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平成29年度第２回浦安市自立支援協議会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成29年７月13日（木） 15：10～16:30

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

和洋女子大学（会長）、千葉商科大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会、

浦安手をつなぐ親の会、社会福祉法人なゆた、社会福祉法人敬心福祉会、ＮＰＯ法人千楽、

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、社会福祉法人サンワーク、ＮＰＯ法人タオ

介護給付費等の支給に関する審査会、株式会社オリエンタルランド、浦安市社会福祉協議会

千葉県立市川特別支援学校、健康福祉部（部長）、健康福祉部（次長）、こども発達センター

４．議題

（１）部会活動報告

（２）平成28年度基幹相談支援センター実績報告

（３）第１回合同部会について

（４）市の事業報告

５．資料

議題１資料（１） 部会活動報告

議題１資料（２） 部会活動報告

議題１資料（３） 障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業 平成28年度実績報告

議題２資料 平成28年度 浦安市基幹相談支援センター事業報告

議題３資料 第１回 合同部会について

議題４資料（１） 平成29年度の主な新規事業等

議題４資料（２） 知的障がい者等家族支援事業

議題４資料（３） 千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例

議題４資料（４） （仮称）浦安市手話に関する基本条例案の策定スケジュール
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６．議事

事務局：ただいまより、平成29年度第２回浦安市自立支援協議会を開催いたします。

本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

会議を開催する前に、何点か会議の進め方について確認させていただきたい事項がございます。

この自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。特に個人

情報に係る発言等につきましては、充分なご配慮をお願いいたします。氏名等を出さなくても、内容に

より個人を特定できる場合がありますので、ご本人の承諾がない場合は、特定の事例などに関するご発

言はお控えいただきますようお願いいたします。

また、議事録には発言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほど、よろしくお願いい

たします。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。議事の記録及び会議を円滑に進めるためにも、

ご発言の際は、挙手いただき、会長の「○○委員、お願いします」の発言の後に、団体名と氏名を述べ

ていただき、その後、ご発言をお願いいたします。

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

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

入りますが、手話通訳の方より挙手をお願いします。

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

会長：それでは、引き続き、よろしくお願いいたします。

本日の議題は４つです。部会活動報告、２つ目が平成28年度基幹相談支援センター実績報告、３つ目、

第１回合同部会について、最後が、市の事業報告となります。

はじめに、議題１部会活動報告です。第１回の協議会以降、５つの部会が開催されたようですので、

部会ごとに活動をご報告いただき、質問や意見をお聞きしたいと思います。

では、最初に、権利擁護部会の活動報告を、リーダーの浦安市社会福祉協議会より、よろしくお願い

いたします。

浦安市社会福祉協議会：私のほうから権利擁護部会の報告をさせていただきます。

６月１日の木曜日に、第１回目の会議が行われました。まず、第１回目ということでしたので、自己

紹介プラス皆様から一言いただいて、障がいのある立場の方、また、支援をする立場の方から、さまざ

まなご意見をいただいたところです。

その後、議題１に入りまして、平成29年度・30年度権利擁護部会の運営と議題について、事務局から

話があり、主な意見としては、権利擁護部会をどのように運営していくかという話があったんですが、

権利を本当に実現していくためには、もう少し細かいところを、個別事例などを検討する必要があるの

ではないか。そういう機会をつくれないかというようなご意見がありまして、また、委員からは、事例

を提案したいということで、具体的には、今後、皆様から事例を出していただき、それについて小グル

ープでお話ができる機会を設けようというような方向で、今検討しているところです。



3

続きまして、議題２につきましては、平成28年度実績報告ということで、障がい者権利擁護センター、

障がい者成年後見制度支援事業について事務局から報告がありました。報告の中に、件数を書いた表な

どが多くあったんでが、やはり件数だけでなく、具体的な事例を上げて報告していただきたいというお

話がありました。その中で、障がい者の差別に関する相談の表がありまして、相談の種別とどういった

相談、どういう障がいがある方からの相談かという表なんですが、障がいの状況により相談の内容の傾

向がよくわかるというようなご意見。どういうことかと言いますと、例えば視覚に障がいがある方でし

たら、交通機関に係ること、聴覚に障がいがある方でしたら情報をとりにくいというような、情報に関

することというような相談の内容になっていて、傾向がよくわかったというようなご意見がありました。

せっかくこういった傾向が出ているのであれば、テーマを、例えば視覚に障がいがある方に関する交

通機関の問題というようなところで、具体的に話し合っていくといいのではないかというようなお話で、

例えば、その後、交通機関の方が委員としていらっしゃらないということで、そのようなときにはお呼

びするというお話がありました。

続きまして、議題３です。障がい者差別解消推進計画についての報告、28年の報告と29年の計画があ

り、その中で、差別を受けたり嫌な思いをしたことがありますかというようなお話の中のグラフが、25

年度と28年度、このアンケートの比較のような形で載っていたんですけれども、これは何年間の期間で

その思いをされたとか、１年なのか３年間なのかであったり、そういったところの期間が具体的にわか

らないというようなところがあって、それによってこの数の捉え方というのも変わってくるのではない

かというようなご意見もありました。

その後、議題４は、障がい者福祉計画の策定について説明がありまして、こちらは、特にご意見があ

りませんでした。

そして、議題５その他は、先ほどございましたとおり、なかなか結論が出るような、もしくは全員が

出るようなところがなかなか難しいということもありまして、グループワークを行いたいという皆さん

の意見が多くございましたので、そういった方向を進めていきたいと考えています。以上です。

会長：ありがとうございました。ただいまの説明に対し、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。なければ、

また戻っても構いませんので、進めさせていただいてよろしいですか。

では、次にこども部会の活動報告をお願いします。

ＮＰＯ法人千楽：本日、教育研究センターが別の会議で欠席のため、私が代理で発表させていただきます。こ

ども部会のサブリーダーをさせていただいております。

こども部会では、第１回と第２回の部会を行いました。１回目が５月26日金曜日に行いました。議題

が３つになります。

議題１平成29年度・30年度こども部会の運営と議題ということで、主な意見として、部会では、代理

人が出席できるとなっているが、代理を立てても立てなくてもいいこととなっており曖昧である。委員

が出席できない場合は、代理を立てるようにしてほしいという意見がありました。

続いて、議題２の青少年サポート事業、平成28年度の実績報告と平成29年度事業計画に関しましては、
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委員であります一般社団法人こども未来共生会から、目的あと平成28年度の実績、また、29年度の実施

計画等のご説明がありました。こちらは、特に主なご意見はありません。

そして、議題３障がい者福祉計画の策定に関してですけれども、主な意見として、「特別な支援が必

要な障がい児に対する支援体制の整備」の「特別な支援が必要な障がい児」について、親の会などでも

必要な支援について要望が出ているので、今後話し合っていきたいという意見がありました。また、サ

ービスの利用者側として、請求事務、利用確認のための押印などを簡素化してほしいというご意見が上

がりました。第１回こども部会に関しては、以上になります。

続いて第２回のこども部会が、先日７月10日、月曜日にありました。こちらの議題も３つです。

議題１まなびサポート事業について、教育研究センターより特別支援教育を推進するまなびサポート

事業の体制や、研修などの事業内容、平成28年度の相談状況などについて説明を行っていただきました。

こちらに関しては、スライド等で説明をしていただきまして、主な意見はありませんでした。

議題２サポートファイルの配付状況と活用についてですけれども、サポートファイルの概要の説明と

平成28年度の市役所、各相談支援事業所でのサポートファイルの配付状況の報告、また、活用に向けた

今後の取り組みなどについて、説明を行いました。こちらは、主な意見として、保護者の方が記入する

だけではなく、学校や関係機関などにも記入してほしい。親御さんに何かあったときでも、引き続き支

援が受けられるようにサポートファイルがあるはずなので、そういった事態が起きた場合に、しっかり

活用される周知をしたほうがよい。相談支援事業所や学校に、活用促進の協力を依頼するといっても漠

然としているので、例えば学校ではどのような情報が必要なのか、保護者の方はどのような情報を持っ

ているのかなど、もっと意見を出し合って情報交換をしていくと、うまくつながっていくのではないか。

共通シートは保護者が記入しているが、保護者から見た面と支援機関などの関係機関から見た面は異な

ることもあるので、適切な支援が受けられないのではないかという不安がある。それぞれから見た面を

共有していく必要があると思うという意見がありました。

議題３障がい者福祉計画の策定については、特に意見はありません。

その他、今後のこども部会の議題について意見がありまして、支援中に災害が発生し、携帯電話が通

じないような状態になった時に、保護者の方とどう連絡をとって安全にお子様を引き渡すかが課題だと

考えている。市として、そのような時に、事業所それぞれの状況を把握するなど、情報集約をする体制

が必要なのではないかと思うので、そういった話し合いができればよいと思うという意見が上がりまし

た。こども部会は、以上です。

会長：ありがとうございました。では、ただいまの説明に対してのご意見、ご質問等ございましたら、お願い

します。よろしいでしょうか。では、先に進めさせていただきます。後ほど、もしございましたらお願

いします。

次に、相談支援部会の活動報告を、リーダーの社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともからお願

いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：相談支援部会の報告をさせていただきます。



5

５月30日に開催しまして、まず、委員の皆さんに自己紹介をしていただき、相談支援部会に参加する

に当たっての問題意識でしたり、お考えになっている、お感じになっている地域課題などについてコメ

ントをいただきましてから、議題１、２、３と、次第に沿って議論を進めてまいりました。

まず、議題１、浦安市自立支援協議会と平成29年度・30年度相談支援部会の運営につきまして、皆さ

んからご意見を頂戴しました。

主な意見としましては、基幹相談支援センター事業の実務者会議などで、相談支援専門員の皆さんが

掘り起こした地域課題、その課題を相談支援部会、また、必要に応じて、この自立支援協議会等に議論

の提案をさせていただいて、その結果を、相談支援の現場に反映させる、循環型の会議にして部会を運

営していけたらいいですね、というお声を頂戴しております。

次に、各相談支援事業所の特色が一目でわかるようになれば、その人に合った支援の提供につながる

と思うということで、行政が出していただいている相談支援事業所一覧の改訂のご意見もいただきまし

た。

また、お子さんを支援している相談支援事業所の方からは、発達障がいのあるお子さんのいるご家庭

にとって、親子で過ごせる場所があったいいと思う。「つどいの広場」などはあるんですけれども、地

域の遊び場に連れていくのは親御さんにとって負担に感じることが多くて、福祉の一歩手前の段階で、

少しひきこもりのような状態になっている親御さんも多い、という地域課題のご提案もございました。

また、市内に、相談支援事業所が不足していて、必要な人に相談支援が届いていないのではないか。

また、サービス等利用計画の記載内容が不足している計画も見られると、サービス提供事業所さんから

のお声も上がりまして、相談支援事業所の数をふやす必要があれば、相談員が作成している支援計画の

質の向上への取り組みも必要ではないかというお声も上がりました。

また、委員さんからは、手帳を持っていなかったり、福祉サービス等を利用していない方で、計画相

談がついていない方、もしくは、セルフプランの方などで、生活面などの支援が必要なんだけれども、

そういう方々の支援を地域でどう連携して支えていくのかということも課題であると感じる、というご

意見もありました。

それから、障がいのサービスから介護保険のサービスへの移行、つまり、介護保険と障がい福祉のダ

ブルケアマネが支援している事例につきましては、障がいと高齢、体制の違い、また、顔が見える関係

づくりがまだまだできていないということもあって、実際の支援の現場でちょっと遠慮し合ってしまっ

たりして、連携が難しいという課題もあるという声も寄せられております。

議題２は、福祉計画の策定についてなんですけれども、これにつきましては、特に皆さんからは、ご

意見はございませんでした。

議題３は、前回のこの自立支援協議会の場でもご報告させていただきました、基幹相談支援センター

の平成29年度の事業計画をご説明させていただいております。

その他、挙がった意見としましては、相談支援事業所の不足、それからサービス等利用計画の質のお

話も出ましたけれども、それに準じる内容としまして、相談員の質の向上にもつながるとは思うんだけ
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れども、相談員１人当たりが対応するサービス等利用計画の持ち件数の上限基準を検討してみるという

