
平成28年度第５回浦安市自立支援協議会 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29年１月26日（木） 13：30～15:30

２．開催場所 健康センター１階 第１会議室

３．出席団体名

明海大学（会長）、和洋女子大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会、

浦安手をつなぐ親の会、株式会社オリエンタルランド、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、

社会福祉法人敬心福祉会、社会福祉法人サンワーク、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、

介護給付費等の支給に関する審査会、千葉県市川特別支援学校、健康福祉部（部長）、

健康福祉部（次長）、こども発達センター

４．議題

（１）「部会活動報告」

（２）「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告

（３）平成29・30年度の自立支援協議会の組織について

①組織について

②委員について

＊次期自立支援協議会の組織構成（部会とその役割）、委員の選考について、ご意見を伺います。

（４）その他

５．資料

議題１資料 部会活動報告

議題２資料 障がい福祉に関するアンケート調査の概要

議題３資料（１） 平成27・28年度浦安市自立支援協議会

議題３資料（２） 平成27年度・28年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート

議題３資料（３） 平成27年度・28年度本人部会委員募集案内

議題３資料（４） 平成27年度・28年度自立支援協議会その他関係機関等委員

議題４資料 「見守りメール配信システム」の導入について
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６．議事

事務局：皆さん、こんにちは。

ただいまより、平成28年度第５回浦安市自立支援協議会を開催します。

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。会議を開催する前に、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。特に個人情報にかかわ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。

なお、議事録には発言者が所属する団体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。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。議事の記録及び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、会長の「○○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。

当協議会におきましては、聴覚障がいのある方、視覚障がいのある方が委員として参加されておりま

す。ご発言の際は、ゆっくりお話しくださるようお願いいたします。進行が速いようでしたら、恐れ入

りますが手話通訳の方より挙手をお願いいたします。

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

会長：改めまして、こんにちは。年度はまだ継続しておりますが、新しい年となっての第１回目の自立支援

協議会、通算で第５回目の自立支援協議会になります。

きょうは、さまざまな議題がございますので、熱く議論をしていきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

それでは、座って議事を進めさせていただきます。

本日は、既に届けられている、あるいはお手元にございます議事次第をごらんいただきますと４つの

議題がございます。

１つ目が、部会活動報告、２つ目が、「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告、３番目が、

これは平成29年・30年度の自立支援協議会の組織について、そのあり方等でございます。第４点目が、

その他ということで、いろいろな予算等の話が、ここであるかと思います。

ということで、まず１つ目の議題でございます部会活動報告ということで、昨年の第４回の協議会以

降、権利擁護部会、相談支援部会、本人部会の第３回、それからこども部会の第４回が開催されており

ます。

そこで、それぞれの部会からご報告をいただきますが、質問や意見につきましては、それぞれ部会ご

とに承りたいと思いますので、お聞きになられてもしご質問等ございましたら、よろしくお願いいたし

ます。

それでは、最初に権利擁護部会の活動報告をサブリーダーよりお願いしたいと思います。

浦安手をつなぐ親の会：権利擁護部会は、12月１日に、第３回目の会を開催いたしました。議題は３つ。

「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告と、それから浦安市こころのバリアフリーハンドブック改訂に
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ついて。それから、第３の議題が、啓発・広報活動についてでした。

それで、１番目の「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告ですが、事務局のほうから発言いただきま

して、方向性とか自立と社会参加の促進などを中心に27年度の実績を報告していただきました。

それに対して、委員からの主な意見は２つです。一つは、学校現場で起こっていることを権利擁護セ

ンターに相談できる仕組みができたことはとてもありがたいという意見。今までは、学校現場のことは、

教育委員会にしか言うことができなくて何かあやふやということが、保護者のほうですごくもやもや感

が残っていたのですが、今度はセンターのほうにできるということで、少しずつ進歩していけばいいか

なと思っています。

それから、２つ目は、障害者差別解消法などの新しい情報について、市民への周知徹底をさせる方法

を考えたほうがいいと思うということで、若い人にはホームページ、高齢者には広報うらやすがいいと

思うけれども、支部社協やＮＰＯ法人などの団体にも活動をお願いしたいという意見が委員のほうから

出ました。

議題２の、浦安市こころのバリアフリーハンドブックの改訂については、バリアフリーハンドブック

に権利条約としてのシンボルマークであるイエローリボンですとか、障がいのある人の権利を守る法律

として、障害者虐待防止法と障害者差別解消法、浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する

条例について追加で記載されました。

第３の啓発・広報活動についてでは、知的障がい者や発達障がい者、聴覚障がい者の疑似体験を使っ

た啓発活動の事例を紹介しました。また、全国で行われている知的障がい者や発達障がい者の理解と支

援のためのキャラバン隊の活動を紹介し、浦安市でもキャラバン隊をつくり、当事者や、その支援者だ

けではなく、市内の研修や講演会に参加された市民の方々にも登録していただき、啓発活動ができない

かを提案されました。

委員からの主な意見は４つです。１つ目は、小学校の福祉体験教室で、聞こえない体験のお話をする

依頼が最近なくなってしまったので、また依頼がふえてほしいと思うという意見。

２つ目は、ボランティアセンターなどで、現在の疑似体験のほかにも知的や発達障がいの疑似体験も

メニューとして含めて、学校などにＰＲしていけば、小学校などでさまざまな障がいのことを知る機会

がつくれると思うという意見。

３つ目は、体験だけで終わるのではなく、不便さを持っていても正しい配慮や支援があれば同じよう

に生活できる、みんなと同じ社会に生きていてすぐ隣にいるということは理解してもらえるような内容

にしてほしいという意見。

４つ目は、当事者団体も市民への発信をしていきたいという気持ちがあると思うので、団体の横のつ

ながりをつくっていきたいという意見がありました。

以上が、第３回権利擁護部会の活動報告です。

会長：ありがとうございました。

では、ただいまの報告につきまして、何かご質問やご意見、ございましたらお願いいたします。あり

ますでしょうか。
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よろしいでしょうか。

では、引き続きまして、相談支援部会のほうの報告ということで、社会福祉法人パーソナル・アシス

タンスともお願いいたします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：では、第３回の相談支援部会の活動報告を、読み上げる形で

させていただきます。

開催日は、昨年の12月22日になります。

まず議題の１つ目は、計画相談支援の現状ということで、これは定番になりますけれども、28年の11

月末現在の進捗状況を浦安市さんのほうからご提出いただきました。これは、障害福祉サービス等受給

者が644人います。サービス等利用計画案を作成している達成率が、この方たちに対してセルフプラン

55人を含んで100％。障害児の通所支援受給者が374名いまして、そこの計画作成率も100％。この場合、

セルフプランが72名含まれているというご報告をいただきました。

議題の２つ目は、「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告についてで、相談支援部会にかかわりのあ

る施策の方向性の「２．福祉・生活支援の充実」の中から「相談支援の充実」について説明をいただき

ました。

議題の３つ目は、サポートファイルの活用についてで、またサポートファイルの周知状況について報

告をいただいて、成人用のサポートファイルの修正案と、Ａ５判の新しいサポートファイルのサンプル

を提案していただきまして、ご意見をいただきました。

そこで出た主なご意見が、ここに書かれている、「Ａ５判だとプリンターで対応できないし、通常の

ファイルなどもＡ４判が多いから、少し持ち歩きづらいが、Ａ４判がいいのではないか」、それから、

「相談支援専門員の活用の説明もしながら、ぜひ使いましょう、と勧めていければ普及するのではない

か」、それから、「最初のころより大分改善され、成人用が使えるようにという意図が充実してきてよ

くできていると思う」というような意見がありました。

議題の４つ目は、サービス等利用計画のずっとこの１年間やってきました評価についての話をしまし

た。この評価については、議題５の相談支援実務者会議の内容とかぶっているのですが、実務者会議か

らの意見をもらい、その説明をして、それに対してご意見をもらうという形になりました。ですので、

実務者会議を回している基幹相談支援センターより、相談支援部会で作成した６つの視点を用いたチェ

ックリスト案が提示されました。それから、もう一つ、実務者会議において出された、このチェックリ

ストに対する意見ですとか、各事業所での計画相談支援の質の向上に向けた取り組みなどについての説

明、それから長野県の北信圏域の相談支援の計画相談に対する取り組み事例の説明がありました。

これを、全体的に説明していただいた上で出た意見が、下のとおりなんですけれども、「やはり一歩

離れた第三者の目がどこかで必要ではないかと思う」、「実務者である相談員が自由に意見を出し合え

る場があるといいと思う」、「プランに評価をつけるのは難しいが、研修のあり方は簡単にできるので

はないか」、「事業所によって、計画に差があっては困ると思う」、「欠点の評価よりも、事業所の改

善点やよいところもこの場で発表してはどうか」というようなご意見をいただきました。

それで、最後、議題の５つ目、相談支援実務者会議の報告、これも定番なんですけれども基幹相談支
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援センターより、実務者会議において来年度の実務者会議についての意見を伺って、次のような意見が

出されたことを報告されました。

「実務者会議の回数は、もっと多いほうがよいのではないか」、「相談員同士のつながりをつくった

り、現場の困り感を共有できる内容がよかった」、「講義形式ですとかグループワークの形式があって

もよいのではないか」というご意見をいただきました。

グループワークの形式でずっとやってきたんですけれども、講義形式も加えたらどうかというような

ご意見だったと思います。

相談支援は、以上になります。

会長：どうもありがとうございました。

では、ただいまの相談支援部会の報告につきまして、何か質問、ご意見、ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。また、途中、立ち戻っていただいても差し支えございませんので、先に進めさ

せていただきます。

次に、こども部会の活動報告ということで、こちら事務局のほうからお願いいたします。

事務局：本日、こども部会リーダーが欠席になりますので、私のほうからご報告させていただきます。

第４回こども部会の活動報告です。３ページになります。１月13日に開催されました。議題としまし

ては３つあります。

まず、議題１、「障がい福祉に関するアンケート」結果の中間報告について。こちら、本日協議会の

ほうでも議題とさせていただいていますが、アンケート調査の概要と回収状況について報告をしました。

続きまして議題２、サポートファイルの活用について。こちらは、相談支援部会のほうでもご報告が

ありましたが、ライフステージを通じた切れ目のない支援をするために活用していこうとしていますサ

ポートファイル、こちらについて相談支援部会と同じように成人用のサポートファイルの修正内容を報

告しまして、Ａ４判とＡ５判のサンプルを、こちらでも提示しまして、意見を伺いました。

議題３としまして、障がい児の見守り体制について。こちらは、既に事業を開始していまして、こち

らの協議会のほうでもご報告させていただきました「おまもりシール」、あとは事業を検討しています

「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」、それとこれから協議会でもご説明します「見守りメール配

