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平成29年度第６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30年３月１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、ＮＰＯ法人フレンズ、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、健康福祉部次長、こども発達センター、教育研究センター

４．議題

（１）部会活動報告

（２）平成30年度の予算と事業

（３）平成30年度の議題

（４）その他

５．資料

議題１資料 部会活動報告

議題２資料 平成30年度予算と事業

議題３資料 平成30年度自立支援協議会の議題について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成29年度第６回浦安市自立支援協議会を開催します。

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

会議を開催する前に、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。

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。

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

たします。

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

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

いただき、その後、発言をお願いいたします。

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

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

入りますが、手話通訳の方より挙手をお願いいたします。

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。よろしくお願いいたします。

会長：それでは、引き続き議事進行を務めさせていただきます。

本日の議題は４つ。

「部会活動報告」、「平成30年度の予算と事業」、「平成30年度の議題」、「その他」となります。

なお、議題の３「平成30年度の議題」については非公開となります。

初めに、議題１、部会活動報告です。

第５回の協議会以降、本人部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、権利擁護部会が開

催されましたので、ご報告をいただき、質問やご意見を賜りたいと思います。

本人部会の活動報告を事務局よりお願いいたします。

事務局：議題３、非公開ではありませんでした。すみません。今日の部会は非公開ではなく全部公開で行いた

いと思います。進行が間違っておりました。

議題１資料「部会活動報告」をごらんください。第３回本人部会活動報告をさせていただきます。

開催日は１月15日月曜日です。

議題は２つ行いまして、浦安市障がい者福祉計画について。また、次年度の本人部会の議題について

ということで協議を行いました。

議題１浦安市障がい者福祉計画については、現在、策定中の障がい者福祉計画の中から第１回本人部

会で取り上げたテーマについて説明を行い、意見を伺いました。

テーマは、住まいの場の充実、差別の解消、安心・安全に暮らせるまちづくり、障がい者就労支援と
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いう４点でした。

住まいの場の充実についての主な意見としては、一人で暮らしたいと思っているが、良い物件があっ

ても借りることが難しい。グループホームにお住まいの委員さんもいらっしゃるのですが、グループホ

ームに住み始めて買い物、洗濯を一人でできるようになり、コミュニケーションにも自信がついてきた。

次に、差別の解消についてのご意見は、障がいへの理解を深めるイベントが増えればいいと思う。

手話言語条例をこころのバリアフリーハンドブックとリンクさせて、学生に周知するとよいと思う。

安心・安全に暮らせるまちづくりについては、グループホームの世話人がいない時に災害が起きたら、

どこへ電話していいかわからない。

安否確認・支援の必要な人を情報共有できるシステムがあるとよいと思う。

最後に、障がい者の就労支援については、失業したときに就労支援センターで支援をしてもらって再

就職ができたというご意見をいただきました。

続いて、議題２次年度の本人部会の議題については、事務局でこういった事例はどうですかと示した

上で協議したい議題についてご意見を伺いました。

主なご意見としては、講師による障がい福祉に関する講義を受けたい。

権利擁護センターに入ってきた事例について、当事者目線で解決案を考えてみたい。

また、ほかの障がいのある人を知るため障がい福祉の現場を見学する、などのご意見をいただきまし

た。

このご意見によって来年度は本人部会でも協議をして、地域課題が出たら自立支援協議会に上げてい

きたいと考えています。

本人部会の報告については以上です。

会長：議事について、原則公開としております。印刷ミスで議事３が非公開ということだったらしいのですけ

ど、こういった場合、事務局、よく確認をしていただいて。

事務局：申しわけございませんでした。

会長：重要なところなので、お願いいたします。

ありがとうございました。

ただいまの説明に対し、ご質問やご意見等、よろしくお願いいたします。

千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：今のご説明の住まいの場の充実のところで一人で暮らしたいと思っているがよい物件があって

も借りることが難しいという表現だったのですが、難しいというのは、何が難しいファクターとしてあ

るのかということ、もう少しご説明、もし、いただけるのであればお聞きしたいのですけど。

会長：部会の話で、何か具体的に出ておりましたでしょうか。

事務局：具体的なところ、その方自身は特に成年後見がついているかとかそういった方ではなかったので、経

済的に難しいという部分もあるかと思いますし、そういったことでのよい物件があっても借りることが

難しいというご意見だったかとは思います。
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ただ、障がいのある方とか、高齢者の方が借りることが難しいというのは、この本人部会のご意見に

限らず、今、問題になっているところではあるかと考えています。

会長：障がいのある方の一人暮らしなのですが、一般的に保証人とか、そういった関係で難しかったりするケ

ースもあるようです。あと、不動産屋さんのほうで拒否される。一般的にはそういう事例があるようで

す。よろしいでしょうか。

千葉商科大学。

千葉商科大学：会長おっしゃいましたように、実は私もそこにもう少し視点を向けるべきかなと思っておりま

した。

要は、日本の社会制度の中で賃貸契約における保証人の問題だとか、あとは不動産屋さんのほうで、

これは表現、難しいのですけどもね。

とにかく、障がいを持ったおひとりの方が契約をするということに関して、何らかの、自治体を含め

てバックアップというか、フォローしてあげないと難しいという問題がある中で、こういう検討部会が

あるわけですから、活動報告の中でも、ぜひ、そういう背景に目を向けて、共通認識にして先に進むと

いう意識を持たないと、難しいということで終わってしまったらもったいなと感じたので質問させてい

ただきました。

以上です。

会長：ありがとうございます。

これはもう、本当に日本全国で大きな問題になっているところですね。船橋市では保証会社と空き家物

件なんかのマッチングを取り組んでいる事業所もあるようです。

では、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：先ほどの千葉商科大学の意見、大賛成でございまして、日々、

うち、基幹相談支援センターで居住サポート事業と言いまして、障がいのある方たちがおひとり暮らし

をする際にお家を見つける支援をしております。

今も、保証人が見つからなくてお家を借りることができなくて、でも、グループホームでの暮らしも

難しくなってきている方のお家探しをどうしようかという案件が数件ありまして、委員のおっしゃった

ように、これは政策的なバックアップが必要なのではないかと感じていた次第です。

それから、もう一つ、浦安の場合は、非常に家賃が高い地域でございまして、物件を借りる。経済的

にひとり暮らしを中長期的に維持していくということは障がいのある方たちの収入では極めて難しいと

いう現実があります。なので、結果的には障がいのある方たちが総合支援法ではどこで暮らして、誰と

住んでということを自由に選べる社会であるべきだと言いながら選択肢がないということは、前回の本

協議会でも伝えさせていただいた次第なのですが、とにもかくにも、保証人の問題は、深刻でございま

す。

なので、家賃の工面、及び保証人の対応ということは、不動産業界も巻き込んでなのか、政策的に手

を打っていかないと住宅政策というのは、これからの大きい課題かなと思いましたので、現場感を伝え
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させていただきました。

