちゃうのと

いう不安はあります。

それから、みんなもっと欲しいというのはとってもわかるんですけれども、ここにいる私の委員とし

ての立場から考えると、それだけにどんどん流れて行くのも少し不安があるかなと。

件数がふえれば事務員の仕事がふえるという、ある面当然なんですけれども、ケアマネさんたちは基

本それを全部自分でやっているということでもあるので、そのために、事業所というのは補助金から何

からで立ち上がっていると思うので、というのが少し気になったところです。

リーダー：ありがとうございます。

事業課さん、ヒアリングの期間と、今のご発言にご回答がありましたら、お願いいたします。

事務局：ヒアリングは７月の中旬に行いまして、各相談支援事業所、大体１時間ぐらいの枠で、基幹相談支援

以外の事業所全てについてヒアリングをやらせていただきました。

今のご意見なんですけれども、もちろん、計画相談支援推進事業補助金のほうですね、これから検討

は進めていくんですが、この案は一応、このご意見をいただいたものに関する案でして、これからもう

少し詰めまして、こちらとしても相談支援事業所がふえてほしいというところもありまして、何とかふ

えてもらえるような補助金、そこまでは詰めていきたいというふうには考えているんですけれども、今

おっしゃったように、全て補助金に頼るような、そういった体制ではいけないかと思いますので、この

改正については検討していきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。

今の意見も含めて。民間の事業所は何かご意見とかありますか。それから、ヒアリング受けた追加と

かもあったりも構わないんですけれども、どうでしょうか。

では、このヒアリングの結果を受けて改正案というのが出されていますけれども、これを聞いて私た

ち委員のほうが何か言っておくことはないですか。

事務局：ご意見あれば、この相談の補助金についてもご意見をいただければと思います。

リーダー：そうですか。それについてはご意見ありますか。

介護給付費等の支給に関する審査会：２つあるうちの１つは質問で、１つは意見ということなんですが、１つ、

質問に関して、私も認識不足なのでわからなかったんですけれども、0.5人分とありますよね。この端

数の0.5人というのは、どういう形での0.5人なのかが、私少しわからないので、教えていただきたいな

ということが１点。

それから、意見として、基幹相談を後方支援にシフトしていくということで移行するということは、

この基幹相談は中立的な立場で、全体的なところで後方支援の場に回るというところで移行するという

のは私は賛成なんですけれども、ただ唯一心配だったのは、ここでは事業所の要望とかなんとか書か

ていますけれども、逆に私が心配していたのは、利用者さんのことなんですね。

利用者さんが、今まで相談をいろいろと乗って、計画相談もつくってもらったりしてずっとつき合っ

ていたところが、ここ受けませんよみたいな形で、次のところ、こっちに変わりますからというような
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形での移行の仕方であるんだったならば、利用者さんはすごく不安に思うと思うので、その辺で、ここ

の要望にありましたように、基幹相談とほかの相談事業所とのすみ分けみたいなところを具体的にきち

っとそこは詰めていて、それからバックアップ体制というのも具体的に詰めていただいて、それで利用

者さんのほうにもこういう形での基幹相談のバックアップ体制もあるから、何かあったときにはまた基

幹相談の方にもかかわっていただけるような形だとか、何かそういうような具体的な説明ができるよう

な形でなければ、私が利用者だったら「えっ？」という、今までなじみの方にずっとやっていただいた

のに、また全然違うところでというのは不安に思うと思うので、その辺のところは、何か不安にならな

いような、ソフトランディングできるような形でのいい方法をぜひやっていただきたいなと、これは私

の要望です。

リーダー：ありがとうございます。

では、１つ目の0.5人とは何かというのをお願いします。

事務局：補助金が常勤換算２名というふうになっているんですけれども、こちらとしては、１名は必ず常勤で

お願いしますというような、相談支援事業所へお願いをしているんですが、やはり非常勤職員、常勤

でない職員を相談員としているところも多いんですね。常勤換算で２名なので、例えば0.5人、20時間

ぐらいしか働いていませんよとか、そういった非常勤もおりますので、そういうところで0.5人という

ことになります。

常勤換算２名なので、非常勤、例えば３名と常勤１名で２名分というところもありますし、そういっ

た換算の仕方がありますので、0.5人あとプラスしていますよというようなところもありますので、そ

のところの端数ということになります。

もう一点、ご要望ただいた件なんですけれども、まず、基幹相談支援センターからほかの相談支援事

業所へ移行ということにつきましては、これはもう本人の意向尊重というのが大前提にありまして、そ

こについては基幹相談支援センターのほうでもとても重視しているところではありまして、もちろんご

本人の意向に沿わないような移行は行わないというふうになっていますし、あとは困難ケースについて

は、引き続き基幹相談支援センターが受け持つということもありますので、その辺についても移行の仕

方ですとか、お話の持っていき方なども基幹相談支援センターと十分こちらのほうも相談しまして進め

ていければというふうには考えております。

よろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見、ご質問ございますか。大丈夫そうですね。

では、続いて次の議題に入ります。議題の４つ目、「サービス等利用計画の評価について」をお願い

します。また事務局から先に説明をお願いいたします。

事務局：議題４資料（１）と議題４資料（２）をごらんいただければと思います。（２）は横向きのシートに

なっております。

まず、（１）のほうなんですけれども、サービス等利用計画の評価、近隣市等の取り組みということ
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で、１番、近隣市の取り組み状況なんですけれども、サービス等利用計画の評価の仕組みをつくりたい

というお話が出ていまして、他市がどのような状況かというのを確認しました。

（１）評価に関わる取り組みなんですけれども、近隣４市、市川市、船橋市、習志野市、江戸川区、

こちらのほうに直接確認をさせていただきました。評価の取り組みをやっていますかというような聞き

方をしますと、ダイレクトに聞きますと、やはりどちらの市町村さんも、なかなかやっているという回

答はなかったんですけれども、理由としては、評価するところまで行っていないとか、あとは、誰がど

のようにやるのかが難しいというようなご意見でした。

ただ、どちらの自治体さんも、相談支援部会ですとか、あとは相談支援事業所の自主組織などにおい

て、事例検討などは行っているとの回答が多かったです。事例検討は、定期的に行って、評価としては、

そういったことは常に行っているというお話でした。

続きまして、（２）として、その他、サービス等利用計画の質的向上の取り組みはしていますかとい

うことでお伺いしたんですけれども、やはり多かったのが、研修とかマニュアルというもの、基幹相談

支援センターを中心に市内の相談支援事業所が自主組織を発足して業務マニュアルを作成しているとい

うものです。

あとは、自立支援協議会相談支援部会により、相談支援ガイドラインを発行。新規参入の事業所など

に配付している。また、年１回３日コースのガイドラインの研修を実施しているというところもありま

した。

また、都道府県の初任者研修の後、相談支援事業所の自主組織に講師を依頼して、初心者相談員研修

を実施している。また、介護保険のケアマネージャーの団体に委託し、年９回の相談員向け研修を実施

しているというところがありました。こちらについては、やはり介護保険事業所による相談支援事業所

もふえてきているということで、連携がとれているので、この介護保険のケアマネージャー団体、法人

に委託しているということでした。

また、市内の相談支援事業所による情報交換会において、情報交換や勉強会を実施しているというと

ころもありました。

取り組みとしては、以上となります。

２番としまして、介護保険における評価の取り組みということで、前回、猫実地域包括支援センター

のほうから情報提供をいただいていました介護保険における評価ということで、課題分析シートを使っ

ていますというお話があったので、そちらについて調べてみました。

（２）のほうが、課題整理総括表というシートになるんですけれども、目的としましては、利用者の

状態、介護保険を受けるときですね、その状態等を把握し、情報の整理・分析等を通じて課題を導き出

した過程を、この様式により明らかにすることで、多職種協働の場面、サービス担当者会議ですとか地

域ケア会議で情報共有・連携等を効果的に実施するということが目的になっているようです。アセスメ

ントをした後に、この課題整理総括表で整理するというふうな流れになっているようです。

２番の作成方法なんですけれども、少し細かくなってしまうんですが、どのように作成しているか
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というのを簡単にご説明したいと思います。

まず、ケアマネージャーさんが利用者と面接して、アセスメントですね、情報の収集・整理、分析、

そういったものが終わってから、この課題総括表を作成するということになっています。この課題整

理総括表は、アセスメントツールではないという位置づけで、サービス担当者会議等で課題のすり合

わせを行う前に、専門職としてケアマネさんが自分で整理するものというのが第一段階のようです。

この表を見ていただきまして、まず、アというところです。ここは「状況の事実」の「現在」の

欄を記入ということで、食事ですとか、排泄、そのほか生活に必要な動作の現在について、１人で

できるのか、見守りが必要なのか、介助が必要なのかということを記入していきます。

次に、イというところで、現在欄で「自立」あるいは「支障なし」以外、介助が必要であるとか、

見守りが必要であるとか、そういうところについては要因を記入して、上の自立した日常生活の阻害

要因というところに、この要因を記入していきます。また下の状況の事実の要因の欄に、この事実に

関する要因の番号を記入していくようになります。ここで言うと、食事の内容に支障ありということ

で、この要因としては、①偏った食生活、②糖尿病の理解が不十分というのが入ってきます。

続きまして、２ページ目にいきまして、ウのところですね。こちらには「状況の事実」の「改善／

維持の可能性」を記入というふうになっています。例えば食事内容というところでいくと改善の可能

性がありますので、改善に丸がついているということになります。

次に、右に行って、エですね、「見通し」欄に、この「阻害要因」を解決するための援助内容と、

それが提供されることによって見込まれる事後の状況を記入するとなっています。この食事で言うと、

食事の確保をし、決まった時間に摂取することで、体重と血糖値が安定すると思われるということで、

見通しと目標が書いてあります。

上に行って、オですね。こちらには、「利用者及び家族の生活に対する意向」欄を記入します。

最後のカのところで、「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）」欄を記入。例で言うと、病気がこ

れ以上悪くならないようにしたい。あとは、できる家事をふやしたいというのが生活全般の解決すべ

き課題（ニーズ）ということになっています。

最後にキですが、こちらはサービス担当者会議を行った結果、優先順位を記入して、ケアプランに

位置づけにならなかった課題については「－」印を記入というふうになっています。

これでひととおり、課題整理総括表というのをつくっていくという形になります。

（３）としまして、ケアプランの評価における活用方法ということで、ケアプランの評価で、この

課題整理総括表をどのように活用していくかということなんですけれども、先ほど言ったように作成

者、ケアマネージャー自身による課題の整理や振り返り、またはサービス担当者会議での情報共有、

あとはそのほかに、介護支援専門員養成研修ですとか事例検討会、地域課題を取り扱う地域ケア会議

などでの活用を推進しているということでした。

この課題整理総括表の項目ごとに、どのように評価方法があるのかということなんですけれども、

まず①としまして、イの部分ですね、「自立した日常生活の阻害要因」、こちらからどのような評価
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をするかといいますと、まずは「阻害要因」の分析、整理ができているか。「阻害要因」を再整理し、