信システム」について、ご説明をしました。

主なご意見としては、「はいかい探知機について、なかなか身につけるのが難しいので、靴にＩＣチ

ップを入れる方法も検討してほしい」というご意見をいただきました。

続きまして、４ページ、議題４、平成29年度及び30年度のこども部会の方向性について。こちらにつ

いて委員のほうから意見を伺いました。

議題５としまして、その他。「発達障がい児超早期療育モデル事業」の進捗状況の報告、「発達講演

会」の報告、「第２回合同部会」のお知らせを行いました。

ここの中で、「発達障がい児超早期療育モデル事業」の進捗状況について、簡単にご説明させていた

だきたいと思います。

この「発達障がい児超早期療育モデル事業」につきましては、昨年11月に実施しました発達支援セミ
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ナーの中で、大阪大学、神奈川大学、浜松医科大学、千葉大学、福井大学の５大学による連合小児発達

学研究科の取り組みとして、２歳前の超早期療育によって自閉症スペクトラム障がいが軽減できるなど

の成果を聞きまして、事業の検討を始めたものです。

現在の取り組み状況としましては、５月からこども発達センターや民間療育事業の療育専門職、また

保健師等、専門職の職員への研修を行い、10月から総合福祉センター内に療育支援室の整備工事を行い

ました。

平成28年12月に、療育支援室が完成しまして、平成29年１月から、発見から超早期療育までの一体的

な事業として本格的に実施する予定となっております。

こども部会の報告は、以上となります。

会長：ありがとうございました。

では、ただいまのこども部会の報告につきまして、何かご質問あるいはご意見、ございますでしょう

か。

よろしいでしょうか。

それでは、引き続きまして、今度は本人部会の活動報告、こちらも事務局からお願いしたいと思いま

す。

事務局：第３回本人部会の活動報告をさせていただきます。４ページ目になります。

１月19日に開催されました。議題としましては３つありまして、まず１つ目が、第１、自立支援協議

会及び各部会の活動報告、こちらは、第４回自立支援協議会、第３回権利擁護部会、第３・４回のこど

も部会、第３回相談支援部会の活動報告を行いました。

議題２としまして、平成29年度からの本人部会について。会議の形態や委員構成、検討したい議題の

提案などのご意見を伺いました。

こちら、たくさんご意見をいただきましたので、発表させていただきます。

まず、来年度以降、検討したい課題ということで、「新しいグループホームが利用しやすいように話

し合いたい」、「グループホーム、短期入所施設の増加について話し合いたい」、「震災後の浦安駅方

面の道路は、車椅子では通りづらい。震災前のような道路の復旧について」、次に、「自分も障がいが

あるが、母も高齢になり、母の介護のことなども考える。そのような家族を地域でどう支えるのか」、

「ヘルパーの人材不足は、生活にかかわることなので、人材確保、離職防止について」、「国・県・市

のサービス、事業をもっと広く周知してほしい」、「障がい者の自立のための政策を一番に優先して考

えてほしい」、「障がい者が中心になり、障がい者が困っていることについて話し合いたい」、「小・

中学校などで、障がい者や障がい児を支援する人は、最低限資格を持った人を配置してほしい」、「移

動支援、居宅介護、訪問看護、緊急時支援事業のサービス内容の見直しについて」、「市の委託事業へ

の予算が多過ぎる。予算についても話し合いたい」、このような課題が提案されました。

続きまして、５ページ目、自立支援協議会や部会の体制について、こちらもご意見を伺いました。

「今回の本人部会は、問題の掘り起こしをし、そこから解決をする場なのに、それができなかった」、

「ほかの部会を傍聴したが、報告だけで協議をしていないと感じた」、「部会が多過ぎる。同じような
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議題を話し合っていると思う」、「障がいの種別により必要なことも異なるので、さまざまな障がいの

人から意見を聞き、いろいろな方向から浦安市を改善していければいいと思う」、「自立支援協議会で

話し合った内容を、もっと広く市民に情報公開できるシステムがあればいいと思う」といったご意見を

いただきました。

最後に、本人部会の存続と公開について。

こちらにつきましては、まず存続については、このままの形で存続したいというご意見が４名。各部

会にそのまま入って話し合いたいとか、部会に公開したいということで、部会に入りたいというのが２

件、２名の方でありました。

公開については、全部公開で行いたいという方が２名、一部公開したいという方が３名、このまま非

公開で行いたいという方が１名という結果でした。

主な意見としましては、「本人部会の組織はこのまま存続し、公開・非公開は、そのときの協議内容

で公開できるようであればしてもいいと思う」、「本人部会の委員が、合同部会などで意見が言えれば

いいと思う」、「本人部会を全て公開すべきだと思う。本人部会の意見が反映されるようにしてほし

い」、「本人部会を自立支援協議会の中で公開してもらいたい。本人部会も協議会に出席して、協議で

きるようにしてほしい」、「言いにくいこと、この場だから言えるという意見もあるので、本人部会は

存続し、同意のもとで公開したほうがよい。また、限定した委員のみが議事録を閲覧できるようにして

はどうか」、「本人部会で言いやすいから意見を言えることもあるのでこのまま存続で、非公開のまま

でいいと思う」、「本人部会だけ別になっているのは、不自然だ。差別ではないか」、「生活困窮で、

障がい者団体に加入できない人の意見をもっと入れるべき」、このようなご意見をいただきました。

一部公開というご意見につきましては、議事録の公開という考え方になるかと思います。議事録の中

で、一部を公開してもいいものであれば公開したいというようなご意見だったかと思います。

続きまして、議題３、その他。こちらにつきましては、「はいかい探知機の賃借料の助成制度」、

「見守りメール配信システム」、こちらは事業検討していることについて説明を行いました。

主な意見としては、「広く啓発広報してほしい」というご意見をいただきました。

本人部会のご報告は以上になります。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまの本人部会のご報告につきまして、何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。

申しわけありません、はい、お願いします。

事務局：今の本人部会のご意見につきましては、次の議題の平成29・30年度の自立支援協議会の組織について、

こちらのほうにも通じることかと思いますので、そちらでご意見をいただいても大丈夫かと思います。

よろしくお願いいたします。

会長：ということで、本人部会の存続と公開についてということで、本人部会のあり方については、次の議題

の中でも取り上げさせていただきたいと思いますので、その際にご意見をいただければと思います。

何か本人部会でございますか、あるいは４つの部会の報告がございましたが、それを通して何かご意

見、ご質問、ございますでしょうか。
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それでは、１つ目の部会活動報告につきましては、ひとまず報告を終わらせていただきまして、２つ

目の「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告ということで、お願いしたいと思います。資料は、

きょう配られているようでございますので、そちらをお目通しいただきながらよろしくお願いします。

あるいはご報告を聞きながらということでお願いいたします。それでは、事務局のほうでお願いいたし

ます。

事務局：本日、当日資料で置かせていただきました議題２資料、障がい福祉に関するアンケート調査の概要と

いうものをごらんいただければと思います。

まず、本日、中間報告ということでご報告したかったのですが、アンケートの集計データのほうに修

正がありましたので、本日資料としてはお出しできませんでした。よろしくご了承ください。

本日は障がい福祉に関するアンケート調査の概要のみをご報告させていただきます。

まず、障がい福祉に関するアンケート調査、こちらの協議会のほうでもご意見をいただいていました

アンケート調査を行いました。

その調査の目的なんですけれども、「浦安市障がい者福祉計画」の策定に当たって、障がいのある方

の福祉に関する施策の推進や自立と地域生活の支援を計画的に実施するための基礎資料としまして、障

がいのある方の生活の状況やご意見、お考えを伺うことを目的に調査を実施しました。

調査対象としましては、浦安市に住所のある身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を

お持ちの方、あと難病等の診断を受けている方、そのほか手帳はお持ちでないけれども福祉サービスの

利用の認定を受けている方が調査対象となっていました。

調査期間は、平成28年10月１日から平成28年10月28日。一斉に対象の方に郵送しまして、返信用封筒

で回収、または窓口のほうにお越しいただきまして職員と一緒に書いていただいたという方もいらっし

ゃいました。

５番の回収状況なんですけれども、数字はそちらに示してあるとおりなんですけれども、合計としま

しては、配付部数が5,163通、回収数が2,459通、回収率は47.6％という結果となりました。

３月末に、最終的な調査報告書が完成予定となっていますので、次回の自立支援協議会で資料のほう

はお出しできるかと思います。

調査の概要については、以上です。

会長：ありがとうございました。

それでは、何かこの点について、ちょっと調査の概要、細かい点は、詳細については次回ということ

になりますので、まずは概要ということで、何かご質問ございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：この５番の回収状況ですけれども、何か大分低いですよね。大体身体と知的で半分。

あとは半分以下という形ですけれども、これは３年前のアンケートの感じと減っているのかふえている

のか。教えてください。

事務局：そうしましたら、結果について一応、前回と今回のものを読み上げさせていただきます。

３年前、前回のものですね、前回が、身体障がい者につきましては、配付数が2,788、回収数が1,580、

回収率が56.7％、知的障がいが、配付数が572、回収数が312、回収率が54.5％、精神障がいにつきまし
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ては、配付数が536、回収数が232、回収率が43.3％、難病につきましては、配付数が776、回収数が335、

回収率が43.2％、そのほかのサービス受給者につきましては、配付数が123、回収数が47、回収率が

38.2％、合計で配付数が4,795、回収数が2,506、回収率が52.3％という結果でした。

今回のものにつきましては、身体障がいが、配付数が2,898、回収数が1,465、回収率が50.6％、知的

障がいが、配付数が593、回収数が299、回収率が50.4％、精神障がいが、配付数が725、回収数が307、

回収率が42.3％、難病が、配付数が758、回収数が309、回収率が40.8％、その他福祉サービス受給者に

つきましては、配付数が189、回収数が79、回収率が41.8％、合計で配付数が5,163、回収数が2,459、

回収率が47.6％という結果となりました。

申し上げましたとおり、前回よりも回収率については下回った結果となってしまっていまして、前回

と同じように各事業所に協力を依頼したりですとか周知は徹底したつもりなんですが、少し回収率のほ

うが下がってしまった結果となってしまいました。

会長：ということですがいかがでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございました。身体、知的が、大分下がってますよね。反対に精神と難病

は、少し上がっている。それで、その他福祉サービス受給者が大分下がっていますね。手帳を持ってい

る方が上という感じですよね。そうすると、手帳持っている方には周知しやすいのかなって。

福祉サービスだけの受給者の方は手帳を持っていないわけですよね、その人たちの周知はちょっとお

ろそか。おろそかと言ったらおかしいんですけれども、ちょっと手薄だったのではないかなと感じまし

た。ありがとうございました。

会長：よろしいでしょうか。それでは、ほかに質問、ご意見、ございますでしょうか。

特にないようでございますので、こちらについては、今度このアンケート調査の概要ということで、

さらに詳しい数字が出されてまいりますので、その段階で改めてこの回収の状況などもちょっと議論さ

せていただければと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。

それでは、次、先ほどもちょっと予告をいたしましたが、３つ目の議題としまして、平成29年度・30

年度の自立支援協議会の組織についてということで、ここでちょっとご議論いただきたいと思っており

ます。

平成19年に立ち上がってから10年ということになりまして、大きな節目を迎えているわけですが、こ

れまでできたこととできなかったこと、あるいはこれから取り組んでいくことなど、さまざまな課題が

あるかと思います。それを踏まえて、ご議論いただければと思います。

まず初めに、事務局のほうからご説明、お願いしたいと思います。

事務局：私のほうからは、議題３、次第にもありましたとおり次期の自立支援協議会の組織構成ですとか、委

員の選考について、後ほどご意見を伺いたいと思いますが、その前に今回の、今期の自立支援協議会に

ついて参考資料をお渡ししております。そちらについて説明させていただきます。

まず、議題３資料（１）、平成27・28年度浦安市自立支援協議会ということで、この２年間の自立支

援協議会について、委員の皆様には第１回のときにお出ししてある資料とほぼ同様の資料になりますの

で、皆さんご存じのことかと思いますので、簡単にご説明させていただきたいと思います。
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この自立支援協議会というものは、地域における障がい者等への支援体制の整備について、障がい者

