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平成29年度第２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８月24日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

社会福祉法人パーソナル・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、浦安手をつなぐ親の会

社会福祉法人敬心福祉会、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

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、こども発達センター

４．議題

（１）障がい者福祉計画の策定と地域課題について

（２）意思決定支援について

５．資料

議題１資料（１） 計画の骨子（体系）と重点項目について

議題１資料（２） 計画の目次構成（案）について

議題１資料（３） 地域課題と市の進捗状況について

議題１資料（４） 計画相談支援の現状

当日資料（１） 東野地区複合福祉施設の計画の変更について

議題２資料 障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン

当日資料（２） 意思決定支援を考えるスタートラインとは…
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 29 年度第２回浦安市自立支援協議会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。

まずはじめに、会議の進め方について、確認事項がございます。

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。議事録には発

言者の法人名または団体名を記載いたしますので、あらかじめご了承いただきますよう、お願いいたし

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。

また、ご発言の際にお願いがございます。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。

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：皆様、こんにちは。お暑い中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

今日は議題が２つということですけれども、２つともとても大切な議題かと思いますので、早速、議

事進行に入りたいと思います。

まずは、議題１「障がい者福祉計画の策定と地域課題について」です。

それでは、事務局、説明よろしくお願いいたします。

事務局：議題１「障がい者福祉計画の策定と地域課題について」ということで、私からは、議題１資料（１）

と（２）の説明をいたします。

議題１資料（１）、前回概要をご説明した平成 30 年度からの障がい者福祉計画の骨子（体系）と重

点項目についてということで、左側に現計画、平成 27年度から 29年度までの現在の計画の障がい者福

祉計画の体系骨子、施策の方向性と基本施策が書かれています。真ん中には、昨年度実施しました障が

い福祉に関するアンケート調査の結果から導き出された課題を書いてあります。右側が新しい平成 30

年度からの浦安市障がい者福祉計画の体系骨子の案ということで入れています。こちらについてご説明

させていただきたいと思います。

まず、左側、現計画の施策の体系ということで、７つの施策の方向性とそれぞれに基本施策が書かれ

ています。

相談支援部会としては、２の福祉・生活支援の充実。こちらは、施策の方向性自体が重点項目になっ

ています。この相談支援の充実、在宅福祉サービスの充実、日中活動の場の充実、住まいの場の充実と

いうことで、基本施策が現在の計画では立てられております。

これに対して、アンケート結果から導き出される主な課題ですが、相談、２の福祉・生活支援の充実

に関しては、上の丸から２つ目、生活支援というところですが、「福祉サービスに対する多様なニーズ

が見られる中、個々の障がいのある人のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、居宅介護や生

活介護、短期入所などの在宅サービスの量的・質的な充実が必要です」と書かれています。具体的にア

ンケートを見ていただきますと、「暮らしやすくするために充実してほしいこと」というところで、１

番目に多かったのが「保健・医療サービスの充実」で 29.7％。２番目に「生活安定への支援」で
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29.3％という結果となっていました。やはり保健・医療サービス、生活安全への支援に要望が多くなっ

ています。

相談で言いますと、アンケートの中では、主な相談先についてご回答いただいていますが、一番多か

ったところが医療機関、２番目に多かったのが福祉サービス事業者、３番目が相談支援事業所という結

果となっていました。

相談体制で言いますと、相談体制のアンケート結果では、「相談体制はどう感じていますか」という

質問があったんですが、「満足である」とか「無回答」という回答以外では、一番多かったのが「気軽

に相談できる場や人がいない」。２番目が「専門的な相談窓口が不足している」という結果になってい

ました。こういったところからも、福祉・生活支援の充実の中で相談支援の充実も大変重要になってく

るかと考えています。

結果、新しい浦安市障がい者福祉計画の体系骨子の中でも、２番の福祉・生活支援の充実は重点項目

として上げたいと考えています。

それから、アンケート調査結果等からの主な課題の４番目の教育・育成ですが、こちらは障がい児の

方のご意見が多かったと思うんですが、自由な意見のほうから課題としては「専門的な相談機関や身近

な相談の場が求められており、一人一人の状況に応じたきめ細かな保育・教育がなされる体制の強化を

図る」となっていまして、やはり障がい児の方に多かったんですが、「専門的な相談機関が不足してい

る」という声が大変多くありました。こういったことからも、相談支援の充実というところも重点項目

を上げたいと考えています。

資料１（１）については、これらアンケート結果から、相談支援の充実を重点項目としたいと考えて

います。

今後、現行の計画の進捗状況ですとか、団体ヒアリングも行っていますので、その結果を踏まえて、

右側の新しい体系骨子や、重点項目を見直していきたいと考えています。

続きまして、資料１（２）です。

こちらは計画の目次構成ということで、左側に現行の計画の目次構成が書かれています。真ん中には、

前回もお話しした国が示す基本指針や、国の障害者基本計画が書かれています。右側には、新しい障が

い者福祉計画の目次構成の案を上げています。

前回、障がい福祉計画のところで国の基本指針の概要をご説明しまして、③の第５期障害福祉計画と

第１期障害児福祉計画というところでご説明しました。②の第４次障害者基本計画骨格案というところ

ですが、こちらは前回もお話ししたとおり、国の第４次障害者基本計画が現在作成中で、まだ計画とし

て決まったものができていないので、今、国が話し合いをしている案を載せてあります。

こちらも、国の第３次障害者基本計画を踏襲していますが、今回の障害者基本計画が、国際的な障害

者権利条約を日本が批准した後、初めての計画となりますので、全体的にこの障害者権利条約の理念を

意識したつくりとなってます。

国の障害者基本計画の構成ですが、対象期間が平成 30年度から 34年度の５年間。基本理念がありま

して、基本原則、そして各分野に共通する横断的視点、そして各分野における障害者施策の基本的な方
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向という構成になっています。

前回の第３次障害者基本計画から変わったところですが、まず３番の各分野に共通する横断的視点、

分野ごとではなくて各分野に共通する視点というところです。大体、文言としては同じですが、（４）

障害特性に配慮したきめ細かい支援に、重症心身障がい者、またその他、重複障がいの理解、施策の充

実が含まれるようになります。

また、（５）障害のある女性、子供及び高齢者の複合的困難に配慮したきめ細かい支援という項目が

新しく入りました。女性、子ども、高齢者といった状況でも困難があるということで、それと複合した

障がいや困難がある方に配慮したきめの細かい支援が必要であるということで、今回からこういった項

目が入っています。

Ⅲ各分野における障害者施策の基本的な方向ということで、11 の基本的な方向が示されているんで

すが、こちらが浦安市でいう、障がい者福祉計画の体系骨子の７つの施策の方向性と基本施策に一致す

るような形になっています。

この国の 11 の各分野における障害者施策の基本的な方向も、前回とほとんど変わりはないんですが、

幾つか新しい内容が盛り込まれたり、文言が変わったりしていますので、ご案内します。

まず、２．情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実では、「意思疎通支援の充実」とい

う文言が新たに加えられました。

３．防災、防犯等の推進は、前回、安全・安心という項目だったものが、「防災、防犯等の推進」と

書き方が変えられました。

４．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止。こちらは「虐待の防止」が新たにつけ加えられま

した。

５．自立した生活の支援・意思決定支援の推進では、「意思決定支援の推進」が新たに追加されまし

た。後ほど、議題にも上がっていますが、意思決定支援の推進が一つ加えられています。

大体、内容として変わったところは以上になります。このような考え方や、今後のヒアリング、アン

ケート結果なども分析して、目次構成についても施策の方向性や、基本施策同様に、必要であれば修正

していきます。

これに基づいて新たに④浦安市障がい者福祉計画の目次構成（案）ということで上げていますが、今

のところ、大きな変更は考えていません。

一つ変わったのは、第３編に障がい児福祉計画を別出しで項目立てたことですが、こちらは今回の国

の障害福祉計画の中で、障害児福祉計画をつくることが義務づけられましたので、別出しにして案とし

て上げてあります。ただ、内容として障がい児福祉計画を別出しにするよりも、中に盛り込んだほうが、

前回との比較もしやすいということで、今検討中になっております。これは障がい者福祉計画策定委員

会で話し合いまして、ご報告したいと思います。

事務局：続きまして、議題１資料（３）と議題１資料（４）についてご説明いたします。

議題１資料（３）をご覧ください。

地域課題と市の進捗状況についてですが、まず左側に昨年度の基幹相談支援センターの実務者会議で
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出た意見を載せていまして、真ん中に、昨年おこなった障がい福祉に関するアンケート調査結果の自由

意見を抜粋したものを載せています。先ほどの議題１資料（１）にあったアンケート調査結果等からの

主な課題を、もう少し細かくしたものとお考えください。

一番右側には、現行の浦安市障がい者福祉計画の進捗状況を載せています。

それぞれを、住まい、教育、就労、福祉サービス、その他という５つのカテゴリーに分けていまして、

実務者会議で出た意見に対応している部分をそれぞれ抜粋して、今回、資料にしています。

まず、住まいに関して。実務者会議では、浦安市内に入所施設がない、グループホーム以外の入所施

設がないことが課題ではないか、グループホームそのものが足りていないのではないか、また、重度の

人、身体障がいのある方の住まいが不足しているのではないかという課題が出されています。隣のアン

ケート調査結果でも、浦安市内にもっとグループホームができてほしい、グループホームに入るに当た

っての準備、身につけておくとよいことや、自立訓練、金銭管理や体調管理の指導してくれるサービス

があればいいと思うという意見がありました。また、自閉症の方や、衝動性のある障がい特性に対応で

きるグループホームをつくってほしい、女性が入れるグループホームが少ないのではないか、また、重

度の障がいのある方に対しての支援やグループホームをつくってほしいという意見が出ていました。

それに対して、浦安市の計画の進捗状況ですが、まず、障がい者グループホーム運営費補助金ですが、

グループホームを運営する事業者に対して、安定した運営、円滑な運営を促進することを目的として、

補助金を交付しています。こちらは計画どおりに進んでおりまして、平成 28 年度は、グループホーム

を新設したり、増設した部屋について、最初の入居者が入る日の前日までにかかった賃借料の補助を開

始しております。

次に、障がい者グループホーム整備事業補助金という、グループホームを整備した事業者に対して、

補助金を交付していますが、市では、この補助金を利用していただき、平成 29 年度までに 100 床の整

備を目指しているところではあるのですが、平成 29 年７月１日現在、60 床の整備となっており、やや

遅れている状況です。

次に、重度障がい者支援事業所運営費補助金です。障害支援区分４以上の重度の障がいのある方を支

援している市内のグループホームを運営する事業所、平成 28 年度は３事業所に対して補助金を交付し

ました。こちらも計画どおりに進んでおります。

４つ目が地域生活支援拠点の整備ということで、国の基本指針に基づき、東野に平成 32 年度末まで

に地域生活支援拠点を整備するものです。こちらは、国の指針で整備目標が平成 32 年度末までに延長

されたこともあり、少し遅れている状況です。グループホームに関しては、18 床の整備を予定してい

ます。

次に、教育ですが、実務者会議では、補助教員が減っている印象を受けるというものと学習支援が受

けられる場所が少ないという２つが課題として出ています。補助教員については、アンケート調査結果

でも、補助の先生が不足していて、ほとんどついていないとか、障がいに理解のある、知識のある教員

を増やしてほしい、また、そういった理解のための研修を取り入れてほしいという意見がありました。

２つ目の学習支援については、アンケート調査結果では、グレーゾーンと呼ばれている子どもに対し
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ての支援体制が確立されていないのではないか、また、進学先の選択肢がもっと欲しいという意見と、

浦安市内に特別支援学校をつくってほしい、全校に特別支援学級をつくってほしいという意見も出てい

ました。それから、子どもの難しいところ、できないことをしっかりフォローできるような学びの場を

つくっていってほしいという意見と、就学後や、高校卒業後に療育やＳＳＴなどを受けられる場が少な

いという意見が出ていました。

それに対して、市の計画の進捗状況ですが、まずは、教職員研修ということで、通常学級や特別支援

学級、通級指導教室担当の先生に対して研修の実施、外部の講師の方を呼んでの研修などを行って、教

職員の理解を深めました。こちらは計画どおりに進んでいます。

次に、まなびサポート事業です。特別な教育的支援を必要とする子どもの教育的ニーズを的確に把握

し、環境を整えて、より豊かな園生活・学校生活を実現できるように、子ども自身や保護者、学校の支

援を行っています。こちらも計画どおりに進んでいます。

次に、療育費用の助成ということで、障がいのある子どもが療育事業に参加したときの参加費用を助

成しました。こちらも計画どおり行いました。

次に、こども発達センターですが、発達に心配のあるお子様とその保護者の方を支援するために、グ

ループでの支援、個別での支援や療育、相談を行いました。また児童発達支援センターとしても保育所

等の訪問を行い、地域に対する支援事業を行っています。こちらも計画どおりに進んでいます。

最後に、青少年サポート事業ということで、小学生からおおむね 25 歳までの発達障がいのある方や、

その疑いのある方に専門性の高い相談や療育支援を行っています。こちらも計画どおり行っていまして、

毎年、利用者が増加している状況です。

就労の項目に移ります。実務者会議では、就労移行や就労継続Ｂなどの事業所はいくつかあるが、仕

事内容が偏っていてバリエーションが少ない。本人のニーズに合ったものがなかったりするという意見

が出ていました。アンケート調査結果もたくさん意見が出ており、抜粋してご紹介しますと、仕事内容

が接客や食品の製造にばかり偏っており、もっと高度なパソコンを使ったデザイナー、プログラマーの

ような専門職や、オフィス的な事務の実務的な仕事ができるように環境を整えてほしいという意見。就

労移行支援では専門的な職業訓練を受けられるようにしてほしい、障がいのある方にパソコンやインタ

ーネットのスキルをつけてもらえるようにしてほしいという意見も出ておりました。また勤務時間につ

いて、月に 30 時間ぐらい障がいの特性に合わせた時間で働ける場があるといいという意見がありまし

た。

あとは、企業側への意見として、体調不良のとき、発達障がいなどについて、もっと企業に理解をし

てほしいという意見や、就職しても、何かトラブルがあったときに、相談に乗ったり支援するジョブコ

ーチの理解がなかったり、人材がないように感じるというような意見が出ていました。

それに対して、福祉計画の進捗状況ですが、まず１つ目が、就労支援センター事業ということで、障

がいのある方が、就労の場や機会を得られるように就労相談、就労訓練、ジョブコーチ支援、就職活動

支援、職場開拓、定着支援、離職者支援等を行っていまして、こちらは計画どおりに進んでおります。

次に、雇用促進奨励金ということで、市内に居住する高齢者や障がいのある方を雇用する事業主に対
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して、雇用促進奨励金というものを交付しております。こちらも計画どおりに進んでおります。

