
平成28年度第４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29年２月 13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、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）「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告

（３）平成29年度及び30年度相談支援部会の方向性について

（４）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 計画相談支援の現状

議題２資料 障がい福祉に関するアンケート中間報告（概要）

議題３資料 平成29年度及び30年度相談支援部会の方向性について



11

６．議事

事務局：ただいまより、平成28年度第４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。議事録には発

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。特に個人情報にかかわる発言等につきましては、十分な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。当部会におきましては、視覚障がいのある方が委員として

参加されておりますので、ご発言の際はゆっくりお話くださるようお願いいたします。また、会議は円

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。よろしくお願いいたします。

リーダー：皆さんこんにちは。年が明けると、あっという間に年度末に向けて時がたっていくなという気がし

ているんですけれども、そのようなお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございます。今年度

最後の相談支援部会となります。

最後ということで、議題が４つありますが、４つ目の、グループスーパービジョンの報告に関しまし

ては、前回積み残した分も一緒におこないますので、ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

まず、議題の１につきましては、計画相談支援の現状ということで、事務局より説明をお願いいたし

ます。

事務局：議題１の「計画相談支援の現状」についてご説明差し上げたいと思います。

まず、29年１月末現在の進捗状況についてご報告させていただきます。

障がい福祉サービス等受給者645人いらっしゃる中で、計画案作成が645人、達成率100％を維持して

います。なお、障がい児の計画案と両方作成している方、62人と、セルフプランの方59人を含む数字と

なっております。

続きまして、障がい児の計画なんですけれども、障がい児通所支援受給者さんが375人いらっしゃる

中で、計画案作成375人、こちらも達成率100％を維持しています。こちらも、両方作成している方62人

と、セルフプランの方72人を含んだ数字となっております。

続きまして、相談支援事業所の推移なんですけれども、２月１日からリボン相談支援センター浦安と

いう新しい事業所さんが加わりまして、前回の数字より１つふえて10となっております。

続きまして、３番で、相談支援専門員の数というものを今回はお出ししております。前回の会議で、

実働している相談員さんの人数はどのくらいいるのかという質問をいただきましたので、今回まとめさ

せていただきました。市内の相談支援事業所の専門員さんの数、合計しますと、２月１日現在で32人で

す。常勤換算にしますと、21.4人になります。

リーダー：ありがとうございました。

皆さん、ご報告を受けて、ご質問ですとかご意見、ございますでしょうか。
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前回、相談支援専門員の人数はこの件数に対してどれぐらいでやっているのかという質問に対しての

