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平成29年度第 1回浦安市自立支援協議会相談支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成29年５月30日（火） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 災害対策本部室

３．出席団体名

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも（リーダー）、社会福祉法人サンワーク（サブリーダー）、

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市身体障害者福祉会、社会福祉法人敬心福祉会、

ＮＰＯ法人千楽、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、エメラルドサポート株式会社、有限会社総合リハビリ研究所、

ＮＰＯ法人カプア、ＮＰＯ法人タオ、介護給付費等の支給に関する審査会、

新浦安駅前地域包括支援センター、中核地域生活支援センターがじゅまる、猫実地域包括支援センター

４．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

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）基幹相談支援センターの平成29年度事業計画

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） 自立支援協議会相談支援部会 平成27・28年度 議題

議題１資料（４） 平成29年度自立支援協議会スケジュール

議題２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２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２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２資料（４） 市の現状について
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議題２資料（５） 計画相談支援の現状

議題３資料 平成29年度 基幹相談支援センター事業計画（基幹事業）

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相談支援部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。会議に入る前に委員のご紹介に

移りたいと思います。なお、本部会のリーダー、サブリーダーにつきましては、リーダーを社会福祉法

人パーソナル・アシスタンスとも、サブリーダーを社会福祉法人サンワークにお願いしております。

それでは、委員の皆様、順番に自己紹介をお願いいたします。なお、今年度の相談支援部会は初めて

ご参加いただく方もいらっしゃいます。次第にも掲載しておりますが、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

祉への取り組みも含めてお願いいたします。また議題１でも、今年度の議題について話し合っていただ

きますが、相談支援部会への参加を希望した動機や、この部会で提案していきたいとお考えの地域課題、

また、日ごろ、ご支援や相談を受けている中で感じていることなどをぜひお聞かせください。

ではリーダーからお願いいたします。

リーダー：皆さん、改めまして、こんにちは。お忙しい中、ご参加いただきましてありがとうございます。相

談支援部会のリーダーを務めさせていただきます、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともと申し

ます。

所属としましては、基幹相談支援センターで相談員兼所長を務めさせていただいております。相談支

援部会のリーダーはもちろん初めてでございまして、時間どおりきちんと進行していけるかどうか、不

安を抱えながら、でも横にサブリーダーもいらっしゃっていただきまして、また日ごろ計画相談を一緒

にやっていただいている相談員の皆さんも、今回は多くご参加していただいているので、少し安心した

気持ちでやっていきたいなというふうに思っております。ぜひきょうは皆さんの日ごろの現場から見え

る地域の課題ですとか、お感じになっていることを、まずはたくさんお話になっていただきまして、今

後の相談支援部会について皆さんとどんなふうな進め方をしていくかということを、少しディスカッシ

ョンさせていただければと思っています。よろしくお願いいたします。

サブリーダー：今事務局のほうからご案内がありました、今年度相談支援部会サブリーダーを務めさせていた

だきます、社会福祉法人サンワークと申します。よろしくお願いいたします。私、指定管理を受けて、

ソーシャルサポートセンターというところで仕事をしております。社会福祉法人サンワーク自体は市川

のほうに本部がありまして、市川の中で就労の事業所と、地域活動支援センターの事業所、あとグルー

プホームといった形で、市川のほうで根ざしてやっている中で、浦安のソーシャルサポートセンターの

指定管理で平成 16 年か、もう結構たつんですが、やらせていただいています。ふだんは相談支援のほ

うをやらせていただきまして、私自身は市川のほうから相談支援をやっており、長くなるんですけれど

も、ふだん皆さんが抱えているいろいろなケースの中で、ただただ利用者さんが支援を受けたいとか、

何か働きたいとか、こういうものをお願いしたいとかいうだけではなくて、そこに至るまでのいろいろ
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な経過だったりとか、そこの家族のさまざまな問題ですとか、いろいろなことというところで皆さん今

おつき合いされているのかなと思います。ここの中だけではそういったいろいろなお話というのはでき

ないかもしれませんけど、少しでもここでまた議論する中で浦安の相談が活性化されていくことができ

たらいいのかなと思っています。よろしくお願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブと申します。副会長をしており

ます。よろしくお願いいたします。初めて参加させていただきますので、何やらさっぱりわからなくて、

いろいろご迷惑かけるかもしれませんけど、一生懸命やりたいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。ありがとうございます。

いちょうの会：こんにちは。私は主に精神の障がいを持っております家族を抱えております。家族会のメンバ

ーでございます。私たちは皆さんから手助けをいろいろいただいていますけど、家族自体が皆さんに、

表に声を出すというのがすごく下手なんですね。であるならばやめちゃおうかということも何年か続き

ましたけれども、やはりみんなが話し合える場所が欲しいということで、小さな会ですけど細々と続け

ております。

浦安市身体障害者福祉会：浦安市身体障害者福祉会と申します。よろしくお願いします。この会は初めて出ま

すので、私もちょっとわからないのですが、今後皆さんの意見とかそういうのを聞いて、自分なりに考

えていきたいと思います。よろしくお願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：社会福祉法人敬心福祉会、浦安市障がい者福祉センターと申します。浦安市障がい

者福祉センターには就労継続支Ｂ型と、生活介護と、きらりあ相談室といって、相談支援に従事をして

いる部署がありまして、私は、きらりあ相談室のほうで相談員として動いております。昨年度まで、平

成 27 年、28 年度の相談支援部会にも参加させていただきまして、今回継続して参加というところで、

前回まで話し合ってきた内容とか、解決できていない、余り話し合えなかったなという課題なんかが具

体的に解決していけるような場になるといいなということを思って、今回も参加させていただきますの

で、皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人千楽：東野にありますＮＰＯ法人千楽のちらく相談支援事業所で管理者をさせていただいておりま

す。前期の途中から参加させていただいておりますが、相談支援にかかわる一人として勉強させていた

だきながら参加させていただきたい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。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ＮＰＯ法人発達わんぱく会「こころとことばの教室こっこ」と申します。どうぞ

よろしくお願いします。こころとことばの教室こっこでは、１歳半から就学前のお子さんを対象に、療

育を３タイプ展開させていただいております。私は相談支援事業所の専門員として、受給者証の取得か

ら、療育や日々の生活の相談業務を行っています。就学前の時期は、親御さんがお子さんの育てにくさ

に気づきを持ち、お子さんの特性と向き合う入口にいるので、ご家族の受容というところに寄り添いな

がら、日々相談に乗っているところですが、福祉サービスを利用する手前の一番不安な部分、うちの子、

どうなんだろうという不安な部分に、まだまだ必要な手立てとしての支援体制というのが十分でない部

分もあります。子育てに不安を抱えながら生活されている中の福祉の一つ手前の部分までの支援ができ

るように、日々努力をしていきたいなと思っております。今後ともよろしくお願いします。
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エメラルドサポート株式会社：エメラルドサポート株式会社エメラルドサポート障がい者（児）相談支援セン

ターと申します。よろしくお願いいたします。まだなれないことばっかりで、今回初めての参加という

ことで緊張しております。皆様のお話をいろいろと聞きながら自分のものにしていったり、自分の疑問

を皆さんと話し合えたらいいかなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

有限会社総合リハビリ研究所：有限会社総合リハビリ研究所と申します。私どもは相談支援事業所、２月から

浦安に開始させていただきまして、それまでは市川市行徳で相談支援をしていまして、今回、全体の事

業整理ということと、厚生労働省の方針がありまして、２月から浦安に移転をしまして、相談支援事業

所をしております。今回初めて参加させていただくのですけれども、少しでも地域の方々に対して、私

たちのあり方であったり、連携であったりということで、その中で特に連携というところが重要だなと

感じる中で、さまざま皆さんのご意見をいただきながら、私たちの事業範囲、もしくは気になるところ

をお伝えさせていただきながら、いい部会になればいいかなと思いますので、参加させていただきまし

たのでよろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人カプア：ＮＰＯ法人カプアと申します。きょうは代理でまいりましたので、自己紹介というところ

では省略させていただきます。当法人は浦安市明海で放課後等デイサービスと生活介護の事業を行って

います。放課後等デイサービスは重症心身障がい児を対象としており、生活介護では主に車いすの方、

身体障がい者の方の支援を行っています。また市川市では知的障がい、発達障がいのお子様の放課後等

デイサービスを行っています。

相談支援は今まで市川市のほうで行っておりましたけれども、６月１日から浦安市で行うということ

で、やっと指定番号も届いたところです。今後ともよろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人タオ：こんにちは。ＮＰＯ法人タオと、浦安市障がい者就労支援センターで相談員をやっておりま

す。よろしくお願いいたします。所属はＮＰＯ法人タオなんですけれども、タオの事業は私一切わから

ないので、説明ができないんですけれども、それはちょっと極端ですが、浦安市のほうから受託してお

ります障がい者就労支援センターのほうで長くずっと仕事をさせていただいているということで、浦安

市在住の方、障がいをお持ちの方でお仕事がしたい、お仕事を探しています、お仕事をするためにどう

いうことが必要ですか、そういった相談を主に受けながら、実はつい２時間半ぐらい前にも、新しい方

の相談を受けていましたけれども、例えば以前はお仕事をしていましたが、もう 10 年以上家にずっと

いて、何もやっていませんという方には、いきなりハローワークに行って、お仕事を探しましょうとい

うよりかは、例えば浦安市の近隣のちょっと訓練ができるような事業所をご案内させていただきながら、

一緒に見学などをして、その方が一番合うようなところに利用していただいて、そこから就職に結びつ

けていく。そういうような支援をしている事業所といいますか、支援機関だと思っていただければと思

います。

やはり障がい者支援センター、仕事の縁にはなっておりますけれども、このところ、比較的就職され

ている方の生活面の課題がすごく多く見られまして、本当に就職だけしている方というのは、特に福祉

サービスを使われておりませんので、計画相談はついておりません。なので、私たちがどこまで支援を

していけばいいか。または市内のどういったところに手助けといいますか、連絡をさせていただいて、
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手伝っていただけるかというのが今、本当に壁になっているのかなということで、前年度までも参加さ

せていただいたんですけれども、今年度も皆様とご協力させていただいて、顔と顔じゃないんですけど、

お付き合いができればいいなと思っておりますので、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：浦安市の介護給付費等の支給に関する審査会というところに所属してお