ことはどうだろうか、というご提案も委員さんから上がっております。以上です。

会長：ありがとうございました。ご意見、ご質問あれば、お願いします。

私から一点。障がいから介護保険への移行について、課題があるとは思うんですが、浦安市の場合、

65歳になって介護保険のサービスに移行というのはどうでしょう、円滑に皆さんいかれているんでしょ

うか。それとも、嫌だと言っている人が結構いらっしゃるんでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：あまり介護保険への移行が嫌ですというお声を聞くことはない

ですが、むしろ、支援者のほうが、やっぱり地域包括支援センターさんと計画相談支援事業所で、まだ、

なかなか一緒に協働するという経験が少ないものですから、もう少しお互い制度も勉強し、意見も言い

合える連携ができる関係性になっていかれればいいねという、どちらかというと、支援者間の連携不足

というところが、我々相談支援部会のほうでは問題意識として上がったところですが、サブリーダー何

かありますか。

社会福祉法人サンワーク：多分、精神障がいの人とかの場合、今まで私の関わった方だと、生活保護を今まで

利用されていて、介護保険に移行したときに負担が出てきますよねという話の部分は、確かに利用者さ

んの中で、ちょっと嫌だなというところの反応というのは出てきているのではというのは実情だと思い

ます。

あとは、やはり相談支援専門員側からすると、障がいにあるサービスと、介護保険にあるサービスの

部分で、本来であれば65歳を過ぎたときにうまく移行できるのが理想だとは思うんですけど、なかなか

介護保険の区分のほうに入らないという方は、中に多くいらっしゃるかなというのが課題というか難し

いところでが、どうしても年齢は65歳を過ぎていても、まだまだ就労支援継続Ｂ型に通っている方とか

地域活動支援センターにいる方とかという方は多くいらっしゃるのが現状かなと思います。

会長：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私自身は、介護保険のほうから入ったものですから、いわゆる、障が

いのほうから入った方とは違うんですけれども。色んなケースが視覚障がい者の中にはあるんですが、

はっきり言ってよくわからない、かなり矛盾するというのも何か色々あるのではないか、少し整理する

必要があるというような感じがしますね。

それで、この前も、障がい者福祉計画策定委員会で言いましたが、視覚障がいというのは、絶対に改

善することはないんですね。ところが、認定の評価が改善のほうになってしまった。これで、検討して

いただいたんですけれども、変わらないということで、実際のケアのほうはむしろ改善するというよう

な格好になったのに本人、納得されてしまったんです。

何かどうもよくわからない、クリアでない点が多いので、これははっきりさせなければいけない。そ

れで、これは、浦安手をつなぐ親の会なんかもおっしゃっておられたんですけれども、介護保険になる

と、ケアが悪くなってしまうのではないかという心配を随分なさる方が多いんで、浦安市の場合には、

それは何度も何度も私、毎年、障がい事業課、障がい福祉課、それから介護保険課との定期的な会合で
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「悪くされることはないでしょうね」ということで、「ない」というご回答を得て、浦安市の場合には、

それはないようなんですけれども、そういう心配をさせないように持っていっていただかないといけな

いと思います。以上です。

会長：ありがとうございました。65歳の問題、それぞれの地域でも課題として上がっているようですけど、福

祉の場合も、業者さん、相談者も含めてそれぞれご苦労されておられるとは思うのですけれども、よろ

しくお願いしたいと思います。

それでは地域生活支援部会の活動報告をリーダーの社会福祉法人なゆた、お願いします。

社会福祉法人なゆた：第１回地域生活支援部会の活動報告をさせていただきます。開催は６月８日の木曜日に

行いました。

議題としては３つ、事務局からの報告が多かったんですけど、議題１は平成29年度地域生活支援部会

について、主な意見としては、第２回の部会においては、前年度の意見や課題をまとめて共有したうえ

で、今年度の議題を検討すべきではないか、という意見が出ました。年４回しかない部会で、地域生活

支援という幅広い就労の場、生活の場、住まいの場と問題がたくさんあるので、何か意見をまとめて地

域生活支援部会の中で形として残せるものが、皆さんで話し合えればいいのかな、というところで意見

が出ております。

議題２です。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となります。平成28年度の

就労支援センター実績及び浦安福祉事業体活動報告について、事務局から説明がありました。

就労支援センターの実績です。業務件数としては、合計数のみ報告させていただきます。3,848件、

登録者数は合計が36件、就職者数が38人となっております。

浦安福祉事業体活動報告といたしまして、４つの業務があります。１、新庁舎食堂・売店部で、市役

所10階にsora-café（ソラカフェ）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、ただい

ま運営をしております。２、小型家電リサイクル部は、公共施設から使用済みの小型家電の回収や分解、

選別等を実施しております。３、新浦安駅前プラザ内店舗の運営、ワゴン、福祉フェアでの製品販売等

を実施しております。４、老人福祉センター部。今年度、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
れ も ん

」をオープンしております。

こちらの議題に対しての主な意見は、定着支援事業が始まるので、就労支援センターのあり方を考え

る場があるとよい。各事業者がどんなサービスを提供しているのか、もう少し周知をしてほしい。また、

事業者同士、互いに知っておくべきである、視覚障がい者への就労支援をお願いしたい、というような

意見が出ました。

次、議題３障がい者福祉計画の策定について、事務局より説明がありました。

こちらに対しての主な意見ですが、地域生活支援拠点について、当部会からボトムアップで提言して

いけたらと思う。「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」は、精神障がいの方が地域で排除

されていることが背景にあると感じる。このような観点で意見を出し合うとよいのではないかというよ

うな意見です。障がい福祉に関するアンケート調査から、年齢別で一番多い65歳以上の意見がメインに
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ならないよう、年代別に分けて考えてほしいという意見が出ました。以上になります。

会長：ありがとうございました。ただいまのご説明に対してのご意見、ご質問、あればお願いいたします。浦

安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：福祉事業体活動報告の中の小型家電リサイクル部、去年の自立支援協議会でもお願い

したと思いますが、今、公民館、市役所、そういうところに集荷場所がありますが、リストを見ますと

もっと大きいもの、例えば携帯電話とか小さいものは持っていって入れられることはできますけど、ビ

デオデッキ、それからプリンターも回収のリストに入っているんですね。それらを持って、ちょっと公

民館まで行くというのは、非常に集まる率が少ないと思うんですね。市長がオリンピックのメダルに、

これを利用するということは発表しましたよね。そういう観点からも、清掃工場のほうと、それから収

集場所のほうと、本当に利用できる、市民も出せる方法を考えていただきたいと思います。

会長：集荷場所まで持っていくのは、なかなか大物は大変だという、その辺の何かアイデアがあれば。事務局

から。

事務局：この小型家電のリサイクル事業については、ごみゼロ課の業務委託の中で福祉事業体の皆様がやっ

ていただいているということもございますので、今、貴重なご意見、昨年度も言っているということ

なんですが、ごみゼロ課のほうに、回収の方法等についても障がい事業課から「こういうお話が出て

いる」ということで、申し伝えておきます。よろしいでしょうか。

会長：ぜひ、よろしくお願いいたします。介護給付費等の支給に関する審査会、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：私も、去年、同じような意見を出させてもらいました。私が住んでいる

大規模な団地や何かのごみの収集場所は、それぞれの棟の前にあるんですが、そこに専用のかごを置い

たらどうなのか。それで、普通の燃えないごみの収集の日に、そこに一緒に持っていき、月に何回とか、

一緒に燃えないごみと持っていってもらって、千鳥のほうで、小型の家電として扱ってもらえないのか

な。そういう連携はできないのかしらということを、去年もお話しさせてもらったんですけれども、や

っぱり難しいんですかね。そうされると、私なんかもすごく出しやすいです。

会長：アイデアいただいたということで。引き続き、ごみゼロ課のほうと協議をお願いしたいと思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：それから、もう１つ、よろしいですか。今の話とは違うんですが、主な

意見として、この「定着支援事業が始まるので」と書いてあるのですけれども、私がちょっと認識不足

なのかどうなのか、この定着支援事業って具体的に何のことなんでしょうか。

会長：就労定着支援事業は総合支援法の改正事項などとして、就労移行支援事業所の機能の一部として、「定

着支援はしなさいよ」という話になっていたんですが、切り出してこの定着支援というのを新たに30年

度から創設をするので、そのことだと思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：そういうことですか。はい、わかりました。ありがとうございます。

会長：では、そのほか、ございますでしょうか。

では、なければ、本人部会です。活動報告を事務局のほうから、お願いいたします。

事務局：第１回の本人部会の活動報告を行わせていただきます。
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開催日は、７月６日木曜日です。初めに、今回の本人部会については、13名の方の応募がありまして、

そのうちの６名の方にお願いしました。

障がいの種別については、身体・知的・精神の障がいのある方となっております。会議は、議題の前

に自己紹介を行っていただきまして、２つの議題を行いました。

議題１、自立支援協議会と部会の運営と議題ということで、主な意見としては、会議録は非公開だけ

れども、議事録は作成してもらえるのかということで、メモ用にということですね、議事録は作成して、

お渡ししていますと回答しました。

また、会議の進め方についても、意見を伺いまして、会議の進行については、本年度はリーダーを置

かずに、事務局でやることになりました。

続きまして、議題の２番目、障がい者福祉計画の策定についてということで、重点的な取り組みの中

の３つと、その他で１つということで、テーマを持ちまして、ヒアリングシートをお配りして、事前に

記入していただきながら、その意見を発表するという形で、意見を伺いました。

重点的な取り組みの１つ目、住まいの場の充実についてということで、将来の暮らし方、暮らしやす

くするために必要な支援などについて、意見をお聞きしました。

主な意見ということで、グループホームや住宅制度など、どのようなものがあるかわからない。また、

家族に面倒をかけさせたくはない。民間の賃貸住宅を探すときに、どのような物件がいいのか、一緒に

探すのを手伝ってくれる人がいると助かる。続きまして、できれば自宅で住み続けたいと思っているけ

れども、支援を必要とするので、今後もヘルパーさんが来てくれるかは不安。もし、自宅以外で住むこ

とになるのであれば、グループホームというよりはもう大規模な施設で、いろんな方と住んでいきたい。

その次に、親戚が少なく親とも不仲なので、頼れる人が少ないということで不安ということ、薬の関係

で、急にトイレに行きたくなるので、町中にトイレの数をふやしてほしい。あとは、このグループホー

ムについてですが、収入が少ない人でも入居できるグループホームがあるのか知りたいといったご意見

がありました。

これを受けまして、事務局から、グループホームや住宅制度の話をご説明させていただいたというと

ころです。

続きまして、重点的な取り組みの２つ目、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進についてというこ