以上です。

会長：ありがとうございました。

あと、お願いします。

事務局：先ほど検討していただきました浦安市障がい者福祉計画の中にも触れさせていただいておりまして、

住まいの充実の中の取り組みの方向性の中で住宅関係支援の充実というところ、39ページの中で民間住

宅市場で入居制限を受けやすい高齢者、障がい者世帯等の居住の安定を確保するため、住宅セーフティ

ーネットに関する施策の構築を図りますということで、この３年間の計画の中で、方向性としては、こ

ちらで出していただいておりますので、まだ具体的にはなっておりませんが、できるだけ具体的な施策

として行っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

会長：ありがとうございます。

国交省のほうで住宅セーフティーネットの効率を含めて政策としては、いろいろ考えてはいるような

のですが、実態がなかなか伴わない部分があるというところかなと思います。しっかりとこの辺も進め

ていかなければいけないところだと思います。

そのほか、ございますでしょうか。

よろしいですか。

続いて、こども部会の活動報告を、教育研究センターからお願いします。

事務局：教育研究センターが遅れておりますので、事務局よりご説明させていただきます。

第４回こども部会の活動報告。開催日は１月24日の水曜日に行いました。

議題は４つありまして、障がい者福祉計画の策定について、災害時の備えについて、平成30年度こど

も部会について、その他の４点を話し合いました。

議題１障がい者福祉計画の策定について、素案のこども部会に関するところの説明を行いました。

主な意見ですが、先ほどの計画策定委員会で出ていたご意見と同じということになっております。

市内への特別支援学校誘致については、どのような計画になっているのかできるだけ早く対応してほ

しいというご意見をいただきまして、行政の事務局から、その時点でどういった計画になっているか

お答えをしたところです。

あとは療育費用の助成が削除されているので記載してほしいとか、自力通学が困難な生徒が市川特別

支援学校に通う際のボランティアによる通学支援について安心して任せられるものなのか、広くニーズ

に合った支援を考えてほしいといったご意見がありました。

続いて、議題２災害時の備えについて。これは本部会で２回にわたり協議を行ってきました。

特別な支援が必要な子どもへの災害時の支援に関する課題というのを各委員さんから挙げていただき、

それを事務局でまとめ、同時に、市の浦安市地域防災計画から市の現状の取り組みと防災関係機関、市

民、事業所が実施すべき防災対策について事務局より説明を行いました。

これに対する主なご意見は、災害時に子どものことがわかる情報共有ツールはサポートファイルだと
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思うが、サイズが大きく持ち出しづらいのでオンライン化などを検討してもらいたい。

災害時の備えの問題は子どもに特化した課題ではなく、障がい者全体のことなので自立支援協議会で

話し合ってほしい。東日本大震災の経験を生かして、自助・共助・公助を明確にし、具体的に課題を整

理する必要があると思う、というご意見をいただきました。

このご意見を受けて、事務局で部会での災害時の備えの課題を整理して、来年度になるかと思います

が、自立支援協議会にまとめたものを一度報告したいと思っています。

議題３平成30年度こども部会について。平成30年度こども部会の議題について意見を伺いました。

主な意見としては、教職員の資質の向上という点で、教職員への研修事業がどのように行われている

のか報告してほしい。

障がい者福祉計画でも重点項目になっている「雇用・就労支援の推進」について、中学校や高校で就

労継続支援事業所や特例子会社などと関わる機会も多いので、こども部会でも、他の部会と協議内容を

連携したり、意見を聞いたりしてほしい。

事例検討をしたい。例えば、権利擁護センターの相談事例などについて話し合いたいというご意見を

伺いました。

来年度のこども部会については、この意見を受けて議題等を事務局で提示したいと考えています。

議題４その他は、青少年サポート事業について、平成30年６月１日から旧入船北小学校を改修した浦

安市まちづくり活動プラザに移転することを報告しました。

こども部会の報告は以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまの説明に対し、ご意見やご質問等ありましたらお願いします。

千葉商科大学。

千葉商科大学：細かな質問で申しわけありません。

議題２、災害時に子どもさんにかかわる情報共有ツールとしてのサポートファイルの件ですが、これ、

命綱かと思うのですが、大きくて持ち出しづらい、確かにオンライン化というのはありだと思うのです

が、間違いなく時間とお金がかかることなので、まずは大き過ぎるものを小さくするとか、やることを

やるべきだと思うのですが、実際にどのぐらいの大きさのもので、どのぐらいの分量か、おわかりにな

ればお教えいただきたい。

事務局：実物は後ほどお見せさせていただければと思います。Ａ４の大きさなのですが、厚さ２センチぐらい、

リングファイルでとめるような形になっています。

千葉商科大学：すみません。それが大き過ぎて持ち出しにくいというのは、どういう根拠なのでしょうか。

事務局：確かに、バッグにすっと入るような大きさではないかなと考えていまして、分厚い。各シートがたく

さんあります。そのシートを全部ポケットのファイルの中に入れているような形なので、結構重たく、

しかもお母さんによっては、サービス等利用計画とか、学校での個別指導計画、そういったものをここ

に入れてくださいねとお伝えしているものですから、お子さんのものは全部そこにファイリングする形
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になっていて、そうすると持ち出すには大きいというものになっているかと思います。

そういったご意見は多く出ていましたので、こども部会においても小さくできないか検討はしてきて

いるのですが、Ａ４の半分のＡ５だと小さくて書きづらいというご意見も結局ありまして、Ａ４が一番、

他のものを入れるのでもやりやすいという結果になりまして、小さくすることは、今のところ実現はし

ていません。

オンライン化という点では、今、ホームページ上でも書き込めるようなシートをダウンロードして、

ご自分でパソコンなり入力するというようなことができるようにはなっておりますので、オンライン化

まで大それたものではないのですが、ダウンロードしていただいて、スマホなどで書き込めたりすると

いうことなので、スマホなどでも持ち歩くということは可能ではないかなと、事務局では考えています

ので、今後、そういったことも含めて、保護者の方たち、あとは事業所などにも啓発を、また進めてい

きたいと考えています。

会長：ありがとうございます。

サポートファイルって次々足していけるようになっているのですかね。

これ、緊急時の持ち出しの話をしている部分なので、皆さんスマホなどはお持ちだと思うので、必要

なページをふだんから写真撮って保存しておくなども、くせとして身につけておくと、いざというとき

にいいかなというところも押さえていただければと思います。

その他、ございますか。

また、戻っても結構ですので、次、いきたいと思います。

それでは、相談支援部会の活動報告、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともからお願いいたし

ます。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：第４回相談支援部会、１月29日に開催されました。議題３つと、

作業部会ということで、グループワークをさせていただいております。

議題１計画相談の現状。障がい福祉サービスご利用の方、サービス等利用計画を作成されている方

が704名で、セルフプランの方が70人いらっしゃるのですが、達成率としては100％となっているとい

うことです。そのうち、介護保険の対象者の方は48名いらっしゃいます。

障害児通所支援、お子さんたちのサービス等利用計画の作成ですが、これは全体で418人、そのうち

90人の方がセルフプランではございますが、達成率としては、100％となっております。

定番なので、この数字を、確認をまずさせていただいて、次に議論したのが障がい者福祉計画の素案

について、事務局より説明していただきまして、意見交換をしております。

主な意見ですが、「包括的な相談支援体制の整備」、ワンストップ相談窓口のことが素案に書かれた

ところで、相談支援部会の委員の皆様はそこに注目が集まりまして、包括的な相談体制というものの中

に、医療だとか介護保険とか、そういう観点の連携ということも盛り込んだ上での、包括的な相談支援

体制というものがいいのではないかという意見が出ています。

次に、議題３平成30年度の相談支援部会について。30年度どういう内容について相談支援部会で議論
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していこうかということで、委員の皆様にお一人お一人、ご発言をお願いいたしました。議題をお話さ