お答えをいただいた部分もありましたけれども、100％達成しているということで。大丈夫そうです

か。

では、議題２に入る前に、今日、猫実地域包括支援センターが20分ぐらいで退席ということで、議題

３の来年度以降の方向性ですとか、あと、今まで参加してきた中でのご意見などを皆さんと後でご議論

させていただきたいと思うんですが、退席される前に、そのことについてご発言いただいてよろしいで

しょうか。

猫実地域包括支援センター：この部会の委員にならせていただきまして、介護保険のほうのお仕事が長いもの

ですから、なかなかその立場で障がい福祉のほうの管理者の皆様とお話する機会ですとか、また実地で

教えるというところが少ない中で、貴重なお話を伺うことができて、また、それを持ち帰って介護保険

の関係の職員のほうにもお伝えするということができたかなと思っております。

猫実地域包括支援センターにおきましては、去年の11月に相談場所をふやしているところで、浦安駅

前に支所ができております。以前、市民活動センターがあった場所なんですが、そこの１階に浦安駅前

支所ということで、相談できる場所がオープンしているのと、あと、ことしの４月には、富岡の公民館

の角のところ、富岡交番の隣に、もう既に建物が建ちましたが、富岡地域包括支援センターというセン

ターが新しくできる予定でして、市内に地域包括支援センターが４カ所整備されるということで、担当

の地区も多少変わってまいりますので、また改めて来年度、皆様にもご紹介させていただければと思っ

ております。

それから、介護保険の制度のほうが、新しい総合事業という言い方をするんですが、介護予防・日常

生活支援総合事業という、新しい事業が４月から浦安でもスタートします。そうなることに伴いまし

て、介護保険の認定を受けずとも、基本チェックリストという、一定の項目のチェックリストによる判

定だけで、介護のデイサービスですとか、ヘルパーサービスの利用ができるような形になってきます。

そういったことで、多少、皆様方の対象としておられる障がい福祉サービスの利用者の方々にも、そ

の影響、混乱を招くおそれもありますので、また機会がありましたら、来年度にそういったことも情報

提供できればと思っております。

リーダー：ありがとうございました。

やはり、今、地域包括ケアと言われている中で、高齢、障がい、区分は何でも、壁をつくらずに、包

括的にやっていきましょうという方向性の中では、猫実地域包括支援センターのいろんなご発言は、私

たち障がい分野の相談をやっている人たちにとっても、とても有益だったんじゃないかなと思います

し、こうやって相談支援部会で、いろんな情報が交換できることや、意見交換できることはよかったな

と思っています。

では、第３の議題にご意見いただいたということにさせていただきます。１番の議題は、また後ほど

質問があればしていただければと思います。

続きまして、２番の議題です。障がい福祉に関するアンケート、それの結果の中間報告を事務局から

ご報告いただきます。よろしくお願いします。
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事務局：議題２資料という資料について、ご説明させていただきます。議題２資料をごらんください。

障がい福祉に関するアンケート調査の概要ということなんですけれども、この相談支援部会、協議会

及び各部会のほうでもさまざまにご意見いただいてつくりました、障がい福祉に関するアンケートを10

月におこないまして、回収が終わりましたので、その結果についてのご報告です。アンケートの集計結

果につきましては、まだ委託事業者から上がってきていないため、今回は回収状況と回収のみのご報告

とさせていただきます。

まず、１番、調査の目的としましては、平成30年度から32年度に市が取り組むべき障がい福祉施策の

基本的方向性を定める「浦安市障がい者福祉計画」の策定に当たりまして、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て、障がいのある方の

生活の状況やご意見、お考え等を伺うことを目的に、調査を実施したものです。

２番、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

手帳を持っている方、また難病等の診断を受けている方、そのほか手帳を持っていなかったり、難病の

診断を受けていないという方で、福祉サービスの利用の認定を受けている方が対象となっていました。

３番としまして、調査期間としては、平成28年10月１日から平成28年10月28日の１カ月間調査を行い

ました。

４番、調査方法としまして、郵送でお送りしまして、返信用封筒に入れて返していただくという形に

なりました。そのほか、窓口にお持ちいただいた方については、職員と一緒に読みながら書いていただ

いたという方もたくさんいらっしゃいました。

５番の回収状況を読み上げさせていただきます。

まず、身体障がい者の方については、配布数が2,898、回収数が1,465、回収率は50.6％になっていま

す。

次に、知的障がい者の方につきましては、配布数が593、回収数が299、回収率が50.4％となっていま

す。

次に、精神障がい者の方につきましては、配布数が725、回収数が307、回収率は42.3％となっていま

す。

次に、難病の診断を受けている方につきましては、配布数は758、回収数が309、回収率が40.8％とな

っています。

最後に、そのほか福祉サービスを受けている方につきましては、配布数が189、回収数が79、回収率

が41.8％になっておりまして、合計で配布数が5,163、回収数が2,459、回収率が47.6％という結果にな

りました。

リーダー：ありがとうございます。

では、この点に関しまして、ご意見、ご質問、ある方はいらっしゃいますか。どうぞ。

事務局：すみません、１点。今、こちらの概要のほうは、集計結果のほうが全く入っておりませんので、最終

的に３月末までにアンケートを調査結果報告書というものを作成する予定になっておりますので、委員

の皆様には、その結果のほうをご郵送して報告させていただければと考えておりますので、よろしくお
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願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。

これは、障がい者福祉計画をつくるときの基礎資料ということなので、来年度から始まるんでしょう

か。

事務局：そうですね。来年度が策定年度になりますので、その際の基礎資料になります。

リーダー：それを３月末までに集計したものを、今の委員さんにも配付していただけるということですね。あ

りがとうございます。

ほかに何か、ご質問とかございますか。

では、大丈夫そうでしたら、第３番目の議題に移りたいと思います。

平成29年度及び30年度の相談支援部会の方向性についてということになりますが、まずは事務局から

説明をいただいた後に、皆さんのご意見いただきたいと思います。事務局、お願いいたします。

事務局：議題３の説明をしたいと思います。議題３資料、平成29年度及び30年度相談支援部会の方向性につい

てという資料をお出しください。

まず、皆さんご存じかとは思いますが、現在の自立支援協議会の組織の形などを確認させていただき

まして、最後のほうに、次年度以降の議題案を出させていただいていますので、それを踏まえて、最後

にご意見をいただければと思います。

それでは、資料に入っていきます。

１ページ目の一番最初なんですが、組織についてですが、自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた

