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平成29年度第１回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 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６月８日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

社会福祉法人なゆた（リーダー）、社会福祉法人敬心福祉会（サブリーダー）、和洋女子大学

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会

浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ

ＮＰＯ法人タオ、株式会社ダイム、ＮＰＯ法人あいらんど、ＮＰＯ法人フレンズ

社会福祉法人サンワーク、株式会社Ａ.ver、社会福祉法人市川レンコンの会

障害者就業・生活支援センターいちされん、順天堂大学医学部附属浦安病院、健康福祉部（部長）

４．議題

（１）平成29年度地域生活支援部会について

（２）平成28年度就労支援センター実績及び福祉事業体の活動報告

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）その他

５．資料

（１）議題１資料（１）平成29年度・30年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

（２）議題１資料（２）自立支援協議会の議題について

（３）議題１資料（３）平成29年度自立支援協議会スケジュール

（４）議題２資料（１）平成28年度 就労支援センター実績報告

（５）議題２資料（２）浦安福祉事業体活動報告

（６）議題３資料（１）計画の概要と計画策定スケジュールについて
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（７）議題３資料（２）障害者基本計画及び第５期障害福祉計画に係る基本方針について

（８）議題３資料（３）市の現状について
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６．議事

事務局：それでは、定刻となりましたので、ただいまより平成 29 年度第１回浦安市自立支援協議会地域生活

支援部会を開催いたします。

会議に入る前に、ここで委員の皆様のご紹介に移りたいと思います。なお、本部会については、リー

ダー、サブリーダーについて、既にお願いをした方お２人に前においでいただいております。リーダー

は、社会福祉法人なゆた、それから、サブリーダーは、社会福祉法人敬心会にお願いしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。

それでは、新しい委員の方もおいでになりますので、自己紹介の形で皆さんのご紹介をお願いしたい

と思います。まず初めに、リーダー、サブリーダー、その後、和洋女子大学、いちょうの会という形で

着席順でお願いしたいと思います。では、よろしくお願いいたします。

リーダー：皆さん、こんにちは。今回地域生活支援部会のリーダーをさせていただくことになりました社会福

祉法人なゆたと申します。まだまだ私自身も勉強不足で未熟なところもたくさんありますが、委員の皆

様の活発な意見を引き出しながら、障がいを持たれた方が地域生活がよりよいものになっていくように

頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

サブリーダー：社会福祉法人敬心福祉会、浦安市障がい者福祉センターに勤めています。よろしくお願いいた

します。

私は障がい者福祉センターで主に就労支援を十数年やっているんですけれども、まだまだわからない

ことがたくさんあったりとか、こういう場はそんなになれていないのにサブリーダーというのを仰せつ

かって、まずは皆さんのいろんな意見を伺いながら勉強させていただきたいなと思うんですけれども、

貴重な年に４回しかないということなので、その中でどういうふうに、何を決めていくかというのが結

構毎年難しいというような話になると思うんですけれども、それを皆さん多分１年という形ではなくて、

何年か続けられていくということだと思うので、そういう単位で何かどんなことをしていけるかという

のを一緒に考えて、何か具体的なものがやっていけたらいいなというふうに思っておりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

和洋女子大学：皆さん、こんにちは。和洋女子大学と申します。この協議会においては会長も仰せつかってお

ります。今は和洋女子大学ですけれども、厚生労働省におりました経験も生かせればなというふうに思

っております。どうぞよろしくお願いいたします。

いちょうの会：いちょうの会と申します。私どものほうは、精神的障がい、特に統合失調症を抱えている当事

者の親の会であります。どうぞよろしくお願いいたします。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会と申します。当事者側の思いとか意見などをこの場で伝えていければい

いなと思っています。よろしくお願いします。

浦安市身体障害者福祉会：浦安市身体障害者福祉会です。私どもの会は、身体に障がいがあるどっちかという

と肢体を主に障がいを持っている方の、今現在は障がい老人会みたいな感じで皆さん年とっちゃってだ
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んだん動かなくなって脱退したいなという人が多くなっている会なんですが、私も前回までは相談支援

部会のほうに入っていたんですが、今回から一応地域相談のほうへ移ってくださいということでそうい

う形をとりましたけれども、皆さん方と顔見知りの方も何人かいらっしゃいますけれども、一応これか

らも地域支援とか、それから障がい者就労支援、それからグループホームといろいろな面で皆さんの立

場で意見交換をしたいと思っております。

浦安手をつなぐ親の会：浦安手をつなぐ親の会です。障がいを持つ子の親として今あるサービスのどこが使い

にくいのかとか、今後どのようなことがあれば親亡き後も子どもが生活していけるのかということをい

ろいろ考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょです。今回私はこの会に参

加するのは初めてなので、ちょっと右も左もよくわからないんですが、親の立場として意見が言えるよ

うであれば発言できたらなと思っています。よろしくお願いします。

ＮＰＯ法人タオ：ＮＰＯ法人タオです。就労支援事業所ではございますけれども、日中一時ですとかグループ

ホームですとか、そういうほうもやっております。私は、ふだんは千鳥のワークステーションのほうに

いて、就労支援のほうに特化しております。こちらでたしか福祉事業体が発足して２年になると思うん

ですけれども、うちの利用者さんとは限らず皆さん、障がいを持たれた方の働く場の確保というところ

をちょっと重点的に私は力を入れてやっていけたらなと思っております。よろしくお願いします。

株式会社ダイム：株式会社ダイムと申します。私ども、介護タクシーがメインなんですけれども、浦安市の移

動支援の事業所の中で、恐らく浦安市に本部がある移動支援の事業所の中で唯一車を持っている事業所

でございます。地域生活支援部会は随分長くいさせていただいているんですけれども、社会資源として

介護タクシーが少ない制度で、船橋、市川、江戸川、松戸、千葉、随分テリトリーとしてはあるんです

が、ほかの自治体と比べて浦安市がここはいいなと思うところとか、ここはもうちょっと違うなと思う

というところもあるので、そういったところからまたいろんな話をさせていただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブといいます。よろしくお願いし

ます。視覚障がい者というのはなかなか皆さん理解をしてもらうのが難しいので、ちょっとそういうこ

とをお伝えしながら生活とか仕事の問題とか。視覚障がいがどういうふうに困っているのかなという、

それをちょっと皆さんに共有したいと思います。よろしくお願いします。

ＮＰＯ法人あいらんど：ＮＰＯ法人あいらんどでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

地域支援部会は何年もさせていただいて、同じ顔触れで申しわけございません。非常に地域に密着し

て地域で生きていく、利用者さんと障がいのある人たちというところで、地域支援部会の担う責任は非

常に大きいと思います。ぜひぜひたくさんの議題を投げかけて、皆さんでいろんなことを共有していい

結果が出せたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人フレンズ：ＮＰＯ法人フレンズです。私たちの法人は、グループホームですとか、あと就労支援な

どを主にやっています。主に飲食店が多いですけれども、それで、私はこれで２年目だと思うんですけ
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れども、いろいろ勉強になりますので、皆さんの意見を聞いて今後の就労支援に役立てていきたいと思

っています。よろしくお願いします。

社会福祉法人サンワーク：社会福祉法人サンワーク、浦安市ソーシャルサポートセンターと申します。今年度

より地域生活支援部会に参加させていただくことになりました。ソーシャルサポートセンターは精神障

がいの方の地域活動支援センターと、あと主に相談支援業務を行っております。浦安市の社会資源とか、

まだまだわからないところがいっぱいあるので、こちらで勉強させていただければと思います。よろし

くお願いします。

株式会社Ａ.ver：株式会社Ａ.ver、就労移行支援事業所リバーサル浦安と申します。初めてなのでとても緊張

しているんですけれども、うちは株式会社で福祉もやっているので、企業側の考えと福祉の考えとであ

わせて意見を出せればなと思っております。よろしくお願いいたします。

社会福祉法人市川レンコンの会：社会福祉法人市川レンコンの会と申します。今年度から同じく地域生活支援

部会の委員をさせていただきました。グループホーム等支援ワーカーという立場で今回参加させていた

だいております。グループホーム等支援事業は県の委託でやっております。県から社会福祉法人市川レ

ンコンの会が委託をされて、私がグループホーム等支援ワーカーという中で活動させていただいており

ます。なので、グループホームさんと密に関係をとっているかなというところですが、当然通所事業所

さんですとか相談支援事業所さんとか、新規開設に向けての取り組みとかをしております。内容として

はグループホーム何でも相談、入居相談から事業所さん側の相談ですとか、先ほど申し上げたとおり開

設の相談という形でさまざまな相談を受けているという立場です。

市川市、浦安市が守備範囲となっておりますので、今回浦安市さんのほうにもお邪魔しているという

形です。市川と浦安市のグループホームの事業者さんで連絡協議会を団結してやっておりますので、そ

この事務局も務めております。よろしくお願いいたします。

障害者就業・生活支援センターいちされん：皆様、いつもお世話なっております。私は障害者就業・生活支援

センターいちされんと申します。就業・生活支援センターなんですけれども、就労の部分が国の事業で、

生活の部分が県の事業ということで、国と県から委託を受けてやっています。私どもいちされんなんで

すけれども、拠点が市川にありまして、市川と浦安が圏域になります。千葉県だと 16 カ所、全国だと

330 カ所今就業・生活支援センターというのをやっているんですけれども、対象は全障がいで、その圏

域に障がいをお持ちの方の就労支援と、就労してからの定着支援、そういった部分をやらせていただい

ております。先ほども言ったんですけれども拠点が市川ということもあって、浦安のほうとは実は結構

つながりはあるんですけれどもまだまだ私もわかっていないところが多いので、そういった部分のつな

がりを強くしたいなというところと、どうやっていったら皆さんとうまいぐあいに連携がとれるかとい

うところをこういった部分でお話しできればと思いますので、よろしくお願いします。

順天堂大学医学部附属浦安病院：順天堂大学医学部附属浦安病院でソーシャルワーカーをしております。この

会は２期目ということでどうぞよろしくお願いいたします。

当院は、７月から 132床をオープンという形で増床させていただく予定になっております。この会で
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なかなか意見を発言する機会はありませんけれども、皆様の生活を医療側からサポートできればと思い