とで、災害時に不安に感じることや必要な支援などについてどうお考えですかということで、ご意見を

伺いました。主な意見ということで、現在、グループホームに入居しているが、世話人さんが不在の時

間帯がすごく不安だ。あと、避難所に移動したとしても、集団の中にいるのが怖い。また災害時は通院

が困難になるために、薬は多目に、２カ月分は処方してほしい。そもそも避難所というのはどこに避難

すればいいのか、わからない。また、ライフラインが心配。車いすが動けないときにどうすればいいの

かということと、あと、身体的な処置が必要になるので、そういったところも不安だ。この前の東日本

大震災の際には、仕事が地震の影響で続けられなくなって困った。仕事がそういうときでも続けられる

かどうかというのが不安だ。内部障がいの方からは、障がいの理解がされにくいということで、また、
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補装具の交換やトイレのことで、一般の方とトラブルが多く、できれば外出したくないという気持ちだ

ということでございました。

事務局から、防災の関係で、福祉避難所や一般避難所について説明させていただきました。

重点的な取り組みの３つ目、差別の解消と合理的配慮の推進について。障がいがあることが理由で、

差別を感じること、また、差別をなくすために必要なことなどありますかということで、ご意見を伺い

ました。

そもそも、差別をされていると思ったことはないが、障がいについて中身を知る人や理解している人

が、自分としては少ないと思う。続きまして、車いすで介助者についてもらうんですが、病院などでは、

自分というよりは介助者の方に説明されるので、説明は自分のほうにしてほしい。以前働いていた会社

では、同じ仕事をしているのに一般の方と給与面で違うなというのが、ちょっと差別だというふうに思

った。差別を感じたことはないが、車いすで外出するのが嫌だったので、自分自身を差別していたのか

もしれない。また、以前、市のバスで露骨に嫌な顔をされたことがあったが、最近はすごく改善された

と感じる。あとは、一部のお店では段差があるので、行くことはできないということと、市の自立支援

協議会で作成した「こころのバリアフリーハンドブック」を読んだが、すばらしいと思った。こういっ

たハード面だけでなくソフト面でも対応していければ、差別がなくなっていくのではないかというご意

見をいただきました。続きまして、人と対等につき合えず、話すと悪口を言われる。自身の障がいにつ

いても、影響力のあるタレントさんに広くしゃべっていただいて、自分の障がいについて理解してもら

いたい、というご意見でした。あと、差別をされたということを思ったことはないというご意見もあり

ました。

以上の３点にプラスして、そのほかに現在困っていることや、市に対して特に充実してほしいと思う

事業はありますかということで、ご意見を伺いました。友人と気軽に交流できる場所があればいいと思

う。続いて、医療費が高いので少し引き下げてほしい。市内大型スーパーの横の歩道が、デザイン性は

高いんだけれども、地震ででこぼこになってしまい、車いすでは通りにくかったので、そういうところ

を直してほしい。あとは、困っていることとして、自身の健康面で将来どうなるか不安であるといった

ご意見がありました。

以上の意見をお聞きし、合同部会のお知らせ等を挟みまして、第１回の会議は終了しました。報告に

ついては、以上になります。

会長：ありがとうございました。ご意見、ご質問、あれば。よろしいですか。これで、部会報告は以上なので

すけれども、全体を振り返って何かございましたら。社会福祉法人サンワーク。

社会福祉法人サンワーク：地域生活支援部会の最後の主な意見の、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシ

ステム」の話なんですが、精神障がいの方が地域で排除されていることが背景にあるといって、このよ

うな観点で意見を出し合うとよいというのは、どういった感じの話し合いだったのか教えていただけた

らと思います。

会長：その点について、社会福祉法人なゆた、よろしいですか。私がまず発言したんですよね。
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社会福祉法人なゆた：多分そうです。

会長：精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムということで、ポンと、厚生労働省のほうも球出しはし

ているわけなんですけれども、要するに「地域で何をすればいいんだろう」という話が、「よくわかり

ませんね」という話から入ったと思います。その中で、部会の中で意見が出たこととして、やっぱり、

長期入院されていた方が地域に戻られたときに、排除感というか、そういったものがあるのであろう。

それで、地域包括というぐらいだから、やっぱりそこを包含した社会にしていかなければいけないとい

うようなことで、そういった周囲の理解とかも含めて、精神障がい者の地域包括ケアシステムなのかな

というような、多分、話だったと思います。

それで、具体的に、いざその周知・啓発だったり教育だったり、これからその中身については考えて

いかなければいけないのかなというふうなことではなかったかなと思うのですが、いかがでしょうか。

大体そのような。記憶をちょっとたどってみましたけれども、よろしくお願いします。

社会福祉法人サンワーク：わかりました。ありがとうございます。

会長：そのほか、ございますでしょうか。

一点、私から。先ほどの計画の絡みもあるんですけれども、実は、国のほうからの意思決定支援とい

うのをしなさいということになっていまして、この部会活動報告を、こう全体眺めてみても、その話が

出ておりませんでした。それで、どこの部会なのかというのも、ちょっと難しい話で、権利擁護なのか

相談なのか、地域生活なのか。実際に意思決定支援を行う現場、場面というのは、多分、各事業所にな

るのかなという気がするんですけれども、権利擁護の側面が当然あったりするので。これを、どういう

ふうに部会で取り扱うかなというところが、全体を通して私のほうで思った意見なんですけれども。こ

こはディスカッションして、各部会でどういう取り扱いしましょうというような話があれば、お願いし

たいなということで。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：隣に座っているサブリーダーの社会福祉法人サンワークとも話

していたんですが、１回目の実務者会議、基幹相談支援センターでやらせていただいている実務者会議

で、障がい福祉課さんのほうから、厚生労働省が出された意思決定支援とサービス等利用計画の関係の

通知があったかと思います。それについて、現場の相談支援専門員さんと知識を共有したという流れも

あって、相談支援部会としては、意思決定支援のプロセスですとか、どういうふうに当事者の方の意思

を確認したのか、そういうことをサービス等利用計画に記載することが、たしか厚労省の通知にも書か

れていましたので、ぜひ、相談支援部会においては、実際、相談支援事業所の皆さんも多く入っていま

すし、地域包括支援センターの方も入っていらっしゃるので、皆で一度、意思決定支援を相談支援の領

域においてどう捉えるか、どう組み入れていくかというようなことは、部会で議論をしてみたいと思い

ました。

会長：ありがとうございます。地域生活支援部会で、何かありますかね。

社会福祉法人なゆた：私は意思決定支援の、この間全国であった説明会に行ってなくて、職員が行った話を聞
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いたんですけれども、全国でやった取組、既に取り組んでらっしゃる事例をたくさん職員が聞いてきて、

目からうろこというか、やっぱり、今までの支援が本当に合っていたのかなということをすごく感じた

ということを言っていたので。実際、現場で入っている職員等が、その事例とかを検討しながら、意思

決定支援というと本当に利用者さんが思っているのに沿った支援ができているのかというのを、皆さん

で考えたほうがいいのかなとは思うので、地域生活支援部会だとかいろんな方が、事業所だけではなく

ていろんな方がいらっしゃって、なかなか支援がまとまっていくのかなというのは、ちょっと感じます。

会長：現段階では、本当におっしゃるように事例かな。事例をとにかく出たら共有していくということかなと

いうふうには思いまして、３部会、相談と生活支援部会と権利擁護部会、この事例を共有していく。特

に成年後見の制度に関しましては、意思決定支援のプロセスの中にも含まれる成年後見人さん、保佐人

さんも含まれるものですから、事例の共有というようなところから、とりあえず始めていくというよう

な共通認識でいかがでしょうか。

はい。では、そのように進めたいと思います。

それでは、続きまして、議題２に移りたいと思います。平成28年度基幹相談支援センター実績報告に

ついて、基幹相談支援センターの社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともよりお願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：議題２資料を、お手元にご用意ください。時間も限られており

ますので、要点のみご報告させていただきたいと思います。

まず、相談の実人数、平成28年度に対応しました相談実人数は270名。前年度比102％となっておりま

す。この270名のうち計画相談支援の契約の方が99名いらっしゃいます。このうち児童の方が19名とな

っております。平成28年度に対応しました相談延べ人数が２万1,841名です。その方々たちの障がい種

別の割合なんですけれども、実人数、延べ人数ともに知的障がいの方が最も多くなっております。続い

て精神障がいの方が続いております。障がい種別、横断的に対応しておりますもので、発達障がいの方、

重複障がいの方、高次脳の方、難病の方、重心の方と、また、障がいの疑いの段階にある方、自立支援

医療のみを使ってらっしゃって、精神の手帳は持ってらっしゃらない方なども含めて対応しております。

相談の対応形態は、年間の訪問件数が648件、月平均で言いますと54件の訪問となっております。時間

外、窓口対応開設時間外が全体の14％の対応となっておりまして、3,059件の対応をさせていただきま

した。

個別の相談事業の特徴的な事例なんですけれども、児童におきましては医療的ケアが必要なお子さん

たちへの支援が特徴的な支援となっております。公立小学校・中学校への就学支援から、小児科病棟に

入院している赤ちゃんの支援も含めまして、医療的ケアの方の子どもたちへの支援が特徴的でございま

した。また、不登校の状態にあるお子さんたちへの支援、それから虐待認定されているケースのご家庭

の福祉サービスの活用と保護者への支援も特徴的であったかと思います。

成人の方の支援におきましては、やはり虐待のケースにおける当事者の方及び保護者への支援、それ

から発達障がいの方におかれましては、青年期・思春期・お子さん時代のトラウマをずっと引きずって

いらっしゃって、なかなか社会参加の最初の一歩が踏み出せない方たちへの心理的な支援、または就労
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訓練の支援。軽度知的障がいの方への支援につきましては、家族からの自立ということでグループホー

ム、ひとり暮らしへの移行の支援、それから結婚をされたカップルもいらっしゃったんですね。結婚後

の生活支援。先ほど本人部会でもお話がありました、住まいを探す支援で、平成28年度も身体障がいの

方のバリアフリーの物件、なかなかないんですけれども、不動産屋さんをほうぼう探しまして、賃貸住

宅を見つけるという支援をさせていただきました。

また、入所の方への支援も行わせていただいておりまして、施設内での問題行動が顕著で、支援員の

皆さんがご苦労されているケースに対する問題行動へのアプローチ支援、それから、前回の協議会でも

お話しさせていただきましたが、中高年世代の当事者の方、それから70代、80代後半ぐらいの保護者の

方の世帯の支援ですね、中でも支援、対応の受け入れがなかなか難しい精神障がいの方と、その保護者

への支援でしたり、高齢のご家族が基礎疾患がございまして、いつ何時倒れてしまうかわからないとい

う世帯における緊急シミュレーションでありましたり、保護者の方へは介護保険を、当事者の方には緊

急対応というような世帯支援も昨今増えてきております。成人の方も、一部、医療的ケアが必要な難病

な方へのご相談も入ってきておりますので、お子さんと同様、ケアが必要な方の在宅支援、福祉用具、

在宅医療、福祉サービス利用支援等々の支援はさせていただきました。

後方支援なんですけれども、平成28年度は24名の方の後方支援をさせていただいております。どのよ

うな後方支援事例があったかといいますと、１つは、サービス提供事業所の方からセルフプランの方な

んだけれども、セルフネグレクト、もしくは、ネグレクトの状態にあると思われるんだけれども、今後

どういう展開をしていけばいいだろうか、という支援の展開についてのご相談。相談支援事業所の皆さ

んからも、いろいろなケースのご相談をいただきました。貧困問題に対するアプローチ、転入事例に対

する計画相談を進めるに当たっての実務的なフローについてのご相談。それから年末年始、役所等が閉

まってしまうんだけれども、緊急事態が勃発してしまって、年末年始、関係機関が閉まってしまうとき

の緊急対応についてのアドバイスをもらいたいというご相談であったり、医療的なケアが必要なお子さ

んを担当している事業所さんから、福祉サービス利用のご相談。制度の情報提供もありました。当事者

の方から、担当相談員さんとの関係が悪いわけではないんだけれども、自分の人生の大きな転機は、担

当相談員さん、経験が浅いので、基幹相談のほうにもバックアップとして入ってもらえたら自分の不安

も軽減するんだとお電話をいただいたこともございました。

続きまして、基幹事業、地域の相談体制の強化と取り組みです。講演会を２本、させていただきまし

た。１つは、差別解消法の啓発・周知という観点から、全国青い芝の会の会長にお越しいただきまして、

トークセッションを開催させていただきました。行動障害、区分６のひとり暮らしを実践されている当

事者の親御さん、及び、それを支えている支援者の皆さんの、トークショー形式で講演会を開催させて

いただきまして、計171名の皆さんにご参加をいただきました。相談支援専門員の質の向上のために、

グループスーパービジョンを10回開催させていただきまして、関係機関との連携強化ということで、仕

様書に基づきまして年２回、連携会議を行っております。１回目は、浦安市の差別解消の推進に関する

条例、その前文に書かれております「やさしいまち」という言葉を取り上げまして、参加者の皆さんと
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私たちが考える「やさしいまち」ってどんなまちだろうというグループワークを通して、我がまちに生