れる方、要望という形でお話をされる方、皆さんご発言いただいた次第です。

主な意見としては、地域生活支援拠点が整備されて工事が着々と進んでおりますが、地域生活支援拠

点の機能やあり方については、相談支援と非常に密接にかかわるので、浦安市の全体の障がい福祉施策

においてどういう機能とどういう役割があって、ひいてはどういう連携が必要なのかということを話し

合っていくのもいいじゃないかというご意見がありました。

あとは、地域課題をはっきりさせるためにも、事例検討をして、今、現場で起こっている実態を教え

てほしい。そういうことが共有できる場にするのはいかがだろうかというご意見。

それから視覚障がいのある委員さんに関しては、同じ障がいのある方の相談に乗って意見を発信して

いきたいというご意見がありましたり、施設の防災対策などを話をするのはどうか。あと、今もお話あ

りましたサポートファイルの活用を進めてほしいというご意見がありました。

子どもの検診で発達に不安を持った保護者の方が、安心して相談ができる体制の仕組みづくりと、周

知の方法について議題としてほしい。この辺はこども部会との連携も必要なのかもしれませんが、ふだ

ん障がいのあるお子さんたちの相談支援を担当されている委員さんたちからもご発言があった次第です。

あとは、介護保険とうまく連携し、一人の相談支援専門員が受け持つ計画相談の件数の目安を決めら

れるとよいというお話がありました。ダブルケアマネのことについても議論するのはどうかというご意

見です。

もう一つが、精神障がいのある方が退院した後の支援体制の充実について検討するのはどうかという

さまざまな意見が出ておりまして、事務局で整理をしていただいて、来年度の相談支援部会へ取り入れ

るべきことを決めていこうという状況で終わっております。

ここで一旦閉会して、作業部会ということでグループワークを行った次第です。

議題と内容は、前回の相談支援部会で出された地域課題が顕在化している事例、「重度障がい者のあ

る方のグループホーム事業とヘルパーの不足について」という、前回ここでも報告した件を再度みんな

で振り返りをし、またこの協議会でどういうご意見を頂いたかということも報告をし、第４回相談支援

部会、作業部会でも、この事例の解決策について私たちはどんなアイデアが出せるだろうということを

議論して、グループワークを行いました。

主な意見ですが、これは解決できる、できないというよりもアイデアをどんどん出していこうという

ブレインストーミングの要素を重視して、グループで自由に意見を発表し合っていきたいという趣旨で

行っています。

まずは、社会資源の不足は否めない。それは確実にあるのだろうが、相談支援専門員としては本人の

アセスメント力であったり、見立てる力、そういう支援というのも必要ではないかというお話が出てい

ます。例えば、福祉用具の活用であったり、そういう観点でもアセスメントを進めていければいいねと

いうコメントが寄せられています。

あとは、先ほども委員からお話がありましたが、自宅であったり市営住宅であったり一人暮らしなど
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で、サービスを利用しながら生活ができる仕組みをつくっていくということがグループホームをつくる

というだけではなく、必要ではないかというご意見と、制度外の地域資源、市民の力を活用していく。

例えば、不動産業界とのタイアップだとか、高齢者福祉のグループホームとのタイアップだとか、いろ

んなアイデアが出ていました。

あとは、重症心身障がい者を支援するヘルパーさんを増やす補助制度の創設していくのはどうか。

続いて、重度障がい者の居住支援、生活支援をやっている他市の事業所を見学に行ってみるのはどう

か。いろいろと議論していても、実際やっている人に教えてもらって見学して真似できるところは真似

して少しでも前に進んでいくのがどうかというご意見です。

あとは、事業所のみではグループホームを建てることは困難なので、不動産業者だとか、ハウスメー

カーさんなどとのコラボレーションということを模索していくのはどうかというような意見が出されて

います。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまのご説明に対してご意見・ご質問あれば、お願いいたします。

１点、私からよろしいですか。

セルフプランの方、者も児もそれなりにいらっしゃるわけですが、これが、どういう方なのかなとい

う、もうみずから自分でやりますという人なのか、本当はそんな支援入ってほしいのだけれども、手が

回らなくてやむを得ずということなのか、その辺をお聞かせ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：部会というか実務者会議等々で話されている一つの現場感では

あるのですが、障がいのあるお子さんのセルフプランの場合は、みずから選択されたという場合が多い

と現場のほうも感じていますし、障がい福祉課の支給決定をつかさどっている窓口のワーカーさんなん

かも、そうおっしゃっていました。

端的に言うと、訪問とか、お家に来てもらうためのアポ取りだとか、そういうところが最近は共働き

のご家庭がほとんどですから、日程調整とるのも難しいということで、保護者のほうから積極的にとい

うとおかしいのですが、セルフプランをお選びになっているというケースが多いかと感じています。

大人の方の場合はどうでしょうか。今、相談支援事業所のリストを見ますと、新規受け入れ二重丸と

いう状態がございますので、その中でのセルフプランということを加味しますと、相談支援事業所が足

りなくて、致し方なくセルフプランということの理解をすると数字と言いますか、現状の社会資源との

矛盾は生じるのですが、大人の方の場合のセルフプランの背景をまだ分析ができておりませんが、何か、

サブリーダー、ありますか。

社会福祉法人サンワーク：多分、大人の方のセルフプランは確かに一時期、相談支援事業所が受けることが難

しいといって、セルフプランになっているケースが、多分、多くて、そこから、これは仮説なのですが、

計画相談に移っていない人たちというのは、多くいるのかなというのが現状だと思います。

あとは、もちろん、大人の方でも就労するためだけに就労移行であったり、就労のやり方であったり
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とかというのを利用するためだけでという方で、セルフプランを利用している方も中にはいらっしゃる

のかとは思いますが、厳密にはこの70名がどういう理由でというところまではわからないというところ

です。

会長：わかりました。個別に一人一人はわからないと思うのですが、相談支援が不足しているかどうかという

ところに直結するので、これはある程度の分析が必要かもしれないと思います。

そのほか、ございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会。

介護給付費等の支給に関する審査会：今のセルフプランのところで私の考えを補足すれば、私は相談支援部会

のリーダーしていた時期のところで、一度、計画相談を作成する年度というのが３月までという決まり

がありまして、それが、どうも全国的に見て達成できないなということで、次の年の10月明けぐらいま

で延ばせるよみたいな形になったのです。

３月までの時点のところでは、セルフプランの可能性は大人の場合、すごく少なかったのです。だか

ら、そこから秋ぐらいまでの間にセルフプランというのが、後半になるにしたがって増えてきたという

流れ的にはあったのかな。だから、現在はわからないですが、過去の流れから見ているならば、そこの

ところでセルフプランが増えたというのが、ある程度相談支援事業所、計画相談やるところが数が少な

くて、そのときはいっぱいいっぱいだったのです。

ですから、そこで致し方なくというか、必要に迫られてソーシャルワーカーが、市役所の職員の方に

も手伝っていただきながらセルフプランをつくったというところは、現在よりはそういう傾向があった

のかなというところがあります。

ただ、それがセルフプランやっている方というのも現状ではなくて、ただ、セルフプランやっている

70人の中の何人かはそういう事情で、その時に増えた人が結構あったのかなというのは感想として持っ

ています。

会長：ありがとうございました。

その他、ございますでしょうか。

私からもう１点、おっしゃっていたとは思うのですけれども、少し理解が不足しておりますので教え

てください。

議題３の主な意見のところで、介護保険とうまく連携し、一人の相談支援専門員が受け持つ計画相談

の件数の目安を決められるとよいということなのですが、介護保険と連携するということと、一人の相

談支援の件数の目安を決めるということと、どうつながるのか教えてください。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：まずは介護保険のように、介護支援専門員の方が、一人当たり

の持ち件数が決まっているということを踏襲して、障がい福祉分野の相談支援専門員さんも一人当たり

の担当件数を設定するというような動きを相談支援部会で議論するのはどうかという文脈があったかと

思います。

もう一つは、この委員さんのおっしゃっていたのは、いわゆる、障がい福祉サービスと介護保険と両
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方使っている利用者さんの場合、ダブルケアマネ状態、つまり、介護保険のケアマネージャーさんもい