ります。この審査会というのは余り表に出ないんですけれども、障がい者区分のコンピューターで出て

きている部分の、最終的な二次審査ということでやる機関でして、委員の方が 15 人いて、それが３グ

ループに分かれていまして、年間 20 回ぐらい開催されます。20 回を３グループで分担してやっていく

という形になっています。そこでやっていて、そのほかに給付の基準がありますよね。支給量の基準な

んですけど、それよりも超える場合のケースについても審査会に意見を求められてくるんですね。そこ

で見ていると、ほかの市町村は割と基準量というのを原則守る姿勢というのがすごく強いけれども、浦

安市の場合は支援法の理念にのっとってというか、そういう意味では柔軟な対応をしてくださっている

ので、恵まれているのかなと思っておりますけれども、委員のみんなが不安があるのは、これから財政

的なこともありますよね。どうしても支給量のところでは。これをどこまで維持できるのかなというと

ころで、今後も審査会のほうでも見守っていきたいと思っております。よろしくお願いします。

新浦安駅前地域包括支援センター：新浦安駅前地域包括支援センターでございます。地域包括支援センターの

紹介をさせていただきますと、高齢者の介護相談の窓口をやっております。浦安市の場合は高齢化率が

まだ 16％の全国でも大変若い地域でございますものですから、市川市や江戸川区に比べると数が少な

いんですけれども、ようやく今年の４月に４カ所目ができまして、今地域包括支援センター、圏域をし

っかりと分けて、４カ所で対応しているというようなところで、新浦安駅前、マーレの２階にあります。

そこは入船、海楽、そして美浜の３地区、一番これが高いところなんですけれども、その３地区を新浦

安は行っておるというような状況です。

高齢者介護のポイントといいますと３つありまして、認知症の方が本当に増えてきています。そして

精神疾患のある方も多くなってきているかな。その中で障がいと同じように高齢者虐待というようなポ

イントが３つあるのかなと思っております。その中で私どもも来所相談、電話相談、自宅に訪問しまし

て、こんにちはってお伺いすると、家の中がごみ屋敷であったり、あとは 80-50 といいまして、50 歳

の方が 80 歳を介護している、単身の男性の方が閉じこもりがちでいるというような、いわゆる多問題

ケースも多々あるような状況でございます。これからまたこの相談支援部会に参加しながら、高齢者と

障がいの狭間というのでしょうか。その辺のところも情報交換でいろいろと情報収集をさせていただけ

ればと思っておりますので、どうかひとつよろしくお願いしたいと思います。

猫実地域包括支援センター：猫実地域包括支援センターと申します。先ほど新浦安駅前地域包括支援センター

より包括支援センターのご紹介をさせていただいたと思うんですけれども、猫実地域包括支援センター

はこの市役所の３階の中にございまして、北栄、当代島、堀江、富士見、それから猫実の５地区を担当

しています。どちらかというと、元町地域のところで担当しておりまして、私事でございますけど、最

近は障がいのお手帳をお持ちの方が高齢になってきて、障がいサービスから介護サービスへ移行をして

いくような方がいらっしゃったり、あとはダブルケアマネといって、ケアマネジャーが二人つくような
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形のものもふえてきたりしていて、どちらも皆さん、お互いの制度はよく知っているんだけれども、そ

れをどうやって実際に現場で使っていくのかなというところになると、なかなか連携が少しうまくいか

なくて、サービスが行き届かなかったりしている部分もあるのかなというところで、そこら辺のやりに

くさだったりとか、そういう壁を少しこういう部会の中で相談していきながら、顔の見える関係づくり

ができればいいかなと思っております。今日は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。事務局は浦安市障がい事業課が務めます。よろしくお願いいたします。

続きまして、協議会を開催する前に、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いたします。特に個人情報

にかかわる発言等につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。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、ご了承ください。

また、ご発言の際にお願いがございます。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。

次第を皆さん、目を通していただきまして、まず初めに議題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について、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

事務局：今回初めて参加される委員の方もいらっしゃいますので、まず自立支援協議会、そして部会のご説明

をさせていただければと思います。

議題１資料（１）をごらんください。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お

ります。障がいがある方々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、情報共有し、また関係機関の連携を強くすることで、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。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

を聴収するために、この相談支援部会のほか、権利擁護部会、こども部会、地域生活支援部会、本人部

会の５つの部会を置き、各部会で委員の皆様から地域課題の掘り起こしや提案、またそれらについてよ

り専門的な視点で話し合っていただく場となっております。

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だき、

各部会で出された提案や議題などについて、協議会で集約し、また必要に応じて検討していきます。相

談支援部会の目的としましては、相談事例の検討や課題の解決について検討し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所と連携を図ることを目的としております。

相談支援部会のスケジュールにつきましては、議題１資料（４）でお示ししておりますが、次回は８

月 24日木曜日、第３回は 11月 21日火曜日、第４回は１月 29日月曜日、時間は全て午後１時半から。

場所も全て市役所４階会議室Ｓ２・Ｓ３会議室で行う予定となっております。会議の日程は変更となる

こともございますので、その際はまたご連絡させていただきます。
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また、９月 28 日木曜日と、２月８日の木曜日には、同じくそれぞれ午後１時半から、市役所の４階

Ｓ２・Ｓ３会議室で合同部会の開催を予定しております。議題１資料（１）に戻っていただきまして、

合同部会ですが、こちらは自立支援協議会及び各部会委員が一堂に会しまして、部会間の情報交換を行

い、連携を図ることを目的として開催しています。合同部会では各部会の活動報告や基幹相談支援セン

ター等の活動報告を行っておりますので、ぜひ委員の皆様のご出席をお願いいたします。

報酬等についてですが、部会は、報酬として、１回当たり 5,000 円お支払いいたしますが、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、合同部会ですとか、介助者の

方、また意見聴収のために参加する方につきましては支払いの対象とはなりませんのでご了承ください。

続いて、この部会の委員の選考について。まず選考方法なんですが、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、参加希望や参加したい部会を確認させていただきました。その後、事務局で

調整を行い、団体等の代表や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お願いしまして、

委員を決定しました。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または指定特定相談支援事業を検討している事業所とさせていただいておりま

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。

代理出席について、自立支援協議会は代理の方が出席することはできませんが、各部会については公

募委員を除き、委員のご都合が悪い場合には代理の方を出していただくことができます。その際には事

前に事務局にご連絡をお願いします。先ほど冒頭でも述べましたが、会議の議事録の公開につきまして、

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開としております。ただし、個人情報等に関する事項を審議す

るときには、会議の全部または一部を公開しないこととなっております。議事録には自立支援協議会及

び部会の委員名ではなく、団体名で記載させていただくこととなっております。

続きまして、議題１資料（２）と（３）のご説明をさせていただきます。議題１資料（２）、１会議

の進行について、（１）協議会と各部会の連携体制が、先ほどもお話させていただきましたが、この相

談支援部会では、先ほど皆様からの課題ですとか、日ごろ感じていることなどを出していただいており

ますが、相談支援の分野で今求められていることなどを議論していただきまして、それを協議会に提案

していただき、協議会でもまたそちらの内容を検討していただくように連携をとりたいと考えておりま

す。

次に（２）障がい者福祉計画と連動した福祉政策の推進について、次の議題２でもご説明しますが、

浦安市では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

の見込み量を確保するための対策を示しました、障がい者福祉計画というものを策定しております。部

会の中でもこの計画で示しました重点的な取り組みの推進のため意見を伺ったり、あとは計画の進捗状

況の確認や検証を行うこととなっております。

続きまして、平成 29 年度の議題について。議題１資料（３）、こちらで平成 27 年度、28 年度の議

題をお示ししておりますが、平成 27 年度、28 年度を通しまして、この後、議題３でもお話をしていた

だきますが、基幹相談支援センターの話でしたり、そこでおこなっている事業としまして、相談支援実
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務者会議の活動報告、実務者会議から出た提案ですとか、グループスーパービジョンで事例を検討して、

その活動の報告をしていただきました。また、平成 27 年度についてはサービス等利用計画の必要性や、

メリットなど、そういったところを利用することに理解していただくためにはどうしたらよいのかとい

うお話も進めてきていました。

あとは 27 年度、28 年度を通しまして、計画相談の現状でしたり、サポートファイルといいまして、

乳幼児期から成人期までのライフステージに対応した支援を推進するために、保護者や関係機関などが

お子様の状態、プロフィールでしたり特徴や特性、どういった支援機関とかかわってきたのかなどを共

有するために作成するファイルがありますが、サポートファイルの活用についてもお話をしてきました。

また、平成 28 年度に関しては、今年度、先ほどお話しました障がい者福祉計画の策定の年になるとい

うことで、平成 28 年度に当事者の方に障がい福祉に関するアンケートを行いましたので、そちらのア

ンケート内容の検討でしたり、結果の報告なども行いました。

議題１資料（２）に戻りまして、今年度の相談支援部会の議題について。目的は先ほどお話をしまし

たが、主な議題としては、サービス等利用計画等の質の向上に関する事項や、相談支援事業の充実に関

する事項を取り扱っていきたいと考えております。こちらでお示しする議題案としましては、第２回か

ら第４回で、この後、議題２でもご説明させていただきますが、今年度改めて平成 30 年度からの障が

い福祉計画を策定する年となりますので、それについて議題にあげさせていただきます。また、サービ

ス等利用計画の評価や、サポートファイルの活用についても引き続き議題にしたいと思います。

また基幹相談支援センターの事業についてですが、計画相談をほかの相談支援事業所に移行すること

と、後方支援に回っていただくことに関してや、実務者会議、グループスーパービジョンなどの事業の

報告などもさせていただければと思っております。

最後の第４回については平成 30 年度の相談支援部会の方向性や議題などについても検討していきた

いと思っております。事務局からの説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。それでは、今の事務局からのご説明に対して、皆さんから確認ですとか、

ご質問があれば挙手をお願いしたいなと思うんですが、いかがでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：29 年度の相談支援部会の議題案のところなんですけれども、さっき説

明いただきました。昨年までの相談支援部会でもまず議題として上ってきていたことなんですけれども、

相談支援実務者会議、相談とか、あるいはそこから出た課題を相談支援部会のほうでそこを取り上げて、

皆さんができるようにしてほしいという要望がずっとあったわけですね。そのことはやはり実務者会議

と相談支援部会のこの部会と連携しながらやっていかなきゃいけないことだし、実務者の方の実際にか

かわりたい問題というのは地域課題という形で出てくると思うので、そのことに関して、ここの中に、

ちょっとここに項目として載っていないんです。２回から４回のところがですね。それは、私は大事な

議題じゃないかなと思うので、課題としてちょっと残しておきたいなという気持ちがあります。

リーダー：ちょっと補足で説明させていただきましょうか。ありがとうございます。

今年というのもおかしいんですけれども、恐らく事務局が一つお伝えしなかったことが、介護給付費

等の支給に関する審査会からご指摘いただきました。ボトムアップ、好循環というサイクルを相談支援
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部会でつくっていきたいなということで、まず議題１資料（１）から（３）までご説明していただいた

