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平成29年度第１回浦安市自立支援協議会こども部会 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

○委員名の表記等について

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。

また、個人情報に係るご発言等は、議事録への掲載をいたしません。

１．開催日時 平成29年５月26日(金) 午後１時30分～３時30分

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人千楽（サブリーダー）、浦安手をつなぐ親の会、

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、一般社団法人こども未来共生会、ＮＰＯ法人カプア、

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、千葉県立市川特別支援学校

千葉県立船橋夏見特別支援学校、こども課、浦安市子育てケアマネジャー、こども発達センター

４．議題

（１）平成29年度・30年度こども部会の運営と議題

（２）青少年サポート事業 平成28年度の実績報告と平成29年度事業計画

（３）障がい者福祉計画の策定について

５．資料

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

議題１資料（２） 自立支援協議会の議題について

議題１資料（３） 平成29年度自立支援協議会スケジュール

議題２資料（１） 浦安市青少年サポート事業 平成28年度実績

議題２資料（２） 平成29年度そらいろルーム実施計画について

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

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

議題３資料（３） 障害福祉サービスの提供にかかる調査結果概要報告

議題３資料（４） 市の現状について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成29年度第１回浦安市自立支援協議会こども部会を開催いたします。

会議に入る前に、ここでまず委員のご紹介に移りたいと思います。リーダーは浦安市教育研究セン

ター。

リーダー：よろしくお願いします。

事務局：サブリーダーは、ＮＰＯ法人千楽にお願いしております。

サブリーダー：よろしくお願いいたします。

事務局：それでは、委員の皆様、恐れ入りますが、それぞれ自己紹介をお願いいたします。

こども部会は、半数以上の委員の方が初めてご参加されております。ご所属いただいている団体に

ついて、お互いにご理解いただき、今後の連携につなげるためにも、ご所属の団体や事業所の概要、

障がい福祉への取り組み、また、この部会で提案していきたいとお考えの地域課題など、ぜひ、お聞

かせください。

リーダー：皆さん、こんにちは。私は、教員籍で中学校の教員です。中学校の現場と教育委員会を行ったり

来たりしていますが、この４月に教育研究センターの所長に着任しました。

教育研究センターの事業の中に特別支援教育がございます。指導主事のほかに、理学療法士や言語

聴覚士などの専門的なスタッフでまなびサポートチームというチームを組み、子どもたちの様子を参

観したり保護者からの相談を受けたりというような活動をしています。

今回、この自立支援協議会こども部会には、初めての参加となります。いろいろ勉強させていただ

き、情報なども交換できればと思います。１年間、よろしくお願いします。

サブリーダー：皆さん、初めまして。ＮＰＯ法人千楽で、主に日中一時支援、また放課後等デイサービスで

管理者をさせていただいております。

ＮＰＯ法人千楽では、ほかに生活介護、就労継続支援Ｂ型、相談支援、そして生活介護もおこなっ

ているんですけれども、浦安の千楽の中で、今、一番長い期間おこなっているサービスが、日中一時

支援と放課後等デイサービスでございますので、本当に少ない経験の中からですが、この場で意見交

換させていただければと思っております。

また、浦安でさまざまな機関の方と交流をさせていただいておりますけれども、まだまだこれから

も、さまざまな分野で広げていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回、サブリーダーとして参加させていただきますが、まだまだ若輩でございますので、さまざま

勉強させていただきながら、有意義な会議にしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

手をつなぐ親の会：手をつなぐ親の会と申します。よろしくお願いいたします。

手をつなぐ親の会は、今年で 40 周年を迎えまして、1977 年に 13 人の会で出発しまして、浦安市

内に居住する知的に障がいのある子ども・人の持つ親が、子どもの幸せを願って親同士で話し合い、

福祉の向上と制度の確立を進めるために活動しております。

私自身は、子どもがハンディがあったことをきっかけに、２年前に 40 半ばにして学校に、大学は

全然違うことをやっていたんだけれども、見直して、社会福祉士の資格をとって、今、お仕事をさせ

ていただきながら、多角的に福祉を考えられるように勉強しているところです。

今年もこども部会に出させていただいて、いろいろな話し合いをできたらと思います。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。昨年に引き続き、今年もよろしくお願いします。

１年に４回この部会がありますが、私達は主に発達障がい、自閉症と診断されている子どもの親や

家族で構成されている会です。やはり親の会としては、数少ない部会の中で、抱える問題を率直に話
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し合って、解決に結びつけていきたいと思っております。

また、皆さんのお力を借りることがたくさんあるかと思います。昨年一昨年と任期を務める中で、

解決に向けての時間がかかることは問題と感じております。子どもの親でありますので、子どもが育

っていく中で、早くいい道筋ができればと願っておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループと申します。

よろしくお願いいたします。

初めての方もいらっしゃるので、うちの親の会のことも簡単に説明させていただきます。

うちの「コスモ」のほうは、1989 年に最初はＬＤ、今、あまりＬＤ、言わないですけれども、学

習障害のお子さんを持つ親の会として始まり、今現在は、自閉症、高機能のアスペルガーやいろいろ、

ＡＤＨＤ、その他、あと知的障がいの方も全部含めて、発達障がいということで、障がいの症状とし

ては幅の広いお子さんを持つ親の会となっております。

上は、お子さんがもう 40 歳ぐらいの方、下はまだ未就園ぐらいのお子さんからすごく幅広く、そ

れで、親も、始まった当初よりもどんどん年齢が上がっていきまして、やはり今そういうところで、

問題もどんどん変わっていっています。

今現在、浦安グループでは、30 歳になるお子さんがいらっしゃる方もいますし、未就園の方もい

ますし、一番、年齢層的には学齢期の小中学校の娘さん、息子さんを持つ親が多いです。

現在、浦安市内の学校に行っている方が多いんですが、やはり発達障がいと言っても、特性がさま

ざまで、問題もさまざまです。そういういろいろ、個々にするともう問題がばらばらなんですが、こ

ういう場で、個人のことを言う場ではないのはわかっているんですけれども、皆様に知っていただい

て、問題が解決できればと思っております。

特に教育関係の方には、ぜひこういうことで、今、学校で大変な思いをしているとか困っていると

いうことがわかってもらえて、解決できることを願っております。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と申します。前年とその

前に引き続きまして、今年もよろしくお願いいたします。

どっこらしょに関しては、肢体不自由のお子さんで、本当に重度で重度心身障害児と呼ばれて、体

が動かずストレッチャーで移動しているようなお子さん、意思を示すのがなかなか難しいお子さんか

ら、片方の手がちょっと麻痺があるんだとか、そういうお子さんですとか、あと、体のそういう不自

由さに伴って、知的障がいを併発しているお子さんの親が集まりまして、主に学校生活ですとか、日

常の子どもがどんなふうにすれば過ごしやすくなるのかということを親同士で情報交換をしている

会になります。

私も、自分の子どもが、今、小学校４年生と１年生ですけれども、上の子どもが肢体不自由で車椅

子に乗っております。早産で生まれましたために脳性麻痺になった子どもです。それで、下の子ども

が自閉症でして、浦安市自閉症協会さんのほうでもお世話になっております。

二人、こういう子どもを抱えているので、いろいろ学校では、やっぱり入学ですとか、そういう節

目のときですとか、本当に日常のちょっとした遠足とか運動会とか、そういう行事のときも、１カ月

ちょっとぐらい前から先生方といろいろ打ち合わせをさせていただきながら何とかやっているよう

な感じでして、いろいろ、制度上の難しいところですとか、そういうのもやっぱり目につきやすい環

境にあるのかなと思っております。

そうしたことをこちらのほうで、皆さんにご協力いただきながら、うまく解決をして、後のお子さ

んにも過ごしやすい学校や日常を送っていただきたいなと思っております。

それで、あと、２年ぐらい前からお話をさせていただいているんですけれども、浦安に特別支援学
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校をつくるというのはどうなのかなというのを、お話をずっと続けてまいりました。というのも、市

川の特別支援学校も見学に行かせていただいているんですけれども、浦安の子どもが結構たくさんい

るという現状ですとか、通うのに時間がかかってしまうというところですとか、あと、船橋の特別支

援学校に、通えるお子さんはまだあれですけれども、体の負担が大きくて通えないお子さんがいらっ

しゃって、ことし、例えば１年生で上がったお子さんがおりますけれども、首が座ってないのでバス

に乗れないんですね。通学バスに乗れなくて、親御さんが小さいお子さんを連れて、毎日送り迎えを

しています。

親御さんのほうからも、かなりつらいというお話を聞いておりますので、何かうまく解決できる方

法がないかなということで、例えば、特別支援学校がちょっと難しいということであれば、支援級で

肢体不自由児を受け入れてくださるところをつくっていただけるとか、そういうことも、皆様のご意

見を参考にさせていただきながら、ぜひ実現していければいいなと思っております。よろしくお願い

いたします。

一般社団法人こども未来共生会：一般社団法人こども未来共生会と申します。よろしくお願いします。

私たちは、本部は外房の大多喜町というところにあるのですが、縁あって 26 年 10 月から、浦安

市の青少年サポート事業の事業を委託を受けまして、北栄のほうにうらやす・そらいろルームを開所

させていただきました。

本部がそうであるからというところもあるんですが、主に発達障がいであったり、発達障がいの診

断や手帳等がなくても、いわゆる、発達に気がかりのある方々への療育支援を提供させていただいて

おります。

今年度が、実は３年間、ひとまずの委託の最終年ということで、私たちとしても総括をし、次年度

以降、もしお話があるのであればというふうに、浦安市側も福祉に貢献できるかどうかを考えていく

年になっていると思いますので、どうそ勉強させていただけたらと思います。よろしくお願いいたし

ます。

ＮＰＯ法人カプア：初めまして、よろしくお願いいたします。ＮＰＯ法人カプアと申します。去年は、代理

で参加させていただくことも多くありまして、初めましての方じゃない方もいらっしゃると思います。

よろしくお願いします。

カプアは、事業所名は変更したりとかあるんですけれども、今年で立ち上げてから 10 年たちます。

一昨年、２年前ですか、重症重度心身障害者の指定を千葉県から受けまして、主に肢体不自由のお子

さんをお預かりしています。また、市川市塩浜には、もう１つ事業所がありまして、そちらでは発達

障がいですか、知的のお子さんを主にお預かりしています。

私自身、まだ経験も知識もとても浅くて、こちらの部会さんに来させていただいてとても勉強にな

ることがいっぱいあります。今後も勉強させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。

パーソナル・アシスタンスとも：パーソナル・アシスタンスともと申します。昨年に引き続き、こども部会

に参加させていただきますので、よろしくお願いいたします。

私どもの法人は、もともと社会福祉団体で、当事者の親、私もそうなんですけれども、息子はもう

27 歳になりますけれども、当事者の親たちを中心に立ち上げてきた団体で、ＮＰＯ法人を経て社会

福祉法人になって、昨年で 15 周年を迎えました。

事業も、理念がどんな人も、障がいがあってもなくても、高齢になってもその人らしく、地域で住

み続けられるように、ということで展開してまいりました。

もともと、浦安には、今は制度がとても充実しておりますけれども、社会福祉団体のころは本当に

制度もなくて、地域の中でどうやって生きていこうかということを考えながら、一つ一つ、一人を支
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え切るといったところをベースに、今、20 事業を展開させていただいております。