次に、障がい者職場実習奨励金ですが、障がいのある方の雇用機会の拡大を図るために、市内に居住

する障がいのある方を職場実習に受け入れた事業主に対して、職場実習奨励金というものを交付してお

ります。こちらも計画どおりに進んでいます。

次に、身体障がい者福祉センター事業ということで、身体障がいのある方を対象に、生活介護や自立

訓練、また地域活動支援センターⅡ型の事業を行い、福祉的就労の促進を図るものです。こちらも計画

どおりに進んでおります。

次に、ソーシャルサポートセンター事業。精神障がいのある方を対象に、地域活動支援センターⅡ型

の事業を行いまして、こちらも計画どおりに進んでいます。

次に、障がい者福祉センター事業です。知的障がいのある方を対象に、生活介護や就労継続支援Ｂ型

の事業を行いまして、こちらも計画どおりに進んでいます。

最後に計画外ですが、障がい福祉ガイドブックというものを年に一度発行して配布をしております。

ただいま平成 29 年度版を作成しておりまして、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型などの事業に

関して、事業所一覧にサービス内容の詳細を掲載することで、より事業所を選択しやすいような工夫を

行っています。10月頃発行予定です。

福祉サービスの項目に移ります。訪問と通所の２つに分かれておりまして、実務者会議では、訪問に

ついて、市川市のような訪問型の生活訓練があるとよいのではないかという意見、また、居宅介護の事

業所はたくさんあるが、曜日や時間によっては担い手が不足している、緊急時の駆けつけ支援制度がう

まく活用できていない、制度の周知が不十分なのではないか、市内で行動援護サービスを受けられる事

業所が１カ所しかないという意見が出ていました。

また、通所については、通所先で入浴サービスを受けられる場所が少ない、市内で短期入所を利用で

きると普段どおりの生活が維持できるのに短期入所施設が少ないという意見、医療型の児童発達支援の

事業所がない、医療的なケアが必要な児童への支援提供が可能な事業所が市内に少ないという課題が出

ていました。

アンケート調査結果では、訪問について、福祉サービスを提供するスタッフの人材確保が課題なので

はないかという意見が出ていました。

通所に関しましては、すみません、入所している方の意見も含まれているのですが、入浴が週４回な

ので、夏場だけでも６回くらい入れるといいという意見、浦安市内に短期入所が増えてほしいという意

見がありました。また、医療型の重度障がい者を預けられる施設が限られているということで、もっと

病院、施設をつくってほしいですとか、医療的ケアが必要な子を受け入れる場所が少ないので、増えた

らいいなという意見が出ていました。

それに対して、障がい者福祉計画の進捗状況ですが、１つ目が、障がい者等一時ケアセンターという

事業で、短期入所や日中一時支援事業を行うとともに、介護者の疾病等による緊急預かりを 24 時間

365 日行います。また看護師等を配置することで、痰の吸引や経管栄養等の医療的ケアを提供しました。

こちらは計画どおりに進んでおります。
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次に、障がい者短期入所事業所運営費補助金ということで、市内で短期入所事業を運営する事業者に

対して補助金を交付しております。平成 28年度に開始して、２事業所に交付しました。平成 29年７月

１日現在、短期入所は８床が整備されています。

次に、地域生活支援拠点の整備。こちらは先ほどご説明した、東野に整備する予定のものです。短期

入所の整備も検討しておりまして、６名定員で整備をする予定です。

次に、先ほど説明した重度障がい者支援事業所運営費補助金ですが、計画どおりに進んでおります。

次の身体障がい者福祉センター事業。こちらも先ほど説明しましたが、痰の吸引や経管栄養等の医療

的ケアも提供していまして、こちらも計画どおりに進んでおります。

次に、障がい者福祉センター事業ということで、こちらも先ほど説明していますが、計画相談の実施、

サービス等利用計画の作成も行っておりまして、こちらも計画どおりに進んでおります。

次に、重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金ですが、児童発達支援や放課後等デイサービス、

日中一時支援を行う事業所に、医療的ケアを行う看護師の人件費の一部について補助金を交付しており

まして、こちらも計画どおりに進んでおります。

最後に、浦安市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というもので、平成 29 年の

８月分から開始する予定でまだ通知ができていないのですが、障がい福祉サービスに従事する方の人材

の確保と離職の防止を図ることを目的に、事業所が従業者に支給する住宅手当に係る経費の一部を助成

する予定です。

最後、その他の項目について、これは３つに分かれております。１つ目、実務者会議では、計画相談

を利用していなかったり、地域活動支援センターなどのサービスにつながっていない、地域に埋もれて

いる人の支援、特に精神障がいで自宅にひきこもりでサービスを受けていない方をどう支援につなげる

かというのは課題なのではないかという意見が出ました。第１回相談支援部会のときに、委員の皆様か

らも、同様の意見をいただきました。

アンケート調査結果でも、自分からコミュニケーションをとることは難しいので、困っていることを

時々聞きに来てもらえるとありがたいという精神障がいのある方のご意見でしたり、精神の病気で訪問

サービスを使うという発想がなかったので、もっとたくさんの方に訪問看護のことを知ってもらいたい

という意見。また、介護や支援が必要な人に対する精神的なサポーターを地域レベルで育成して、確保

する必要があるのではないかという意見が出ていました。

これに対して市の進捗状況ですが、１つ目が、身体障がい者相談員、知的障がい者相談員として当事

者やそのご家族の方にご協力いただきまして、地域の身近な相談窓口ということで、電話やファクスな

どで相談対応していただいております。こちらは計画どおりに進んでおります。

次が、ソーシャルサポートセンター事業です。精神障がいのある方が住みなれた地域で、生きがいを

持った生活が営めるように、レクリエーション活動、軽作業、交流の場の提供を行う地域活動支援セン

ターⅡ型の事業を実施して、福祉の増進を図ることができました。また、計画相談、地域移行、地域定

着支援の相談業務も実施しておりまして、こちらも計画どおり進んでおります。

その他の項目の２つ目。実務者会議で出ていた意見で、無料のママ友達がつくれるような親子広場の
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ような場があればいいということで、こちらも前回の相談支援部会で、地域課題として委員の方から出

ていたと思います。アンケート調査結果では、同じように、家族同士の集いの場、親同士の話せる場が

欲しいという意見がありました。

また、親同士というよりは当事者の方ですが、障がいを持っていて、新しい人間関係を築くことは難

しいという意見も出ておりました。

これに対して市の進捗状況ですが、公民館活動ということで、中央公民館では、きぼうアフターファ

イブといいまして、企業等に就労する障がいのある方の夕方からの余暇支援事業というものを行ってお

ります。こちらは、平成 29 年度からは実施はしておりませんが、28 年度は計画どおりに実施しました。

また、堀江公民館ではきぼう青年学級というものを実施しております。これは知的障がいのある方が

休日の過ごし方を学ぶことを目的に日曜日に開催しているのですが、こちらは平成 29 年度も行ってお

りまして、計画どおり進んでおります。

その他の３つ目、最後になります。実務者会議では、計画相談支援事業所の受け入れ状況が×が続い

ていて、受け入れ先がないという意見が出ていました。アンケート調査結果では、計画相談に対して満

足かどうかで、「不満がある」と回答した方にその理由を聞いたところ、無回答を除くと、一番多かっ

たのは、「事業所のサービスの質」で、２番目に「市内にサービス事業者が少ない、またはない」が

17.2％と多く、実務者会議から出た意見と、同様になっています。

障がい児の相談支援に関しても、不満と回答された方に理由をお伺いしておりますが、「市内にサー

ビス事業所が少ない、またはない」が 42.9％ということで、もっと多く、「事業所のサービスの質」

という項目と同率で一番多い意見となっております。

その他の意見としては、24 時間 365 日体制の事業所というものを増やしてほしいですとか、相談員

さんに力量に差があるのではないかというご意見もいただいております。

それに対して、障がい者福祉計画の進捗状況としましては、２つありまして、１つ目が、基幹相談支

援センター事業です。こちらは、障がいのある方が地域で生活するための制度や、サービスの利用、申

請の援助などを24時間365日体制で実施していますが、こちらは計画どおり進んでおります。

２つ目は計画相談支援推進事業補助金で、計画相談の円滑な実施を促進するために市外を含む計画相

談支援事業所に対して、相談員に係る経費の一部を補助しております。こちらも計画どおりに進んでお

ります。

続いて議題１資料（４）をご覧ください。計画相談に関して毎回出している資料ですが、最新の状況

を示しています。１．平成 29 年７月末現在の進捗状況です。障害福祉サービス等受給者 685 人中、サ

ービス等利用計画案作成の方が 685 人で、達成率 100％となっておりますが、その中でセルフプランの

方が68人、計画案作成者の9.9％の方がセルフプランを利用されている状況です。

次に、障害児通所支援では、障害児通所支援受給者 404人中、サービス等利用計画案の作成が 404人

で達成率 100％になっておりますが、そのうちセルフプランの方は 84 名、計画案作成者の 20.8％の方

がセルフプランを利用されている状況です。

２．セルフプラン作成者の推移ということで、今年度の４月末と比べますと、障害福祉サービスの方
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は少し減少していますが、障害児の方は増加傾向にあります。

３．指定特定相談支援事業所の推移に関しては、特に変動はございません。

資料（３）の意見など参考にしていただき、計画についてご意見いただければと思います。

長くなりましたが、以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

当日資料（１）東野地区複合福祉施設の計画の変更についてというのは、どこかでご説明していただ

けますか。

事務局：こちらは、一番最後の連絡事項で説明させていただきます。

リーダー：今説明してもらったほうが、皆さん、ご意見出しやすいですかね。福祉計画策定委員会、地域課題

と東野の拠点って、連動しているかなと思うので。もしよろしければ、今このまま引き続きご説明して

いただけたらありがたいと思うんですが。

事務局：担当者を呼びますので、少々お待ちいただけますでしょうか。

リーダー：そうですか。そうしたら、待っている間に、皆さんご意見があれば、お願いしたいと思うのですが、

いかがでしょうか。こんな施策があればいいとか、質問でもよろしいかとは思います。皆さんの現場か

ら見える課題と、それと保護者や当事者の方がご記載になったアンケートと、それに対しての解決策、

改善策としての市の事業であり、福祉計画という流れになるかとは思います。いかがでしょうか。

社会福祉法人敬心福祉会：議題１資料（３）のグループホームの話ですけれども、浦安市障がい者福祉計画進

捗状況というところの上から２つ目のグループホーム整備事業補助金というところですが、進捗状況が

「やや遅れている」となっていて、29 年度までに 100 床の目標が７月１日現在で 60 床の整備となって

いるということで、今後の予定とか、見通しとして、現状、特に計画としては上がっているのか、いな

いのかというところもお聞きできたらと思いますが、いかがでしょうか。

事務局：これから説明するところではあるんですが、計画としては、先ほどもお伝えした地域生活支援拠点、

東野の複合福祉施設で18床の整備を予定しているということです。

あとは、この障がい者グループホーム整備事業補助金は引き続き行っていきますので、なるべく計画

達成できるように整備を進めていくことになると思います。

社会福祉法人敬心福祉会：ありがとうございます。ほかにもいくつかいいでしょうか。

資料（３）の障がい福祉ガイドブックですが、訪問してサービスについてのアドバイスをご家族やご

本人とするときに、新しいものを持っていないという方も時々おられて、これ、どういう形で利用者さ

ん、ご家族さんに配られるのか。あるいは、10 月頃に発行予定ということだったので、「10 月頃発行

予定なので、それ以降に市に問い合わせてみてください」というふうにお伝えをしたほうがよいのかど

うかなんですが。

事務局：ガイドブックは毎年、10 月ぐらいに新しいものを発行するようにはなっています。基本的には、障

がいのある方皆さんに送付ということは行っていないんですが、障がい福祉課の窓口、障がい事業課の

窓口で配布はしています。要望がありましたので、今年度は、新しいものができましたら、障がい福祉

団体さんと、あとは事業所さん宛てにお知らせしたいと考えています。
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社会福祉法人敬心福祉会：ありがとうございます。