んだと思うんですけれども、実務者会議でしたり、それぞれ地域包括支援センターの皆さん、それから

当事者のご家族の立場としての皆さん、いろいろ地域の相談員としての皆さん、いろいろなお立場の中

で地域課題が見えてきているであろうと。平成 29 年度の相談支援部会におきましては、皆さんの現場

から見えてきている課題を、ぜひこの部会で出し合っていただいて、この相談支援部会がひとつ地域課

題の整備の場になって、皆さんと議論していく中で課題に応じては自立支援協議会に上げて、政策ベー

スでご議論いただこうではないかとも思っておりますし、また皆さんと議論する中で、相談支援部会の

このメンバーで何かしらの課題解決、議論を尽くしてみようというような、整理の仕方もあるのではな

いかということです。この相談支援部会でまず地域課題が出てきて、その地域課題を皆さんと整理する

ための議論をして、そして自立支援協議会に上げていって、協議会でもご議論していただき、相談支援

部会にその結果がおりてくるですとか、ほかの部会でもご議論いただいて、何らかの課題に関する対応

策だったり、結果のようなものが見えてくる循環をつくっていきたいねという話を、事務局からもご提

案いただいておりましたものですから、ぜひ、介護給付費等の支給に関する審査会がおっしゃったよう

に、その趣旨が伝わるような議題の重みをここに落としていければなというふうには思っております。

事務局：ありがとうございます。リーダーや介護給付費等の支給に関する審査会がおっしゃったように、議題

にもそこを盛り込んでいければというと、あとは議題１資料（２）の図のとおり、部会からの地域課題

の掘り起こし、協議会に上げていただいて、協議会のほうで部会の報告をもらっておりますので、協議

会で課題の分配、相談支援部会で地域課題を全て１つにするのではないかと思いますので、それぞれの

部会に分配するといった形をとっていければなと考えております。よろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。相談支援部会の役割とか、あり方とか方向性といいますか、もちろん報告

事項もあるかとは思うんですが、そういう議論に多くの時間を費やしていきたいなと思うんですが、こ

の相談支援部会の方向性につきまして、何か皆様からご意見などがあればお聞かせいただきたいとは思

うんですけれども。

社会福祉法人敬心福祉会、どうでしょう。先ほどの冒頭の自己紹介の中で、日ごろ解決、昨年度議論

したんだけれども、解決につながらなかったり、少し中途半端に終わったような事項を、今年は部会や

自立支援協議会で何らかの結実した形にしたいなというご発言があったものですから、ご意見をお寄せ

いただければと思います。

社会福祉法人敬心福祉会：前年度、前々年度の中で実務者会議からの報告という形でここの場に上がってきて、

こういう課題があった、ああいう課題があるんだねということが共有できたという言い方が良いのかわ

からないですけれども、知ることにつながったのかなというのが昨年度までというところで、先ほど介

護給付費等の支給に関する審査会から出た、部会で出た話を協議会にかけて、またそれが返ってきてと

いう、私はこの場ですぐ解決みたいなイメージをちょっと持っていたけれども、なるほどそうやって、

ここで話し合って、ここで道筋が見えたり、解決できる課題もあれば、もっと広い視点で解決の道筋を

考えていく場所に上がっていってという形ができたらいいなということはすごく思っています。どこま

で具体的な一つ一つのことについての話ができるのかなというところが一番難しくて、意外と大枠で話
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が進んでいって、実際、現場に戻ってみたら、いやいや解決していないんじゃないかななんていうこと

って、ありがちかなという気はするので、何となくそこもちょっと踏み込んでいけたらというふうには

思いました。

リーダー：ありがとうございます。ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。

今後、これからあと残り３回あるんですけれども、相談支援部会の進め方につきまして、ぜひご意見

をいただけたらありがたいなと思うんですけれども。

介護給付費等の支給に関する審査会：意見じゃないんですけれども、今回、新任の方が多くいらっしゃっていて、

後で基幹相談の事業説明のところで、実務者会議等のことについての説明があると思うんですけれども、

私がさっき話したのもそうなんですけど、実務者会議と話を出していますけれども、ちょっとそこだけ

を簡単に説明していただいたら、今後のことじゃなくてですね。今までの流れの中でもうちょっとはっ

きりするんじゃないかなと思うものですから。

リーダー：では、実務者会議を簡単に説明させていただきます。

計画相談の部分を担っております計画相談支援事象所の相談員の現場の皆さんが集まりまして、昨年

度は４回でしたね。市内の相談支援事業所の皆さんと、それから障がい福祉課の職員の方、それから行

政の職員の方が集まって、最初は計画相談の始める手順ですとか、市民への周知ですとか、計画相談を

遂行するに当たっての課題を議論し始めた会議でございます。もちろんその中で相談員さんの日ごろの

悩みだったり、感動だったり、困っていることがあったらみんなで共有してシェアして、少し吐き出す

場のような形で始まっている会議です。それがだんだん計画相談支援が進むに当たって、地域の課題、

社会資源の不足、それから相談支援ってどういうあり方で進めばいいんだろうという、相談支援って何

なのというような議論も踏まえて、日ごろ、浦安市の中での相談支援をどう形づくっていくかというよ

うなことを議論をしている会です。

今年は相談支援事業所の皆さんとの横のつながりを強化していくために８回行おうということで、計

画を立てている次第です。ですので、実務者会議の中で介護給付費等の支給に関する審査会がおっしゃ

ったように、皆さんの中で不足している社会資源で会ったり、相談員さんから見えている当事者、また

そのご家族の方が困っていることなんかを議論して、少し地域の課題をカテゴリー化して整理すること

をやっていた会議でございまして、それを報告することによって、この部会に地域課題を、現場からの

声を上げさせていただいたというような流れは過去２年あるということでございます。

そういうふうな前段があったということでの今の議論に至っているということの補足説明です。

ほかに何かコメントございますか。初めて参加される方は、全体像でわからない点だとか、疑問、質問

があれば、遠慮なくご質問をいただければと思うんですが、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、何

かご質問とか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：何を質問していいかわからないです。

リーダー：そうしたら、もう少しかいつまんで自立支援協議会のことですとか、相談支援部会のことをお話し

たほうがよろしいですか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：まず全体の概要から。大きなところから小さなところへというふうに
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していただければうれしいんですけど。

リーダー：なるほど。全体像ですよね。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：はい。そこからスタートしていただければと思いますが。

リーダー：もう少し事務局のほうでちょっと説明をしていただくことはできますか。簡単な目的と、それと構

成といいますか。

事務局：今、組織的なことは説明したんですけれども、まず自立支援協議会というものは、障がい者総合支援

法という法律がありまして、障がい福祉サービスなどを規定した法律になるんですけれども、そこで自

立支援協議会を市町村が設置するというのが考えておりまして、名前のとおり、障がい者の方の自立、

社会参加、そういったところの体制を整備するということを目的に、資料にもあるんですけれども、相

談支援事業者ですとか、障がい福祉サービス事業者、あと保健医療関係者、教育雇用関係者と障がい者

団体、当事者の皆さん、行政なども含めまして、そういった課題の共有ですとか、各課の連携を図ると

いった組織が自立支援協議会というものになります。

先ほどもお話しましたとおり、自立支援協議会という本会がありまして、その下に５部会。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、本人部会という５部会があります。この相談支

援部会はこの部会の一つとなっております。各自立支援協議会、部会とも、年間スケジュールはお渡し

したかと思うんですけれども、協議会が年６回、各部会が年４回ということで、年間を通じて開催され

ておりまして、各部会ごとの目的にあったテーマで協議を行っていただきまして、先ほどもお話したん

ですけれども、各部会で上がった課題ですとか、そういったところをまず本協議会に上げていただきま

して、本協議会のほうではその課題を分配して、また各部会におろしていって、各部会ではその課題に

ついて協議・検討などを行うという形になります。関係機関の連携ですとか、課題の共有というところ

が主なものになるんですけれども、先ほどもリーダーからお話がありましたように、各部会から出た地

域課題ですね、浦安市の地域として一体何が不足しているのかとか、そういうところを解決できるよう

に話し合っていくという機関になります。大体こういったところでおわかりでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございます。せっかくの機会ですから、先ほど事務局からもお話があったように、自己

紹介の中で地域課題に触れていただきました委員の皆さんもいらっしゃるんですけれども、ぜひ皆さん

の現場で感じていらっしゃる、先ほど事務局からもありましたような社会資源の不足ですとか、今この

ようなことが地域課題じゃないかなと思うことがございましたら、ぜひご発言いただきまして、少し皆

さんと共有できればなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。先ほど生活面での課題だ

とか、計画相談もついていらっしゃらない方も多くというようなこともお話になっていますね。

ＮＰＯ法人タオ：昨年度までのこの相談支援部会のほうに参加させていただいて、多分毎回同じセリフを言っ

ているんですけど、私は自分の業務では、自分自身がもう計画相談にかかわるということは余りないの

で、その策定についてとか、その辺はちょっと置いておいてになってしまうんですけれども、先ほども

ちょっとお話したように、就労だけしている方というのは計画相談はついておりませんので、例えば最

近ですと、就職をしていて体調が悪くなってきたから通院をしていかなきゃいけないんですけれども、
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一人で通院は難しいとなったときに、例えば計画相談がついていれば、ちょっと計画相談の担当者の方