私は、主に、日中一時支援事業所と放課後デイサービスを担当させていただいております。マリー

ナとマリーナテラスという事業所名になります。

とものほうでは、児童発達や、あとは行動援護、移動支援、それから緊急一時、浦安市の一時ケア

センター等をやらせていただいておりますけれども、やはり地域の中で、その人がずっと生き続ける

ということは、本当に難しいなということに直面することも、とても多いです。

それから、あと、同じ立場であるお母さんたちからもご相談を受けることも多いのですけれども、

やはり教育の現場、まずは一緒に育つということがとても大事かなというふうに、自分が通ってきた

人生の中でも、やはりそこがまず原点かなというふうに感じておりますので、やはり教育の問題とい

うのは、とても大事かなというふうに感じております。

現状、いろいろな制度が整い、あと、制度や教育のほうでも、たくさんいろんなことが決まってき

てはいますけれども、現場で起こっていることというのは、やはりいろんな問題を含んでいることが

あって、そういったものを、やはり具体的に解決していくことが大事かなというふうに感じていると

ころがありますので、このこども部会では、そういったところが細かく話し合われるような現場にな

ると、とても有意義かなというふうには感じております。１年間、よろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：こんにちは。ＮＰＯ法人発達わんぱく会と申します。よろしくお願いします。

今回から初めて参加させていただきますので、わからないことだらけだと思いますけれども、いろい

ろ勉強させてください。

発達わんぱく会は、浦安地区に当代島と東野の２校、江戸川地区は葛西、西葛西に２校あります。

私は、浦安地区の両校舎の責任者をしております。この会議にも、いろいろ勉強しなければいけない

ことがたくさんあるかと思うんですけれども、ご家族の方などに寄り添いながらできたらいいな、考

えさせていただいたらいいなと思っております。

発達わんぱく会は、１歳半から就学前までのお子さんの療育をさせていただいているので、その先

の小学校に上がったらどうなるかなとか、先ほどもおっしゃっていたように、浦安に支援学校ないな

とか、すごくその辺も心配しながら送り出してはいるんですけれども、皆さんと一緒に、何かいい手

立てが進んでいったらいいかなと思っております。一年間、どうぞ、よろしくお願いいたします。

千葉県立市川特別支援学校：千葉県立市川特別支援学校のコーディネーターをしております。先ほどお話が

ありましたけれども、市川特別支援学校といっても、市川市の京葉道路から右側が学区で、あとは浦

安市全域となっておりますので、浦安のお子さんたちもたくさん、本校に通ってきております。

私は、市川市・浦安市の小中高から依頼を受けまして、ちょっと気になるお子さんの様子を拝見し

に行って、一緒に支援方法を考えたり、あとは、本校の児童・生徒が住んでいる地域の小学校・中学

校に居住地校交流ということでお世話になっていますので、そちらのほうにご挨拶に伺ったりなどを

しております。こども部会を通していろんなことを情報交換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。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：よろしくお願いいたします。本校は、主に肢体不自由の生徒が通っており

まして、地域は船橋だけではなく、ここの浦安、それから市川、習志野、八千代、鎌ヶ谷、白井、印

西等、広範囲から生徒が通っている学校です。

本校では、コーディネーターさんが地域に行くということもあるんですけれども、通級、肢体不自

由な生徒の通級指導ということも行っていまして、いろいろ依頼を受けて、主に肢体不自由の生徒さ

んの学校に行って、通級指導を行っていくというのを行っています。

ことしからは、高校の年齢の生徒に対しての通級指導も試験的に始まっています。そうしたことも、

皆さんといろいろな情報交換をしながら、地域に貢献できるような取り組みをしていけたらと思いま
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すので、よろしくお願いします。

浦安市子育てケアマネジャー：よろしくお願いします。子育てケアマネジャーは、市内の子育て支援センタ

ーと、庁舎の窓口のほうで、子育て相談を受けたり、ケアプランなどを作成しています。ケアプラン

というのは浦安市のこれから生まれてくるお子さんたちを支援するということでしているんですけ

れども、全部で３回ほどケアプランを立てています。母子手帳発行のとき、産前産後ということで

32 週以降の方、１歳前後の方ということでお分けしています。ですので、出産直後に来られる方や、

１歳ごろに来られる方などで、やはり動揺を隠せないでいらっしゃる方などにもお会いすることが少

なからずあります。ですので、こちらのほうでいろいろ学ばせていただいて、日ごろの業務のほうに

役立たせていただければなと思っております。よろしくお願いします。

こども課：浦安市こども部こども課と申します。よろしくお願いします。

こども課では主に未就学児のお子様、それからお母様を中心とした支援や施策を行っているこども

事業係と、それから少子化対策室、それと主に中学校３年生までのお子様の手当助成等を行っている

給付係の３つから成っております。今年度からの参加となりますので、どうぞ皆さん、よろしくお願

いします。

こども発達センター：こども発達センターと申します。よろしくお願いします。

当センターは、26 年 10 月に、児童発達支援センターの指定を受けまして、相談支援、それから通

園事業と専門職による個別療育、満 18 歳までのお子さんに対して、そのほか、保育所等訪問支援等

の、地域支援に現在、取り組んでいるところです。

私も、初めての参加になりますが、１年間、皆さん、よろしくお願いいたします。

事務局：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させていただきます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開しております。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、よろしくお願いしま

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、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。

それでは、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。

初めに議題１、平成 29 年度・30 年度こども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：今回、初めて参加される方も多いので、まず、自立支援協議会と部会について、ご説明します。

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成されています。障がいのある方などが、自立

した地域生活を営むことができるように、地域のさまざまな課題を整理、そして情報を共有し、また

関係機関の連携を進めることで、課題の解決に向けて協議をしていく場となっております。

そして、自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、障がいのある当事者からの意

見を伺うために５つの部会を置いております。協議会から、依頼、そして課題の分配をされた部会で、

委員の皆様から地域課題の掘り起こしや提案を行っていただきまして、また、より専門的な視点で話

し合っていただく場が部会となっております。

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ていた
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だきます。各部会で出された提案や議題などについて報告していただき、自立支援協議会で必要に応

じて検討をしていきます。

次に、こども部会の目的ですが、生まれてから 18 歳になるまでの子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ことを目的に、開催しておりま

す。こども部会の議題につきましては、また後ほどご説明します。

今年度のスケジュールにつきましては、議題１資料（３）をごらんください。次回は７月 10 日、

第３回は 11 月６日、第４回は１月 24 日を予定しております。現時点でのスケジュールとなってお

りますので、会議の日程が変わることもございます。ご了承ください。

また、９月 28 日と２月８日に合同部会を予定しております。合同部会は、部会間の情報交換を行

い連携を図るために開催されています。合同部会では、それぞれの部会の活動報告や、基幹相談支援

センターなどの活動報告を行っています。

議題１資料（１）に戻りますが、報酬についてです。部会は、１回当たり 5,000 円の報償となって

おりますが、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、また、合同

部会、介助者の方などは、報酬の対象とはなりません。

次に、委員の選考についてです。部会は、今回の委員の方々の決定にあたり、まず当事者団体や福

祉サービス事業所にアンケートを実施しまして、参加希望の有無と希望する部会を伺いました。その

後、事務局で調整を行い、団体の代表や事務局で決定した関係機関の代表に推薦書の作成を依頼し、

委員を決定しております。任期は、平成 29 年５月１日から平成 31 年３月 31 日の２年間となってお

ります。

また、部会にいては、公募委員を除き、委員の方のご都合が悪い場合には、委員が所属する団体の

会員などから代理の方を出していただくことも可能となっております。その場合は、事前に事務局に

ご連絡をお願いします。

続きまして、議題１資料（２）、自立支援協議会の議題、主にこども部会の議題について、ご説明

します。（１）協議会と各部会の連携体制については、先ほどご説明したとおりですが、（２）障がい

者福祉計画と連動した福祉施策の推進ということで、この後、議題３でもご説明をさせていただきま

すが、障がい者福祉にかかわる市の施策と、障がいのある方が地域で生活するために必要なサービス

の見込量と、その家族のための対策を示しました障がい者福祉計画というものがございますが、その

進捗状況の確認や、今年度につきましては、新たな 30 年度からの計画を策定する年になりますので、

さまざまなご意見を伺う予定となっております。

今年度のこども部会の主な議題としては、教育と福祉の連携に関する事項、また相談体制の充実に

関する事項などを上げていきます。

平成 29 年度の議題案ですが、今回は、今年度のこども部会について、それから、議題２で青少年

サポート事業について、そして議題３、障がい者福祉計画の策定についてを議題に上げていますが、

第２回以降、先ほども申し上げましたが、新たな平成 30 年度からの障がい者福祉計画策定の年とな

りますので、皆様からご意見を伺う議題を設ける予定です。

また、浦安市の教育研究センターが行っている、まなびサポート事業についてや、昨年度も発達支

援講演会ということで行っておりますが、今年度の講演会などについても議題に上げる予定です。

また、昨年度までも、成人用のサポートファイルや、また、中身についていろいろなご意見を伺っ

ておりますが、サポートファイルの活用に、乳幼児期から成人式までのライフステージに対応した支

援の推進をするということで、サポートファイルの活用についても、お話しさせていただく予定です。

そのほかに、こども発達センターの事業についてや、非公開になりますが、該当がありましたら、

事例検討、あとは、第４回になりますが平成 30 年度、来年度のこども部会についてもお話させてい
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ただく予定です。

先ほども、皆様からさまざまな、今、感じていることやお考えを伺っておりますが、議題という形

でなくても良いのですが、何か身の周りで起きている課題ですとか、ふだん感じていること、また困

っていることなどがありましたら、ぜひご意見をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。事務局からは以上です。

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、何かご質問、ご意見、ございますでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：今の説明の中で、部会の代理出席のことが、この資料の６