委員で構成し、また５つの部会を置いています。自立支援協議会は、いずれかの部会に所属することに

なっています。

２番の合同部会なんですけれども、合同部会は、部会間の活動報告を行います。

４番のところ、開催回数については、自立支援協議会が年６回、部会が４回、合同部会が２回、開催

してきました。

２ページ目に進みまして、各部会の目的、議題が、そこに記載されています。

相談支援部会なんですけれども、相談支援の充実と相談支援事業所の連携を図ることを目的としてい

まして、サービス等利用計画等の質の向上に関する事項、あと相談支援事業の充実に関する事項、こち

らを主な議題としています。

続きまして、３ページ目の真ん中、７のところなんですけれども、来年度以降の議題案をお出しして

います。

サービス等利用計画等の質の向上に関する事項のところなんですけれども、28年度は、サービス等利

用計画の評価についてということで、検討してきましたが、評価という言葉が、何か計画に成績をつけ

られるようだというようなご意見を多くいただいていましたので、あまり皆さんが構えないように、質

を高める方法についてというような言葉にしてみました。

そのほかなんですが、基幹相談支援センターの事業についての報告ですとか、あと来年度は、計画の

策定の年になりますので、計画についてご意見をいただくことになる予定です。
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今回で、このメンバーといいますか、皆さんが委員をやってくださる会議は最後となりますので、次

年度以降の委員さんに引き継ぎたい議題についてなど、ご意見を本日はいただきたいと思います。

私のほうからの説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

今年度まで２年間やってきた議題については、皆さんご承知のとおりかと思いますので、今の事務局

がつくってくださった、これから２年間の議題案を踏まえて、これに対してのご意見、それから今まで

２年間やってきて、こうだったから、先はこんなふうにつなげたいとか、次の委員さんたちにはこんな

ふうなことをやってほしいということを、先ほどの猫実地域包括支援センターのようにお一人お一人お

話ししていただきたいと思います。

いちょうの会：私どもの会は、精神のほうの当事者を抱えております家族会なんです。ですけれども、ほかの

会と違って活発さがないことが気になっております。ただ、皆さんのこういう中へ、私も出させていた

だきまして、会のほうに行ったときに、こういう話が出ているから、皆さんもそれに沿って、手を差し

伸べていただいたら、素直に受けるといいわねなんて、ふだんお話ししているんですけれども、なかな

か親のほうが、それに乗らないところがちょっと気になっているんですね。

会を開いても、高齢者が多くなってきておりますし、また70前後ぐらいまでの方ですと、お仕事持っ

ていらっしゃるので、なかなか家族会に出てみんなと話をする機会が持てないので、お便りだけという

形になっておりまして、私も自分だけ一人空回りしているような気もしておりますので、それが皆さん

の会と違うかなと思っております。

リーダー：来年度以降は、何かご希望ありますか。この部会にこんな議題を取り上げてほしいなとか。

いちょうの会：結局、自分の家の当事者をよそにしてお話するのが、皆さん躊躇しているんですね。ですので

、せっかく周りから手を差し伸べていただいているのだから、自分たちも何かお願いしたいことを言わ

ないとだめよということを話し、それじゃ、この会なしにしちゃうおうかというと、やっぱり親同士わ

かり合えるところで、愚痴みたいになっちゃうんですけれども、そういう話ができる場所がやっぱり欲

しいということで、何となく小さい会ですけれども、続けております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：視覚障がい者の会としましては、正直に言いまして、いろいろ、一人

じゃ動けないもので、ヘルパーさんをお願いするということで、実質的には依頼者が利用料を支払い、

食事とかそういうのも全部払っているというような現状なんですね。

それで、会に出席するのにも、交通費というんですか、ヘルパーさんの分も負担しているということ

なもので、人数も正直言いまして、例会を開いているんですけれども、出席が50％前後というのが現状

なんです。

それと、あともう１つ、マッサージをお願いしているんですけれども、やはり受け付けというのがい

ないものですから、２人、今やっておられるんですけれども、１日の来客数がゼロでしたというような

ことなんですね。

今、会長を通じまして、Ｕセンターのほうにマッサージ室をお願いしているんですけれども、ぜひこ

れは実現させていただきたい。営業能力といいますか、読めないし、それから一人の方は、言葉も耳も
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不自由だということなので、自分で営業するということができないというのが現状なんです。その辺を