修正するということがあります。不足している阻害要因があるのではないか。あとは、阻害要因が導

き出せない場合には、アセスメントの情報収集自体が足りないのではないかというような評価ができ

るようになります。新たに「阻害要因」欄を再整理し、修正、情報が不足している場合には、追加の

情報収集を実施するということになります。

②としまして、エの欄ですね、「改善／維持の可能性」、「見通し」、こちらについては、どのよ

うなケアが考えられるか。ほかにもっとよいケアのアイデアはないか。そのアイデアを実現するには、

どのように工夫したらよいか。こういったことからケアプランの修正、ケアのアイデアを出してもら

えそうな多職種への聞き取りなどが考えられます。

③としましては、ケアプランに反映できなかった課題を収集し、地域課題を探索するということで、

先ほど言ったケアプランに位置づけできなかった課題というものですね、こちらケアプランに位置づ

けられなかったということで、これが地域課題になってくるということのようです。

どのような活動、仕組みがあれば、その課題を解決できそうか。どうやったら、その課題を持った

人にアウトリーチできるか。誰ならそのアイデアの実現に力をかしてもらえるか。こういったことか

ら、地域課題の検証が行えるというふうになっています。地域課題を解決するアイデアの実現に向け

た事業者・団体などへの働きかけもできるようになるかと思います。この課題整理総括表を使ったケ

アプランの強化というものは、このような仕組みで行われているということでした。

漠然と事例検討をするというよりは、問題点を整理するという点で、とてもこの課題整理総括表に

ついては、わかりやすいかなというふうに私自身では思いました。

今簡単に、私が資料を見た限りでのお話をさせてもらったんですけれども、猫実地域包括支援セン

ターの委員からも補足説明をお願いできればと思いますので、お願いします。

猫実地域包括支援センター：介護保険の制度は平成12年に始まっているわけなんですけれども、そもそもこの

課題整理総括表ができた背景は、平成23年度に介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する

調査研究が行われておりまして、その中でケアマネージャーの経験年数を調査したところ、経験年

数が長くなるほど勤務者が少ないということで、実際、３年未満で勤務している人が約半数、その

年数が上がるごとに勤務者が少なくなってくるということで、せっかく経験を積んでも、ケアマネ

ージャーを退職したりですとか、離職してしまう人が多いというのがまず背景にあったことと、あ

とは課題としまして、介護保険の理念の自立支援の考え方が十分に共有されていないですとか、課

題分析、あるいは評価が十分にできていないという中で、ケアマネージャー不要論みたいなものが

少し出てきたというような背景もありました。

それを国のほうが研究機関にお願いをして、こちらの様式をつくるようになってきているんです

けれども、この課題整理総括表というのはケアマネジメントの必要状況、必須の状況ではなくて、

後から追加で参考に使ってくださいというようなことで位置づけられてきたものなんですけれども、

特徴としては、１人の利用者さんの様子が１枚の紙面で総合的に見られるというようなところで、
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自分自身のケアマネージャーとしてのアセスメント評価ですとか、今後の課題を見つけるというと

ころでも使いますし、先ほど出ておりましたが、サービス担当者会議のような場所で支援者が共有

しやすい様式となっているというところが特徴かなと思います。

また、新規でケアプランをつくるときだけではなくて、介護保険には更新というのがあるんです

けれども、その更新のときに、今まで１年間例えば計画に沿って支援してきた中で、それをまた新

たにケアプランを見直しするときに使うという意味では、ついつい同じサービスを位置づけたケア

プランを更新してもつくってしまいがちなんですけれども、新たに今の状況から課題を抽出してい

くというときに、ツールとしては使いやすいものなのかなと思っております。

ただ、実際、ケアマネージャーたちがこれを必ず使うということにはなっておりませんで、参考

に出された資料というか、総括表ではあるんですけれども、介護申請前の更新研修にはこれから必

須の状況になってくるようですので、こういったことにつきまして、ぜひ参考にしていただければ

と思います。

リーダー：ご丁寧な説明ありがとうございました。ご質問は、この後の基幹の説明が終わってから一括でお受

けしたいと思います。

評価については、いろいろ実務者会議のほうでも意見をもらっていますので、それを基幹相談支援

センターのほうから、８月16日に開催しました実務者会議に提出させていただいた相談支援の評価の

仕組みの案について基幹相談支援センターのセンター長のほうからご意見をお願いします。案と、そ

れから実務者会議に出たご意見についてのご報告をお願いします。

基幹相談支援センター：基幹相談のほうからご報告させていただきます。

お手元の議題４資料（３）、それから本日配付されました議題５資料（１）の３ページ目を開いて

いただきまして、議題３という部分ですね。この両方をお手元に開いて置いていただきまして、説明

を聞いていただければと思っております。

計画相談支援の評価に関しましては、実は第１回目の相談支援実務者会議、５月に開催した会議な

んですけれども、そこでも話しておりまして、参加者の意見は３つに分かれました。評価の仕組みは

必要だと思う方たち。要らないという方たち。どっちでもいいという方たち。この３つの意見が出た

んですね。

それをもう少し具体的に相談支援専門員の皆さんと脳内シミュレーションができればということで、

議題４資料（３）を、これは決定案とかそういうことではございません。脳内シミュレーションをす

るためのたたき台として、イメージプランとして作成させていただいて、８月16日の実務者会議で少

しご説明をさせていただいたという流れがございます。

まず、その脳内シミュレーションのためのイメージプラン、議題４資料（３）を簡単に説明させて

いただきます。

まず、評価対象となる計画案は、新規に作成したサービス等利用計画、または障害児利用支援計画、

もしくは更新時に改めて計画を見直したもの。サービス等利用計画、同じく障害児利用支援計画を対
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象プランとしてみようというふうに考えました。

当然ながら、評価を受けるのは計画相談支援を担当する相談支援専門員さん全員ということで、み

んなやってみようということでプランをつくってみまして、大体やってみないとわからないというこ

とで、体験からということで、まず年１回、評価を受けてみようかというような前提から、少し矢印

を下に進めていくという感じでお話を聞いていただければと思います。

実際の評価のやり方なんですけれども、まずは相談支援部会で練っていただきましたサービス等利

用計画を作成するときの作成視点というのがございました。それをまず評価の視点にしようと。その

視点と連動したチェックリストを作成して、担当相談員さんと基幹さんと一緒にセルフチェックをか

けていくような形で評価の仕組みを進めてみたらどうだろうという仮想シミュレーションです。イメ

ージとしては、先ほどご説明があった課題整理総括表、これと少し似ているようなところはあるかと

思います。

実際の評価をしてみて期待される成果なんですけれども、まずサービス等利用計画、もしくは障害

児利用支援計画の改善点がわかるのではないかと。相談支援部会で作成、ご提示いただきました計画

作成の指針ですね、８つの視点だったと思いますが、どの部分の遂行が必要かということが、評価を

することによって明らかになっていく。それはすなわち計画の見直しになり、それはすなわち支援の

見直しのポイントが明らかになるのではないかというふうに仮定してみました。

支援の見直しポイントが明らかになると、それは計画の書きぶりを修正をすればいいという問題で

はなく、実際の支援に生かしてなんぼのものというところがございますので、そこからコンサルテー

ション、もしくはスーパービジョンということで、後方支援の色合いが入ってくるのではないかとい

うふうに考えました。コンサルテーション、援助活動には直接はかかわらないんだけれども、専門職

の先生方がこうすればいいよ、ああすればいいよというようなアドバイスをいただく形。もう一つは、

スーパービジョン、ケースの協働、それからケース自体の見立ての問い直し、担当相談員さんとの対

話をもって、ケースごとにスーパービジョンの目標と成果を確認して、一定期間の協働というような

形で後方支援が始まる形になるのではないかという仮定ですね。

それを入っていきますと、目指す計画と目指す支援というのがイコールになってきて、先ほど申し

上げたように、計画の書きぶりの修正だけではなく、実際修正された計画に基づく支援が本当にどん

なふうに展開されているのかということを確認するということも、これまた大切なことではないかと

いうことで、数カ月後にもう一度、自己点検をした計画を見直すというサイクルで仮に評価の仕組み

を走らせたときに見えてきた課題が、この①、②、③、④と数字で丸囲みをしているところです。

検討課題４つ、雑駁ながらこういうイメージプランで浮かんできたのが４つの課題です。

１つ目、個人情報の取り扱いの仕組みが必要なのではないか。利用者さんの同意はどうなるのか。

守秘義務の誓約書を評価のために交わせばそれでいいのだろうか。

２点目としては、計画の書きぶりについては、県と国が提示するお手本に違いがございます。本人

中心、偏りがないケアマネジメントという基本的な考え方に違いはないんですけれども、例えばサー
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ビス等利用計画及び週間プランのお手本となる標準形を皆で共通認識を持たなければ混乱するのでは