とご相談させていただいて、どういうふうにやっていこうかと検討ができるんですけれども、全くそう

いったところがなく、またそういった方に限って、実はご家庭の親御さんの支援が不足していたりとか、

そういったことで、じゃ誰がついていこうか。どういうサービスが使えるんだとかいったときに、すみ

ません、いつも基幹相談支援センターに投げたりしちゃうんですけれども、そういったところがやはり

私たちも就労支援、今までは何となく仕事の相談を主に受けたりとか、アフターケアというのをやって

いたんですけれども、それ以外の部分の支援もすごくふえてきているなといったところで、私たちだけ

ではなく、どこにつないで、その方をサポートしていけるのかというあたりができればいいのかなとい

うのもあります。

あと、ちょっと話題が変わっちゃうかもしれないんですが、先ほど自己紹介の中でもお話したように、

実は午前中、新規の方のお話を聞いていたんですけれども、以前すごく前に別のお仕事もしていた、実

は福祉的なサービスも１年間だけ何度か使っていたらしいんですけれども、10 年以上前と今ですと、

制度も変わっていますし、例えば計画相談なりそういうのが必要になってくるというあたりも、やっぱ

りその方に例えば移行事業所など、ちょっと仕事をする前に使ってみましょうかというお話をさせてい

ただいても、じゃ、すぐにそこを使えるんですかとなると、今はそうじゃないんですよという説明から

入るので、そこらあたりが、私も簡単には説明ができるんですけれども、細かい部分、あとはその作成

に当たっては計画相談をつけなければいけない。でもその方にとってはいち早く生活リズムを戻したい

ので、それがセルフプランにつながっていく。本当は就労支援センターの相談員から見ると、計画相談、

本当はついて何かサポートが必要なんじゃないかなというところもあるので、例えばこれはもしかした

ら福祉課のほうに問い合わせればいいのかもしれないんですけれども、計画相談のほうの、今どんな状

況か、極端にいうと、空いてるのか空いていないのかという、そういったあたりも何か情報としてある

と、私たちも移行事業所なり訓練がスタートする入口の部分でちょっと説明ができるのかなと思ってい

るので、私もたまたまこういう会に参加させていただいていますので、何となくここに聞けば何となく

わかるかなというのが顔でわかるようになってきたので、そういったところを使って、情報をいただい

てはいるんですけれども、何かそういったものが全体としての情報源としてあるとよりスムーズなのか

なという感じはします。

リーダー：ありがとうございます。ほかに。有限会社総合リハビリ研究所、お願いいたします。

有限会社総合リハビリ研究所：先ほどＮＰＯ法人タオが言われていた相談支援事業所の空きの情報のところで、

二、三追加をさせていただきますと、私たちも、浦安を見ている中で、相談支援事業所、たくさんある

んですけれども、特色がわからない。ただ空いているか、空いていないかという段階。そこも大事なん

ですけれども、その次にそこの事業所は何を特色としているかということを明記いただくと、例えば、

精神に強いのか。もしくは相談支援事業所単体でされているところから、入居系を持っているところが

されているところ、通所系、もしくは訪問系、もしくは就労系、とさまざま特色があると思うんです。

そこを明記していただくと選びやすかったり、もしくは障がい者分野って本当にインフォーマルなもの

と、そうじゃないものと多岐にわたると思いますので、やはりそれを全部一人で網羅するというのはな
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かなか難しいのかなと思いますので、そこに対しては記載があると非常に選びやすかったりとか、もし

くは的を絞った支援が、経験則の中でできていくのかなと思うところがありますので、ちょっと追加を

させていただきました。

ＮＰＯ法人タオが先ほど言われた就労した後の自宅内での不安定さ。これは私たちが見ている中でも、

それこそどこの支援員さんも関わっていない、でも崩れるところは自宅から崩れていくというのが多い

のかなというところに対して、私たちがとっている体制から、訪問系サービスって非常に有効なのかな

って。これは医療保険、社会で動いている中で総合支援法という法律、介護保険、もう一つ大きな医療

保険という中での訪問系というのも一つなのかなというところで、私たちは比較的そういう方に対して

訪問で入りますと、家の中の状況がずっと継続してわかりますし、やはり大きいのは医師との連携を毎

月していますので、お医者さんに対して毎月報告書を上げている。お医者さんから指示が来るという連

携の中で早めに不安定さをキャッチして、医師に相談できるということもできるのかなということで比

較的いい効果が出ているのがありましたので、ちょっとずれちゃいますけど、報告をさせていただきた

いと思います。

リーダー：ありがとうございます。ほかにございますか。どうでしょうか。児童の相談。精神障がいのある方

も受けていらっしゃるかもしれませんけど。児童の相談のこと。ＮＰＯ法人発達わんぱく会、何かござ

いますか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：先ほど自己紹介のところでもお話させていただきました、障がい受容の入口とい

うところで、昨年度 12 月から１歳半健診の中で、本格的に「かおテレビ」始まりまして、発達障がい

の早期発見、そこも影響してか、こども発達センターの初回面談が現在２カ月待ちということで聞いて

います。親御さんがご不安の中、やっと一歩踏み出したけれど、踏み出した先が進んでいかない。待っ

ている２カ月間のしんどさ。そういったところが今、年度初めのまだ５月に始まっているというのがす

ごく私の中で危惧するところです。やはり家庭内でのご不安だったり、家庭内の不安定さというところ

は児童のご家庭でもすごくあるところで、親御さんがご不安になることで、親御さんのメンタルのほう

がむしばまれていき、そうすることでお子さんへの育児のケアというところが不十分になっていく。ま

たそこによって育てづらさがあるお子さんに対してのお母さんの向き合い方というようなところに限界

が来たり、２カ月待っている間にやはり深刻さが増していったりというところが考えられる中、親御さ

んが行ける場所、もちろん相談という場もすごく大事ですが、ほっと親子で過ごせる場所や専門的な相

談に乗ってくれる場所が必要です。じゃ、支援センターあるじゃない。集いの広場があるじゃない。と

いうふうに、市の中でもたくさん支援先、センター先があるんですが、やはり育てにくいお子さんをそ

ういった地域の遊び場に連れていくということが親御さんにとってはすごく負担になっています。連れ

ていくことで落胆して帰ってきてしまう。買物に行ってもパニックが起きてしまうから買物にも行けな

い。そうするとずっとおうちに閉じこもってしまう。そういった悪循環が起きている中で、親御さんが

安心して行ける場所。遊び場、相談に乗ってくれる場所。そういった場所を広げていきたいなと思って

います。

だだやはりそこに福祉サービスとしての各事業所がやるにはなかなか限界、いわゆる財政的な限界が
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あります。そこに対しての国だったり、行政の財政面の支援がない中で、限られた財源の中で各事業所

がやっていく限界が来て、こども発達センターもそこの限界が２カ月待ちというところに現状来ている

と思いますので、児童を見ている現状としましては、そういった居場所づくり、その居場所をどういっ

た形でつくっていけば、福祉につながる安定感だったり、その後の需要につながるというところになっ

ていくのかなというのも一緒に考えていければと思っています。

リーダー：ありがとうございます。せっかくまだ少し時間があるので、重症心身障がいの方が放課後等デイサ

ービスをやっていらっしゃるということで、ＮＰＯ法人カプア、日ごろの現場から何か見えるご提言み

たいなこと、ございますでしょうか。

ＮＰＯ法人カプア：私は相談員の資格を持っておりますけれども、現在は児童の発達の管理者、またサビ管を

しているというところで、そちらの個別支援計画を立てるに当たって、相談支援計画、サービス利用計

画そのものが欲しいんですけれども、なかなか相談員さんはついているけれども、その計画書が回って

こないというふうな現状があります。また、そのサービス利用計画が来たとしても、うちのところ１行

しかなかったりするんですね。それを個別支援計画にどうやって落とし込んでいこうかというふうなと

ころがあります。

それとあと相談支援事業所が浦安市内に十分足りているのかというところがありまして、実際あるけ

れども受け入れ先がないということで、昨日もうちに来られた方、ほとんど何もないフリープランの計

画書を持ってこられ、それでも何か支給決定されるという、とても不思議な現象が起きていて、だった

らうち大変だけれども、お一人ぐらいであれば受けますよという話で受けさせていただいているところ

なんですけれども、実際に相談支援事業所が足りているのかどうかというふうな説明も、私は今回代理

なのでそこまで申し上げていいのかどうかわかりませんけれども、教えていただければなと思います。

リーダー：せっかくですから、多分この後、セルフプランが急増している話とか、その辺の話が事務局からあ

るかとは思いますので、そのときにご説明をさせていただければと思います。

猫実地域包括支援センターさんからも、先ほど障がいと介護、お互いの制度のことはわかるんだけれ

ども、なかなか実務につながっていかないもどかしさというお話があったんですけど、具体的にどうい

う取り組みができればいいんじゃないかというような、コメントをいただけたらうれしいんですが。

猫実地域包括支援センター：今、社会福祉法人敬心福祉会さんと一緒に障がいのプランを立てる方と、それか

ら私たちのほうでは介護のプランを立てる方、ご高齢者の方というところで、ちょうど移行期の方が結

構ふえてきていらっしゃって、サービス自体は似たようなものは実際にはございますが、目的や指示が

若干が異なっている。使い方の手順とかがも違っているというところで、現場のほうではケアマネジャ

ーが二人つく場合があったりするんですが、そのときにお互いに遠慮しあって、自分のテリトリーは自

分で、だけどどうやってそちらが動いているのかなって本当は気にしながら、なかなか声をかけづらく、

本当は全て行き届いた形で協力し合ってプランの作成ができれば、その方の自立につながるようなもの

ができるんじゃないかなというところはお互い持っているんですけど、なかなか声かけにくいなという

のを、両方のプラン受けている方からのお話も伺ったりするので、そういうお顔の見えるような形で、

どうやって連絡をとろうかというところが何となく一歩踏み出せるような何かがあるといいかなという
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ふうに、そういう顔の見えるような機会があると、お互いに情報共有をして、スムーズに移行しなくて

はいけない方もいらっしゃれば、そのままダブルケアマネで行く場合も多分あると思いますので、そう

いったところはあるのかなと感じております。

リーダー：ありがとうございます。お互いが協働するきっかけみたいなところがあったほうがいいんじゃない

かという話ですね。

いちょうの会は先ほどご家族の立場でというお話がありましたけれども、いつもご家族様からの発信

も、またご本人からもなかなか発信がしづらい状態にある中でまずは話し合える場を持とうということ

で、いちょうの会をなさっているというお話が冒頭にございましたけれども、今、いちょうの会のほう

でお話し合いをされる中で、相談支援部会に伝えておきたいなと思うような現状ですとか、困っている

ことなどがあればお話いただければと思います。

いちょうの会：現状といたしましては大して変わりばえはないんですが、今まで会を開いても、皆さん余り自

分の家のことをおっしゃらない方がだんだん、それじゃだめだなというのがわかっていただいているよ

うで、ぐち話になっちゃうんですけど、そういう会話はだんだん弾んではきていると思うんですね。中

には手帳をいただいていない当事者も何人かいるんですよ。それとあと自分で就職を探しては失敗、探

しては失敗って、そういう繰り返しで、当事者がもういいよと、もう仕事いいよという感じの人もいた

りとか、中にはご夫婦でお仕事していらっしゃるので、会のほうに実際に出てこない方も多いんですね。

この間、市のほうからこれだけ相談がありましたというお話を伺ったときに、会員自体は 15 名しかい

ないんですね。でも市のほうには 100名近く皆さん出入りなさっているようで、多分そういう方は家族

といらっしゃらないで、ほかの地域から一人でお住まいの方も多いんじゃないかなと思ってはいるんで

す。ただ、この間、支援学校を卒業してお勤め始めたお子さんがいるんですけど、結局ほかの障がいと

違って、自分が割と一生懸命やっちゃうんですね。幾日か。そうするとあとでぐたっと来て、それでほ

かの一緒に働いている仲間から、「何だ、あの人、ちゃんと働かないで手がおくれるの」とか、そうい

う疑問が出てきちゃっているんだけどどういうふうにしたらいいのかしらという。それは会社の扱い方

だと思ってはいるんですけど。やっぱり親としてもどうしてあげていいのか迷っているという話もちょ

っと聞きますし、自分で手帳はもらっていない。お医者さんは行かない人もいるんですね。中には。そ

ういう方は自分で就職を探すんですけど、幾日か行って衝突してやめて、また違うところを探すという、

そういう状態で、あともう全然あきらめちゃって、仕事のことは頭に入れていない家族の方もいらっし

ゃるような状態で、現にうちの息子自体も手帳をいただいていなんですね。主治医の先生は「いつでも

手帳を出すから言ってください」って言うんですけど、自分が何回かそうやって行って失敗しているの

で、怖くなっている面もあるのかなというところで。やっぱり家族同士でもなかなか本当に腹を割って

しゃべっているという人は少ないような気もするんですね。そうかって、それを伺ったからって、じゃ、

自分も一生懸命そちらのほうに首突っ込んで差し上げられるかなと思うとなかなかできないので、同じ

千葉の連合会なんか行きましても、お父さん方が多いんですよ。上になっている方が。それで結局自分

の子どもの面倒を見ながら、そういう事務所を立ち上げているという方もいるんですけど、そうなると

いうことはもう本当にそれにどっぷりつかり込まなきゃ無理かな。口先だけじゃ無理かなと思うことが
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多いんで、会なんかも講師の先生をお願いして頼むにしても、五、六人しか集まらないとか、そんなふ