番にも書いてあるんですけれども、欠席する場合、代理を立てていいということだと思うんですが、

立てなくてもいいということでもあるんですよね。その辺がすごく曖昧かなというふうに思いまして、

今回、今期が初めての場で、こちらに名簿がありましたので、どなたが出席されて、どなたかが出席

されてないのかなというのが一目瞭然でわかるんですけれども、まず最初のこの会に出席されてない

方はどういった事情で出席されないのかなというのが、非常に感じました。

特に、私のこの親の会の子どもたちが一番お世話になっている小中学校の校長会の方、いらっしゃ

ってませんよね。それで、誰も代理が出ていないということは、誰がどのように報告されるかもわか

らないし、私は昨年度、一昨年度も一番学校関係の方に発言ができる場だと思っていたんですね。そ

れで、ここにいらっしゃった校長会の代表の校長先生方にお話しして、答弁もいただいていたんです

ね。いらっしゃらなかったら話しても仕方がないし、教育関係の方、ほかの学校の方もいらっしゃい

ますけれども、この資料でいくと欠席して代理を立てても立てなくてもどっちでもいいということで

あれば、面倒くさいから立てないこともありますでしょうし、私たちは親の会の代表なので、非常に

貴重な機会だと思っていますので、お仕事ある方はお仕事を休んで日程調整をうまくして来ているん

ですね。

そういう学校が、例えばきょう何かすごく浦安市内の小学校で大きな行事があるとか、小学校、中

学校、両方があるというのは、ちょっと珍し過ぎると思うんですけれども、何があるかわからないん

ですが、やっぱりこういうふうに、最初にどっちでもいいというような内容になっているから、代理

を立てなければいけないとはもちろん思われてないからお休みになっているんだと思うんですけれ

ども、これはきちんと、休むときは自立支援協議会のほうは代理はだめでということであれば、それ

は納得がいくんですけれども、この部会の場合、代理が出ても出なくても、どちらでもいいというの

は、私としてはおかしいのではないかなと、ちょっと個人的に思いましたので、こちらで、今、述べ

させてもらいました。

リーダー：ありがとうございます。何かございますか。では、事務局お願いします。

事務局：代理出席のお話ですが、一応、代理出席ができることになっていまして、必ずしも代理が出なけれ

ばいけないということにはなっていません。今回の小学校長会、中学校長会の先生ですけれども、ち

ょうど校長先生の研修と重なってしまいまして、本日はご欠席となってしまいました。こちらも急遽、

日程を変更したこともございまして、日程が合わなくてご出席がかなわなかったんですけれども、新

しい先生になりますので、代理出席が可能ということは伝えていきますので、できる限りご出席いた

だくように、委員さんにお願いしたいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございます。よろしいですか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ありがとうございました。日程が変わったのは、私たちも

重々わかっていますので、そういった事情もあるんだろうなとは思っていましたが、やはり、そうい

った事情でも、第１回目でもありますし、研修と重なっているということはやっぱりそちらのほうが

重視ということなんですよね。その人が、どっちが優先順位が上なのかということで判断だと思うん
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ですけれども、親の会の立場としては、とても貴重な場だと思って最優先にして出席していますので、

その辺はわかっていただきたいなと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市自閉症協会：今、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんがおっしゃったこと、ちょうど

私も考えておりまして、今名簿を確認しながら拝見していました。やはり、それは期待も込めてとい

うことで、このこども部会の目的と主な議題が「教育と福祉の連携に関する事項」とあるように、そ

のために皆さんが都合をつけて出席していると思います。先ほどたった４回と申し上げたのは、一年

一年、進むようで進まない。三歩進んで二歩下がるような形で、子どもの学年が上がるその速度に、

この話し合いの速度が追いついてないということを感じることが多かったので、ぜひその辺をよろし

くお願いします。以上です。

リーダー：ありがとうございます。ほかに、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。

手をつなぐ親の会：すみません、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループと浦安市自閉症協会に便乗

する形で申しわけないんですけれども、小中の校長ということで、さっきおっしゃいましたけれども、

高校の先生もいらしてなくて、昨年度、私の記憶ですと、後半から高校の先生がいらっしゃらなかっ

たと思うんです。私の子どもも高校生もいますし、ぜひ、意見したいなと子どもから言われておりま

したので、すみませんがそこらのあたりで事務局で連絡をしていただけたらなと。

リーダー：ありがとうございました。ご意見がございましたので、事務局で対応をお願いいたします。

ほか、ございますでしょうか。では、次に進めさせていただきます。議題２青少年サポート事業に

ついて。一般社団法人こども未来共生会から説明をお願いいたします。

一般社団法人こども未来共生会：貴重な時間をいただいて、青少年サポート事業の 28 年度の実績報告と、

29 年度の事業計画について、簡単ではありますが、ご報告をさせていただきます。流れとしまして

は、青少年サポート事業の大まかな紹介、２つ目が 28 年度の実績、３番目が 29 年度の実施計画と

なります。よろしくお願いします。

浦安市青少年サポート事業の目的です。学齢期以降の発達の気になる児・者やその家族が、身近な

地域で適切な相談、指導が受けられる療育支援体制の充実を図るための事業です。個別、集団でのソ

ーシャルスキルトレーニングの実施や、保護者支援、専門性をいかした地域支援により、浦安市全体

で、発達障がい児・者に対する理解が進み、支援力が向上することを目的としています。

対象は、学齢期から成人、おおむね 25 歳までとなっていて、学校生活・社会生活・職場等での適

応に向けたＳＳＴが必要と判断された方にご利用いただいています。場所は、浦安市北栄３丁目のマ

ンションの１階をグループ療育、集団療育の場所として、そして３階のお部屋で、主に個別療育と相

談支援を実施しております。

事業内容は、大きく分けると４つとなります。１つは、療育支援。社会性、対人性の向上と獲得を

目的としたＳＳＴを個別と小集団で実施しております。交流事業というのはイベントなのですが、ラ

イフステージに応じて交流の場を通した困り感であったり、そのソーシャルスキルの共有の場になり

ます。相談支援は、保護者や当事者の相談に乗り、困ったことへの対応を、ともに考えていく支援で

す。地域支援は、機関を訪問したり、ケース会議、学習会などを通して、本人理解と発達の支援が必

要な方への理解を進めていく支援となります。

続きまして、28 年度の実績について報告させていただきます。数値は全て平成 28 年３月となって

いるんですが、申しわけありません、平成 29 年３月の段階のものとなります。

１登録状況になります。29 年３月の段階での登録者は 309 名となっており、内訳は、小学生が 162

名、中学生が 66 名、高校生が 34 名、18 歳以上の方が 37 名ということで、25 歳までを支援の対象

としていますが、ごらんのとおり、学齢期の方がとても大きなウエートを占めております。28 年度
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の初回面接では、登録の人数の変遷は表のとおりです。

続きまして、集団と個別の療育支援について、お話しさせていただきます。集団療育は、「ともだ

ち教室」というふうに名前がついておりますが、平日放課後の時間帯や土曜日に実施をしております。

１回、大体１時間 30 分程度で、定員は 10 名です。このような小集団での療育を通してのＳＳＴ、

ソーシャルスキルトレーニングを実施しております。楽しく遊ぶこと、友達と協力をすること、それ

をベースにやるんですが、それぞれの個別のニーズに応じた配慮を通しながらの活動になります。こ

こで、社会性や対人生の向上を促すことを目的に実施しております。

小集団の「ともだち教室」に関しては、流れが明確にあります。この時間の４時というのは、４時

から始まる曜日もあるし、５時から始まる曜日もあるし、土曜日は午前中に行っているんですけれど

も、大まかな流れは、集合してその日の課題の説明があり、ソーシャルスキルが必要となる課題を実

施し、その後はセレクトタイムという自由遊びの時間があり、最後に集合で、その日の自分の活動が

どうだったかを振り返る時間というものがあります。それぞれに、目標と身につけたい力があるので

すが、例えば 10 分ごろから始まるソーシャルスキルトレーニングですと、協力して課題に取り組む

こと。負けても怒らないで相手を褒めたり、あと、勝って自慢し過ぎないということも含まれるのか

なと思いますが、協力することや、セルフコントロールをしながら、友達と仲よく楽しく遊べるとい

う経験によって自信を身につけてもらうということを狙っています。

自由遊びは、子どもたちがその、そらいろルームにあるおもちゃで遊ぶのですが、ここは比較的、

学校の中でいう業間遊びなどと近いのかなという気がします。お友達を誘う、あるいは誘われたとき

にどう受ける、どう断るということも含まれるかなと思います。

あとは、幾つも遊んでも大丈夫なんですが、きちんと責任を持って片づけをしましょう、あるいは、

お友達を放っておいて終わりにはしないで、お友達に「終わりにするね」ということを声かけてから

終わりにしましょうという責任を持つ、自己責任というか、大げさにはなりますが、そういったとこ

ろも練習をする時間になります。それで、振り返りの時間も、私たちは重視していて、その日の自分

の言動を、できるだけポジティブに振り返ってもらう形で、例えば友達とけんかをしてしまったとし

ても、そこから立ち直ったねということであったりとか、仲直りできたね、そうすると次の関係性は

こうなるよねという、できるだけポジティブな方法で、例えばうまくいかなくても、時間を置くとい

うスキルも大事だよねということを、子どもたちと確認しながら、日々の療育を実施しています。

続いて、個別療育についてお話しいたします。個別療育は、月曜日から土曜日の９時から夜の７時

まで実施しています。１回１時間の予約制で、臨床心理士、言語聴覚士などの専門職が実施をしてい

ます。利用者の個別ニーズに配慮しながら、言語での希求スキルの獲得、気持ちの折り合いがつけら

れるようにということの社会性、対人性の向上を促すことを目的に実施しています。

月別の個別療育と集団療育の利用人数は、以下の表のとおりになります。月に、集団療育の場合は

毎週同じ曜日に所属して来ていただく形になるので、これはあくまで、例えば４月、102 人というこ

とであれば 102 人が全員ばらばらということではなくて、中に繰り返しお越しいただいているお子

さんもいるということになりますが、28 年度は、個別療育は 1,829 件、集団療育も 1,356 人の方た

ちにご利用いただきました。

次に、３番の交流事業についてお話しさせていただきます。２カ月に１回のペースでイベントとい

う形で実施をしています。利用者同士の交流、個別や集団療育で身につけた社会性、対人性を般化さ

せていくための機会の提供としています。また、成功体験によって自己肯定感の底上げを目標とする

のも、日ごろの療育と同じです。どちらかというと、そらいろルームの中の限られた部分だけではな

くて、曜日のグループを超えた、あるいは、個別だけ参加している、集団だけ参加しているという方

たちが、学校だったりを超えたところで交流ができる機会をつくらせていただいていて、昨年度、28
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年度は調理だったり外出だったり、相互理解といって自分の取扱説明書をつくって発表してお互いを