ないかと。例えば国では週間プランに24時間のご利用者様の生活ぶりを記載することを推奨されてい

るんですけれども、県の研修に行きますと、サービス利用している時間の枠組みを記載すればいいで

すよというような、ご提言されている内容に若干の違いが生じております。ですので、まずは何を目

指すのかという標準形をみんなで議論すべきではないか。

それから③、目指す支援イコール実践する支援というふうになりますけれども、実際そうはいって

も、現場はそこまではというような困難は生まれないだろうかと。例えば実際、相談支援専門員では

あるけれども、兼務であって、現場の介護ケアの仕事もあるんだとか、ケース数が50、60、70、80と

たくさんあって、とっても回らないんじゃないかと。その上、基幹相談が今やっている計画相談支援

のケースもぐぐっと入ってくるんじゃないかという現場でのジレンマみたいなものが生まれないだろ

うかと。それはすなわち、実務者会議で、昨年なんですけれども、浮上しました、相談支援はどこま

でやることが相談支援なのという本質的な議論に着地点が戻っていくのではないか。

４番目なんですけれども、ＣＳＫというのは、千葉県相談支援従事者連絡協議会というような組織

がございまして、少し正式名称のほうがあやふやなのですけれども、先般、浦安のほうでも開催され

ました。そこのグループワークでも議論になりました、基幹と、それから計画を立てる指定障害児相

談事業所のケースの協働における役割分担がもう少し明確になっていく必要があるのではないかと。

例えば基本相談事項は全部基幹さんにお願いしますという流れになるのかとか、そのような役割分担

というのは、ほかの地域でも今、懸案課題になっているというようなお話がございました。

まず、これが実務者会議で参加者の皆さんにご説明させていただいた資料です。この説明を聞いた

時点で、本日配付の実務者会議の報告書、３ページ目の議題３に目を移していただけましたらと思い

ます。

このように基幹相談のほうから脳内シミュレーション用のイメージプランを説明した段階で、一度、

参加者の皆さんに評価について必要か否かということを挙手で意見を確認しましたところ、要らない、

不要という意見が多く上がりました。

実際その背景にありますのは、相談員のスキル向上が計画相談の質の向上により役立つ、評価の仕

組みで進めていくよりは、事例検討なり何らかのスキル向上に向けての時間を割くほうがよいのでは

ないかというような意見が多かったということになります。

計画の評価につきましては、基幹相談からは以上です。

リーダー：どうもありがとうございました。

では、評価の取り組みを今年度は考えていこうということですけれども、いろいろ進めてまいりまし

たけれども、事務局や基幹さんに具体的な提案を幾つかいただき、事務局の浦安市さんのほうでは、他

市さんと連絡とっていただいて、こんな取り組みがあるよということがわかった状況。それから、相談

支援の実務者会議の中では、やや要らないんじゃないというような空気というか、感じが少し多かった

というところですが、ご意見とか、あとそのときに実務者会議に出ていらした方の補足とか、ご質問と
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かいただければと思いますが、よろしくお願いします。

猫実地域包括支援センター：今ご説明を聞いて、報告書の議題３のところの最後ですね、結果として評価の仕

組みは不要のご意見が多かったというところで終わっているんですけれども、評価というのは必要だと

いうのは理解はしているけれども、人員体制的に負担感ですとか、実際業務に負担になるというところ

がもう見据えられるので、不要という結論に仕方なしに至ったというようなことになるんでしょうか。

それとも、評価というものは必要ではなくて、スキルアップのための事例検討などというところで行っ

ていけばいいというところに終わったのか、どちらの印象が強かったのかなというのが知りたいですね。

基幹相談支援センター：実は時間切れでございまして、そこまで深めることができなかったんですね。ですの

で、次回に深めること、意見交換につきましては次回に持ち越し議題ということになるんですけれども、

実際今日、ご参加されている相談支援専門員さんもいらっしゃるので、もし現場の、このとき不要で手

を挙げたからくりはこんなことですみたいなことがあれば、ご発言いただけたらと思いますが。

リーダー：ありがとうございます。

では、当日出席された方、ご意見をお願いします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：実は、実務者会議１回目の後に、当相談支援事業所では、評価の仕組みを一旦相

談員に見てもらおうということで、上から順に見ていきました。誰かに何かを評価されるというような

見方ではなく、本当に少しチェックリストのような形で、実際に自分がこれに対して気をつけているか

とかというような見方を１つずつしていて、逆にここはどんな形でみんな捉えているというような形で

シェアをしていくことで、あの評価のシート、本来の使い方とは違うかもしれないんですけれども、あ

のシート自体は振り返る、原点に戻ることというのができるよねというのが確認できたというようなと

ころが、当事業所の中で確認したところであるんです。

ただ１人でがむしゃらにやっていると、なかなかいつもどこかで原点にというところもあるので、そ

こは事業所としては、今後、定期的にみんなで集まるときに、１つのケースを持っていこうというよう

な形で、今後定期的にやっていければなと思うんですが、そういう点では、評価そのものが全くできな

いじゃなく、あの評価のシートをどう使っていくかを今後検討していくということだと思います。

リーダー：ありがとうございます。

社会福祉法人敬心福祉会：そうですね、あのときの話し合いの中であったこととしては、評価を誰がするかと

いうことになった場合に、その評価をする誰かがその当事者のことを知っていなければ、どういった背

景があって、今こういう計画ができ上がっているという個々の理解を踏まえた上での計画の評価という

ことであれば、すごく有効なのかなということがありました。

ただ、そこまでやるというのは、かなりおかしいことではないのかなというところがあって、評価を

するといっても、どこまで深く掘り下げて評価をするのかというところが、少しまだ見えないというと

ころで具体的に、評価はいいよねという話にならなかったかなというふうに思っています。

うちの事業所の中では、担当が決まっていて、担当個人で計画をつくってはいるんですけれども、今

３人いて、その３人が必ずほかの相談員がつくったものには目を通して、疑問に思ったらすぐそこで話
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をして、こういう方法もあるねとか、ほかのケースではこういうことを聞いたことがあるということと

か、かなり情報共有をしたり、お互いに意見を出し合ったりということができているんですね。

複数の人数がいて専任でやらせていただいているという、うちの事業所ができるからそういうふうに

できるのであるということはよくよくわかるところなんですけれども、自分がつくった計画を自分と利

用者さんだけが見るのではなくて、まず自分の事業所の中で複数の目が通るというたけでも、評価には

なっているかもしれないねと。今まで当たり前のようにそれをうちではやっていたんですけれども、こ

れはもしかしたら自分たちの事業所の中で評価をするということにつながっていたかもしれないという

ことは、事業所の中では話しました。

リーダー：ありがとうございます。

先ほど矢冨所長が言われたように、この評価については、次回の実務者会議できちんと話しましょう

ということになっていますので、今お二人の委員がおっしゃっていただいたようなことも、実務者会議

でもう一度お伝えいただいて、少し深めていく必要があるのかなというふうに思います。

ほかにご質問などは。

株式会社ダイム：こういう話ってきっと嫌がられると思うんですけれども、評価を受ける側が、評価が必要か

という話をみんながしちゃうと、要らないよねという結論に近づきたくなる状態なんじゃないかなとい

うのが、うがった見方ではなく、普通にきっと自分だったらということを考えても、そうなのかなとい

うのがあるので、でも、やっぱり評価って必要なんだと私は思っているんです。というのは、どうして

も誰か個人にかかわる何かを、自分が一番いろいろ勉強してきて、その人にかかわる、絶対これがいい

んじゃないかと思っても、別の人の目で見たときに違うということも当然あると思うので、できるだけ

やはり、お互いがお互いで、例えばよく顧客満足度みたいなので、それも何％とかといっても、あれも

「えっ？」というのが、お互いがそれでいいよねというところのパーセンテージを出されてもどうかな

という。本当にほかのものがあるのもわかった上で、顧客満足度なのかなというのも思ったりするので、

やはり第三者の目で見るということが必要だと思っているんです。

以前、計画相談が始まったばかりで、パーセンテージが全然上がらないころ、上がってきているプラ

ンで少し私は、何これと実は思っちゃったものがあって、そのときに偶然、江戸川の区役所の職員の人

がいらして、浦安の市の職員さんと話したんだ、これでプランって言えるのって、これでプラン代取れ

るのという話をしたんですよ。そうしたら、うーんという話になって、偶然ちょうど江戸川の区役所で

同じ障がい福祉課の人と同じような話になったときに、どうしているのと聞いたら、プランが上がって

きたときに障がい福祉課の方が見ますと。そのプランでいいのかと、支給決定料イコールそのままお金

の出ていくものにつながるから、だから必ずそれはきちんと見ますと。でも、それって担当者が利用者

さんのことも全部知ってなくちゃだめじゃんと言ったら、知ってますって言ったんですよ。

今、ぱっと計算してみたんだけれども、今の障がい福祉サービス受給者が643人だとします。１年の

稼働日数を170日だとしても、１日３件なんですよね。障がい福祉課の人たちが何人いるかわからない

けれども、少なくともそこの部分は見てほしいなというのは、私は今度は税金を納めている市民として
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考えたときには思うんです。

それぐらいは、障がい福祉課の人にも勉強してほしいというか、自分が担当する人のそういうプラン

について、ある程度のものがわからなければ、何を根拠に支給決定したというのが、それぞれの担当者

なり、それぞれの市役所の中の部会かもしれない、そういう決定の機関かもしれない。介護保険は介護

保険で、そういう支給決定をする機関があるので。

でも、障がいのほうがそういったものがないとすると、やっぱり市643件というのは、643件というと

多いみたいだけれども、稼働で１日３件ぐらいで。年間で170日働いたとしても、１日３件だとして、

それが何人かで担当したときには、消えちゃうんじゃないかなと思うので、最低でもやはり初回のプラ

ン上がってきたときぐらいは、それが評価にある程度なるのかなって。それ以降を、ある程度部会なり

何なりで皆さんが見ていくという形なのかなと思うんですけれども。個人の意見です。

リーダー：何か皆様、今のご意見にご意見はありますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：今のご意見に関連するかどうかは別として、私、ここのところで、本年

度の会議で、評価ということを提案させてもらった本人なものですから、相談部会で評価というのをど

ういう仕組みでやるのかということを考えていきたいという形で提案させてもらったんですけれども、

今日の資料を見たときに、不要の意見が多かったという、議題３のところで、それを見たときに、あっ

と思ったんだけれども、先ほど他の委員のお話を聞いて、全く不要ということで切り捨てるということ

ではないんだなということがわかって、ほっとし、安心したんですけれども。

実際に今後のこととして、これは相談支援部会も一緒になって、実務者会議の意見をお聞きした上で、

相談支援部会でもその仕組みというのを、時間をかけてでもいいから、評価の仕組みをつくっていかな

きゃいけないんじゃないか。

ということは、前に私がリーダーをしていたときに、計画をつくる上での８項目の作成の視点という

のは２年間かけてつくっていったものなんですね。だから、相談支援であれを作成した以上、あの視点

でつくった部分の、そこのところがどのように実際に実現されているのかというのは、私は相談支援部

会の中でやはり見てみたい、見ていきたいという気持ちがあるんですね。

だから、さっき、実際的な意見として、視点に沿ってのチェックシートみたいなのがあればというよ

うなこともあったんですけれども、そういうことも含めて、チェックシートをつくる作業部会でもいい

ですけれども、そういうのを別個につくってでも、ぜひこれは 実現してただきたいなと思っておりま

す。

リーダー：作業部会をこの部会の中でつくるという意味ですか。それとも実務者会議で。

介護給付費等の支給に関する審査会：この部会と、それから実務者会議のほうの両方から一緒に何か出て、別

口に何回かで、そういうのをつくっていってもいいんじゃないかなと。私のこれは個人的な考えです。

リーダー：委員としてのご意見ということでよろしいでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、そうです。