うな感じで、どうしようかと思って毎年迷っているところなんですけど。また当事者に対して親の進め

方が下手なのかななんて思ったりね。

それで結局当事者自体もある年齢行っちゃっていますから、子どもというのじゃなくて、大人の世界

なんですね。だからなかなか本人を説得しにくいような状況で、もし訪問していただける順番があるな

らば、そういう方法もいいかななんて思っているんですけれど。話がまとまらなくてすみません。

リーダー：ありがとうございます。サブリーダー、何かコメントありますか。

サブリーダー：最初のほうに出てきました相談支援事業所は足りているのかどうなのかとかいう話とか、いろ

いろあったかなと思うんです。多分事業所をやっていると、どこへ行っても突然相談が入ってきたりす

るんですよね。そのときに受けられなかったりしたときに、結局何が一番困るかというと、電話も頑張

ってしてきた利用者さんとかがたらい回しになってしまって、「じゃ、連絡折り返しますので」と言っ

ておきながら、１週間も２週間もしても連絡が来ないとか、こちらからしないとか。じゃ、ほかのとこ

ろに回すかといっても、ほかの横との連携というのができていないと、横につなぎようがないというよ

うな、ちょっと負の連鎖ではないんですけど、相談支援事業所の横のつながりというところが今後必要

になってくるのかなと思うんですね。相談支援事業所はどれどれあって、どう足りていて、足りていな

いとか、そこの事業所が先ほど有限会社総合リハビリ研究所が言っていただいた、どういう特色があっ

てとかいうことを相談支援事業所間で熟知していないと、せっかく相談に頑張って電話をかけてきてい

る人たちのその頑張りをなしにしてしまうようなことというのが、実は起きているのではないかなとい

うのがすごく感じるんです。この１年間、私は浦安で相談をやっていてすごい思うことなんですけど。

何かそれがどんどんたらい回しになって、うちもだめです、うちもだめです、うちもだめですってなっ

ていったときに、じゃ、この人ってどこで誰がやってくれるのというのは、私市川でも相談する機会が

あるんですけど、そういうときにはこの間受けてくれていたから、今回うちがこっちでやりますよとい

うような助け合いみたいな形で続けていくということが必要になると思うんですね。何を言いたいかと

いうと、一番最初に出てきた実務者会議につながるんですけど、そういうのってどうしても大きな会議

の中で出てしまうと、そういう横のつながりとか、代表の人だけが出てくるという形になると、実際に

汗水たらして歩いて、この熱い中動いている相談員さんの顔というのが見えないですよね。実務者会議

って、どちらかというとそういう人たちが出てきて、日中動いている人たちもいるので、こういう人た

ちがいるんだなということのつながりの部分で出てきている案件を上に上げてくるという、先ほど介護

給付費等の支給に関する審査会に言っていただいたような流れができると、もっと浦安の中の相談とい

う部分が活性化されていくのかなというのを、皆さんの意見を聞いていてすごい思ったので、そんなこ

とができたらいいなと勝手に思っていました。

リーダー：ありがとうございます。そうしたら、残り時間が 45 分でまだ議題が２つ残っておりますので、き

ょうは皆さんからご発言いただいた課題が、システムのこと、あと情報発信のこと、それから相談員の

計画が１行というのが実際にあるということで、我々相談員自身の質の向上と、精神の当事者の方、ご

家族の方もなかなか社会につながっていきにくさの問題だとか、発信の問題だったり、そういう方たち
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へのご支援をどうしていくか。相談支援事業所がなかなか少なくて、本当に必要な人に届いていないん

じゃないかという疑問、不安。それから子どもの分野においては、発達センターが２カ月待ちというの

は本当に大変なことだなとちょっと思ったんですけど、子育てに不安を抱えているお母さんたちがなか

なかつながりにくい、その２カ月の間を支える何らかの事業所連携というか、仕組み、地域づくりが必

要じゃないかというご意見。いろいろお話が出ましたので、これを少しわかりやすい資料に整理をして、

次回につなげたいなというふうに思いました。

では次の議題２障がい者福祉計画の策定について、事務局から説明お願いします。

事務局：議題２障がい者福祉計画の策定について、資料は議題２資料（１）から（５）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。議題２資料（４）なんですけれども、数字に誤りがありましたので、本日差

しかえの当日資料をご用意しておりますので、そちらをごらんいただければと思います。

議題２資料（１）からご説明させていただきます。

計画の概要と計画策定スケジュールについて。まず障がい者福祉計画ですが、こちらは障がいのある

人を必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき社会のあらゆる活動に参加する主体と捉え、障がい

がある人が自らの能力を最大限発揮し、自己実現に向けるために取り組むべき障がい者施策の基本的な

方向を定めるというもので、この障がい者福祉計画というものを策定しております。

１浦安市障がい者福祉計画の概要について。市の計画としての位置づけなんですけれども、市役所で

もさまざまな計画を策定しております。まず、市の中心の計画として浦安市総合計画があります。こち

らは福祉に限らず都市整備ですとか、さまざまな市の施策について定めたものです。その下に各部門ご

との計画があります。福祉のほうとしては上位計画として、社会福祉法で規定された地域福祉計画とい

うものがあります。その下に各福祉部門の計画があります。浦安市障がい者福祉計画はこちらに位置づ

けられておりまして、表でいいますと隣の浦安市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画ですとか、浦

安市子ども・子育て支援総合計画、これらと連携ですとか整合性を図りながら推進していくものになり

ます。

続きまして、浦安市障がい者福祉計画の構成ですが、２部構成になっております。第１編については

障がい者計画という名前で、こちらは障害者基本法という法律に基づいて市が取り組むべき障がい者施

策の方向性を示したものです。市役所の各部署、そちらはさまざまな障がい福祉に関する施策を、主に

障がい福祉課、障がい事業課になりますが、さまざまな部門でも障がい福祉に関する施策を行っていま

すので、その市の施策を示したものがこの第１編の障がい者計画になります。

次に第２編障がい福祉計画。先ほども少しお話しました障がい者総合支援法、この法律に基づいてお

ります。こちらが障がい福祉サービスといわれるものです。居宅介護ですとか、通所施設の事業、生活

介護など、あとは障がい児の放課後等デイサービスですとか、そういった障がい福祉サービスを初めと

しました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となっていまして、総合的な生活

支援のための整備目標がこちらになります。必要な障がい福祉サービスや、浦安市役所が行っています

地域生活支援事業、このサービスの見込み量を示しているというものになります。
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３計画期間。計画期間につきましては平成 27 年４月１日から、平成 33 年３月 31 日までの６カ年間

の計画の後期計画となります。後期の期間は平成 30 年４月１日から平成 33 年３月 31 日になります。

現在既にある障がい者福祉計画につきましては前期となりまして、平成 27年から平成 29年度の３年間

の計画となっていました。これを今回 29 年度に見直しをしまして、平成 30 年度から 32 年度の障がい

者福祉計画を策定するというものになります。

続いて、計画策定のスケジュールです。計画策定につきましては、今飛ばしてしまったのですが、２

（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されております。こちらは自立支援協議会

委員 20 名、あとはこの相談支援部会ですとか、各部会の委員さんによって構成されたメンバーがこの

計画策定委員会というものになりまして、自立支援協議会と同じように年６回の会議を開催しまして、

この計画策定を中心に策定することになっています。

計画策定のスケジュールです。まず市役所担当課の進捗状況調査ということで、先ほど第１編でお伝

えしました市の各部署が実施しています障がい福祉に関する施策、この施策の各部署への進捗状況の調

査を、５月、６月で行います。今回新たに計画を策定しますので、この施策の拡大ですとか、あとは新

規事業ですとか、そういったところを盛り込んでいく形になります。

続きまして計画策定委員会。先ほどもお伝えしました年６回の計画策定委員会ですね。こちらが２月

まで６回行われます。次に部会の意見収集です。こちらは本日相談支援部会を開催しておりますが、こ

れから計画の素案策定までの各部会において、毎回この計画策定のことを議題に取り上げますので、各

部会のほうでこの計画策定に盛り込む内容についてご意見をいただき、協議をするような形になります。

続いて当事者団体のヒアリング。市内にこの相談支援部会にもご協力いただいています当事者団体の

皆さんにもヒアリングを行います。これは７月を予定しております。このヒアリングを受けまして、７

月から 11 月の期間に計画の素案を策定します。最終的に計画書を作成します。今お手元にはないかと

思うんですが、冊子が大体、前回のもので 120 ページぐらいの計画書を作成します。こちらの素案を

11 月ぐらいまでに作成します。この計画素案をもとにパブリックコメントといいまして、広く市民の

皆さんにご意見を伺います。このパブリックコメントを実施しまして、市民の方からご意見をいただき

まして、このパブリックコメントに対する回答を１月以内に行います。そしてこのパブリックコメント

の内容ですとか、あとは部会での委員さんの意見ですとか、これまでの当事者団体のヒアリング、そう

いったところを盛り込みまして、最終的に計画の最終案を決定します。それが２月ぐらいを予定してい

ます。

最後に計画書を印刷、製本し、３月末に計画を公開というのがスケジュールになっております。

続きまして部会の意見収集です。各部会に関係する課題、施策等について意見を収集することになり

ます。（４）は当事者団体のヒアリングを予定している団体になります。

議題２資料（１）については以上になります。

続きまして、議題２資料（２）です。議題２資料（１）でもお伝えしましたとおり、この計画につい

ては２編に分かれているんですけれども、両方とも国の法律に基づいて行われています。当然、国でも

計画を策定しておりますので、今回のこの計画策定に当たりましては国の方針ですとか、国の計画にの
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っとって行うとなっております。まず第１編の障がい者計画ですが、こちらは障害者基本法による国の