事務局：窓口に来るのが難しい方もいらっしゃると思いますので、障がい事業課にご連絡いただければ、郵送

での提供も行っています。あとは、電子ブックを今掲載していますので、ホームページからも閲覧でき

るようになっておりますので、ご活用いただきたいと思います。電子ブックは、随時、新しい情報に更

新できるようになっていますので、特に事業所一覧などについては、最新の状態は電子ブックを見てい

ただいた方がよろしいと思います。

社会福祉法人敬心福祉会：ありがとうございます。

あと、議題１資料（３）の計画相談支援事業所の受け入れ状況等のところで、アンケートの結果のと

ころに事業所のサービスの質という感想があるんですけれども、これは意見ですが、計画相談の場合、

サービスの質とありますが、今、計画の内容、質というところを結構問われていて、サービスとしてど

こまで応えていくか、それは計画の内容ということだけなのか、それとも、計画相談支援の中で、何が

どこまでのサービスを提供していくということが求められているのかというところで、さらに言えば、

求められているものが、どこまでやっていけるのだろうかというところの、何か今後、この計画ができ

るようなころには踏み込んで考えられるとよいのかなということを思いました。

あと、もう一点。これは質問ですが、その他の「無料のママ友達がつくれるような」というところで、

アンケート結果のほうにも家族同士の集い、親同士の集いというのがあるんですが、そこが進捗状況の

ところで、公民館活動というものがあって、これが計画どおりにこのニーズにかなっているという形で

記載されているんですが、公民館活動って、利用者さん、障がい持っておられる方たち、ご本人たちの

活動であって、家族同士とか、親同士というところと、ちょっとずれているのかなというふうに思うと、

そこにもちょっと視点が向けられてもよいのかなというふうに思いました。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにご意見がなければ、当日配布資料（１）東野の拠点についてはおそらく皆さんも情報が出てい

たほうが発言しやすいかと思うので、一旦意見をお聞かせいただくのを中断させていただいて、事務局

からご説明いただこうかと思います。ご準備、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。

事務局：今回、当日資料ということで、東野地区複合福祉施設の計画の変更について、事務局からご説明させ

ていただきます。

国の基本指針の中で、障がい者の高齢化や重度化や親なき後も見据えつつ、障がい児者の地域生活支

援をさらに推進する観点から、地域における課題の解決を目指す地域生活支援拠点を、各市町村、また

は各圏域に１カ所整備するというものが打ち立てられました。

当初、国は平成 29 年度末までに整備するようにという基本指針を出していたんですが、今年２月に、

変更ということで、平成 32 年度末までに１カ所整備するようにというものが打ち立てられたところで

す。

浦安市においては、現在、総合福祉センターであるとか、ゆうあい、ソーシャルサポートセンターと

いう精神に障がいのある方の地域活動支援センターになるんですが、そういう建物がかなり老朽化が進

んでいたり、かなり手狭になってきているということもありまして、２年ほど前から東野地区に複合福
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祉施設ということで、今日お配りした資料にはありませんが、地域生活支援拠点プラス既存の施設を集

約した複合福祉施設を整備する計画ということで、昨年度から基本設計を進めていったところです。

当日資料（１）の２．機能をご覧ください。当初、通所棟と居住棟ということで、２棟建てで整備す

る予定がありまして、通所棟の部分については、１階部分に身体障がい者福祉センターということで、

身体に障害のある方の多機能施設になります。身体障がい者福祉センターと地域福祉センター、これが

障がい者団体が借りられるスペースになります。あと、防災備品庫ということで整備する予定になって

いました。

２階部分については、生活介護事業所ということで、生活介護事業所の部分と地域福祉センター。こ

ちらも昨年度運営事業者を募集して、佑啓会という新しい法人が運営する予定になっています。

３階部分については、社会福祉協議会の事務所とファミリーサポートセンター、ボランティアセンタ

ー、あと地域福祉センターです。

４階部分については、ソーシャルサポートセンターと同じく地域福祉センターを整備する予定で計画

しておりました。

皆様ご存じだと思いますが、３月に松崎市長から内田市長に変わりまして、今回、東野複合福祉施設

のみならず、全事業の見直し、総点検を行いました。

その中で、社会福祉協議会の部分については、事務所機能ということがありまして、この東野複合福

祉施設を整備するにあたり、市民が使える、市民に開かれた施設ということで、事務所機能ではなくて、

市民が使える施設整備として、新たに再検討ということになりました。既存の地域活動支援センターⅠ

型を浦安市内の今川地区と新浦安駅前の２カ所整備していますが、特に新浦安駅前の部分が６年前の震

災の影響があって、かなり建物が傷んでいるということと、配管等についても、仮設部分を変更するに

はかなり大規模な工事を要する状況になっているということもあり、今２カ所で整備している部分を１

カ所に集約して、３階に整備していくという計画変更があります。

また、計画相談が、今１割から２割の方については、計画相談支援事業所による計画がつくっていた

だけない現状があって、セルフプランになっているということもありますので、新たに指定特定相談支

援と障がい児相談支援、要は計画相談の部分も入れ込んだ形で社会福祉協議会が抜けた後の機能という

ことで、地域活動支援センターⅠ型と計画相談の部分を新たに整備するという計画があります。

こちらについては、今後、障がい者団体の皆様、各関係機関の皆様にご説明、またヒアリング等を実

施してご意見をいただく計画です。

あと、１．整備時期ですが、当初、31 年４月オープンを目指して計画を進めていたんですが、この

複合福祉施設がかなり特殊な建築物であることと、あわせて事業の見直し等も図った関係で、最終的に

グランドオープンが 32 年４月と、１年遅れる計画になっております。ただし、既存のソーシャルサポ

ートセンター、身体障がい者福祉センター、もろもろの施設があるんですが、こちらにつきましては、

準備がある程度整い次第、32 年４月前に段階的にオープンしていくということです。現時点での予定

ですと、東野複合福祉施設の建物については、大体、31年の11月から12月ごろ建設完了予定です。

リーダー：ありがとうございました。
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新しい情報もたくさんあったのではないかと思うんですけれども。この東野の拠点について、質問も

ある方もいらっしゃるかもしれませんし、それを踏まえた浦安の福祉全体的な事案に対するご意見とか

あれば、ぜひこの機会にご発表いただければと思います。

有限会社総合リハビリ研究所：議題１の資料のところの一番下のところで、保健・医療のところでもあったと

思うんですけれども、相談事業所に対して、気軽に相談できないというアンケート調査から結果が出て

いたりとか、１番はやっぱり相談しやすいのが医療機関、２番目が事業所、３番目に相談事業所という

ことも言われていたと思うんですけれども。議題１資料（３）の一番最後の下のところでも、なかなか

相談事業所に対するところが、あまりいい運営ができてないのかなというのがあるんですけれども、ど

う考察されているのかなということを教えていただけたらなと思います。

事務局：先ほど口頭でお伝えした議題１資料（１）のアンケート結果で、相談先というところで３番目が相談

支援事業所だったということですが、このアンケート自体が、サービスを使われている方だけではない

ということもありますので、そういった理由もあるかとは考えています。

また、気軽に相談できるところがないとか、相談支援事業所に対する不満があるというところも踏ま

えて、昨年度の相談支援部会でも話し合っているとおり、計画相談の評価というよりは、質の向上とい

うことで、実務者会議を中心に、相談支援事業所、また、相談員さんの質の向上ですとか、計画相談の

市の中での統一性というんでしょうか、そういったところも、今後、話し合って進めていきたいとは考

えています。

有限会社総合リハビリ研究所：ありがとうございます。

その「質」とよく出てくるんですけれども、どのあたりを含めた質というのをお考えなのかなという

ところは少し気になる。ただ、本当に福祉医療全般にかかわってくる。特に相談業務というのは、入り

口のところ、マネジメント業務で非常に重要なポイントかなと思いますので、そこで何か対策等がある

のかなということがあればお聞かせいただけたらと思います。

事務局：質というところで、先ほども社会福祉法人敬心福祉会からもありましたけれども、計画のつくりよう

の質なのか、あとは普通に一般相談ですとか、そういったところの対応の質なのか、その辺がちょっと

アンケートで読みきれないところもありまして、今、こういったところに力を入れていきたいというと

ころまで事務局で考えているわけではありません。ただ、相談支援部会としては、もともとのところに

計画相談の質の向上というところはあるかと思いますので、相談支援部会として、重視したいとは考え

ています。方策というところまでは、まだ考えられていないところはあります。

有限会社総合リハビリ研究所：その中で、議題資料１資料（１）のところの新しく計画を立てる中の２番目、

重点課題とされている福祉・生活支援の充実、この中の相談支援の充実という中で、そこにもあったと

思うんですけれども、専門家というところに対する焦点が当たっているのかな。これは、ご質問という

より、私からの意見ということなんですけれども、専門家をどう配置していくか。特に相談支援員さん

というのは、もともとの元資格がさまざまな方がいらっしゃって、そこから資格を取ってされている方

もいると思うんですけれども、その元資格の方のキャリアであったり、考え方、職業の専門的アイデン

ティティーによって、計画の方向性も大きく変わるのかなと思いますので、そこの充実というのも必要
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なのかな。一般的に相談業務といいますと社会福祉士さん、精神分野でいきますと精神保健福祉士さん、

もしくは、保健師さんが近くになるのかなと思いますけれども、やはり医療との連携となりますと、看

護師さんであったり、リハビリテーション職種を持った職員の配置というところも、幅広い、深い視点

でのマネジメントにつながっていくのかなと思いますので、少し伝えさせていただけたらなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

そのほかのご意見、ありますか。

介護給付費等の支給に関する審査会：確認なんですけれども、この進捗状況についてということが、先ほどか

ら出ている計画相談事業所の受け入れ状況云々、ここのところの項目なんですけれども、ここで計画相

談に関する設問も、それから、障がい児相談支援に関する設問のところでも、サービスに対する不満と

回答した理由というところと、その不満の内容というのは、相談支援、障がい児相談支援に対する不満

についての項目がそれぞれ上がっているということでよろしいんですよね。

事務局：はい。そうです。

介護給付費等の支給に関する審査会：ということは、不満の理由の中で「支給決定を受けたが、サービスが受

けられない」というのがありますよね、両方とも。それに対して、例えば、障がい児相談支援に関する

設問のほうでは、そのパーセンテージが大きいじゃないですか。28.6％になっていますけれども、「支

給決定を」の部分がちょっと意味不明でして、これ、他の福祉サービスの提供が受けられないというの

はわかるんですけれども、これがあることによって、私は混乱していて、もしかして福祉サービス一般

に対する不満なのかなともとれたんですけれども、そこのところを確認させてもらいたいんですけれど

も。

事務局：すみません。本日、アンケート調査結果、お持ちいただければよかったですね。こちらのほうからお

伝えすればよかったです。

このアンケートは、計画相談も含めて、各障がい福祉サービスと、障がい児を対象としたサービスの

全般について「不満である」と答えた方にお尋ねしているものです。不満と回答した方に、理由を５つ

の項目から選ぶようになっていまして、「事業者のサービスの質」、「希望したサービス内容ではな

い」、「支給決定を受けたがサービスが受けられない」、「市内にサービス事業者が少ない、またはな

い」、「希望する時間にサービスが受けられない」、あとはそのほか、自由意見なんですね。

計画相談に関しては、「支給決定を受けたがサービスが受けられない」ですとか、「希望する時間に

サービスが受けられない」というのは、ほかのサービスとは違う回答にはなるのかと思いますが、選ぶ

回答方式になっているので、選んだ方がどういったことで書いているのかまでは、わからないところも

あります。この「支給決定を受けたがサービスが受けられない」というのは、もしかしたら、障がい、

計画相談のサービス、事業所が見つからないという意味かもしれないですし、または計画相談の話では

なくて、ほかのサービスが受けられないということかもしれません。そこは細かく確認がとれていない

のですが、統計としては、このように上がっているという形になります。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、わかりました。ということは、ここのところに出ているパーセン

テージとか、この内容というのは、相談支援に対することの意見ということでは、ぴったりではないと
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いうことですね。

事務局：そうですね。

介護給付費等の支給に関する審査会：この相談支援に対しての質問をして、それでこの回答が出たということ

ではないんですよね。

事務局：そうですね。相談支援だけに特化して質問していないので、質問の仕方がサービスに寄ってしまって

いるというのはあると思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：だから、先ほどから言っている、例えば、サービスの質が問題視されて

いるけれども、これはアンケートの回答によると、計画相談なり、いわゆる相談支援という事業に対し

ての質が問題視されている。直接は結びつかないところはあるんでしょうか。

それともう一つ、ここのところで自由回答みたいところで、何かそういう計画相談とか、相談支援事

業の設問の自由回答や何かのところで、別なご意見とかはなかったんでしょうか。

事務局：一応、議題１資料（３）、一番後ろのその他意見が、自由意見を抜粋したものになっています。

先ほど言われたサービスの質ですが、ほかのサービスも列挙した中で、計画相談事業所についても選

ぶような形になっていますので、意図としては、計画相談とか、相談支援事業所に対するサービスの質

というふうに考えているのではないかと思っています。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

計画相談に関しては、先ほど社会福祉法人敬心福祉会も有限会社総合リハビリ研究所もご発言あった

ように、アンケートや利用者さんのお声からすると、我々は支援の質が問われている。その一方で、受

け入れ事業所が少なく、集団指導なんかでは、一人 40 件ぐらいは頑張って持ってほしいというお声も

ある。セルフプランがどんどん増えていっている傾向にある。そんな中で、現場の相談員さんとしては、

さっき社会福祉法人敬心福祉会さんが言われたように、質も担保したい。しかし、たくさん受けてもい

かなければならない。状況としては×の事業所が多くて、相談支援事業所も増えていけばいいというよ

うな、現場としては、ちょっとぐるぐるするようなジレンマで、日々ケースワークを行っているのでは

ないかなということは、実務者会議や相談支援事業所の皆さんからお話を伺うと、びしびし感じてくる

ものなんですけれども、じゃ、実際に障がい福祉計画に数値目標を入れていくわけなんですけれども、

相談支援事業所がいくつできればいいみたいな、具体的な数値をはじくときの根拠となる不足感といい

ますか、そういうところって何か、今、策定委員会さんだとか事務局で具体的な数値目標みたいなもの

というのは何か、イメージがあるんでしょうか。

事務局：まだ計画の第２編の障がい福祉計画、こちらのほうでサービスの実績をまず出しまして、これから見

込みを出すというふうになっていくんですが、まだ、こちらの分析ができていないんですね。ただ、今

後、サービスの 27、28、29 年度の実績を出しまして、今後どれぐらいの、計画相談見込みがあるのか

を出していく形になると思いますので、今後、また次回とか、その次ぐらいには、見込み量を出してい

けるような形になりますし、またそういったところでも、こちらとしては、一定の要件というんですか、

例えば、計画、サービス利用者の伸び率ですとか、あとは障がいのある方の伸び率ですとか、そういっ
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たところで掛け合わせていって、最終的に見込みを出すんですけれども、その辺がそれだけでは済まな