リーダー：今、幾つか、不要というところの意味合いを聞かれ、お二人の委員の意見を聞いていただけると、
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意味がないとかそういう意味ではなくて、どうやっていったらいいんだろうとか、課題が多いよねとい

うところにまず一つネックがあるということと、それから、実務者会議できちっと話し合うのは次回と

いうことになっておりまして、もう一回の実務者会議のほうに持ち帰らせていただきたいということは、

よろしいでしょうか。

それから、株式会社ダイムの委員がおっしゃっていた中で、浦安市の障がい福祉課さんの役割、いわ

ゆる行政の評価というところにつきましては、たしか相談者部会の前々回ぐらいにお答えいただいてお

りまして、見てはもちろんいますよということはいただいています。

なので、行政でやられる仕組みと、私たち相談支援部会として考える仕組みというのを、行政のかか

わり方も含めて仕組みというんだったら、それはそうなので、少し整理をしていかなきゃいけない段階

であるということはご理解いただければと思いました。

それと、介護給付費等の支給に関する審査会の委員からの提案につきましては、皆さん作業部会をつ

くったり、実務者会議、次回終わった後になりますけれども、作業部会をつくって進めていくというこ

とでよろしいでしょうか。

どうしたらいいでしょうか。ここは皆さんの意見で多数決で、作業部会に進んでしまっていいのか、

それとも一度、事務局さんにお戻しして考えていただいたほうがいいんでしょうか。

事務局：そうですね、一度持ち帰らせていただきまして、作業部会をつくるというところについて、少し検討

させていただければというふうに思います。

リーダー：よろしいですか。

介護給付費等の支給に関する審査会：それで結構です。

リーダー：よろしくお願いいたします。

あとこの件に関しましてご意見、ございますでしょうか。よろしいですか。

では、次の議題に移りたいと思います。最後の議題になります。相談支援実務者会議のまず報告を

お願いいたします。

基幹相談支援センター：議題５資料（１）の１ページ目から、読みながらご報告差し上げたいと思います。

開催日時は８月16日の午後４時半から６時に実務者会議第２回目を開催いたしました。

参加者の人数は16名ということで、お盆の最中でしたので、前回よりは少なくなっておりますが、

それでも４相談支援事業者、それから行政の皆様、障がい福祉課、障がい事業課の職員さんに参加し

ていただきました。

まず冒頭、話題提供としまして、障がい福祉課からさんから就労アセスメントが必要な方が、就労継

続Ｂ型を、移行を利用せず直接利用する場合の利用相談から利用に至るまでの制度の流れについての説

明、これをみんなで一度再確認、勉強いたしました。また、この就労継続Ｂ型の利用の制度説明から、

次の話題ということで、計画相談支援においての就労継続Ａ型の支給決定の際、暫定期間なしで支給決

定する場合の提出する書類と考え方について、福祉課さんのほうから少しご説明をいただいたというこ

とで、まず、制度のお勉強というところから今回は入りました。
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議題１なんですけれども、本日の部会のそれこそ議題３の事業所さんをどうふやしていくかというと

ころとリンクしているんですけれども、議題１、相談支援事業所が新規の計画相談支援ケースを受理す

ることが困難な理由などについて、みんなでざっくばらんにグループワークをしてみて、そのときに出

ました意見です。

この夏の県の初任者研修受講によって有資格者がふえるということから、「×」から「△」になる可

能性はあるなと。つまり新規ケースが受理困難な理由は、有資格者の不足にあるというご意見があった

り、相談支援事業所の数をふやすための対応策としては、例えば事務所開設のための家賃補助だったり

とか、相談員数を別途持たないといけませんので、相談室をつくるための改修費用の補助制度だとか、

そういうふうなこともあれば、相談支援事業所のいわゆる絶対数というのは少しふえていくのかなとか。

あとは、やはりセルフプランがじわじわとふえていることの危機感はあって、担当相談員がついてく

れればなというふうに思うというご発言もあったり、通所先、つまり日中活動のサービスを利用すれば、

それで現状のところ問題ないという利用者さんにおいても、通所先の事業所さんとの何らかのコミュニ

ケーションの齟齬なりで調整事項が必要になった場合は、ご本人と事業所さんという、この直線的なや

りとりになってしまうことで困っている利用者さんもいらっしゃるんですよというお話があったり、は

たまた、親御さんのほうから、自宅に来るんだったら相談員は必要ありません、このままセルフプラン

でいいわというふうに言われることもあったりと。

これらの文脈から、相談員さんイコール計画をつくる人という認識になってしまうと、計画相談は要

らないわという話にもなっていきますので、利用者さん側の意識を変えるだけでなく、相談員さん自身

もプラン作成係に終わらないような対人援助を実施していくことが必要だなということを確認して終わ

っております。

続きまして、議題２、ここに多くの時間が割かれたわけなんですけれども、前回５月の実務者会議で、

相談支援の現場のみんなから見えてくる地域課題を挙げております。今回は、その地域課題を相談員さ

んでもう一度意見交換をしてみようということで、グループワークでディスカッションをした内容です。

意見が、今回の実務者会議で挙がった地域課題なんですけれども、まずは①で身体障がいのある人

で、介護が必要な人の就労先がない。実際、就労時間中のトイレの排せつケアなんかが必要な方で、

そのケアに対応できるところがなく、やむなく他市の事業所さんに通ってらっしゃる方がいる。先日、

そのご本人と事業所さんとの意見交換の場に同席したんですけれども、事業所さんからは、浦安市で

は対応を断った人を私たちは受け入れているのだと。

次のページに行っていただいて、市内の人、その事業所さんがある町の人ですね、と同じような対応

ができないことがあるということはわかってほしいんだというような意見があったという問題提起。

あとその一方で、窓口には身体障がいの方から就労先が見つからなくて困るんだというような相談は

余り聞かれないですよというご意見があったり、障がい者福祉センターでは、受け入れ可能ではあるん

だけれども、原則として療育手帳を持っている方が対象なんですよという情報提供があったりというよ

うな議論になっています。
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②身体障がいのある人の住まいがない。

重度の障がいがあり、常時介護を受けたり、入浴介助を受けることができるグループホームがない。

身体障がいの方で、住まいを必要とする利用者さんは、グループホームを利用できない状態がある。ま

た、住まいの場であるグループホームでは、お風呂に入れないというのは、実質的には住まいがない状

態であって、利用者さんの暮らしを考えると極めて大きな課題であるというようなご意見が挙がってい

ます。

③補助教員が足りていないのではないかという地域課題について、その一方で、補助教員がつかなく

て困っているよという相談は余り入ってきませんよというお話があったり、補助教員の仕組みを知った

ほうがいいですねという意見もありました。人を雇うには、予算も必要となる。年度途中で補助教員が

つくかどうかを明確に答えることはやはりできないんじゃないかなという意見があったり。支援級や普

通級か、選択に迷っているという相談は入ってきますと。支援級から普通級に移ることについての相談

のほうが多いような気がするというご意見。あと、学校との話し合いなどには、可能であれば相談員さ

んも同席をしたりしていると。親御さんの印象であったり、学校での現場感、双方のお話を聞くという

ことが望ましいですよねというお話で終わっています。

続きまして、同じく教育に関することなんですけれども、学習支援を受ける場所が少ない。通級につい

ての相談は入ってきますねというお声があったり、放課後、宿題を見てほしいというニーズについては、

学習支援をしている放課後等児童デイなどの情報提供をして対応しているというご意見もありました。

また、５月に訪問診療を行っている事業所がないんじゃないかという意見もあったんですが、浦安市

内で訪問診療を行っているクリニックは複数あって、例えば終末期の在宅ケアやがん治療などに対応し

ているクリニックさんの情報はありますよというお話も出ています。

それから、訪問型の生活訓練、制度的に行うことはできるんだけれども、現在、人員不足で稼働がで

きていないという状態ではないのかなというようなご意見が出ております。

７番目、就労困難の仕事内容のバリエーションが少ない。発達障がいの方であったり、障がい受容が

道半ばの利用者さんなどは、パソコンであったり農作業など、もう少し幅広いですね。仕事内容を希望さ

れる方も多く、実際、市内の就労訓練事業所を探している方も多くいらっしゃるし、利用している方もい

らっしゃいますというお声もありました。

あと、身体障がいの方にとっては、就労のための移動も大切な問題で、移動の手段を支援することで働

けている人もいるというお話。

それから、児童の支援ということで、８番目、無料のママ友達がつくれる場所がない。子育て支援セ

ンターなんかは市内にたくさんあるんですけれども、他害や自傷などがあるお子さんを持つお母様たち

は、自宅に引きこもっている方が多いんですよということで、その背景にあることが、一般の子育て支

援センターにはなかなか行きにくいんですという、お母さんたちの悩ましい心情を理解した、そういう

場づくりが必要なのではないかという問題提起もありました。

議題３につきましては、先ほどご説明しましたので、割愛させていただきます。
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以上です。

