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平成29年度第３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 11月 21日（火） 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

中核地域生活支援センターがじゅまる、こども発達センター

４．議題

（１）意思決定支援について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）地域課題について（非公開）

５．資料

議題１資料（１） 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

議題１資料（２） 意思決定支援を考えるスタートラインとは…

議題２資料（１） 浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査

議題２資料（２） 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）素案（障がい者計画部分）
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 29 年度第３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。

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

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

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。

急に寒くなり、今日は風邪を引いている方もいらっしゃるかもしれませんが、議題が３つございます。

最初の意思決定支援と障がい者福祉計画の策定についてというところは、最初の 30分から 45分ぐらい

で１回締めさせていただいて、以降、地域の課題についてということで、前回皆さんから活発なご意見

が出た引き続きの議論という流れにしていきたいなと思っております。

では、早速議題に入らせていただきます。

議題１つ目、「意思決定支援について」です。

まずは、事務局より、意思決定支援がどうして障害者総合支援法３年後の見直しという中の重点項目

になったのか、その背景制度といいますか、法の観点なども交えて説明していただいた後に、私から話

題提供ということで、相談支援と意思決定支援という勉強会があったので、そこで学んだことを皆さん

と共有させていただければなと思っております。

まずは事務局から、意思決定支援のガイドラインについてご説明いただければと思います。よろしく

お願いします。

事務局：お手元の資料としてあります厚生労働省から出されている「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」、こちらについて、平成 29 年３月に作成された経緯についてご説明させていた

だきます。

意思決定支援については、現在の障害者総合支援法の中で重要な取り組みとして位置づけられており

ます。具体的には、第１条に、基本理念として、障がい者本人がどこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保されるという旨を規定しています。また、第 42条、第 50条になりますが、事業者に対し

ては、障がい者等の意思決定の支援に配慮するよう努める旨を規定しています。

十数年前にさかのぼりますが、平成 15 年、支援費制度が施行されるそれ以前は、行政がサービス内

容を決定して事業所に委託するという形でサービスを提供する措置制度でした。それが、支援費制度が

始まり３年後には、平成 18 年に障害者自立支援法が施行されて、障がい者自身と事業所の契約という

サービスを選択できる仕組みに変わりました。仕組みはできたんですが、そこでサービス選択における
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自己決定を尊重することは当然なんですが、特に重度障がい者や知的障がいの方が、意思や思いはあっ