ご理解いただきまして、今、Ｕセンターのほうにマッサージ室をお願いしているので、ぜひ、皆様のお

力をお借りして、ご協力を承りたいというふうにお願いしたいと思っております。

浦安市身体障害者福祉会：うちの会は、老齢化がものすごくなって、とにかく若い会員が入ってこないという

のが現状。それと同時に、大体、親睦旅行的な活動を主にしているものですから、それに参加する人と

いうのは、大体決まっちゃっているということです。

それと、もう１つ、最近デイサービスがあちこちにできているので、そのデイサービスの中で、活動

をいろいろやっていらっしゃると思うので、強いて会に入らなくてもいいよというような感覚の方が多

いんじゃないかと思うんですね。例えば、イチゴ狩りを計画しましても、今まで行った人たちが結構多

く参加してくれるんですが、新しい人たちは、デイサービスのほうで行くからいいよとか、別のグルー

プで行くからいいよという動きが多いですね。

ですから、今、正会員が60数名くらいで、かなり減ってきました。一時は、80人、100人ぐらいいた

会員なんですが、今現在は、正会員は62、3人です。それと、賛助会員という方が10名いるかなという

感じなので、それもだんだんだんだん減ってくる傾向がある。要するに、高齢化して動けなくなったか

らやめる。それから、動けないからやめる、そういう感じの人が多くなってきている、今の福祉会の現

状です。

ですから、とにかく相談というのがないんですよね。いろいろ集まっても、何かありますか、困った

ことがありますというのではなくて、どんなことでもいいから、集まった機会に皆さんとやっていく、

というのがないんですよ。

ですから、別に相談的なことがないということは、皆さん満足しているのかな。デイサービスのいろ

いろな話題というのが、その人たちの間であるようですけれども、デイサービスなんかも結構変わっ

て、こっち行ったり、あっち行ったりという人が結構いますよね。

それから、今人気なのが、当代島のみずうみ村ですか。あそこがものすごく人気がありますよね。と

いうことは、要するに、玄関から玄関まで送り迎えというのが、最大の条件なんですよね。朝、車で迎

えに来てもらって、帰りにはちゃんと玄関先、本当に部屋の戸口までちゃんと送ってくれる。それが、

やっぱり障がいを持っている方というのは、やっぱり車椅子にも何にしても、一番ありがたいという

か、そういう状況なので、今現在、福祉会には60数人いるけれども、ほとんどどこかのデイサービスに

は行っていると思います。

ですから、いろいろな情報なんかもそっちのほうから入ってくるほうが多いような感じがしますよ

ね。今、福祉会としては、高齢化障がい者団体みたいな感じの現状です。

一応、相談支援的なことは、相談員が３人おりますけれども、一人一人聞いても相談事項がないとい

う感じで、ですから、今の現状としては、福祉会は衰退するんじゃないかなと思われる現状です。

浦安手をつなぐ親の会：それなりに活動してはいるんですけれども、今あったように、こういう会のメンバー

がちょっと減少気味というか、頭打ちで、その１つには、活動するのに時間が割けないという。

それで、例えばやめるという理由としては、直接には言いませんけれども、役員ができないのでとい
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うのはあります。

ただ、そうはいっても、実際に問題点が異なる、高齢化に伴うというのは、例えば、後見人制度の問

題とかいろいろあるので、そういう意味では、それぞれのメンバーの中で、これまで全部出ていますの

で、情報その他は、交換なり情報提供していて、それなりの活動をしているので、せっかくいろんな制

度をつくっているので、それを生かすための方策として、今のところ、何でもいいですよとは言ってま

せんけどね、そういうふうに、その会員のメンバーに、なるべく情報提供し、また答えられるような形

を努力していきたいと思っています。

ＮＰＯ法人千楽：取り上げていただきたい議題と言えるほどのものではないかもしれないんですけれども、

やはり、実際に３ページに上げていただいた、サービス等利用計画の質を高める方法というところ

で、実際に取り組まれている方法といいますか、もしあるようであれば、そういうものを出していた

だいたり、あとは、支援を実際に利用してみて、利用されている方々が、それをどう感じられている

かというところを、聞ける範囲で聞かせていただいたりとかというところを、もし取り上げていただ

けると、何かの参考になってくのではないかなというふうに感じました。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：私のほうからも、議題案にあります質を高める方法ということで、評価として出

されているものをどうチェックリストとして、日々使えるもの、専門員さんが使えるものとしてつくっ

ていくか。それには、やはり利用者さんがどう思っていらっしゃるか。あとは、ほかの事業所さんもそ

れと同じ形で使えるのか、いろんな視点から質を高める方法というのを多面的に見て、皆さんがよりよ

く、そして使いやすいものをつくっていけたらなというふうに思います。

そのほか、議題案にあるもので、引き続きお話できればなと思っています。個人的には、障がい者福

祉計画というところ、今回アンケートをもってまた計画立てていくということなので、そこの落とし込

みの手順だったり、その辺を見ていきたいなと思いました。

エメラルドサポート株式会社：２年間、質の向上という形で進めて来られた中で、やっぱり相談員の個々の勉

強が必要なのかなと、いつも感じていました。

ここの会に出て、当事者の会が各担当の方も来ていただいている中で、精神の方で家族から相談を受

けたりというところを、精神の当事者のほうにつなげていけることも可能だったなというのも知ること

ができたので、今後利用していけたらと思っています。

やっぱり利用者さんの意見というのは大切だと思うので、利用者さんの意見も聞きながら、質の向上

につなげていけたらいいのかなということを感じました。

また、今後もそれを利用者さんの意見を生かして、質の向上につなげていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