リーダー：どうもありがとうございます。

では、前回、やっぱり実務者会議の地域課題というリアルがとても大事ですねというご意見をいただ

きました。５月のときの実務者会議では、グループで課題を出すだけに終わってしまっていて、実は自

分のグループで話した課題は、ほかのグループの人にはちゃんと解決できる方法を持っていたりするこ

ともあると思いましたので、１つ１つ挙がった課題が、本当に解決できないのかということを話し合い

をしていただいて、今、矢冨所長がご報告していただいたという流れになります。

今の中で、出席された方は何か補足だったり、されていない皆さんにつきましては、何かご質問とか、

ご意見がございましたら、お願いしたいと思います。

株式会社ダイム：質問なんですけれども、お風呂が入れない方がグループホームも使えないというのは結構深

刻な問題だなと思うんです。住まいがないというのは確かにそのとおりなんですけれども、訪問入浴っ

て、たしか浦安市がどこかと契約していたと思うんですが、あれはグループホームには来てくれないん

ですか。桶ごと来てくれるやつですよね。

事務局：詳しいことがわかる者が今おりませんので、ガイドブックに載っていることをそのまま、ある程度か

いつまんでご説明をさせていただくことになるんですが、対象になる方は、身体障害者手帳をお持ちの

方で、65歳未満の常時寝たきりの方です。

常時寝たきりの方が、グループホームにいらっしゃると仮定するしかもうないんですけれども、その

方を、もし対象とする場合、一応居宅においてという条件があるんですね。居宅というのが、イコール

グループホームになるのかというところは、今までご相談を受けた経緯がないので、過去の事例は、恐

らく私が記憶する限りないんです。

というのは、先ほど申し上げた常時寝たきりの方がグループホームに今までいらっしゃっていないか

らだと思うんですね。なので、グループホームが訪問入浴の居宅に当てはまるかどうかは、今即答がで

きませんので宿題とさせてください。

すみません、よろしくお願いします。

株式会社ダイム：恐らくこの場なので、できるだけこういったものがなくて本当に困っているとかといったこ

とを、本当はきっと地域生活支援部会なのかとは思ったりもするんですけれども、できるだけみんなで

グループホームがすごく少なかったと。今、大分できつつある。そういう中で、あんなグループホーム、

こんなグループホーム、本当にマンションの１室を借りただけみたいなのもあれば、２回建ての普通の

一軒家を借りて、そこをみんなで分けて使おうねというのもあったりするので、そういったものも含め

て、どういったものがあったら生活できるのにとか、できないのにというものがあったら、できるだけ

きっとこういう場に上げてもらって、どの部会までも市に考えてもらおうという話をしていくのはあり

だと思います。

リーダー：今の話は、社会福祉法人敬心福祉会さん、ご存じでしたか。お風呂がどうのって。

社会福祉法人敬心福祉会：そうですね。



26

リーダー：皆さんイメージがわかないみたいなので、実務者会議で話したことがもしあれば、教えていただき

たいですし、なければ、問題が何なのかがわかればいいですけれども、このケースが該当しないという

ことであればいいですけれども、何を言っているのかなということが。

社会福祉法人敬心福祉会：グループホームで入浴ができないことについての。なぜ、できないかというそこの

問題についてですか。

リーダー：地域課題として挙げたときに、何を課題としているかということです。

社会福祉法人敬心福祉会：このときに出たグループホームでお風呂に入れないというのは、そこの利用者さん

では、お風呂はついているけれども、介助の手が必要な方は、日中一時の機械浴のほうを利用してほし

いだったか、することになるか、ごめんなさい、その語尾のニュアンスがあいまいなんですけれども、

そういうところだとか、あともう一つは、女性のご相談だった場合に、女性の介助はいないというふう

に言われたところが、具体的なお風呂に入れないということの内容です。

１人そういうお話を聞けば、例えばほかの女性の利用者さんからグループホーム身体の対象の方は、

対象で入れるグループホームを探していますと言われても、ぜひということにはならず、相談員として

感じるこういう課題、自分のお部屋でお風呂に入れないという状況だとか、同性介助ではないというこ

とが挙がっているけれども、どうしましょうかという、勧める私ももちろん、うーんと思いながらのこ

とになりますし、当然、利用者さん側からすれば、それで利用できると言えるのでしょうかということ

にもなる。そういったところに。

リーダー：ありがとうございます。

介護給付費等の支給に関する審査会：今の問題なんですけれども、たしか平成26年度の法改正で、ケアホーム

とグループホームが一元化されるという形で、障がいの重い方をグループホームの、区分６であっても

グループホームが利用できるようになっているはずなんですね。それで、今実際にここにありました、

重度の障がいがあって、入れるグループホームがない。そこの理由が今おっしゃっていたようなことで

あるんだったならば、何かすごく矛盾しているなと思うんですね、実際に。

報告を受けたほかのこともそうなんですよね。就労のところでも浦安で対応できる事業所さんがない

から、市外に通っているのが２点ぐらい出ていたんですけれども、やはりまだすごく浦安の中で整って

いないところもあるんだなということで、私自身は、昨年、完全バリアフリー化した身体障がい者の方

が入れるようなグループホームを、新たにつくりましたということだったんで、何かすごくよかったな

と思っていたんですけれども、こういうさっきおっしゃったような問題が出ているということは、別な

意味で、今、障害者差別禁止法が４月から施行されましたけれども、これって合理的配慮がされていな

いという形で相談が上がった場合には、ここで何らかの対応が必要になってくる。実際に、そこのグル

ープホームに入っている方は、自分のところのグループホームのところでお風呂入れないで、軽度の方

は、グループホームのお風呂に入っているのに、自分だけは外に出かけなきゃ入れないんだというよう

な形があったりだとか、同性介助、そこのところのクリアできていない部分とかというのがあるんだっ

たならば、これ本当にモデル事業として障害者差別禁止法のモデル事業をやっていた市としては、早急
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に何らかの何か考えなきゃいけない、本当に地域課題だなというのは今感じました。

リーダー：ほかに何かご意見ございますでしょうか。

事務局さん、何かこの件でありますか。今の課題は、きっと相談支援部会だけでは解決できない課題

なんですが、例えばここまでは自分たちで考えなさいとか何かあれば考えますし、１つは、相談が上が

っていて、どうしようということになりますが。

事務局：ご意見ありがとうございます。

先ほどご意見いただいたように、既存の建物を使っていたりするグループホームが多いですので、な

かなか設備の問題ですとか、支援の確保の問題などで、なかなか要望にお応えできていないというとこ

ろもあるのかもしれないんですけれども、市としましては、今進めています地域生活支援拠点のほうで

は、そういったところをカバーするようなグループホームをつくりたいというふうに考えておりますの

で、また今後の検討課題にさせていただければと思います。よろしくお願いします。

リーダー：いかがでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：今後積極的にこの問題をうちのほうでも考えていただけるということで、

その報告を待つんでしょうか。それとも、具体的にこの自立支援協会の中でも、ほかにも出てきた、グ

ループホームの問題だけじゃなくて、私がさっき本当に思ったのは、就労の中でのケアとかというとこ

ろが、発達障がいの方の就労の問題のところもそうだけれども、結構皆さん、市外を利用されていると

いうことがあるんですけれども、そういう部分での課題とかということも、もう少し自立支援協議会の

中でも、市のほうも検討していただくのと一緒に、自立支援協会の相談支援部会なり、地域生活支援部

会なり、そういうようなところでもこれが検討しなきゃいけないことではないかなと思います。

リーダー：わかりました。

では、今出た課題の中で解決できない問題につきましては、ここでご報告し、自立支援協議会だった

り、地域生活支援部会だったりに、この件は上げさせていただき、課題を解決していこうということで

よろしいでしょうか。

ほかの皆さんはよろしいでしょうか。大丈夫ですか。まだ何かおっしゃりたいことがあればどうぞ。

社会福祉法人敬心福祉会：今の課題のところはそれで具体的に解決方法をということで、解決の方向に向かっ

て動いていくといいなというふうに思うんですが、あと今、話していた中で、窓口には困るという相談

は余り聞かれない、困っているという相談は余り入ってこないという言葉があって、相談員として利用

者さんとお話しているときに、こういうことが困るということは、お話を聞いたりはするんですけれど

も、そのときに、すごく困っているんだなということで、相談員としては実務者会議でこういう課題が

あるようですねということで話を上げたり、あと行政のワーカーさんにもいろいろ相談をさせてもらっ

たりしながら進めてはいるのですが、当事者の相談をしてくださる利用者さんにも、窓口に行って、こ

ういうこと困っているんですよというふうに言ったほうがよいですよとお勧めをするほうがよいのです

かね。

何かいつも少し迷って、直接行く機会があったら、こういうことを困っていると言ったほうがいいで
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すよというふうに伝えるケースもあれば、言いにくいだろうなということで相談員として、そういう場

所で伝えますねということもあるんですけれども、どこまでどう届くのかなって、困っているという実

情がということを、少しこの文章を読んでいて、余り聞かれないとか、そういう相談というのは余りピ

ンとこないなということが書いてあって、でも、言った当人もきっとすごく困っているはずなので、す

ごく困っているということをどのように行政側にも伝えていくかということがとても大事になるのかな

と、今少し聞いていて思いました。

以上です。

リーダー：非常にわかりやすいが、重たいご意見ありがとうございます。要するにここが解決しないと、当事

者の人たちは、１つ１つ困り、解決するためには、それにかかわる行政の方も含めて、みんなに声が届

かないといけないしということなんですね。

これは誰にご意見いただいたらよろしいでしょうか。事務局、どうしたらいいでしょうか。

株式会社ダイム：私は言っています。私どもが役所に行って、タクシー券２万円じゃ、透析患者さんは足りな

いって言ってるよと言っても、事業所さんに言われてもと言われたんですよ。やはりそういう声が直接

上がってこないと行政は動けないという考え方があるようで、うーんと思いながらも、だから利用者さ

んに、やっぱり厳しいよ、ほかの市はそうじゃないよという話をしてもいいと思うよという話をどんど

んしています。

というのは、やっぱり本当にみんながその気になって動かないと、私が一人我慢すれば世の中丸くお

さまるかもと思っていると、実はそうじゃなくて、みんながそう思っていることってあって、そのため

にみんなのお金を使うのは、みんなはよしとすると思うんですよね。

だから、お金が動くことだけじゃないとは思うけれど、でも、やっぱり今の世の中って、そういうも

のでどんどん進んできたんだと思うので、やはり困ったことがあったらで、さっきのお風呂の話なんか

も、そんな困っていることがあったら、こういうところで行政にこういうふうにしてくださいというお

話がしてあげられるんだとしたら、きっと全然すごい本当はいっぱいあると思うんですよ。その中のご

くごく一部が出てきているんだと思うけれども、私たちが集まって、この相談支援部会というのをやる

のは、相談員さんたちの困ったことをやっぱり行政にどういう形でやってもらうかということ自体が働

きかけられるお仕事の一つだと思うので、全然私は言っていいと思いますし、言わない人って実は本当

に多いと思います。言えないとか、我慢しちゃっているとか、それってわがままだと思われるとか、そ

ういうのがきっといっぱいあると思うし、それをきっと相談支援員さんたちは、みんな一緒に抱えてあ

げているんだと思うんだけれども、もう私、自分自身の利益にかかわらないことだったらどんどん言え

ます。どんどん言っちゃいます。

自分自身の利益のことって、やっぱりみんな言いづらいので、だからきっと当事者が言えなくなるん

ですよ。私だけのために、そのことをと。でも、自分の利益のことじゃなければ言いやすいと思うので、

みんなにどんどん発信して、利用者さんにも役所に行ってごらんとていう話をしていって全然いいと思

います。
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リーダー：ありがとうございます。

大変申しわけありません、あと残りが５分になってしまいましたので、この議論は実務者会議、それか

らまた次の相談支援部会、それから自立支援協議会地域生活支援部会の中で深めていただければと思いま

す。

今日お手元にあります式次第の中では（５）が「相談支援実務者会議・グループスーパービジョン報告

（非公開）」となっておりましたけれども、これは印刷のミスだそうで、実務者会議までが公開、その

次、グループスーパービジョンの報告を発表させていただきますので、非公開というふうになります。

では、傍聴の方に今、退席願いました。

では、グループスーパービジョンの報告をお願いいたします。

（以降は、個人情報を含むため非公開。議事録には掲載しません）



平成 28 年８月 29 日（月）

午後１時 30 分～３時 30 分

健康センター第 1会議室

浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 28 年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）計画相談の現状