団体や当事者、障がい福祉サービス事業者、教育・雇用機関が連携を図り定期的に話し合うことを目的

に、この自立支援協議会及び５部会を設置しております。

協議会及びそれぞれの部会には、部会ごとに目的、それに合わせた課題があるというふうになってい

ます。そちらは、以前の資料と同じですので、少し割愛させていただきます。

あと、開催回数ですとか報酬というのは、皆さんご存じのとおりかと思います。

９番に、平成27年度・28年度の議題ということで、この２年間の各協議会及び各部会の主な議題とい

うのをまとめましたので、そちらをごらんいただければと思います。

まず、自立支援協議会につきましては、主な課題としまして２つ、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になります。

地域課題の整理と対応に関する事項というところでは、29年１月までの議題としましては、地域課題

の整理及び部会での検討議題の決定。また、障害者差別解消法施行に向けた取り組み、浦安市障がいを

理由とする差別の解消の推進に関する条例案、また障がい者福祉計画について話し合いました。

また、基幹相談支援センター等の事業計画・実績報告と検証・評価を行いました。

続きまして４ページ、各部会なんですけれども、①権利擁護部会。権利擁護部会の主な課題としまし

ては、５つになります。

まず、障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関する事項。こちらでは、平成29年の１月までにここ

ろのバリアフリーハンドブックの活用ですとか広報・啓発活動について話し合いを行いました。

また、次に障がい者虐待防止に関する事項。こちらにつきましては、障がい者虐待防止センター等の

実績報告、権利擁護センターについて話し合いを行いました。

成年後見制度の普及に関する事項。こちらにつきましては、成年後見制度の実績報告、成年後見制度

の活用事例について協議を行いました。

続いての課題が、障がいを理由とする差別の解消に関する事項。こちらは、平成28年度から新たに加

わった課題になります。障害者差別解消法施行に向けての取り組み、浦安市障がい者差別解消推進計画

について、差別相談の事例報告、高齢者・障がい者権利擁護協議会委員の合同研修会の開催について、

これらについて協議を行いました。

続きまして、②のこども部会。こちらにつきましては、主な課題としては３つ。

まず教育と福祉の連携に関する事項。こちらにつきましては、まなびサポート事業について、また学

校等における合理的配慮について、また、サポートファイルを活用した教育と福祉の連携などについて

協議を行いました。

次の主な課題が、相談体制の充実に関する事項。こちらはこども発達センターの事業報告について、

基幹相談支援センターの機能について協議を行いました。

その他こどもへの支援に関する事項。こちらについてはインクルーシブ教育システム構築モデルスク

ール事業報告について、子ども・子育て支援制度について、障がい児の見守り体制について、青少年サ

ポート事業について、平成28年度の講演会等について、これらのことについて協議を行いました。
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続きまして５ページ目、相談支援部会。こちらの主な課題は３つ。

まず１つ目が、サービス等利用計画等の質の向上に関する事項について。こちらでは、サービス等利

用計画の現状または評価について協議を行いました。

２つ目の課題としては、相談支援事業の充実に関する事項。こちらは相談支援実務者会議・グループ

スーパービジョンの報告、また基幹相談支援センターの事業計画ですとか計画相談の移行と後方支援に

ついて、計画相談の趣旨を理解いただくための取り組みについて、これらについて協議を行いました。

３つ目の課題としては、その他相談支援に関する事項。こちらではサポートファイルの活用について

協議を行いました。

④としまして、地域生活支援部会。こちらの主な課題は３つ。

１つ目が、障がい者の就労に関する事項。こちらでは、就労支援センターの実績報告、また浦安福祉

事業体の活動報告、障がい者就労支援施設等からの物品等調達実績報告などを行いました。

２つ目の課題が、障がい者の住まい・地域定着に関する事項。こちらは、住まいと生活についての

アンケート調査の実施について、地域生活支援拠点について、これらについて協議を行いました。

３つ目の課題としては、障がい者の地域でのくらし全般に関する事項。こちらにつきましては、人

材不足と処遇の改善について、障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金について、重度障がい者支

援事業所運営費補助金の成果について、これらについて協議を行いました。

続きまして、６ページ目、本人部会。こちらの主な課題は２つ。

１つ目が、情報交換に関する事項。こちらは、自立支援協議会及び各部会の活動報告を行いました。

２つ目の課題が、地域課題の提案に関する事項。こちらでは、当事者から見えてくる地域の問題点

の洗い出し、ふだんの暮らしで不自由を感じていることや浦安の障がい福祉についてのご意見、障害

者差別解消法施行に向けた取り組み、浦安市内のグループホームの現状について、住まいの場の充実、

障がい福祉サービス等におけるマイナンバーの取り扱いについて、これらについて協議を行いました。

最後に、合同部会ですね。

こちらの主な課題としましては、部会間の情報交換と連携ということで、部会の活動報告、基幹相

談支援センターの実績報告を行いました。

また、今年度につきましては、講演会としまして青少年サポート事業の概要と発達障がい者等の支

援についてということで、講演を行いました。

27年度・28年度の自立支援協議会の概要については、以上になります。

続きまして、第３資料（２）をごらんください。

こちらも参考資料としてお出ししております。これは、平成27年度・28年度の自立支援協議会の委

員選考のために、年度が始まる前にアンケートを行ったものです。アンケート先としましては、市内

の当事者団体さん、また障がい福祉サービスなどを行っている福祉事業所、市内の事業所さんに発送、

アンケートをお願いしました。

主な内容は、そちらに書いてありますが、自立支援協議会の部会に参加を希望する・しない。また、

参加を希望する場合には、希望する部会に丸をつけてもらい、参加を希望する理由、また推薦予定者
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を書いていただくようなアンケートとなっておりました。

続きまして、議題３資料（３）、平成27年度・28年度本人部会委員募集案内ということで、こちら

は27年度と28年度の本人部会の委員を選考するために、こちら公募で選考を行いましたので、広報う

らやす平成27年３月15日号と、あとホームページに公募の記事を掲載いたしました。

内容としましては、「浦安市自立支援協議会は、地域における障がい者への支援体制の整備等に関

する協議を行っています。障がい当事者間の情報交換を行い相互の理解を図るとともに、地域課題を

提案していただくことを目的に、本人部会を設置します。」ということで、２年間の任期で、対象と

しては市内在住で20歳以上の障がいのある方６人程度ということで募集を行いました。

申し込みには、応募動機、400字から800字程度の応募動機もご提出いただきまして、最終的には障

がい事業課で面接を行って６人の委員さんを選考したということです。

こちらが、議題３資料（３）となります。

続きまして、こちらは当日資料でお配りさせていただきました議題３資料（４）、こちらが、同じ

く27年度・28年度の自立支援協議会の委員構成なんですけれども、当事者団体さんと福祉事業所さん

以外のその他関係機関等の委員さんの配置状況になっております。

27年度新規というものは、その前の自立支援協議会には入っていなかった機関というふうになって

いまして、順天堂大学医学部附属浦安病院、あとはボランティア団体、浦安市子育てケアマネジャー、

あと行政でいったらこども課というところで、委員に新たに加わった機関になります。

主に自立支援協議会の委員構成としましては、学識経験者、あとは社会福祉協議会、株式会社オリ

エンタルランド、あと介護給付費等の支給に関する審査会、あと学校関係、行政と幅広いところから

委員を選んだというような形になっています。

次に、権利につきましては、自治会連合会ですとか浦安警察署、あとは民間企業ですね、株式会社

オリエンタルランドや東京ベイシティ交通株式会社などを加えた委員構成となっています。

こども部会につきましては、やはり学校関係、教育関係の機関を多く入れた委員構成となっていま

す。

また、相談支援部会につきましては、障がい者の相談支援事業所のほかに介護保険の地域包括セン

ターですとか中核地域生活支援センターがじゅまるなどを入れた、相談に特化した機関が入った構成

となっております。

最後に、地域生活支援部会につきましては、順天堂大学医学部附属浦安病院と、行政でいうと健康

福祉部長が入ったという構成になっておりました。

一応、こちらが27年度・28年度の関係機関の構成となります。

資料は、以上になりまして、今27年度・28年度の体制ですとか委員の構成、あとは本人部会の公募

の状況などを参考としてお話しさせていただきました。来年度に向けて、少しまたこういった内容で

引き続きやっていくのかどうかというところをご意見いただければと思います。よろしくお願いいた

します。

会長：ありがとうございました。
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今、ご説明がありましたように平成27年・28年度の組織構成や委員の選考等々、それから本人部会

の募集要項等、ご説明がございました。

これを踏まえて、平成29年・30年ということで、どのように組織を変えていくか、あるいはそのま

ま27年・28年度の組織の構成のままいくか等について、ご意見をできればいただきたいと思います。

主に組織構成、それから委員の選考あるいは選考方法、このあたりを中心に、きょう議論ができれ

ばと思っております。

これにつきまして、何かご意見ございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：自立支援協議会のここで27年・28年度のところの当事者とか障がい者

団体、あるいは福祉サービス提供事業所の名前は抜いていってこの10人という形になってますけれど

も、来年度になるときに、この形というか、ここで参加に関するアンケートというのが出てましたけ

れども、ここのところで、各例えば当事者の団体とか障がい者の団体とか、それから事業者さんに対

するアンケートを行ってそこで参加の希望者とか具体的なことが出てきて、その部会のほう、これは

だけれども部会に対する参加に関しての要望を聞いているということで、自立支援協議会の本体とい

うか自立支援協議会のほうに参加ということではなくて、ここの部会に参加の希望を、この当事者団

体なり各サービス提供事業者さんが部会のほうに出されると。

そこの中から、自立支援協議会のほうに参加するような形での流れになってくるんでしょうか。

実際に、この今のここの協議会のメンバーから、そこの部分が抜けて出されてますよね。この27

年・28年度の。だけど実際にはそちらのほうから入っていただくような形で、来年度もそうなるのか

どうかということですね。部会の参加者のアンケートをとった上で、そこで参加される中からこちら

の自立支援協議会のほうの委員になっていくような流れになるのでしょうか。

会長：それについては、たしか部会のリーダー、サブリーダーが基本になって、自立支援協議会がつくられ

るということになっているはずなんです。したがって、そのあり方が、引き続き29年・30年度もいい

のかどうかということで、ご意見をちょっと伺うということになっています。

介護給付費等の支給に関する審査会：では、そこで例えば部会に参加するということで、当事者の団体なり

事業者さんがそれを出すとしますね。そこで、例えばリーダーかサブリーダーにならなければ自立支

援協議会のほうには入らないという形には、今の形、これまでの形ではそういうことに来年度もなる

のかな。そこを協議するということも入るということですね。

会長：そうですね。ちょっとまず事務局のほうから一つ確認させていただきます。

事務局：自立支援協議会につきましては、自立支援協議会の本会につきましては、市長が委嘱をするという

ふうになっておりまして、部会とは委員の選考方法が異なりますので、自立支援協議会のほうは市長

が委嘱をして、そして自立支援協議会の委員は部会にも必ず参加するというふうになっております。

そちらから部会に入っていくということで、部会に入っていただいた委員さんから自立支援協議会の

委員を決めるという流れではないというふうになります。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。

続けてなんですけれども、それでは、これから当事者の団体なり、各事業者さんなり、そういうと
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ころに委員のほうに、自立支援協議会のほうに入ってもらえないか、委員になってもらえないかとい