ても決定に至るまでの支援が必要であることの議論が高まり、国会でも議論をされました。

その結果、平成 23 年の障害者基本法改正の中でも、相談等について規定した条項がありますが、国

及び地方公共団体が障がい者の意思決定の支援に配慮するという旨の規定が盛り込まれております。ま

た、ほかの知的障害者福祉法や児童福祉法、発達障害者支援法などにも、それぞれ障がい者の意思の尊

重や意思決定の支援といった文言が加えられております。

そして、平成 25 年に総合支援法が施行されましたけれども、この時点では、意思決定支援というこ

とは盛り込まれたものの、意思決定に困難を抱える障がい者に対する支援の枠組みや方法などについて

は、標準的なプロセスが示されておらず、３年後に見直し事項として一つに挙げられておりました。そ

こで、国の社会保障審議会障害者部会で検討を行うなどして、平成 29年３月 31日付でこの本ガイドラ

インが示されたものです。

このガイドラインの構成としては、総論、各論、具体例で構成されており、意思決定支援の定義や意

義、標準的なプロセスや留意点を取りまとめたものとなってございます。

詳しいところは、ご覧になっていただくということですが、大きな流れとしては、資料の中の 11 ペ

ージ、（図１）意思決定支援の流れになるかと思います。

まず、上から、意思決定が必要な場面、サービスを選択する、居住の場を選択するなどが発生して、

その後、本人が自ら意思決定できるように支援する必要性が出てまいります。そうしますと、意思決定

支援責任者の選任とアセスメントということで、意思決定支援責任者というのが相談支援専門員ですと

か、サービス管理責任者が兼務することが可能となっております。本人の意思決定に関する情報を把握

したりですとか、意思決定支援会議を開催する準備を行います。アセスメントとしましては、本人の意

思確認ですとか、日常生活の様子、本人の判断能力、物理的環境などを調査することになります。それ

を踏まえて、意思決定支援会議を開催いたします。これは、今現在行われているサービス担当者会議や

個別支援会議に当たるものというふうに書かれております。参加者としては、本人、家族、成年後見人

等、ほか関係者ということになります。意思決定の結果を反映したサービス等利用計画や個別支援計画

を作成という流れです。その意思決定に関する記録を再度フィードバックしてアセスメント、また、意

思決定支援会議を開催という流れになりまして、これが一連の流れになっております。

リーダー：ありがとうございます。

厚労省から出されたガイドラインを少し説明していただいて、最後に、具体的に、意思決定支援のプ

ロセスといいますか、そういうことのご説明があったんですけれども、今日は、その意思決定支援が何

ぞやということを突き詰めるというよりは、いろいろな情報を耳にしていただいて、皆さんにもやもや

と意思決定支援でそれこそ自分がどんなふうに考えているんだろうということを考えていただくための

話題提供というような形で捉えていただいて、この後皆さんが感じたことだったり、現場で既に意思決

定支援ということをすごく意識して、それこそ当事者の方が意思決定支援にものすごく支援することに

困難を感じたり、また、うまくいった例みたいなものが既に皆さんの現場の実践であれば、お話しして

いただければうれしいなと思っております。
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ここまでで、事務局からのこの厚労省のガイドラインを読んで、疑問に思ったこととか感じたことみ