らっしゃるけれども、障がい福祉分野の相談支援専門員、これは計画相談の支給決定をされている。

そういうケースが見られるのだけれども、一人当たりに件数の上限がなく、相談支援専門員が忙しい

という現場の声も聞こえてくる中、介護保険ユーザーの方は本当にケアマネージャー、居宅介護、介護

支援専門員だけではなく、障がい分野の相談支援専門員も必要なのでしょうかという文脈の投げかけも

あって、その２つがまとまってこういう表記にはなっているかと思うのですが、そのときのおっしゃっ

ていたことは、この２つの文脈だと私は理解しながら聞いておりました。

くしくも、今回の法改正で一人当たりの相談支援専門員さんが１カ月当たりで担当する請求件数です

けど、国のほうから上限35なのか40なのかというところで揺らぎが出ているかと思いますが、一定程度

の目安が提示されてきましたので、このあたりは相談支援部会では、今後、何らかの影響あって議論す

ることになるのかもしれないですが、当時はそのように委員さんはお話をされていたと思うのですが。

会長：わかりました。

今、おっしゃっていただいたように、これまだパブコメ中ではあるのですけれども、厚生労働省の方

が障がい系のサービス等報酬改定のパブコメをしていて、標準、一人の相談支援専門員が１カ月に出す

件数、これは目安として35件。40件を超えると報酬が軽減される。

新規計画、モニタリング、それぞれ40、40ですということに、今なっていて、そういった意味では一

応国から40以上は報酬減らしますよという一つの方向性が出たというところでございます。そういった

ところを含めて、今後の相談支援専門員の数がどうなのかというところは、考えていかないといけない

ということにつながるかなと思います。

よろしくお願いします。

そのほか、ございますか。

ちょっと長くなりました。次、続いていきたいと思います。

地域生活支援部会。社会福祉法人なゆた、よろしくお願いします。

社会福祉法人なゆた：第４回地域生活支援部会の活動報告をさせていただきます。

開催日は２月15日、木曜日に行いました。

議題は３つあります。障がい者福祉計画の策定について、議題２として委員の皆様で船橋市本中山に

あるりべるたす株式会社グループホーム「はれ」を見学に行きましたので、そちらに見学に行かれた方

の報告会をしました。議題３は、第１回作業部会で出た意見の現状の課題と報告が事務局よりございま

した。

議題１は事務局より障がい者福祉計画の素案の説明がございました。

議題２、りべるたす株式会社グループホーム「はれ」ですが、身体障がいの方のグループホームで定

員は５名となっておりまして、４名入所者がいて、１名分は体験の場ということで、そちらのお部屋を

見せていただいたのですが、身体障がい者の方に特化していて通路とか、お部屋がすごく広くとられて

あって、あと、入浴は、介助のところで費用面も結構かかったとお聞きしたんですが。
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とても外観はおしゃれで、本当にこういうところで暮らしたいなというところで、３階建てで、１階

がりべるたすさんのグループホームになっておりまして、２階、３階は高齢者のショートステイの場所

という形で、そちらに病院の先生も常駐しているということで、１階のグループホームに住まわれてい

る方で何かあったときはその先生に診ていただけるという形で、高齢者の方と障がい者の方が共存して

生活をしているような場所で、浦安の中にもできるといいなと、すごく、そのときは感じたのです。

代表は女性の方だったのですが、すごくパワフルな方で、他にも７つぐらい、身体の方のグループホ

ームを千葉市のほうでも運営されているというところで、本当にすごいなと感じました。

代表の方のやる気、そういうのがないとグループホームってできないのかなと私はすごく感じたので

すが、そちらは賃貸で場所を借りてやられていて、「賃貸でやるのがいいですよ」ということすごく言

われていたのですが、浦安の場合は賃貸も結構、高いです。購入より意外に賃貸のほうが高いかもしれ

ないというところもありまして、田舎だと賃貸のほうがいいかなと私は思うのですが、都会のほうに来

ると、購入し、ローン返していくほうが安いというところも私は感じております。

入浴サービス等は施設の職員だけじゃなくて、ヘルパーも中に入って入浴とかできるところで、今、

浦安市の場合はそういうグループホームがないので、介助ができるということは認められていないとい

うことですが、今後、そういうことがある場合、なゆたの場合も短期入所をやっているのですが、身体

の方をお風呂に入れるのは、１名では絶対無理なのです。２名は必ず必要となっているので、外部から

のヘルパーも入れるところは、ぜひ、浦安の場合でも取り入れていってほしいなと思います。

こちらへの主な意見は、在宅医の問診と日中も職員が配置されている、お風呂入れる外部ヘルパー型

であるのが特徴というところです。

あと事業者がみずから施設を購入するより賃貸のほうが船橋の場合は効率的であることをおっしゃら

れています。

利用者は在宅のうちから体験をショートステイなどでしていくとスムーズにグループホームに移行し

ていけるのではないか。

地域に開かれた入浴サービスは、ぜひ浦安市でも提供してほしいということで、りべるたすさんの入

浴の施設は地域の方にお貸ししているということで、浦安市でもそういう空きの入浴の施設があると思

うので、ぜひ、そういうところが開かれて地域の人に利用していただけばと感じました。

議題３は、第１回作業部会で整理した「住まいの場」についての現状の課題の報告が事務局よりあり

ました。こちらは３つございまして、１としてはニーズに合ったグループホームがない。重度の方がグ

ループホームを利用できていない。周知不足。あと、事業者の人材不足、支援者のスキル不足、一人暮

らしが難しい。

その他としては、子どもが親離れしていなくて、グループホームを嫌がっているなど、細かな意見が

出ております。これで、地域生活支援部会は閉会して、その後、第２回作業部会として、「住まいの場

に係る課題の原因を分析する」というテーマで、３グループに分かれて意見を出し合いました。

なぜ浦安市に重度のグループホームができないのかということ、保護者の立場、事業所の立場、行政
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の立場、いろんな方が入ったグループで、意見を出していただきました。

主な意見としては、グループホーム利用者には体験が必要であり、親も支援者に慣れる必要がある。

りべるたすの代表の方も言われていたのですが、グループホームつくってくださいとすごい親から意

見は出るのですが、実際でき上がって、どうぞと言うと、親が「いや、うちはまだいいです」みたいな

ことも結構あるということで、親が子離れできないというほうがあるのかなというところで、少しずつ

体験を重ねて、親もスムーズに移行できるような場所ができるといいのではないかというところです。

あと、グループホーム利用者が体験をして選べる環境が必要ではないか。不動産分野への周知が不足

している。先ほどの相談支援部会でも、不動産の方とタイアップして賃貸のアパートをグループホーム

にしているところも市川市のほうではあるようですが、浦安では空きの物件が利便性がいいところでな

いというのは、私も不動産屋さんにお話を聞いたことがあるのですが、感じたりはしています。

グループホーム運用事業者には、まず受け入れていく姿勢が不足している。

外部ヘルパー型のグループホームをつくる必要があるのではないか。

現在の市の補助は恒常的なものではないので、グループホームを継続的に運営していくには不安があ

る。

浦安の場合、地価が高いので、グループホーム等の整備は、事業者だけでやるには難しいのではない

か。

浦安市外にグループホームをつくってみてはどうかというような、さまざまな意見が出されました。

今後も話し合って何か一つの答えが見つかればいいかなと思っておりますが、とても難しい問題です

が、船橋とか市川では重度の方のグループホームが少しずつでも整備されているので、浦安市でもそう

いうのをつくっていきたいと私自身は感じております。

報告は以上になります。

会長：ありがとうございました。２月15日のこの会議、私が欠席だったのです。すみません。

少し補足をさせていただきます。主な意見のところで在宅医の問診と、というところは多分、訪問診

療ですかね。略し方が違うと意味が違ってくるのと、あと、外部ヘルパー型というところが誤解を招き

やすいのですが、グループホームに外部ヘルパー利用型というのがあるのですが、この場合、それでは

なくて支援区分４以上の特例を利用していて、個人で重度訪問介護等のヘルパーを支給決定していただ

いている特例の部分になります。

この特例がないと、重度の方をなかなか受け入れがたいということで、ただ、この特例に関しては市

がグループホームに入っている人に個人単位でヘルパーの支給決定をするということで、市にその裁量

があります。

重度障がい者のグループホームをつくっていく上において、市との協力でその辺がある程度約束取り

つけられないと、多分、運営できない。そういうところがあります。外部ヘルパー型となると特例のこ

とであるということでご認識いただければと思います。だから、４ページの一番下の外部ヘルパー型の

グループホームも特例を利用したというところだとご認識いただけばと思います。
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私からの補足は以上です。