障害者基本計画、この方向性に基づいて行うんですが、国は第４次障害者基本計画といいまして、平成

30 年度から 34 年度、５カ年間の計画になっておりますが、こちらはまだ方向性が示されておりません

ので、本日は資料としてはこの方向性というのはわからないのですけれども、この障害者基本計画のも

ととなっています法律、あとは国際条約の条文をお示ししています。まず障害者権利条約は 2006 年に

国連で定められていまして、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ます。こちらに平成 26 年１月

20 日、条約を締結しております。この条約を締結して初めての国の障害者基本計画ということになり

ますので、この条約との整合性にも重点が置かれます。

また、国の障害者基本法については、目的としては、国民が障がい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

障がい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

実現するということが目的になっておりまして、この目的のために、この障害者基本計画の原則として、

条文が第３条から第５条があります。第３条については地域社会における共生、第４条については、差

別の禁止、第５条については、国際的協調というものが障害者基本計画の原則となっております。こち

らのほうは第４次障害者基本計画の方針がまた示されましたらご報告差し上げたいと思います。

続きまして、２障害福祉計画（第５期）にかかる基本指針。こちらについては、浦安市の障がい者福

祉計画の第２編、障がい福祉計画の基本指針になりまして、こちらについては、既に国から、前回の平

成 26 年度第４期計画の基本指針の改正がされまして、第５期の基本指針というものが出ておりますの

で、そちらの基本指針の改正内容についてお話したいと思います。

基本指針の主な改正内容（１）。こちらは訂正をお願いしたいんですが、表題が基本指針の主な改正

内容となっていますが、こちらが地域共生社会の実現のための規定の整備という項目になります。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。これが１つ目の改正内容になります。

内容としては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り組み等を計画的に推進するとい

うような内容になっています。

（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。こちらは平成 26 年度方針である精神

科病院から地域生活への移行が見直しになりまして、地域包括ケアシステムの構築を上げています。ま

た、（３）障害児支援の提供体制の計画的な整備。（４）発達障がい者支援の一層の充実。最後に（５）

障がい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かかる目標の設定ということで、基本

指針の改正が示されております。時間の関係上、項目の読み上げだけになりましたが、また計画策定の

方法、部会で話し合いをする中で、こういった項目、特に相談支援の充実に関する項目の説明をもう少

し詳しくしたいと思います。

続きまして、浦安市障がい者福祉計画の施策の基本方向について。これは現在の計画の基本方向にな

ります。こちらも全ては読み上げませんが、施策の方向性、そして基本施策という構成になっておりま
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して、３年前については、この部会や策定委員会などで話し合った結果、各重点項目というものが定め

られておりました。相談支援としましては、施策の方向性の２福祉・生活支援の充実の基本政策であり

ます、相談支援の充実というところで重点項目となっておりました。こちらの施策の方向性ですとか、

基本施策についても国の方針や、団体さんへのヒアリング、部会の意見なども参考にして、新たにつく

り変えていきます。

最後、当事者・事業者アンケート結果の計画への反映です。先ほども、28 年度の部会の議題で話が

上がりましたが、昨年度この計画策定のために、当事者に対するアンケート調査を実施しております。

このアンケート調査結果報告書を、本日お配りしております。本日は詳しい内容はやらないんですが、

今後必要に応じてこのアンケート調査結果報告書についても、この計画策定の議題の中で取り上げてい

くと思いますので、必要であればご持参をお願いします。必要な情報についてはこちらでも、何ページ

のところと初めにお示しできればと思いますので、そのときはご持参下さい。

議題２資料（３）事業者アンケートです。昨年度、計画策定のために浦安市に住民票を置いている市

民の方が受けているサービスの事業所さんに向けましてアンケートを実施しております。その結果にな

ります。こちらは浦安市在住の障がい者に福祉サービスを提供している事業者に対して行った、障がい

福祉サービス事業所に対するアンケートの結果になります。こちらは特徴のみ説明します。

２⑤今後の事業展開。現在、各事業所さんの行っている計画相談、特定計画相談事業所であったり、

通所事業所であったり、サービスの事業について、今後の事業展開についてうかがいました。「現時点

ではわからない」「縮小を考えている」「現状のまま」「拡大を考えている」という４つの項目だった

んですが、３年前は「拡大を考えている」が 40％で１位でした。今回については、「現状のまま」と

いうところが一番多く 34.7％で、事業を拡大していくという事業所さんが少し減ったのかなという印

象を受けました。

続きまして、３浦安での事業展開ということで、24 の障がい福祉サービス一つ一つについて、「現

在事業を市内で実施している」「事業参入を考えている」「側面的支援があれば浦安での事業を考える」

の選択肢で質問をしました。こちらについても、全体的に３年前よりも、事業参入を考えているとか、

側面的支援があれば参入を考えるといった事業所さんは大分少なくなりました。

続きまして、７円滑な事業運営を進めていく上で、困難を感じることという質問です。全体として２

人材の確保が一番多く、次が職員の資質向上になりまして、こちらは３年前と同じような回答でした。

これは前回１位の「人材の確保」は 65 件だったのに対して、今回は 121 件が人材の確保に困難を感じ

ると答えていまして、やはり困難を感じるという事業所さんがふえているのかなという印象を受けまし

た。またこちらについては、相談支援事業所についても同じような回答となっていました。

簡単ではありますが、議題２資料（３）については以上です。

続きまして、議題２資料（４）市の現状について。こちらは計画の策定に当たりまして市の現状、浦

安市の障がい者手帳を持っている方の現状、そして近年の推移を数字で示しています。こちらも特徴の

みお話します。

まず、浦安市の障がい者手帳所持者の推移。平成 24年から平成 29年の推移が載っています。全体で
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は５年間、平成 24 年から平成 29 年で 864 名増加しているという結果になりました。大体 23％の増と

になります。少し特徴的なのは精神障害者保健福祉手帳、こちらが５年間で 376人の増加。パーセンテ

ージでいうと79.3％の増ということで、精神障がい者の増加率がとても多い傾向にあると思います。

続きまして、年齢別障がい者の状況です。こちらの特徴としては、身体障がい者なんですが、０歳～

59 歳だと、人口当たり１％前後で推移しているんですが、60～69 歳が人口に占める割合が 3.35％、70

～79 歳が 6.93％、80 歳以上になりますと 12.27％ということで、やはり年齢が上がるごとにかなり大

幅に増加、人口の割合が多くなっているという形になりました。また療育手帳については、10 歳～19

歳が人口割合の 1.2％と一番高く、人数も 220 人と一番多いという結果になっています。また精神障が

い者につきましては 30～59 歳が、人口割合についても 0.7％以上と多くなっていて、人数も一番多い

という結果になっています。

最後は難病疾患者の状況になります。こちらは浦安市の難病疾患者見舞金の登録者数で、年齢別内訳

でいいますと、18歳～64歳が 536人、0.32％と一番多い結果になっています。

簡単ではありますが、議題２資料（４）は以上になります。

最後に、議題２資料（５）、先ほどもリーダーからのお話がありました計画相談支援の現状というこ

とで、毎回相談支援部会ではお出ししている数字です。計画相談支援ということになりますが、障がい

福祉サービスを利用する障がい者の場合には、障がい福祉サービス、障がい児の場合には障害児通所支

援というサービスがあるんですが、こちらを利用する場合には必ずサービス等利用計画を作成しなけれ

ばならない、となっておりまして、通常であれば、今相談支援部会にもご協力いただいています指定特

定相談支援事業所の専門の相談支援専門員が、この障がい福祉サービスを受けるためのサービス等利用

計画を作成しています。

現在の浦安の状況です。障がい福祉サービス受給者については、人数が 685 人、計画案作成も 685人

で、計画作成達成率は 100％となっています。この中にはセルフプランの方 75 人を含んでいます。セ

ルフプランというのは、相談支援事業所の相談支援専門員がサービス等利用計画をつくるのではなくて、

本人や家族、支援者等が作成するというものです。

（２）障害児通所支援。こちらは受給者が 392 人、サービス等利用計画作成書も 392 人で、100％と

なっております。こちらもセルフプランが79人含まれています。

続いてセルフプラン作成者の推移です。こちらは毎回、相談支援部会のたびにご報告してきましたが、

ざっとこの棒グラフを見ていただいてもわかるかと思いますが、色がわかりづらくて申しわけなかった

んですが、棒グラフが同じ年度に２つありまして、左側が障がい福祉サービス、右側が障害児通所支援

のサービスの受給者です。セルフプランがだいぶ右肩上がりになっています。一部抜粋しますと、平成

28 年５月から平成 29 年４月、大体１年間ぐらいでふえた割合なんですけれども、障がい者の計画のほ

うですと受給者が 643 人から 685 人にふえまして、42 人増加。そのうちセルフプランが 37 人から 75

人、38 人増加となっていまして、簡単に言いますと、新規の方の 42 人のうち 38 人、90％がセルフプ

ランだったという結果になっています。セルフプランだけで言いますと倍以上にふえているという形に

なります。また障害児通所支援の受給者になりますと、計画作成している受給者が 354人から 392 人、
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大体１年間で 38 人の増加となります。このうちセルフプランが 53 人から 79 人、26 人の増加となって

おりまして、こちらも大体新規の受給者のうち 68％ぐらいがセルフプランという結果になっておりま

す。

先ほどもご意見として相談支援事業所はそれでいいのかというようなお話がありましたが、こちらを

見てわかりますとおり、やはり今新規でつくっていただける事業者さんが少ないこともありまして、セ

ルフプランがどんどんふえている状況になっております。相談支援事業者が少ないということがやはり

結果として出てきてしまっていると考えています。この相談支援事業所をふやすことも、相談支援部会

で話し合っていければと思っております。

先ほど事業所に対するアンケートで、この計画相談支援事業所の浦安での事業参入を考えている、ま

たは側面的支援があれば考えるといった事業所については、こちらからもヒアリングを行っていまして、

どういったところがあれば参入できるかということも聞き取りを行っていますので、またご報告したい

と思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。時間がもう限られているんですが、福祉計画は毎回この部会でも議論し