（２）サポートファイルの活用について

（３）基幹相談支援センターの計画相談の移行と後方支援について

（４）サービス等利用計画の評価について

（５）相談支援実務者会議・グループスーパービジョン報告（非公開）

３．閉会



議題１資料

計画相談支援の現状

１．平成２８年７月末日現在の進捗状況

（１）障害福祉サービス等

障害福祉サービス等受給者 ６４３人

サービス等利用計画案作成（＊） ６４３人

達成率 １００．０％

＊障害児童通所支援の計画案と両方作成している方６３人とセルフプランの方

４４人を含む

＊介護保険対象者は、７０人

（２）障害児通所支援

児童福祉法による児童通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を利

用する際の計画

障害児通所支援受給者 ３６４人

サービス等利用計画案作成（＊） ３６４人

達成率 １００．０％

＊障害福祉サービスの計画案と両方作成している方６３人とセルフプランの方

６９人を含む

２．指定特定相談支援事業所の推移

市内の事業所及び市外の計画相談支援等推進事業補助金を交付している事業所

新規 休止
年度末の

事業所数

平成２４年度 ７ ０ ７

平成２５年度 0 １ ６

平成２６年度 ４ ２ ８

平成２７年度 ２ ０ １０

平成２８年度 ０ ０ ９※

※平成２８年度は、平成 28 年８月１日現在の数値。

新規の受け入れをしていない基幹相談支援センターを除く。
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サポートファイルの配布状況と活用について

１．配布数の推移

単位：冊

配布先 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度

関係団体所属 58(7 団体) 0 0 0

こども発達センター登録児 23 15 11 21

こども発達セン

ター登録児以外

未通園 3 8 0 0

保育園・幼稚園 8 4 9 22

小・中学生 6 7 2 8

所属不明など 5 2 8 16

合計 103 36 30 67

※表の実績以外に、平成 25 年度は各園長・校長へ 42 配布

平成 26 年度より、配布元ごとに統計を出しています。

配布元 配布先 26 年度 27 年度

こども発達センター 保護者・当事者 86 48

障がい事業課 保護者・当事者 10 18

その他 3 15

相談支援事業所 保護者・当事者 35 39

合計 134 120

２．共通シート活用状況アンケート結果について

昨年度こども部会において作成した「共通シート」について、４月の利用開始より２か月

が経過したため、その利用状況について、市内事業所にアンケートを実施しました。

回答数 １５事業所

１．「共通シート」を、利用していますか？

項目 件数 割合

利用している 3 20.0%

今後利用予定 ８ 53.3%

利用していない 4 26.7%

議題２資料（１）
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２．１で、「利用している」と答えた方は、どのように利用していますか？

（利用している ３件 複数回答可）

項目 件数 割合（３件に対し）

サービス利用開始時に保護者が作成するシ

ート １ 33.3%

サービス利用開始時に事業所が聞き取り作

成するシート １ 33.3%

定期的に保護者が作成するシート １ 33.3%

定期的に事業所が聞き取り作成するシート ０ 0%

３．２で「定期的に作成するシート」と答えた方は、定期的とはどのような頻度で利用し

ますか。

（「定期的なシート」 １件 複数回答可）

項目 件数 割合（１件に対し）

年度当初（４月頃） １ 100.0%

サービス支給決定期間更新時 ０ 0%

４．１で「利用している」と答えた方は、利用により利便性が向上したことがありますか？

（利用している ３件 複数回答可）

項目 件数 割合（３件に対し）

利用者が記入する負担が減少した １ 33.3%

事業所が記入する負担が減少した １ 33.3%

面談の時間が削減された ２ 66.7%

その他

（サポートファイルの存在が浸透した） １ 33.3％

５．改善に対する意見等

○ 兄弟姉妹の生年月日は不要

○ 服薬欄が１行では少ない

○ 保育園、幼稚園名

○ 相談支援専門員の名前

○ なかなかファイル全体の内容の記載が進まないとの声があるため、まず最初にこの

シートから記載を行ってみるよう提案し、利用を促していくことを検討している。

○ 受給者証更新時に案内するなど、利用者への周知が必要。サービス開始前に知りた

い情報なので、利用者が事前に持ってきてくれるといい。

○ ４月以降まだ契約がないため、利用していない。今後活用していく。

○ 事業所で重要な部分が分散しているため、集約されているといい。

（アレルギー、通学先、病院）

○ こどもの関わる全ての関係者が連携できたらすばらしいと思う。
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６．利用していない理由

○ 現在自社のものを利用し、移行が難しい。

○ 居宅介護の事業所で、独居の方が多く、アセスメントシートも本人から聞き取り、

本人の了解を取る形で、本人に書いてきてもらうことがない。利用する機会がない。

○ ４月以降、まだ契約がない。

３．今後の改善案について

１．相談支援部会、こども部会でのご意見

○ 成人用サポートファイルの「成年後見人の記録」の項目で、成年後見人の開始の記

録があるとよい。また、手続き方法や、相談窓口の案内があるとよい。

○ １歳半検診などで手にするとき、いきなり障がいに関するサービスの情報や、障害

年金の情報が目に飛び込んでくると精神的にダメージが大きい。ファイルの構成に

ついて、役立つ情報は一番後ろにしてはどうか。

○ 大人になってからファイルを書き始める場合、小・中学校などを振り返って記入す

る振り返りシートについては、教育委員会の意見を聞いて作成した方がいい。

○ 各サービスごとの共通シートを作成してはどうか。

２．役立つ情報の追加

記入シートだけでなく、役立つ情報の掲載について検討します。

（１）年齢別支援制度及び支援機関

（２）災害時の対応

（３）特別支援教育について

（４）障害年金や成年後見制度について

（５）記入例や参考になるファイル活用法など

３．成人用サポートファイルの作成

相談支援部会において、引き続き、「成人用サポートファイル」の検討をしていきます。
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サポートファイルに追加する情報について

各種サービス・支援制度

「サポートファイルうらやす」の巻末に、ライフステージごとに役立つ情報を掲載します。

青年・成人期

成年後見制度

「高額なものを買う」、「財産の相続」「福祉サービスの利用」など、手続きや契約などを行い

たいとき、知的障がい、精神障がいのある方は、判断能力が不十分なために、財産管理や契約を

するのが難しかったり、支障を引き起こすことが考えられます。このような方々を法律面で支援

し、保護するシステムです。

【法定後見制度】

現在、障がいなどで十分な判断能力がない人が、各種の手続きや契約を行うとき、家庭裁判所

の決定した「法定後見人等」が、代わりに契約をしたり、不利益になるような契約を取り消した

りして支援します。

（手続きの簡単な流れ）

【任意後見制度】

子どもの将来が心配な場合など、本人の判断能力が不十分になったときに備えて、「支援をた

くす人（任意後見受任者）」を決めておく制度です。

成年後見制度については、社会福祉協議会（うらやす成年後見・生活支援センター直通

355-5315）や、基幹相談支援センター（304-8822）に相談することができます。

自宅や施設で、また移動の際に介護の支援を受けたり、日常生活や就労のための訓練を受けたり、

障がいなどにより日常の生活や活動をすることに困難がある場合、さまざまなサービスを受けるこ

とができます。（障がいに関する手帳や、難病の診断を受けていることが必要です）

＜問い合わせ先＞

市役所障がい福祉課 ７１２－６３９３

議題２資料（2）

お金の管理や、さまざまな契約・手続き

申
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て

面
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提出された書

類や調査結果、
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どで検討

申立ての内容

が適切か判断

し、認められた

場合、後見人が

決定

さまざまな福祉サービス
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障がいのある方の就労支援を行います。