う形での働きかけがあるということなんですか。そこで委嘱されるという形なんですか。

ここで、学識経験者、今27年・28年度の協議会の人数のところで、当事者なりサービス提供事業者

を抜いた分でやりますと、ここ10名ですよね、今ね。10名で、それで自立支援協議会の委員は20名とい

うふうに、一応20名以内ということだから10名でもいいのかもしれないですけれども、ここで今現在実

際の委員になってらっしゃる方で、当事者の団体の方なり提供事業者さんなり相談支援部会の方たち

が委員の中に入っているんですけれども。

だから、そういう意味では、これからそういう部分のところを入るか、入っていただくかどうかと

いうことも含めて、ここで検討するということなんですか。

それとも、ここで要綱のところがありますよね。各号における者の中から市長が委嘱すると①から

⑥まで出ていますけれども、ここの中から必ず選ばれるという形で、そこはもうここで検討すること

ではないということなんでしょうか。言っている意味、ちょっとごちゃごちゃしますが。

会長：これは、その委員の選考方法も含めて、ちょっとご意見をいただいた上で、それは事務局のほうでま

たそのご意見を尊重しながらという形になるかと思いますが。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりましたけれども、この要綱ということの、６項目ありますよね。

６項目の中から「次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。」といって、①から⑥まであるんで

すけれども、ここの部分というのは、必ずこの６項目の中から選ぶということは、これは要綱として

決まっているということなんですよね。

会長：それでは、事務局のほうからお願いいたします。

事務局：今、介護給付費等の支給に関する審査会がおっしゃった浦安市自立支援協議会の設置要綱というも

のだと思うんですけれども、そちらのほうで「委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げる者の

中から市長が委嘱する。」となっていまして、６人というのは、①相談支援事業者、②障がい福祉サ

ービス事業者、③保健・医療関係者、④教育・雇用関係機関、⑤障がい者団体・当事者、⑥その他市

長が必要と認める者というふうになっておりまして、この中からこの構成で選ぶということになって

おります。

あとは、構成の比率ですとか、そういったところはこちらでもご意見いただければというふうに思

います。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。ありがとうございます。

会長：よろしいでしょうか。ありがとうございました。

ほかにございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：来年度以降の自立支援協議会のあり方の意見ということでし

たら、今おっしゃっていた要綱そのものが原文があると思うんですけれども、それを配付していただ

いて、できれば事前に配付していただければ読んでこられたかなと思ったのと、もし当日でもいいの

で、今日いただけるのであれば、それを見ながら話したほうがわかりやすいのかなと思ったことが１

点なんですね。
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たしか10年委員をやったら、その後はもう委員が改選になるみたいなことを、すみません、要綱がな

いんで確認できないんですけれども、伺ったことがあるので、この10年目の変更というのは、多分かな

り大きな変更なのではないかなというふうに思います。もし間違っていたら教えてください。要綱で

そんなことは決まってないというんだったらそれでいいんですけれども、だとしたときに、かなり大

きなメンバーチェンジになるのではないかなと思っておりまして、大枠のところから、これとこれと

これについて意見をという順番があったほうが、ちょっとわかりやすいのかなというふうに思いまし

た。

今回については、いろいろ思いつくまま発言させていただくということでよろしければそうしたい

んですけれども、その大前提を、ちょっと確認させていただきたいのと、間に合えば要綱をいただき

たいというふうな話です。

会長：それでは、事務局のほうからご回答させていただきます。

事務局：申しわけありません。そうしますと、自立支援協議会設置要綱というものが、こちらは、自立支援

協議会のみの要綱とはなっているんですけれども、部会を置くということも書いてありますので、こ

ちら、今印刷してお配りしたいと思います。視覚障がいの方もいらっしゃいますので、私のほうで一

回読み上げさせていただければと思います。

会長：すみません、印刷をお願いします。

事務局：では、印刷を先にお渡ししたいと思います。

こちらの資料の４ですね。報酬等のところに書いてありますとおり、自立支援協議会の委員につき

ましては、非常勤特別職という部分になりまして、この非常勤特別職の考え方が、市の協働事業の考

え方にのっとりまして最長でも10年というふうになっておりますので、今回10年を迎える協議会の委員

さんにつきましては、これで10年で終了というふうになります。ここで大きく委員さんのほうが変わる

ということにはなるかと思います。

事務局：すみません。障がい事業課です。縛りがあるのは、非常勤特別職の協議会の委員さんだけになりま

す。委員さんも、個人にそういった縛りがあるということで、今皆様にご検討いただきたいのは、ど

ういった組織の方が協議会の委員を構成するべきかというところで、個人ということではなく組織で、

こういった組織が入っていたほうがいいのではないかというご意見をいただきたいということでご提

案させていただいています。

人、個人につきましては、市長が選任するということですので、皆様からご推薦いただくものでも

ありませんし、各団体のほうからご推薦いただくというものでもないということになっております。

また、協議会ではなく部会につきましては、そういった縛りはありませんので、謝礼として会議の

参加に対するお礼をお支払いして、ご意見をいただくという部会委員です。これにつきましては、10年

の縛りに関係なく委員としてお願いするものになります。

ただ、こちらも誰がということではなくて、どういった組織に入っていただいたほうがいいんでは

ないかということで、当事者団体と障がい事業者の方は、これまでどおりもちろん入りたい部会に入

っていただくということで決めたいと思いますが、その他の関係機関というところですね、企業の方
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が、どういった企業の方がいいのか、警察はどこの部会にいたらいいのか、社会福祉協議会はとかボ

ランティア団体、新しく入れたけれどもどうだっただろうかとかというふうな形で、その組織でご意

見をいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今の事務局の説明で得心がいきまして、私ども障がい者団体として

非常にお世話になっているのは、もちろん事業者さんにお世話になっていますけれども、ボランティ

ア団体というかボランティアの方に意外にお世話になっているわけですね。

それで、そのボランティアさんのほう、一応介助ボランティアグループあいあいさんが権利擁護部

会のほうにも入ってきて活発にやっておられるんですけれども、ボランティア団体が社会福祉協議会

のボランティアセンターで統括しているんだけれども、もう少しこの会に配慮していただいていいの

ではないかと。もう少し多くの団体がですね、そういう感じがします。

以上です。

会長：わかりました。ありがとうございます。

今、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからいただきましたが、こういったボランティア団体が

もっと積極的に委員の中に入っていただくような働きかけが必要とか、そういうようなご意見をいた

だいて、次の自立支援協議会には、これ３月になると思いますが、そこではおおよそ29年度からの新し

い組織のスタートができればというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。

ほか、ございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：自立支援協議会ができて10年ということですが、最初の４年間は、当事者団体が一切

入ってなかったんですよね。いわゆるサービス提供事業所とかが中心で、部会には入っていたかもし

れませんが、本体、この協議会のほうには一切入ってなくて、23年度から初めて親の会が当事者団体と

して入って４年間やって、去年から２つふえて、すごく当事者団体がふえたということはよかったな

と思っています。

それと、がらっと変わってバス会社ですとか、そういうところが権利擁護部会に入ったりとか、広

く意見が聞けるところはよかったかなと思って。

最初のうちの合同部会といったら、本当にもう、えっ、こんなにいるのというぐらいすごい人数で、

ただそこで本当に何か年末の忙しいときにもったいないなという時間の使い方の合同部会でしたけれ

ども、最近の合同部会はすごく有意義になってきているなと思っていますので、やっぱり委員の皆様

にも有意義な部会、それから協議会にしていただきたいなと思っています。

会長：ありがとうございます。ご意見、ありがとうございました。いろいろ意見を取り入れて、非常に広が

りが出てきたということでいってほしいということが出てきましたんで、引き続きこういったさまざ

まな立場、団体の方に入っていただくという方向は堅持していくということになるんだと思います。

ほか、ございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：私、先ほど何かいろいろとごちゃごちゃ話してましたけれども、その

話した意図というのは、今おっしゃったような障がい者団体とか当事者の方とか、それから事業所の

方ですね、サービスを提供する事業所の方、そういう方たちが入らなければ実際に自立支援協議会の
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地域課題というものを明確に話し合うことが難しいところもあると思うので、いろいろな意味で、ぜ

ひそこのところからの①から⑥まで入っておりますけれども、そこのところをもってバランスがとれ

て、それで実際に地域課題というのを話し合いがそこでできて、それが具体的に施策として動けるよ

うな形のことが、そこまで話し合えるような自立支援協議会であったらいいなと思っております。

会長：ご意見、ありがとうございます。

ほか、ございますでしょうか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：こども部会に関してなんですけれども、親の会も３つか５つか参加いただいて

いて、すごく活発なご意見でいいなと思いながら参加させてもらっているんですけれども、どうして

も親の会の、そのお子さんが小学生、中学生、高校生だったりということもあって、なかなか幼児だ

ったり生まれてすぐの母子の話題になりにくいなというのを感じています。

こども部会、生まれてから18歳まで、もっと子どものことを対象にしたいと、個人的には思っていま

して、なかなか幼児の親の会ってないので、それは難しいとは思うんですけれども、僕は健診やった

り健康増進機関の方とか、以前も出られたら保育幼稚園課の方とか、行政としてゼロ歳、１歳、２歳

あたりにかかわっている方に出ていただけると、もう少し今後話す内容もゼロ歳児からなるといいの

かなというふうに思っております。

以上です。

会長：どうもご意見、ありがとうございます。これもぜひ反映させて、乳幼児にかかわる行政の方とか、お

母様とかお父様、入りたいんでしょうけれども、なかなかお忙しいところもあると思いますので、そ

の辺、ご考慮お願いしたいと思います。ありがとうございます。

ほか、ございますでしょうか。

協議会に加えての部会のあり方といいますか、部会についても、これまでのままで例えばよいかな

ど、要綱には既に部会名が書かれているわけですけれども、その部会の構成のままでいいか、先ほど

本人部会のほうで、自立支援協議会の中で発言したいとか公開したいというようなご意見もございま

したし、またその部会のあり方というところも現在のままでいいか。先ほど、27・28年度のそれぞれの

協議会と部会の目的それから課題等々、ご報告がございましたが、これを踏まえてそのままでいい、

あるいはもうちょっとこういうあたりを変えたほうがいいんではないかというようなのがありました

ら、協議会とあわせて部会のほうにつきましてもご意見を頂戴できればと思います。

何かございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：バス会社が入ってすごくよかったなと思っているんですが、できれば、無理だと思