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

健康福祉部長：健康福祉部長です。この４月から務めさせていただいていますけれども、今まで高齢者福祉の

仕事を 15年、それから介護保険の仕事を 14年ということで、障がい福祉は今回担当初めてということ

でありますので、皆様のご意見を十分に拝聴しながら一生懸命やっていければなと、このように思って

います。どうぞよろしくお願いします。

事務局：委員の皆様、ありがとうございました。

続きまして、会議を開催する前に会議の進め方について確認をさせていただきます。

自立支援協議会及び部会は、会議公開し、議事録をホームページで公開いたします。この点、ご理解

いただきたいと思います。特に個人情報に係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。

議事録には、発言者が所属する団体名のみ記載させていただきますので、この点についてもご理解を

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、聴覚障がい、視覚障がいのある方

が委員として参加されているケースがございます。また、会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際に

は挙手をいただき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言のあと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：それでは、議事進行を務めさせていただきます。お手元の議題１資料をお出しになっていただけま

すでしょうか。では、こちらの議題１、平成 29 年度地域生活支援部会の運営と議題について、事務局

から説明をお願いいたします。

事務局：資料１平成 29 年度・30 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用から主だったところを説明させてい

ただきます。

まず、自立支援協議会の組織について、自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成をして

います。協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、障がいを持つ当事者からの意見を聴取する

ため、５つの部会を置いています。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

人部会の５つとなります。

合同部会については、部会間の情報交換を行い、連携を図るために合同部会を開催します。開催回数

については、自立支援協議会が年６回、各部会が年４回程度、合同部会が年２回となっております。

６代理出席ですが、自立支援協議会の本会は代理出席を認めておりません。しかし、各部会、地域生

活支援部会も含めて事前に事務局に申請することで代理出席を可能としています。

また、７、先ほど説明もありましたが、協議会と部会の議事録は原則公開としております。

続きまして、資料２、自立支援協議会の議題について説明します。まず、会議の進行について、協議

会と各部会の連携をとっています。協議会の本会は会議ごとに部会等に意見収集すべき事項と次回の議

題を確認し、各部会への協議会の依頼等を行います。一方で、各部会では、会議ごとにほかの部会に意
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見収集すべき事項と協議会の本会に提案、報告すべき事項を確認し、協議会へ報告、提案を行うと、こ

のような連携体制をとっております。

また、障がい者福祉計画との連動について、協議会と部会では、障がい者福祉計画で示した重点的な

取り組みを推進するための意見を伺います。また、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証も行って

まいります。

以降、平成 29 年度の自立支援協議会の議題について記載されております。本日は時間も限られてお

りますので、地域生活支援部会の議題についてご説明します。

この地域生活支援部会の目的は、障がい者の就労、住居等、地域生活全般にかかわる諸問題の解決に

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ということとなります。主な議題と

しては、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

の暮らし全般に関する事項となります。これを踏まえて、平成 29 年度の議題、まず本日第１回は、平

成 29年度の地域生活支援部会について、平成 28年度就労支援センター実績報告及び福祉事業体の活動

報告、また、障がい者福祉計画の策定についてを議題とさせていただきました。

第２回から第４回までの議題案は、昨年度のこの部会からの継続課題ということで、人材不足、ヘル

パーと処遇の改善について、地域生活支援拠点について、住まいの場の確保について、また、あわせて

平成 30 年度地域生活支援部会について、障がい者福祉計画の策定についてを議題案としております。

このあたり、ご意見等いただければと思います。

最後に、資料３自立支援協議会のスケジュール、本日は地域生活支援部会と合同部会のスケジュール

だけ述べさせていただきます。まず、地域生活支援部会第１回が本日６月８日、第２回は８月 17 日の

木曜日、第３回が 10月 26日木曜日、第４回が２月 15日木曜日、いずれも午後１時半から３時 30分ま

で。合同部会につきましては、第１回が９月 28 日木曜日、第２回が２月８日の木曜日、いずれも午後

１時半から３時30分までを予定しております。

議題１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。

では、ただいまの説明に対してご質問やご意見等がある方挙手をお願いいたします。

株式会社ダイム：議題１資料（１）の１組織の３行目、「障がいを持つ当事者からの意見を徴収」じゃなくて

「聴取」かなと、字が誤植だと思ったんです。それだけ、ごめんなさい。

事務局：ご指摘いただいたとおりで、誤りです。申しわけありませんでした。「徴収」ではなく「聴取」。

リーダー：皆さん、大丈夫ですか。ほかに何かご意見ある方いらっしゃいますか。

サブリーダー：敬心福祉会です。ちょっと打ち合わせをさせていただいたときにどうなのかなって思ったこと

が一つありまして、今年度の議題というのが一番最初にちょっと話させていただいたんですけれども、

今日除いてあと３回だけというような中でのこの議題案の中身というのは、多分去年からの引き続きと

いうのもあるかと思いますし、そこは多分重要な点だと思うんですけれども、このあたりについて皆さ

んのご意見というか、何かあるかなと思ったのでお聞きしてみようと思ったんですけれども、このまま
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まずは進めていって、それぞれのところで疑問が出てきたところでとか、意見が出たところで意見とか

を言っていただいて進めていくという形でもいいと思いますし、何かあらかじめこの３回でこの５つの

内容、後で多分話があると思うんですけれども、障がい者福祉計画の策定というところで、多分ここに

も大きく幾つかの議題が出てくるんだろうなというふうに思うと結構な量があって、ここで何かしら思

うところがあればお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、今すぐ何か決定するということで

はなくて、２回目、３回目というのをやっていく中でのヒントになれば、何かご意見があれば聞きたい

なと思います。

すみません、新参者の意見なので、そのまま進めていただいて、また何か出てきたときに話を進め

ればいいかなと思いますので、すみません、ありがとうございました。

リーダー：では、次に議題２平成 28 年度就労支援センター実績及び実施事業体の活動報告について、事務局

から説明をお願いいたします。

事務局：議題２について引き続き説明させていただきます。

まず、資料１平成28年度就労支援センター実績報告からご説明いたします。

就労支援センターは、千鳥地区のワークステーションに浦安市が設置している施設になります。業務

内容としては、相談員による就労の相談、また、生活技能訓練、作業やパソコンの訓練、ジョブコーチ

支援、また、就職活動の支援や職場定着支援というのを主にやっている施設になります。

業務件数につきましては、生活技能訓練、ジョブコーチを除いて来所が1,310件、電話相談が1,966

件、訪問が572件、合計3,848件ありました。

登録者数、平成28年度は36名の新規登録がありました。うち知的の障がいのある方が20名、身体

の方が３名、精神の方が14名となっております。

続きまして、就職者、離職者の数、平成28年度の就職者、一般就労への就職者の数は合計22名、う

ち知的障がいのある方は17名、身体の方は２名、精神の方は７名、こちらは重複障がいも含んでおり

ます。

また、就労継続支援Ａ型事業所への就職者の数は16名、うち知的障がいのある方は12名、精神の方

は７名となっております。

また、一方離職者の方も出ておりまして、一般就労からの離職者の数が合計 10 名、就労継続支援Ａ

型事業所からの離職者の数が１名となっております。

平成 20 年４月以降の累計では、一般就労への就職者数が 146 名、就労継続支援Ａ型事業所への就職

者数が38名となっております。

また、就労支援センターの業務の中で就労支援ネットワーク会議というのも開いております。これは、

市内の障がい福祉サービス事業所や特別支援学校、ハローワークと関係機関が集まって連携をとってい

くために設定した会議です。昨年度は７月 15 日に開いております。主な議題としては、就労支援セン

ターの実績報告や障がい者優先調達推進法に基づく調達実績や調達方針、また、昨年度に施行されまし

た障がい者差別解消法及び浦安市で策定した条例についてを議題として行いました。
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また、２月 23 日には特別講演会ということで、発達障がいのある方の就労をテーマに臨床発達心理

士の服巻智子先生をお呼びして講演会を行いました。

続きまして、資料２浦安福祉事業体の活動報告についてご説明いたします。

浦安福祉事業体は、障がい者の自立及び就労の拡大、賃金向上を目的に市内の障がい福祉サービス事

業者が共同で受注販売を行うために構成した組織になります。現在、11 の事業者が参加していて、新

庁舎食堂・売店部、小型家電リサイクル部、新浦安駅前部、老人福祉センター部の４つの部が活動して

います。

平成 28 年度の活動内容ですけれども、新庁舎・食堂、売店部につきましては、この庁舎ができて６

月に 10 階食堂 sora⁻café をオープンしております。就労継続支援Ａ型事業所として運営しております。

また、食堂隣の売店では、各事業者の製品を販売しております。

小型家電リサイクル部は、平成 27 年度から業務を開始しております。業務内容は、市内の公共施設

に持ち込まれた小型家電を回収して、回収物の分解、選別、軽量、報告、納品といったことが業務内容

になっております。市役所のごみゼロ課という部署と福祉事業体が業務委託契約を結んでいて、昨年度

の業務委託料が 423 万 5,328 円となっております。平成 28 年度に持ち込まれた小型家電、納品した総

重量は３万141.12キログラムという実績が上がっております。

続いて、３番目の新浦安駅前部、こちらは新浦安駅前プラザ、マーレの中の店舗を運営しております。

エスフロントとありますが、昨年度途中に、申しわけありません、店舗の名前がオリーヴァに変わって

おります。オリーヴァの運営、また、その中に設置しているワゴンで各事業所の製品を販売したり、福

祉フェアでの製品販売などもしております。

続いて老人福祉センター部、こちらはことしの４月に老人福祉センター内のスペースに喫茶室「檸

檬」をオープンしております。こちら資料、28 年４月となっております、大変申しわけありません。

正しくは29年４月になります。誤りです、申しわけありません。

その他、福祉事業体で総合防災訓練や障がい者週間記念イベント等のイベントに出店をしております。

議題２のご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。それでは、ただいまの説明に対してご質問やご意見等がある方挙手をお

願いいたします。

障害者就業・生活支援センターいちされん：就労支援センターの実績報告の中で、まず就労支援センターの今

の職員数ですね、例えば去年の登録者数の数がわかれば教えていただければと思うんですけれども。

事務局：すみません、今すぐには出ませんので、ちょっとお時間いただいてもよろしいですか。

障害者就業・生活支援センターいちされん：すみません、私は基本的には就労支援担当なんですけれども、う

ち今大体登録者数 640 名ぐらいなんですね。浦安市の方って 100名ぐらいかなと。あとは市川の方、あ

と松戸、船橋、習志野、八千代とかいろんなところがあるんですけれども、そういったところを全部合

わせて 600人ぐらいと。プラスして市川市の障がい者就労支援センターのところで 300名ぐらいの登録

者が、市川市民だけなんですけれどもいらっしゃると。この今登録者数が累計で 346人となって、浦安
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市の職員さんがすごく少なかったんじゃないかと、うち今、600 何名のところを６人で回していると、