ていって、先ほど事務局からもあったような相談支援事業所へどうやって提案していこうかという数値

目標なんかも、もしかすると皆さんのご議論によっては計画に反映していくという流れになるのかもし

れませんということです。

ご質問などはございますでしょうか。大丈夫ですかね。

そうしたら限られた時間でございますので、最後の議題の基幹相談支援センターの事業計画の説明を、

議題３資料をお手元に出していただきまして、冒頭皆さんからお話いただいた内容と連動させて、簡単

にご説明させていただきたいかと思います。

基幹相談支援センターでは、８つの活動をさせていただきますけれども、まず表でいいますと左側か

らご説明します。先ほどＮＰＯ法人カプアからも計画の質がいかがなものかというご指摘をいただいた

ところは、我々相談支援事業所としても質の向上の取り組みをやっていこうということで、連続９回の

サービス等利用計画を策定する上での質の向上及事例検討の講習会を、６月からキックオフさせていた

だくことになっております。山科先生、精神科の先生をお迎えして地域の皆さんがコンサルテーション

を受けることができる機会として、公開事例検討会という勉強会を開催させていただきます。講演会に

ついては去年２回ほどさせていただき、当事者の方の自己決定、自立生活、権利擁護ということをトピ

ックスにさせていただきました。社会参加という点でことしも講演会のほうを何かしら企画させていた

だこうかと思っております。

続きまして、先ほど地域包括支援センターの委員の皆様からもご指摘いただきました、顔の見える関

係づくりのきっかけになるかということで、地域包括支援センターとの勉強会ということを私どものほ

うで考えております。まさに 80－50、70－40 問題、介護保険と障がい福祉の連携及び相互の支援者の

顔の見える関係づくりをして実務に生かすということで、地域包括さんとの勉強会を企画したいと思っ

ております。

それから冒頭にご説明させていただきました相談員のみんなが集まって横のつながり、それから課題
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解決に向けて議論していく相談支援実務者会議を今年は８回開催いたします。それから児童、高齢、障

がい、教育、また民生委員の皆さん、地域相談員の皆さん、さまざまな方がお集まりいただきまして、

連携について考えるグループワーク形式の参加型の会議を年２回開催させていただく予定をしておりま

す。そして、基幹相談には後方支援という位置づけもございますので、相談支援事業所の皆さんの事業

所訪問をさせていただきまして、計画相談に関すること、それから困難ケースの協働促進という観点で

ヒアリング調査のほうをさせていただきます。最後の取組なんですけれども、先ほど個別支援計画とサ

ービス等利用計画の連携が必要なんだけれども、なかなか個別支援計画をつくるに至って、いい計画ば

かりではないということは少し我々も自覚しておりまして、サービス提供事業者のサビ管さんから見た

ときの、なるほどなと思えるいい計画ってどんな計画だろうということを、今回サービス提供事業者の

皆さんともディスカッションをしていただいて、質の高い支援計画をつくっていく取り組みを企画させ

ていただいております。このような全体像で進んでいくわけなんですけれども、この部会でも前半にお

話いただけたような課題が少しこの基幹事業のほうでも解決していくきっかけがつくれればいいなとい

うふうに思っております。

簡単で駆け足ですけれども、以上が基幹事業の説明となります。

あと二、三分ありますけど、議題２、議題３につきましてのご質問だとか、ご意見ございますか。

社会福祉法人敬心福祉会：質を上げていくというところでの話がずっとあって、そのために今相談支援事業所

をちゃんと足りているかななんていうところの話もあって、そう言えば昨年度の最後のあたりで、一人

当たりの相談員の持てる人数というところの話がたしか出たかなと思っていて、今事業所数も足りてい

ない中で、各事業所が場合によってはすごくたくさんのケースを受け入れていて、ある意味ではそこで

疲弊して、心が折れてしまうということがあるというのは、やっぱり市内の相談支援に携わるみんなに

とっての大きな痛手であって、その意味で一人頭の人数というところも考えていかなければいけないと、

たしか話が出ていましたが、そのあたりって、今現在どこでどういうふうな一人頭の人数を決めるとい

う考え方が継続してどこかで取り扱われているんだったかなということを、すみません、最後に確認し

ておきたくて発言させていただきました。以上です。

リーダー：これも地域課題の一つだという捉え方をして、追々相談支援部会で議論していくという理解で大丈

夫なんでしょうか。

事務局：そうですね。ご意見を伺いながら、１つの指標としては、こちらの補助金が一人 40 件ということは

お伝えしていると思いますが、それが妥当かどうかというところも、現場の考え方もあるかと思います

ので、今後議論させていただければと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：大丈夫ですか。ほか、大丈夫でしょうか。

有限会社総合リハビリ研究所：私たちは２月から浦安市で新しく事業展開をしているんですけれども、そのと

きに、基幹相談支援センターが地域の相談支援事業所にお願いするというお話を聞いたんですけれども、

それはうわさ話なのか、現実なのか、教えていただければ、怖くてどきどきしているところがありまして。

リーダー：事務局、よろしくお願いいたします。

事務局：基幹相談支援センターについては、昨年度からの、浦安市から委託をしているものですが、委託の指
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標として、計画プランについては新規は基本的には受け入れないということで、今後３年間で今持って

いる計画については、市内の相談支援事業所に移行していくという方針になっております。

有限会社総合リハビリ研究所：３年間はいつから３年でしたっけ。

事務局：平成28年４月１日から３年間となります。

有限会社総合リハビリ研究所：２年目がスタートしているところ。

事務局：はい。

有限会社総合リハビリ研究所：これはもう決定事項ということで。

事務局：はい。現在のところはそうなっております。

有限会社総合リハビリ研究所：わかりました。

リーダー：大丈夫でしょうか。では定刻を２分ほど過ぎましたので、最後、事務局から連絡事項があれば、そ

れをお聞かせいただきまして、何かございますか。

事務局：最後に、当日資料をお配りしております、少し色のついた資料で、「障がい福祉サービス事業所合同

説明会」。こちらが毎年行っています市内の障がい福祉サービスの事業所の合同説明会で、平成 29 年

５月 31日、水曜日、12時半から 15時、場所は市民プラザＷＡＶＥ101の大ホールです。浦安市内の障

がい福祉サービス事業所さんが集まりまして、プレゼンテーションですとか、事業所ブースを設けて、

事業所ごとにサービスのご案内ですとか、いろいろな相談をお受けいたします。特に申し込みの必要は

ありませんので、興味のある方はぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：チラシのご説明ありがとうございました。今チラシを確認させていただきまして、

福祉サービスの事業所というのは多岐にわたっていると思います。例えば児童発達支援、放課後等デイ

サービスを聞きたい方が実際に行かれて、就労支援のお話などですと、やはり気持ちが残念になって、

逆に就労のほうを聞きたいのに内容が児童発達支援、放課後等デイサービスだけだとか、そこでも残念

な気持ちになられると思いますので、事業所名は出さなくても構いませんので、どの範囲のものが出る

かというのはご記載いただけると、実際に参加したい方もあるかなと思います。今後で構いませんので、

どうぞよろしくお願いします。

事務局：すみません。説明が不足しています。チラシにもはっきり書いていなくて申しわけなかったんですが、

今回、障がい者のサービスになりまして、障害児に対する放課後等デイサービスとか、児童発達支援と

いうものが含まれておりません。そちらについてはまた秋ぐらいに、別に実施する予定となっておりま

して、今回は障がい者、18 歳以上の方に対するサービスのみということになっております。お願いい

たします。

リーダー：ありがとうございます。

有限会社総合リハビリ研究所：私はこのチラシを見させていただきまして、ちょっと感じたことは、私たちは

自立支援を促すためには、専門職種の集まりというところで、そこに多分かかわれる職種という、そこ

にかかわる制度というのは障害者総合支援法だけではないのかなと。これから連携といわれている中で、

医療機関とか医療にかかわる専門職が障がい者の自立を促せるためにかかわるという議論がございます
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と、この表現自体を、事業所側から見たんじゃなくて、利用者様から見た場合、自分の生活の自立を支