皆さん方のほうでご意見・ご質問ありましたらお願いいたします。

株式会社オリエンタルランド。

株式会社オリエンタルランド：１点教えていただきたのですが、５ページのところ、浦安は地価が高いのでグ

ループホーム等、整備しにくい。そのとおりなのだろうなと、また、先ほど来から賃貸住宅の場合でも

家賃が高いというような声もありました。

一番下の、市外にグループホームをつくってはどうかという案について、浦安に限らず都市部、どう

しても土地が高いというのはそのとおりかと思いますので、外部でこういうグループホームを設ける。

また、単に地価が安いだけ以外に逆なデメリットというか、当然あろうかと思うのですが、そのような

ことをやっている自治体というのが既にあるのかないか。あるいは可能性というのがどの程度のものな

のかお聞かせいただければと思います。

会長：これについては、東京都なんかが都外施設というようなことで東北のほうに施設を建てたりしておりま

す。施設については居住地特例というのがありまして、もと住んでいたところが園の実施機関となる。

要するに、支給決定はもとの住所のところでやっていくというのがありまして、グループホームは居住

地特例が適用されなかったのですが、されるようになりまして、都内の施設と同じように、市外のグル

ープホームに入った方であっても浦安市のほうで支給受けることができるというような、状況になって

おりますので、可能性としてあるのかと思います。

株式会社オリエンタルランド：今のはよくわかりました。仮にそういった施策が実行されたときに、今、会長

がおっしゃったように、東京都の事例だと東北のほうに対象者の方が居住したときに、就労はどういう

ようになるのでしょうか。

会長：施設ですので、その場合は施設の中で。

ただ、グループホームはおっしゃったように、日中活動はまた別のところということが、そのグルー

プホームの中には就労の場はないので別のところに行くというのがあり得ますね。その場合、居住地、

グループホームのある生活介護なり、就労Ｂなりに行くということもありますでしょうし、近場であれ

ば浦安市のほうに日中は通うということはあり得るということかなと思います。

浦安手をつなぐ親の会：松戸、浦安、市川、習志野、鎌ヶ谷、この５市でつくっている南台五光という法人が

あるのです。そこが各市にグループホームを、今、つくっております。そこができれば優先的に、その

市の人数割りみたいなのがあるのですが、浦安からはなかなか入らないという。市川の若宮というとこ

ろに共同生活援助、若宮小学校の近くにできたのですが、そこも、浦安の人数は通えない。そこから、

働く場所まで行くあれがないということで入らなかったということで、ほかの市に持っていかれるとい

う感じはありますが、いわゆる、南台五光が各市にグループホームをつくっているというのはあります。

会長：すみません。先ほど言い忘れたもう一点、先ほど言ったグループホームの特例ですが、これは、例えば

グループホームを運営している法人が、ヘルパー事業所持っていると、そこから派遣ということも当然

あって、最初はそうやっていたのですが、喀痰吸引と胃ろうの経管の注入とか医療的ケアが必要な方も
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多いものですから、全部、同じ法人で抱え込むのではなくて、夜間はグループホームの運営法人がやる

から、昼間は、他の法人のヘルパーさんが来てくださいよということで、しっかり研修も受け、医療的

ケアをできるようにしてもらい、他の法人巻き込んでヘルパーをも育てているのです。

グループホームという居住場所を拠点に、他のいろんなヘルパー事業所を医療的ケアができるように

育てる。そんなこともできるようなことになっていまして、住む場所というのは拠点になり得ますので、

そういったことを進めていくということが重度の対応のグループホームを中心にできたらいいなと。

それが今度拠点でできますので。浦安市の拠点っていつできるのですか。

事務局：32年４月から開所予定です。

会長：少し先ですが、そういった取り組みができるようになればいいなと思います。

今、拠点の話があったので、もう１点、拠点に入る法人さん、ふる里学舎さん、自立支援協議会にお

呼びしたらどうかという意見が前回も出たと思うのですが、どういった段階から入っていただけるかと

思っているのですが。なるべく早い段階からいろいろお話し合いをしていきたいなということ、総意と

しては思っているのじゃないかと思いますので、また、先方と話をしていただけばと思います。

その他ございますでしょうか。社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、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：先ほど、市内のグループホームですが、相談支援の現場で情報

提供も市外のグループホームの空き情報もいただいたときに、当事者の方の生活という観点からすると、

お仕事は決まった。自分の今住んでいるところから通勤先まで一人で通うための訓練をした。そして通

えるようになった。そして就労先での人間関係もこなせるようになった。仕事も順調に進んだようにな

って６カ月、では自立だといったときに、全くなじみじゃない場所に自分の身を置き、やっと得た仕事

を確保していくということは相当、当事者の方にとっては、負担がかかっていくという現実が一つあっ

て、なかなか南台五光さんがやっている５つの自治体が集まっているグループホームの空き状況を相談

支援事業所には配信されたのですが、実際、当事者の方たちの生活をそばで見ていて、かつ、また、そ

れを体験までしても当事者の方たちが新しいことに適応していくキャパシティーと、また、生活リズム

を再構築する負担というものは場所が変わると相当なものがあるので、ご本人さんたちが安心できる地

域で暮らせるということが就労も続けられるためには、とても必要なことなんじゃないかなと思ったの

で、ぜひ浦安の中で暮らせる場所が増えていくということを目指していけたらいいかなと思いました。

会長：ありがとうございました。

では、この辺にいたしまして、次に移っていきたいと思います。

権利擁護部会の活動報告、浦安市社会福祉協議会からお願いします。

浦安市社会福祉協議会：第４回権利擁護部会の活動報告をさせていただきます。開催日は２月19日月曜日。

議題は４つございました。

議題１、昨年11月11日に開催された「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」

という新浦安の駅前で行ったイベントです。報告と、今後どのようにしたらよいか。進められるかとい

うようなお話、意見を伺いました。



16

車椅子体験と視覚障がい者体験、片麻痺体験といった体験のコーナーを設けました。またキャラバン

隊「空」による知的・発達障がいのステージイベントも行ったのですが、聴覚に障がいのある委員の方

から聞こえない人の体験も行ってほしいというご意見もありましたので、今後検討させていただきたい

ということでさせていただいております

知的発達障がいのステージイベントも、体験の機会も設けたほうがいいのではないかという意見も出

ました。

また、イエローリボンツリーと言いまして、イエローリボンのカードに市民の参加者の方、合計224

人だったのですが、一人一人ができることを書いてくださいねということで、それをツリーにして飾り

ました。今は障がい事業課の前のフロアにあるのですが、市民の方々からの声なので、ぜひ、人目につ

くところに設置してほしいという意見がございました。

あと、ステージイベントで、バリアフリーハンドブックのＰＲを障がいのある方、親の方で行ったの

ですが、前のイベントでいっぱいいたお客様が、終わったらかなり引けてしまって、ＰＲのタイミング

を工夫したほうがいいのじゃないかという声がありました。

また、当日、市民活動センターのイベントがすぐ近くのwave101という建物の中でありまして、また、

文化会館でも特別支援学級のイベントがあったということで、ほかのイベントと重ならないような工夫

をしてほしいという意見です。

体験イベントは駅前の限られた場所だったので、コースや体験内容の若干物足りなさをやる側でも感

じていたということなのですが、参加した方からは障がいのある方の気持ちが非常によくわかるとか、

さまざまなご意見いただきましたので、体験を行ったグループとしてはよかったんじゃないかなと感じ

ているという声がございました。

続いて、議題２です。

障がい者福祉計画の策定について、素案の説明がありまして、特に権利擁護部会に係る部分のご意見

をいただきました。

先ほども意見が出ました、計画は文字が多くて、量も多いので、当事者には難しく行き渡っていない

のではないかということで、概要版で工夫したらというような話もありました。どのようにしたらいい

のかということと、どの方向けにどうつくったらいいのか、対象も難しいというような意見もありまし

て、まとまった意見にはなりませんでした。

また、先ほどの計画の中でつけ加えられているのですが、市民活動センターの事業「つなぐプロジェ

クト」の内容がわからないのでということで、もう少しわかるように、説明の部分にも入れてほしとい

うことで取り組みの方向性に入れていただいたという経緯です。

「つなぐプロジェクト」を知らなかったという方が多くて、せっかく市民の方々の活動をつなぐとい

うプロジェクトですので、もう少しＰＲをしたらいいのではないかという意見です。

後見人への不満はどこに相談をしたらいいのかというのは、成年後見人がついている障がいのある方

がいらっしゃって、その方を地域でサポートしている立場の方なのですが、そういった不満は、社会福
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祉協議会、地域包括支援センターでも受けております。