いような要素があって、もっと増えたほうがいいということがあるのであれば、そういったところもご

意見伺いたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。

その中で、今、当日資料（１）で東野の拠点の中に指定特定相談支援、障がい児相談支援が新しく追

加されるというのは、これは新しい資源として行政のほうがお考えになって、このような変更になった

のではないかなというふうに理解をしているんですが、何か補足で説明ってありますか。相談支援に関

しての拠点に入る指定特定相談支援、障がい児相談支援に関しての、何か補足説明みたいなの、ありま

すか。

事務局：今回、変更点ということで、計画相談の部分が予定をしているんです。これから、現状と、今後の伸

び率、あと、もちろん障がい者団体の皆様、当事者の皆様からヒアリング等を実施しながら、市民ニー

ズに合った形で設計と運営の部分を検討していきたいと考えています。

リーダー：ありがとうございます。

介護給付費等の支給に関する審査会：今、リーダーのほうから、計画相談を受け入れる事業所がなくて、それ

でセルフプランのほうの数が増えてきているということで、計画相談支援の現状ってありますよね。こ

この中のセルフプランの人数をグラフで出てきていますけれども、例えば、68 人だったら 68 人セルフ

プランの方、あるいは 84 人のセルフプランの方、この方たちが、目安として全員が受け入れられなく

てセルフプランになったのか、あるいは、ご自分で希望している親御さんもいらっしゃるじゃないです

か。実際に自分で立ててみたいという人もいらっしゃるし、このセルフプランに流れている部分のとこ

ろで、受け入れられないでセルフプランのほうに流れた実数というのが、ある程度はっきりわかると、

何となく過去の今までの何年間の中での現状が見えてくるのかなという気がするんですけれども、その

辺の数値はわかるんでしょうか。

事務局：障がい福祉課です。セルフプランに至る理由というのが、介護給付費等の支給に関する審査会がおっ

しゃるように、セルフプランを立てて、事業所がすぐに見つからないのであれば、セルフプランでとい

う選択の方もいらっしゃれば、そのプランであれば自分でつくれるのでということで、あえて選ばれる

方と、やはり両方いらっしゃるんですけれども。申しわけありませんが、数字については統計をとって

いなくて、窓口の感覚ということにしかならないんですけれども、児童の、特に小さいお子さんの障が

い児通所支援を希望されている方で、１カ所とかの事業所だけでとりあえず利用したいというような方

は、親御さんが立てられるわということで選ばれる方も多いです。同じように、障がい者のほうに、大

人の方でも就労訓練を受けたいんだという方は、ご自分からセルフプランを選ばれる方も多いかなと思

います。

リーダー：ということは、積極的セルフプランの選択という方も、このセルフプランの数字の中には含まれて

いて、事業所が見つからないので、やむなくセルフプランという人たちが実態、どれぐらいいらっしゃ

るのかというのは、今後、数値目標を定めていく上では見詰めていく大切な数字になるのかなというふ

うには、私も感じました。
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有限会社総合リハビリ研究所：先ほど、相談支援員さんの目標数値化みたいなのはしたらいいんじゃないかと

いうところで、どういう算出していくかというのは、私も過去、昨年のお話の流れとかわからないんで

すけれども、今言われています介護保険との整合性を合わして１名当たり 35 名とかという議論は過去

出たことあるんですかね。

事務局：ないです。

リーダー：ないです。

有限会社総合リハビリ研究所：介護保険も多分始まった当初に関しては、上限がなかったところもあったと思

うんですけれども、制度の熟成とともに、35 件ぐらいで落ちついてきたところもあるのかなと思いま

すので、そのあたりを一つの目安という、当然、ちょっと趣旨は変わってはきますので、そこが変更し

なくちゃいけないかなと思うんですけれども、それも一つかなというところがあるところです。

リーダー：ありがとうございます。

ちょっと項目ごとに何かご発言があればなと思って、私のほうからお聞きできればなと思いますが。

住まいにつきまして、特に重度の障害のある方の居住資源。議題１資料（３）を見ていただいて、住ま

いについての、特にコメントを寄せられているのが、入所施設というところの、もしかすると相談員の

現場感からすると、障がいが重い方たちが安心して地域生活を送る上での居住資源の不足の切実さから

出てきた言葉かもしれないなということも踏まえつつ、地域生活支援拠点 18 床というのが、障がいの

重い方たちの居住資源の一つにはなるんだと思いますが、このあたりで何かご意見とか、現場感でご発

言のご意向ある方いらっしゃいますか。

いちょうの会：現実に今、うちの会員の中で、住まいのことで困っている方がいるんです。というのは、親は

もう年金生活になっていて、二、三年前から本人、当事者は生活保護を受けていて、たまたま問題を起

こしちゃったので、今入院中なんです。それで、退院した後の住まいがなくて、親はどこをどういうふ

うにしたらいいのかって、てんてこ舞いで、あっちこっち動き回っているようなんですけれども。その

場合、やっぱり自分の親のもとへ帰さなきゃいけないのか、今までの住まいのところはご近所から苦情

が出ちゃって、市のアパートにいるんですけれども、戻れないからどうしようかって、このままずっと

入院かしらということで、結論までいかないんですけれども、迷ってはいるんです。

話に乗っていただけるような事業所があれば紹介してもらいたいななんて親御さんは言っているんで

すけれども。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー：今度、精神障がいの方とか、生活保護を受けたりとかする方って、やはり家賃とかという部分

で考えると、どうしても浦安でグループホームを探したときに、なかなか物件が見つからないというケ

ースは、やはり多くあるかなと思うんです。じゃ、ひとり暮らしかという話になっても、ひとり暮らし

でなかなか物件が見つからないというところもあったりするので、あと、この平成 29 年度までに 100

床で、逆に言えば、あと何年までに 100床にするのかというのも問題かなって逆に言うと思うんですね。

18 床がふえて 78 床になって、あと 22 床、じゃそれができ上がればオーケーなのか。それってどうな

のかなという、その残りの 22 床というところを、どういう内容の充実化というか、もう少し中身を検
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討する必要もあるのかなというところは思います。

あとは、現在、60床がもうここのところずっと 100％で埋まっているのか。いや、実は少し空きがあ

るとかというようなことも、何か現状の、今住んでいる人は、ずっとここを利用するよという人たちが

多いのか、どうなのかとか、今の状況というのも見据えながら、100 床になったときに、なったけれど

も、すぐまた満杯ですとなってしまったら、次というのがない状況になっていったときに、住まいの選

択肢としてグループホームだけが本当にいいかどうかというところも踏まえて、検討の余地というのは

さまざまにあるのかなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

社会福祉法人敬心福祉会も手をお挙げになっていましたけれども。何かコメント、ありますか。

社会福祉法人敬心福祉会：入所施設がないというところで、もちろん入所施設、今つくれないということはよ

くわかってはいるんですけれども、利用者さんの障がい特性に配慮したとか、ニーズに合わせてという

ことが、これだけクローズアップされていて、ということは、住まいも利用者さんに合った住まいとい

うことを、グループホームを新しくつくるというところでは考えられたら良いのかなというふうに思っ

ていて、ただ、今あるグループホームは、かなり住宅の中にあって、もちろん家庭的な環境の中で、住

宅地の中で生活していくということは、すごく良いことだなとは思うんですけれども、それだけではな

くて、こういう地域がすごく近い場所というのが苦手な方たちもいて、そういう方たち、例えば、今あ

るグループホームだと玄関の外へ出れば、お隣の家があって、お隣の人たちが生活していて、道路に出

れば、地域の歩道とかで車が走っていてということではない、もうちょっとゆとりのある環境のグルー

プホームとか、そういったものがこれから考えていくと良いなというふうに思います。

利用者さんとかご家族の話を聞いていると、グループホームがいいという方ももちろんいらっしゃい

ますけれども、入所施設がいいという方もある程度の人数いらっしゃって、それがやっぱり、グループ

ホームという形でほかの人と何人かで共同生活を送るということが難しいとか、お隣のお部屋に人がい

るとか。でも、かといって、ひとり住まいみたいな形ではちょっと生活は難しいという方たちが入れる、

利用できるというような形のものがなかなかできないなということが希望として上がっているというと

ころがあるので、さっきサブリーダーがおっしゃっていた残り 22 床の中身というところも、じゃ、ど

ういう住まいが望まれているのかということも、よくよく、いろいろ聞き取りとかを通して見つけてい

っていただきたいなというふうに思うのと、今、確かに 100％に近いので、空きが１とか２とかという

中で、やっぱり利用者さんが選べなくなって、体験をしたいという話は聞くけれども、あそこだと自分

にはちょっと合っていないなとか、あそこじゃちょっと難しいなと、最初から諦めてしまうという現状

があるので、生まれたらつくるということではなく、まず体験をするということのために、どんどん増

やしていっていただけたらいいなというふうに思います。

リーダー：ありがとうございます。

介護給付費等の支給に関する審査会、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：グループホームに入ったら、そこにずっといるということでなくて、グ

ループホームのやり方というのが、ある程度いろんなことが身について、自立できるような形になった
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ならば、そこから出て、一般のアパートに住める方がいらっしゃると思うんですね。グループホームを

長く経験しているうちに。そういう部分を、ただグループホームが足りないからといって、数をつくれ

ばいいということではなくて、そこからワンステップ、ステップが上がるような形のグループホームの

あり方を考えることも大事なのかなと思うんです。

それで、グループホームの中でステップが上がるような形の生活支援をしていくという、それは相談

支援の人たちも含めて、全体でそういう支援をして、一人で生活できるような形でグループホームのあ

り方を少し考えるということと、それからもう一つ、浦安の中でお一人で生活するとなると、最初の敷

金だとか、入居費だとか、いろいろ高いですよね。そういうところで、グループホームをただたくさん

つくるというのではなくて、そこを卒業する人に対しての、資金的な補助みたいなのがあれば、卒業し

て、そこに空きができれば、また次の人が入れるという、地域との循環型のような形のグループホーム

というのを少し考えたほうがいいんじゃないのかな。つくるだけがいいことじゃないと、私は思ってい

るんです。個人的な意見です。

リーダー：ありがとうございます。

一番大切なのは、やっぱり利用者さんが選んでいけるさまざまなベースというか、基盤をどうつくる

かというとかで、先ほど介護給付費等の支給に関する審査会さんもおっしゃったし、サブリーダーも横

でうなずいていましたけれども、従業員に対する家賃補助制度が始まるという中では、かつて障がい者

福祉計画策定委員会なんかでも、障がいのある当事者の方たちが一般住宅を借りるときの家賃補助とい

うのが、グループホームで暮らされている方に家賃補助があるならば、それも一つ検討するという方法

もありなのではないかというようなお声も上がってきたのは、さっき介護給付費等の支給に関する審査

会さんがおっしゃったような循環型の地域基盤をつくるという意味では、一つの考え方なのかもしれな

いなというようなことが、ちょっと思い浮かびました。

そうしたら、時間も限られているんですが、せっかくなので、教育についてのコメントを何かがあれ

ばいただきたいんですけれども。どうでしょうか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会さん。お母さんたちと日ごろ接している中で、何かご意見等ございますか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：教育面からは、声に挙がっている「補助教員が不足している印象を受ける」とい

う意見に対し、福祉計画では「質の向上・理解」は指し示している反面、不足に関しての施策について

書かれていません。

実際、お母様たちからも補助教員をつけてくれというようなニーズが具体的に挙がっているわけでは

ないですが、小学校とサービス担当者会議をした際にも、お子さんが授業を受けるのが厳しくなったと

きに、理解していても一人の担任ができる限界を担任の先生が自身が感じてらっしゃっている様子が見

受けられます。そして、お子さんがしんどいながら問題行動を起こし、それに対して、誰も何もできな

い状況下というのを、やはり見聞きしている、こういった実際の人員というようなところにも少し何か

しらの施策はとられるといいなというふうに感じているところです。

あとは、先ほど社会福祉法人敬心福祉会からもありました、その他のところで、無料の一息つけるよ

うな親子広場・保護者同士の集いの場というのを、どこに探していけばいいのか、親の会というのがあ
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りそうだけれども、どこで調べればいいのか。どうやってそこに入っていけばいいのか。そして、そこ