社会福祉法人敬心福祉会：部会の中で来年度というところで、ここに上がっている目的と、主な議題というこ

とはあるんですけれども、相談員の数をふやしていくにはどうしたらいいのかなということは、ここで

話すことではないのかなと思いますけれども、最初に出た議題１の資料の相談員の常勤換算の数と、障

がい福祉サービス、あと障がい児通所支援を利用している方の人数で、何年後かには、基幹さんの5.6

が減るんだな、そうすると、１人頭60人近いんだなというところのことがとても気になっていて、利用
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者さんたちが、今たくさん困難さを抱えて、サービスとか何か支援の方法がないかということを考えて

おられる方もいれば、今は落ち着いているという方もいて、でも先ほどから高齢化というお話し出てき

ているとおり、これからどんどん、今落ち着いているというように見えている方も、たくさん考えてい

かなければいけないことがふえていく中で、今のこの人数の中でどうやっていくんだろうかということ

がとても疑問で、もちろん丁寧にやっていきたいし、質の向上ということも求めていきたいですし、充

実させていきたいですし、利用者さんの人生を豊かなものにということで考えていきたいことと、ちょ

っと相反してくるのかなということがとても気になったので、質の向上とか充実ということと同じよう

に、相談員の人数を確保していくということも考えていけたらいいのかなというふうに思いました。

ＮＰＯ法人タオ：私も、いつもマイクを持ってしゃべるときに、毎回ほとんど同じことをしゃべっているかも

しれませんけれども、私自身は、仕事が直接、計画相談を立てたりとか、かかわることはありませんけ

れども、ただやはり、就職していても何らかの福祉サービスを利用されている方とか、Ａ型事業所を利

用されている方というのは、計画相談等が入ってきますので、そういった方と各事業所さんとの連携と

いうのはほぼ同じように連携しているのかなというところはありますけれども、本当にこの会に参加さ

せていただいていて、すごく有意義なところもあったかなと思っています。

私自身は、仕事柄、就職の相談に来られて、そこがＡ型事業所だった。相談に来られた方というの

は、いち早くすぐ仕事がしたいんだという方がやはり多いですので、そうなってくると、市役所のほう

に行って計画相談の話をする。なかなか事業所があいていないというか、１週、２週間、例えば１カ月

ぐらいかかってしまうと言われると、やはりそうなってくると、その方は、まずはセルフプランでとい

うふうになってきてしまうと思うので、もちろん、そのスタート段階はそれでも大丈夫かなと思うんで

すが、やはり仕事をし始めて、いろいろと経過してくると、生活面のほうでも多大な課題が出てきて、

会社側からすると、やっぱり生活面が安定していないと仕事も安定しない。これ、どちらでも言えるん

ですけれども、なので、そうなってくると、やはり計画相談といいますか、担当者の方が必要になって

くるのかな。

今現在も、現在進行形で、いろいろなところにちょっとお願いしたりとか、調整している最中ではあ

るんですけれども、先ほど社会福祉法人敬心福祉会もおっしゃっていましたけれども、やはり質の向上

と、人の心というか何かコミュニケーションとれるような相談員さんでいて、もっとスムーズになるの

かなと思いますので、私はちょっと違う角度から、相談員さんと一緒につくり上げていければいいのか

なと思っております。

リーダー：ありがとうございます。

確かに、相談事業所につなぐけれども、そこで時間がかかってしまったりとかということもあるんで

すね。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：実務者会議との連携という形で、これで丸４年たったと思うんですけれ

ども、当初の出発当時から比べると、この２年間というのは、非常に実務者会議自体が充実してきてい

て、前回の相談支援部会の中で、実務者会議のほうからいろんなご意見をたくさん出ていましたよね。

その辺のところを、実際にこの相談支援部会の中で一緒に考えていかなければいけないような課題が
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出てくるんじゃないか。そういうところでの実務者会議と連携して一緒に回っていく形で、この相談支