うんですがＪＲとかいわゆる鉄道関係。最近視覚障がい者の方の転落事故とかがありますし、それか

ら私、新浦安の駅を通っていることが多いんですけれども、今声かけ運動とか、一所懸命アナウンス

しているんですね、困っている人には声かけましょうとか。そういうことをやってますので、役職の

方は難しいかもしれませんけれども、ぜひ鉄道関係の方に入っていただけたらなと思っています。

会長：できる限り努力をしてみるつもりですので。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブどうぞ。お願いいたします。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：余り個人的な話で申しわけないんですが、浦安手をつなぐ親の会のお

っしゃるとおりでありまして、私は、金曜日になりますと舞浜から渋谷へ買い物に出かけるんです。と

ころが、舞浜の駅でものすごいディズニーランドにおりる人が多いんです。

それで、降り切れないうちに「発車します」とピッとやられまして、それで内側のドアの手すりにち

ょっとつかまっているのにばっとぶつかることが二、三回ある。それから、舞浜の改札は、北口は住宅

街なんですけれども、南口はディズニーランドのほうなので、北口はもう無人になっているわけですね。

ところが、その自動販売機の切符は、販売機が２台あったのが１台になってしまったと。それで、す

ごい時間がかかって。正式に言うならば、何か駅側の決まりでは、障がい者手帳を提示して通過すると

いうことになっているらしいんで、それをやろうとすると南側に来てくれとか、そういうことを言うん

ですよね。

こういう問題は、ちょっと駅長呼んで話をしようと思っても、ちょっと話が大げさかなと思うんだけ

れども、そういう国鉄っていうのは、結構重要じゃないかと。落っこちる人もいるし。それから、

発車されても困るし。だから、浦安手をつなぐ親の会のおっしゃることと全く同じですから、これ考え

ていただきたいと思います。

以上です。

会長：ありがとうございました。ぜひ、ＪＲの関係者、責任者を委員の中に。

浦安手をつなぐ親の会：ＪＲばっかりじゃなくて今度は東京メトロの東西線のほうも。

会長：はい、鉄道関係者という。

浦安手をつなぐ親の会：特別支援学校に行っている人は、あちらを使うので。

会長:ぜひ、委員に部会に入っていただくということで、働きかけをお願いしたいと思っております。

介護給付費等の支給に関する審査会:医療関係のほうで、順天堂浦安病院のほうから委員のほうに入っていた

だいていますけれども、地域のお医者さんという意味で、浦安市の医師会のほうからのご協力をお願い

できるような形での医師会のほうに働きかけをしていただければなと思います。

それと、もう一つなんですけれども、相談支援部会のほうで、以前は相談支援の事業所の事業主とい

うんですか、そこの管理職的な方たちが、割とそこの部会に入られていたんですけれども、その後から

管理職の方よりかは、実際に実務者の方が、現場の方が入られている。そこはすごくいいことではある

んですけれども、現場の方からの意見だけではなくて、やはり事業主さんとしての運営上のいろいろな

課題だとかいろいろ、そういうお話もお聞きしたいなと思うので、そこの実務者の部分と事業主さんの

そこの入る委員の方も、何かちょっとお願いしたいなと。両方でお願いしたいなと感じてます。

会長：ありがとうございました。

今のご意見も踏まえて、委員の構成、考えて鋭意お願いするというような形になろうかと思います。

事務局：今のご意見で教えていただきたいんですけれども。事業者さんに対しましては、ご推薦ということで、

どなたが出ていただけるとか、ご推薦のアンケートをとらせていただいているんですね。

こちらで代表者の方だとか実務者の方という指定を、今しない形にしているので、その指定が難しい

かなと思うんですけれども、例えば、この部会は全部代表でなければいけないのかとなってしまうと、
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結構出せる限界も事業者さんによってあるのでしょうから、そこは、お願いの仕方が難しいかなと思う

んですけれども。何か、その部分のご提案があれば教えていただきたいと思います。

会長：今すぐにということではないけれども、どうぞ。

介護給付費等の支給に関する審査会：今、すぐにはないですけれども、そこのところで、ここのアンケートで

すよね。出されるのは、実際この理屈ですよね。そうですよね。それでしたら具体的には今ちょっと浮

かばないですけれども、例えば相談支援部会の中のこういう形の、例えば各部会で、こういう方向の話

し合いをするんだというような、少しそこのことを書いていただければ、事業所の誰を推薦するのかな

というのが考えていただけるのかなとは思うんですけれども。そのくらいしか浮かばないです。

事務局：はい。

会長：もし何かいろいろ妙案がございましたら、事務局までお寄せいただければと思います。

ほか、いかがでございましょうか。委員の構成あるいは部会のあり方ということで、今ちょっとお伺

いしているところでございますが、何かありますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：先ほど出ていた本人部会の話なんですけれども、公募をされて

決まりますよね。今の中ではそういう形になっていて、それはそれでいいと思うんですけれども、それ

に関係なんですけれども、１つ前の部会のときは、割と障がいの種別というか、そういうことにみんな

本人さんたちがなるべくいろんな立場で出てきていただくようにみたいな縛りだったのか、アナウンス

だったのか忘れてしまいましたけれども、そういうことがあったんですけれども、今回を経て今後そこ

ら辺のことをどういうふうに、それの意見を言ってくださいという話ですよね。

だとすると、いろんな障がいの生きづらさみたいなのがあるので、せっかくならいろんな意見が聞き

たいなということと、あともう一つは、本人部会の皆さんの意見が生では聞けないというところを、何

か工夫ができないかなというのが、ちょっと、すみません、意見というか何となくぼんやりしているん

ですけれども、これだけ部会の本人さんたちの意見が出てきていることに対して、何も自立支援協議会

の私たちとして言えないのも申しわけないなというふうに思います。

もう一つ、質問なんですけれども、公開したいというのは、議事録とおっしゃってましたっけ、さっ

き。議事録を公開したい、それとも会議自体をみんなに聞いていただきたいということですか。すみま

せん。

会長：では、事務局のほうでお答えいたします。

事務局：どちらの意見もありまして、もう会議自体を本当に普通に公開したいというご意見もありましたし、

あとは協議した内容によって、ご本人が出してもいいという同意があれば議事録の一部を公開したらど

うかというご意見もあったので、その辺もさまざまなご意見をいただいていました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：では、本人部会としてのまとまった意見みたいなことで、調整

が、今かかっているということではないということですか。

事務局：そうですね。本人部会のご意見につきましては、こうしたいという一つの意見にまとめたものではな

くて、さまざまなご意見をお伝えさせていただきました。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：それで、例えば６名という委員の縛りの中で、じゃ、障がい種
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別を全部そろえなさいと言ったって、それは難しいことですし、ある程度の幅の年齢とかもありますし、

そういったときに、いろんな障がいの人たちの本当に少数な声も拾っていくというような本人部会の仕

組みは何かあったらいいなと思いますので、ちょっとすみません、具体的にはないんですけれども。そ

んな希望があります。

会長：そうですね。主旨からして、さまざまな障がいの種別の方が入って、いろんなご意見を伺い、それを立

支援協議会で協議できるような体制があればいいということでございますね。

これについては、私も全く同感でございますので、そういった意見を取り入れた形での本人部会のあ

り方もちょっと考えていきたいと思っております。

ほか、ございますでしょうか。

現在、部会の課題ですとか、あるいは部会のあり方というのは、このまま継続というようなことでよ

ろしいでしょうか。何か、それぞれかかわっておられて、こういった点が改善したらいいのではないか

とか、こういった点を今後というようなのがあるかと思いますが、そういった点も含めてご意見を頂戴

できればと思います。

でも、今回10年ということで、かなりの委員が交代になるということになります。現在やってきたこ

とを踏まえて、さらに次のステップに向けていくというところで、もしご意見が頂戴できればと思いま

すのでよろしくお願いいたします。

会長：はい、浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：先ほどの介護給付費等の支給に関する審査会の発言の、私の考えは、協議会はある程

度の実務者というか、その会の代表の方が来て話して、部会のほうは実務者が入ってやったほうがいい

かなって……。

部会というのは、やっぱり携わっている当事者の意見を酌み上げたほうが、私はいいと思うんですね。

それで、協議会というのは、ある程度その代表している方が来ていただいて、経営者というか、全般的

なことを考えて発言するべきだと、私は思っています。

それで、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともの発言ですけれども、本人部会、非常に大事だ

と私が提案して、ぜひつくってくださいとお願いしてつくっていただいたんですけれども、いろいろ当

事者で問題もあるかもしれませんけれども、やっぱり障がいの種類、種別を広く広げていただく、偏ら

ずにピックアップしていただきたいなと思っています。

それと、この間、第１回の合同部会のときに本人部会の方がいらして発言しましたよね。だから、あ

あいうことはすごくいいことなので、あれもあの形でも公開という形になると思うので、やっぱりでき

るところから公開という感じにしていったらいかがでしょうか。

会長：ご意見、ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりかと、私は思うんですが、そのあたりで本人

部会の意見をやはり取り入れていくということは重要なことですが、拙速にこう、いきなり進めてしま

うのもあれですが、順序を追ってできるところからというようなご意見でございましたので、ぜひこの

点を酌んだ上での本人部会のあり方と、あるいは部会と協議会のあり方をちょっと検討していただけれ

ばと思います。お願いいたします。



2020

ほかにご意見、ございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：先ほどＮＰＯ法人発達わんぱく会がおっしゃった、いわゆる無事生まれてから１、

２、３歳ぐらいまでの子たちのお母さんですとか保護者の意見が聞けないということですけれども、支

部社協では、そちらのほうがすごく手厚いんですね。

はっきり言って、支部社協のあり方って、小さいお子さんと高齢者、真ん中のいわゆる成人とか学齢

期の障がいの人たちには一切触れない。そういう形なんですね。

ですから、支部社協ですごくいろいろやっていますよね。赤ちゃんルームみたいなのを毎月やってい

ますので、そちらのほうの担当者みたいな人に入ってもらってもいいと思うんですけれども。

会長：そうですね。極めて現実的な提案でしたね。ありがとうございます。

確かにおっしゃるとおり、一番お願いしやすい立場にありますし、ＮＰＯ法人発達わんぱく会がおっ

しゃられた主旨も、ちょうどそれにかなうんじゃないかと思いますので、ぜひご検討をお願いしたいと

思います。

ほかにございますでしょうか。部会等はこのままというか、今行っているような形で継続してよろし

いでしょうか。これまで、いろいろ部会の会議に、委員の皆様、かかわっておられて、この点は変えた

ほうがいいというようなことが特になければ、引き続き現在の部会のあり方をそのまま踏襲して、さら

に地域課題の掘り起こしやそれぞれの部会の目的ということで、これを遂行していくということでよろ

しいでしょうか。

和洋女子大学：もう、ちょっとそういう観点が入っているのかもしれないんですけれども、ちょっとわからな

いので教えてください。

今後、地域包括ケアシステムというふうなところで、今まで高齢者中心ということにはなっていたん

ですけれども、障がいも子どももというふうなことで、包括的にやっていきましょうというふうな方向

になりつつあります。

そういった点で、先ほどボランティアの団体に積極的に参加していただこうというふうな意見は、こ

こになじむのかなというふうに思って聞いていたんですけれども、高齢のほうの部局だったり、介護給

付費等の支給に関する審査会がいらっしゃるんですけれども、子どもはすごくいっぱいいるんですけれ

ども、高齢のほうは比較的薄いのかなというふうな感じがしたんですけれども、今後の地域包括ケアシ

ステムの構築に向けた何かこう構成員の強化みたいなところも、視点としてはあってもいいかなという

ふうに思いました。

会長：ぜひ、重要な視点だと思いますので、そういう点に踏み込んだ形での委員配置というのを考えていきた

いと思います。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：すみません。今ちょっと訂正したいんですけれども。私、介護保険のほ