えてくれる事業所にかかわってくれる専門職種、もしくは各事業所という視点にしていただけたら、ま

た少し違った見方になるのかなと思って、ちょっと発信させていただけたらと思いました。

リーダー：じゃ、次回に生かしていただくということで大丈夫でしょうか。よろしくお願いします。

それでは、本日の部会はこれで終了させていただきます。

次回の会議は８月 24 日です。委員の皆様にはこれから２年間にわたりご協力いただきますので、ど

うぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。最後に少しだけ、遅れてこられた中核地

域生活支援センターがじゅまるの自己紹介をお願いいします。

中核地域生活支援センターがじゅまる：中核地域生活支援センターがじゅまると申します。中核センターが市

川と浦安が圏域で、千葉県の委託の事業をやります。中核のほうが総合相談というふうな形で、ことし

ちょっと運営規程が変わりまして、総合相談ではあるんですけれども、私たちのほうで制度にのらない

方、先ほどちょっと意見もあったように、障がいの成人の方から高齢のほうに移って、障がいのほうの

サービスを使っていない方、どういったところで相談していいのかというふうな方ですとか、あと場合

によっては家族の多問題のケースというふうな形で、ご本人に対しては例えば障がいを持たれていると

いうふうなことで、計画相談とかが入ったりするんですけれども、それ以外のこと、例えば債務のこと

ですとか、ご家族関係等の関係調整ですとか、あとは場合によっては外国籍の方とか、いっぱい問題が

あってどう取り組んでいいのかわからないというふうなところで、がじゅまるのほうにご相談をいただ

ければと思いますし、私たちは基本的に市川と浦安の圏域というふうなことであるので、実際に私たち

が全部回れるというわけではございませんので、場合によっては各相談事業所、包括センターもそうで

すし、計画の相談事業所、ましてや基幹相談支援センターとかかわらせていただいて、一緒になってチ

ームをつくってやっていくというような。だから最終的には家族の問題が減って、少しずつつなぎ先の

ところにつないでいくというふうな形をやってはいるんですけど、やっぱりなかなかずっと継続して私

たちがかかわっているケースもあって、なかなか困難ケースというふうなところは難しいのかなと思っ

ている現状であるので、計画相談も、今は足りているのかもしれないですけど、これから先どんどんふ

えていくというのも実情かなとは思いますので、現状に満足ではないんですけれども、質もそうですけ

れども、前回の相談部会でもあったのかもしれないんですけど、現状には満足せずに、質の問題もそう

ですけど、ふやしてくというふうなところも一緒になって取り組んでいかさせていただければと思って

おりますので、すみません、ぎりぎりで申しわけないんですけれども、今後ともよろしくお願いいたし

ます。

リーダー：ありがとうございました。そうしましたら、改めて、本日、これにて閉会でございます。ありがと

うございました。お疲れさまでした。



平成 29 年５月 30 日（火）

午後１時 30 分～３時 30 分

災 害 対 策 本 部 室

浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 29 年度第１回）次第

１．開会

２．委員紹介

３．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

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）基幹相談支援センターの平成 29 年度事業計画

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 年度自立支援協議会の議題について

（４）相談支援部会

①目的とおもな議題

目 的：相談事例の検討や課題の解決について協議し、相談支援事業の充実と相談

支援事業所の連携を図る。

主な議題：サービス等利用計画等の質の向上に関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

※市の事業報告は適宜行う。

②平成２９年度の議題案

回 議題

第 1 回

５月３０日

・平成 2９年度相談支援部会について

・基幹相談支援センター平成 29 年度事業計画について

・障がい者福祉計画の策定について

第 2～４回

・サービス等利用計画の評価について

・サポートファイルの活用について

・基幹相談支援センターの計画相談移行と後方支援について

・基幹相談支援センター事業報告（実務者会議、グループスーパー

ビジョン、ピアスーパービジョン等）（内容により非公開）

・平成 30 年度相談支援部会について

・障がい者福祉計画の策定について



自立支援協議会相談支援部会 平成 27・28 年度 議題

○平成 27 年度

回 議題

第 1 回

６月 18 日

・平成 27 年度・28 年度相談支援部会の運営と議題

・基幹相談支援センターの機能

・相談支援実務者会議活動報告

・グループスーパービジョン活動報告

第 2 回

９月 16 日

・計画相談の主旨を利用者に理解していただくための取り組み

・実務者会議からの提案

・グループスーパービジョン活動報告（非公開）

第 3 回

12 月 17 日

・計画相談の現状

・サポートファイルの活用

・実務者会議活動報告

・グループスーパービジョン活動報告（非公開）

第 4 回

２月 18 日

・計画相談の現状

・市の事業の報告

・サポートファイルの活用

・実務者会議報告

・グループスーパービジョン報告（非公開）

○平成 28 年度

回 議題

第 1 回

６月 16 日

・平成 28 年度相談支援部会の議題について

・「障がい福祉に関するアンケート」の実施について

・平成 28 年度基幹相談支援センターの事業計画について

・計画相談支援の現状

・相談支援実務者会議報告

第 2 回

８月 29 日

・計画相談の現状

・サポートファイルの活用について

・基幹相談支援センターの計画相談の移行と後方支援について

・サービス等利用計画の評価について

・相談支援実務者会議・グループスーパービジョン報告（非公開）

第 3 回

12 月 22 日

・計画相談の現状

・「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について

・サポートファイルの活用について

・サービス等利用計画の評価について

・相談支援実務書会議報告

・グループスーパービジョン報告（非公開）

第 4 回

２月 13 日

・計画相談の現状

・「障がい福祉に関するアンケート」結果中間報告

・平成 29 年度及び 30 年度相談支援部会の方向性について

・グループスーパービジョン報告（非公開）

議題１資料（３）



議題１資料（4）

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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浦安市総合計画

浦安市社会福祉協議会地域福祉活動計画
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「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２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２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
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浦安市障がい者福祉計画の施策の基本方向について(図)

＊現計画の基本方向

重点

重点

重点

重点

重点



5

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２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２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



議題２資料（５）

計画相談支援の現状

１．平成２９年４月末日現在の進捗状況

（１）障害福祉サービス等

障害福祉サービス等受給者 685 人

サービス等利用計画案作成（＊） 685 人

達成率 100.0 ％

＊障害児童通所支援の計画案と両方作成している方 69 人とセルフプランの方

75 人を含む

＊介護保険対象者は、41 人

（２）障害児通所支援

児童福祉法による児童通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービス等）を利

用する際の計画

障害児通所支援受給者 392 人

サービス等利用計画案作成（＊） 392 人

達成率 100.0 ％

＊セルフプランの方 79 人を含む

２．セルフプラン作成者の推移（平成 26 年 10 月末から平成 29 年４月末）
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３．指定特定相談支援事業所の推移

市内事業所及び市外で計画相談補助金を交付している事業所

新規 休止
年度末の

事業所数

平成２４年度 ７ ０ ７

平成２５年度 0 １ ６

平成２６年度 ４ ２ ８

平成２７年度 ２ ０ １０

平成２８年度 ０ ０ ８

平成 2９年度 １ 0 9※

※平成２９年度は、平成 29 年５月１日現在の数値。

新規の受け入れをしていない基幹相談支援センターを除く。



グループスーパービジョン
公開事例検討会 講演会 地域包括との勉強会

地域の関係機関との
連携会議 相談支援事業所訪問

サビ管とのなるほど計画
勉強会

対象者 相談支援事業者
行政（福祉課）

医療、福祉、教育分野で対人
援助に関わる仕事をしている方

障がいのある本人、家族、医
療、福祉、教育分野の支援者

基幹、地域包括、相談支援
事業所 関係機関

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）＋事業所

講師等 岩本先生 山科先生 追って調整 追って調整 岩本先生 基幹職員 追って調整

目的

◆良い計画づくりに必要な視
点、作成の流れを学び、ニー
ズに基づき作成する計画と
サービスを利用するための計
画作成の違いを学ぶ。
◆アセスメントの起点となる面
談技術について学ぶ。
◆事例の全体像をつかみアセ
スメントを深めることで、支援
の行き詰まり、支援手法を学
び、利用者さんへの質の高い
支援提供を目指す。

◆精神科医による事例
についての解説を聞き、
見立て（アセスメント）、支
援のスタンス（支援者とし
て構え）、考え方を学び、
事例の全体像を整理す
る。
◆疾患、障がい特性等の
基本的な知識、理解を促
進する。
◆具体的な支援手法を
学ぶ。

◆支援者、当事者、及
び、その家族が障害福祉
に関する新しい制度や法
律を学ぶ場をつくる。
◆地域ニーズに即して、
当事者、及びその家族に
必要な情報を発信する。

◆介護保険と障害福祉
の制度連携について学
ぶ。
◆親御さんが80代、障が
いのある子どもが50代
（80－50問題）（70－40問
題）などについて実務的
な連携を学ぶ。
◆障害福祉と高齢者福
祉、双方の支援者の連携
を深める。

◆今更、聞きにくい事が
聞けるフリーでオープン
な場とする。
◆相談支援専門員の質
の向上のための取組み
（研修等）について意見
交換を行う。
◆相談支援事業所間の
ネットワークを強化する。
◆相談員の経験値などを
共有する。
◆若手、中堅相談員育成
の場。

◆相談支援専門員が新
しい制度や知識を共有す
る場。
◆行政と情報交換、意見
交換をする場。
◆相談支援専門員がお
互いを支え合い、困り感
を発信、共有する場
◆地域に必要な社会資
源について議論をする場
（個別の支援事例から見
える地域課題について意
見交換をする場）

◆高齢・児童・障害・教育
など他分野の支援機関と
の「連携」を体感する機会
の提供（参加型アクティブ
ラーニングを基調とした構
成）
◆多様な支援者の出会
い、人的つながり、ネット
ワーキング促進の場の提
供。

◆困難ケースの協働促
進
◆相談支援事業所の支
援ニーズと現状を把握。
◆計画相談についての
問題点を確認、共有す
る。

◆サービス提供事業者
から見て「なるほど」と思
えるサービス等利用計画
について、サービス管理
責任者やサービス提供
責任者と意見交換を行
う。
◆サービス提供事業者
が個別の支援計画を作
成しやすいサービス等利
用計画について議論する
ことで、質の高い計画相
談支援を目指す。

概要

架空事例を用いて、グループ
ワーク形式で、サービス等利
用計画を作成。
グループごとにサービス等利
用計画を作成したプロセスや
着眼点について解説、発表。
作成された計画の内容の違い
等を比較分析して、「良い計
画」づくりについて学ぶ。面談
技術についてはロールプレイ
形式を活用して、参加型で面
談技術を学ぶ場を提供。
このほか、例年通り、困難事
例、他の相談員の意見を聞い
てみたい事例、これで良いの
かな・・と感じる事例などを検
討する。

地域の支援機関が対応
困難に感じている事例を
提出してもらい、その事
例担当者が概要説明を
行う。講師（精神科医）が
担当者にアセスメントの
ための質問等を行い、そ
の回答した情報を元に、
講師が障害特性、疾患、
具体的な支援手法や見
立てについて解説を行
う。その後、参加者より質
疑応答を受ける形式で実
施。

障害福祉に関する法改
正や新しい法律施行、制
度利用や取り組み等につ
いて、講義を受ける。
または、障がいのある当
事者の方、その家族など
から自立生活の実践や、
差別や虐待などの権利
擁護に関する事項につい
て講義を受ける。

実務者会議の一コマを活
用して、地域包括支援セ
ンターの職員さんに講師
を依頼して、障害福祉か
ら介護保険制度への移
行の流れや手続き、高齢
障がい者への支援、世帯
支援についての課題や
問題点について意見交
換を行い、知識を共有す
る。

障害福祉、教育、民生
委員、高齢者支援、児
童支援分野の支援者、
サービス提供事業所、
身体・知的障がい者相
談員、行政等が参加し
て、グループワークや
講師のミニ講座など「参
加型」の会議。連携に
関するテーマを設定し
て、そのテーマに沿って
議論を行う。

相談支援事業所一覧
に掲載されている相談
支援事業所を訪問して
ヒヤリング行う。

サービス提供事業所
の管理者、サービス提
供責任者から見た「良
い計画」「なるほど計
画」について意見交換
を行う。

４月

５月

６月
計画作成講座

（グループワーク） 6/19

７月
計画作成講座

（グループワーク） 7/24 連携会議 7/18 事業所訪問
８月

ＧＳＶ（事例検討） 8/21

９月 公開事例検討会 なるほど勉強会

１０月 ＧＳＶ（事例検討） 10/23

１１月
面談技術講座

（ロールプレイ他） 11/27 連携会議 11/22 事業所訪問
１２月 面談技術講座

（ロールプレイ他） 12/18 勉強会

１月 ＧＳＶ（事例検討） 1/22

２月 ＧＳＶ（事例検討） 2/26 講演会

３月 今年度のまとめ 3/19 実務者会議 3/22

平成２9年度 基幹相談支援センター事業計画（基幹事業）

相談支援実務者会議

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）

グループワーク形式で、参加型で実施。相談
支援の実践経験が10年以上のベテラン先輩相
談員をファシリテーターとして迎え、相談員間
の横のつながりを深めていく取組や、計画相
談支援に活きる実務的な情報などを学び、相
談支援専門員の連帯と目指す姿を共有してい
く。

実務者会議 5/25

実務者会議 6/23

実務者会議 8/25

実務者会議 9/19

実務者会議 10/20

実務者会議 12/22

実務者会議 1/19

西田氏

議題３資料



 

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。  