就労相談、就労準備訓練、必要に応じハローワークや就職面接への同行などを行い、就職後も、

職場での環境調整や、ご本人と職場の調整を行います。

＜問い合わせ先＞

浦安市障がい者就労支援センター ３０４－６２００

年 金

障害基礎年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け

取ることができる年金です。

障害基礎年金は、次の条件のすべてに該当する方が受給できます。

1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること

① 国民年金加入期間

② 20 歳前または日本国内に住んでいる 60 歳以上 65 歳未満の方で年金制度に加入してい

ない期間にある方

2. 障害の状態が、障害認定日または 20 歳に達したときに、年金の障害等級表に定める 1 級ま

たは 2 級に該当していること

3. 保険料の納付要件を満たしていること

20 歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

【サポートファイルを活用した年金請求準備】

（医療機関の書類）

障害基礎年金を請求するために、医療機関で書類を作成してもらいます。

1. 受診状況等証明書

年金を請求するには、病気やけがなどで、初めて医療機関を受診した初診日を証明するこ

とが必要です。初診日の確認は、医療機関が作成した「受診状況等証明書」などにより確認

します。

通院が途絶えていたり、病院が廃業すると、年金を請求するときに、かかりつけの医療機

関にカルテ等の診療録が残っていないため、初診日や病気・けがの内容を記載した証明書を

作成できない場合があります。

将来、年金を請求する場合に備えて、初診日や病気・けがの内容を記載している医療機関

の診断書などの写しや、血液検査、発達検査などの各種検査結果は重要です。通院や入院し

たときは、診察日や診療科がわかるような、診察券・領収書・お薬手帳などの医療記録はフ

ァイルに保管しましょう。

また、母子手帳、学校の健康診断の記録や成績表なども、医療記録を補うために活用でき

ますので、大切にサポートファイルに保管してください。

就 職

生活に必要な収入・住まい
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2. 診断書

病気やけがについて、初診日から１年６か月を過ぎた日、または、１年６か月以内にその

病気やけがの症状が固定した日に応じて、診断書を作成します。診断書の様式は、病気やけ

がの内容によって異なります。

定期的に通院をしていない場合、病気やけがに応じた専門医療機関を探すことや、病気や

けがを的確に記載した障害年金用診断書を作成することが困難な場合があります。

また、かかりつけ医に病状や日常生活の様子を具体的に的確に伝えられないと、診断書の

内容が実際の病状や日常生活の様子と異なることがあります。

ご本人や家族などが受診をするときは、日頃の病状や日常生活の様子を伝えやすいような、

かかりつけ医との信頼関係も重要です。サポートファイルにさまざまな資料が保管されてい

ると、かかりつけ医に診断書を作成してもらうときに、診察の参考にもなります。

なお、障がい者手帳、医療受給者証、手当受給者証など、公的機関が診断や判定をして交

付されたものは、病状やけがの状態がわかる参考資料として、年金の審査に大変役立ちます。

障がい者手帳や受給者証などを申請する際は、その診断書や判定書の写しをサポートファイ

ルに保管するとよいです。

（本人や家族が作成する書類）

医療機関の証明書や診断書のほかに、病気やけがの発病日からの現在までの経過を記載する

「病歴・就労状況等申立書」の作成をします。

治療歴のほかに、生まれてからの家庭での日常生活の様子や、こども園や学校、療育機関や

習いごと、就労状況など、さまざまなエピソードを具体的に記入します。

お子さんの成長記録を記入したり、さまざまな資料を保管することで、作成の準備ができま

すので、サポートファイルを活用すると経過を記載をするときに大変便利です。

また、サポートファイルに保管されている資料の中に、年金の審査に役立つような書類があ

った場合は、その写しを年金請求書に添付して提出することができます。

【障害基礎年金を受給したら】

（国民年金保険料の法定免除）

国民年金に加入している方が、障害基礎年金１級または２級を受給しているときは、国民年金

保険料の法定免除を申請できます。保険料の法定免除申請をするときは、障害年金証書が必要と

なります。

（障害状態確認届・受給権者所得状況届）

日本年金機構から送付される年金診断書の提出が定期的に必要です。病気やけがの内容に応じ

て、診断書を提出する時期は異なります。診断書の提出によって、年金等級の再審査が行われ、

等級が決定されます。書類の提出が遅れたり、年金等級に該当しない場合は、年金が停止されま

す。

また、病気やけがの初診日が 20 歳前にある方で、障害基礎年金をもらう場合は、このほかに

も受給制限があります。所得が一定以上の場合や市県民税が未申告の場合などの所得制限や、日

本国内に住所を有しない場合など、年金が停止されることがあります。

（障害年金額改定請求）

障害等級２級の年金を受給していた方が、日常生活や環境、病状の変化にともない、病気やけ

がが重くなった場合は、障害年金の等級変更を申請することができます。
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【その他】

厚生年金保険に加入中に、病気やけがの初診日がある場合は、障害厚生年金や障害手当金に該当

する場合があります。病気やけがの状態や保険料の納付状況によって、年金や手当金を受け取るこ

とができます。

＜問い合わせ先＞

・浦安市 国保年金課 国民年金係 ７１２－６２８２

・市川年金事務所 お客様相談室 ０４７－７０４－１１６５

グループホーム

障がいがあるため単身での生活には不安のある方が、地域のアパート、マンション、一戸建て

などで、「世話人」等の支援を受けながら、複数で共同生活を行います。福祉サービスのひとつ

です。

＜問い合わせ先＞

市役所障がい福祉課 ７１２－６３９３

生活支援相談窓口

専門の相談員が仕事、家計、家族のことなど、生活に関するさまざまな困りごとに一緒に向き

合い、一つひとつ整理し、相談者とともに解決の方法を考えます。

住居確保給付金、就労準備支援事業、家計相談支援事業などのほか、相談者が活用できる社会

資源をご案内します。

＜問い合わせ先＞

市役所社会福祉課 ７１２－６８５６

生活保護制度

病気やけが、障がいなどによって働けないなど、資産や能力を活用しても生活に困る場合、そ

の困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、保護を受けてい

る方の自立をお手伝いします。

＜問い合わせ先＞

市役所社会福祉課 ７１２－６３９０、７１２－６３９１



1

議題３資料

相談支援事業所 ヒアリング結果

基幹相談支援センターの委託事業について、平成２８年度より、地域の中核的な立場で

支援困難なケースや他事業所の後方支援にシフトするように仕様変更を行い、平成２８年

度から３０年度の３年間で、計画相談作成業務を段階的に基幹相談支援センター以外の相

談支援事業所に引き継ぐこととなりました。

この移行業務を円滑に進めるため、各事業所の受け入れに関する意向や、今後の相談体

制の整備等に関し、市内の相談支援事業所に対しヒアリングを実施しました。

１．計画相談の移管の受け入れに対する考え

受入可否 事業所数 意見

受け入れ可 ４

○ 個々のケースの状況により、相談に応じる

○ 基幹相談支援センターのバックアップがあれ

ば可能

○ 自社のサービス利用者なら可能

受け入れ不可 ３ ○ 新規受け入れは難しい

２．基幹相談支援センターへの要望等

○ 基幹相談支援センターの契約者１００件の内訳や状況、移行スケジュールや、移行の

方法などを情報提供してほしい。

○ 他市の施設訪問や、地域定着は、基幹相談支援センターに受け持ってほしい。

○ 後方支援や困難ケースの受け入れの、具体的な内容が分からない。

○ 相談支援事業所それぞれ得意分野や強みがあるので、基幹相談支援センターが受けた

相談を、それぞれの特性に応じて振り分けてもいいと思う。

○ 困ったときに気軽に基幹相談支援センターに相談できることを、もっと利用者にも浸

透させる必要がある。

３．浦安市計画相談支援推進事業補助金について

○ 事務員の仕事量も多いので、事務員の補助も作ってほしい

○ ４０件について、４０件作成すれば何でもいいというふうになってしまってはダメだ

と思う。

○ 新規はアセスメントなども細かく行うので、新規ケース加算があればいいと思う。

○ 常勤２名までを増やせないのであれば、結局は２名分までの人件費までしか保証され

ないので、事業所を増やしてほしい。

○ 件数に比例する加算制度がほしい。

○ ４０件の要件は厳しい。４０件の条件はないほうがよい。

○ 補助金を出すなら、最低でも受け入れ△にするなどの条件があってもよいと思う。
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○ ４０件や、常勤換算２名について、４０件未満や、０．５人分などの端数についても、

補助金を考慮してほしい。

【補助金交付要件の改正案】

○ 相談支援専門員 1 人当たりの計画作成人数４０人以上の要件を、３０人など実態に

応じ改正する。

○ １法人当たり常勤換算で２人までの補助対象を、３人までとする。

○ ０．５人など端数への補助にも柔軟に対応できるようにする。

４．その他の意見

○ 県の研修が年１回（東京都は２回）しかなく、しかも定員からもれてしまうので、増

やしてほしい。

○ 実務経験の５年を緩和してほしい。

○ 質の担保、１人のみが継続することの弊害を防ぐためにも、定期的に相談員をローテ

ーションしたほうがよい。（他事業所間でも）

○ 事業所を増やしてほしい。放デイ・児童発達事業者の相談支援事業所、介護の事業所

の相談支援事業所が増えるとよい。
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議題４資料（１）

サービス等利用計画の評価 近隣市等の取り組み

１．近隣市の取り組み状況

（１）評価に関わる取り組み

近隣４市（市川市、船橋市、習志野市、江戸川区）に照会したところ、相談支援部

会や、相談支援事業所の自主組織などにおいて、事例検討などを行っているとの回答

が多かった。

（２）その他、サービス等利用計画の質的向上の取り組み

○ 基幹相談支援センターを中心に、市内の相談支援事業所が自主組織を発足。様式の統

一化や、実務マニュアルを作成している。今後は、ケース検討により、評価を実施し

ていく。

○ 自立支援協議会相談支援部会により、「相談支援ガイドライン」を発行。新規参入の

事業所などに配付。また、年 1 回 3 日コースのガイドラインの研修を実施。相談支

援部会が主催し、委員それぞれの専門分野を生かし講師となっている。一定の質は保

たれている。

○ 都道府県の初任者研修の後、相談支援事業所の自主組織に講師依頼し、初心者相談員

研修を実施。また、昨年より介護保険のケアマネージャーの団体に委託し、年９回の

相談員向け研修を実施。自主組織でも自主的にグループスーパービジョンなどを実施

して、質の向上に努めている。

○ 市内の相談支援事業所による情報交換会において、情報交換や勉強会を実施している。

２．介護保険における評価の取り組み

「課題整理総括表【議題４資料（２）】」の活用

（１）目的

利用者の状態等を把握し、情報の整理・分析等を通じて課題を導き出した過程を、

この様式により明らかにすることで、多職種協働の場面（サービス担当者会議や地域

ケア会議等）で、情報共有・連携等を効果的に実施する。

（２）作成方法

利用者と面接し、アセスメント（情報の収集・整理、分析）が終わってから作成す

る。課題整理総括表は、アセスメントツールではないという位置づけで、サービス担

当者会議等で課題のすり合わせを行う前に、専門職として整理するもの。

ア 「状況の事実」の「現在」欄を記入

イ 現在欄で「自立」あるいは「支障なし」以外の場合は、その要因を記入し、「状況

の事実」の「要因」欄に、関連する「阻害要因」の番号を記入。



2

ウ 「状況の事実」の「改善／維持の可能性」欄を記入

エ 「見通し」欄に、「阻害要因」を解決するための援助内容と、それが提供されるこ

とによって見込まれる事後の状況（目標）を記入

オ 「利用者及び家族の生活に対する意向」欄を記入

カ 「生活全般の解決すべき課題（ニーズ）【案】」欄を記入し、課題の優先順位を記

入

キ サービス担当者会議の結果、ケアプランに位置付けなかった課題について、優先

順位欄に「－」印を記入

（３）ケアプランの評価における活用方法

ケアプラン作成者自身による課題の整理や振り返り、またサービス担当者会議での

情報共有などのほかに、介護支援専門員養成研修や、事例検討会、地域課題を取り扱

う地域ケア会議などでの活用を推進

【記入項目ごとの評価方法】

①「自立した日常生活の阻害要因」

・「阻害要因」の分析、整理ができているか。

⇒「阻害要因」欄を再整理し、修正

情報が不足している場合、追加の情報収集を実施

②「改善／維持の可能性」「見通し」

・どのようなケアが考えられるか。他にもっと良いケアのアイデアはないか。

・そのアイデアを実現するにはどう工夫したらよいか。

⇒ケアプランの修正

ケアのアイデアを出してもらえそうな多職種への聞き取り

③ケアプランに反映できなかった課題を収集し、地域課題を探索する

・どのような活動・仕組みがあれば、その課題を解決できそうか。

・どうやったらその課題を持った人にアウトリーチできるか。

・誰ならそのアイデアの実現に力を貸してもらえるか。

⇒地域課題の検証

地域課題を解決するアイデアの実現に向けた事業者・団体などへの働きかけ



議題４資料（２）

利用者名 作成日

① 偏った食生活 ③ 歯の欠損

④ 本人は家事をしたことがない

現在 ※２ 要因※３ 改善/維持の可能性※４ 備考（状況・支援内容等）
生活全般の解決すべき課題

（ニーズ） 【案】
※６

移動 自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

食事 支障なし 支障あり ①② 改善 維持 悪化 1

食事摂取 自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

調理 自立 見守り 一部介助 全介助 ④ 改善 維持 悪化

排泄 支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

排泄動作 自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

口腔 口腔衛生 支障なし 支障あり 改善 維持 悪化 できる家事を増やしたい 2

口腔ケア 自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

自立 見守り 一部介助 全介助 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

支障なし 支障あり 改善 維持 悪化

改善 維持 悪化

掃除

Ａ 殿

決まった時間に栄養のあるものを
接種できていない。
亡くなった妻が調理していたため、
調理の経験がない。

食事の確保をし、決まった時間
に接種することで、体重と血糖
値が安定すると思われる。
支援者と調理を一緒に行うこと
で、自立した生活を送れる。

病気がこれ以上悪くならな
いようにしたい

入浴

更衣

見 通 し ※５

洗濯

コミュニケーション能力

服薬

整理・物品の管理

課題整理総括表

自立した日常生活の
阻害要因

(心身の状態、環境等)