うの審査会ではなくて、障がい福祉サービスの介護給付のほうの審査会なので、高齢者のほうは直接関

係しておりませんので。

和洋女子大学：失礼しました。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、訂正、お願いします。
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会長：はい、それでは、よろしいでしょうか。

それでは、ただいま貴重な意見、多数出していただきました。これをもとに、次年度からの自立支援

協議会について、事務局のほうでぜひご検討、お願いいたします。

次回のときに、大体きょうのご意見を踏まえた上での来年度のあり方が提示されると思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、ごめんなさい。

会長：はい、介護給付費等の支給に関する審査会。

介護給付費等の支給に関する審査会：先ほどちょっと言おうと思ったんですけれども。この当事者、本人部会

のほうのホームページだけに掲載なんでしょうか、この募集ということは。それとも、各当事者の団体、

ありますよね。そちらのほうにも広報をかけて、こういうことをやっておりますというような形で、ホ

ームページだけではなくて、そういう働きかけはされてはいらっしゃらないんでしょうか。

もし、されていないようでしたならば、そういう広報、ホームページだけではなくて当事者団体のほ

うの方にそういう呼びかけをするのもいいのかなと。そうすると、いろんな障がいの方たちが、種別が

いろいろと集まるのかなと思うんですけれども。

会長：では、その点について、事務局のほうからお願いいたします。

事務局：前回につきましては、広報とホームページに掲載、あとは各福祉サービス事業所さんのほうに周知を

行いました。

それで、前回の募集が当事者団体に入っていない方という要件がありましたので、団体さんのほうに

は、これは特に周知はしていないという状況です。

以上です。

会長：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：そうなんですね。今回のここの募集、これはだけど27年・28年度の募集

案内のところには、そういうのは書いてはいないんですよね。当事者団体に入っていらっしゃらない方

というような言葉は入っていない。

会長：では、事務局のほうからお願いいたします。

事務局：当事者団体さんのほうにはご案内せずに、一般で公募をしまして、面接の際に、団体に入っていない

ということを確認しまして決定したというものになります。

会長：では、事務局お願いいたします。

事務局：そこが、皆さんからご意見はいただきたいと思うんですけれども、当事者団体の方で、本協議会とか

部会のほうにご案内している当事者団体の皆さんもいらっしゃいますので、そこばかり偏りがあっても

どうかなということで、本人部会を公募するところについては、こちらからご案内していないという方

という意味で、当事者団体ではない方というふうに考えていました。

それで、今回も、本人部会の皆さんからのご意見の中にも、例えば当事者団体に入るにしても、会費

だったり負担が必要になってくるので、生活困窮者ということも考えると、そういった団体に入ってい

ない人の意見も聞くべきではないかというようなご意見も本人部会からありましたので、そこをもう少

し徹底したほうがいいのか、それとも当事者団体とはいっても、例えば手をつなぐ親の会さんですと、
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親の会ということで、もちろん保護者の方は委員として入っていますけれども、そのご家族の本人の方

であればいいのではないかとか、自閉症協会さんもそうだと思うんですけれども、そういった方はいい

んではないかとか、そういったところもご意見があればいただきながら、また募集案内等も考えていき

たいと思います。

会長：よろしいでしょうか。

はい。

介護給付費等の支給に関する審査会：広い意見を聞きたいということはあったので、例えばそういう団体に入

って、所属していない方もいらっしゃるので、そういう方からの意見も広く聞きたいという、その意図

もすごく大事なことだと思います。

だけれども、実質的にも、今おっしゃったように、例えば精神障がい者の会のメンバーを見ますと当

事者の方は割と少ないですよね。やはり親御さんのほうが圧倒的に多いと思うんですね。

そういう意味では、その辺のところは選別をどうするのかというところで、本人が入っていなければ、

それはよろしいんじゃないですかね。そういうことはやってらっしゃるんですよね。

ただ、そこのところで先ほど言いましたように当事者の団体のほうに、声かけをすること、そこのと

ころは、ご本人がここの当事者の中に入っていなければ、それは親御さんのほうから、そういうところ

に入ってみたらどうなのかというような形で、ご協力を得られるのかなと思うんですけれども。

会長：そのとおりかと思いますので。その点については、事務局のほうで検討をしていただいて、今の介護給

付費等の支給に関する審査会の意見をいただいて、その上で次回のときにご提示申し上げたいと思いま

す。

ほか、よろしいでしょうか。

それでは、そこについてはまた改めて次回、３月だと思いますけれども、３月の協議会でもう一度、

今日いただいた意見を踏まえた上での組織のあり方等についての案をご提示申し上げる予定でおります

ので、その際にまた改めてご意見をいただきたいというふうに思います。

それでは、次にその他ということで最後に（４）ということで、予算等の話がございますので、事務

局のほうにお願いしたいと思います。

事務局：私のほうから１点。平成29年度の当初予算について、簡単にご報告させていただきます。

平成29年度の当初予算につきましては、骨格予算というふうになりまして、経常経費のみの予算とな

ります。

こちらでも検討、いろいろしていただきました新規事業につきましては、新年度になって改めて審議

いただいていくような形、予算立てするような形になりますので、またそれにつきましては次回のこち

らの最後の協議会のほうで、またご説明させていただきたいと思います。

その骨格予算になるということなんですけれども、市長が辞職いたしますので、それに伴いまして今

回は経常経費のみの予算となっております。

また新しい市長の体制ができました新年度に、新規事業などは新たに予算として審議されていくとい

うふうになりますので、そのことにつきましては、また次回ご説明させていただきたいと思います。
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続きまして、議題４資料、「見守りメール配信システム」の導入について、障がい福祉課のほうから

ご説明いたします。

事務局：よろしくお願いいたします。こちらのほうからは、議題の資料にあります「見守りメール配信システ

ム」について、少しご説明をいたします。

市では、平成29年度に「見守りメール配信システム」の導入について検討をしていきたいというふう

に考えています。現在は、認知症の高齢者などが行方不明になったときに、ホームページ用の市からの

重要なお知らせメールというのがあるんですけれども、そちらを通じて約6,000人ぐらいの協力サポー

ターのほうに配信をしている、そういった状況なんですけれども、この高齢者に加えて障がいの方も含

めて行方不明になったときに協力員に協力を得て、早期発見、早期保護につなげたい、こういった取り

組みを今後検討していきたいというふうに思っています。

この「見守りメール配信システム」とは、事前に登録という形をとりまして、例えば行動障がいがあ

る知的障がいの方などが行方不明となった際に、市から委託を受けた事業者が、その対象者の情報を事

前に登録している協力事業者あるいは協力サポーターの方へメールで一斉配信して、早期発見、早期保

護につなげる取り組みです。

先ほどの骨格予算という話もありましたけれども、障がいのほうは新規の事業になりますので、29年

度に入りましてからの予算要求という形をとりますので、あくまでも予定ということで聞いていただけ

ればと思います。

対象者としては、市内在住の行動障がいのある知的障がいの方、あるいは高次脳機能障がいの方、見

当識障がいなどをお持ちの方を予定しています。

開始時期なんですけれども、その予算の関係もございまして、平成29年度当初からというのは難しい

んですけれども、年度途中からということになりますが、検討していきたいというふうに思っています。

やはりこれからいろいろその内容について調整したりあるいは庁内の関係各課、あるいは警察などと

の連携における調整事項なども出てきますので、それぞれいろいろ詰めていかなければいけないことは

多々あると思います。

そういうことなので、まず29年度の当初からは無理なんですが、途中からということで予定をしてい

ます。

また、詳細が決まりましたら、関係機関、関係者のほうに周知を図っていきたいと思っております。

以上です。

会長：どうもありがとうございました。何かお聞きになりたいこととか、ご意見とか、ございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：このメール配信システムというのは、メールを送るだけですか。認知症

なんかだと、訓練みたいのやりますよね。どこどこにいると言って探すとか、声かけの仕方とか、その

サポーターの人たちに訓練するようなことをしていますけれども、そういうのが一切なしで、ただメー

ル配信だけですか。

事務局：そうですね。内容的には専門のそういう委託事業者を介しまして、その方のいろいろ細かい特徴を含

めて、そういう協力サポーターあるいは協力事業者のほうにメール配信をして、少しでも早く保護とい



2424

う形で見つけ出す、そういう内容になります。

介護給付費等の支給に関する審査会：じゃ、特に訓練とかはなしということですね。わかりました。

会長：ほかにございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、本日の用意いたしました議題は、全て終了いたしました。

このほかに、まず委員の皆様、何かございますでしょうか。ありませんか。

では、事務局のほう、お願いいたします。

事務局：１点、ご連絡です。当日資料としましてチラシを配らせていただいております。基幹相談支援センタ

ー主催の講演会のチラシを配らせていただいておりますので、そちらのほう、ごらんください。

以上です。

会長：この黄緑色ですね。黄緑色の平成28年度の基幹相談支援事業の講演会のお知らせでございます。よろし

いでしょうか。ほか。もうよろしいですね。

それでは、ありがとうございました。これをもちまして、全て自立支援協議会の審議は終わりという

ことになります。

次回は、３月23日の木曜日を予定しております。２年間の自立支援協議会の最終の会議となりますの

で、皆様、ご出席のほどよろしくお願いいたします。

それでは、これをもちまして、第５回自立支援協議会を終了いたします。本日はお忙しい中、ご参加

いただきまして、本当にありがとうございました。お疲れさまでございました。



平成 29年１月 26日（木） 

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（平成 28年度第５回）次第 

 

 

１．開会 

 

２．議題 

（１）部会活動報告 

（２）「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告 

   ※資料は当日配布いたします。 

（３）平成 29・30年度の自立支援協議会の組織について 

①組織について 

    ②委員について 

    （参考資料） 

議題３資料（１）「平成 27・28年度浦安市自立支援協議会」 

議題３資料（２）「平成 27 年度・28 年度の自立支援協議会に関するアンケ

ート」 

議題３資料（３）「平成 27年度・28年度本人部会委員募集案内」 

 