援部会が動いていけばいいかなと思っております。

それに関連して、実務者会議のメンバーの相談支援専門員の方が、この相談支援部会の中で委員とし

て実際にまた意見を言っていただくのも、非常に大事なことではあるんですけれども、もう一方、さっ

き社会福祉法人敬心福祉会もおっしゃっていたように、その事業所を代表する方、運営する方というか

代表する方が、この会議の中に一緒に、今いらっしゃらなくなっているんですよね。

ですから、事業所の代表の方が、一緒に現場の方と、それから事業所の代表の方、それからそのほか

家族会も含めて当事者の会だとか、それぞれの専門の機関の方たちと一緒になって事業所の方の代表の

方たちも一緒に、この会議の中に参加されるような形になってくださると、この相談支援部会の意味

も、またあるんじゃないかな。そんなふうにして感じております。

リーダー：ありがとうございます。

いわゆる、大きな決定というか、そういう、例えば人の配置とか予算とかという経営的な側面が理解

できるというか、一緒に議論ができる事業所の代表だったり、そういうしかるべきポジションの方と、

あとは現場がよくわかっている皆さんと、もちろん当事者の方ですとか、相談事業所ではないけれど

も、いろんな形で相談にかかわっている今のようなメンバーとというお話と、あとは、実務者会議との

連携というのもですかね。ありがとうございます。

中核地域生活支援センターがじゅまる：私のほうも、質を高める方法についてということと、あと社会福祉法

人敬心福祉会がおっしゃっていたように、相談員の人数の確保というか、将来的なことを考えて、現状

としては100％というような形になると思うんですけれども、今後もまたふえてきたりですとか、あ

と、皆さん、今は成人期でいられるけれども、やっぱりご高齢になられたりというふうなところもある

と思うので、そこのところを人数のほうも踏まえて、計画相談のほうも、この将来のことというふうな

ところを考えていかなければいけないと思うので、それに沿って取り切れるように動いていくというの

が相談支援員だと思うで、人の確保というのは必要になるかなと考えて、今からでも考えていく必要が

あるのかなと思いました。

それに伴って、介護給付費等の支給に関する審査会もおっしゃっていたように、代表の方というか、

市川の相談部会のほうでも、基本的に計画をつくる方々がいらっしゃるんですけれども、やはり計画を

つくっている方というよりかは、代表の方が、皆さんやっぱり人がいないと言うんですけれども、代表

の方に相談のあり方とかを考えていただかないと、なかなか人がふえないんじゃないかというふうなと

ころに行きついていまして、やっぱり相談が大事だというのは、皆さん代表の方もわかっていらっしゃ

るとは思うんですけれども、実際に大変だというふうなところも、こういった自立支援協議会ですと

か、相談部会とかそういったところで、現状とかをちょっと話して、ではどうすれば人がふえるのかと

いうのは、一緒に考えていただければなと思いました。

あとは、私のほうで、いろいろ多分、相談支援事業所って、資源を使っていかなきゃいけないと思

う、資源を知らなければいけないと思いますので、いろいろな新たな資源ができた場合に、例えば、地

域生活拠点事業ですとか、そういったのがどういうふうに浦安で相談支援専門員さんたちが使っていけ



1010

ばいいのか、実際にどういうふうなところで活用が必要なのかというふうなところは、拠点事業だけで

はないんですけれども、そういうものも含めていろいろなところをどういうふうに活用しているのか、

活用していけばいいのかというのを、みんなで共有できたりとか、報告会も踏まえて、事例の中でもそ

れを交えた事案が出ていけば、皆さんも共有して、こういったところがあるので使ってみようというふ

うな形に考えていければいいのかなというふうに思いました。

リーダー：ありがとうございます。

たしか、自立支援協議会で、メンバーは、各法人にお手紙を出して推薦をしてもらうから、代表とか

そうじゃない人というようなお知らせは、事務局からはできないんですみたいなお答えが、自立支援協

議会でもありましたね。

そこら辺は、今日は皆さんのご意見を伺ってということでよろしいですか。もし、もう決定だという

のであれば、皆さんにお伝えしていただいたほうが、わかりやすくていいかなと。

事務局：各部会の委員さんにつきましては、事業所さん、団体さんのほうに推薦をお願いしているということ

で、代表者の方お願いしますとか、相談員の方お願いしますということは、ちょっとこちらのほうでは

指定することはできないんですけれども、今のご意見伺いまして、こちらでも募集の仕方といいます

か、そういったものを検討させていただければと思います。

リーダー：ということだそうなので、後ほど、またもう一回お話、まとめをさせていただきますけれども、そ

ういう事情もあるということのようです。

こども発達センター：社会福祉法人敬心福祉会がおっしゃったように、数いう形に、ちょっと私も落ち着いて

いるというところです。この時期、相談支援事業所として、かなり新規の受け入れという点では、うち

も絡んではいるんですが、ちょっと心苦しい感じで、なかなか新しく４月から使いたいという方、どう