の入り口にいるお母さんたちは、まだどこに属していいかわからないお母さんが行ける、誰でも行って

もいい広場というのを、すごく求めてらっしゃる声は日々聞いています。遊ぶ場所がない、遊ぶ場所は

あるけれども、行ってもうちの子は孤立してしまう。安心して過ごせる日中の場所が欲しいというよう

な言葉はありますので、そこに対しても具体的な施策がとれるといいなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会がおっしゃっていた、つながる前のママたちの支援ということなんですけ

れども、これってこども部会か何かで議論していただくような流れがあったほうがよろしいですかね。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ぜひそのような、こども部会の中の実態というところと合わせながら話をしてい

ただけると、より具体性が話されるのではないかな。そこに期待したいです。

リーダー：自立支援協議会のほうに相談支援部会からお母さん支援の資源についてという地域課題の提案があ

ったので、ご議論していただきたいというようなことをお伝えするという流れになっていくものなんで

しょうか。もし、この部会で総意がとれたらということになりますが。

事務局：今回、計画にも絡めて、実際に地域課題、どういったものがあるのか整理したいということで、この

資料をつくりましたので、計画策定委員会もそうですし、協議会のほうにも、部会の活動報告を毎回、

行っていますので、協議会のほうで伝えていければいいなと思っています。

リーダー：よろしいですか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ありがとうございます。

有限会社総合リハビリ研究所：教育のところですかね。学習支援の後ぐらいに就学後の療育を受けられる場が

少なくなったというところ。このあたりは、実際に支援を行って、未就学の支援を行っている立場とし

てはちょっと耳が痛いところですね。かなり頭の痛いところではあるということになります。就学後に、

どこに相談していけばいいのか、サービスが、がくっと急激に減るような感じのイメージですね。就学

前まではかなりサービスを入れ込んでいた。ただ、これが就学後にどういうふうな支援を行っていけば

いいのか、ちょっとサービス量が減ったようなイメージがあるということで、療育を受ける場が少なく

なったというふうに保護者の方がかなり捉えられてるのかなというところでもあります。実際に、児童

に対して支援を行っている私たちも小学校、中学校、高校というふうに上がっていく段階は、ちょっと

イメージがつきにくいということもあって、どのように、進学していく中で、あわせて支援をしていけ

ばいいのかなというのは、ちょっと私たち自身としても課題かな。そのあたり考えていかなきゃいけな

いかなというふうに思う課題のところでもあります。

リーダー：ありがとうございます。

時間がなくなってきていまして、意思決定支援というのが議題２で設定されていて、今日私のほうか

ら、障がい福祉課さんの法的な制度背景の説明があった後、一つ話題提供ということでさせていただこ

うかと思っていたんですが、この話題提供は、次回にでも回させていただいて、せっかくなので、引き

続き、この課題については、皆さんのご意見を聞きたいかなと思っています。

就労につきましては、いかがでしょうか。
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浦安市就労支援センター、いかがでしょうか。

浦安市就労支援センター：今日、資料を見させていただいて、もちろん前回まとまった部分もいただいている

ので、本当にさまざまな事業に対してのさまざまなご意見があるんだなと、率直な感想です。

今日、ずっと話し合っていますが、検討していた中で、私の中でも、何点かなんですけれども、先ほ

どセルフプラン、私自身、計画相談に直接かかわってはいないんですけれども、例えば、退職してしま

った方が、次、Ａ型とか、Ｂ型、移行をいろいろ使うときに、やはり計画相談の話をするんですけれど

も、なかなか空きがなかったりとかいう感じのところになって、先ほどの表現でいうと、積極的なセル

フプランという方も、正直いうと支援というか、流しているというか、そういう感じはあります。

ただ、現実というか、現状として、例えば、利用されたＡ型事業所さんからは、やはり最終的には担

当をつけてください、要は計画相談しっかりつけてくださいという、やはり事業所さんありますので、

そこは考えていかなきゃいけないのかなというのと、あと、すごい量というか、これは浦安市内ではな

いんですけれども、とあるＡ型事業所さんに使うことになっていって、その方はセルフプランだったん

ですが、そこのＡ型事業所さんがたまたまかもしれません、相談事業所も運営しているので、そちらの

事業所で計画をつくってもらって、今利用している。そういうパターンがあったりするので、本当にさ

まざまな動きというので、私はどちらかというと、積極的にセルフプランを、なるべく計画相談につな

げていくような感じの流れでやっているのかなというところが一つあります。

あと、就労面の意見につきましては、ごもっともと思うご意見もありますし、あとは、下から２番目

になるんですか。就労して、今通っているデイケアの就労スタッフと就労支援の方が連携とってほしい

というようなご意見があったと思うんですけれども、私たちも可能な限り関係機関とか、あと、デイケ

アという感じですから、もしかしたらメンタルクリニックのデイケアなのかなと思っているんですけれ

ども、そういったところは、やはりご本人が継続して就労、就職していくためには、どういう配慮が必

要だとか、例えば勤務時間、時間的には短時間でいいのか。そういった判断なんかも参考にお聞きした

いところもあるので、比較的、直接、通院どうこうとできるわけはないんですけれども、情報を共有さ

せていただいたりとかをしているので、これからも綿密な連絡をということがもうちょっと、やっぱり

必要なのかなと思いました。

あとは、一番最後のところは、比較的、私今日の午前中も、基本全部そうなんですけれども、私たち

の仕事、やっぱり一番下の部分が実は結構多いんですね。これは、このご意見を書かれた方は、ちょっ

と間に入っていただけるジョブコーチの理解がなくてというのは、もしかしたら会社側のほうを言って

いるのかなとも思ったりとか、そこら辺はちょっと文章間で全てがわかるわけではないんですけれども、

やはり、例えば会社側というふうになると、やはり支援機関がどこまでやってくれるのかというところ

も、まだわからないところもありますし、あと、やはり仕事はできます。正直、例えば決まった仕事は

できるんです。でも、仕事以外の部分で、やはりなかなかご本人ができなくて、会社の人がいろいろ対

応している。それでもやっぱり上手くいかなくて、はてどうしようと、困った状態でやはりうちの就労

支援センターに来ることもありますので、そういったあたりのときに、私たちを使っていただいて、よ

りよい解決方法が見つかれば一番いいんですけれども、そういった使い方をしていただければいいのか
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なというふうには思っております。

ちょっと話がまとまらなくて申しわけないんですけれども、やっぱり、就労は 29 年度以降の重点課

題となっておるようなので、より一層、就労支援と定着支援ですか、それが中心になってくるかと思う

んですけれども、そこらあたり、今後も継続していけるように、私たちの事業所も考えていきたいと思

います。何か宣言になっちゃいました。

リーダー：ありがとうございます。

ここに、実務者会議のバリエーションがない。アンケートからも内容に偏りがあるという記載が、く

しくも同じようなご意見なんですけれども、障がいのある方たちが働くという意味で、その方たちが得

意なことだとか、強みなんかを生かせる、定員が埋まればいいというだけではなくて、その方たちがそ

の人たちの個性が生かせる職場が選べるという環境を、ぜひつくっていければいいなというふうに相談

支援の現場からは、常に思ったりしますものですから、実務者会議でもこういう意見が出たんではない

かなというふうにちょっと思ったりしました。

最後、福祉サービスについてなんですけれども、ご意見がある方、いらっしゃいますでしょうか。

多くは、短期入所と、それから医療的ケアが必要な方たちのコメントが書かれていることが特徴的かな

と思ってはおります。いかがでしょうか。

短期入所は事務局、増やしていく方向なんでしたっけ。グループホームみたいに、何床つくろうみた

いな目標って、ございましたっけ。

事務局：そうですね。議題１資料（３）にも書いてあるんですが、一応、短期入所については、東野複合施設

に６名定員でつくる予定にはなっているんです。

やはり、不足しているというところはあると思いますので、それで 28 年度から短期入所事業所運営

費補助金というのもつくったという経緯もあります。私も、ここのところで、利用者さんヒアリングな

どを行っていますが、やはり短期入所が、予約しようと思っても予約がとれなかったというようなご意

見もいただいていますので、今後、見込みなどはこれから立てるようになるかと思いますが、つくって

いくというふうにはなるかとは思います。

リーダー：何床つくろうみたいな。目標みたいなものはなかったですか。

事務局：今のところの計画では、何床というような見込みは立てていないので、利用見込み、人数というとこ

ろが、29 年度は 42 人、実利用人数が 42 人という書き方なので、ちょっと何床というところでははか

りにくいんですが、今後、こういった見込みをみながら、不足分についてはつくれるように計画に盛り

込んでいくようになるかと思います。

リーダー：ありがとうございます。

社会福祉法人敬心福祉会：今、短期入所が少ないという話があって、そういえばと思ったんですが、短期入所

をしている事業所が少ないので、結構、市外に利用される方がいらっしゃるんですね。市外を利用する

ときに、市の短期入所先の送迎サービスってあるんですけれども、土日が利用できなくて、ちょっとそ

こがすごく変だなということを、よく聞いたり、提案する側としても、土日は難しいんですということ

を伝えせざるを得ないので、市外を利用せざるを得ない利用者さんたちが、それでもやっぱり公共交通



2323

機関で行くというのも難しいという方もいらっしゃるとは思うので、送迎サービスのところを、ちょっ

と、何かご検討いただけるとよいなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー：訪問の部分の緊急時の駆けつけ支援制度がうまく活用できていないということで、現状は、こ

の制度というのは、どうなっているのでしょうか。

事務局：緊急時支援事業については、身体に障がいのある方への支援と、知的に障がいのある方への支援を行

っております。身体に障がいのある方の緊急時かけつけ事業については、実際、お体がご不自由な方で、

例えば、家の中で転倒したり、排泄介助が必要になったときに、コールを押して、要はヘルパー等がか

けつけるようにして。知的障がいのある方への緊急時支援事業につきましては、実際、ちょっと行動障

がい等によって、ご家族の方が支援が難しいような状況になったときに、コールを押して、職員がかけ

つけるような事業になっていますので、実際、どれくらい利用されているのかというのが、即答はでき

ないんですが、身体障がい者の緊急時支援事業については、今、五、六社が 11 名ぐらい。知的の部分

については試行的にやっているんですが、現状、実施しているんですけれども、ほとんどコールがない

状況です。

こういう、特に知的障がい者の緊急時支援事業については、今後、地域生活支援拠点の中で、また検

討していくんですが、現状、試行的にやっている部分、検証を踏まえて、32 年４月に向けて、やり方

等については検討はしていきたいと思っています。

サブリーダー：精神障がいはないんですよね。ぜひ、今後検討してもらえたらと思います。

有限会社総合リハビリ研究所：その精神のところで、議題１資料（２）で、第４次の障害者基本計画、国が出

している案の項目に新しく追加されました横断的視点というくくり方での視点を少し増やして、今後計

画を立ててもいいのかな。例えば、小児分野、精神分野であったり、緊急時であったりということに関

しては、非常に得意としている事業所があったり、それが前回もお伝えさせていただいた訪問看護ステ

ーションに関しては、医療機関との連携も強化、指示書という名目で強化もされていますし、必要に応

じて 24 時間連絡体制加算、必要に応じておうちに行ったりということもありますので、そのあたりと

の連携というところが、もしかしたら必要なのかな。この横断的視点が、何を、どこまで指しているの

か、私もニュアンスがわからないので。これはどこまでを指されているのか。

リーダー：横断的視点。横断的視点と……。

有限会社総合リハビリ研究所：縦割りにならないということですよね。

リーダー：国が何か示していますか。

事務局：この横断的視点というのは、その下の各分野における障害施策の基本的な方向。各分野ということで

……

有限会社総合リハビリ研究所：子どもと高齢者。

事務局：その下です。Ⅲ、一番下の各分野における障害施策の基本的な方向といいまして、安全・安心ですと

か、保健・医療とか、雇用とかということで分かれ、分野も分かれて、その分野を横断的にということ

なんです。この分野に区切るのではなくて、これ全てに共通する視点ということで書かれているのが、



2424

この１から６になります。そういった横断的ということで。例えて言うのであれば、当事者本位の総合

的、かつ分野横断的な支援ということは、このⅢの各分野における障害者施策の基本的な方向全てにお

いて、この障がい特性に配慮したきめ細かい支援というものが視点として入るということで、そういう

意味での横断的視点になります。

有限会社総合リハビリ研究所：わかりました。そういう中でも、先ほどお伝えした事業所に関しても、比較的

ワンストップで対応できていくのかなというところでもありますので。

先ほど、教育分野でもありましたけれども、浦安市さんですごくいい施策と思いまして、医療費控除

の高い方に関しては、たしか保育課のほうですか、たしか数名ほど看護師さんが対応しているケース。

これは、この課ではなかったですか。別の課の動きですか。という形で医療的ケアが必要な方に関して

は、５名ほど出してかかわっていると聞いていますので、そういうところも含めた連携がとれていくと、

非常にいい連携になるのかなと思いますので、少しご意見としてお伝えさせていただきます。

リーダー：ありがとうございます。

確かに、有限会社総合リハビリ研究所がおっしゃったように、医療的ケアが必要なお子さんたちの施

設を望む声があれば、その子たちが大きくなっていくときの教育の受け皿とか、教育権というようなも

のが大切になる。先のグループホームと同じように、地域で循環して、その子たちが大きくなっていけ

る基盤を、福祉だけではない分野でも積み上げていくというための計画になればいいなというのが、本

当、全く同感だなというふうに感じました。

介護給付費等の支給に関する審査会：ちょっと質問ですが。今、医療ケアのところで、重度障がい児通所事業

所特別支援補助金というのがありますよね。福祉サービスの中のところで、看護師の人件費を補助する

という医療ケアができるような形で事業所に看護師を配置したら、そこに人件費の補助をするというこ

とだと思うんですけれども、これ、スタートしたときに、私の勘違いかもしれないですけれども、ヘル

パーや何かも医療ケアができるようになったということで、そこで医療ケアができるヘルパーを増やそ

うということで、その訓練や何かにかかる費用などがあったときに、それの補助を出そうということの、

その事業だと思ったんですけれども、これは、この補助金というのを看護師の人件費ということだけに

限られているんでしょうか。

事務局：こちらに書かれています重度障がい児等通所事業所特別支援事業補助金については、こちらに書いて

ある児童発達支援、放課後等デイサービス、日中一時支援を行う事業所で、喀痰吸引などの医療的ケア

を行う看護師を配置している場合には、その看護師の人件費について補助するという制度になるんです。

今、介護給付費等の支給に関する審査会がおっしゃったのは、もしかしたら、喀痰吸引等研修費補助

金というのも、今、こちらに載っていないですがやっていまして、そちらは居宅介護の、訪問系のヘル

パーさんの中で、介護員が喀痰吸引の研修を受けた場合に、その研修費に対する補助というものを別に

行っています。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

そうしましたら、定刻の３時半ということで、議題２の意思決定支援とは書いてありますけれども、
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これは先般、自立支援協議会から、厚労省から通知が出ました、意思決定支援を総合支援法の見直しの