知り合う、自分のことも知るし、相手のことも知る。それに沿って、仲よくつき合えるにはどうした

らいいかなというのを考える機会などをつくらせていただきました。

今、どうしても、私たち職員の人数の都合などで、そらいろルームの利用者の方に限られてはいる

のですが、今後は、やはり浦安市全体の福祉の力をということで、一般の方、そらいろルームを余り

ご存じでない方たちにも利用、参加いただいて、相互理解を高める機会をつくっていきたいなとは考

えております。

次に、相談支援になります。相談支援も月から土曜日の９時から夜の７時まで実施をしていて、電

話と来所でのご相談を受けています。こちらも専門職が対応しており、当事者支援と家族支援の側面

を重視していて、学齢期から 25 歳までと幅が広いので、それぞれのライフステージでの困り感、困

りごとの対応策をともに考えて、エンファーメントしていけるようにということを考えております。

来所相談と電話相談の月別の件数も表のとおりです。合計で 587 件の相談支援を受けてきました。

次に地域支援となります。地域支援は、学校や関係機関との会議への参加だったり、勉強会の参加

などを通して、本人理解や発達への支援が必要な方への理解を進めていく機会とさせていただいてい

ます。28 年度は、浦安市内外の学校へも訪問させていただいていて、回数は以下のとおりになるん

ですが、実際にケースを検討することもあれば、学校全体、学校の先生たちに対しての研修というよ

うな形を実施させていただく機会もありました。

学校訪問についても、29 年度も引き続き訪問させていただきながら、療育と教育の橋渡しができ

ればいいなと考えております。

もう１つの地域支援の大きな目玉としては、ペアレント・トレーニングを実施しております。名前

は「親カフェ」「親カフェワイド」というのですが、親カフェのほうは、本事業の利用対象者のご家

族を対象に、特別な支援の必要な児・者への理解の促進、家族同士の横のつながりをつくることを目

的に実施しております。親カフェワイドのほうは、本事業の利用対象者のご家族なんだけれども、平

日開催の親カフェにはなかなか参加できないという、お父様であったりとか、お仕事されているお母

様であったり、あとは本事業を利用していないけれども、福祉の現場で発達に気がかりのある方とか

かわる方、あとはご家族の方もですが、参加できる対外向けのものとして実施をしてきました。こち

らの人数を見ていただいてもわかるのですが、やはり大分、実際に利用されている方だったりという

には、そらいろルームを周知していただいてたくさん利用していただいているんですが、まだ外に向

けてといいますか、まだまだ、そらいろルームを浦安市全体で周知していくことはできていないので、

ここは今後の大きな課題になるなと感じております。以上が、28 年度の報告となります。

では、29 年度の実施計画についても、お話をさせていただきます。議題２資料（２）をごらんく

ださい。事業方針は、一番最初にご説明させていただいた目的をもう少しかみ砕いたものにはなりま

すが、読ませていただきます。

成長・発達に心配や遅れがある学齢期から成人とその家族を対象に、浦安市青少年サポート事業に

基づき、浦安市の事業所指定を受け、発達障がい児・者に対する理解と支援力向上のための事業の運

営を行います。

そらいろルーム利用者の社会性発達について支援計画の立案からサービスの提供まで、個々のニー

ズに合わせた支援を行います。

小集団のソーシャルスキルトレーニングを通して、基本的な生活習慣、コミュニケーションなど、

家庭や地域の中で暮らしやすくなるために必要な力を育みます。

保護者と共にそらいろルーム利用者の育ちを考えながら、保護者の子ども理解や育児の悩みに対応

し、子どもに対する手応えや意欲を持てるような相談支援を実施しています。
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そらいろルーム利用者が育つ家庭や地域での生活状況を把握し、関係機関との連携など、地域の支

援の底上げとなるような地域支援や交流事業を行います。

28 年度と大きく実施するものについて変更はないのですが、グループ療育についても引き続き定

員 10 名で、１時間半から２時間の中で、小集団での編成によりソーシャルスキルトレーニングを実

施してまいります。個別療育も、１人当たり１時間程度で専門職が対応し、社会性、対人性、指示理

解など、ソーシャルスキルにかかわる部分を、個別のニーズに応じて支援を実施してまいります。交

流事業も、２カ月に１回の頻度で実施していく予定です。相談支援につきましても、家族等のご相談

に応じ、助言または必要な情報を提供すること、保護者や機関の困り感にも寄り添い、問題の解決を

ともに考えていく機会とします。地域支援も、引き続きペアレント・トレーニング、訪問支援、研修、

連携会議、学校との連携をさせていただいて、浦安市全体の支援力の底上げに貢献できるよう努力し

てまいります。

駆け足ではありましたが、青少年サポート事業の 28 年度の報告と、29 年の実施計画について、ご

説明をさせていただきました。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございました。それでは、今の説明につきまして、何かご質問、ご意見、ありました

ら、お願いいたします。よろしいでしょうか。では、ありがとうございました。

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）から（４）について、ご説明します。障がい者福祉計画の策定について、４つの

資料をごらんいただければと思います。申しわけございません、１点、議題３資料（４）について、

数字に誤りがありますので、本日、差しかえの当日資料をご用意しております。そちらをごらんいた

だければと思います。よろしくお願いいたします。

まず、障がい者福祉計画ということで、今年度１年間につきましては、部会においても毎回、この

計画策定について議題として上げまして、さまざまなご意見をいただく予定ですので、よろしくお願

いします。

まず、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。こちらは市の計画としての位置づけなんですけれども、まず、市の中心の計画として、浦

安市総合計画というものがございます。その下に、各部門計画があります。福祉部門としましては、

まず、上位計画として浦安市地域福祉計画、これが社会福祉法で規定された計画となります。こちら

の下に、各福祉部門ごとの計画があるというふうになります。障がい者福祉計画につきましても、こ

ちらに位置づけがされております。隣の、浦安市高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画、また、浦

安市子ども・子育て支援総合計画、こちらなどとも連携、整合性を図りながら推進していくというも

のになります。

障がい者福祉計画の構成ですが、第１編、第２編と２部構成になっておりまして、第１編が障害者

基本法という法律に基づく障がい者計画となっております。こちらは、市が取り組むべき障がい者施

策の方向性を示すもの、市役所内の各部署が実施しています市の施策について、示している内容にな

ります。第２編は、障がい福祉計画、こちらは障害者総合支援法に基づく計画です。障がい福祉サー

ビスを初めとして、地域生活に必要なサービスの見込量と確保策を定めるものです。総合的な生活支

援のための整理目標、必要な障がい福祉サービスや地域生活支援事業と呼ばれる市町村が行う事業の

見込量を示しています。

（３）計画期間。この計画は、平成 27 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの６カ年の計画と

なっており、現在の計画は、平成 27 年４月１日から平成 30 年３月 31 日までとなります。ここで見

直しを行い、平成 30 年４月１日から平成 33 年３月 31 日までの後期計画となるようになります。そ

こで、今年度１年間をかけまして、後期の計画を策定するということになります。
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（４）浦安市障がい者福祉計画策定委員会というものが設置してあります。こちらは先日第１回が

行われました。設置期間は平成 29 年５月 15 日から計画策定終了まで、こちらは平成 30 年３月 31

日を予定しております。構成委員は、浦安市自立支援協議会、及び部会の委員さんから委員を出すこ

とになっておりますので、浦安市自立支援協議会の委員 20 名全員、あとは当事者団体に所属する部

会の委員が４名、障がい福祉サービス事業所代表の部会の委員が１名、関係機関に所属する部会の委

員が１名という構成になっております。この会議も、自立支援協議会と同じく、傍聴が可能となって

おります。委員名を記載した議事録をホームページで公開する、となっておりますが、先日の策定委

員会で決まりまして、委員名ではなくて団体名を記載すると変更になりました。訂正いたします。

続きまして、２計画策定のスケジュールです。まず、市役所担当課進捗状況調査とありまして、こ

ちらは先ほど申し上げました障がい者計画の第１編障がい者計画に書かれています、市役所各担当部

署の施策、その進捗状況の調査を５月、６月で行ってまいります。新規事業や、拡大を必要とする事

業などを、こちらの策定委員会や部会などでも報告しまして、また検討していくというふうになりま

す。

続きまして、福祉計画策定委員会です。こちらは、５月、７月、10 月、11 月、１月、２月に自立

支援協議会と同時開催となっております。

次に、部会の意見収集。本日のこども部会を初めとして、各部会でも、これから 11 月末ぐらいま

でに計画の素案を作成しますので、それぐらいまでは、部会でも毎回、議題として皆様から意見を収

集します。

次に、当事者団体のヒアリング。こちらは、市内の当事者団体の方々に、ヒアリングを行う予定で

す。７月ぐらいを予定しておりまして、各団体さんには、なるべく早目にご案内をいたします。ヒア

リングシートなども事前に書いていただくようになりますので、ご意見をさまざまいただければと思

います。よろしくお願いします。

次に、計画素案策定。こちらは、そういったヒアリングですとか、あとは、今お配りしております

ピンク色の冊子が、アンケート調査結果報告書なんですが、こちらの当事者の方に対するアンケート

の調査結果、あとはこの部会でのご意見なども参考にして、協議した内容を盛り込みまして計画素案

を策定します。それで、計画素案を最終的に 12 月に提示しまして、広く一般市民などにご意見を伺

うパブリックコメントを 12 月に実施する予定となっております。そのパブリックコメントの実施を

して、集まったご意見に対する回答を１月ぐらいに行います。パブリックコメントの内容も盛り込み

まして、最終的な計画素案の修正を行い、計画最終案を提示、それが２月ぐらいになる予定です。そ

して、最後に計画策定委員会の第６回で、最終的な計画案を計画として決定して、計画書の印刷製本

を行い、３月に公表というスケジュールになっております。策定委員会の日程については、省略させ

ていただきます。

先ほども申し上げましたとおり、部会では毎回、意見を収集するというふうになっております。こ

ども部会については、療育・教育の充実に関することなどを、施策の方向性など、こども部会に該当

するところを皆さんで検討していただくようになるかと思います。

（４）、先ほども申し上げました当事者団体ヒアリングの予定ですが、こちらに記載のある当事者

団体さん、また、市で行っている障がい福祉サービス事業所の利用者さんに対してもヒアリングを行

う予定となっております。議題３資料（１）については、以上です。

続きまして、議題３資料（２）をごらんください。こちらの障がい者福祉計画ですが、国の計画の

方針ですとか、障害者基本計画にのっとって、その方針に従う形で計画をつくってまいりますので、

国の計画について、ご説明します。

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。こ
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ちらは、先ほどもお伝えしましたとおり、第１編の障がい者計画、障害者基本法による基本計画にな

るんですけれども、こちらについてになります。

国が、第４次障害者基本計画といいまして、平成 30 年度から平成 34 年度の５カ年間の計画を、

現在策定中なんですけれども、まだ方向性が示されていないんです。ですので、今回、そちらはお示

しできなかったんですけれども、こちらの障害者基本計画のもととなる条約ですとか基本法の基本的

な考え方の情報を抜粋はしてあります。

まず（１）障害者権利条約。こちらは、2006 年に国連で採択されたものになります。そちらに書

いてありますとおり、障がい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というもので、これは、国際の条

約になります。

日本につきましては、平成 26 年１月 20 日に条約を締結しました。国の障害者基本計画について

は、この条約締結後の初めての基本計画になりますので、この条約との整合性というものにも重点が

置かれるようです。

続きまして（２）障害者基本法です。こちらの第 11 条に、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、規定されています。主な、この障害者基本計画の原則とな