大体１人 100名ぐらいの担当計算で行くんですけれども、これって多分徐々に今後ふえてくるかなと思

うんですね。

先日、厚生労働省のほうから、来年雇用率がアップしますよというお達しがちょっと出ています。

2.2％、今まで 2.0％ということなので働いている方 50 人に１人、障がいのある方を雇ってくださいね

というのは、今後来年度から 48 人に１人という雇用率に変わってくるんですね。それもあって、今結

構企業さんも躍起になっているというような状況で、支援の手がすごくふえてくるんじゃないかなと。

その中でＡ型事業者さんもどんどんふえてきて、企業もどんどん支援が欲しいというふうになってき

ている中でどんどんふえていって、今の職員さんで足りていくのかなという、私どものほうは浦安のセ

ンターと連携をしながらやらせていただいているケースが幾つかあるんですけれども、割と見ていて大

変そうだなというイメージがあるので、何かその部分がどういうふうに考えられているのか、プラスし

て平成 30 年から定着支援事業というものが恐らく始まることになると思うので、それが始まると就労

支援センターのあり方であるとか、私たち就労生活支援センターもそうなんですけれども、まだちょっ

と今のところはっきりとは出ていないんですけれども、恐らく移行支援事業所につくんじゃないかなと

いう話はお聞きしているんですけれども、定着支援事業、いろんなところが定着支援をやりますよとい

うふうになってきたときに、この就労支援センターというものの位置づけというのを少し考えていかな

いといけないんじゃないかなというふうには思います。

何かすみません、何を言えばいいのかちょっとわからなくなってきたんですけれども、実情をちょっ

とお伝えしたほうがいいかなというのと、浦安市の就労支援センターの方はいつも動いていらっしゃっ

て、就労支援って１個が動くと全部まとまっちゃうんですね。人数が少なければ少ないほどきゅうきゅ

うになってきて、ほかのところに手が回らなくて離職につながるというケースも結構多かったりするの

で、何かそういうのも考えられる場でもあったらいいななんて思って発言させていただきました。

リーダー：ありがとうございます。後ほど……

事務局：先ほどの２点、就労支援センターの前年度の部分と、あと職員数について、調べて後ほどご報告させ

てもらいますので、少々お持ちいただければと思います。

リーダー：ほかに何かご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。

浦安市自閉症協会：浦安市自閉症協会です。

議題２資料１の就労支援ネットワークの特別講演会というのがあるんですけれども、これに参加され

た方というか、どういうところが参加したのかというところと、参加した方がいらっしゃったらどんな

内容で、どんなふうにためになったか教えてください。

リーダー：私も参加できていないのであれなんですけれども、委員の方で参加された方、誰かいらっしゃいま

すか。いなければ事務局。

事務局：今日はいらっしゃらないということなので。この講演会、もともとの経緯というのが結構企業さん側

から発達障がいのある方の就労支援であったりとか、言葉は悪いですけれども特性であったりとか、そ
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この部分がちょっとどうしていいのかわからないというようなご相談が比較的入っておりまして、やは

り企業側も今後発達障害を含め障がいのある方を雇用していただくということで、やはり理解をしてい

ただくということが大事だということがございましたので、平成 29 年２月に発達障がいのある方の就

労を考えるということで民間企業と、あと障がい福祉サービス事業所、介護保険サービス事業所にお声

かけをしまして講演会を実施しました。

参加人数については、正式に何名ということではお答えできないんですけれども、大体 50 名程度の

方が参加されたと覚えております。以上です。

リーダー：浦安市自閉症協会、今ので大丈夫ですか。もう一度どうぞ。

浦安市自閉症協会：こういうのがあったよって報告されると、自分の子どもとか、本当にお子さんが通ってい

る事業者さんが行ったのかなと期待ももちろんしますよね。誰が行ったかわからないと言われると、50

人来ているんだと言われてもどこにその勉強した方たちはいらっしゃって、どういうふうに自分たちの

子どもに還元されていくのかというのがわからないですね。何かそれがちょっと残念だなと思いました。

ただ、そういうような勉強会やってくださいと言ったのが事業所の側だったというのはうれしいなと

は思うんですけれども、やっぱり知り合いで事業所で合わなくてというか、親同士の話では、やっぱり

ちょっと発達障害の理解が足りないよねという話でやめたという方の話も１人ではないので、せっかく

やっていてもどうやってそれが生かされていくのかなというのはまだ希望がそんなに持てないなという

気がしています。以上です。

リーダー：ありがとうございます。また今年度もまた企画ありますよね。

浦安市身体障害者福祉会：このテーマ、特別講演というのは募集されたんですか。公表したり募集したんです

か。

事務局：もちろん周知ということでチラシを作成してお配りしたのと、あと、商工会議所経由で各企業側にお

知らせをしたという経緯はございます。あと、障がい福祉サービス事業所とか介護保険系については、

市から直接メール等でご案内をしたと。

浦安市身体障害者福祉会：そうですか。ありがとうございます。

それともう一ついいですか。私は当事者団体としてここでやっていますけれども、サービス事業者さ

んというのはいっぱい挙がっていますけれども、その内容ですね、例えば、一つタオさんですと、どう

いうサービス事業が行われているかということが受ける側としてみんな知っているのかしらというとこ

ろがあるんです。そういうことでそういう相談するのもどこがどういうサービスをしているんだろうと

いうことがさっぱりわからない。

結局、なゆたさんならなゆたさんと、それから、あいらんど、カプアというのは何されているところ

なんですか。そういうその事業所がどういうサービスをされているかということが知りたいんですよね。

それがさっぱりわからないとどこにどう相談していいかわからないというところあります。

就労支援っていっぱいあるんですよね。Ａ型、Ｂ型、移行支援、いっぱいありますよ。ですから、そ

の内容的な勉強不足で知らないのか、それともそういうところが知ろうとする人が少ないのかというの
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がやっぱり僕らも結構携わっているけど、自分たちの仲間のグループが利用するのにどういう身体障が

いを持って、この人がどの程度の作業ができるかという部分の相談を相談支援部会というか、私は相談

支援やっていたんですが、その時点では受けていたんですね。そのときは結局市役所行ってくれとあれ

だったんですね。ですから、概略的なここの委員の方たちぐらいが少し協力する必要があるんじゃない

かなと思うんですけれども、どうなんでしょう、皆さん。

例えば、ここにサンワークさんてありますよね。サンワークさんというのは、あと場所、どの辺に事

業所を抱えて、事業所の作業所を持っているかということも知らんわけですよ、働いている者としては。

大体ワークステーションと言われて、ワークステーションでどの辺にあるのかみんな知っているのかし

ら。ワークステーションというのは千鳥ですよね。あそこまでの交通の便というのはものすごく悪いで

す。確かに送迎バスはございます。

ですから、そういうところをもう少し周知して知らせてほしいというところが我々当事者団体として

は欲しいです。ちょっとそういうことを、要するにそんなに詳しくじゃなくてもいいけれども、やっぱ

りこういう集まりのときに、例えばあいらんどさんは何と何と何という事業をやって受けたいときに作

業所もありますよということぐらいのあれが、要するにそれぞれのところに行けばパンフレットがある

と思うんですけれども、こういう集まりのところでそういうことが知らせてもらえばそうなんだという

ことがありますけれども、例えば、フレンズさんなんていうのはグループホームで一番大きいグループ

ホームでやっていらっしゃると思うんです。でも、そこのグループホームは場所がどこにあるかという

のは皆さん知っていますか、全然知らないです。そういうことが少し問題があるんじゃないかと思うん

ですね。結局地域サービスといっても仕事の場所、内容、それからグループホームの場所、それからど

んな状態の運営をされいるかということももう少し知りたいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございます。それに関しては事務局から。

事務局：今、浦安市身体障害者福祉会がおっしゃったように、周知ということで市も工夫が必要かなと思って

おります。あと、今日はお配りしていないんですけれども、毎年度更新しているこの障がい福祉ガイド

ブックの後ろに、市内全部の就労系も含めた事業所の一覧と連絡先、場所等については毎年度更新して

記載していりますので、本日帰りにでも、委員の皆様に配付したいと思います。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。では帰りに事務局のほうで、いただきたい方はもらって帰ってください。

ほかに何かご意見がありましたら。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：いつもこのヒアリングのときも、私目が見えないもので、資料を市役

所のほうから送っていただいて、それを読み返してここに来ているんで、一応自立支援のほうからずっ

ともう２年、それからゆうあいに３年いましたので、大体のことはわかるんですけけど、視覚障がい者

というのはちょっと普通と違って、皆さんから見て話ができて、何かができるというのが、仕事とか、

どこかへ行って何かをやるといった場合、そこは一人ではできないんですね。例えば私なんかでいうと、

折り紙なんかやっても、片手がちょっと、右足が悪いですから、角と角がうまくあわないと、あなた、

目が見えなくてもこのぐらいできるでしょうとかね。そういうちょっとしたことがいろいろある。ほか
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の障がいの人からそういうふうに言われるんですよ。だから福祉センターに、まだ敬心福祉会になる前