結果的には家庭裁判所に変更申し立てというのはできないのですが、家庭裁判所にいきなり行くとい

うのは、ハードルが高いということで社会福祉協議会、地域包括支援センター等にまずご相談ください

ということでお話しました。

続いて議題３、平成30年度の権利擁護部会の議題について。この29年度行ったことを通して、皆様か

ら30年度どういったことで話し合ったらいいかというご意見を伺いました。

議論が広がり過ぎているということで権利擁護部会のミッション、目的に焦点を絞ったほうがよいの

ではないかということです。権利擁護部会については、大きな目的が障がいについての理解促進とＰＲ

ということですが、漠然としたゴールということもありますので、枠組みにもう少し絞ったほうがいい

ではないかという意見でした。

そこで、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例のわかりやすい版をつくったらどうかと

いうことが第２回の部会で出たのですが、そういうところに焦点を置いて年間で取り組む例えば作業部

会とか、わかりづらい、届けづらいというところに、できるだけ届けるというところをやったらどうか

という意見と、そういった条例のわかりやすい版作成だけというのは、難しいのではないか、というよ

うな意見が出ました。

また条例については、当然、視覚に障がいのある方、聴覚に障がいがある方、さまざまいらっしゃい

ますので、冊子ということでなくて例えば音声とか、そういったのも必要じゃないかということで一つ

に捉われないほうがいいというご意見です。

次、マクロな議論もミクロな議論も両方必要と書いてありますが、事例検討ということで、今年度、

グループワーク、作業部会、全体等見ていることをそれぞれ行いました。そういった中でも、もう少し

事例を出して、本質的な議論をグループでも全体討議でも必要じゃないかということでご意見をいただ

きました。

広報、啓発、理解促進も、対象がさまざまなので、アプローチの仕方も異なるということで、そうい

った議論できればよいのではないかというご意見が出ました。

結果的には、ご意見をもとに、次年度また進めていこうということでまとまっております。

議題４その他として、先ほどの講演会のご案内をしました。

報告は以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまの説明に対する、ご質問・ご意見等ございましたらお願いいたします。

私から１点、権利擁護部会のミッションに焦点を絞って進めるというのが、具体的にどういうことに

なってますでしょうか。

浦安市社会福祉協議会：理解促進とかＰＲ、交流という一般市民の方に広げるという目的はあるのですが、成

果物が上がらないということで、例えば、条例のわかりやすい版を一つの成果物にしたらいいのじゃな

いかという意見があったのです。
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ほかの部会の場合は焦点が絞られているような感じがするということでご意見が出たというところで

す。

会長：そういう意味ですね。

１つ提案なのですが、差別解消法が施行されて、もう２年がたつのですが、差別解消法に関する障が

い者からの訴えというか、事例みたいなものというのは、権利擁護部会に来るような仕組みというのは

あるのですか。

事務局：権利擁護部会では権利擁護センターで受けた相談の件数の報告等もしておりまして事例検討も行って

いたかと思います。それに加えて、ほかの部会からも、権利擁護部会で上がった相談事例について事例

検討したいというようなご意見も上がっているところです。

浦安市社会福祉協議会：幾つかはやったのですが、全ての事例が列記されて選んでいる方式ではないので、今

後の課題とさせていただきたいと思います。

ありがとうございます。

会長：幾つかの部会でも事例検討して課題を抽出したいというのが上がっていました。権利擁護部会でも、も

しそういった取り組みができると、部会の存在が出てくるのかなという気がしております。

市との連携して、そういう進め方ができるかどうか検討していただければと思います。

そのほか、ございますか。

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：先ほどの後見人への不満というところに載っていたのですが、私も後見

人していまして、聞くところによると、法人後見受けている方は、例えば、後見人との相性とか、そう

いう部分もあるじゃないですか。

不満も出てくると思うのですが、法人後見だったらその法人に言えば、後見人を変えてくれたりなん

かすることがあるのですが、法人ではなくて個人の後見人、私は個人の分でやっているのですが、そう

いう方の場合は、行き場がないというか、私たちは家裁にその人の年度末に必ず報告書出すのですが、

そこのチェック機能というのが、あくまでもお金とか法的な手続上のところであって、それ以上のチェ

ック機能というのは全くないのです。

そこのところで、私のいろいろ聞いたことによると、あの人はやめて、別な人にやってもらいたいと

かという声は聞くのです。だから、その持っていき場がないというのは、これから後見人が増えていく

中で、今は後見人をＰＲして増やそうとか、そういう手続やれるようにしようとか、あるのだけど、次

の段階としては、そこの部分というのはすごく必要なんじゃないかな。それはとりあえず、市の中でも

例えば相談体制の中でも成年後見事業やっているのもあるし、社会福祉協議会でも、そういう役割があ

るかと思うのですが、それは今後の課題なのかなというのを、私の中では身近なところで感じておりま

す。

会長：ほか、何かございますか。

浦安市社会福祉協議会：ただいまのケースは個人です。この意見を出したのは、地域でこの方を見守っている
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方です。ですから、どのぐらい不平不満があるのかはつかめないのですが、確かに、社会福祉協議会で

は法人後見やっているので、そういう話があれば法人の中で担当者を調整ということは当然できるので

すが、個人は決められて選任されていますので、そこの難しさというのは私ども感じています。

介護給付費等の支給に関する審査会：補足いいですか。私も相談員やっているときに成年後見の手続上のいろ

んなことで扱っているときに、市川の家裁は担当者が決まっているのです。何々の成年後見人ですがと

か、その方のことで相談したいことがあれば、担当者が出てきてくださるのです。割と細かいことでも

聞けばすごく親切に教えてくださるのです。わからないことがあったら市川の家裁に行けば、対応は非

常に親切にやってくださるのかなと思います。

浦安市の中の相談事業とか、社会福祉協議会だけじゃなくても、そこでもやれるのかなというのは、

それほど敷居は高くなかったです。

浦安手をつなぐ親の会：成年後見の場合、浦安市に住んでいれば市川の家裁で済むのですが、うちみたいに施

設に入っている場合は本人の居住地域なので千葉の家裁なのです。うちも、もちろん後見人つけました

し、後見人について私に全然報告がないのです。金銭的なこととか、だから春になって一段落したらち

ょっと行って聞いてみようかなと思っているのですけど、非常にうちは弁護士さんが金銭管理をしてい

るのですけど、例えばどういう収入があって報酬をどのぐらいとったとかということを、一切、親は別

という感じで、でも本人に言ったって、はっきり言って本人はその金額もわからない。だから、親を外

されるのは、親としてはどういうふうになっているのかなという、すごく今ジレンマなのです。

会長：そこは、４月から施設入所者も今後６カ月に１回のモニタリングなります。

浦安手をつなぐ親の会：施設のモニタリングはしているんですけど…

会長：その際に、意思決定支援もしなさいとなっていて、そのメンバーに後見人も入れなさいとなっているの

で、親御さんも本人も含めて支援チームの中でモニタリングなりしていくという形になると思います。

浦安手をつなぐ親の会：身上監護は別をうちはとっているのです。身上監護の人は来ているのです。モニタリ

ングのときに同席して話を…

会長：個別の話に偏り過ぎてもだめなので。ただ、普通に個別支援計画を見直したり、つくったり、再作成し

直したりというときに確認する機会というのが今後ふえてくると思います。

そのほか、よろしいでしょうか。

それでは、議題２「平成30年度の予算と事業」。事務局より説明をお願いいたします。

事務局：初めに、誤字２点ほど訂正させてください。１の平成29年度となっているのが平成30年度に訂正、お

願いいたします。あと１の（２）東野地区複合福祉施設の前に仮称を入れていただければと思います。

仮称東野地区複合福祉施設となります。すみません。ご訂正、お願いいたします。

では、説明させていただきます。

１番、平成30年度新規・拡充事業。（１）は何度かご説明させていただいています基幹相談支援セン

ターと青少年サポート事業。青少年サポート事業が浦安市まちづくり活動プラザに平成30年６月より移

転することになっております。この移転に伴い青少年サポート事業の名称が青少年発達サポートセンタ
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ーとなる予定となっております。