る条項ですが、まず目的として第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

害の有無によっ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

現というのが目的になっております。

基本原則としては、第３条から第５条になります。全文は読まないんですけれども、地域社会にお

ける共生、地域社会においてほかの人々と共生することというのが第３条になります。差別の禁止。

障害を理由として差別すること及び侵害をすることをしてはならないという、差別の禁止が第４条に

なります。第５条は、国際的協調。先ほども申し上げましたとおり、障害者権利条約との整合性とい

う部分になるかと思います。これが、障害者基本計画の大もとになる法律の条文になっております。

続きまして、２障害福祉計画。こちらにつきましては、国が第５期の障害者福祉計画の基本方針と

いうものを示しております。こちらは、浦安市の計画と同じく、平成 30 年度から 32 年度、３カ年

間となります。障害者総合支援法第 88 条によりまして、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おります。ま

た、児童福祉法の改正により、障害児福祉計画の策定が今回から義務づけられることになりました。

前回の平成 26 年の第４期計画からの基本方針の改正がされております。主なものをご紹介します。

ここですみません。１点、訂正です。２ページの「基本指針の主な改正内容」の（１）の表題が「基

本指針の主な改正内容」となっているんですが、誤りでして、「地域共生社会の実現のための規定の

整備」となっております。もう１回申し上げます。「地域共生社会の実現のための規定の整備」、こち

らが表題になります。

そちらに書いてありますとおり、地域のあらゆる住民が「支え手」「受け手」に分かれるのではな

くて、地域、暮らし、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現に向け

た取組等を計画的に推進するというのが挙げられています。

（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。こちらは、前回の精神科病院からの

地域生活への移行という項目から見直されまして、現在、高齢者のほうで中心で進めています地域包

括ケアシステム、こちらを精神障がいにも対応したシステムとして構築するということが掲げられて

います。地域包括ケアシステムといいますと、住まい、医療、介護、予防、生活支援などが一体的に

提供される地域の包括的な支援サービスの提供体制となりまして、今は高齢者のほうで中心に、そう
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いった取り組みはされております。

（３）障害児支援の提供体制の計画的な整備。こども部会につきましては、こちらが一番かかわる

ところかと思います。１から５の障がい児支援提供体制の確保に関する事項が、新たに追加されたも

のになります。１地域支援体制の構築、２保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した

支援、３地域社会への参加・包容の推進、４特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備、

５障がい児相談支援の提供体制の確保というふうになっております。

障がい児のサービス提供体制の計画的な構築ということで、平成 28 年５月に、障害者総合支援法、

児童福祉法の一部を改正する法律におきまして、障がい児福祉計画が義務づけられまして、内容とし

ては、児童発達支援センターを中心とした地域支援体制を構築することですとか、医療的に全対応を

目指しまして、医療的ケア児支援のための保健医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関の協議の

場の設置などについて、基本方針に追記がされております。この障がい児福祉計画につきまして、今

後はこども部会で中心に、話をさせていただければと思います。

続きまして、（４）発達障がい者支援の一層の充実。（５）障害福祉サービス等及び障害児通所支援

等の提供体制の確保に係る目標の設定、こちらにつきましても、４つの目標が設定されております。

平成 32 年度末までに、地域生活支援拠点等を整備すること。また、平成 32 年度末までに、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事業所を１カ所以上確保する

ことなどが、目標として設定されております。

次に、浦安市障がい者福祉計画の施策の基本方向について。これは現計画の基本方向が、今、示さ

れています。主に施策の方向性、そして基本施策と構成されておりまして、重点項目として、現計画

では福祉・生活支援の充実、雇用・就労支援の推進、ライフステージを通じた支援の推進、安心・安

全に暮らせるまちづくりの推進、差別の解消と合理的配慮の推進、が挙げられておりました。

昨年度までの自立支援協議会におきましても、この重点項目を中心に、話し合いをさせていただき

ました。こども部会におきましては、先ほど、今後の議題にもお伝えしましたとおり、サポートファ

イルの促進ということで、ライフステージを、そういった支援の推進ということでお話し合いをして

きました。

こちらの施策の方向性と基本施策につきましても、また、先ほど国の指針ですとかアンケートです

とか、皆様からのご意見を伺いまして、これを少し変えていくというふうになりますので、今後につ

きましては、またこの重点項目ですとか、そちらのほうにもご意見をいただければと思います。

議題３資料（２）につきましては、以上です。

議題３資料（３）、あと、本日お配りしておりますピンク色の浦安市障がい福祉に対するアンケー

ト調査結果報告書、そちらを、今お渡ししました。障がい福祉に関するアンケート調査結果報告につ

きましては、昨年度委員を務めていただきました委員さんはご存じかと思いますけれども、こども部

会でもたくさんご意見いただきました障がい福祉に関するアンケート調査ということで、市内の障が

いのある方に対して、アンケート調査を行いました。その結果になっております。きょうは内容につ

いて詳しくは読みませんけれども、今後、このアンケートからもどういったご意見があるとか、どう

いったところが不足しているとか、そういったことを、このアンケートから盛り込んでいくようにな

りますので、ごらんになっていただければと思います。議題３資料（３）につきましては、当事者の

方へのアンケートに対して、こちらは障がい福祉サービスの提供に係る調査結果ということで、障が

い福祉サービス事業所に対したアンケートの調査結果となっております。こちらも、概略だけ少しご

説明したいと思います。

こちらは、浦安市在住の障がい者の方に福祉サービスを提供している事業者、また、浦安市に住民

票のある障がい者の入居している施設に対して行っております。ですので、市外の事業所にもアンケ
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ートは実施しております。計画策定に当たりまして、福祉サービスの提供体制の計画的な整備を行う

ため、アンケートを実施したものとなります。３年前にも同じようなアンケートを実施しているんで

すが、５今後の事業展開というところで、前回は、拡大を考えているという事業所が一番多く、40％

だったんですけれども、今回は３現状のままというところが一番多く、34.7％となりました。少し事

業展開を考えている事業所が少なくなっているのかなという印象です。

続きまして、３浦安での事業展開でこども部会に関係があるといいますと、16 の児童発達支援か

ら 21 の障がい児相談支援になります。３年前と比べますと、放課後等デイサービスの市内の実施事

業所がふえているという形になりました。また、事業参入を考えている、側面的支援があれば参入を

考えるという事業所の数につきましても、前回と余り変わらない結果となりました。

続きまして、７円滑な事業運営を進めていく上で、困難を感じること。こちらも３年前と変わらず、

１位は人材の確保、２位が職員の資質向上でした。前回の１位も人材の確保だったんですが、前回が

65 事業所に対して、今回 121 の事業所が人材の確保と答えておりまして、やはり、人材の確保がと

ても困難になっているところなのかなというのが伺えました。議題３資料（３）については、以上と

なります。

最後に、議題３資料（４）の本日お渡ししました当日資料をごらんください。市の現状についてと

いうことで、こちらは、浦安市の障がい者手帳の所持者の推移と現状について、数字でお示ししてあ

ります。こちらを簡単に説明させていただきます。

まず、浦安市の障がい者手帳所持者の推移ですが、この６年間、平成 24 年から平成 29 年の６カ

年の状況をお示ししてあります。大体、全体で 23 年から 26 年の間、全体の手帳所持者の数が 519

人ふえていました。そして、26 年から 29 年の３年間が 507 人の増加になっておりまして、この６

年間で増加の推移はほぼ変わっていないという状況にはなっておりますが、毎年毎年、増加傾向とい

うのは、変わっておりません。もう１つ、特徴的なところは、精神障がい者のところです。こちらは、

増加のスピードが速いといいますか、24 年から 29 年の５年間で 376 人が増加しておりまして、パ

ーセントで言うと 79.3％の増というふうになっております。精神障がい者の増加傾向がとても大き

いという結果になりました。

続きまして、年齢別の障がい者の状況です。こども部会でかかわるというと、初めは年齢 10 歳階

級別のデータになっております。やはり、療育手帳の所持者のところで、10 歳から 19 歳の人口割合

が 1.2％と一番高い数字になっておりまして、人数も 220 名と、一番多い人数となっております。次、

こちらは平成 27 年から 29 年と、平成 24 年から 29 年ですね、６年間のゼロ歳から 17 歳、18 歳か

ら 64 歳、65 歳以上という年齢区分ごとの、人数と人口に対する割合となっております。ゼロ歳から

17 歳のところが、この部会にかかわるところかと思っています。ほぼ増加率ですとか人口割合とい

うところでは、推移としては余り変わらないような数字になっています。ただ、１点だけ、やはり精

神障がいですが、ゼロ歳から 17 歳についても 24 年から 29 年までの増加が平成 24 年が精神障がい

手帳が９人だったものが、平成 29 年で 40 人、ほぼ四、五倍にふえているというところがあります。

ここが少し特徴的なところかなと思っています。

最後、難病疾患者の状況となります。浦安市の難病疾患者見舞金の登録者数から出しております。

こちらは平成 29 年３月末になっているんですが、平成 26 年３月末は、登録者が 180 名、人口割合

が 0.110％でしたので、そこまで登録者数にも激増したとか、そういったことはありませんでした。

ほぼ変わらない推移となっております。事務局からは以上になります。

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、何かご質問、ご意見、ありまし

たら、お願いいたします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：内容が盛りだくさんなので、１つ気になったというか、こ
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れからこども部会をやっていく上で一番テーマになるところなので、質問をさせていただきます。議

題３資料（２）障害福祉計画に係る基本方針の書いてある中で、事務局からも３番の障害児支援の提

供体制の計画的な整備、ここが今後、こども部会で一番のテーマになるところだと思うんですが、こ

の中で、④番なんですけれども「特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備」とありまし

て、どうしても、ここの言葉が抽象的なんですけれども、この「特別な支援が必要な障がい児」とい

うのが、何を、どういったお子さんを、障がい区分とか重度とか、そういう意味なのか、あと、医療

行為が必要な障がいのあるお子さんなのか、あとは、例えばこれがこども部会にいるお子さんという

のは、大体、学齢期の方が多いと思うんですけれども、例えば学校生活における上での支援もここに

入るのか、もしくは学校の生活はちょっと置いて、家での生活や余暇だったり、または、いろいろ福

祉施設でお世話になっている例の放課後等デイサービスとか、そういうところの支援とかも入るのか、

そこが曖昧だったので、まず「特別な支援が必要な障がい児」というのは、どういった人を、例とし

て指しているのかをお聞かせください。

事務局：そうですね、一文にするとすごくわかりづらい文章になっているんですけれども、もう少し詳しく

申し上げますと、この障がい児支援体制の整備ですが、まず、おっしゃったように、医療的ケア児と

いうのが入ってきています。医療的ケア児が適切な支援を受けられるように平成 30 年度末までに、

各市町村、各都道府県、各圏域及び市町村において保健医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関

が連携を図るための協議の場を設けることを基本とするというものがあります。また、先ほども少し

申し上げたんですけれども、平成 32 年度末までに、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事業所を各市町村に少なくとも１カ所以上確保することを基本とする