は 10 年ほどデイサービスへ行ったんですけど、やっぱりちょっと障がいがあるものですから、デイサ

ービスの陶芸とかちょこちょこやってもうまくできないんですね。そうすると、何かまだやってもらっ

ている、先生にやってもらっているとか、いろいろあって、私もそういうふうに言われるのが嫌で、こ

れはやっぱり私ができないからということで、センターはやめちゃって、その後、敬心福祉会になった

ようなんですけどね。そのときは私もいなかったものですから。

そういう会の姿がいろいろなのを見ていると、視覚障がい者というのは一人でできないものを何か頼

まれた場合には、一人でできないんですね。何かあると、一人で行くようになると、場所によっては人

数が多くなると、あなた方はちょっと、ほかの人がいられなくなるからというふうなこともあったりし

て、みんなのところに行こうとしても、簡単には行けないんですよね。だから見えないということは、

私はここへ来て理解してもらうことから話をしていきたいと思っているんですね。それで私たちの仲間

で、見えない人のやるマッサージをずっとやっていますけどね。ゆうあいが取り壊すことになったので、

市役所の人たちなんかにお骨折りいただいて、とりあえずセンターでお願いできるというのは大変あり

がたいって、皆さん、会の人たち、感謝しているんですけどね。新しくできる子どもの施設なんかに、

今、浦安だけじゃなくて、市川とか松戸とかいろいろあるから、そういう人たちの視覚障がい者も一緒

に働けるような、視覚障がい者の就労ということをいつも私は考えているんですね。私はこの年までお

勤めしたことはないですから、本当に働くことの大変さというのはわからないけど、でもできないこと

に対する差別、これはもう私は先天性ですから、小さいころからそういうことを覚えているものですか

らね。それだけでも縮みあがっちゃって、やめちゃおうって、いつも引っ込んでいるような状態だった

んですけど、これではいけないなと思って、みんな同じような人で仕事をしたいという人がいれば、そ

ういうことをできる人は皆さん理解していただいて、視覚障がい者、耳の聞こえない重複障がいもある

けど、電話交換手をやっていた人がいるんですね、何人か。後はマッサージ。パソコンができる人。そ

れから仕事ができなくても施設へ行ってちょっとお手伝いをしたり、洗い物とかやって、施設の中に入

って補助的な仕事をする。そういうこともほかではやっているということを、見ているんですね。そう

いうことで、就労って難しく考えないで、視覚障がい者が初めに楽にできること。そういうことを皆さ

ん、こういう仕事があったら視覚障がい者でもできるんじゃないか。そういうことを広めてほしいんで

すね。私はそれはお願いしたいんです。そういうことでよろしくお願いします。

リーダー：ご意見、ありがとうございました。

株式会社ダイム：先ほどの話がありましたように、事業所が出して構成されているものについて、出席できて

いないと。自分の事業所をかえりみるに、大概のところが想像できたんですけれど、人手不足で、この

時間にこの状態で来ること自体、恐らくどこの事業所も結構大変。最初のころですよね。何回か、時間

帯を変えられないのかという話を何度もしたことがあって、どこをターゲットに人を集めるかというこ

とになるとは思うんですけれど、休みの日であったりとか、夕方以降であったら、事業所としてもその

勉強に行けるということはあると思うので、昼間の時間帯はちょっときついかなと思います。
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そのときに、今浦安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃったこと、ふーんと思いながら聞い

ていたんですけれど、以前、就労かな、高齢者の方で就労したいという人もいて、そういうのってどう

なのって。

そうしたらそこで就労を何かをしても、もう定年でしょうって。だからそれは対象としていないとい

う話を浦安のほうから聞いたことがあったんです。そうかというのもあるんですけれど、その勉強会の

ようなものに集まってくる事業所が、どんなことなら入れられるのかなとか。今度、こっち行くほうは

どんなところならできそうなのかなということを、もう少し具体的になるような説明会だったのかな、

勉強会だったのかな、そういったものがあって、それが恐らくまたフィードバックされてくると、うち

はこんなところなら入れられますとか、こんなところならうちは行けますとかいう、ある程度、そこで

マッチングするとかいうことではなかったとしても、傾向が見えてくれば、もう少しもしかしたらこの

会議もこんな方向だったらとか、多岐にきっとわたるとは思うんですけど、そういったことで親御さん

のご心配、この先のことでどんなところがどんなこと、どんな仕事を募集しているのかなといったこと

も含めて、それ以前のところからきっとここは始まっているので、就労にたどり着くまでに頑張るんだ

というところも、そういう事業もあるし、もっと具体的に就労に近づいている人たちというのも、全部

この会議の中にはきっと入っているので、何らかのそういったものが開催されたときには、こういう形

でフィードバックいただけるときっともっといろいろ見えてくるかなと思います。事業所としてこうい

った会議に行けなくて、本当に申しわけないと思っています。人をふやしていきたいとは思っています

けれど。

リーダー：ありがとうございます。最初に株式会社ダイムがおっしゃった時間に関しては、今年度はもう決ま

っていることなので変更というのは難しいですね。皆さんがどういう時間帯が出やすいかというのは、

なかなか難しいとは思うんですね。保護者の方でしたら、お子さんが帰ってくる前という時間帯だと、

こういう時間のほうがいいのかなとは思いますし、事業所側からいうと、この時間は忙しいとかいろい

ろあると思うんですけど。どっちがというのは難しい。

株式会社ダイム：この会議についてはもうしょうがいので、最近言っていないんですけれど、企業の人たちが

来て、と言ったら、その事業所が行ってとかいったものに関して、イレギュラーな、ぽんとやるような

会議とかもしくは設置部会とかいったものに関しては、土日とか夕方というほうが恐らく企業側も来や

すくなるかなというふうにちょっと思います。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー：２件ありまして、１点は今の話の続きで、うちも就労支援をやっているんですけれども、一言

で就労支援と言ってもかなりいろいろなものがあるので、ここにもいろいろな事業所が来られているん

ですけれども、それぞれどんなことをしているかとかいうのを、お互いに知っておくべきだなと思いつ

つ、自己紹介のときにいつも思うんですけれども、どこまで話したらいいんだろうって。毎回大体同じ

メンバーの方に詳しく話しても同じになってしまって申しわけないかなとか、でも時間があるときにそ

ういったことをして、お互いが就労支援でもこのくらいのことをどんなふうにしていて、どんな方を対
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象にしているという話は聞いていいなというふうに思いました。

それともう一つ、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブのお話もとても参考になったんですけれども、

今実は身体障がい者福祉センターは敬心福祉会が以前受けて、その後また敬心福祉会ではなくて、パー

ソナルアシスタンス・ともさんが今やっていらっしゃるというような形をお伝えしていこうと思いまし

た。以上です。

リーダー：ありがとうございました。ほかに。事務局、お願いいたします。

事務局：障害者就業・生活支援センターいちされんの先ほどの質問に回答させていただきます。

まず就労支援センターの人員については、現在合計 11 名。ただしこの中にはセンター長ですとか、

指導員、相談員、施設を管理する担当も含まれています。

また、前々年度の就労支援センターの実績、平成 27 年度の新規登録者は 26 名、平成 27 年度末時点

で累計 311 名が登録されています。平成 26 年度までも大体年間二、三十名の新規登録があるという状

況になっています。

また平成 27 年度の就職者数は一般就労とあわせて 16 名。こちらも平成 26 年度までの計も、大体 20

名前後の就職者が出ているという状況になります。以上です。

リーダー：障害者就業・生活支援センターいちされん、大丈夫ですか。

障害者就業・生活支援センターいちされん：はい。

リーダー：ほかにご意見ありますでしょうか。ないようでしたら、次の議題に進めさせていただければと思い

ます。

それでは次に議題３障がい者福祉計画の策定について、事務局から説明をお願いいたします。

事務局：議題３資料（１）計画の概要と計画策定スケジュールについてをごらんください。

複数の部会に参加されている委員であるとか、自立支援協議会に参加されている委員の皆様も同じ

話になってしまって、大変申しわけないんですが、新たにお願いしている委員もいらっしゃるので、

ご容赦いただければと思います。

今年度、浦安市障がい者福祉計画の策定年ということで、今現在、事務処理等進めているところで

すが、まず浦安市障がい者福祉計画の概要についてご説明したいと思います。

浦安市が計画的にまちづくりを推進していくための基本指針である浦安市総合計画の部門計画という

ことで、浦安市障がい者福祉計画を、今年度また再度見直しをかけて策定していくことになります。そ

の構成なんですが、浦安市障がい者福祉計画の第１編に、障害者基本法の第 11 条第３項に規定される

障がい者計画、市町村計画ですね、市が取り組むべき障がい者施策の方向性を示すものということで記

載されております。第２編として、障害者総合支援法の第 88 条に規定する障がい福祉計画。２編構成

になっているんですが、今年度、第１編、第２編とも見直しをかけて策定をしていくことになります。

計画期間については平成 27 年４月１日から、平成 33 年３月 31 日までの６カ年計画の後期ということ

で、平成30年４月１日から平成33年３月31日までの計画になります。

先日、その計画をつくるための策定委員会が立ち上がりまして、第１回目が終了したばかりなんです
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が、浦安市障がい者福祉計画を策定するための策定委員会ということで、委員が 26 名、構成メンバー

としては、自立支援協議会の委員、当事者団体の部会の委員、障がい福祉サービス事業所の代表者の部

会の委員の方、あと関係機関に所属する部会の委員ということで、計 26 名の方にご参加いただいてお

ります。その他、会議は傍聴可能となっております。訂正していただきたいんですが、委員名のところ

を団体名を記載した議事録をホームページで公開するということで、策定委員会で決定しております。

次に計画策定スケジュールについてです。ことしの年間スケジュールとして、現在、市役所の担当各

課から福祉計画に基づく各事業の進捗状況等の調査をかけております。今後、７月ごろに障がい団体の

皆様からヒアリングを実施して、ことしの 12 月に計画素案を市民の皆様にご提示していくことになり

ます。来年１月にパブリックコメントを実施して、来年４月から実行していくことになります。策定委

員会の日程と議題案については、資料をごらん下さい。

次、議題３資料（２）障害者基本計画及び第５期障害福祉計画に係る基本方針について。まず国で障

害者基本計画を策定することになります。日本は平成 26年１月 20日に、障害者権利条約を批准して、

国の障害者基本計画、今回第４次になるんですけれども、この条約の批准後初の基本計画ということで、

条約との整合性の確保に重点が置かれます。

次、（２）障害者基本法については、障害者基本法第 11 条によりまして、国については障害者基本

計画、都道府県・市町村については障害者計画を策定することが規定されております。その内容につい

ては下記のとおりになります。

次、障害福祉計画（第５期）に係る基本指針ということで、こちらは障害者総合支援法第 88 条に規

定する、障がい福祉計画になります。主にこちらは各障害福祉サービスの数値目標が主になってまいり

ます。今回第５期の基本指針ということで、国からもある程度大枠が出ていて、基本指針の主な内容と

しては、地域生活支援部会に関係する部分については下線を引いたんですが、まず主なポイントの１地

域における生活の維持及び継続の推進ということで、昨年度からずっと協議はしていただいているんで

すが、地域生活支援拠点の整備を一層進めるということで、以前は平成 29 年度末までに圏域、または

各市町村に１つ、拠点を整備しなさいという国の指針があったんですが、こちらは平成 32 年度末まで

に整備することということで、３年延長しております。あと基幹相談支援センターの設置促進というこ

とで、これは浦安市にはもう設置されているんですが、設置していない市町村等もありますので、より

一層設置に向けて推進していこうということです。

新しく出てきたものとして、２精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築が掲げられてお

ります。３就労定着に向けた支援ということで、先ほど委員から就労定着支援の新しいサービスの創設

というお話があったんですが、全国的に来年度に向けて、就労定着支援という新しいサービスが創設さ

れますので、それを創設することによって職場定着率を成果目標に追加していくということになります。

それ以外についてはごらんください。

次、成果目標に関する事項ということで、これは具体的な内容になります。１施設入所者の地域生活

への移行ということで、地域移行者数を平成 28 年度末施設入所者の９割以上にしましょう、ですとか、
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２精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築ということで、こちらは保健・医療・福祉関係