たいなものがあれば、ご発言いただければうれしいなと思うんですけれども、どうでしょう。

もしなければ、このまま私からの話題提供ということで、続けて私から意思決定支援の投げかけをさ

せていただきたいと思いますが、このままご説明させていただいても大丈夫ですか。

それでは、先ほど申し上げましたように、もやもやするための、意思決定支援を考えるスタートライ

ンとはということで、あえて皆さんと考えたいことということで、パワーポイントに少し私が勉強した

ことをまとめさせていただきました。どこで勉強したかといいますと、昨年私が参加しましたＣＳＫ千

葉県相談支援事業連絡協議会が主催しておりました研修会で「相談支援における意思決定支援について」

という勉強会があったんです。そこで勉強させていただきました内容を交えながら、今日は話題提供さ

せていただいて、自分だったら意思決定支援はどんなふうに考えるのかなということをちょっと頭に思

い浮かべながら聞いていただければうれしいなと思います。

では、パワーポイントの資料、２枚切りのものを見ながらご説明したいと思います。

先ほど事務局から、意思決定支援が見直される法的な背景の説明があったわけですが、一方で、スライ

ド２ですが、過去の特定の人たちへの差別について目を向けてみると、一例ではあるんですが、それこ

そ障がいのある人たちが自立生活運動を起こした青い芝の会の方たちの自立生活運動であったりとか、

黒人の人たちが人種差別に対して戦った公民権運動だったり、日本で私たちもニュースでよく見ました

ハンセン病患者の方のご本人の意思に反して隔離される法律がようやく撤廃されるとか、こういう歴史

というのは、当事者の方たちが自分で自分のことを決めることを勝ち取っていった戦いでもあったんじ

ゃないかというような前段で勉強会のほうを入っていきました。

次のスライドです、昨今、意思決定支援というのがすごく注目されているんですけど、先ほど事務局

からもお話があったように、実は、総合支援法だけじゃなくて、障害者基本法だとか、あといろんな法

律に書かれているわけです。国連の権利条約なんかにも、選択の機会の確保とか、意思の尊重とか、意

思の決定に配慮するとか、必要な情報提供を行うというふうに、取り立てて新しくはなく、法律にはし

っかりと意思決定支援は行うべきなんですということがずっと明記されていたという背景があるという

ことですよね。そんなこんなで、とてもブランドニューな感じで話されている意思決定支援なんですが、

既に、実は法律にはあって、私たちはこれをしっかりと意識しないといけない立場にあるんだというこ

とが、一つ確認したいポイントです。

次のスライドです、改めて今、見直される背景に何があるんだろうかということで、実は、私が計画

相談を担当している当事者の方を訪問したときに、意思決定支援についての話題になったんです。いつ

も私が教えを請うといいますか、当事者の立場に立ったときの考え方だとか、当事者の方が置かれてい

る今の世の中だったり世界観ということを、計画相談でモニタリングに行くたびにディスカッションに

なる利用者さんが１人いらっしゃいます。その方と、それこそ意思決定支援について話し合いになった

んですね。そのときに、簡単に言うと、当事者の意思をどう捉えるかということなんだけれども、1960

年代に重症心身障がいの子どもたちのお母さんたちが、この子たちにも意思があるんだと訴えてきたこ

とと、今、意思決定支援として語られていることというのは、何ら変わっていない。つまり 1960 年代
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と何ら変わっていないじゃないかというようなことをぽつりとおっしゃったことがすごく印象に残って

います。

次のスライドです、その方から見てみると 1960 年代から五十数年経過して、障害福祉サービスはす

ごく増えて、医療や教育、それから成年後見制度など多くの人たちが支援にかかわるようになった今と、

その当事者の方から見て何ら変わらないという言葉を聞いたときに、何で、何ら変わらない今があるん

だろうかというふうに思っちゃったんですね。

法律にうたわれている理念を具現化していくのは、ここにいる支援の立場にある方たちであったりだ

とか、当事者の方たちを取り巻く人たち、人間そのものなんですけれども、だからこそ、意思決定支援

ということを考える上でプロセスを勉強することもすごく大切なんだけれども、私たちが意思決定支援

の根底にある考え方について議論したり、前提を共有するということがすごく大切なんじゃないかなと

いうことで、まずは障がいのある人たちにかかわる私たち自身の価値観だとか、前提となる障がいのあ

る方へのまなざしみたいなものを一度、皆さんと一緒に振り返る必要があるんじゃないかなというふう

に考えて、このパワーポイントをつくらせていただきました。

それで、前提というところなんですが、スライドの６ですが、1960 年代の重症心身障害児・者のお

母さんたちがおっしゃっていたように、誰にでも意思があるんだということと、どんなに障がいの重い

人たちでも私たちと同じ自らの言葉を発することが出来ない人だって、誰だってこうありたいという思

いだったり、その思いを実現していきたいという意思があるんだ、まずここに立とうというのが意思決

定支援のスタートラインではないかということを勉強してきました。

次のスライドです、それこそ誰にでも意思決定する能力というのはあるんだという前提に立っていこ

うではないかということです。可能な限り障がいのある人たちの意思表出を助ける方法、全部私たちが

試して、全部試してだめだったらそこで初めて意思決定が困難じゃないかという前提に立たないと難し

いんじゃないか、つまり、こういう前提に私たちが本当に立脚することが出来るでしょうかということ

は、私たち自身に問われていることではないかということ。

それから、次のスライドですが、意思表出する方法は本当に十人十色で、支援にかかわる私たちが目

の前の当事者の方たちと一緒に歩んでいく中で、どうすればご本人の意思がわかるのかな、どうやった

らうまく表現できるのかな、どうやったら本人さんたちが思っていることに私たちが届くことができる

のかなということをみんなで一生懸命悩んで、この方法がいいんじゃないか、あの方法がいいんじゃな

いかという手法を見つけるべく努力をすることが、私たち自身がきちっとできるか、そういうことも問

われているんじゃないかなというふうに感じています。

それこそスライド８に書いていますけど、しぐさだったり、表情だったり、カードや写真ということ

は、皆さんもぱっと思い浮かぶことかもしれません。体験だったり、その方の生活史の検証だったりと

いうことで、本当にこの人たちが考えていることや希望することはどうやったらわかるだろうというこ

とに心底悩み尽くすということが、意思決定にはとても必要なんじゃないかなと感じました。

次、最後のスライドですが、そうは言っても、ベースとなる考え方や障がいのある人のまなざしばっ

かりを論じていてもしようがなくて、でもそれは多分一人一人の障がいのある方たちの支援チームがあ
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ると思うんですけれども、そのチームの中で共有できたら、どうやったら、じゃそれが実現できるかな