（２）仮称 東野地区複合福祉施設ですが、ご存知のとおり、建設のスケジュールが後ろ倒しになり

まして、平成30年度に通所棟と居住棟の新築工事が始まるとなっております。

（３）「仮称 浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例」、こちらを30年度制定する予

定となっております。

２番、継続する補助金。こちらは（１）～（11）の補助金を継続となっております。

３番、その他。１点目が、現在も貸し出しを行っている車椅子でリフトでの乗車が可能な「スマイル

号」。これが平成30年度より新車になる予定になっていて、今年度末の納車の予定です。

まだ納品されていないので、これから団体さんなどにはご連絡、お知らせいたします。

もう１点、申請方法の変更ということで、これまで社会福祉協議会で予約管理を行っておりましたが、

今後、高齢者福祉課で予約管理を行うようになりましたので、これも詳細が決定次第また団体さん、事

業所さんなどにはお知らせしたいと思います。

（２）ヘルプマークの作成・配付ということで30年度、東京都のほうで進めているヘルプマーク、今

これが全国でも進めるようになっているのですが、見た目ではわからない方が配慮が必要なことを、か

ばんなどにつけて見える、わかるようにするヘルプマークのストラップを浦安市でも作成して配付する

予定となっております。

こちらまた作成が終わりましたら皆様のほうにお知らせさせていただきます。

（３）健康福祉部の組織についてということで、平成30年度から組織の変更がありますので、報告い

たします。

まず、健康福祉部とこども部を、福祉部と健康こども部という名称に再編予定となっております。

健康福祉部にありました健康増進課と、こども部にありましたこども課の業務を再編しまして、母子保

健課という課を新設いたします。そちらは健康こども部に入る課になります。

そういった再編が予定されております。

以上です。

会長：ありがとうございました。

「30年度の予算と事業」に関してご質問・ご意見等ございましたらお願いします。

よろしいですか。

では、続いて議題３になります。平成30年度の自立支援協議会の議題について。

事務局より、説明をお願いいたします。

事務局：時間もなくなってきましたので、省略してご説明させていただきます。

平成30年度自立支援協議会の議題についてということで、（１）目的と主な議題、また（２）平成29

年度の主な議題については、記載のとおりです。

（３）各部会で協議されている地域課題等ということで、29年度はどの部会でも地域課題という観点

での話し合いがたくさんされてきましたので、まとめました。
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権利擁護部会は、障がいと障がいのある人への理解に関する効果的な啓発方法ということで、現在も

協議を進めているところです。もう１点「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」、

浦安市にはこの条例がありますので、その周知をどうしていったらいいかということを話し合っていま

す。

こども部会は、先ほどもご報告したとおり、災害時の備えということで、委員さんから課題を集めて

まとめているところです。こちらも協議会で報告したいと考えています。

続いて、相談支援部会は、相談事例から見える地域課題ということで前回の自立支援協議会でも事例

をお話しました。重度障がい者のグループホームとヘルパー不足の課題ということで、今後、自立支援

協議会でも引き続き協議を進めていきたいというふうになっております。

地域生活支援部会につきましては、住まいの場についてということで、引き続き検討を進めていると

ころであります。

（４）平成30年度の議題案。自立支援協議会は（１）（２）のような典型的な議題はもちろん、それ

に加えて平成30年度は、新たにつくり終わった障がい者福祉計画の進捗状況、これを進めていくことと、

平成32年度までの地域生活支援拠点の機能、こちらも今後話し合っていく必要があると考えています。

今後の自立支援協議会の議題について、ご意見いただければと思います。

以上です。

会長：はい、ご意見・ご質問あれば、お願いいたします。

他の協議会ですが、29年度見ても、大分、各部会の動きが活発になってきていますし、グループワー

クや見学に行く、あるいは事例検討で課題の集約をするというようなところは進んできました。

30年度においても引き続き、こういった活動を通して、地域の課題の共有と対応方策を考えるいろん

な機会にしていただければと思います。

よろしいでしょうか。

それでは、議題４その他について、事務局からあればお願いします。

事務局：今、会長からお話あったとおり、来年度の議題については部会からの地域課題とか、そういったもの

を整理して、また各部会に分配するというような方法を事務局でも考えて進めてまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。

来年度の自立支援協議会は日程を今、調整中なので、決まり次第、各部会のリーダー、サブリーダー、

皆様に早目にご連絡したいと考えておりますので、またご出席、よろしくお願いしたいと思います。

事務局からは以上です。

会長：ありがとうございました。

委員の皆様方ご発言ございますか。

よろしゅうございますか。

それでは、本日の議題は全て終了いたしました。

ご発言ないということですので、これで終了したいと思います。
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事務局から何か報告事項ありますか。大丈夫ですか。わかりました。

それでは、これをもちまして、第６回自立支援協議会を終了いたします。

皆様の任期ですが、平成29年度・30年度の２年間となっております。来年度も引き続き、よろしくお

願いいたします。

本日は、お忙しい中、ご参加いただき、ありがとうございました。



平成 30 年３月１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６回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