者による協議の場ということで、各圏域、各市町村に設置しましょうという内容になっております。

次、３地域生活支援拠点の整備ということで、浦安は今検討を進めているところではあるんですけが、

平成29年度末から平成32年度末に、各市町村に少なくとも１つは整備しましょうという内容です。

最後、４福祉施設から一般就労への移行ということで、一般就労への移行者数を、平成 28 年度の

1.5倍、３年かけて1.5倍にしましょうという内容になっております。

最後、議題３資料（３）市の現状についてという資料をごらんください。

こちらは報告になりますが、現在、浦安市の障がい者手帳の所持者数ということで、平成 29 年３月

については、身体障がい者手帳 3,038 人と書いてありますが、訂正してください。2,955 人です。療育

手帳、要は知的障がいになる方については 733名、精神障がい者保健福祉手帳については 850名の方が

所持されているということです。あと自立支援医療、精神通院医療については、こちらは数字は入って

いないんですが、平成 29 年３月末現在で 1,535 人の方が自立支援医療制度を使われているということ

です。

平成 27 年度の障がい者白書の中では、全国の数なんですが、身体障がい者の方が 393 万人、知的障

がいの方が 74 万人、精神障がいの方が約 320 万人ということで、全人口の６％以上の方が何らかの障

がいがあるということになっております。浦安の場合、現在比較的若いまちということもあり、人口割

合が平成29年３月末現在で2.76％ということで、比較的少ないということになっております。

下の浦安市障がい者手帳所持者数の推移ですが、こちらは年々、高齢化等に伴って微増になっていま

す。

次、年齢別障がい者の状況をごらんください。こちらは浦安に限らず、全国どの市町村も同じような

傾向があらわれていると思うんですが、まず身体障がい者の方が一番多いのは高齢の方です。60 歳以

上の方が全体の手帳所持者数の約 70％を占めています。次、療育手帳については、おおむね 10 歳から

39 歳までの方で、全体の手帳所持者数に占める割合が約 68％。最後、精神障がい者保健福祉手帳をお

持ちの方については、大体 30 歳から 59 歳までの方、全体の手帳所持者数の約 64％というような傾向

になっております。詳細についてはごらんください。

最後、難病疾患者の状況ということで、浦安の場合、難病の方にお見舞金を支給していますので、そ

の数になります。平成 29年３月末現在で 988名の方が見舞金の登録をされています。平成 25年４月に、

障害者総合支援法の改正になって、難病が 130疾病が加わりまして、障がい福祉サービスが利用できる

ようになったんですが、度重なる改正等がありまして、平成 27 年４月に難病指定が 332 ということで

拡大しております。議題３については以上です。

リーダー：ありがとうございました。ただいまの説明に対して、ご質問やご意見等ある方はいらっしゃいます

か。

社会福祉法人市川レンコンの会：２点あります。議題３資料（２）、基本指針の主な内容という形で、地域生

活支援拠点事業があると思うんですけれども、事務局のご説明によると、32 年３月までに国の方針と
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してなっているんですけど、浦安市としてはどういう展開なのかなと。ある程度、私も個人的には情

報はちょこちょこ入ってきてはいるんですが、32 年までに向かって、国の指針どおりなのかというと

ころを聞きたいというのが１点です。

あとは議題３資料（３）の最後のページ、難病の方へのお見舞金って、なかなか具体的な金額をとい

うのは難しいところではあると思うんですが、大体どのような形でお見舞金がどのくらい支払われてい

るのかというのを、答えられる範囲でいいのでお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いいたしま

す。

事務局：まず１点目の地域生活支援拠点事業については、実は浦安市が、国のもともとの指針が平成 29 年度

末というところもございましたので、集約型ですね。拠点を集約的に整備していこうということで、昨

年夏ごろに運営事業者と、施設を建設する設計業者を募集しました。それで秋口ぐらいに、一応運営事

業者については、社会福祉法人佑啓会に、地域生活支援拠点を含めた事業を実施していただくとことで

決定しております。機能としては、まだ現状、調整しているところですが、公募の段階では地域生活支

援拠点の機能をまず取り入れるということ。あと事業としてはグループホームと短期入所、市の独自事

業ということで、緊急時に身体障がいのある方、知的障がいのある方のご自宅にかけつけて、見守りや

声かけ支援を行う緊急時支援事業の機能であったりとか、相談の機能、生活介護事業なんかを、障害福

祉サービス事業ということで公募をかけました。それ以外に、子どものトワイライトステイとショート

ステイの機能も含めた形で、社会福祉法人佑啓会に運営をお願いしていくことになっていくかと思いま

す。

現在、基本設計等を行っているところで、機能については若干、今回、市長も変わりましたので、

見直し、検討を行っているところです。また、具体的に決まりましたら、もちろん、こちらの自立支

援協議会、団体の皆様、住民の皆様にご説明して、ご意見をいただく予定でおります。

事務局：障がい福祉課と申します。難病者見舞金の額についてですが、本市の場合、入院、通院別に分かれて

おりまして、その月一月に、入院が一月 15日以上あった方については、月額１万円、それから 15日未

満の入院または１日以上の通院については、月額5,000円になっております。以上です。

リーダー：ありがとうございました。

社会福祉法人市川レンコンの会：ありがとうございます。地域生活支援拠点についてですが、この部会、自立

支援協議会等も含めて、ボトムアップのような形で提言とかをしていけたらななんて、勝手にそう思っ

ていますので、いろいろな活発なご意見を、行政ですとか、運営業者さんが、浦安市のために、市民の

方のためにできるだけ伝えるようにいろいろ考えて、皆さんとできればなと思っております。よろしく

お願いいたします。以上です。

リーダー：ありがとうございました。ほかにご意見ある方いらっしゃいますか。

サブリーダー：障害者福祉計画のことについて、事務局にお聞きしたいんですけれども、先ほどの議題３資料

（２）に、市が障害者福祉計画の策定をするに当たっての国からの基本指針というところで資料をいた

だいたんですけれども、ここの部会とかかわるということで下線を引いていただいて、幾つか詳しく書
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いていただいているんですが、これについては何かこの部会の中で提言とか意見とかがあれば上げて、

それを策定委員会に上げていくということで、もしなければないで、それはそれで策定委員会の考えで

つくっていくというような感じで考えていけばよろしいでしょうか。１個１個に対して、ここで提言と

か意見とか、数値とかやり方とかいうのを一つ一つ詰めていくという必要はないのでしょうか。

事務局：先ほどもサブリーダーからお話があったように、結構、今年度お話する内容は議題が盛りだくさんに

なっていまして、このような国の指針も新たに、例えば精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム

という結構大きなものが出てきたりとかして、どちらかというと委員の皆様で、どこの部分を絞って協

議していくのかというのを、事務局としてはお聞きしたいと考えております。

リーダー：皆さん、何かご意見ありますか。

事務局：国の新しい指針等については、よろしければ事務局で案みたいなものをおつくりして、その中で選択

していただくということでも構いません。あと和洋女子大学は国の事業の委員にも入られているので、

動向なんかを教えていただきたいと思います。

リーダー：和洋女子大学、何かございましたら、お願いいたします。

和洋女子大学：特に動向といいますか、この場でお伝えすることはないのですけれども、確かに精神障がいに

も対応した地域包括ケアシステムというのは、ちょっと唐突感もあるんですけれども、いろいろな相模

原の事件とかもあったりして、精神障がい者の方々に地域で排除されているというふうなこともあって

のことかなというふうに感じております。その辺を念頭に何かこの部会でのご意見があったり、今後こ

んな事例があって、こういうふうにしたらうまくいったというふうなことがあればお聞かせいただきた

いなというところだと思います。

それと今、マイクを渡されたので、先ほどサブリーダーが、これまで前年度以前の問題として何か積

み上がっていて、引き続きというふうな問題意識というのはこの部会にないのかというふうな話があっ

たかなと思ったんですけれども、そのときに発言すればよかったんですけれども、それは多分あるんだ

ろうなと思っていて、新しい委員もいる中で共有していかないと、もうなかったことになっちゃうとい

うところもあるので、これは前年度の意見をまとめて、前年度の委員から出た意見というふうなことで、

項目別に事務局のほうで整理いただいて、ここで皆さん共有して、それから今年度の話に進むというと

ころに、前年度までの意見を踏まえたほうがいいのかなというふうに思った次第です。以上です。

リーダー：ありがとうございました。ほかに何かご意見、ご質問等ある方いらっしゃいますか。

株式会社ダイム：議題３資料（１）、（４）浦安市障がい者福祉計画策定委員会とあって、構成が委員 26 名。

自立支援協議会の委員が 20 名、当事者団体に所属する部会の委員が４名と書いてあるんですけど、自

立支援協議会の委員の中には誰がいるのというのがよくわからなくて、これは例えばホームページとか

で見ると、委員がどういう構成とかいうのは、個人名はないとしても、団体名が出ているけど事業者な

のかなんなのかというものは見られるんでしょうか。というのは、きっとこれがまた今後の３年間の計

画になっていくとして、それって結構、今までのを見ていると、実はそれほどこの内容を知らないとい

う人たちがすごく多くて、きっとこれは絶対に必要なことだから、国としてもずっと考えてやっている
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けれど、何となく上っ面をずっといっている気がするんですよ。ここ３年、３年で来ていても。こうい