という手法は後からくっついてくるんじゃないのかなというふうにも感じています。

そこで登場するのが、さっき事務局からご説明いただいたガイドラインになってくるのではないかと

思っています。文献を読んだり、研修会に参加したりだとか、同僚の相談員さんたちとか、ほかの相談

事業所の相談員さんに相談してみたりだとか、包括支援センターさんにも聞いてみたりだとか、県の弁

護士さんにも聞いてみたりだとか、いろんな手法を自分から見つけるべく動き出すということを現場は

やっていくんではないかなと思います。それで、支援チームであれやこれやと議論して、知識だったり

想像力を総動員して、障がいのある方のそれぞれに合った具体的な意思決定支援のシミュレーションを

することにつながっていけばいいなというふうにガイドラインを見て思いました。

それが最終的には、障がいのある方の意思決定支援につながっていくんだろうというようなことで、

話題提供としてまとめさせていただきました。

スライド９ですが、本当に具体的なやることの整理ということでいくと、まず表出ツールって何だろ

うなということをみんなで確認をしなければいけない。それから、当事者の方たちの意思決定のレベル

分け、それって重大事項なのか、それとも日常生活的なことなのか、また、それをどうやって、支援者

間で共有していけばいいだろうか、サービス等利用計画とか個別支援計画への掲載というのはどういう

ふうにしていけばいいだろうか、どこに記載すればいいだろうか。また、それは話し合いを持って、好

みや嗜好って変わっていくものだから、どうやってモニタリングしていこうかというような具体的な手

順を、実は、一人一人のご支援に関しては決めていかなければならないということがあって、その真ん

中に立っていくのがサービス管理責任者と相談支援専門員だろうと国は位置づけているというような流

れでガイドラインにつながっていくんではないかなと思います。

もし、皆さんの現場で既に住まいを決めるとか、重大事項の決定案件があって、それについてどうや

って当事者の方の意思を確認していこうかというシミュレーションをしてみた方とかがいれば、ぜひこ

の後、ご経験を話していただいたり、また、自分が考える意思決定支援というものはどういうものかと

いうことについてコメントをしていただいて、共有できたらなと思っています。ご本人がやりたいと言

っていたら何でもやらすのが意思決定支援なのかとか、いつもそばにいる人が一番わかっているんだか

ら、国は相談支援専門員と言っているけど、相談支援専門員がそんな意思決定責任者になるような立場

じゃないんじゃないかとか、いろいろ思っていることもあるんだと思うんですよね。

ですので、今日は、この議題１の目的としては、まずは皆さんの中に浮かんだ疑問だとか、感想とか、

率直な現場感と意思決定支援というところで、コメントをいただければと思っております。

早速ですが、皆さんに思ったことを頭の中で整理していただく時間を 30 秒か１分ぐらい、少し沈黙

の時間を設けまして、皆さんにご発言いただければなと思います。

既に頭の中に浮かんでいることがあったり、こんなことで困ったというのがあれば、ご発言できます

という方がいれば手を挙げていただけるとうれしく思いますが、いかがでしょうか。感想とかでも大丈

夫です。

困ったときは介護給付費等の支給に関する審査会。年長者の意見を聞いてみようかということでいか
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がでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、一番年長者かなと思います。