まれた条例をより深く知っていこうという機会にいたしまして、みんなで議論いたしました。それから

２回目は、やまゆり園事件を取り上げて、この事件が問う本質的な問題は何かということを、地域の皆

さんと議論させていただいております。それから、公開事例検討会には、精神科の先生のコンサルテー

ションを受ける機会として、地域の関係事業者の皆さんから３事例提供されました。アンケートを回収

させていただきました結果、ぜひ、次はグループ討論の時間を導入してほしいというお声をいただいて

おりますので、今期に反映させていただきたいと思っております。

以上でございます。

会長：ありがとうございました。基幹にどんな相談が集まっているのかとか、あと、研修の中身も濃いですね。

よくわかりました。ご意見、ご質問等ございましたら、お願いいたします。

社会福祉法人敬心福祉会、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：２番の相談支援事業の、対応時間のところの窓口開設時間外対応、全体の14％ぐら

いだというお話だったんですけれども、この時間外対応というのが、どんな特徴があるのかみたいなの

がもしあれば、例えば障がい種別でこういう利用者さんが多いとか、あるいは同じ方がやっぱり多くあ

るとか、夜間が多いとか、夕方が多いとかと、そんなものがあれば教えていただければと思います。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：種別としましては、精神発達障がいの方、また軽度知的障がい

の方が多くなっております。

軽度知的障がいの方々につきましては、ご自身の生活で少し予期せぬ突発的なことが起こったときに、

ちょっとパニックになられて、時間としましては深夜２時の場合もございますし、21時、そこそこ夜間

でありましたり、本当に落ち着かないときは早朝の５時とか。

当事者の方が、やはり予期せぬ危機に遭遇したときに、状態としてはパニックになって、繰り返しに

なりますけれども、お電話がかかってきて、お話を聞いて、我々のほうで緊急事態がどの程度のものな

のか、どういうパニックの状態なのかを精査させていただいて対応しています。

また、もう１つの内容としましては、本当に保護者の方が倒れた。お隣が救急車を呼んだ等、そのご

近所の方が、当事者の方が差し出した名刺に、うちの緊急携帯が書いてあって電話をいただいた。今か

ら救急車が来るんだけれども、残された本人たちをどうすればいいだろうかというご連絡をいただいた

こともあります。サービス提供事業者の皆様と地域の皆さんからは、本当に、今ある個々の危機に対し

てどう対応したらいいかわからないというご相談、当事者の方の場合も、予期せぬことが起きて、精神

的に落ち着かないので、お電話をいただくという感じです。

会長：よろしいですか。本当にお疲れさまです。24時間、緊急電話を対応していただけるところがあるという

だけで、本当に安心かなというふうに思います。ありがとうございます。そのほか、ございますでしょ

うか。よろしいですか。

それでは、続きまして議題３、第１回合同部会について、事務局よりご説明をお願いします。

事務局：議題３資料、簡単な資料になるんですが、第１回合同部会、平成29年９月28日予定になっております。
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こちらについては、各部会の報告ですとか、部会の情報共有ということで、全委員さんが参加して行う

合同部会になるんですけれども、昨年度は広く市民の方に自立支援協議会を知っていただきたいという

ことで、２回とも講演会を開催いたしました。

第１回が「青少年サポート事業の概要と発達障がい者等の支援について」、第２回が「障がい者施策

の現状について」ということで、第２回目については、会長に講師をお願いしたものです。

今年度についても、広く市民の方向けに、講演会を開催したいということで検討を進めていまして、

内容としては、策定委員会でも出た成年後見制度の周知が足りないということで、「成年後見制度につ

いて」ですとか、そういったところが挙がっています。２回とも講演会を検討していますので、何かご

意見があれば、お願いしたいと思います。以上です。

会長：ありがとうございます。講演の内容として、成年後見制度についてというふうな案もあるということで

すが、ご意見、ご質問があれば、お願いします。介護給付費等の支給に関する審査会、どうぞ。

介護給付費等の支給に関する審査会：合同部会のことではないんですが、少し前にさかのぼってよろしいです

か。意思決定支援のことで、各部会で検討というお話があったんですが、先ほどの本人部会の報告の中

にも、例えばヘルパーと一緒に行ったら、自分に説明しないでヘルパーのほうに説明しているとか、そ

れはよく見る場面でありまして、そういうのを実際に経験してらっしゃるというか、そういう部分で、

この件に関して本人部会で、ご意見をいただいて、実際に当事者の意見という形で、ご意見をいただけ

ればなと思っておりますので、事務局が、それをやられていると思うので、もしよければお願いしたい

なと。個人的な意見ですけれども、いかがでしょうか。

会長：ケース事例なので、ここで共有できるものがあるのかなとは思うんですが、差し支えないようなもので

あれば、ぜひ、本人部会の皆様方のご意見も頂戴したいようなところもございます。ケースごとの判断

ということでよろしいのかなという気はしますけれども、よろしくお願いいたします。

では、そのほか、ございませんでしょうか。

なければ、最後の議題に移りたいと思います。議題４市の事業報告について、事務局より説明をお願

いします。

事務局：時間もなくなってきましたので、手短に説明したいと思います。

議題４資料（１）平成29年度の主な新規事業です。新しい市長が就任しまして、新たに予算措置され

た新規事業などもありますので、それも含めまして新規事業等について、ご報告させていただきます。

１番（１）防犯対策強化事業補助金。こちらは、市内の障がい福祉サービスを行う事業所の防犯対策

の強化のため、市内の障がい福祉サービス事業所が、門、フェンス等の外溝の設置または修繕、あとは

非常用通報装置等の設置に必要な工事を行った場合に、その経費を１事業所当たり30万円を限度に補助

するという補助金の制度を始めまして、現在、募集中となっています。

続きまして（２）障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金。こちらは、昨年度も地域

生活支援部会などでいろいろご検討いただいた内容になります。障がい福祉サービス等に従事する従業

者の確保及び離職の防止のために、利用者さんを直接支援する支援員さんに対して住宅手当を支給して
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いる障がい福祉サービス事業者等に対して、その住宅手当の支給に係る経費の一部を補助するという制

度に予算がつきましたので、現在、要綱を作成しております。要綱が決まりましたら、またご報告させ

ていただきたいと思います。

続きまして、２番入船北小学校跡地利用事業の事業者募集について。入船北小学校跡地は、複数の事

業者がさまざまな事業を実施するような施設として進めているところです。その中の、市が実施する事

業として障がい事業課の事業は２事業入ることになりました。１番が基幹相談支援センターの委託事業、

２番が青少年サポート事業の委託事業になります。こちらが、平成30年４月の予定になりますが、入船

北小学校跡地に移転するということになりますので、それに伴って仕様変更などもありますので、今年

度は事業者の募集を行う予定になっております。

事務局：その他の５事業について、ご説明させていただきます。

まず（１）東野地区複合福祉施設整備事業。こちらは継続になります。事業の目的は昨年度からお話

ししているとおり、既存の施設の老朽化であったり狭隘化等ございまして、あと、新たに国の指針にも

示されていますとおり、地域生活支援拠点を各圏域もしくは市域に設置するということになっています。

これらの状況を受けまして、昨年度に運営事業者と設計事業者を募集しまして、決定が行われました。

今年度は、現在、ゆうあいと給食センターの解体設計を行っています。そして、10月以降にゆうあいと

給食センターの解体工事を実施するスケジュールになっています。

（２）ソーシャルサポートセンターにおける訪問看護事業の実施について。こちらは、事業の目的と

しては、ソーシャルサポートセンターの利用者さんに健康保険法に基づく訪問看護に関する事業を実施

するというものです。サービス利用者は、ソーシャルサポートセンターの登録者であって、訪問看護事

業の派遣を希望される方になります。サービス内容は、通常の訪問看護事業と同様で、病状の観察であ

ったりとか、栄養の指導、服薬管理、あと場合によっては通院同行も行うということです。実施時期に

ついては、現在、実施しており６月１日から行っています。

次に（３）身体障がい者緊急時支援事業について。こちらは、若干、運用が改正になっています。こ

ちらの事業は、身体障がいのある方が、排泄の介護とか、転倒等行った場合に介助が必要になったとき

に、緊急通報装置の端末を使って、ヘルパーの派遣をお願いするというものになっています。改正部分

は、今まで24時間対応だったんですが、実際のサービスの利用実態に合わせまして、平日の午後６時か

ら午前８時までの時間として、見直しを図っています。日中は、通常の居宅サービスで対応できるとい

うことで判断しています。あと、サービス提供事業者も変更になりました。今年度から、地域密着型特

別養護老人ホーム清風荘うらやす、社会福祉法人宏仁会という事業者さんから、ヘルパーが派遣される

ということになっています。

事務局：（４）知的障がい者等家族支援事業については、障がい福祉課から説明します。資料は議題４資料

（２）になりますが、もともと、この事業は認知症の徘徊のある高齢者の事業から発した事業でして、

その対象者を知的障がい者の方にも広げたサービスです。基本的には、ＧＰＳの端末を持っていただい

て、居場所がわからなくなってしまったときに、その端末をもとにその方の場所を探すということで、
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家族が捜す負担を軽減しようということです。基本的な費用が結構かかるんですが、その費用の一部を