った委員の方々が動いていくとすると、現実にみんなが、これ、役に立ったなと思えるようなこととい

うのが余り、そんな声が聞けなくて。ということだとすると、お題目という言い方をするとちょっと、

お題目はあるとしても、内容というものが現実もしくは地域に即したものになっていくということを考

えると、その委員の構成であったり、話し合われている内容だったり、そういう決めていく過程という

ものがある程度わかって、それに対してみんながある程度、お母さん方の意見とか、他の障がい者団体

の意見とかというものがもっと反映されていったらいいんじゃないかと思うんですけれど、きっとこの

ままだと知らないうちに何かみんな決まっていそうな気がするんですよ。３年前と同じように。知らな

いと言うとちょっと語弊がありますけど、余り内容がわからないうちに、内容がみんな決まっていて、

でもその決まった内容をみんなが読むかといったら、また読んでいないみたいなものになっちゃう気が

して。できるだけみんなのところに、ちゃんと下がってくるようなものであってほしいなと思うので、

委員の構成とかがわかればということと、あとそれに関して、そこの部会で話し合うべきことの具体的

な内容というものがおりてくるとありがたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。では事務局のほうから。

事務局：ちょっと今日、お出しできればよかったんですが、委員の構成、今後については、市のホームページ

にお名前とその所属については公表しています。そのメンバーなんですが、学識経験者の方、障がい福

祉サービス事業所、当事者団体の代表の方が主な構成メンバーになっています。もしそれも名簿という

ことで確認ということであれば、お配りすることもできます。あと、今日お配りしていない委員の皆様

に、この冊子をお手元の資料ということでお渡ししているんですが、こちら、今年度計画を策定するに

当たって、障がいのある方に昨年度、ニーズ調査等を行っております。こういうご意見をいただいて、

計画策定委員会に、浦安市の現状であるとか、ニーズであるとか、そういうところを考えながら計画に

盛り込んでいければと考えております。

あと計画策定委員会で計画をつくっているんですが、先ほどの議題でもご説明したとおり、各部会に

も今の計画の策定の状況なんかも、こちらの会議でご報告して、委員の皆様からもご意見をいただきな

がらつくり上げていきたいと考えています。

リーダー：株式会社ダイム、大丈夫でしょうか。

株式会社ダイム：ごめんなさい。これ、今日初めて言っちゃったのであれなんですけれど、このことを目次で

いただけても、これがどの部会の問題だよねというのが見えてくると思うので、そういったところから

ある程度、せっかく書いてもらったアンケートを、どこの部会がどうやって処理していくかという形で、

最終的には計画策定にかかわっていくという方法もあるのかなと思います。

リーダー：ありがとうございました。

浦安手をつなぐ親の会：このアンケートを見させていただいて、年齢別のところで一番多いところが主に 65

歳以上になっているんですが、前回たしかそこがメーンになってしまうと、その計画の何を整備してい

いかというのは、年代別に分けて考えないとというような意見が出たと思うので、そこだけはしっかり
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押えていただいてと思います。

リーダー：ありがとうございます。ほかに何かご意見ある方いらっしゃいますでしょうか。

浦安市自閉症協会：前回の地域生活支援部会で出ていたんですけど、一番最後に各団体から意見をたしか伺っ

ているんですよね。皆さんそれぞれの思いでこういうことが必要だといろいろなことを言っているはず

なんですけど、議事録にはなっていますけど、先ほどもあったように、前年度までの意見というのはこ

こに持ってきている印象が余りないんですけど、今さらですけど、毎回なんですけど、やっぱりぶつ切

りになっちゃうんですね。委員が変わると。なので、前年度までのまとめみたいなのを第１回に持って

くるべきだったんじゃないかなということなんですよね。だから結局それがないから、初めて委員にな

った人は初めてでわからないですから始まっちゃうし、人間も、さて、また一からかみたいな感じで、

また最初、何を言っていいんだっけみたいになっちゃう。だからそれの繰り返しだったという気がする

ので、第２回になっちゃいますけど、改めて前年度のほう、多分絞れないと思うんですよ。皆さん、違

うので、年代も子どもの障がいも全部、事業所の立場と親の立場と違うので、ばらばらになっちゃうと

は思うんですけれども、ピックアップして、箇条書きみたいのでもいいんですけど、その資料が１個あ

る必要があるかなと。それを見たら、やっぱりことしも一緒ねということになるかもしれないし、そう

いうやり方がいいのかなという気がします。以上です。

リーダー：ありがとうございます。

事務局：浦安市自閉症協会がおっしゃったとおり、すみません、今回出せればよかったんですが、もうまとめ

てありますので、それは次回、第２回に、前年度の委員の皆様が言ったまとめたものを資料としてご提

示したいと思います。

リーダー：ありがとうございました。ほかにご意見ある方いらっしゃいますか。それでは、ご意見のほうもな

いようなので、議題は全て終了させていただきます。本日の会議はこれで終了させていただきますけれ

ども、最後に委員の皆様、また事務局から何か連絡事項がありましたら、お願いいたします。

事務局：先ほど、障がい福祉ガイドブックのお話をさせていただきまして、事業者の住所であるとか、どんな

事業をやっているのかというようなものを、まとめたものが入っておりますので、必要な委員がいらっ

しゃれば、入口でお配りしますので、お持ち帰りいただければと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。それでは、本日の部会はこれで終了とさせていただきます。

次回の部会は、８月 17 日、木曜日を予定しております。委員の皆様にはこれから２年にわたり、

多々ご協力いただくことになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。



浦安市自立支援協議会地域生活支援部会（平成 29年度第１回）

次第

平 成 29 年 ６ 月 ８ 日 （ 木 ）

午 後 １ 時 30 分 ～ ３ 時 30 分

本 庁 舎 ４ 階 会 議 室 Ｓ ２ ・ ３

１．開会

２．議題

（１）平成 29 年度地域生活支援部会について

（２）平成 28 年度就労支援センター実績及び福祉事業体の活動報告

（３）障がい者福祉計画の策定について

（４）その他

３．閉会
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議題 1 資料（１） 平成 29 年度・30 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

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、障がいを持つ当事者からの意見

を聴取するため、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
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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回程度（本人部会 年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、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、市内に本拠を置く社会福祉法人に所属する委員

・合同部会

・介助者及び意見聴取のために参加する方

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。

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
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（２）部会

任期：平成 29 年５月１日～平成 31 年３月 31 日（２年間）

選考方法

【権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援】

①当事者団体、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。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表、事務局で決定した関係機関代表に委員の推薦書の

作成を依頼し、委員を決定する。

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する。

また、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。

【本人部会】

①広報うらやす４月１日号及びホームページにおいて、障がいのある方（当事者団体

に加入していない方※）を公募

※本人以外の家族が団体に所属している方の応募は可

②書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

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。

各部会は、公募委員を除き、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」のみ表記する。

８ 事務局

浦安市健康福祉部障がい事業課
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議題 1 資料（２） 自立支援協議会の議題について

１ 会議の進行

（１）協議会と各部会の連携体制

①協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」と「次回の議題」を確認し、各部

会等へ協議の依頼等を行う。

②各部会は、会議毎に「他部会に意見収集すべき事項」と「協議会へ提案・報告すべき事

項」を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

（２）障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では障がい者計画で示した重点的な取り組みを推進するための意見を伺う。

また、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証をおこなう。

浦安市社会福祉協議会 うらやす地域福祉活動計画

浦
安
市
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
総
合
計
画

浦
安
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

浦
安
市
介
護
保
険
事
業
計
画

浦
安
市
障
が
い
者
福
祉
計
画

健
康
う
ら
や
す
２
１

「障害者基本計画」をは

じめとする国の障がい

者関連計画及び法制度

千葉県障害者計画など

県の関連計画

浦安市地域福祉計画

そ
の
他
関
連
分
野
の
計
画

浦安市総合計画
基本構想

基本計画

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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２ 平成 29 年度自立支援協議会の議題について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成２９年度の議題案

回 議題案

第１回

５月２２日

・平成 29 年・30 年度浦安市自立支援協議会について

・基幹相談支援センター平成 29 年度事業計画について

第 2 回～第６回

・部会活動報告

・平成 29 年度基幹相談支援センター実績報告及び評価について

・合同部会について

・平成 30 年度自立支援協議会について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 2９年度の議題案

回 議題案

第 1 回

６月１日

・平成 2９年度権利擁護部会について

・平成 2８年度権利擁護センター実績報告

・平成 2８年度成年後見制度実績報告

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・権利擁護に係る啓発・広報活動について

・成年後見制度について

・虐待、差別相談事例検討（非公開）

・平成 30 年度権利擁護部会について

・障がい者福祉計画の策定について
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（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 29 年度の議題案

回 議題案

第 1 回

５月 26 日

・平成 29 年度こども部会について

・まなびサポートの事業について

・平成２9 年度の講演会等について

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・サポートファイルの活用について

・青少年サポート事業について

・こども発達センターの事業について

・事例検討（非公開）

・平成 30 年度こども部会について

・障がい者福祉計画の策定について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成２９年度の議題案

回 議題

第 1 回

５月３０日

・平成 2９年度相談支援部会について

・基幹相談支援センター平成 29 年度事業計画について

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・サービス等利用計画の評価について

・サポートファイルの活用について

・基幹相談支援センターの計画相談移行と後方支援について

・基幹相談支援センター事業報告（実務者会議、グループスーパー

ビジョン、ピアスーパービジョン等）（内容により非公開）

・平成 30 年度相談支援部会について

・障がい者福祉計画の策定について
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（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 29 年度の議題案

回 議題案

第 1 回

６月８日

・平成 29 年度地域生活支援部会について

・平成 28 年度就労支援センター実績報告

・福祉事業体の活動報告

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

・地域生活支援拠点について

・住まいの場の確保について

・平成 30 年度地域生活支援部会について

・障がい者福祉計画の策定について

（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

※市の事業報告は適宜行う。

②平成 29 年度の議題案

・障がい者福祉計画の策定について

※本人部会は、協議会の方針を決めて、議題提供する。

（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



議題１資料（3）

平成29年度自立支援協議会スケジュール 平成29年５月22日現在

名称 回 日程 曜日 会議時間 会場（予定）

自立支援協議会・計画策定委員会 第1回 5月22日 月 午後１時30分～４時30分 文化会館大会議室

こども部会 第1回 5月26日 金 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

相談支援部会 第1回 5月30日 火 午後１時30分～３時30分 災害対策本部室

権利擁護部会 第1回 6月1日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

地域生活支援部会 第1回 6月8日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

本人部会 第1回 7月6日 木 午後２時～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

こども部会 第2回 7月10日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第2回 7月13日 木 午後１時30分～４時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第2回 7月24日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