屋外移動

食事内容

排尿・排便

介護力（家族関係含む)

居住環境

状況の事実 ※１

/ /

利用者及び家族の
生活に対する意向

住み慣れた家でのひとり暮らしを続けたい。掃
除や身の回りのことを一人でできないので、支
援してほしい。

室内移動

② 糖尿病の理解が不十分

⑤

買物

認知

金銭管理

※5 「要因」および「改善/維持の可能性」を踏まえ、要因を解決するための援助内容と、それが提供されることに
よって見込まれる事後の状況（目標）を記載する。
※6 本計画期間における優先順位を数字で記入。ただし、解決が必要だが本計画期間に取り上げることが困難
な課題には「－」印を記入。

行動・心理症状(BPSD)

褥瘡・皮膚の問題

社会との関わり

居住環境

※1 本書式は総括表でありアセスメントツールではないため、必ず別に詳細な情報収集・分析を行うこと。なお「状況の事実」の各項目は課題分析標準項目に準拠しているが、必要に応じて追加して差し支えない。
※2 介護支援専門員が収集したた客観的事実を記載する。選択肢に○印を記入。
※3 現在の状況が「自立」あるいは「支障なし」以外である場合に、そのような状況をもたらしている要因を、様式上部の「要因」欄から選択し、該当する番号（丸数字）を記入する（複数の番号を記入可）。
※4 今回の認定有効期間における状況の改善/維持/悪化の可能性について、介護支援専門員の判断として選択肢に○印を記入する。

記入例

ア

イ

イ ウ

エ

オ

カ



平成 28 年 8 月 16 日 相談支援実務者会議（第 2 回） 計画相談支援評価（イメージプラン案）

評価

評価対象 新規作成・更新時のサービス等利用

計画（障害児利用支援計画）

計画相談支援を担当する相談支援

専門員さん全員（みんな参加）

年 1 回（やってみないとわ

からないので体験から）

評価の視点：相談支援部会作成の８

つの作成視点

チェックリストを用いて担当

相談員さんと基幹と一緒に✔

サービス等利用計画（障害児利用支援計画）の改善点がわかる【８つの視点に対して、どの部分の推考が必要か明ら

かになる】→【計画の見直し、支援の見直しポイントが明らかになる】

コンサルテーション機能

（援助活動に加わらない・教示型）

スーパービジョン機能（ケース協働・問い直し・対話）

ケースごとに SV の目標と成果を確認して一定期間の協働

計画の「書きぶり」の修正だけでなく、修正された計画に基づく支援の「実際」の展開状況を確認【８つの視点のど

れか改善されて良い支援につながった？】

１

２

目指す計画

＝目指す支援
３

① 個人情報の取り扱いの仕組みが必要か→利用者さんの同意は？→守秘義務誓約書？

② 計画の「書きぶり」については「県」と「国」が提示するお手本に違いがある。本人中心、偏りのないケアマネジメントと

いう考え方に違いは無いが、サービス等利用計画（障害児利用支援計画）及び週間プランの「お手本」となる標準形

を皆で共通認識を持つべき？ （※使用する県・国フォーマットの違いの影響はあるが、どこまで相談員が生活全般を把握

するかが問われている？ 例えば、「国」では週間プランに 24 時間の生活ぶりを記載することを推奨。「県」ではサービス

利用の枠組みのみ）

③ 目指す支援＝実践する支援となる。「そうは言っても現場は・・・」という困難は生まれないか（例：兼務である、ケース

数が多い、基幹の計画も来る？）→かつて浮上した「相談支援はどこまでやることが相談支援なの？」議論になるか。

④ CSK でも話題になった「基幹」と「特定」のケース協働における役割分担って？（基本相談事項は基幹さん？）

４

検
討
課
題
４
つ

議題４資料（３）



議題５資料（１）

1

相談支援実務者会議（平成 28 年度 第 2 回）報告書

平成 28 年 8 月 22 日

報告者：浦安市基幹相談支援センター

開催日時 平成 28 年 8 月 16 日 午後 4 時半～午後 6 時

場所 総合福祉センター 多目的室

参加者 16 名（４相談支援事業所、障がい福祉課、障がい事業課）

話題提供 ●障がい福祉課より就労アセスメントが必要な方が就労継続 B 型を利用する

までの利用相談から利用に至るまでの流れについて説明。

●計画相談支援において、就労継続 A 型の支給決定の際、暫定期間無しで支給

決定する際に提出する書類と考え方についての説明。

議題１ 相談支援事業所が新規の計画相談支援ケースを受理することが困難な理由等

について議論：

・この夏の県の初任者研修受講によって有資格者が増えることから「×」から

「△」になる可能性はある。

（つまり、新規ケース受理困難な理由は有資格者の不足）

→相談支援事業所を増やすための対応策としては、事務所開設のための家賃補

助制度を作る、相談室を作るための改修費用の補助制度を作る等が考えられ

る。

・セルフプランが増えていることに危機感はある。担当相談員をつけてほしい、

と思う。

・確かに通所先が担保できれば構わない、との考えもあろうが、通所先事業所

との間に調整必要事項が生じたときにはご本人が困ることも多い。

・親御さんから「自宅に来るのなら、相談員は要らない。このままセルフプラ

ンで続ける」と言われたこともある。

→相談員＝計画を作る人、としか認識してもらえないと、計画相談につながら

ないのではないか？利用者側の意識を変えるだけでなく、相談員も「プラン作

成係」に終わらないことが必要。

議題２ 前回の実務者会議で検討した地域課題について意見交換：

【意見があった地域課題】

① 身体障がいがある人で「介護」が必要な人の就労先がない

・就労時間中のトイレケアに対応できるところがなく、やむなく他市の事業所

に通っている人がいる。先日、ご本人とその事業所との意見交換の場に同席し

たが、事業所からは「浦安市では対応を断った人を我々は受け入れている」「市
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内の人と同じように対応できないこともあることはわかってほしい」との意見

が出ていた。

・窓口には身体障がいの方から就労先が見つからなくて困るという相談はあま

り聞かれない。

・障がい者福祉センターでは受け入れ可能であるが原則として療育手帳を持っ

ている方が対象。

② 身体障がいがある人の住まいがない

・重度の障がいがあり、常時介護を受けたり、入浴介助を受けられるグループ

ホームがない。

・身体障がいの方で住まいを必要とする利用者さんはグループホームを利用で

きない状態。

・住まいの場であるグループホームでお風呂に入れないと言うのは実質的には

住まいが無い状態であり、利用者さんの暮らしを考えると極めて大きな課題で

ある。

③ 補助教員が足りていないのではないか

・補助教員が付かなくて困っている相談は余り入ってこない。

・補助教員の仕組みを知ったほうが良い。人を雇うには予算も必要となる。年

度途中で補助教員が付くかどうか明確に答えることが出来ないのではない

か。

・支援級か普通級か、選択に迷っている相談は入る。支援級から普通級に移る

ことについての相談の方が多い。

・学校との話し合い等には可能なら相談員も同席。親御さんの印象、学校での

現場感の双方が聞くことが望まれる。

④ 学習支援を受ける場所が少ない

・通級についての相談はある。

・放課後、宿題をみてほしいというニーズについては学習支援をしている放課

後等児童デイを情報提供している。

⑤ 訪問診療を行っている事業所が無い

・浦安市内で訪問診療を行っているクリニックは複数あり。終末期の在宅ケア

やガン治療など対応している事業所情報はある。

⑥訪問型の生活訓練

・制度的に行うことができるが事務所が人員不足他のため

⑦ 就労訓練の仕事内容のバリエーションが少ない

・発達障害の方や障害受容が道半ばの利用者さん等はパソコンや農作業など

希望される方も多く、市外の就労訓練事業所を探している（実際、市外の事

業所を利用している）

・身体障がいの人にとっても、就労の移動は大切な問題。（移動の手段を支援
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議題３

することで働ける人もいる）

⑧ 無料のママ友達が作れる場所が無い

・子育て支援センターはあるが、他害や自傷などがあるお子さんを持つお母さ

んたちは自宅に引きこもっている方も多い。（「一般の子育て支援センターに

はなかなか行きにくい」と悩むママの心情を理解した、場所作りが必要）

計画相談支援の評価について：

グループ検討の時間が無く別紙（計画相談支援評価案イメージ図）について

説明。次回、「評価」について意見交換を行うことになる。

資料の説明を聞いた時点での参加者の「評価の仕組みは必要か、否か」の

意見を確認したところ、「不要」の意見が多かった。（相談員のスキル向上が、

計画相談の質の向上により役立つのではないか、との意見が多かった）



事務連絡資料

■障がい者（児）版「おまもりシール」の導入について

高齢者福祉課が平成28年２月より導入している「おまもりシール」について、

障がい福祉課において『障がい者（児）版「おまもりシール」』を導入出来な

いか、検討するものです。

①事業内容

行動障がいのある知的障がい者（児）の方などを対象に、あらかじめ「お

まもりシール」を衣服（内側）に貼っておくことで、行方不明となり自宅

に戻れなくなった際、発見時に本人の身元が早期に判明出来るようにする

もの。

また、事前に警察へ情報提供（任意）しておくことで、発見時に家族への

連絡が容易となる。

②対象者

行動障がいのある知的障がい者（児）の方など

③シールの枚数

40 枚１組（原則として１人１回限り）

④費用

無料

⑤シールの内容

名前、連絡先、色（３色より選択）※アイロンにより貼付

⑥開始時期

平成 28 年 10 月（予定）

⑦周知

ＨＰ、広報、チラシ、各サービス事業所、自立支援協議会（各部会含む）、

当事者団体、警察等。

趣旨