というようなことが、具体的には挙げられています。あとは、今おっしゃったような、学校での支援

とか、そういったところになりますと（４）発達障がい者支援の一層の充実というところでも、そう

いうところを盛り込むようになってくるのかなとは考えています。以上です。

リーダー：ありがとうございます。いかがでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ありがとうございました。特別な支援って、障がいのある

子は、みんな特別な支援が必要な子ばかりで、そこがどういったのか、ちょっと知りたかったのと、

こういう支援ないのかなというのは、親の会でも親の要望は結構ありますので、今後、ここの問題で

はお話しできればと思っています。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございます。では、ほかにご意見、ご質問ございますでしょうか。

浦安市自閉症協会：議題３資料（３）の福祉サービスの提供にかかる調査結果についてです。私たちはふだ

んサービスを利用している側ですので、サービスを提供する側のアンケートを拝見する機会はなかな

かありません。資料２ページの２の、国保連及び市への請求事務の２で、「業務に負担を生じる場合

がある」件数が 70 とある部分についての質問です。この請求事務の内容が、どういうことを指すの

か。これはサービスを受ける私たちに対して、サービス提供者の方が印鑑をいただきに来るというこ

とは含まれますか。毎月、月末の決まった時期に、事業所の方が確認印やサインをいただきに自宅に

来てくださいますがその業務についてのことですか。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：そうですね。広く言うと多分そういったところも入ってくると思います。障がい福祉課のほうで、

障がい福祉サービスというのが、これは皆さんご存じのとおり、利用者さんについては１割負担とい

うふうになっているかと思うんですね。その１割については利用者さんからもらい、９割については

国保連というところを通じて、各事業者さんにお金が入ってくるという形になるんです。この請求事

務というのが、かなり負担にはなっているとは聞いております。私が今担当していないので、流れが

詳しくはわからないんですけれども、最終的には国保連のほうで、全てを集約して分配するというん
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ですか、各事業者さんにお金を支払うという形になっていますので。その確認という意味では、浦安

市自閉症協会がおっしゃったように、その利用日の判こを押すというところも確認をした上で、実績

として見るというのはあると思いますので、そうですね、かかわってくるかとは思います。以上です。

浦安市自閉症協会：ありがとうございます。わかりました。なぜ、これを申し上げるかと言いますと、請求

に係る事務の流れの１つの作業としてあるのかなと思いながら、常々来てくださる事業者さんに対し

て大変なのではと思っておりました。子どもの送迎後にサインや印鑑をもらいに、再度個別に家に来

てくださるんです。また、都合の良い日を事前に電話で確かめてくださって。事業所によっては、印

鑑を押しに来てくださいというところもありますので、それは出向いていって印鑑を押す。この印鑑

を押すという作業は、私たちサービスを利用している側にとっても、子どもが帰宅している夕方から

夜が多いので印鑑を押したりサインをしたりで子どもから目を離すというのはちょっと気になると

ころがありました。Ａ事業所、Ｂ事業所、Ｃ事業所と利用していれば、その皆さんが月末に来るよう

な感じです。何年も「何とかならないものかな」と思いながら請求にかかわることですので仕方がな

いのかなとも思いましたが、サービスを提供してくださる方も大変だということでは。何時間、皆さ

ん、働いているのかなと。

国保連や市の業務の中では改善し切れないこともあるのかもしれませんが、双方、負担に感じてい

るのであれば、何か解決の方法がみつかればと思います。

健常児の生活では、そういう作業はほぼゼロなのに比べて、障がい児に係る家庭の中でそういう時

間がとられているところは、何とかしていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いいた

します。以上です。

リーダー：どうもありがとうございました。では、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願い

します。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：今の浦安市自閉症協会に関連してなんですけれども、まさ

に私も利用しているもので全く同じなんですけれども、こちらのサービスを提供している事業所さん

のサブリーダーは、大変ご存じだと思うので、事業者さんのほうのお話も聞けたらと思いますので、

お聞かせください。

サブリーダー：ＮＰＯ法人千楽です。今、浦安市自閉症協会、そして千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安

グループからもありました、その請求業務についてなんですけれども、改めて今お話を伺いながら、

こちらとしては、その印鑑を頂戴しに行く立場ではあるんですけれども、さまざまな複数の事業所さ

んを使われているときに、訪問に行く側からしても、何通も印鑑を押したりとかサインをしたりとか、

さらに相談支援があったりとか、いろんな書類があったりとかということに、ああなるほどそれはそ

うだなと、実際にその現場に携わる者として、一つ一つの業務に対してどうにかならないんだろうか

と思うことが、例えば、こういうアンケートに反映される部分もあるのかなというふうに思っており

ます。

以前、前回のこども部会でも、例えばサポートファイルの共通シートだったりとか、さまざまな利

用者様の、その保護者の方からのご意見だったりとか、さまざまな事業所を初めて契約するときに、

何回も同じ内容の記録を書かないといけないとかという部分があって、それを改めてサポートファイ

ルの共通シートをつくって、実際に当事業所でも使わせていただいているんですけれども、そういっ

たこういうさまざまなご負担を減らすというか、ための議論というのもこの場で必要なのかなという

ふうに思っておりますので、事業所としても印鑑を頂戴しに行く段階では、とりに行けばというとこ

ろではあるんですけれども、それまでに国保連とのやりとりがあったりとか、各事業所との受給者証

の、また印鑑なんですけれども、印鑑のやりとりがあったりとか、そういうさまざまいろんなやりと

りがありますので、その部分も今後、現場の意見もこうやって出しながら、お母様方の意見もいただ
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きながら検討していけばいいのかなというふうに思いました。以上です。

リーダー：ありがとうございます。ほかに何かありますか。事務局、お願いします。

事務局：普通の障害福祉サービスは、県の登録になるんですけれども、移動支援とか日中一時支援について

は市の事業になっておりまして、事業所さんに実地指導など行くんです。そうすると、やはり必ず判

こを確認しまして、その都度もらってますよねとか、そういったことを確認したりしている立場では

あるので、なかなか耳が痛いところではあるんですけれども、ただ、やはり、そういった請求事務な

のでなかなか簡略化が難しいところもありますけれども、そういった実際の現場の意見を行政として

はしっかり受けとめて、今後の検討の材料にしていきたいと思いますので、ご意見いただければと思

います、今後も。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございます。

手をつなぐ親の会：すみません、今のお話なんですけれども。私はその請求事務に関しても税金で使われて

いるものなので、不正請求されたら困るので、必ず印は押すのが当然とは考えているんですけれども。

私も複数、事業所さんを使って、その都度、判を押すのが当たり前なのかなと思っているんですけれ

ども、その事業者さんによっては固まってきたり、もしくは全くいらっしゃらないところもあるし、

その後、同じ浦安市の事業所さんで、私いつも疑問には思っていたんですけれども、毎回くださいっ

てされるところもあるし、黙って固めていらっしゃるところもあるし、１個忘れてましたって、すぐ

いらっしゃったりとか、そういったところの事業所さんの差があるのが、何でだろうと思っているん

ですけれども、その辺、教えていただけたらありがたいなと思います。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：先ほどもお伝えしましたとおり、普通の障害福祉サービスにつきましては、千葉県で集団指導、実

地指導、事業所にしておりますので、そちらでチェックはしているかと思うんですが、浦安市では、

例えば移動支援、日中一時支援につきましては、集団指導では必ずそういった、判こについて、その

都度、利用したということの証明にはなりますので、その都度もらってくださいということは必ずお

伝えしていますし、実地指導といって各事業所に行って書類を見ているというのもあるんですけれど

も、そちらでも必ずそういったことを確認させていただいていまして、そういった実地指導などで、

事業者さんのほうには徹底していきたいというふうには考えています。以上です。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：私も、先ほどの手をつなぐ親の会の意見に賛成で、請求事務は簡

略化が難しいということで、事務局がおっしゃっていたんですけれども、市税ですとか、とにかく税

金が使われているものに関して、管理が厳重になるのは当たり前なのかなと思っていて、印鑑、うち

も二人障がい児がいるので二人分で、かつ、事業者さんも幾つか使わせていただいているので、何カ

所か、そういう時期になると印鑑をダダダダッと押すときがやってきたりというのがあるんですけれ

ども、それは使わせてもらっているほうの義務であると思っています。

ただ、それを管理する事業者さん側がすごく大変だなということは、いつも感じています。自分の

子どものことに関する義務というのは果たしますけれども、事業者さんのほうでそういう事務作業が

大変になってしまって、子どもに対しての、子どもに接する時間が減ってしまったりとか、人手を割

いてしまったりというのはすごくもったいないというか、私たちにとっては、大人の目が一人でもあ

るほうが子どもにとっていい環境であるかなというふうに思うんです。

なので、そこの簡略化というのは、うまく図れるのではないかなと思っていて、ただちょっと、こ

こでそういう議論をするのはちょっと難しいことで、恐らく全国的にそういうものは発生しているの

ではないかなと思っていて、もうちょっと高次の会議の場にそういう意見というのを浦安市として出

すことはできないのかなというふうにも考えるんですが、いかがでしょうか。

リーダー：事務局、お願いします。
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事務局：こちらから県や国に、そういった要望ですとか出す場というのは、もちろんありますので、今後、

障がい事業課としても市としても必要であれば検討はしていきたいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ：ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。

リーダー： ほか、ございますでしょうか。今、さまざまな意見を出していただいたり、アンケートをつく

っていただいたりして課題が公になっていますので、このような声がいろんなところに響いていけば

いいなと思います。では、これ以外で、何かご意見、ご質問、ございますでしょうか。よろしいでし

ょうか。それでは、議題は全て終了となります。

本日の会議は、これで終了とさせていただきますが、最後に委員の皆様、また事務局から、何か連

絡事項等、ございますでしょうか。では、事務局、お願いします。

事務局：最後に、きょう、当日資料でお配りしています、少し色のついた紙の「障がい福祉サービス事業所

合同説明会」というものをお渡ししています。そちらを、ごらんいただければと思います。ここ数年、

毎年行っているんですが、障がい福祉サービス事業所が集まりまして、市内の障がい福祉サービスの

利用者の方、ほかの福祉サービス事業者の方、支援者の方などにご案内するという説明会です。29

年５月 31 日水曜日、12 時 30 分から、場所は市民プラザ Wave101 大ホールです。今回の障がい福

祉サービスにつきましては、18 歳以上の方のサービスになりまして、障がい児のサービスは入って

いないんですけれども、今後また利用するということもあるかと思いますので、ご興味のある方は、

ぜひご参加いただければと思います。

まず、障がい福祉サービスの事業所さんによるプレゼンテーションが 12 時 35 分から 14 時にあり

ます。その後は、その間も、12 時半から 15 時まで、事業者ブースというのを設けていますので、各

事業者さんごとにサービスのご案内ですとか、あとは相談ということもできるようになっています。

また、展示、模擬店ブースとしまして、福祉施設の製品の販売ですとか、パンフレットの配付なども

行います。ぜひ、ご興味のある方は足を運んでいただければと思います。特に申し込みは必要ありま

せんので、時間内は出入り自由となっております。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す。それでは、本日の部会は、これで終了いたします。次回の会議は、７月