地域生活支援部会 第2回 8月17日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

相談支援部会 第2回 8月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

合同部会 第1回 9月28日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

自立支援協議会・計画策定委員会 第3回 10月12日 木 午後１時30分～４時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

権利擁護部会 第3回 10月16日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

地域生活支援部会 第3回 10月26日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

本人部会 第2回 10月31日 火 午後２時～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

こども部会 第3回 11月6日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第4回 11月16日 木 午後１時30分～４時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

相談支援部会 第3回 11月21日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第5回 1月11日 木 午後１時30分～４時30分 健康センター第1会議室

本人部会 第3回 1月15日 月 午後２時～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

こども部会 第4回 1月24日 水 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

相談支援部会 第4回 1月29日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

合同部会 第2回 2月8日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

地域生活支援部会 第4回 2月15日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第4回 2月19日 月 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

自立支援協議会・計画策定委員会 第6回 2月22日 木 午後１時30分～４時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３

※ 日時及び会場については、変更になる場合がありますので、ご了承ください。
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議題２資料（１）

平成２８年度 就労支援センター実績報告

１．業務内容

業務項目 件数

１．就労相談 300

２．生活技能訓練

作業 7,006

ＰＣ 709

合計 7,733

３．ジョブコーチ支援 0

４．職場実習 21

５．就職活動支援 361

６．職場開拓 2

７．職場定着支援 1,869

８．離職者支援 169

９．情報提供 869

１０．就労支援ネットワーク 256

合計 11,580

※電話相談を含む

２．業務件数（生活技能訓練及びジョブコーチを除く）

内訳 来所 電話 訪問 合計

件数 1,310 1,966 572 3,848

３．登録者数 ※重複障がいを含む

内訳 人数
障がい別

知的 身体 精神 手帳なし

28 年度合計 36 20 3 14 0

累計（平成２０年４月以降） 346 154 77 111 14
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４．就職者・離職者・在職者 ※重複障がいを含む

合計 知的 身体 精神 手帳なし

28 年度合計

就職者（一般） 22 17 2 7 0

就職者（Ａ型） 16 12 0 7 0

離職者（一般） 10 8 1 2 0

離職者（Ａ型） 1 0 0 1 0

累計

（平成 20 年 4 月以降）

就職者（一般） 146 98 22 32 0

就職者（Ａ型） 38 20 7 12 0

離職者（一般） 52 34 7 15 0

離職者（Ａ型） 7 4 1 2 0

在職者 125 90 17 28 0

５．就労支援ネットワーク会議

＜就労支援ネットワーク会議＞

（１）日時

平成 28 年７月 15 日（月）10：00～12：00

（２）議題

①就労支援センター実績報告について

②浦安福祉事業体活動報告について

③平成 27 年度障がい者就労施設等から物品等調達実績について

④平成 28 年度障がい者就労施設等からの物品等調達方針について

⑤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

＜就労支援ネットワーク特別講演会＞

（１）日時

平成 29 年２月 23 日（火）10：00～11：30

（２）講師

臨床発達心理士 服巻 智子 氏

（大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学

福井大学連合小児発達学研究所 招聘教員）

（３）テーマ

発達障がいのある方の就労
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議題２資料（２）

浦安福祉事業体活動報告

浦安福祉事業体とは、障がい者の自立及び就労の拡大、賃金向上を目的に、市内の障が

い福祉サービス事業者が共同で受注・販売を行うために、平成 27 年 4 月から構成した組

織です。

平成 29 年 5 月現在、11 事業者が参加しており、新庁舎食堂・売店部、小型家電リサ

イクル部、新浦安駅前部、老人福祉センター部の４つの部が活動しています。

＜浦安市福祉事業体 構成事業者一覧＞

事業者名
新庁舎食堂・

売店部

小型家電リサ

イクル部
新浦安駅前部

老人福祉セン

ター部

NPO 法人あいらんど ○ ○ ○

NPO 法人カプア ○ ○ ○

（福）敬心福祉会 ○ ○ ○ ○

（福）サンワーク ○

（有）総合福祉サ－ビス ○ ○ ○ ◎

NPO 法人タオ ○ ○ ◎ ○

NPO 法人千楽 chi-raku ○ ○ ○

（株）徳正 ○ ○

（福）ﾊﾟｰｿﾅﾙｱｼｽﾀﾝｽとも ○ ○ ○ ○

（福）なゆた ○ ◎ ○ ○

NPO 法人フレンズ ◎ ○ ○ ○

（１）新庁舎食堂・売店部

 平成 28 年 6 月に、市役所新庁舎 10 階に sora-café をオープン。就労継続支援 A 型

事業所として運営。

（２）小型家電リサイクル部

平成 27 年 7 月から業務開始。

・業務内容

①指定場所（市内公共施設 11 か所）から使用済み小型家電の回収

②回収物の分解、資源物の選別、計量、報告

③指定場所（クリーンセンター）への納品

・業務委託料 4,235,328 円（税込）

（各事業者 705,888 円で均等割り）
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・平成 28 年度納品実績（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）

分類品目 携帯電話 デジタルカメラ リチウム電池 コード類 金属複合物

選別・分解量 302.53 ㎏ 213.35 ㎏ 385.69 ㎏ 2,269.57 ㎏ 14,954.71㎏

基盤 銅線 ﾄﾗﾝｽ/ﾓｰﾀｰ ﾏｸﾞﾈﾄﾛﾝ ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 残渣物

1,762.49 ㎏ 315.76 ㎏ 2,324.82 ㎏ 606.18 ㎏ 277.70 ㎏ 6,728.32 ㎏

総重量

30,141.12 ㎏

（３）新浦安駅前部

・業務内容

①新浦安駅前プラザ内オリーバの運営

②オリーバ内はぴまるワゴン、福祉フェアでの製品販売

③イベントにおける出店

・レッドブル

・カフェテラス in 境川

・国際交流フェスティバル

・盆踊り大会

・新浦安フェスティバル

（４）老人福祉センター部

平成 2９年 4 月に、老人福祉センター内のスペースに喫茶「檸檬」をオープン。

（５）その他

・浦安市総合防災訓練（9/25）における出店 2 事業者参加

・障がい者週間記念イベント（11/5）における出店 ８事業者参加

（計 253,500 円の売上げ）
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浦安市総合計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画

浦
安
市
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
総
合
計
画

浦
安
市
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画

浦
安
市
障
が
い
者
福
祉
計
画

健
康
う
ら
や
す
２
１

「障害者基本計画」を

はじめとする国の障が

い者関連計画及び法制

千葉県障害者計画など

県の関連計画

浦安市地域福祉計画

そ
の
他
関
連
分
野
の
個
別
計
画

議題３資料（１）

計画の概要と計画策定スケジュールについて

１．浦安市障がい者福祉計画の概要

（１）主旨

「浦安市総合計画」の部門計画として策定し、市総合計画との整合性を保ち、また、

国・県の関連計画とも連携を図りつつ、障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する。
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（２）構成

①第 1編「障がい者計画」

障害者基本法に基づく。

市が取り組むべき障がい者施策の方向性を示すもの。

②第２編「障がい福祉計画」

障害者総合支援法に基づく。

障がい福祉サービスをはじめ地域生活に必要なサービスの見込み量と確保策を

定めるもの。

（３）計画期間

平成 27 年 4 月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日までの６か年計画の後期（平成 30 年 4

月 1 日から平成 33 年 3 月 31 日まで）計画

平成 25 年 平成 26 年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 平成３２年

（４）浦安市障がい者福祉計画策定委員会

計画を策定するため、「浦安市障がい者福祉計画策定委員会」を設置する。

①設置期間 平成 29 年 5 月 15 日～計画策定終了まで

②構成 委員 26 人

浦安市自立支援協議会の委員 20 人

当事者団体に所属する部会の委員 4人

障害福祉サービス事業所代表の部会の委員 1人

関係機関に所属する部会の委員 1人

事務局 障がい事業課

③その他 会議は傍聴可。団体名を記載した議事録をホームページで公開する。

障がい者計画

（平成２７～２９年度）

障がい者計画

（平成２４～２６年度）

浦安市総合計画＜基本構想＞

（～平成 32 年度）

障がい者計画

（平成３０～３２年度）

障がい福祉計画

（平成２４～２６年度）

障がい福祉計画

（平成２７～２９年度）

障がい福祉計画

（平成３０～３２年度）

見
直
し
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２．計画策定スケジュール

（１）年間スケジュール（予定）

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

市役所担当課進捗状況調査

福祉計画策定委員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

部会の意見収集

当事者団体等ヒアリング ○

計画素案策定

計画素案提示 ○

パブリックコメント実施

パブリックコメント回答 ○

計画素案修正等

計画最終案提示 ○

計画書印刷製本

計画策定及び公開 ○

（２）策定委員会の日程と議題案

日程 議題

第 1回

５月 22 日

（１）計画の概要と計画策定スケジュールについて

（２）障害者基本計画の及び第５期障害福祉計画に係る基本方針

について

（３）当事者・事業者アンケート調査結果報告

（４）市の現状について

第２回

７月 13 日

（１）現計画の進捗状況について

（２）当事者団体ヒアリングの実施について

（３）計画の構成と重点項目について

第３回

10 月 12 日

（１）当事者団体ヒアリング実施結果報告

（２）計画の素案について

第４回

11 月 16 日

（１）計画の素案について

（２）パブリックコメントの実施について

第５回

１月 11 日

（１）パブリックコメントの実施結果について

（２）計画最終案について

第６回

２月 22 日
（１）計画最終案の決定について
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（３）部会の意見収集