   （４）その他 

 

 

３．閉会 
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議題１資料            

部会活動報告 

 

第３回権利擁護部会活動報告 

 

１．開催日 １２月１日（木）  

 

２．内容 

議題１ 「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について 

（概要）権利擁護部会に関わりのある、施策の方向性の「１．理解と交流の促進」の

中から「啓発の促進」、施策の方向性「７．自立と社会参加の促進」を中心に説明

をしました。 

 

（主な意見） 

○ 学校現場にも、権利擁護センターに相談できる仕組みができたことはとてもあり

がたい。 

○ 障害者差別解消法など新しい情報の広報啓発を考えた方がいいと思う。若い人に

はホームページ、高齢者には広報うらやすがいいと思うが、支部社協やＮＰＯ法

人などの団体にも活動をお願いしたい。 

 

議題２ 浦安市こころのバリアフリーハンドブック改訂について 

（概要）バリアフリーハンドブックに、障害者権利条約とシンボルマークであるイエ

ローリボンについて、障がいのある人の権利を守る法律として障害者虐待防止法

と障害者差別解消法、また浦安市の障がいを理由とする差別の解消の推進に関す

る条例についての掲載を追加しました。 

 

議題３ 啓発・広報活動について 

（概要）知的障がいや、発達障がい、聴覚障がいの疑似体験の様々な活動や、全国で

行われている知的障がいや、発達障がいの理解と支援のためのキャラバン隊の活

動を紹介し、浦安市でも、市内の研修や講演会に参加された市民の方などをキャ

ラバン隊として登録して啓発活動ができないか提案しました。 

 

（主な意見） 

○ 小学校の福祉体験教室で、聞こえない体験のお話をする依頼が最近なくなってし

まったので、また依頼が増えてほしいと思う。 
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○ ボランティアセンターなどで、知的や発達障がいの疑似体験のメニューとしてそ

ろえて、学校などにＰＲしていけば、小学校などでさまざまな障がいのことを知

る機会が作れると思う。 

○ 体験だけでなく、不便さを持っていても正しい配慮や支援があれば同じようにで

きる、みんな同じ社会に生きていてすぐ隣にいる、ということも理解してもらい

たい。 

○ 当事者団体の横のつながりを作っていきたい。 

 

第３回相談支援部会活動報告 

 

１．開催日 12月 22日（木） 

 

２．内容 

議題１ 計画相談支援の現状 

（概要）平成２８年 11月末日現在の進捗状況 

障害福祉サービス等受給者 ６４４人 

サービス等利用計画案作成達成率 １００％（セルフプラン５５人含む） 

障害児通所支援受給者 ３７４人 

サービス等利用計画案作成達成率 １００％（セルフプラン７２人含む） 

 

議題２ 「障がい者福祉計画」の進捗状況の報告について 

（概要）相談支援部会に関わりのある、施策の方向性の「２．福祉・生活支援の充実」

の中から「相談支援の充実」について説明をしました。 

 

議題３ サポートファイルの活用について 

（概要）サポートファイルの周知状況について報告し、成人用サポートファイルの修

正案、Ａ５版のサポートファイルのサンプルを提案し、ご意見を伺いました。 

      

（主な意見） 

○ A５版だと、プリンターで対応できないし、通常のファイルなども A4版が多い

ので、少し持ち歩きづらいが、A４版が良いと思う。 

○ 相談支援専門員が活用の説明もしながら「ぜひ使いましょう」と勧めていければ

普及すると思う。 

○ 最初のころより、だいぶ改善され、成人用が使えるようにという意図が充実して

きて、よくできていると思う。 
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議題４ サービス等利用計画の評価について 

（概要）基幹相談支援センターより、相談支援部会で作成した６つの視点を用いたチ

ェックリスト案が提示されました。また、実務者会議において出された、このチ

ェックリストに対する意見、各事業所での計画相談支援の質の向上に向けた取り

組みななどについての説明、長野県北信圏域の取り組み事例の説明がありました。 

      

（主な意見） 

○ やはり一歩離れた第三者の目がどこかで必要ではないかと思う。 

○ 実務者である相談員が自由に意見を出し合える場があるといいと思う。 

○ プランに評価をつけるのは難しいが、研修のあり方は簡単にできるのではないか。 

○ 事業所によって、計画に差があっては困ると思う。 

○ 欠点の評価よりも、事業所の改善点や、良い所もこの場で発表してはどうか。 

 

議題５ 相談支援実務者会議報告 

（概要）基幹相談支援センターより、実務者会議において来年度の実務者会議につい

て意見を伺い、次のような意見が出されたことを報告しました。 

○ 回数はもっと多いほうがよい。 

○ 相談員同士のつながりを作ったり、現場の困り感を共有できる内容がいい。 

○ 講義形式や、グループワークの形式があってよい。 

 

第４回こども部会活動報告 

 

１．開催日 １月１３日（金）  

 

２．内容 

議題１ 「障がい福祉に関するアンケート」結果の中間報告について 

（概要）アンケート調査の概要と、回収状況について報告しました。 

 

議題２ サポートファイルの活用について 

（概要）成人用サポートファイルの修正内容を報告、Ａ４版とＡ５版のサンプルを提

示し、意見を伺いました。 

 

議題３ 障がい児の見守り体制について 

（概要）事業を開始した「おまもりシール」、事業を検討している「はいかい探知機の

賃借料等の助成制度」「見守りメール配信システム」について、説明しました。 

 

（主な意見） 

○ はいかい探知機について、なかなか身に着けるのが難しいので、靴にＩＣチップ

を入れる方法も検討してほしい。 
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議題４ 平成 29年度及び 30年度こども部会の方向性について 

（概要）平成 29年度及び 30年度こども部会の方向性について、意見を伺いました。 

 

議題５ その他 

（概要）「発達障がい児超早期療育モデル事業」の進捗状況報告、「発達講演会」の報

告、「第 2回合同部会」のお知らせを行いました。 

 

第３回本人部会活動報告 

 

１．開催日 １月１９日（木）  

 

２．内容 

議題１ 自立支援協議会及び各部会の活動報告 

（概要）第４回自立支援協議会、第３回権利擁護部会、第３・４回こども部会、第３

回相談支援部会の活動報告を行いました。 

 

議題２ 平成 29年度からの本人部会について 

（概要）平成 29 年度からの本人部会について、会議の形態や委員構成、検討したい

課題の提案などの意見を伺いました。 

 

（主な意見） 

   来年度以降検討したい課題 

○ 新しいグループホームが利用しやすいように話し合いたい。 

○ グループホーム、短期入所施設の増加について 

○ 震災後の浦安駅方面の道路は車いすで通りづらい。震災前のような道路の復旧に

ついて 

○ 自分も障がいがあるが、母も高齢になり、母の介護のことなども考える。そのよ

うな家族を地域でどう支えるか。 

○ ヘルパーの人材不足は、生活に関わることなので、人材確保、離職防止について。 

○ 国・県・市のサービス・事業をもっと広く周知してほしい 

○ 障がい者の自立のための政策を一番に優先して考えてほしい。 

○ 障がい者が中心になり、障がい者が困っていることについて話し合いたい。 

○ 小・中学校などで障がい者や障がい児を支援する人は、最低限資格を持った人を

配置してほしい 

○ 移動支援、居宅介護、訪問看護、緊急時支援事業のサービス内容の見直しについ

て 

○ 市の委託事業への予算が多すぎる。予算についても話し合いたい。 
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自立支援協議会や部会の体制について 

○ 今回の本人部会は、問題の掘り起しをし、そこから問題解決をする場なのに、そ

れができなかった。 

○ 他の部会を傍聴したが、報告だけで協議をしていないと感じた。 

○ 部会が多すぎる。同じような議題を話し合っていると思う。 

○ 障がいの種別により必要なことも異なるので、さまざまな障がいの人から意見を

聞き、いろいろな方向から浦安市を改善していければいいと思う。 

○ 自立支援協議会で話し合った内容を、もっと広く市民に情報公開できるシステム

があればいいともう。 

 

本人部会の存続と公開について 

存続について ・存続 ４ ・部会に入る ２ 

公開について ・公開 ２ ・一部公開 ３ ・非公開 １ 

○ 本人部会の組織はこのまま存続し、公開・非公開は、その時の協議内容で、公開

できるようであればしてもいいとも思う。 

○ 本人部会の委員が、合同部会などで意見が言えればいいと思う。 

○ 本人部会を全て公開すべきだと思う。本人部会の意見が反映されるようにしてほ

しい。 

○ 本人部会を自立支援協議会の中で公開してもらいたい。本人部会も協議会に出席

して、協議できるようにしてほしい。 

○ 言いにくいこと、この場だから言えるという意見もあるので、本人部会は存続し、

同意のもとで公開したほうがよい。また、限定した委員のみが議事録を閲覧でき

るようにしてはどうか。 

○ 本人部会で言いやすいから意見を言えることもあるのでこのまま存続で、非公開

のままでいいと思う。 

○ 本人部会だけ別になっているのは、不自然だ。差別ではないか。 

○ 生活困窮で、障がい者団体に加入できない人の意見をもっと入れるべき。 

 

議題３ その他 

（概要）事業を検討している「はいかい探知機の賃借料等の助成制度」「見守りメール

配信システム」について、説明しました。 

 

（主な意見） 

○ 広く啓発広報してほしい。 



 

ｒ 

障がい福祉に関するアンケート調査の概要 

 

１ 調査の目的 

「浦安市障がい者福祉計画（平成 30年度～32年度）」の策定にあたり、障がいのある方の福祉

に関する施策の推進や自立と地域生活の支援を計画的に実施するための基礎資料として、障がい

のある方の生活の状況やご意見、お考えをうかがうことを目的に調査を実施したものです。 

 

２ 調査対象 

浦安市に住所のある身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者、難病等の診

断を受けている方、その他福祉サービス利用の認定を受けている方 

 

３ 調査期間 

平成 28年 10月 1日から平成 28年 10月 28日 

 

４ 調査方法 

郵送による配布・回収 

 

５ 回収状況 

 配 布 数 回収数 回収率 

身 体 2,898 通 1,465 通 50.6％ 

知 的 593通 299通 50.4％ 

精 神 725通 307通 42.3％ 

難 病 758通 309通 40.8％ 

その他福祉サービス受給者 189通 79 通 41.8％ 

合 計 5,163 通 2,459 通 47.6％ 

 

議題２資料 
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平成 27・28年度浦安市自立支援協議会 

 

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 

障がいを理由とする差別の解消に関する事

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 

議題３資料（１） 
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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（本人部会３回） 

  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．委員の選考 

  （１）自立支援協議会 

    要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。 

    人数は、２０人以内 

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条  

委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。 

①相談支援事業者 

②障がい福祉サービス事業者 

③保健・医療関係者 

④教育・雇用関係機関 

⑤障がい者団体・当事者 

⑥その他市長が必要と認める者 

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会） 

当事者団体、市内障害福祉サービス事業所にアンケートを実施、参加希望の有無と希望

する部会を確認。希望が多い場合は、調整をおこなった。 

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、指定

特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とした。 

自立支援協議会の委員は、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。 

  （３）本人部会 

    公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考を行った。 
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６．代理出席 