いうふうに、どこで立てるかというところで、ちょっと悩むところでもあります。

その最前線というか、先方でうちからお願いしたりとか、すみません、ほか当たってくださいとい

う、現実で、ちょっと私からは心苦しいところがいっぱいあるんですが、やはりそういう現実を見てい

ると、今日専門相談員の数の常勤換算でも出ていましたけれども、一体、一人の相談員がどれぐらい持

てるのかなというところも、今、障がいのほうでは明確ではないので、介護保険で大体40人ぐらいとか

と言われている中で、その中で、こうやってふえていくといったときに、相談員が、一体私はどこまで

立てればいいんだという思いの中で受け入れていかなきゃいけないというところがあるので、このあた

り、市というかこの部会の中である程度、浦安はこれぐらい一人の相談員が持つぐらいがいいんじゃな

いだろうかとか、平均的にこれぐらいは持つか、これ以上だったらちょっと一人の相談員きついんじゃ

ないのというふうな、そういうところを出していただけるようになれば、各相談員も、じゃ、私、ここ

までは頑張ってみようかしらというところでのラインができるのかなという思いもあります。

そうでないと、受け続けるだけかというところにもなるし、お話もありましたように、今後、全体的

に立てる人数がふえていくといったときに、すぐには相談員がふえなければ、やはり一人の負担という

のは大きくなる。それを回避するためにも、１人当たり、最大これぐらいにしようよという、指針みた

いなものがあればいいのかなと思うところです。
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やっている中で、ちょっとそのあたりどうしても数に流されてしまうというのもあるので、ここまで

動けるのかなとか、自分はどこまで動けばいいのかなと考える上では、そういうふうにしていただきた

いなという思いがあります。

あとは、基幹相談センターさんのほうに、来年度以降、いろいろと中核となってもらうという意味で

は、困難ケースとか、そういったところもどんどん受け入れていただく中で、情報のバックですね、各

専門員が困っているときの指導という形での動きというのを、私はちょっと期待していきたいと思って

います。

社会福祉法人サンワーク：今、皆さんのお話を伺っていて、本当に事業所とか人をふやすとか質の向上という

のは、まさに前に実務者会議でも出たんですけれども、市川でやっていた経験からすると、研修とかが

すごくいい効果があったんですね。研修の中で、相談支援事業はこういうものですよというのをやる

と、何かうちもやろうかなみたいなのが出てきたり、やっぱり研修をやることによって、グループワー

クをやったりとかがあるので、質というか自分がこう思っていた計画は、こうなのかなみたいなのがあ

るので、研修やりたいなとは思いました。

あとは、実務者会議は、私も何回か出たんですけれども、皆さんとても熱心で、あそこを充実させる

と、そこから議題も上がってきて相談支援部会も充実するし、前回の実務者会議では、質の向上という

のを怖いと言いながらも、怖いというんじゃなくて大事だよねという感じは、皆さん確実に持っていら

っしゃるので、やっぱり実務者会議を充実させていくことも大事なのかなというふうには思いました。

リーダー：ありがとうございます。

ここまでの皆さんの意見を伺って、そうだ、これも言おうと思ったとか、あとは、そのことについて

質問したいとかということはございますか。大丈夫でしょうか。

先ほど、相談員の数の話がありました。それから、やはり経営的な立場にいる人がいたほうがいいん

じゃないかという話もありまして、１つは、私の法人では相談事業を２つやっているんですけれども、

１つはふありという、いわゆる委託とかではない相談と、基幹相談センターなんですね。

例えば、今のこども発達センターも、それから社会福祉法人敬心福祉会も委託とか指定管理とか直営

とかで、経営的な背景がない中でも、件数の問題とか、もうこれ以上無理なんじゃないというような、

質を落としたくないというご意見が出るんだなというのは、それは相談員として当然の話なんだと思い

ます。

一方、その経営といったときにも、去年随分ヒアリングしていただきましたけれども、では、いろん

な事業所がどんどん相談事業所に手を挙げてくるかというと、それはそれで割と経営的には難しいとこ

ろがあるのかなということにおいて言えば、実務者の方と、経営に携わる人が一緒に議論できる場とい

うのがないなというのは、私も感じました。

それから、基幹相談の今の困難ケースの話なんですけれども、きっと基幹が、うちの受託法人なので

ちょっと申し上げますと、ＰＲがうまくないのかもしれないんですけれども、大分いろんな困難ケース

を後ろでバックアップして、計画相談に対しても、直接基幹が持つのではなく、相談事業所さんの持っ

ているものにバックアップをさせていただいていますので、どうぞご利用いただければと思っていま
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す。計画相談はこっちに移行するということではなくて、皆さんをバックアップさせていただくという