重要施策として取り上げられてて、通知も出たので、浦安市でもぜひ、部会で取り上げて勉強をしてみ

るのはどうだろうかというご提案をいただきまして、議題２を設定しておりましたが、今日の主題は、

この地域課題について、皆さんで議論しあうということに多くの時間を割いたほうがいいだろうという

ことで、事前に事務局ともお話させていただきまして、議題２は、次回、まずは皆さんと意思決定支援

って何だろう、我々が考える意思決定ということは、どういうことをいうんだろうというようなことを

考える話題提供させていただきながら、ディスカッションさせていただく時間を設けさせていただけれ

ばと思っております。

しかしながら、次回はいよいよ数値目標というようなところも策定委員会から皆さんのお声を聞くた

めに資料がおりてくるかと思いますので、次回も恐らく議題の設定としましては、地域課題と障がい福

祉計画の策定、それから意思決定支援が、というような時間がとったほうがいいかなと思いますので、

進行はそのような形で進めたいと思います。

事務局：すみません。報告事項があります。

本日、チラシはまだ作成中でお配りできなかったんですけれども、11 月 11 日の土曜日、障がいのあ

る方の理解を推進していくという目的で、イベントを新浦安駅前で実施する予定です。ステージ上で市

民団体がパフォーマンスをやったりとか、その周辺に市内の就労支援事業所等がお店を複数建てて、そ

の中で販売をします。また、チラシ等のご案内ができましたら、委員の皆様にメール、お手紙等でご連

絡は差し上げますので、ぜひ、ご来場いただければと思います。

事務局：もう一点だけ事務局からご連絡をさせていただきます。

11月８日、毎年、障がい事業課で行っている発達支援講演会というものを、今年も開催します。

今回は、助産師の川口眞理子先生に講師をお願いをしておりまして、特別な支援が必要な子どもの性

教育ということで、危ないことに巻き込まれないようにするために、どうやって支援をしていくのかと

いうお話をしていただきます。11月８日午後１時 30分からＷave101 で行います。また、皆様には、ご

連絡差し上げるかと思いますので、よろしくお願いします。

サブリーダー：チラシを２枚入れさせていただきまして、ソーシャルサポートセンターで今年度、成人向け精

神保健福祉講座を行います。チラシを入れたのは 10 月３日と 30 日ですが、実はその前に９月 13 日に

国府台病院の柳澤先生という先生をお呼びして、精神障がいのことに関しての講演会ありますので、ま

た何かメールか何かで流させていただきますが、そちらも。場所は全部一緒でＷave101 の４階の小ホ

ールでやりますので、ぜひ、よろしければお越しください。

リーダー：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した。これにて閉会いたしま

す。お疲れさまでした。



平成 29 年８月 24 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市 役 所 ４ 階 会 議 室 S 2 ・ 3

浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 29 年度第２回）次第

１．開会

２．議題

（１）障がい者福祉計画の策定と地域課題について

（２）意思決定支援について

３．閉会



計画の骨子（体系）と重点項目について
（現）浦安市障がい者福祉計画の体系骨子

アンケート調査結果等からの主な課題

（新）浦安市障がい者福祉計画の体系骨子（案）

基本理念 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互

に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現
基本理念 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相

互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

施策の方向性 基本施策 施策の方向性 基本施策

１．理解と交流の促進

①啓発の推進

②市民との協働による支援活動の
促進

③交流機会の拡充

〇啓発・広報
障害についての理解が深められるよう、福祉人権教育の充実が求め
られており今後、障害者基本法や障害者差別解消法の目的とする共
生社会の実現に向けて、障がいへの理解、差別や偏見の解消のため、
福祉教育ならびに周知啓発を行っていくことが必要です。

〇生活支援
福祉サービスに対する多様なニーズが見られる中、個々の障がいの
ある人のニーズや実態に応じて適切な支援が行えるよう、居宅介護
や生活介護、短期入所などの在宅サービスの量的・質的な充実が必
要です。
成年後見制度について知っている人は少なく、成年後見制度の利用
を促進するため、周知を図るとともに、権利擁護を担う専門的人材
の育成確保にも取り組んでいくことが必要です。
また、今後（将来）の暮らしについて、緊急時の対応のニーズが高
く地域共生における体制づくりが必要です。

〇生活環境
通勤・通学・通院等の外出のためには、必要なこととして「バス・
電車乗車券の補助」が最も高く、次いで「道路の段差解消や歩道整
備」「タクシー代の補助」が高く、経済的な助成を求めているととも
に、「ユニバーサルデザイン」の導入を進めていくことや、災害時に
おける安心安全の確保等に向け、地域全体で取り組んでいくことが
必要です。

〇教育・育成
自由意見から、専門的な相談機関や身近な相談の場が求められてお
り、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな保育・教育がなされる体
制の強化を図るとともに、関係機関と連携した支援体制・相談体制
の充実と情報共有を推進していくことが必要です。

〇雇用・就業
働くために必要なこととして「障がいに合った仕事であること」が
最も高く、次いで「勤務時間や日数を調整できること」や「周囲が
障がいに対して理解があること」が高くなっています。就労環境の
改善、需要の喚起による就労環境の創出に積極的に取り組んでいく
ことが必要です。

〇保健・医療
暮らしやすくなるために、充実してほしいこととして「保健・医療
サービスの充実」が最も高く、次いで「生活安定への支援」となっ
ています。さまざまな障がいに対応できる専門性の高い支援体制が
求められており、状況に応じたきめ細かな支援のための取組を推進
していくことが必要です。

１．理解と交流の促進
【重点】

①啓発の推進

②市民との協働による支援活動の促
進

③交流機会の拡充

２．福祉・生活支援の
充実【重点】

①相談支援の充実

②在宅福祉サービスの充実

③日中活動の場の充実

④住まいの場の充実

２．福祉・生活支援の充
実【重点】

①相談支援の充実

②在宅福祉サービスの充実

③日中活動の場の充実

④住まいの場の充実

３．保健・医療の充実

①障がいの原因となる疾病等の予
防・障がいの早期発見

②保健・医療・リハビリテーション
の充実

３．保健・医療の充実

①障がいの原因となる疾病等の予
防・障がいの早期発見

②保健・医療・リハビリテーション
の充実

４．子どもへの支援の充
実

①就学前療育・教育の充実

②就学後療育・教育の充実

③就学・進学相談の充実

④ライフステージを通じた支援の
推進【重点】

４．子どもへの支援の
充実

①就学前療育・教育の充実

②就学後療育・教育の充実

③就学・進学相談の充実

④ライフステージを通じた支援の推
進【重点】

５．雇用・就労支援の推
進【重点】

①障がい者雇用の推進と就労支援
体制の充実

②福祉的就労の促進 ５．雇用・就労支援の
推進【重点】

①障がい者雇用の推進と就労支援体
制の充実

②福祉的就労の促進

６．生活環境の整備

①歩行空間・建築物の整備

②移動・交通手段の整備

③安心・安全に暮らせるまちづくり
の推進【重点】 ６．生活環境の整備

①歩行空間・建築物の整備

②移動・交通手段の整備

③安心・安全に暮らせるまちづくり
の推進【重点】

７．自立と社会参加の促
進

①権利擁護施策の充実

②虐待の早期発見・防止

③差別の解消と合理的配慮の推進
【重点】

④余暇活動の促進

⑤自主的活動の促進

７．自立と社会参加の
促進

①権利擁護施策の充実

②虐待の早期発見・防止

③差別の解消と合理的配慮の推進
【重点】

④余暇活動の促進

⑤自主的活動の促進
今後、「現行計画の進捗評価」「団体ヒアリング」

等の結果を踏まえ、体系を作成していきます。

議題１資料（１）



計画の目次構成（案）について

①現行計画の目次構成
②国 第４次障害者基本計画骨格案

（H29.5.29）
③国が示す策定の基本指針等 ④浦安市障がい者福祉計画の目次構成（案）

計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

２ 法律・制度の動向

３ 計画の位置づけ

４ 計画の期間

５ 計画の対象者

６ 計画策定の方法

７ 計画の推進・フォロー体制

第１編 障がい者計画

第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

２ 施策の体系

第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

２ 福祉・生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

４ 子どもへの支援の充実

５ 雇用・就労支援の推進

６ 生活環境の整備

７ 自立と社会参加の促進

第２編 障がい福祉計画

第１章 計画の基本的事項

１ 計画の基本方向

２ サービスの内容と対象者

第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

２ 就労の目標

第３章 障害福祉サービスの推進

１ 訪問系サービスの取り組み

２ 日中活動系サービスの取り組み

３ 居住系サービスの取り組み

４ 相談支援の取り組み

５ 障がい児支援の取り組み

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

資料編

１ 障がい者の状況
２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会

Ⅰ 対象期間

・平成 30(2018)～34(2022)年度の 5 年間

Ⅱ 基本的な考え方

1．基本理念

・障害者権利条約の理念

・障害者権利条約の理念に即して改正された

障害者基本法の理念

・障害者を社会のあらゆる活動に参加する主

体としてとらえ、その自己実現の支援と社

会的障壁の除去のための障害者施策の基

本的方向を定める。

2．基本原則

・地域社会における共生等

・差別の禁止

・国際的協調

3．各分野に共通する横断的視点

(1)障害者権利条約の理念の尊重及び整合性

の確保

(2)社会のあらゆる場面におけるアクセシビ

リティの向上

(3)当事者本位の総合的かつ分野横断的な支

援

(4)障害特性等に配慮したきめ細かい支援

(5)障害のある女性、子供及び高齢者の複合

的困難に配慮したきめ細かい支援

(6)ＰＤＣＡサイクル等を通じた実効性のあ

る取組の推進

Ⅲ 各分野における障害者施策の基本的な

方向

1．安全・安心な生活環境の整備

2．情報アクセシビリティの向上及び意思疎

通支援の充実

3．防災、防犯等の推進

4．差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の

防止

5．自立した生活の支援・意思決定支援の推

進

6．保健・医療の推進

7．行政等における配慮の充実

8．雇用・就業、経済的自立の支援

9．教育の振興

10．文化芸術活動・スポーツ等の振興

11．国際協力の推進

【第５期障害福祉計画】

〇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

「地域共生社会」の実現に向けた取組等を計画的に推進

(2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

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

「地域支援体制の構築」「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」「地域社会への参加・包容の推進」「特別な支援が必要

な障がい児に対する支援体制の整備」「障がい児相談支援の提供体制の確

保」の柱の盛り込み

(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

(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

計画の基本的事項

１ 計画策定の趣旨

２ 法律・制度の動向

３ 計画の位置づけ

４ 計画の期間

５ 計画の対象者

６ 計画策定の方法

７ 計画の推進・フォロー体制

第１編 障がい者計画

第１章 計画の基本理念と施策推進の方向性

１ 計画の基本理念と重点的な取り組み

２ 施策の体系

第２章 施策の展開

１ 理解と交流の促進

２ 福祉・生活支援の充実

３ 保健・医療の充実

４ 子どもへの支援の充実

５ 雇用・就労支援の推進

６ 生活環境の整備

７ 自立と社会参加の促進

第２編 障がい福祉計画

第１章 計画の基本的事項

１ 計画の基本方向

２ サービスの内容と対象者

第２章 地域移行等の目標

１ 地域生活への移行目標

２ 就労の目標

第３章 障害福祉サービスの推進

１ 訪問系サービスの取り組み

２ 日中活動系サービスの取り組み

３ 居住系サービスの取り組み

４ 相談支援の取り組み

５ 障がい児支援の取り組み

６ 地域生活支援事業（必須事業）の取り組み

７ 地域生活支援事業（任意事業）の取り組み

第３編 障がい児福祉計画

（※未定）

資料編

１ 障がい者の状況
２ 浦安市障がい者福祉計画策定委員会

【第１期障害児福祉計画】

〇基本的理念

障がい児の健やかな育成のための発達支援

(1)専門的な発達支援を行う障害児通所支援及び障害児相談支援の充実と

地域支援体制の構築

(2)障がい児のライフステージに沿った切れ目の無い一貫した支援を提供

する体制の構築

(3)障害児支援を利用することにより、地域の保育、教育等の支援を受けら

れるようにすることで、地域社会への参加や包容（インクルージョン）

を推進

〇障がい児支援の提供体制の確保に関する基本的な考え方

(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（インクルージョン）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)障害児相談支援の提供体制の確保