私自身の経験ということでよろしいでしょうか。私、今現在も精神障がいの方の成年後見人をしてい

るんですけれども、私は、その方にかかわったときは、入院している状態だったんですが、そのときは

もう退院していいと病院のほうからは言われていたんですけれども、環境が整えばということで、その

環境を整えるというところで本人の意思をいろいろと確認するわけですが、どうしてもお医者さんも支

援者の側も、一度、実際の生活というのは、その方は 20歳ぐらいから 40年以上、社会とのかかわりが

ない状態で生きてきているので、そこで失敗をして医療保護入院という形になったんですけれども、そ

ういう前提だったものですから、やっぱり失敗しないことということ、退院した後ができるだけ支援者

に囲まれて保護が行き届くような形での生活をという形のところの話があったんです。

支援者の人と、親もそうなんですが、やっぱり失敗しない方向で考えがちなんですね。でも、やはり、

私は思うんですけれど、失敗するのも一つの権利かなと。失敗することで何か本人が得るものがあるん

だし、そこを全部排除してしまうのもどうなのかなという考えがあるんです。そういうところで、意思

決定ということで、本人からの希望を聞き出すということ、そこのところに寄り添うということも大事

なんですけれども、やはり障がいのある方って社会的な経験というのが不足しているんですよ、幾つに

なったとしても。やっぱりいろんなところで経験不足というのがある。

そこで、経験不足からくる一つのかたくなな認識というのもあるんです。自分自身に対する物の考え

方。それから、現状認識というもののゆがみもあるかもしれないし、でも、そこのところで、本人の意

思というのが、希望というのがあるんだったら、それを実現するためにいろんな情報提供もするし、選

択肢もいろいろと提供して、それで体験というような形でのこともやってもらい、それから本人に出来

ることと出来ないこと、いろんな、それから、今までの長い生活の中でこういうときにはどう対処した

のかなというようないろんな経験談をいろいろと聞いていく上で、本人にもいろんなもの、自分を見つ

め直してもらうというようなそういうことも必要なのかなということで、退院していいよということか

ら、本人に本当にこうしますといって今の生活が決められたんですけれど、そこに至るまでに２年間か

かったんです。やっぱり時間が必要なんだなというのもあるし、そういう形で一つ決めてもらったこと

で、本人はそこで、長い時間かけただけに、自分のこともいろいろ考えて今の生活というところである

んですけれども。

最初は、そういう障がいの癖なのかもしれないんですけれど、何でも最初は新しいことに挑戦するこ

と全てを拒否されるんですね。そういうのを全部断るんですけれども、それで、こちらの思いというの

をなかなか受け入れてもらえないところがあるんですけど、最近２年間で、今は逆に皆さんによくして

もらっているから皆さんの言うとおりにするというんですよね。それもすごく困ったことで、一つ、本

当に買い物の歯磨き粉を選ぶにしても、こっちの様子を見るんですよ。どれ選んでいいかわからないと

いうこともあるんですけれども、自分で。だけど、そうじゃないでしょうと、いろんなことで自分で決

めてください、自分で選んでくださいと。でもそのときに、小さなことも、大きなことも、やっぱり本

人は不安、自分が決めることに対する経験がいろいろないから、そのときに、もしそれがだめだったら
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やり直せばいいじゃないという感じで、だめだったときの、こちらはそこでも、それでもいいじゃない、