10 日月曜日を予定しております。

私、先ほど、１年間よろしくお願いしますと言ってしまいましたが、委員の皆様には、これから２

年間にわたり、多々ご協力いただくことになります。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。それで

は、本日は、どうもありがとうございました。



平成 29 年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

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 29 年度第１回）次第

１．開会

２．委員紹介

３．議題

（１）平成 29 年度・30 年度こども部会の運営と議題

（２）青少年サポート事業 平成 28 年度の実績報告と平成 29 年度事業計画

（３）障がい者福祉計画の策定について

４．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 年度こども部会の議題について

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

・青少年サポート事業について

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・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

・サポートファイルの活用について

・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



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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浦安市青少年サポート事業

目的）学齢期以降の発達の気になる児・者やその家族が、身近な地域で適切な相談や指導が受けられる

療育支援体制の充実を図るための事業。個別、集団でのソーシャルスキルトレーニングの実施や、

保護者支援、専門性をいかした地域支援により、浦安市全体で、発達障がい児・者に対する理解

が進み、支援力が向上することを目的としています。

対象）学齢期～成人（概ね 25 歳まで）で、学校生活・社会生活・職場等での適応にむけた SST が必要

と判断された方。

場所）浦安市北栄 3－9－16 リバーリッチ第 2 川富 1F

事業内容）

●療育支援：社会性、対人性の向上と獲得を目的とした SST（個別・小集団）の実施

●交流事業：ライフステージに応じた交流の場を通した共有の場。

●相談支援：保護者、当事者の相談にのり、困ったことへの対応を考えていく。

●地域支援：機関を訪問したり、ケース会議、学習会等を通して、本人理解と発達の支援が必要な人へ

の理解を進めていく。

議題２資料（１）
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平成 28 年度 実績について

※数値はすべて平成 2９年 3 月段階のものです。

1．登録状況

名簿登録者 309 名

内訳 小学生 162 名 中学生 66 名 高校生 34 名 18 歳以上 37 名

月別件数

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

初回面接

（回数）
14 6 8 12 10 9 13 10 5 11 10 14 122

2．療育支援（集団・個別）

①集団療育「ともだち教室」

平日放課後の時間帯や土曜に実施。1 回 1 時間 30 分程度で定員は 10 名、小集団での療育を通して

SST を実施。楽しく遊ぶことや、友だちと協力する課題、個別のニーズに応じた配慮などを通じて、主

に社会性や対人性の向上を促すことを目的に行ってきた。

流れ

時間 内容 目標 身につけたい力

16:00 登所 身支度

集合 ミーティング、課題説

明

・あいさつできる

・自分で身支度できる

・注目して話を聞く

ADL、言葉、スタディスキル、

注目スキル、場面理解

16:10 課題、SST ・協力して課題に取り組む

・負けても怒らない など

集中力、協力、セルフコント

ロール

16:50 セレクトタイム（自由遊び）

片づけ

・約束やルールに従って遊ぶ

・友だちを誘う

・責任をもって片づける

折り合いをつける、コミュニ

ケーション

17:25 集合 ふりかえり ・説明を聞く

・自分の言動をふりかえる

スタディスキル、注目スキル、

内省力

17:30～ 身支度、降所 ・自分で身支度できる

・あいさつできる

ADL、言葉
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②個別療育

月～土の 9 時～19 時に実施。1 回 1 時間の予約制で、専門職が行う。利用者の個別ニーズに配慮し

ながら、言語での希求スキルの獲得や、気持ちの折り合いをつけられるようになるなどの、社会性や対

人性の向上を促すことを目的に行っている。

月別件数

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

個別療育

(利用人数)
111 115 123 145 136 156 158 178 190 142 171 204 1829

集団療育

(利用人数)
102 97 119 124 119 122 116 113 94 113 102 135 1356

合計 213 212 242 269 255 278 274 291 284 255 273 339 3185

3．交流事業

2 ヶ月に 1 回のペースで実施。利用者同士の交流、個別や集団療育で身に付けた社会性や対人性の般

化へつなげる機会の提供、成功体験による自己肯定感の底上げを目標として行った。

月ごとの内容と参加人数

月 内容 目標 参加人数

7 月 調理プログラム 協力する 集中する 17 名

9 月 カルタ大会 ルールを守る 協力する

折り合いをつける
19 名

10 月 外出プログラム 社会のルールやマナーを守る経験 30 名

12 月 ポイントラリー ルールを守る 協力する

折り合いをつける
17 名

3 月 相互理解プログラム 自分を知る 友だちを知る 10 名

4．相談支援

月～土の 9 時～19 時に実施。電話と来所での相談を行っている。専門職が対応。当事者支援と家族

支援の側面を重視し、ライフステージごとの困り感や困りごとへの対応策をともに考える時間をしてい

る。
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月別件数

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

来所相談 52 40 38 36 29 51 48 39 53 41 54 93 574

電話相談 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 1 3 13

合計 53 41 39 37 30 51 48 39 55 43 55 96 587

5．地域支援

学校や関係機関（こども発達センターや基幹相談、相談支援事業所など）との会議への参加や勉強会

への参加を通して、本人理解や発達への支援が必要な人への理解を進めてきた。

学校訪問

市内小学校 13 回 市内中学校 18 回 私立中学校 1 回

※同じ学校への複数回訪問もあります。

ペアレント・トレーニング「親カフェ」「親カフェワイド」

●親カフェ

本事業の利用対象者の家族を対象に、特別な支援の必要な児・者への理解促進、家族同士の横のつな

がりをつくることを目的に実施。1 回につき定員 10 名。時間は 1 時間 30 分程度で申し込み制。

月 6 7 9 10 12

参加人数 3 6 1 4 4

●親カフェワイド

本事業の利用対象者の家族で平日開催の「親 cafe」に参加できない家族、または本事業を利用してい

なくても参加できる対外向けとして実施。交流事業のない月の第 3 土曜日に開催。

月 8 11 1

参加人数 2 6 18
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平成２９年度 実施計画について

事業方針

■ 成長・発達に心配や遅れがある学齢期〜成人（６〜２５歳）とその家族を対象に、浦安市

青少年サポート事業に基づき、浦安市の事業所指定を受け、発達障がい児・者に対する理

解と支援力向上の為の事業の運営を行う。

■ そらいろルーム利用者の社会性発達について支援計画の立案からサービスの提供まで、

個々のニーズに合わせた支援を行う。

■ 小集団のソーシャルスキルトレーニングを通して、基本的な生活習慣、コミュニケーショ

ンなど、家庭や地域のなかで暮らしやすくなるために必要となる力を育む。

■ 保護者と共にそらいろルーム利用者の育ちを考えながら、保護者のこども理解や育児の悩

みに対応し、こどもに対する手応えや意欲を持てるような相談支援を行う。

■ そらいろルーム利用者が育つ家庭や地域での生活状況を把握し、関係機関との連携など、

地域の支援の底上げになるような地域支援や交流事業を行う。

① SST 療育支援（グループ・個別）

〈対象〉本事業の利用対象者のうち、医学的診断名および障がい者手帳を有しない、特別な支援、

配慮の必要とする児・者（主に学齢期〜２５歳までを想定）。

〈目的〉楽しく人と関わる経験や成功体験から、能動的な活動を引き出し、社会性の発達を促す

ことを目標とする。また、将来の社会生活・就労を見据えた支援を行う。

〈グループ・内容〉

集団生活に必要な能力を身につけるための指導を小集団での編成により実施する。ＳＳＴに特

化した支援の実施。主に、社会性、集団適応などのスキルを身につける事を目的とする。

※実施の目安 1 コマ当たり １０人×１２０分（内容や利用者の状況によって小グループ対

応をする）

〈個別・内容〉

社会生活への適応のために必要な訓練等を個別に実施する。支援計画に基づいた個別での SST

等を実施。主に、社会性、対人性、指示理解、など個別のニーズに応じた支援を行う。

※実施の目安 １人当たり ５０分程度(専門職対応)

議題２資料（２）
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② 交流事業

〈対象〉本事業の利用対象者

〈内容〉利用対象者で、特別な支援の必要な児・者やその家族のニーズに応じた交流の場を提供

する。

〇普段とは違う友達と交流していく事で、SST で学んだ力の般化へつなげていく。

〇成功体験を多く積む事で、自己肯定感の底上げをしていく。

2 ヶ月に 1 回の実施予定。

③ 相談支援

〈対象〉本事業の利用対象者

〈内容〉本事業の利用対象児・者や家族等の相談に応じ、助言または必要な情報を提供する。

専門的な知識を持った職員が、学校生活、家庭生活、社会生活、就労等に関する総合的

な相談を受ける。相談に対して、法令・制度や地域機関等、生きていく為に必要な情報

と使い方をアドバイスしていく。利用者にとって気軽に相談ができ、安心できる場所に

なるようにする。

〇昨年度に準じて、家庭や各所属機関での様子を知る機会としていく。

〇保護者、機関の困り感に寄り添い、問題の解決に導いていく。

④ 地域支援

〈目的〉浦安市全体の特別な支援の必要な児・者への支援力の底上げになる研修等の実施や関連

事業者との連携を図る。

ペアレントトレーニング「親 cafe」

：本事業の利用対象者の家族を対象に、特別な支援の必要な児・者への理解促進、家

族同士の横のつながりをつくることを目的に、ペアレントトレーニングを実施する。

定員 1 回につき 10 名前後 1/月平日実施予定（ワイドのある月は除く）

ペアレント・トレーニング「親 cafe ワイド」

：本事業の利用対象者の家族で平日開催の「親 cafe」に参加できない家族、または本

事業を利用していなくても参加できる対外向けのペアレントトレーニングを実施す

る。2 ヶ月に 1 回第 3 土曜日に実施予定。

訪問支援 ：要請のあった各機関や就労先等を訪問し、支援方法の共有や職員支援、今後の連携

体制の構築をしていく。

研修 ：現場で支援をしている人や対応にあたる人のスキルアップのための研修・講演会等

を実施。

連携会議 ：本事業利用者の関係機関との連携会議を通して支援のあり方を共有する。

学校連携 ：要請のあった市内小中学校・県立高校・特別支援学校等を訪問し、支援方法を共有

し、今後の連携体制の構築をしていく。要請があれば電話や来所での相談にあたる。
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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
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子
ど
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・
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て
支
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合
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画
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高
齢
者
保
健
福
祉
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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つとり、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。