議題１資料（２）



内容 進捗状況 現状

・障がいに理解、知識のある学校の教員を増やしてほしい。

教

育

住

ま

い

・グループホームの入居を考えたいが、自閉症のパニックや衝動性などの障がい
特性に対応できるグループホームを作り、運営するのは、とても難しいと思う。問題
行動をかかえている人が入居し、安定して暮らしていくことができるグループホーム
を増やしていくことを考えてほしい。

・母親が老いてきた時、本人が将来生活する場所、グループホーム、ケアホームを
増やしてほしい。 （ほか、同様の意見 １件）

・20才～25才ごろからグループホームに入ることを希望している。グループホーム
の確保と、グループホームに入るにあたっての必要な身につけておくとよいことを
高校を卒業したころから練習していく為に、説明会などを開いてほしい。

・補助教員が減っている印象を受ける。
【教職員研修】
研修にて通常学級、特別支援学級及び
通級指導教室担当教員、補助教員の資
質・力量の向上を図ります。

計画どおり

・市立小学校、中学校での教育支援体制を充分に行ってほしい。グレーゾーンと呼
ばれている子どもに対しての支援体制が確立されておらず、取り残されていると思

・高校生になりたいけれど、いける学校がない。中度や高度の知的障がいでも進学
先の選択肢がもっとほしい。働けるか心配。

・子ども達の将来の為に伸ばせる所をしっかりのばし、難しい所をしっかりフォロー
できる学びの場を市がしっかりサポートしながらやってほしい。

計画どおり
【療育費用の助成】
療育事業に参加したときの参加費用を助
成します。

・学校側から相談できる機関等への連絡、支援、療育ができる方がよいと思われる。
計画どおり

特別支援学級と通常の学級の児童生徒の日常的な交
流を基盤にし、個々のニーズに応じて、教科学習等の交
流及び共同学習を推進しました。特別支援学級と通常
の学級担任の交流や、はっぴい発表会等を通じて、障
がいのある子どもに対する教職員全体の理解を促進
し、校内体制の拡充を図りました。 また、個別相談や園
等への訪問を通して、子どもの教育的ニーズを的確に
把握し、生活や就学等について指導・支援・相談を行い
ました。

障がいのある子どもが療育事業（発達期における必要
な治療と指導訓練を行うことによって、障がいの軽減や
基本的な生活能力の向上を図り、社会参加へとつなげ
ていくための事業）に参加した時の費用の一部を助成し
ました。

【重度障がい者支援事業所運営費補助
金】
重度障がいのある人を支援するグループ
ホーム等の事業者に対して、人員、設備
費用等の運営費の補助を行います。

計画どおり

年間を通して、講師を招聘した特別支援教育研修会を
行い、教職員の資質向上に努めました。夏季休業中の
教育実践講座や特別支援教育コーディネーター研修会
等は、全教職員に参加を呼びかけ、様々な障がいのあ
る幼児・児童・生徒に対する理解を深めました。

・学習支援を受けられる場所が少ない。

・グループホームに入居するために必要な自立訓練も全くできずにいて、金銭管理
や体調管理（食育含む）の指導をしてくれるサービスがあればと思っている。

・地域でグループホームを、という動きだが、あまりにも重度の人はどうしたら良い
のか。（ほか、同様の意見 １件）

・補助の先生も不足しており、ほとんど付いてない。普通学級に通う軽度発達障が
いの支援の対応をお願いしたい。

・学校で月に１度浦教研があり研修をされているが、発達障がいの子たちの理解す
る研修を取り入れてほしい。

地域生活支援拠点を整備するための検討を行い、運営
事業者と施設の設計を行う設計業者を公募し選定しまし
た。
※国の第５期障害福祉計画基本指針では、平成３２年
度末までの整備目標に延長されました。
グループホームは18床の整備を予定しています。

やや遅れている
【地域生活支援拠点の整備】
国の基本指針に基づき、平成32年度末ま
でに地域生活支援拠点を整備します。

【まなびサポート事業】
特別な教育的支援を必要とする子どもの
教育的ニーズを的確に把握し、環境を整
え、より豊かな園・学校生活を実現できる
よう、子ども・保護者・学校を支援します。

浦安市障がい者福祉計画に基づき、グループホームを
整備する事業者に対し、補助金を交付しました。
平成29年度までに100床の整備を目指していますが、平
成29年７月１日現在、60床の整備となっています。

【障がい者グループホーム整備事業補助
金】
グループホームの整備費用等に対して補
助を行います。

やや遅れている

障害支援区分４以上の障がい者を支援している市内の
共同生活援助を運営する３事業者に対し、補助金を交
付しました。

・重度の障がいに対しての設備、支援をもっと充実してもらいたい。

・市内に女性が入れるグループホームは少ないように感じている。

【障がい者グループホーム運営費補助
金】
グループホームを運営する事業者に対
し、運営費の補助を行います。また、一時
的な利用者の受け入れに対しては、地域
生活体験事業として運営費を補助しま
す。

計画どおり

・入所施設がない。家族の安心のためには施設が必要、ＧＨ
では安心感がない。

・浦安市内にグループホームができてほしい。
・重度の人、特に身体障がいの方の住まいが不足している。

地域課題と市の進捗状況について

平成28年５月23日開催 実務者会議 意見 平成28年度障がい福祉に関するアンケート調査結果（自由意見等より抜粋）
浦安市障がい者福祉計画（平成27年度～29年度版）進捗状況

・浦安市内に特別支援学級や特別支援学校を作ってほしい。 （ほか、同様の意見
５件）

・ＧＨが足りない。

・入所施設が市内にあれば、生活スタイルをそれほど変えず
に暮らせる。

グループホーム運営事業者へ運営に要した経費の一部
について補助金を交付し、円滑な運営を促進し、居住し
ている障がい者の福祉の増進を図りました。平成28年
度より、新設や増設をした部屋の開所日から最初の入
居者が入居する日の前日までにかかった賃借料の補助
も開始しました。

・生活する上での体験できるグループホームの場をたくさん作っていただきたい。

議題１資料（３）



内容 進捗状況 現状
平成28年５月23日開催 実務者会議 意見 平成28年度障がい福祉に関するアンケート調査結果（自由意見等より抜粋）

浦安市障がい者福祉計画（平成27年度～29年度版）進捗状況

・就労移行、就労継続Ｂなどの事業所はいくつかあるが、仕事
内容が偏っていてバリエーションがない。本人のニーズに合っ
たものがなかったりする。

・就労継続支援Ａ型を利用しているが、仕事内容が接客や食品の製造にばかり
偏っている。もう少し中途診断された人や高学歴の人を対象にした、高度なＰＣを
使った専門職（デザイナー、プログラマー）とか、オフィス的な事務の実務的な内容
を出来るようにしてほしい。

・月に30時間くらいで障がいがあるという前提で働ける場があればよいと思う。そう
いう相談をする場所はあったらよいなと思う。シルバー人材センターの障がい者版
があればよいなと思う。

・障がいがあっても雇ってくれる職場（会社）がほしい。自分のやりたい業種の中
で、自分が出来る仕事をやらせてほしい。

・障がいの程度は千差万別。柔軟な対応が必要と考える軽度な人こそ就労して即
戦力になれるので、軽度障がいの就労支援を充実させてほしい。

就

労

・浦安市内に就労継続支援Ｂ型が増えてほしいと思っている。

・障がいのある方にパソコンやインターネットのスキルをつけてもらい、仕事につな
げるといい。

知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支
援B型の事業を行い、福祉的就労の促進を図りました。

【障がい者福祉センター事業】
知的障がいのある人を対象に、生活介
護、就労継続支援Ｂ型の事業を行いま
す。

計画どおり

・企業に軽い体調不良や発達障がいについては理解をしてほしい。ジョブマッチン
グを助けてほしい。

・就労について今通っているデイケアの就労担当のスタッフと市の就労支援されて
いる方々との親密な連絡の取り方を十分にやってほしい。

・先輩の話で障がい枠で就職しても、何かトラブルがあったときの間に入って頂ける
ジョブコーチの理解がなく、人材がいないように感じる。

精神障がいのある人を対象に、地域活動支援センター
Ⅱ型の事業を行い、福祉的就労の促進を図りました。

障がい福祉ガイドブックを配布し、障がいのある方やご
家族などの負担軽減を図りました。また、平成29年度版
は、就労移行支援や就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）などの事
業所一覧にサービス内容の詳細を掲載し、選びやすくな
るようにしました。

市川公共職業安定所のあっせんを通じて、市内に居住
する障がい者の職場実習を受け入れた事業主に対し
て、実習生一人あたり２万円の職場実習奨励金を支給し
ました。

・就労移行支援では専門的な職業訓練を受けられるようにしてほしい。

【障がい者職場実習奨励金】
雇用機会の拡大を図るため、市内に居住
する障がいのある人を職場実習に受け入
れた事業主に対し、職場実習奨励金を交
付します。

計画どおり

・見た目が普通に近い為、理解を得られる事がなく、福祉的就労の場がたくさんあ
れば働きたい。

身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機
能訓練）及び地域活動支援センターⅡ型の事業を行い、
福祉的就労の促進を図りました。

【身体障がい者福祉センター事業】
身体障がいのある人を対象に、生活介
護、自立訓練（機能訓練）及び地域活動
支援センターⅡ型の事業を行います。

計画どおり

【ソーシャルサポートセンター事業】
精神障がいのある人を対象に、地域活動
支援センターⅡ型の事業を行います。

計画どおり

計画外：【障がい福祉ガイドブック】
障がいのある方やご家族などの負担を軽
減するため、様々な福祉制度のあらまし
を掲載した障がい福祉ガイドブックを配布
します。

計画どおり

高年齢者・障害のある方の雇用機会の拡大のため、年
２回、高年齢者・障がいのある方を雇用している事業主
に対して雇用促進奨励金を支給しました。

・地元の浦安での障がい者の求人情報を定期的に見られるようにしてほしい。

【雇用促進奨励金】
雇用機会の拡大並びに福祉の増進を図
るため、市内に居住する高齢者及び障が
いのある人を雇用する事業主に対し、雇
用促進奨励金を交付します。

計画どおり

・市役所等で障がい者の働ける場所を増やしてほしい。私は見た目は健常者だが
透析しているだけで仕事を断られたりしてしまう。

計画どおり

障がいのある人が就労の場や機会を得られるよう、浦
安市障がい者就労支援センターにおいて、就労相談、
就労訓練、ジョブコーチ支援、就職活動支援、職場開
拓、定着支援、離職者支援等を行いました。

【就労支援センター事業】
障がいのある人が就労の場や機会を得ら
れるよう、就労相談、就労訓練、ジョブ
コーチ支援、就職活動支援、職場開拓、
定着支援、離職者支援等を行います。

計画どおり

学齢期から概ね25歳までの発達障がいのある人、発達
が気になる人を対象として、専門性の高い相談支援や
療育支援を行いました。また、登録者以外の方も参加で
きるペアレント・トレーニングを開催しました。学校訪問や
事業所への訪問など、地域の支援力の底上げにも引き
続き取り組みました。

・就学後の療育を受けられる場が少なくなった。 （ほか、同様の意見 ３件）

【青少年サポート事業】
小学生から概ね２５歳までの発達障がい
のある人と発達障がいの疑いある人に、
専門性の高い相談や療育支援を行いま
す。

【こども発達センター（外来部門・通園部
門）】
発達に心配のある子どもとその保護者を
支援するため、発達段階に応じてグルー
プや個別での専門的な相談・療育を行う
と共に、児童発達支援センターとして保育
所等訪問支援等、地域に対する支援事
業を行います。

計画どおり

通園部門では、生活や遊びを通して基本的な生活習慣
を培うことを目的に、グループ療育を実施しました。
外来部門では個々の発達状況に合わせ、個別に相談・
指導・訓練を実施しました。
また、当センターは児童発達支援センターとして地域支
援の充実も求められていることから、保育所等訪問支援
や地域機関訪問など、センター利用児に限らず市内で
発達に心配のある子どもとその保護者に対し、適切な支
援を提供しました。

・高校卒業後の軽度発達障がい者へのＳＳＴ相談支援の場がない事は早急に改善
してほしいと願っている。



内容 進捗状況 現状
平成28年５月23日開催 実務者会議 意見 平成28年度障がい福祉に関するアンケート調査結果（自由意見等より抜粋）

浦安市障がい者福祉計画（平成27年度～29年度版）進捗状況

福

祉

サ

ー

ビ

ス

・月に数回、あるいは年に数回でも浦安の短期入所を利用したい。

・市川市のような訪問型の生活訓練があるとよいのではないか・福祉サービスを提供する現場スタッフの人材確保に努めていただきたい。

・短期入所が少ない。将来親が面倒を見られなくなった時に、入れるような施設を
充実させてほしい。

地域の身近な相談窓口として、地域相談員を配置し、相
談者に応じて、電話やＦＡＸ等での相談に対応しました。

【浦安市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】
障がい福祉サービス等に従事する人材
の確保とその離職防止を図るため、事業
所が従業者に支給する住宅手当にかか
る経費の一部を助成します。

計画どおり 平成29年７月分の住宅手当から開始します。

【身体障がい者相談員、知的障がい者相
談員】
障がいのある人やそのご家族に地域の
相談員として協力いただき、地域の身近

計画どおり

・計画相談を利用していなかったり、地域活動支援センターな
どのサービスに繋がっていない、地域に埋もれている人の支
援。特に精神障害で自宅に引きこもりでサービスを受けていな
い人をどう支援につなげるかは課題だと思う。