各部会の課題に相当する施策等について意見を収集する。

例）こども部会 療育・教育の充実に関すること

権利擁護部会 理解と交流の促進、自立と社会参加の促進に係ること など

（４）当事者団体等ヒアリング（予定）

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会「トパーズクラブ」

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、浦安市自閉症協会

浦安市聴覚障害者協会、浦安手をつなぐ親の会、市役所内ワークステーション勤務者

自立支援協議会本人部会委員、身体障害者福祉会、障がい者福祉センター利用者

身体障がい者福祉センター利用者、ソーシャルサポートセンター利用者

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ （50 音順）

３．業務委託

ヒアリングの実施と報告書の取りまとめ、福祉計画策定員会の議事録作成、福祉計画の

作成は、コンサルティング業務をおこなっている事業者に業務を委託する。
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議題３資料（２）

障害者基本計画及び第５期障害福祉計画に係る基本方針について

１．障害者基本計画について

（１）障害者権利条約

障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者固有の尊厳の尊重を促進する

ため、障がい者の権利を実現するための措置等を規定している

○障がいに基づくあらゆる差別（合理的配慮の否定を含む）を禁止

○障がい者が社会に参加し、包容されることを促進

○条約の実施を監視する枠組みを設置 など

⇒日本は、平成２６年１月２０日に批准（条約を締結）

国の「障害者基本計画（第４次）」は、この条約批准後初の基本計画であり、条約と

の整合性の確保に重点が置かれる。

（２）障害者基本法

障害者基本法第１１条により、国は「障害者基本計画」、都道府県・市町村は「障

害者計画」を策定することが規定されている。

（障害者基本法抜粋）

（目的）

第１条 全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけ

がえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、

障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いなが

ら共生する社会を実現

(地域社会における共生等)

第３条 第１条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、

基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい

生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を旨として

図られなければならない。

１ 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野

の活動に参加する機会が確保されること。

２ 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保

され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。

３ 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段

についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段

についての選択の機会の拡大が図られること。
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(差別の禁止)

第４条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利

益を侵害する行為をしてはならない。

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施

に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつて前項の規定に違反する

こととならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければな

らない。

３ 国は、第１項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るた

め、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うも

のとする。

(国際的協調)

第５条 第１条に規定する社会の実現は、そのための施策が国際社会における取組と

密接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に図られなければならない。
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２．障害福祉計画（第５期）に係る基本指針

障害者総合支援法第 88 条により、市町村が、障害福祉サービスの提供体制の確保その他

この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めることが規定されている。

また、児童福祉法の改正により、障害児福祉計画の策定が義務付けられた。

○基本指針の主な内容

【主なポイント】

①地域における生活の維持及び継続の推進

・地域生活支援拠点の整備を一層進める

・基幹相談支援センターの設置促進

②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

③就労定着に向けた支援

・就労定着支援の創設し、職場定着率を成果目標に追加

④障がい児のサービス提供体制の計画的な構築

・障がい児福祉計画策定の義務化

・児童発達支援センターを中心とした地域支援体制の構築

・医療的ケア児支援のための保健・医療・障害福祉・保育・教育等の関係機関の協議の

場の設置

⑤地域共生社会の実現に向けた取組

・地域住民が主体的に地域づくりに取組むための仕組み作り

・専門的な支援を要する者に対し、各関連分野が共通の理解に基づき協働する、包括的

かつ総合的な支援体制の構築に向けた取組みを計画的に推進

⑥発達障がい者支援の一層の充実

・発達障害者支援地域協議会の設置の重要性

・発達障害者支援センターの複数設置

【成果目標に関する事項】

①施設入所者の地域生活への移行（継続）

・地域移行者数：平成 28 年度末施設入所者の９割以上

・施設入所者数：平成 28 年度末の２％以上削減

※高齢化・重症化を背景とした目標設定

②精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築（項目の見直し）

・保健・医療・福祉関係者による協議の場（各圏域・各市町村）の設置

・精神病床の１年以上入院患者数：14.6 万人～15.7 万人に

（平成 26 年度末の 18.5 万人と比べて 3.9 万人～2.8 万人減）

・退院率：入院後３か月 69％、入院後６か月 84％、入院後１年 90％
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（平成 27 年度時点の上位 10％の都道府県の水準）

③地域生活支援拠点の整備（継続）

・平成 32 年度末までに各市町村又は各圏域に少なくとも一つを整備

④福祉施設から一般就労への移行（拡充）

・一般就労への移行者数：平成 28 年度の 1.5 倍

・就労移行支援事業利用者：平成 28 年度の２割増

・移行率３割以上の就労移行支援事業所：５割以上

※実績を踏まえた目標設定

・就労定着支援１年後の就労定着率：80％以上（新）

⑤障がい児支援の提供体制の整備等（新規）

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１か所設置

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築

・主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを各市

町村に少なくとも１か所確保

・医療的ケア児支援の協議の場（各都道府県、各圏域、各市町村）の設置（平成 30 年

度末）

【その他】

①障がい者の虐待の防止、養護者に対する支援

②障がいを理由とする差別の解消の推進

③難病患者への一層の周知

④意思決定支援、成年後見制度の利用促進の在り方 等
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浦安市障がい者福祉計画の施策の基本方向について(図)

＊現計画の基本方向

重点

重点

重点

重点

重点
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３．当事者・事業者アンケート結果の計画への反映

○当事者アンケート

ニーズの把握、障がいのある方を取り巻く状況の変化の確認

⇒障がい者計画：新規事業・事業拡大等の検討の基礎資料

障がい福祉計画：必要なサービス量の把握の基礎資料

○事業者アンケート

サービスの提供の状況と新たな事業展開の可能性の把握

⇒障がい者計画：事業の拡大等の検討の基礎資料

障がい福祉計画：必要なサービスを提供するための確保策の基礎資料



浦安市の障がい者手帳所持者の推移

○人口は、各年4月1日現在の住民基本台帳人口

議題３資料（３）

市の現状について

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

人 口 162,679人 162,155人 162,952人 163,719人 165,411人 167,463人

前年比 － 99.68% 100.49% 100.47% 101.03% 101.24%

身体障害者手帳 2,685人 2,774人 2,837人 2,869人 2,918人 2,955人

前年比 － 103.31% 102.27% 101.13% 101.71% 101.27%

人口割合 1.65% 1.71% 1.74% 1.75% 1.76% 1.76%

療育手帳 598人 626人 660人 680人 716人 733人

前年比 － 104.68% 105.43% 103.03% 105.29% 102.37%

人口割合 0.37% 0.39% 0.41% 0.42% 0.43% 0.44%

精神障害者保健福祉手帳 474人 527人 617人 695人 780人 850人

前年比 － 111.18% 117.08% 112.64% 112.23% 108.97%

人口割合 0.29% 0.32% 0.38% 0.42% 0.47% 0.51%

手帳所持者の合計 3,757人 3,927人 4,114人 4,244人 4,414人 4,538人

前年比 － 104.52% 104.76% 103.16% 104.01% 102.81%

人口割合 2.31% 2.42% 2.52% 2.59% 2.67% 2.71%



浦安市の障がい者手帳所持者の推移



年齢別障がい者の状況

○平成29年３月末現在 年齢10歳階級別

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～9歳 14,682 57 0.39% 93 0.63% 7 0.05%

10～19歳 18,302 68 0.37% 220 1.20% 47 0.26%

20～29歳 24,131 82 0.34% 188 0.78% 98 0.41%

30～39歳 23,903 133 0.56% 94 0.39% 178 0.74%

40～49歳 30,417 241 0.79% 71 0.23% 216 0.71%

50～59歳 20,793 310 1.49% 40 0.19% 155 0.75%

60～69歳 17,393 564 3.24% 16 0.09% 89 0.51%

70～79歳 12,082 805 6.66% 11 0.09% 44 0.36%

80歳～ 5,760 695 12.07% 0 0.00% 16 0.28%

計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%



年齢別障がい者の状況

○平成29年３月末現在 年齢10歳階級別



年齢別障がい者の状況 平成27年～29年

Ｈ29年
3月末

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 29,082 107 0.37% 258 0.89% 40 0.14%
18～64歳 110,808 991 0.89% 456 0.41% 713 0.64%
65歳～ 27,573 1,857 6.73% 19 0.07% 97 0.35%
計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%

Ｈ28年
3月末

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 29,201 107 0.37% 269 0.92% 34 0.12%
18～64歳 109,634 1,005 0.92% 430 0.39% 649 0.59%
65歳～ 26,576 1,806 6.80% 17 0.06% 97 0.36%
計 165,411 2,918 1.76% 716 0.43% 780 0.47%

Ｈ27年
3月末

住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 29,547 113 0.38% 267 0.90% 25 0.08%
18～64歳 108,773 1,001 0.92% 398 0.37% 575 0.53%
65歳～ 25,399 1,755 6.91% 15 0.06% 95 0.37%
計 163,719 2,869 1.75% 680 0.42% 695 0.42%



年齢別障がい者の状況 平成24年～26年

Ｈ26年1月 住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 30,232 110 0.36% 268 0.89% 19 0.06%
18～64歳 108,644 1,040 0.96% 373 0.34% 515 0.47%
65歳～ 23,502 1,712 7.28% 12 0.05% 96 0.41%
計 162,378 2,862 1.76% 653 0.40% 630 0.39%

Ｈ25年1月 住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 30,621 108 0.35% 262 0.86% 12 0.04%
18～64歳 109,030 1,040 0.95% 346 0.32% 423 0.39%
65歳～ 22,220 1,606 7.23% 14 0.06% 80 0.36%
計 161,871 2,754 1.70% 622 0.38% 515 0.32%

Ｈ24年1月 住基人口 身体
人口
割合

療育
人口
割合

精神
人口
割合

0～17歳 31,106 108 0.35% 257 0.83% 9 0.03%
18～64歳 108,405 1,023 0.94% 311 0.29% 389 0.36%
65歳～ 20,353 1,545 7.59% 14 0.07% 69 0.34%
計 159,864 2,676 1.67% 582 0.36% 467 0.29%



難病疾患者の状況 浦安市難病疾患者見舞金登録者数より

登録者数 人口割合 住基人口

988 0.590%

0～17歳 145 0.087%

18～64歳 536 0.320%

65歳～ 307 0.183%

特定疾患 816 0.487%

小児慢性特定疾患 168 0.100%

先天性血液凝固因子障害 4 0.002%

平成29年３月末現在

浦安市難病疾患者見舞金登録者数

167,463人

年

齢

別

内

訳

疾

患

別

内

訳