負担して、家族さんの負担は1,080円に抑えるという形になっています。

ただ、実際、そのＧＰＳを実際に持って出ていくということは、必ずしもできないお子さんが、やっ

ぱり多いので、それは認知症の高齢者の方も同じなんですが、そういったこともありまして、事業が始

まってから利用が少ないという現状があります。その辺は、以前より靴の中にチップを埋められないか

等の要望も出ているので、事業者さんともお話はしているものの、その辺のところはなかなか難しいと

ころですが、少しでもよい形で利用していただけるように、今後も見直しのほう、図っていきたいと思

います。

事務局：続きまして、議題４資料（３）手話言語条例について、障がい福祉課から説明します。手話言語条例

は、浦安市で今年度中に作成する予定となっています。その資料として、現在、千葉県内にある県の条

例を参考に、ここにお示しさせていただいていますが、これからつくりますので、浦安市の案というの

は、まだ全然できておりません。現在は、浦安市のろう協と調整をしていまして、ろう協で意見をまと

めていただいている段階、それが提出されるのが早くて来週かなという状況です。

どういうスケジュールで動くかというのは、議題４資料（４）にスケジュール案が書かれていますの

で、こちらで簡単に説明していきますと、今は７月13日ということで、自立支援協議会に条例を制定す

ることをご報告させていただいたところです。では、その前はどうしていたのかということですが、最

初に、ろう協と調整をしていました。それだけではなく、以前にも、平成26年度の第２回定例会におい

て議員発議で手話言語法を求める意見書というのは、全会一致で、国に要望書を提出したという流れが

あります。それを踏まえて、千葉県では、平成28年６月に、県の条例をつくったところです。

では、浦安市は何をしていたかというと、全国手話言語法を求める市町村会に浦安市の松崎前市長が

加入されて動いておりました。そして、現在も内田市長が、それに加入して、手話言語法を求める動き

をさせていただいています。そういうこともありまして、近年、各自治体が条例をつくっています。昨

年度で言いますと、60の自治体がつくっていますので、その動きと合わせて、浦安市も同じようにつく

っていきたいということです。できれば来年の３月の議会で承認を得て、４月から手話言語法の条例を

浦安市でもつくっていきたいという動きでいます。簡単ですけれども、以上です。

事務局：最後に、昨年度、ご報告させていただいたかと思うんですが、野菜工場の関係です。前市長のもと、

野菜工場ということで、障がいのある方の就労を目的とした工場を整備していくということで計画をし

ておりました。現状、市内の障がい者就労支援事業所、就労移行、就労継続、Ａ型、Ｂ型等の事業所が

あるわけですが、実際に利用されている方が、全体の利用定員の６割程度にとどまっているという現状

を踏まえて検討した結果、野菜工場については中止ということで判断しました。以上になります。

会長：ありがとうございました。それでは、ただいまの説明に対するご意見、ご質問あれば、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会、どうぞ。

介護給付費等の支給に関する審査会：ソーシャルサポートセンターにおける訪問看護事業の実施についてで、

訪問看護は、登録者がこのサービス利用者というのはわかるんですが、その後の「訪問看護事業の派遣
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の決定を受けた方が」。その決定要件というのがわかれば教えていただきたいのですけれども。

社会福祉法人サンワーク：ソーシャルサポートセンター登録者であることが、まず第一で、事業の派遣の決定

ということで、これも一応、市の委託の事業の中に入っているので、市であったり、あとは、こちら訪

問看護をする看護師の派遣の決定が下りたというところで動いていくというところになるので、まず、

登録があって、要は相談とかで言うところのアセスメントとかインテークがしっかり整った段階で入っ

ていけますよ、という形です。

介護給付費等の支給に関する審査会：ということは、それを希望する方は、それを出せば派遣していただける

ということなんですか。それとも、例えば、退院した方に対してのある期間とか、何かそういう、何か

の条件があるのでしょうか。

社会福祉法人サンワーク：もちろん退院して地域に出られた方で、あと、この前段として、まずは通われてい

るクリニックなり病院なりの医師の意見書であったりとか、訪問看護を利用をお願いしますということ

の指示があった上での利用になりますので、その指示書を得られないことには、話が進まないかなとい

うことです。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。ありがとうございました。

会長：そのほか、ございますでしょうか。

それでは、ご意見がなければ、これをもちまして第２回の自立支援協議会を終了したいと思います。

次回は、平成29年10月12日の木曜日を予定しております。委員の皆様、よろしくお願いいたします。本

日は、お忙しい中、また長時間ご参加いただきましてありがとうございました。これで、閉めたいと思

います。



平成 29 年７月 13 日（木）

午後３時 10 分～

健康センター 第１会議室

浦安市自立支援協議会（平成 29年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

（２）平成２８年度基幹相談支援センター実績報告

（３）第１回合同部会について

（４）市の事業報告

３．閉会



1

部会活動報告

第１回権利擁護部会活動報告

開催日６月１日（木）

議題１ 平成 29 年度・30 年度権利擁護部会の運営と議題

（主な意見）

○権利を本当に実現させていくためにはもう少し細かいところまで（個別事例を）

討論する必要がある。そういう機会はつくれるのか。

○委員側から事例を提案したい。

議題 2 平成 28 年度実績報告

・障がい者権利擁護センター

・障がい者成年後見制度支援事業

（概要）別紙「障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業 平成２

８年度実績報告」参照。

（主な意見）

○件数だけでなく、典型的な具体例を挙げて報告してほしい。

○障がい者差別に関する相談の、相談種別と障がい種別の関係が興味深い。障がい

種別ごとにテーマを絞って意見を出し合うとちょっとずつ状況がよくなっていく

のではないか。

○鉄道関係の機関との意見交換を行いたい。

議題３ 障がい者差別解消推進計画について

・平成 28 年度取組状況の報告

・平成 29 年度計画について

（概要）別紙「浦安市障がい者差別解消推進計画（平成 28 年度）取組状況の報告」

「浦安市障がい者差別解消推進計画（平成 28 年度～平成 29 年度）」参照。

（主な意見）

○「差別やいやな思いをした経験」について、どの期間での経験を質問しているの

か。それによって数の捉え方が異なると思う。

議題４ 障がい者福祉計画の策定について

（概要）「計画の概要と計画策定スケジュールについて」「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」参照。

（主な意見）

○特になし。

議題１資料
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議題５ その他

（概要）会議の進め方、話し合いの方法について意見交換

（主な意見）

○１回で結論がある程度出るような、もしくは全員の意見が全部出尽くすような小

さな具体的なテーマを取扱いたい。

○意見を出しやすいようグループワークを行いたい。

第１回・第 2 回こども部会活動報告

１．第１回こども部会

開催日５月 26 日（金）

議題１ 平成 29 年度・30 年度こども部会の運営と議題

（主な意見）

○部会では「代理人が出席できる」となっているが、代理を立てても立てなくても

良いこととなっており、曖昧である。委員が出席できない場合は、代理を立てる

ようにしてほしい。

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

P3 「こども部会・浦安市青少年サポート事業報告概要」参照。

（主な意見）特になし

議題 3 障がい者福祉計画の策定について

（主な意見）

○「特別な支援が必要な障がい児に対する支援体制の整備」の「特別な支援が必要

な障がい児」について、親の会などでも、必要な支援について要望が出ているの

で、今後話し合っていきたい。

○サービスの利用者側として、請求事務（利用確認のための押印など）を簡素化し

てほしい。

２．第２回こども部会

開催日 7 月 10 日（月）

当日資料参照（当日資料を配布します。）
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こども部会・浦安市青少年サポート事業報告概要

１．概要

（１）目的

学齢期以降の発達が気になる児・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。

（２）対象

学齢期〜成人（概ね２５歳）で、学校生活・社会生活・職場等での適応にむけた SST

（ソーシャルスキルトレーニング）が必要と判断された方。

（３）事業内容

○療育支援 社会性、対人性の向上と獲得を目指した個別・小集団の SST 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、困った事への対応を考えていく。

○地域支援 機関の訪問、ケース会議、学習会等の実施など。

（４）施設名称

うらやす・そらいろルーム（事業受託法人：一般社団法人こども未来共生会）

２．平成２８年度実績

登録者 309 名（小学生 162 名 中学生 66 名 高校生 34 名 社会人など 37 名）

相談件数（延べ件数） 587 件（来所相談 574 件 電話相談 13 件）

面接・療育実施回数（延べ回数）

3307 回（初回面接 122 回 個別療育 1829 回 集団療育 1356 回）

３．２９年度実施計画

１－（３）の事業を継続して実施。

○療育支援：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。

○相談支援：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。

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。

○交流事業：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。

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。

○地域支援：浦安市全体の特別な支援の必要な子供・者への支援力の底上げとなる

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」（平日開催）・「親 cafe ワイド」（土曜開

催、青少年サポートを利用していなくても参加可）での家族同士の横のつながり

づくり、各機関や就労先等への訪問支援、支援者等へのスキルアップ研修・講演

会、関係機関との連携会議、学校訪問
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第１回相談支援部会活動報告

開催日 5 月 30 日（火）

議題１ 浦安市自立支援協議会と平成 29 年度・30 年度相談支援部会の運営と議題

（主な意見）

○基幹相談支援センター事業の実務者会議などで地域課題を掘り起し、その課題を

相談支援部会や必要に応じて自立支援協議会に議題として提案し、その結果を現

場に反映させる、循環型の会議にしていきたい。

○各相談支援事業所の特色が一目でわかるようになれば、その人に合った支援の提

供につながると思う。

○発達障がいのあるお子さんのいるご家庭にとって、親子で過ごせる場所があった

ら良いと思う。「つどいの広場」などはあるが、地域の遊び場に連れていくのは親

にとって負担に感じる。

○市内に相談支援事業所が不足していて、必要な人に届いていないのではないか。

また、サービス等利用計画の内容が不足している場合もあり、質の向上が必要。

○手帳を持っていなかったり、福祉サービス等を利用していない人で計画相談がつ

いていない人などは、生活面などの支援をどうしていくかが課題。

○障がいのサービスから介護のサービスへの移行や、ダブルケアマネといった体制

の連携が難しい場面がある。

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

（主な意見）特になし

議題３ 基幹相談支援センターの平成 29 年度事業計画

（概要）基幹相談支援センターより、平成 29 年度の基幹相談支援センターの地域の

相談体制強化の具体的な取り組み計画について説明した。

グループスーパービジョン

（グループワーク・事例検討・ロールプレイなど） 年９回

公開事例検討会 年１回

講演会 年１回

地域包括との勉強会 年１回

相談支援実務者会議 年８回

地域の関係機関との連携会議 年２回

サビ管とのなるほど計画勉強会 年１回

その他、困難ケース・後方支援、相談支援事業所訪問

（主な意見）

○相談員の質の向上にもつながるが、相談員一人当たりが持てる件数の基準を決め

たい。
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第１回地域生活支援部会活動報告

開催日 6 月 8 日（木）

議題１ 平成 29 年度地域生活支援部会について

（主な意見）

○第 2 回の部会において、前年度の意見や課題をまとめて共有したうえで、今年度

の議題を検討すべき。

議題 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

（概要）平成 28 年度の就労支援センター実績及び浦安福祉事業体活動報告について

説明した。

【就労支援センター実績】

・業務件数

内訳 来所 電話 訪問 合計

件数 1,310 1,966 572 3,848

・登録者数（重複障がい含む）

平成 28 年度合計 知的 身体 精神

36 20 3 14

・就職者数

平成 28 年度合計 一般 Ａ型

38 22 16

【浦安福祉事業体活動報告】

（１）新庁舎食堂・売店部

     市役所 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

公共施設から使用済み小型家電の回収、分解、選別等を実施。

（３）新浦安駅前部

新浦安駅前プラザ内店舗の運営、ワゴン、福祉フェアでの製品販売等を実施。

（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。

（主な意見）

○定着支援事業が始まるので、就労支援センターのあり方を考える場があると良い。

○各事業所がどんなサービスを提供しているか、もう少し周知してほしい。また、

事業所同士互いに知っておくべき。

○視覚障がい者への就労支援をお願いしたい。

議題 3 障がい者福祉計画の策定について

（概要）「計画の概要と計画策定スケジュールについて」「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」参照。
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（主な意見）