（２）平成３０年度の予算と事業

（３）平成３０年度の議題

（４）その他

３．閉会
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部会活動報告

第３回本人部会活動報告

開催日 1 月１５日（月）

議題１ 浦安市障がい福祉計画について

（概要）現在策定中の障がい者福祉計画の中から、第１回本人部会で取り上げたテー

マについて説明をおこない、意見を伺った。

（主な意見）

住まいの場の充実

○１人で暮らしたいとおもっているが、良い物件があっても借りることが難しい

○グループホームに住み始めて、買い物洗濯を一人でできるようになり、コミュニ

ケーションにも自信がついた。

差別解消

○障がいへの理解を深めるイベントがふえればいいと思う。

○手話言語条例をこころのバリアフリーハンドブックとリンクさせて学生に周知

するとよいと思う。

安心・安全にくらせるまちづくり

○グループホームの世話人がいない時に災害が起きたら、どこへ電話していいかわ

からない。

○安否確認・支援の必要な人を情報共有できるシステムがあるとよい。

障がい者就労支援

○失業したときに就労支援センターで支援をしてもらって再就職できた

議題２ 次年度の本人部会の議題について

（概要）例を示し、協議したい議題について意見を伺った。

（主な意見）

○講師による障害福祉に関する講義を受ける。

○権利擁護センターに入ってきた事例について、当事者目線での解決案を考える。

○ほかの障害がある人を知るため、障がい福祉の現場を見学する。

第４回こども部会活動報告

開催日 1 月 2４日（水）

議題１ 障がい者福祉計画の策定について

（概要）素案を説明した。

議題１資料
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（主な意見）

○市内への特別支援学校誘致については、どのような計画になっているのか。できる

だけ早く対応してほしい。

○前期計画に記載にあった主な事業「療育費用の助成」が削除されている。記載して

ほしい。

○主な事業の「特別支援学校通学支援事業」について、「自力通学が困難な生徒」が

対象となっているが、ボランティアで安心して任せられるものなのか。移動支援の

制度も含め、幅広くニーズに合った支援を考えてほしい。

議題２ 災害時の備えについて

（概要）各委員より挙がった特別な支援が必要なこどもへの災害時の支援に関する課

題のまとめと、市の「浦安市地域防災計画」より、市の現状の取り組み、防災

関係機関、市民、事業所が実施すべき防災対策について説明した。

（主な意見）

○災害時に子どものことが分かる情報共有ツールは、サポートファイルだと思うが、

サイズが大きく持ち出しづらいので、オンライン化などを検討してもらいたい。

○災害時の備えの問題は、子どもに特化した課題ではなく、障がい者全体のことな

ので、自立支援協議会の方で話し合ってほしい。東日本大震災の経験を生かして、

自助・共助・公助を、明確し、具体的に課題を整理する必要があると思う。

→事務局で、こども部会での災害時の備えの課題を整理し、自立支援協議会に報

告することとなった

議題３ 平成 30 年度こども部会について

（概要）平成 30 年度こども部会の議題について、委員に意見を伺った。

（主な意見）

○教職員の資質の向上という点で、教職員への研修事業がどのように行われている

か報告していほしい。

○障がい者福祉計画でも重点項目になっている「雇用・就労支援の推進」について、

中学校や高校で就労継続支援事業所や特例子会社などと関わる機会も多いので、

こども部会でも、他の部会と協議内容を連携したり、意見を聞いたりしてほしい。

○事例検討をしたい。例えば、権利擁護センターの相談事例について話し合いたい。

議題４ その他

（概要）青少年サポート事業について、平成 30 年度からの委託事業者が従前の一般

社団法人こども未来共生会に決定し、平成 30 年６月１日から、旧入船北小学

校を改修した浦安市まちづくり活動プラザに移転することを報告した。



3

第４回相談支援部会活動報告

開催日 1 月２９日（月）

議題１ 計画相談の現状

（概要）平成２９年 1２月末日現在の計画相談支援の進捗状況を報告した。

障害福祉サービス等

サービス等利用計画案作成（＊） 704 人 達成率 100％

＊障害児童通所支援の計画案と両方作成している方 75 人とセルフプランの方

70 人を含む

＊介護保険対象者は、48 人

障害児通所支援

サービス等利用計画案作成（＊） 418 人 達成率 100％

＊セルフプランの方 90 人を含む

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

（概要）素案を説明した。

（主な意見）

○「包括的な相談支援体制の整備」のところで、医療や介護保険との連携も盛り込

んでほしい。

議題３ 平成 30 年度相談支援部会について

（概要）平成 30 年度相談支援部会の議題について、委員に意見を伺った。

（主な意見）

○地域生活支援拠点の機能やあり方については、相談支援と密接に関わるので、併せ

て話し合いが必要だと思う。

○地域課題をはっきりさせるためにも、事例検討をして現場の実態を教えてほしい。

○自分が視覚障がいなので、同じ障がいの方の相談に乗りたいと思う。

○施設の防災対策などを進めてほしい。

○サポートファイルの活用を進めてほしい。

○子どもの検診で発達に不安を持った保護者などが、安心して相談ができる体制の仕

組みづくりと、周知方法について議題としてほしい。

○介護保険とうまく連携し、一人の相談支援専門員が受け持つ計画相談の件数の目安

を決められるとよい

○精神障がいの人が退院した後の支援体制を充実してほしい。

第１回作業部会（非公開）

（概要）第 3 回相談支援部会で出された地域課題「重度障がい者のグループホームと

ヘルパーの不足について」の事例を自立支援協議会において報告した件を説明

し、今後この事例の解決についてどのように議論すべきか、グループワークを

行った。
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（主な意見）

○本人のアセスメント力、見立てる支援が必要ではないか。

○グループホームばかりでなく、自宅や市営住宅などで、サービスを利用しながら生

活ができる仕組みをつくる。

○制度外の地域資源、市民の力を活用する。

○重症心身障がい者を支援するヘルパーを増やす補助制度を創設してはどうか

○重度障がい者の居住支援、生活支援をやっている他市の事業所を見学にいく。

○事業所のみではグループホームを立てることが困難なので、不動産業者などとコラ

ボレーションしてはどうか

第４回地域生活支援部会活動報告

開催日 ２月１５日（木）

議題１ 障がい者福祉計画の策定について

（概要）素案を説明した。

議題２ りべるたす株式会社 グループホーム「はれ」視察報告

（概要）参加者より視察の報告を行った。

（主な意見）

○在宅医の問診と、日中も職員が配置されている点、また外部ヘルパー型であるの

が特徴。

○事業者が自ら施設を購入するより賃貸の方が効率的とのこと。

○利用者は在宅のうちから体験をしていくべき。

○地域に開かれた入浴サービスはぜひ浦安でも提供してほしい。

議題３ その他

（概要）第 1 回作業部会で整理した障がい者の「住まいの場」に係る現状の課題を報

告した。

第 2 回作業部会（非公開）

テーマ：「住まいの場に係る課題の原因を分析する」

（概要）第 1 回作業部会で整理した浦安市における住まいの場に係る課題について、

３グループに分かれてグループワーク方式で原因を分析した。

（主な意見）

○グループホーム利用者には体験が必要。親も支援者に慣れる必要がある。

○グループホーム利用者が体験して選べる環境が必要。

○不動産分野への周知が不足している。

○グループホーム運営事業者にまず受け入れていく姿勢が不足している。

○外部ヘルパー型のグループホームを作る必要がある。
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○現在の市の補助は恒常的なものではないのでグループホームの運営上不安がある。

○地価が高いので、グループホーム等整備しにくい。

○市外にグループホームをつくってはどうか。

第４回権利擁護部会活動報告

開催日 ２月１９日（月）

議題１ 「第３回障がいのある人もない人も！かがやくまち うらやす」実施報告

（概要）平成 29 年 11 月 11 日に開催されたイベントの報告を行った。

（主な意見）

○聞こえない体験も行ってほしい。

○キャラバン隊のような（知的・発達障がいの）体験の機会をこれからも設けてほしい。

○イエローリボンツリーは是非人目につくところに設置してほしい。

○バリアフリーハンドブック PR を入れるタイミングは工夫したほうがよい。

○他のイベントと日程が重ならないよう（または重なった方が効果的であればそれ

も可）工夫をしてほしい。

○体験イベントは当初はコースや体験内容に物足りなさを感じたが、参加した方の

アンケートを見て、ボランティアグループ一同参加できてよかったと感じている。

議題２ 障がい者福祉計画の策定について

（概要）素案を説明した。

（主な意見）

○（計画は）文字が多く、量もあるので、当事者には難しい。届くべき人に届いてい

ないことが切ない。

○P１２「市民活動促進事業」中「つなぐプロジェクト」とはどんなものなのか。既

に行われている事業なのか。障がい者福祉計画に関連のある事業なのかどうかこの

文面ではわかりづらい。

○後見人への不満についてはどこに相談をしたらいいのか。

議題３ 平成 30 年度の議題について

（概要）平成 29 年度の権利擁護部会をとおしての感想やご意見、平成 30 年度の議

題案について意見を伺った。

（主な意見）

○議論が広がりすぎているような気がする。権利擁護部会のミッションに焦点をし

ぼって進めた方がよいのではないか。

○条例わかりやすい版の作成ありきで進めないでもらいたい。

○条例わかりやすい版は必ずしも冊子でなくてもよい。手法にはとらわれない方が

よい。
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○マクロな議論もミクロな議論も両方必要。

○対象により啓発のアプローチの仕方は異なる。その点を考慮した議論もできれば

よい。

議題４ その他

（概要）３月 22 日（木）18 時から開催する障がい者虐待防止講演会・障がい者就

労支援ネットワーク特別講演会の案内を行った。

講師：堀江まゆみ氏（白梅学園大学 教授）

タイトル：「（仮）やさしいまち うらやすを目指して…わたしたち一人ひとりに

できることを考える」

会場：市民プラザ WAVE101 多目的大ホール



平成３０年度予算と事業

１．平成 29 年度 新規・拡充事業

（１）浦安市まちづくり活動プラザ移転事業開始（６月）

・基幹相談支援センター

・青少年発達サポートセンター（青少年サポート事業）

（２）（仮称）東野地区複合福祉施設

通所棟、居住棟新築工事

（３）「【仮称】浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例」の制定

２．継続する補助金

（１）地域生活体験事業補助金

（２）福祉避難所における物資等購入費用補助金

（３）障がい者グループホーム運営費補助金

（４）障がい者グループホーム施設整備費補助金

（５）障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

（６）重度障がい者等支援事業所運営費補助金

（７）重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金

（８）計画相談支援等推進事業補助金

（９）障がい者短期入所事業所運営費補助金

（10）障がい福祉サービス事業所防犯対策強化整備費補助金

（11）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

３．その他

（１）リフト付き大型バス「スマイル号」新車稼働、申請方法の変更

（２）ヘルプマークの作成・配付

（３）健康福祉部の組織について

議題２資料



平成３０年度自立支援協議会の議題について

（１）目的と主な議題

目 的：障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

主な議題：地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての検証及び評価

※市の事業報告は適宜行う。

（２）平成２９年度の主な議題

・部会活動報告

・平成 29 年・30 年度浦安市自立支援協議会について

・平成 29 年度基幹相談支援センター事業計画

・平成２８年度基幹相談支援センター実績報告

・合同部会について

・各部会からの事例報告

・平成 30 年度自立支援協議会について

（３）各部会で協議されている地域課題等

権利擁護部会

・障がいと障がいのある人への理解に関する効果的な啓発方法

・「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」の周知

こども部会

・災害時の備えについて

相談支援部会

・相談事例から見える地域課題（重度障がい者のグループホームとヘルパー不足の課題）

地域生活支援部会

・住まいの場について

（４）平成３０年度議題案

・障がい者福祉計画の進捗状況

・地域生活支援拠点の機能

議題３資料