   自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。 

   部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の会員又は職員が代

理人として出席することができる。 

 

７．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、議事録には委員の所属する団体名を掲載

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。 

 

８．事務局 

  浦安市健康福祉部障がい事業課 

 

９．平成 27・28年度の議題 

 

（１）自立支援協議会 

    

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

地域課題の整理と対応に関する事項 

○地域課題の整理及び部会での検討議題の決定 

○部会の活動内容の報告と検証 

○市の予算及び事業報告と検証 

○障害者差別解消法施行に向けた取り組み 

○浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に

関する条例（案） 

○障がい者福祉計画について 

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 

○基幹相談支援センター等の事業計画・実績報告

と検証・評価 
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（２）部会 

 

①権利擁護部会 

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に

関する事項 

○こころのバリアフリーハンドブックの活用 

○イベントの企画・運営 

○広報・啓発活動  

障がい者虐待防止に関する事項 
○障がい者虐待防止センター等の実績報告 

○権利擁護センターについて 

成年後見制度の普及に関する事項 
○成年後見制度の実績報告 

○成年後見制度の活用事例について 

障がいを理由とする差別の解消に関する

事項 

○障害者差別解消法施行に向けての取り組み 

○浦安市障がい者差別解消推進計画（平成 28 年度

～平成 29 年度）について 

○差別相談事例報告 

○高齢者・障がい者権利擁護協議会委員の合同研

修会の開催について 

その他権利擁護に関する事項 ○障がい者福祉計画について 

 

②こども部会 

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

教育と福祉の連携に関する事項 

○まなびサポート事業について 

○学校等における合理的配慮 

○サポートファイルを活用した教育と福祉の連携 

○浦安市ワークステーション事業と特別支援学校

の就労支援体制 

相談体制の充実に関する事項 
○こども発達センター事業報告について 

○基幹相談支援センターの機能 

その他こどもへの支援に関する事項 

○インクルーシブ教育システム構築モデルスクー

ル事業報告について 

○子ども子育て支援制度について 

○障がい児の見守り体制について 

○青少年サポート事業について 

○平成 28年度の講演会等について 

○障がい者福祉計画について 
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③相談支援部会  

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

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の現状について 

○サービス等利用計画の評価について 

相談支援事業の充実に関する事項 

○相談支援実務者会議・グループスーパービジョ

ン報告 

○基幹相談支援センターの機能 

○基幹相談支援センターの事業計画について 

○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 

○計画相談の主旨を利用者に理解していただくた

めの取り組み 

その他相談支援に関する事項 
○サポートフィルの活用について 

○「障がい者福祉計画」について 

 

④地域生活支援部会 

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

障がい者の就労に関する事項 

＊就労支援ネットワーク会議等で検討 

○就労支援センターの実績の報告 

○浦安福祉事業体の活動報告 

○障がい者就労支援施設等からの物品等調達実績

の報告 

障がい者の住まい・地域定着に関する事

項 

○住まいと生活についてのアンケート調査の実施

について 

○地域生活支援拠点について 

障がい者の地域でのくらし全般に関する

事項 

○人材（ヘルパー）不足と処遇の改善について 

○障がい福祉事業者住宅確保支援事業補助金につ

いて 

○重度障がい者支援事業所運営費補助金の成果に

ついて 

○基幹相談支援センターの機能 

○障害者差別解消法施行に向けた取り組み 

○「障がい者福祉計画」について 
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⑤本人部会 

    

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

情報交換に関する事項 ○自立支援協議会及び各部会の活動報告 

地域課題の提案に関する事項 

○当事者から見えてくる地域の問題点の洗い出し 

○普段のくらしで不自由を感じている事や浦安の  

障がい福祉についてのご意見 

○障害者差別解消法施行に向けた取り組み 

○浦安市内のグループホームの現状について 

○住まいの場の充実 

○障がい福祉サービス等におけるマイナンバーの  

取り扱い 

○「障がい者福祉計画」について 

 

（３）合同部会 

    

主な課題 平成 29年 1月までの議題 

部会間等の情報交換と連携 
○部会の活動報告 

○基幹相談支援センターの実績報告 

講演会 
○青少年サポート事業の概要と発達障がい者等の

支援について 
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平成 27年度・28年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート 
 

事業者名                 

 
連絡担当者         連絡先（電話・FAX・メール等）               

 

次期（平成 27年度・28年度）自立支援協議会を開催するにあたり、部会への参加の希望を伺います。 

 各部会の内容等については、別紙「平成 27年度・28年度浦安市自立支援協議会部会のご案内」をご覧

ください。 

 

 １．自立支援協議会の部会に参加を希望   する ・ しない 

 

 ２．参加を希望する部会に○（複数可）をつけ、推薦予定者と参加を希望する理由をご記入く

ださい。議事録には、委員名ではなく、事業者（所）名が掲載されます。事業者（所）を

代表して、ご発言いただける方をご推薦ください。 

 

・ こども部会 

 推薦予定者： 

参加を希望する理由： 

 

 

 

・ 権利擁護部会 

 推薦予定者： 

参加を希望する理由： 

 

 

 

・ 相談支援部会 

 推薦予定者： 

参加を希望する理由： 

 

 

 

・ 地域生活支援部会 

 推薦予定者： 

参加を希望する理由： 

 

 

議題３資料（２） 



 

 

平成 27年度・28年度本人部会委員募集案内 

 

＊広報うらやす平成 27年３月 15日号及びホームページに掲載。 

 

 浦安市自立支援協議会は、地域における障がい者への支援体制の整備等に関する協議を行って

います。障がい当事者間の情報交換を行い相互の理解を図るとともに、地域課題を提案していた

だくことを目的に、「本人部会」を設置します。 

 

【任期】平成 27年 5月 1日～平成 29年 3月 31日 

 

【対象】市内在住で 20歳以上(平成 27年 4月 1日現在)の障がいのある方６人程度 

 

【内容】年３回程度の本人部会 (平日の日中に開催)＊介助者等同伴可 

 

【謝礼】１回出席につき 5,000円(交通費を含む) 

 

【申込】4月 6日(月)(必着)までに、氏名(ふりがな)・年齢・住所・電話番号・職業・応募動機(400

字から 800 字程度、代筆可)を記入したものを、直接、郵送、ＦＡＸ、Ｅメールのいず

れかにて障がい事業課へ提出してください。(書式は自由) 

    ※応募の動機、面接(４月下旬開催予定)などにより選考。 

 

議題３資料（３） 



平成２７・２８年度　自立支援協議会その他関係機関等委員　　　

団体名又は法人名等 Ｈ27新規 協議会 権利 こども 相談 地域

明海大学 ○ ○

和洋女子大学 ○ ○

順天堂大学医学部附属浦安病院 新 ○

新浦安地域包括支援センター ○

自治会連合会 ○

商工会議所 ○

浦安警察署 ○

社会福祉協議会 ○ ○ ○

民生委員児童委員協議会 ○

ボランティア団体 新 ○

千葉県弁護士会京葉支部 ○

株式会社オリエンタルランド ○ ○

東京ベイシティ交通株式会社 ○

有限会社和ケアセンター ○

中核地域生活支援センターがじゅまる ○

介護給付費等の支給に関する審査会 ○ ○

市川健康福祉センター ○

浦安市子育てケアマネジャー 新 ○

県立市川特別支援学校 ○ ○

県立船橋夏見特別支援学校 ○

県立浦安高校 ○

浦安市立小学校長会 ○

浦安市立中学校長会 ○

健康福祉部長 ○ ○

健康福祉部次長 ○ ○

地域包括支援センター ○

こども課 新 ○

こども発達センター ○ ○ ○

教育研究センター ○ ○ ○

学
識

経
験
者

そ
の
他
関
係
機
関
（

推
薦
）

学
校
関
係

行
政

議題３資料（４） 



         浦安市自立支援協議会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 障害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（平成

17年法律第123号）第89条の３第１項の規定に基づき、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共有し、関係機関の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場

として、浦安市自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1)  関係機関等によるネットワーク構築等に関すること。 

(2)  個別事例への支援のあり方に関すること。 

(3)  地域の障がい者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に

関すること。 

(4)  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に関すること。 

(5)  相談支援の体制整備に関すること。 

(6)  その他市長が必要と認めること。 

（委員の定数及び構成等） 

第３条 委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委

嘱する。 

(1)  相談支援事業者 

(2)  障がい福祉サービス事業者 

(3)  保健・医療関係者 

(4)  教育・雇用関係機関 

(5)  障がい者団体・当事者 

(6)  その他市長が必要と認める者 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、会議を招集し、及び会議の議長になる。 



４ 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

（部会） 

第６条 協議会は、第２条に掲げる協議事項を円滑に処理するため、次の部会

を置く。 

(1)  権利擁護部会 

(2)  こども部会 

(3)  相談支援部会 

(4)  地域生活支援部会 

(5)  本人部会 

２ 部会は、会長の指名する者をもって構成する。 

（意見の徴収） 

第７条 協議会及び部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を

聞き、又は説明を求めることができる。 

（会議の公開） 

第８条 協議会及び部会の会議は原則公開とする。ただし、個人情報等に関す

る事項等を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しないことができる。 

（個人情報の保護） 

第９条 協議会及び部会の委員及び出席者は、個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律57号）及び浦安市個人情報保護条例（平成15年条例第32号）

の各規定を厳守するほか、協議会で取り扱った個人情報等秘密を漏らしては

ならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第１０条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい事業課において処理する。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 



 

  附 則 

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

 



議題４資料  
 

「見守りメール配信システム」の導入について  

 

 

 市 で は 、 平 成 29年 度 に 「 見 守 り メー ル 配 信 シ ス テ ム」 の 導 入 に つ い て

検 討 し て お り 、 高 齢 者 に 加 え て 障 が い 者 ・ 障 が い 児 も 対 象 に で き な い か

検 討 し て い ま す （ 現 在 は 、 高 齢 者 等 の 行 方 不 明 者 が 出 た 場 合 、 市 か ら の

お知らせメールを約 6,000人に配信しています）。  

 

 ①事業内容  

 「見 守りメ ール 配信シ ステム 」は 、事前 に登録 した 行動障 がいの

ある知 的障が い者 （児） の方な ど が 行方不 明とな った 際に 、 市から

委託を 受けた 事業 者が、 その対 象者 の情報 を事前 に登 録して いる協

力事業 者や協 力サ ポータ ーへメ ール で一斉 配信し 、早 期発見 早期保

護につなげる取り組みです （ 24時間  365日）。  

 個人 情報保 護の ため、 配信す る対 象者の 情報 を 制限 できる よう、

検討しています 。  

 

 ②対象者  

市内在 住の行 動障 がいの ある知 的障 がい者 （児） の方 や、高 次脳機

能障がい、見当識障がいなどをお持ちの方  

 

 ③開始時期  

平成 29年度（予定）  

 

 ④費用  

  無料  

 

 ⑤周知  

  Ｈ Ｐ 、 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）、警察、対象候補者（例：行動援護支給決定者）等  

 

趣旨  