○地域生活支援拠点について、当部会からボトムアップで提言していけたらと思う。

○「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム」は精神障がいの方が地域で排

除されていることが背景にあると感じる。このような観点で意見を出し合うと良

いのでは。

○障がい福祉に関するアンケート調査から、年齢別で一番多い 65 歳以上の意見が

メーンにならないよう、年代別に分けて考えてほしい。

第１回本人部会活動報告

開催日 ７月６日（木）

当日資料参照（当日資料を配布します。）
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部会活動報告

第 2 回こども部会活動報告

開催日 7 月 10 日（月）

議題１ まなびサポート事業について

（概要）教育研究センターより、特別支援教育を推進するまなびサポート事業の体制

や、研修などの事業内容、平成 28 年度の相談状況などについて説明を行った。

（主な意見）

○特になし

議題 2 サポートファイルの配布状況と活用について

（概要）サポートファイルの概要の説明と平成２８年度の市役所、各相談支援事業所

でのサポートファイルの配布状況の報告、また、活用に向けた今後の取り組

みなどについて説明を行った。

（主な意見）

○保護者が記入するだけではなく、学校や関係機関などにも記入してほしい。

○親になにかあったときでも引き続き支援が受けられるようにサポートファイルが

あるはずなので、そういった事態が起きた場合にしっかり活用されるよう周知をし

た方がよい。

○相談支援事業所や学校に活用促進の協力を依頼するといっても漠然としているの

で、例えば、学校ではどのような情報が必要なのか、保護者の方はどのような情報

を持っているのかなど、もっと意見を出し合って情報交換をしていくと、上手くつ

ながっていくのではないか。

○共通シートは保護者が記入しているが、保護者から見た面と支援機関などの関係

機関から見た面は異なることもあるので、適切な支援が受けられないのではないか

という不安がある。それぞれから見た面を共有していく必要があると思う。

議題 3 障がい者福祉計画の策定について

（主な意見）

○特になし

その他 今後のこども部会の議題について

（主な意見）

○支援中に災害が発生し、携帯電話が通じないような状態になったときに、保護者

の方とどう連絡をとって安全にお子様を引き渡すかが課題だと考えている。市とし

て、そのような時に、事業所それぞれの状況を把握するなど情報集約をする体制が

必要なのではないかと思うので、そういった話し合いができれば良いと思う。

議題１資料(2)

当日資料
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第１回本人部会活動報告

開催日 7 月６日（木）

議題１ 自立支援協議会と部会の運営と議題

（主な意見）

○会議録は非公開だが、議事録は作成してもらえるのか。

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

(1) 住まいの場の充実について

◆将来の暮らし方、暮らしやすくするために必要な支援など

（主な意見）

○グループホームや住宅制度など、どのようなものがあるかわからない。

○家族に面倒をかけたくはない。

○賃貸住宅を探すときに、どの物件が良いのか、一緒に探すのを手伝ってくれる人が

いると助かる。

○できれば自宅で住み続けたいが、支援を必要とするので、今後もヘルパーさんが来

てくれるか不安。自宅以外なら、グループホームよりも大人数の方とで住んでいき

たい。

○親戚が少なく、親とも不仲なので、頼れる人が少なく不安。薬の作用で急にトイレ

に行きたくなることがあるので、街中にトイレの数を増やしてほしい。収入が少な

い人でも入居できるグループホームがあるか知りたい。

(2) 安心・安全に暮らせるまちづくりの推進について

◆災害時に不安に感じることや、必要な支援など

（主な意見）

○グループホームに入居しているので、世話人さんが不在の時間が不安になる。

○避難所に移動しても、集団の中にいるのが怖い。災害時には通院が困難になるため、

薬は 2 か月分は処方してほしい。

○どこに避難すればよいかわからない。

○ライフラインが心配。車いすが動けない時はどうすればいいのか、身体的な処置も

必要なので不安である。

○東日本大震災の際には仕事ができずに困った。仕事が続けられるか不安だ。

○内部障がいは理解されにくい。また、補装具の交換やトイレのことで一般の方とト

ラブルが多く、外に出たくない。

(3) 差別の解消と合理的配慮の推進について

◆障がいがあることが理由で差別を感じること、差別をなくすために必要なことなど

○差別をされていると思ったことはないが、障がいについて中身を知る人や理解して
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いる人が少ないと思う。

○車いすで介助者についてもらうと、病院などで介助者に対して説明される。説明は

本人にしてほしい。

○以前働いていた会社では同じ仕事をしているのに、一般の人とは給料面で違うなと

思った。

○差別を感じたことはないが、車いすで外出するのが嫌だったので、自分自身を差別

していたのかもしれない。以前、バスで露骨に嫌な顔をされたが、最近はすごく改

善されたと感じる。一部のお店では、段差があるので、行くことができない。市の

こころのバリアフリーハンドブックを読んだが、素晴らしいと思った。ハード面だ

けでなく、ソフト面でも対応していければ良いと思う。

○人と対等に付き合えず、話すと悪口を言われる。自身の障がいについて、影響力の

あるタレントにしゃべっていただき、みんなに理解してもらいたい。

○差別をされたと思ったことはない。

(4) そのほか

◆現在困っていることや、市に対して特に充実してほしい事業など

○友人と気軽に交流できる場所があればよいと思う。

○医療費が高いので引き下げてほしい。

○大型商品店の歩道がデザイン性は高いが、地震ででこぼこになり、車いすで通りに

くかった。

○自身の健康面で、将来どうなるかが不安である。



1

障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業

平成２８年度実績報告

１．障がい者権利擁護センター

（１）養護者による虐待

①虐待の有無の判断（事実確認調査を行った事例に対する）

通報・届出

件数

虐待の有無の判断

認定率

有
無（事実確認

中等含む）
判断できず

平成 24 年度 5 2 2 1 40%

平成 25 年度 15 6 9 0 40%

平成 26 年度 8 7 1 0 87.5%

平成 27 年度 16 10 3 3 62.5%

平成 28 年度 27 14 7 6 51.9%

千葉県全体 173 84 89 48.6%

全国 3,843 1,593 1,421 829 41.5%

（注）千葉県の構成割合は、相談・通報件 197 件のうち、事実確認調査を行った事例（前年度以前から

の繰り越し分含む）173 件に対するもの

（注）全国の構成割合は、相談・通報件数 4,583 件（前年度以前からの繰り越し分含む）のうち、事実確

認調査を行った事例 3,843 件に対するもの

②虐待の種別（重複あり）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放置 経済的虐待 合計

浦安市 7 0 5 6 0 18

千葉県全体 50 4 29 17 19 119

全国 993 65 505 256 409 2,228

（注）全国の構成割合は虐待判断事例 1,593 件に対するもの

議題１資料(3)

当日資料
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（２）施設従事者による虐待

通報届出件数
認定件数 認定率

通報 届出

平成 24 年度 0 0 0 -

平成 25 年度 0 0 0 -

平成 26 年度 1 0 1 100%

平成 27 年度 3 1 0 0%

平成 28 年度 6 1 1 14%

（３）使用者による虐待

通報届出件数

通報 届出

平成 24 年度 0 0

平成 25 年度 0 0

平成 26 年度 0 0

平成 27 年度 1
0

平成 28 年度 2 0

１件については県に報告し、労働

局の事実確認調査に同行。

不適切な支援があった部分につ

いては、事業者に指導を行った。
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（４）障がいを理由とする差別

①相談者

障がい者

本人

障がい者

の家族

障がい者

の関係者

相手方（個

人）

相手方（法

人・団体）
その他 合計

17 5 8 0 10 5 45

②相談分野と障がい種別との関係（重複障がいはそれぞれカウント）

視

覚

聴

覚

言

語

等

肢

体

不

自

由

内

部

障

が

い

知

的

障

が

い

精

神

障

が

い

発

達

障

が

い

高

次

脳

そ
の
他
（
難
病

等
）

不

明

合計

福祉サービス 5 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 11

医療 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

商品・サービス 2 7 0 1 0 2 0 0 0 0 1 13

雇用 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3

教育 0 0 0 3 0 2 0 3 0 0 0 8

建物・公共交通機関 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7

不動産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

情報の提供等 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

その他 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 4

合計 12 12 0 7 1 5 4 4 0 0 7 52
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③差別をされた側・その他からの相談への対応状況

相談

主体

機関

種別

法律上の差

別か否か

相談

件数

対応

中

終結

調整活

動

状況聴

取のみ

情報提

供・助

言

関係機

関への

引き継

ぎ

その他

差別を

された

側・そ

の他

公的

機関

法律上の差

別
7 1 5 0 0 1 0

法律上の差

別ではない
12 0 2 1 4 5 0

民間

企業

等

法律上の差

別
1 0 1 0 0 0 0

法律上の差

別ではない
14 0 6 2 4 2 0

その他 1 0 0 1 0 0 0

計 35 1 14 4 8 8 0

④相手方からの相談への対応状況

相談主体 機関種別 相談件数

対応方法

状況聴取の

み

情報提供・

助言

関係機関へ

の引き継ぎ
その他

相手方

公的機関 8 0 8 0 0

民間企業等 2 0 2 0 0

計 10 0 10 0 0
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２．障がい者成年後見制度支援事業

（１）委託による法人後見受任件数（実件数） 委託先：浦安市社会福祉協議会

障がい種別

年度
身体障がい 知的障がい 精神障がい 合計

平成 24 年度 0 0 0 0

平成 25 年度 0 0 2 2

平成 26 年度 0 1 2 ３

平成 27 年度 0 2 3 5

平成 28 年度 ０ ２ ２ ４

（２）申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成

内容

年度
審判申し立て費用の助成

成年後見人に対する

報酬の助成

平成 24 年度 0 １

平成 25 年度 0 １

平成 26 年度 0 1

平成 27 年度 2 2

平成 28 年度 ０ ７
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平成２８年度 浦安市基幹相談支援センター事業報告