・私からコミュニケーションをとる（積極的に人と話す）のは難しいと感じているの
で、困っていることを時々聞きに来てもらえるとありがたい。（精神障がいのある方）

・精神の病気で訪問サービスを使う発想がなかったので訪問看護が万人にいいと
は限らないが、もっとたくさんの人に知ってもらいたい。

日中一時支援を行う１事業所に対し、医療的ケアを行う
看護師の人件費の一部について補助金を交付しまし
た。

【重度障がい児等通所事業所特別支援
事業補助金】
児童発達支援、放課後等デイサービス、
日中一時支援を行う事業所に医療的ケア
に要する経費の一部を助成します。

計画どおり

知的障がいのある人を対象に、生活介護、就労継続支
援B型の事業を行い、福祉の増進を図りました。また計
画相談を実施し、サービス等利用計画を作成を行いまし
た。

【障がい者福祉センター事業】
知的障がいのある人を対象に、生活介
護、就労継続支援Ｂ型の事業を行いま
す。

計画どおり

【身体障がい者福祉センター事業】
身体障がいのある人を対象に、生活介
護、自立訓練（機能訓練）及び地域活動
支援センターⅡ型の事業を行います。
痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提
供します。

計画どおり

身体障がいのある人を対象に、生活介護、自立訓練（機
能訓練）及び地域活動支援センターⅡ型の事業を行い、
福祉の増進を図りました。また看護師等を配置し、痰の
吸引、経管栄養等の医療的ケアを提供しました。

障害支援区分４以上の障がい者を支援している市内の
生活介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援を
運営する７事業者に対し、補助金を交付しました。

【重度障がい者支援事業所運営費補助
金】
重度障がいのある人を支援する生活介
護、継続支援等の事業者に対し、人員、
設備費用等の運営費補助を行います。

計画どおり

・医療型重度障がい者（児）は預けられる施設も限られ、介護者の負担もかなり大
きいので、市内にレスパイト入院が出来る病院、施設を作って受け入れてほしい。

市内で短期入所事業を運営する２事業者に対し、運営
に要する経費の一部について補助金を交付しました。
開始時期：平成２８年度
平成29年７月１日現在 ８床

・浦安市内に短期入所が増えてほしい。

【障がい者短期入所事業所運営費補助
金】
短期入所事業所を運営する事業者に対
し、その運営に要する経費の一部を補助
し、短期入所事業所の円滑な運営を促進
します。

計画どおり

・短期入所が少ない。市内で短期入所を利用できると普段ど
おりの生活が維持できる。

・医療型の児童発達支援の事業所がない（医療的なケアが必
要な児童への支援提供が可能な事業所が少ない）

・施設に入所しているが、入浴が週４回なので、夏場だけでも６回位（日曜日は除
く）入れるといいと思っている。

・医療行為が常時必要な子を受け入れ可能な団体がとても少なく、重度の子が受
け入れてもらえる施設が増えたらよい。

地域生活支援拠点を整備するための検討を行い、運営
事業者と施設の設計を行う設計業者を公募し選定しまし
た。
※国の第５期障害福祉計画基本指針では、平成３２年
度末までの整備目標に延長されました。
短期入所は、６名定員の予定です。

やや遅れている
【地域生活支援拠点の整備】
国の基本指針に基づき、平成32年度末ま
でに地域生活支援拠点を整備します。

【障がい者等一時ケアセンター】
短期入所や日中一時支援事業を行うとと
もに、介護者の疾病等による緊急預かり
を２４時間３６５日行います。
痰の吸引、経管栄養等の医療的ケアを提
供します。

計画どおり

短期入所や日中一時支援事業を行うとともに、介護者
の疾病等による緊急預かりを２４時間３６５日行いまし
た。また看護師等を配置し、痰の吸引、経管栄養等の医
療的ケアを提供しました。

＜通所＞ ＜通所＞

・通所先で入浴サービスを受けられる場所が少ない。

・市内で行動援護サービスを受けられる事業所が1ヶ所しかない

・居宅介護の事業所はたくさんあるが、曜日や時間によっては
担い手が不足している。

・緊急時のかけつけ支援制度が上手く活用できていない（制度
の周知も充分ではないのではないか）。

＜訪問＞ ＜訪問＞



内容 進捗状況 現状
平成28年５月23日開催 実務者会議 意見 平成28年度障がい福祉に関するアンケート調査結果（自由意見等より抜粋）

浦安市障がい者福祉計画（平成27年度～29年度版）進捗状況

そ

の

他

（その他意見）
・市内にサービス事業所がない。

支給決定を受けたがサービスが受けられない28.6％

【計画相談支援推進事業補助金】
計画相談支援及び障がい児相談支援の
円滑な実施を促進するため、計画相談支
援等を実施する事業所に対し、サービス
等利用計画作成等を担う相談支援専門
員に要する経費の一部を補助します。

計画どおり
市内の事業所に限らず、市外の事業所にも補助金を交
付し、浦安市の受給者の計画を作成する相談支援専門
員の確保を促進しました。

・日中一時や放デイの定期利用がないからと、一方的に契約を切られた。

・担当者が変わって以来、サービスの質、スピードの低下が著しい。

・相談が主に自宅でなく、もう少し気軽なものだとありがたい。

＜障害児相談支援に関する設問で、サービスに不満があると回答した理由＞
事業所のサービスの質 42.9％ 希望したサービス内容ではない 0.0％

計画どおり

地域における相談支援の中核的な役割を担う機関とし
て、支援困難なケースや他事業所の後方支援をおこなう
ことで、在宅障がい者やその家族の地域における生活
を支援し、障がい者の自立と社会生活の促進を図るた
め、基幹相談支援センター事業について委託しました。

・１年に何度も時間を取り、家に招き、前回とほぼ変わらない相談（報告）をしなく

事業所のサービスの質 31.0％、希望したサービス内容ではない 13.8％
支給決定を受けたがサービスが受けられない3.4％
市内にサービス事業者が少ない、または無い 17.2％
希望する時間にサービスが受けられない10.3％ 無回答44.8％

＜計画相談支援に関する設問で、サービスに不満があると回答した理由＞

（その他意見）

【基幹相談支援センター事業】
障がいのある人が地域で生活するための
さまざまな制度やサービスの利用、申請
の援助などを２４時間３６５日体制で実施
しています。
相談員の資質の向上や相談体制の強化
を図る地域の中核的な相談支援機関とし
て、研修会や事例検討会などを開催しま
す。

公民館運営方針に基づき、現代的課題事業の１つとして
毎月１回、通年開催しました。

【公民館活動】
企業等に就労する障がいのある人の夕
方からの余暇支援事業「きぼうアフター
ファイブ」を行います。
知的障がいのある人が休日の過ごし方を
学ぶことを目的とした「きぼう青年学級」
事業を行います。

計画どおり
・私のように子育てが終わった後に浦安に移住した者にとってはなかなか障がいを
抱えて新しい人間関係を築く事は難しい。

【ソーシャルサポートセンター事業】
精神障がいのある人を対象に、地域活動
支援センターⅡ型の事業を行います。

計画どおり

精神障がいのある人が住み慣れた地域で生きがいを
持った生活が営めるよう、指定管理によりソーシャルサ
ポートセンターを設置し、その中でレクリエーション活動・
軽作業・交流の場の提供を行う地域活動支援センター
Ⅱ型事業を実施し、創作的活動及び生産活動の機会の
提供等を行い、福祉の増進を図りました。また計画相
談、地域移行、地域定着支援の相談業務も実施しまし
た。

・介護や支援が必要な人に対する精神的なサポーターを地域レベルで育成し、確
保する必要があるのではないか。特に高齢化が進む中、メンタルケアを行えるよう
にすべきではないか。

・同じ障がいを持つ親同士が話せる場がほしい。

談者に応じて、電話やＦＡＸ等での相談に対応しました。相談員として協力いただき、地域の身近
な相談の窓口として、電話やＦＡＸ等での
相談に対応しています。

は限らないが、もっとたくさんの人に知ってもらいたい。

・無料のママ友達が作れるような親子広場のような場があれ
ば良い。

・市で行っている所へでかけてくれるといいのだが。家で家族とばかりいるので心配。

・在宅で日常生活を送っている障がいを持っている方や看護、介護、養育している
家族同士の集いの場があるとよいなと思う。

てはいけない。

・相談員により力量に差があるのではないかと感じている。

・24時間365日体制の事業所をもう一つほしい。

市内にサービス事業者が少ない、または無い 42.9％
希望する時間にサービスが受けられない0.0％ 無回答28.6％

・幼稚園等の情報をつないだり、就学にむけての橋渡しをして欲しい。

・計画相談支援事業所の受け入れ状況が×が続いており、受
け入れ先がない。 （案内できる事業所が限定されている）



計画相談支援の現状

１．平成２９年７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 70 人とセルフプランの方

68 人を含む

＊介護保険対象者は、51 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 404 人

サービス等利用計画案作成（＊） 404 人

達成率 100.0 ％

＊セルフプランの方 84 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７月末）
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議題１資料（４）



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８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。



東野地区複合福祉施設の計画の変更について

１．整備時期

旧 新

平成 31 年４月オープン 平成 32 年４月オープン

２．機能

【通所棟】

旧 新

４階 ソーシャルサポートセンター

地域福祉センター

ソーシャルサポートセンター

地域福祉センター

３階 社会福祉協議会（×）

ファミリーサポートセンター（×）

ボランティアセンター（×）

地域福祉センター

地域活動支援センターⅠ型 (新)

指定特定相談支援 （新）

障害児相談支援 （新）

地域福祉センター

２階 生活介護

地域福祉センター

生活介護

地域福祉センター

１階 身体障がい者福祉センター

地域福祉センター

防災備品庫

身体障がい者福祉センター

地域福祉センター

防災備品庫

○地域活動支援センターⅠ型

（事業概要）

精神保健福祉士等を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調

整、地域住民のボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等

の事業を行う。

（利用定員）

１日あたりの実利用定員は概ね 20 名以上

○指定特定相談支援（計画相談支援）／障害児相談支援

（事業概要）

障がい者等が自立した生活を維持し、抱える課題の解決や適切なサービス利用を実現

するため、障害福祉サービス等の利用に係るサービス等利用計画の作成を行う。

【居住棟】

変更なし

当日資料（１）



議題２資料





































意思決定支援を考える
スタートラインとは・・・
〜皆さんと考えたいこと〜

1
浦安市⾃⽴⽀援協議会 第２回相談支援部会

（2017／08／24）
矢冨 恭子（パーソナル・アシスタンスとも）

議題２資料（当日資料）



2 特定の人たちへの差別の歴史を
振り返ると・・・

障がいのある
人たち

（⾃⽴⽣活運動）

⿊⼈の⼈たち
（公⺠権運動）

ハンセン病患者
（らい予防法廃止）

「人として、普遍的な人権として」
自分で自分のことを決めることを勝ち取る

ための戦いの歴史



法律には、しっかり存在している
意思決定支援

障害者総合支援法

障害者基本法

知的障害者福祉法

⺠法

国連・権利条約

3

・選択の機会の確保
・意思の尊重
・意思決定の支援に配慮
・必要な情報提供

意思決定支援が「昨今」注目されてい
るけれど・・・



ある当事者の⽅の⾔葉

「要は、当事者の意思をどう捉えるかなんだよね」

「１９６０年代、重度⼼⾝障がいの⼦どもたちを

持つ⺟たちが『この子たちにも意思がある』と

訴えてきたこと今、意思決定支援として語られてい

る事と変わらない」

4
改めて、意思決定⽀援について⾒直さ
れる背景とは・・・



障がいのある人を取り巻く意思決定支援
の現実は如何に・・・︖

様々な人たちが関わる「今」だからこそ、
法律を具現化するのは現場の私だからこそ、

私たちの意思決定の根底にある

考え⽅の共有が⼤切

5

障害福祉
サービス

教育
医療

計画相談
支援

成年後⾒
制度



スタートライン①
「誰にでも意思がある」

私たちと同じ・・・

6

好きな事
心地よい
こと

嫌いなこと

希望する
生活

嫌な事 自分で
決めたい



スタートライン②
「⼈は誰でも意思決定する能⼒があると
いう前提に⽴つ」

可能な限り、当事者の意思表出を助ける方法
を全部試す

ダメだったら、はじめて意思決定

困難とみなす

参考︓英国意思決定⽀援法（ＭＣＡ２００５）

参考︓研修会「相談⽀援における意思決定⽀援について」【主催ＣＳＫ】

名川 勝氏
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スタートライン③
「意思表出の方法は十人十色」

どうすれば本⼈の意思がわかるだろう︖

8

表情・しぐさ
リラックスした
環境整備

生活史の
検証

本人に関わる
人たちからの

情報

記録から カードや写真 体験 ジェスチャー

支援者が皆でここに一生懸命になれるか



皆で考え方を共有できたら・・・
⼿法は、⾃ら⾒つけたくなる→ガイドラインの活用

≪表出ツール≫ どうしよう︕（どんな⽅法が良いかな、どんな環境が必要かな）

≪決定事項のレベル分け、整理≫ 重⼤事項︖それとも⽇常的なこと︖

≪支援者の共有方法≫

①意思と好みに関する記録作成

②サービス等利⽤計画、個別支援計画への記載

③話し合いの場を持つ などなど

≪具体的な手順≫ 支援チーム皆で、当事者の意思決定を具体的にシュミレーションしてみる

参考︓研修会「相談⽀援における意思決定⽀援について」【主催ＣＳＫ】 名川 勝氏
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文献
研修会への
参加

勉強会の
実施

最終的には意思の実現支援へ