形で、やらせていただいていると思います。

今までの話の中で、もう１つ補足させていただくと、評価の仕組みというところを、今回事務局のほ

うでいろいろ酌んでいただいて、質を高める方法というふうに言っていただきました。それで、皆さん

もそれは異論がないところだと思いますけれども、評価の仕組みについては、皆さんからの宿題が出て

おりまして、今後、実務者会議のほうで、それを研修という形になるかもしれませんけれども、お伝え

するというふうになっていますので、それは次年度の方たちに引き継いでいければなというふうに思い

ます。

では、議題案としましては、ここにあるものとか、あとは相談員さんたちをどうふやしていくとかと

か、できればメンバーの構成を少し考えていただきたいとかということのご意見、それから社会福祉法

人敬心福祉会じゃなかったでしたか、実務者会議から出た課題が、ちゃんとここに上がって、ここから

自立支援協議会に解決してほしいみたいなことをおっしゃってくださったのは。

社会福祉法人敬心福祉会：今年度だったか、実務者会議で幾つも地域課題が出てきて、それをここで報告をし

て、特にこういうふうに解決をしましょうとか、こういう形で解決をしましたとか、そういった返って

くるものがなかったということで、一度、ここの場でそういったことをお話ししたことがあります。

今、私も来年度のというところで、その話を、思い出してはいたんですけれども、この主な議題の相

談支援事業の充実に関して、充実で全部落とし込まれているのかなと、ちょっと思って、そこは特に申

し上げなかったところではあるのですが、今改めてお話をさせていただくのであれば、実務者会議で出

た課題、毎回１つでなくて幾つか課題が上がってくるので、ここで皆さんにお伝えをしつつ、では今回

は１つこれを何かの形で次につなげていこうという話し合いの場になるとよいなとは思っています。

リーダー：ありがとうございます。

そういった問題を解決していくというのは相談員の仕事でもありますし、大事なことかなと思いまし

た。ありがとうございました。

では、ほかに大丈夫でしょうか。

では、３つの議題が終わりましたので、４つ目の議題ですが、ここからは個人情報を取り扱うため、

非公開といたします。

本当に冒頭に申し上げたとおり、２年間、メンバーの皆様と一緒にやっていただいて、本当にありが

とうございました。今回でこのメンバーは解散となりますけれども、今後も福祉の充実と安定に向け

て、ご協力お願いできればと思っています。本当に２年間お疲れさまでした。ありがとうございます。



平成 29 年２月 13 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４回）次第

１．開会

２．議題

（１）計画相談の現状

（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 年度及び 30 年度相談支援部会の方向性について

（４）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２９年 1 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 ６４５人

サービス等利用計画案作成（＊） ６４５人

達成率 １００．０％

＊障害児通所支援の計画案と両方作成している方６２人とセルフプランの方５９人を含む

＊介護保険対象者は、４３人

（２）障害児通所支援

障害児通所支援受給者 ３７５人

障害児支援利用計画案作成（＊） ３７５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６２人とセルフプランの方７２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 10※

※平成２８年度は、平成 29 年２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。

３．市内指定特定相談支援事業所の相談支援専門員の数（平成 29 年２月１日現在）

相談支援専門員数 常勤換算人数

浦安市ソーシャルサポートセンター ６ 1.8

浦安市障がい者福祉センター ３ ３

浦安市こども発達センター ２ 1.8

エメラルドサポート障がい者（児）相談支援センター ５ 3.2

こころとことばの教室こっこ ３ 2.2

相談支援事業所ふあり ２ 1.4

ちらく相談支援事業所 4 1.4

リボン相談支援センター浦安 １ 1

基幹相談支援センター ６ 5.6

合計 3２ 21.4





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



1

議題３資料

平成 29 年度及び 30 年度相談支援部会の方向性について

１ 組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収

するため、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等

を務める。

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 プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するための

プロジェクト会議（仮称）を招集する。

４ 開催回数

自立支援協議会 年６回 部会 年４回

合同部会 年２回 プロジェクト会議 適宜

５ 会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。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。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

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。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名

前、性別を掲載した名簿を公開する。

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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６ 自立支援協議会及び各部会の目的・主な議題

（１）自立支援協議会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

（２）権利擁護部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

（３）こども部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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

（４）相談支援部会

①目的とおもな議題

目 的：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。

主な議題：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

（５）地域生活支援部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：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
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（６）本人部会

①目的と主な議題

目 的：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。

主な議題：情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

（７）合同部会

①目的と主な議題

目 的：部会間の情報交換を行い、連携を図る。

主な議題：各部会の活動報告

基幹相談支援センターの実績報告

７ 平成 29・30 年度の議題案

主な課題 議題案

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質を高める方法につ

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事業報告について

○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

その他相談支援に関する事項 ○「障がい者福祉計画」について