１．業務時間と職員体制

職員体制 窓口開設時間 相談対応時間

窓口開設時間外は

緊急携帯電話にて

対応

常勤５名以上

非常勤１名以上

月～金 9：00～19：00

土 10：00～15：00

24 時間

365 日

２．相談支援事業

実施内容（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）

実人数
270 人（男性 167 人、 女性 93 人、 不明 10 人）

※前年度比 102％ ※計画相談支援契約者数 99 名／270 名

延べ人数 21841 人 ※前年度比 90％

相談件数 29630 件 ※前年度比 89％

障がい種別割合

（実人数）

知的 33％ 精神 14％ 発達 8％ 身体 8％ 身・知 3％

高次脳 3％ 難病 6％ 精・知 3％ 重心 2％ 身・精 1％

その他 19％

障がい種別割合

（延べ人数）

知的 30％ 身・知 11％ 精・知 9％ 身体 4％ 精神 15％

身・精 8％ 重心 4％ 発達 7％ 高次脳 4％ 難病 7％

その他 1％

相談形態

訪問 648 件 来所 336 件 同行 148 件 電話 3731 件

メール 891 件 関係機関との連携 12743 件 関係者会議 272 件

その他 3072 件

対応時間
窓口開設時間内 18782 件

窓口開設時間外対応 3059 件（全体の 14％）

【特徴的な事例】

≪児童≫ ・難病等により医療的なケアが必要な子どもたちの公立小学校・中学校への就学支援

・小児科病棟に入院している医療的なケアが必要な赤ちゃんへの支援

・学校に行くことができていない子どもたちへの就学支援、卒業後の生活支援

（不登校の状態にある子どもたちへの支援）

・保護者の精神的な不安定さがあり虐待ケースとして認定されている家庭に対する

福祉サービスの活用と家族支援

≪成人≫ ・虐待認定された発達障がいの方への支援、保護者への支援

・義務教育時代のトラウマにより社会参加が困難となった発達障がいの方への

心理的支援、及び、福祉サービス（就労訓練）の利用支援

議題２資料



2

・軽度知的障がいの方の家族との暮らしから自立生活に向けてのグループホームや一人

暮らし支援

・軽度知的障がいの方への結婚後の生活についての支援

・身体障がいの方の住まい探しの支援

・入所している重度知的障がいの方の問題行動へのアプローチ支援（入所施設支援）

・思春期から器物破損や金銭の無心などがある障がいの疑いがある方と、その高齢のご両親

への支援

・知的障がいがある方と同居する高齢の家族が倒れた際の緊急支援、及び、世帯支援

・発症３０年間支援が入らなかった精神障がいの方の年金申請の支援（行政、医療機関との

調整、申請書類等作成のサポート）と高齢の両親への支援

・支援を拒む精神障がいがある成人となったお子さんを持つ保護者の方への支援（定期面談、

及び緊急時シュミレーション）

・医療的なケアが必要な身体障がいの方への在宅支援（福祉用具、在宅医療、福祉サービス

利用支援）

・触法行為があった軽度知的障がいの方への地域生活の定着支援

２－１ 地域の相談支援事業所への後方支援（困難ケース・ピアスーパービジョン）

実施内容（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月）

実人数 24 人（男性 14 人、 女性 9 人、 不明 1 人）

延べ人数 304 人

相談件数 320 件

【後方支援事例】

・サービス提供事業所からセルフプランケース（ネグレクト事例）の対応についての相談

・相談支援事業所から担当する計画相談事例の貧困問題に対するアプローチ方法についての相談

・相談支援事業所から新規で担当することになった転入事例に対して計画相談支援を進めるにあたって

の実務についての相談

・相談支援事業所から担当する計画相談事例の年末年始における緊急対応についての相談

・相談支援事業所が担当する医療的なケアが必要な子どもへの支援についての福祉サービス利用の相談

・相談支援事業所が担当する不安を感じた利用者さんから、担当相談員よりも経験がある基幹相談の相

談員にも支援に関わってもらいたいという要請

・相談支援事業所への制度に関する情報提供の支援

３．基幹相談支援センターに係る事業

３－１．総合的・専門的な相談支援

① ワンストップ相談窓口としての機能を持たせ、既存のサービス等では解決困難な生活課題を抱え

ている、あるいは福祉による支援に繋がっていないなど、支援困難な障がい児・者等への総合的・
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専門的な相談支援の実施。

② 夜間・休日の対応を含め、２４時間３６５日体制とする。

③ 相談ミーティング開催（事例検討、スーパービジョン） 39 回

３－２．地域の相談支援体制の強化と取組み

①地域の相談支援事業者の人材育成の支援

実施内容 講師 対象者 実施日・回数 参加人数

講演会「なぜ障がいのある

人は闘わねばならなかった

か～当事者と差別解消法

～」

「カニは横に歩く

自立障害者たちの

半世紀」著者

角岡 伸彦氏

―――――――

全国青い芝の会

会長

福永 年久氏

医療・教育・福祉

分野の対人援助に

関わる支援者・

障がいのある方・

ご家族

7 月 4 日 106 名

講演会「行動障害、区分６・・・

そして一人暮らし～我が子の

暮らしリアル～」

生活と教育を考え

る会 代表

仲井 眞由美氏

――――――

ＮＰＯ法人

権利擁護あさひ

相談支援専門員

吉川 英夫氏

――――――

ＮＰＯ法人

ホリデー 理事長

田中 純子氏

医療・教育・福祉

分野の対人援助に

関わる支援者・

障がいのある方・

ご家族

2 月 18 日
65 名

グループスーパービジョン
武蔵野大学教授

岩本 操氏

相談支援専門員

及び相談員

10 回開催

（5，6、7，8，

9，10，11，

12，1，2 月に

月 1 回開催）

のべ 114 名
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相談支援事業所訪問

（支援ニーズヒヤリング）

基幹相談

相談員
相談支援専門員

10 月 12 日

10 月 14 日

10 月 17 日

10 月 19 日

10 月 20 日

7 事業所

②関係機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、保健・

医療、教育、就労等に関する各種の相談機関等）との連携強化及び年２回以上の連携会議を実施

実施内容 講師 対象者 実施日 参加人数

連携会議
武蔵野大学教授

岩本 操氏

相談支援事業者・民

生委員・身体/知的

障害者相談員・各種

相談機関等職員

7 月 11 日 37 名

11 月 14 日 40 名

相談支援実務者会議 ―

相談支援実務に携

わっている相談支

援専門員及び行政

職員

5月23日

8 月 16 日

12 月 6 日

3 月 13 日

22 名

14 名

18 名

22 名

③専門的技術を有する者（医師、弁護士）を必要に応じて確保し、地域の相談事業の支援体制を図る

※基幹相談支援センターでは、嘱託医（精神科医）1 名・弁護士 1 名を配置。

実施内容 講師 対象者 実施回数

嘱託医による相談、高い専門性が

求められる困難・多問題ケースに

ついて、よりよい支援を提供する

ために助言・指導をいただく

精神科医

山科 満氏
相談員他 10 回開催

実施内容 講師 対象者 実施日 参加人数

公開事例検討会

「利用者さんは、どんな人？

事例を元に見立て力を高めよ

う」

精神科医

山科 満氏

医療・教育・福祉分

野の対人援助に関わ

る支援者

9 月 6 日 28 名
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３－３．権利擁護・虐待の防止

実施内容 対象者

年間通じた個別

ケースにて支援成年後見制度利用支援事業（相談等）の実施及び障がい者

等に対する虐待を防止するための取組み

37 名

４．住居入居等支援事業（居住サポート事業）

実施内容 対象者

◇２４時間支援

緊急対応が必要となる場合における相談支援、関係機関

との連絡・調整
10 名

年間通じた個別

ケースにて支援
◇居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

利用者の生活課題に応じ関係機関から必要な支援を受けら

れるよう調整

13 名

5．その他

◇連絡調整会議

内 容 開催回数

毎月 1回以上開催し、作成した日報・月報、業務記録等に基づいて、前月の運営状

況を報告する。また今月のスケジュール・運営上の留意点等について、市側と情報

を共有化する。
12 回

◇浦安市自立支援協議会への参加

内 容 参加回数

第 1 回浦安市自立支援協議会にて、平成 28 年度の基幹相談支援センター事業計画

（地域の相談体制強化の具体的な取り組み）について説明。

第 2回浦安市自立支援協議会にて、平成 27年度基幹相談支援センターの実績に

ついて報告。

浦安市自立支援協議会の相談支援部会に参加し、グループスーパービジョン、及び、

相談支援実務者会議の実施内容について報告。浦安市の社会資源に関する課題や、

計画相談支援における課題等を提言。

5 月 12 日

7 月 28 日

6 月 16 日

8 月 29 日

12月 22日

2 月 13 日
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◇計画相談支援（指定特定・指定障害児相談支援）説明会

実施内容 講師 対象者 実施日 参加人数

平成 28 年度からの委託内容

が変更になったことに伴い、

基幹相談支援センターが担当

している計画相談支援ケース

を 3 年間で段階的に地域の操

舵支援事業所に移管していく

方向性について説明。

― 計画相談支援利用者 12 月 13 日 18 名

◇利用者アンケート

内 容 実施回数

相談支援の質の向上を目指し、個別の相談支援を提供している利用者を対象にアン

ケート調査を実施。
1 回
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第１回 合同部会について

昨年度は、自立支援協議会について広く市民の方に知っていただく機会として、合同部

会を市民向けの講演会としました。今年度についても、講演会を検討しています。

１．日 時 平成２９年９月２８日（木） 午後１時３０分～午後３時３０分

２．場 所 浦安市役所新庁舎４階 Ｓ２～４会議室

３．内 容 部会活動報告及び講演会

【参 考】

昨年度の実績

１．第１回合同部会講演会

『青少年サポート事業の概要と発達障がい者等の支援について』

講師：一般社団法人こども未来共生会 理事長 中島 展 氏

２．第１回合同部会講演会

『障がい者施策の現状について』

講師：和洋女子大学准教授 髙木 憲司 氏

議題３資料



平成 29 年度の主な新規事業等

１．補助事業について

（１）防犯対策強化事業補助金＜新規＞

[事業概要]

市内の障がい福祉サービスを行う事業所の防犯対策の強化を図るため、障がい福祉サ

ービス事業所の防犯対策強化の整備に要する経費の一部について、補助金を交付する。

[補助対象事業所]

生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童

発達支援、放課後等デイサービスを市内で運営している事業者又は新たに事業所を設置

しようとする事業者

[補助対象経費及び補助金額]

門、フェンス等の外溝等の設置又は修繕及び非常用通報装置等の設置に必要な工事に

要する経費とし、１事業所あたり 300,000 円を限度とする。

（２）（仮称）障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金＜新規＞

[事業概要]

障害福祉サービス等に従事する従業者の確保及びその離職の防止を図るため、障害福

祉サービス事業者等が従事者に対して実施する住宅手当にかかる経費の一部について補

助金を交付する。

※補助要件や開始時期などは、現在検討中

２．入船北小学校跡地利用事業（市事業）の事業者募集について

（１）基幹相談支援センター事業委託

[事業概要]

障害者総合支援法に基づき、一般的な障害者相談支援事業に加え、地域における相談

支援の中核的な役割を担う業務を一体的に行う市の委託事業。

[公募について]

平成 30 年度に、入船北小学校跡地に移転を予定しており、仕様が変更となるため、新

たに委託事業者について平成 29 年度中に公募を行う予定。

8月上旬 募集要項の公表、配布

9月下旬 提案書の受付

10 月中旬 提案書ヒアリング

（２）青少年サポート事業委託

[事業概要]

学齢児からおおむね 25 歳までの発達が気になる方やそのご家族が、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本市独自の事業。

[公募について]

平成２９年度で現委託期間が終了し、また、平成 30 年度に、入船北小学校跡地に移転

を予定しており、仕様が変更となるため、新たに委託事業者について平成 29 年度中に公

募を行う予定。

8月中旬 募集要項の公表、配布

10 月上旬 提案書の受付 10 月下旬 提案書ヒアリング

議題４資料（１）



３．その他

（１）東野地区複合福祉施設整備事業について＜継続＞

[事業目的]

既存施設の狭隘化・老朽化、新たな法制度に対応するため、既存施設及び地域生活支

援拠点、子育て短期支援事業所の機能を有する東野地区複合福祉施設を整備する。

[スケジュール（予定）]

平成 29 年度においては、東野地区複合福祉施設の基本設計及び実施設計を行い、さら

に既存施設の解体工事等を行う。

６月～８月 ゆうあい及び給食センターの解体設計

10 月以降 ゆうあい及び給食センターの解体工事

（２）ソーシャルサポートセンターにおける訪問看護事業の実施について

[事業目的]

ソーシャルサポートセンターにおいて新たに健康保険法に基づく訪問看護に関する事

業を実施し、精神障がい者の福祉の増進を図る。

[サービス利用者]

ソーシャルサポートセンターの登録者であって、訪問看護事業の派遣の決定を受けた方。

[サービス内容（予定）]

①病状の観察

②家族への指導

③食事・栄養の指導

④リハビリテーション・生活範囲の拡大

⑤服薬管理、指導

⑥利用者および支援者への精神的ケア

⑦通院同行 等

[実施時期]