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。

基本指針の主な改正内容

（１）地域共生社会の実現のための規定の整備

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、

生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現に向けた取組

等を計画的に推進する。

（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

精神障がい者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよ

う、精神障がい（発達障がい及び高次脳機能障がいを含む）にも対応した地域包括ケ

アシステムの構築

（３）障害児支援の提供体制の計画的な整備

以下の柱を盛り込み、障がい児支援の提供体制の確保に関する事項を新たに追加

① 地域支援体制の構築

② 保育、保健医療、教育、就労支援等の関係機関と連携した支援

③ 地域社会への参加・包容の推進

④ 特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備

⑤ 障がい児相談支援の提供体制の確保

（４） 発達障がい者支援の一層の充実

発達障がい者支援地域協議会の設置が重要であることなどを追加
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（５）障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標の設定

① 福祉施設入所者の地域生活への移行や、入所者削減目標の設定

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を目指し、障がい保健福祉圏域

ごとに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置

③ 平成３２年度末までに、地域生活支援拠点等を整備

④ 平成３２年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所を１か所以上確保 など



4

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
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議題３資料（３）

障害福祉サービスの提供にかかる調査結果概要報告

１．調査概要

（１）調査の目的

浦安市障がい者福祉計画の策定にあたり、福祉サービスの提供体制の計画的な整

備をおこなうため、障がい福祉サービスを提供している事業所の状況や意見等を伺

うことを目的に調査を実施したものです。

（２）調査対象及び回答数

このアンケート調査は、以下のとおり、浦安在住の障がい者に福祉サービスを提

供している事業者及び浦安に住民票のある障がい者の入居している施設に調査を実

施しました。

調査対象 回答数

・浦安在住の障がい者に福祉サービスを提供している事業者

・浦安に住民票のある障がい者の入居している施設

141 事業所

（６１．８％）

（３）調査方法及び調査実施期間

このアンケート調査の調査方法及び調査実施期間は以下のとおりです。

調査方法 調査実施期間

郵送法（郵送による配布・回収） 平成 28 年 12 月 21 日～平成 29 年 1 月 25 日
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２．提供している福祉サービスについて 141 事業所

質問 回答 件数 %

①利用者の新規等利用
申込みへの受入状況

１ 余裕がなく、定期利用者以外の受入れは困難 47 33.3

２ 余裕はややある 67 47.5

３ 余裕は十分ある 22 15.6

未回答 5 3.5

②国保連及び市への請
求事務

１ 業務にかなり負担を生じる 17 12.1

２ 業務に負担を生じる場合がある 70 49.6

３ 業務に負担はない 50 35.5

未回答 4 2.8

③利用者からの一部負
担金（利用料）の徴
収事務等

１ 業務にかなり負担を生じる 8 5.7

２ 業務に負担を生じる場合がある 52 36.9

３ 業務に負担はない 49 34.8

４ 一部負担金の徴収事務はない 27 19.1

未回答 5 3.5

④事業所の収支状況

１ 赤字である 29 20.1

２ 収支はほぼ均衡 67 47.5

３ 黒字である 37 26.2

未回答 8 5.7

⑤今後の事業展開

１ 現時点ではわからない 46 32.6

２ 縮小を考えている 4 2.8

３ 現状のまま 49 34.7

４ 拡大を考えている 40 28.4

未回答 2 1.4
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３．浦安での事業展開

（
参
考
）

現
在
、
市
内
で
事
業
を

実
施
し
て
い
る
事
業
者

浦安での事業展開

事
業
参
入
を

考
え
て
い
る

側
面
的
支
援
が

あ
れ
ば

参
入
を
考
え
る

事
業
参
入

し
な
い

現
時
点
で
は

わ
か
ら
な
い

１．居宅介護 21 1 0 45 28

２．行動援護 1 3 0 51 33

３．同行援護 12 3 1 49 32

４．重度訪問介護 20 1 0 51 27

５．重度障害者等包括支援 0 0 0 56 30

６．短期入所 3 １ １ 50 28

７．生活介護 7 ４ 0 48 30

８．療養介護 0 0 0 56 30

９．機能訓練 2 0 1 55 30

10．生活訓練 1 0 1 52 28

11．就労移行支援 3 ３ 2 48 29

12．就労継続支援 Ａ（雇用型） 4 ２ 2 50 34

13．就労継続支援 Ｂ（非雇用型） 7 ２ ３ 48 34

14．共同生活援助（グループホーム） 6 ２ ４ 50 30

15．施設入所支援 0 0 0 55 27

16．児童発達支援 7 0 １ 51 33

17．放課後等ディサービス 12 １ ２ 48 29

18．保育所等訪問支援 2 0 ２ 56 29

19．地域相談支援 2 0 0 54 31

20．計画相談支援 9 １ １ 48 31

21．障害児相談支援 7 1 １ 48 32

22．移動支援 22 0 0 50 28

23．地域活動支援センター 4 0 1 55 28

24．日中一時支援 12 0 1 48 27

25．その他 0 1 29 16

＊側面的支援で回答が多かったもの 職員の確保、人件費の補助
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４．利用者の希望どおりのサービスが提供されているか 141 事業所

件数 %

１．十分提供できている 33 23.4

２．どちらかといえば提供できている 93 66.0

３．どちらかといえば提供できていない 12 8.5

４．提供できていない 0 0

未回答 3 2.1

５．利用者からの相談 141 事業所 複数回答

件数

１．サービス内容に関するもの 104

２．利用手続きに関するもの 66

３．職員の態度に関するもの 23

４．施設・設備に関するもの 39

５．障がい程度区分の認定に関するもの 6

６．利用料、利用者負担に関するもの 39

７．特に相談は受けていない １７

８．その他 25

＊その他の内容

人間関係、就労、成年後見 等
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６．利用者からの苦情 141 事業所 複数回答

件数

１．サービス内容に関するもの 49

２．利用手続きに関するもの 17

３．職員の態度に関するもの 40

４．施設・設備に関するもの 20

５．障がい程度区分の認定に関するもの 3

６．利用料、利用者負担に関するもの 9

７．特に苦情は受けていない 56

８．その他 10

＊その他の内容

他の利用者について 等

７．円滑な事業運営を進めていく上で、困難を感じること １４１事業所 複数回答

件数

１．利用者の確保 38

２．人材の確保 121

３．職員の資質向上 87

４．従業員の福利厚生などが不十分 14

５．介護報酬単価が低い 35

６．運営・運転資金の確保 18

７．事務所の確保や維持 5

８．事務作業の量が多い 47

９．特に困難を感じていることはない 4

10．その他 6
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８．サービスの質の確保・向上への取り組み １４１事業所

（１）利用者の満足度や利用者からのサービスの質の評価に取り組んでいますか

（利用者のアンケート等）

取組んでいる ８５（60.3％）

現在は取組んでいない ５２（36.9％）

未回答 ４（ 2.8％）

（２）サービスに苦情があった場合の対応を行う責任者や窓口を設置していますか

責任者や窓口を設置している １３８（97.9％）

責任者や窓口は設置していない ０（ 0.0％）

未回答 ３（ 2.1％）

（３）サービスに苦情があった場合の手続きや対応方法について文書やマニュアルに

より定説に対応していますか。

文書やマニュアルにより適切に対応している １２０（85.1％）

文書やマニュアルはない １８（12.8％）

未回答 ３（ 2.1％）

（４）事故発生や事故予防のための手続きや対応方法について、文書やマニュアル等

で明確にし、適切に対応していますか。

文書やマニュアルにより適切に対応している １２７（90.1％）

文書やマニュアルはない １１（ 7.8％）

未回答 ３（ 2.1％）

（５）事故発生時に速やかに対応を行うために、損害賠償保険に加入していますか。

損害賠償保険に加入している １３３（94.3％）

損害賠償保険に加入していない ３（ 2.1％）

未回答 ５（ 3.5％）
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（６）秘密保持、プライバシーについて、文書やマニュアル等で明確にし、適切に対

応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している １３２（93.6％）

文書やマニュアルはない ６（ 4.3％）

未回答 ３（ 2.1％）

（７）衛生管理に関する手続きや対応方法について、文書やマニュアル等で明確にし、

適切に対応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している １１５（81.6％）

文書やマニュアルはない ２１（14.9％）

未回答 ５（ 3.5％）

（８）職員の健康管理に関する手続きや対応方法について、文書やマニュアル等で明

確にし、適切に対応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している １０１（71.6％）

文書やマニュアルはない ３４（24.1％）

未回答 ６（ 4.3％）

（９）雇用職員（非常勤者を含む）について就業規則を定め、個別に雇用契約を結ん

でいますか

個別に適正な契約を結んでいる １３８（97.9％）

契約を結んでいない場合がある ０（ 0.0％）

未回答 ３（ 2.1％）

（１０）利用者から、職員の交代の要望等があった場合の対応方法について、文書や

マニュアル等で明確にし、適切に対応していますか

文書やマニュアルにより適切に対応している ４９（34.8％）

文書やマニュアルはない ８６（61.0％）

未回答 ６（ 4.2％）
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９．災害時の準備体制

（１）災害発生時の対応方法について、文書やマニュアル等で明確にし、適切に対応

していますか

はい １２２（86.5％）

いいえ １２（ 8.5％）

未回答 ７（ 5.0％）

（２）事業所内の講習会・研修を実施していますか。

半年に１回以上行っている ９３（66.0％）

１年に１回程度行っている ２２（15.6％）

行っていない ２１（14.9％）

未回答 ５（ 3.5％）

１０．会議、研修

（１）サービス担当者会議を実施していますか

＊朝礼、連絡等の軽易なものは含みません

はい １３１（92.9％）

いいえ ５（ 3.6％）

未回答 ５（ 3.6％）

（２）事業所内の講習会・研修を実施していますか。

はい １２９（91.5％）

いいえ ９（ 6.4％）

未回答 ３（ 2.1％）

（３）外部の講習会・研修に参加していますか。

はい １３４（95.0％）

いいえ ４（ 2.8％）

未回答 ３（ 2.1％）



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（４）

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



 

日時  平成 29 年 5 月 31 日（水）   

12 時 30 分～15 時 00 分  

＊申し込み不要  時間内出入り自由   
 

場所  市民プラザ WAVE101 大ホール  
 

浦安市内の障がい福祉サービスを紹介する説明会です。  

障がい福祉サービスの利用を考えている方、福祉サービス

事業者の方、支援者の方、教育関係者の方、どなたでもお気

軽にご参加ください。  
 

 

 

 

 

 

 

 

事業者ブース  ＊手話通訳が必要な方は、受付までおこしください。  

 

 

 

 

 

 

 

展示・模擬店ブース  
 

 福祉施設の製品の販売、啓発用グッズ・支援グッズの展示  

事業所一覧・各種パンフレットの配布  など  
 

 

 

 

 

 

問い合わせ  浦安市健康福祉部障がい事業課   

電話  047－351－1111 ＦＡＸ  047－355－1294 

メール  shougai j igyou@city .urayasu. lg . jp  

「浦安市の障がい福祉サービス」  
サービスのご案内と事業者によるプレゼンテーション  

12 時 35 分～13 時 40 分（予定） ＊手話通訳要約筆記付

き  

事業者毎にサービスのご案内と  

利用相談への対応をいたします。 

お気軽にご相談ください。  