平成２９年６月１日

（３）身体障がい者緊急時支援事業＜改正＞

[事業内容]

身体障がいのある方より通報を受けた場合に、その方の居宅に支援員を派遣し、必要

な対応を取ることにより、身体障がい者が安全に自立した日常生活を営むことができる

ように通信のための端末機器の貸与および費用の助成を行う。

①排せつの介護

②衣類着脱の介護

③体位変換の介護

④転倒の介助

⑤関係機関等との連絡

[サービス利用者]

障害支援区分が「区分４」以上の認定を受けている身体障がい者で次のいずれかに該

当し、排せつ介護等を行うことが必要であると認める者

ア 常時独り暮らしの状態にある者

イ 障がい者、65 歳以上の者又は 18 歳未満の者と同居している者

ウ 同居している者が就労、就学等の事由で外出することにより、ア又はイと同様の

状態となる者



[改正内容]

○ 24 時間体制から、通報実態に合わせた平日午後６時から午前８時、休日等（土曜

日・日曜日、祝日、年末年始）は終日に見直し

（４）知的障がい者等家族支援事業 議題４資料（２）参照

（５）手話言語条例の策定 議題４資料（３）（４）参照



◆知的障がい者等家族支援事業◆

市内在住の行動障がいのある知的障がい者（児）の方などの介護者に対し、

市と協定を結んでいる「位置情報探索サービス」を契約（利用）した際に発生

する料金の一部を助成するものです。

《対象者》

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている者で、行動障が

いのある知的障がい者（児）の方等を在宅で介護している介護者。（原則として

同居で介護をしている方を対象としています。）

《利用者負担額》

1ヶ月 1,080 円。残りの利用料は市が負担します。

＊3ヵ月毎に前払いとなります。

＊途中で解約した場合は、返金があります。

《提出書類》

・ 申請書

・ 委任状

《サービス開始までの流れ》

＊障がい福祉課で申請をしてください。

＊1週間程度で決定通知を送付します。その後、市と協定を締結しているセコム

株式会社から連絡が行くので、探索機の契約を行ってください。

＊探索機が不要になった場合は、障がい福祉課までご連絡下さい。

＊また、施設等に入所した場合は助成の対象外となりますので、すみやかにご

連絡下さい。

浦安市健康福祉部

障がい福祉課 障がい福祉係

電話 ７１２－６３９３（直通）

議題４資料（２）



 
 

千葉県手話言語等の普及の促進に関する条例 
 
手話は、物の名前、概念、文法等を手指や表情等により視覚的に表現する独自の言

語の体系を有する非音声言語であり、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活

を営むために大切に受け継いできたものである。 

しかし、明治十三年にイタリアのミラノにおけるろう教育に関する国際会議におい

て口話法の優位が宣言されて以来、平成十八年の国際連合における障害者の権利に関

する条約の採択まで、長年にわたり、手話は言語として認められてこなかった。わが

国においても、平成二十三年に障害者基本法が改正され、初めて言語として位置付け

られ、平成二十六年に同条約の批准に至った。 
障害の有無にかかわらず、各個人が相互に尊重し合える心豊かな生活を送るために

は、お互いの意思疎通のため、必要な情報を発信及び受信できる環境が保障される必

要がある。ろう者、中途失聴者及び難聴者、盲ろう者等のろう重複障害者等の聴覚障

害者は、音声による情報の発信及び受信という日常生活又は社会生活の基礎となる意

思疎通において困難を抱えており、個々の特性に応じた意思疎通のための手段を獲得

し、それを用いることができるよう、障害に関する理解を広げるなどの環境づくりを

進め、社会的障壁の除去を図ることが必要である。 
本県においては、平成十八年に全国に先駆け、障害のある人もない人も共に暮らし

やすい千葉県づくり条例（平成十八年千葉県条例第五十二号）を制定し、障害のある

人への情報提供等における不利益取扱いの禁止や合理的な配慮に基づく措置について

定めるなど、障害のある者に対する理解を広げ、差別のない誰もが暮らしやすい地域

社会を目指し様々な取組を進めているが、聴覚障害者以外の者が聴覚障害者を理解し、

互いに共生することができる地域社会を実現するためには、県民一人ひとりが聴覚障

害や手話等に対する理解を深めていくことが必要である。 

そのため、これまでの歴史的背景を踏まえ、手話を言語として明確に位置付けると

ともに、手話等の普及の促進を図り、さらには県民の聴覚障害者の意思疎通のための

手段に対する理解を深めるため、この条例を制定する。 
 
（目的） 
第一条 この条例は、手話が言語であることの明確な認識の下、手話等を活用した聴

覚障害者の情報の発信及び受信の重要性に鑑み、手話等の普及の促進について、基

本理念を定め、県の責務並びに市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとと

もに、県の施策を推進するための基本的な事項を定めることにより、聴覚障害者と

聴覚障害者以外の者とが共生することのできる地域社会の実現並びに聴覚障害者の

自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。 
 
（定義） 
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

1

1683
テキスト ボックス
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一 聴覚障害者 聴覚の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁（障害

がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会にお

ける事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。）により継続

的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 
二 ろう者 聴覚障害者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者

をいう。 
三 盲ろう者 聴覚障害者のうち、視覚の機能の障害がある者であって、障害及び

社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態に

あるものをいう。 
四 手話等 手話、要約筆記、触手話、指点字、筆談その他の聴覚障害者が日常生 

活又は社会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。 
 
（基本理念） 
第三条 聴覚障害者の特性に応じた意思疎通並びに情報の受信及び発信のための手段

の確保は、全ての人が相互に意思を伝え、理解し、及び尊重し合うことを基本に行

われなければならない。 
２ 手話の普及の促進は、手話が独自の言語の体系を有する文化的所産であって、ろ

う者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたも

のであるとの認識の下で、図られなければならない。 
 
（県の責務） 
第四条 県は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、国、市町村

その他関係機関と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除去について、聴覚障害者が

障害のない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むために必要かつ合理的

な配慮を行い、手話等の普及の促進に努めなければならない。 
２ 県は、手話等を使用する者と連携し、手話等に対する県民の理解の促進に努めな

ければならない。 
 
（市町村の役割） 
第五条 市町村は、基本理念にのっとり、県と連携し、聴覚障害者の社会的障壁の除

去について、聴覚障害者が障害のない者と実質的に同等の日常生活又は社会生活を

営むために必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の普及の促進及び手話等を使いや

すい環境の整備に努めるものとする。 

 
（県民の役割） 
第六条 県民は、基本理念にのっとり、手話等及び聴覚の障害に関する理解を深める

よう努めるものとする。 
２ 手話等を使用する者は、基本理念にのっとり、手話等の普及の促進に協力するよ

う努めるものとする。 
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（事業者の役割） 

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、聴覚障害者に対してサービスを提供すると

き又は聴覚障害者を雇用するときは、手話等の使用に関して配慮するよう努めるも

のとする。 
 
（計画の策定及び推進） 
第八条 県は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第十一条第二項に規定

する都道府県障害者計画において、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・

介助員の養成その他手話等の普及の促進に必要な施策について定め、これを総合的

かつ計画的に推進するものとする。 
２ 県は、前項の施策について定めようとするときは、あらかじめ、聴覚障害者の意

見を聴くものとする。 
３ 県は、第一項の施策について、その実施状況を公表するとともに、必要に応じて

見直しを行うものとする。 
 
（手話等を学習する機会の確保等） 
第九条 県は、市町村その他関係機関及びろう者その他の手話等に関わる者と連携し、

県民が手話等を学習する機会の確保等に努めるものとする。 
２ 県は、聴覚障害者の情報の提供に関する合理的な配慮を行うため、その職員が手

話等を学習する研修その他必要な環境の整備を図るものとする。 
 
（手話等を用いた情報発信等） 

第十条 県は、聴覚障害者が県政に関する情報を速やかに取得することができるよう、

手話等を用いた情報の発信を推進するものとする。 
２ 県は、県が主催する講演会等に手話通訳者及び要約筆記者を配置するよう努める

ものとする。 
３ 県は、手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣並びに聴覚

障害者からの相談に応じる拠点の支援を行うことにより、聴覚障害者が手話等を使

用し、及び手話等による情報を取得できる環境を整備するよう努めるものとする。 
 
（手話通訳者、要約筆記者等の派遣体制の整備） 

第十一条 県は、手話通訳者、要約筆記者及びこれらの指導者並びに盲ろう者向け通

訳・介助員の養成及び研修に努め、市町村と協力して、聴覚障害者が手話通訳者、

要約筆記者及び盲ろう者向け通訳・介助員の派遣による意思疎通支援（障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）

第七十七条第一項第六号に規定する意思疎通支援をいう。）を県又は市町村から受け

られる体制の整備及び充実に努めるものとする。 
２ 県は、前項の養成及び研修並びに体制の検討を行うに当たっては、市町村及び聴

覚障害者から意見を聴くものとする。 
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（学校における手話等の普及） 
第十二条 聴覚の障害のある幼児、児童又は生徒（以下「聴覚障害児」という。）が通

園し、又は通学する学校の設置者は、聴覚障害児がその特性に応じた手話等を学び、

又は手話等を用いて各教科若しくは各領域を学ぶことができるよう、教職員の手話

等に関する技能を向上させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
２ 聴覚障害児が通園し、又は通学する学校の設置者は、聴覚障害児に対する手話等

に関する学習の機会の提供並びに聴覚障害児の保護者に対する教育に関する相談へ

の対応及び支援に努めるものとする。 
３ 聴覚障害児が通園し、又は通学する学校の設置者は、教職員の手話等に関わる専

門性の向上に関する研修等に努めるものとする。 
４ 学校の設置者は、手話等に関する児童及び生徒の理解の促進に努めるものとする。 
 
（事業者への支援） 
第十三条 県は、聴覚障害者が利用しやすいサービスの提供及び聴覚障害者が働きや

すい環境の整備のために事業者が行う取組について、必要な支援を行うよう努める

ものとする。 
 
（聴覚障害者等による普及啓発） 
第十四条 聴覚障害者及び聴覚障害者の団体は、自主的に手話等の普及及び啓発を行

うよう努めるものとする。 
 
（手話等に関する調査研究等への協力） 
第十五条 県は、ろう者その他の手話等に関わる者が手話等の発展に資するために行

う手話等に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。 
 
（財政上の措置） 
第十六条 県は、手話等の普及の促進に関する取組を推進するため、必要な財政上の

措置を講ずるよう努めなければならない。 
 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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（仮称）浦安市手話に関する基本条例案の策定スケジュール

年 月 事務処理 関連調整

平成29年５月
5/8 総務課へ説明

5/18 市長調整（方向性の確認）

意思疎通運営委員会に諮る

６月
課題整理

聴覚障害者協会へ意見徴収

７月 条例骨子の作成

８月

９月

１０月

パブコメ（１か月間）

１１月

条例素案作成

意思疎通運営委員会と調整
聴覚障害者協会と調整

１２月 条例審査

平成30年１月 議案提出

２月 条例 議会提出（議会）

３月
議会対応

条例公布

議案審議

意思疎通運営委員会及び聴覚障害者協会に
報告

※ 「条例骨子」「条例素案」作成時には総務課と条例案作成の調整がある。

※ 障がい事業課と「自立支援協議会」「差別解消法」「障害者計画」の調整がある。

7/13 自立支援協議会に条例を制定す
ることを報告

意思疎通運営委員会と調整
聴覚障害者協会と調整

議題４資料（４）