そこでまたやり直せばいいじゃないというフォローみたいなそういうのは、何か相手の意思決定をする

上での必要な要素でもあるのかなと思います。

すみません。一人で長くしゃべっていました。

リーダー：ありがとうございます。

現場の事例というのは響くものがありますよね。難しいんだなと思うんですけど、この介護給付費等

の支給に関する審査会の話題に触発されて、思うこととか、コメントとか、いかがでしょう。

ＮＰＯ法人千楽：意思決定支援ということで、私も会議に出させていただく中で、この話題に対して誰が意思

決定支援責任者だったっけというのがわからなくなることがあったり、ご本人が何もしたくないという

意思だった場合に、それが本当の意思なのかどうかというのはまた別として、何か引き出すのか、お勧

めなのか、それとも押しつけなのかというところで、やっぱりどういうふうに言葉を選んだらいいかと

か、でも、私は意思決定支援責任者じゃないしとか、その辺、みんな複雑な部分というのはすごくあっ

て、でもやっぱり最後はご本人の意思なんだけれども、いや、何もしたくないですとなっちゃうと、今

までやった議論は何だったんだろうとなってしまうことがあったりします。

なので、すごく大事な意思決定支援だと思うんですが、本当の意思をそこに出すまでの大変さという

のはあるんだなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。

本当に現場では、この意思決定支援にまつわるいろんなエピソードが少しは、少しということはない

ですね、もしかするとたくさんあるのかもしれないです。もしくは、ご家族の立場だとか、ご本人の立

場としての意思決定支援について思うことがあれば、ぜひそれはご発言していただけたら、せっかくの

部会ですのでいいのかなと思うんですけど。

あと、お子さんを支援している皆さんは、誰の意思決定支援といったときに、親御さんとお子さんの

はざまに揺れるということは、皆さん、相談員さんおっしゃっていたんですけれども、そのあたりの何

とも言えない気持ちみたいなものもあればお話しいただけたらいいかなと思うんですけど、どうでしょ

う。

こども発達センター：そうですね、お子さんの場合だと、やはり親御さんの意思を尊重するというか、それが

最終的なものになってしまうというのがどうしても現実なのかなと思います。

自分が現場で見ている限りでは、未就学の子どもが多いので、小学生だったり小学生前ですので、自

分では決められない。逆に、意思をどうやって出すのよと、意思を出しなさい、自分で自分の気持ちを

言葉にしなさいというところでの支援というか、指導というところをやっているところでもありますの

で、決定云々までにもいかない、本人が何を考えているのかを引き出すというところを、ちょっとそこ

で試行錯誤しているという現場ということになりますので、なかなか意思決定支援という形、私聞いて

も、何というんですか、つまずくというか、思考がとまってしまうところもあるんですけれども。

ただ、決定って、意外と子どもの事例を見ていると、意思を出して決定しなさいよと言われたときに、

子ども自身、やはりどう決めていいか、どう選択していいか、その選択が難しいという事例もあると思
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います。どっちのおもちゃを選ぶといったときに、こっち遊びたいけれどもこっちも遊びたいなという

ふうになったときに、ううんと考え込んでしまっている。それは基本的に、この意思決定と同じような

形だと思うんです。

私は、いつも何かどっちを選ぶか、どっちを選択したほうがいいのかというといったときに、そこを

どういう感覚で選んでいるのかなというところで見ると、決定ってやはり難しいものだなと思うし、何

か理由をつけて、私たちは決定をしていくということになっていくだろうと思う。そこをどう情報とし

て持っていくか、提示するかというのは、ここのところでは大事になってくるのかなというふうに思い

ます。

子どもの場合は、そうやっておのれの要求というか、こうしたいんだというところが全面に出てくる

ので、そういうところもやはり見ていく必要があるのかなとは思います。結構、意思を出すということ

と決定をするということは、やはりちょっと別もののところがあって、それがゆえに難しいかなと思う

ところです。

リーダー：こども発達センターのおっしゃるとおり、意思表出支援、意思決定支援、そして、意思実現支援と

いう、実は３段構想になっているんだというふうによく言われていまして、お子さんの支援の場合は、

やっぱり子どもたちが経験を積み重ねていくことで、行く行く大人になったときの意思決定支援を、実

は子どもの時代の小さな、本物体験とか、リアル体験だとか、さまざまな体験の重要性が語られている

んですけど、子どもたちの療育というのが、将来の意思決定支援につながっているんだというようなこ

とも今すごく言われていて、なので、放課後等デイサービスのサービス管理責任者の皆さんとか、児童

発達管理責任とか、あと大人になったときの思春期、青年期の方たちへの支援に携わる相談支援専門員

さんなんかは、その方たちの生活史を見るという中で、その方たちの好みというか嗜好、そういうもの

に少し手が届いているというか、見えているというか、想像力を膨らませていく材料が転がっていると

いう分野でいくと、さっきのこども発達センターがおっしゃったようなおもちゃを１個選ぶとか、どう

いうおもちゃだと自分はおもしろいと思うか、誰と一緒に、どんな場所で遊ぶと心地よいと思うのか、

そういう経験が、実は積み重なっていくことで、その当事者の方の意思決定支援の力を伸ばしていくん

だというようなお話も一部あるので、何か子どもの支援に大切だななんて、このこども発達センターの

お話を聞いて思ったりしました。

ほかにどうでしょうか。いちょうの会いかがですか。何かご発言とか、コメントありますか。

いちょうの会：うちのほうは、当事者を抱えており、結局、当事者自体がもう大人の世界に入っているもので

すから、なかなかお子さんのときと違って、意思決定、それがすごい難しいと思うんですね。それで、

介護給付費等の支給に関する審査会が、２年かかりましたと言われていますけれど、確かに年数はかか

るんですね。こっちがこういうふうにしたらと勧めても、本人が納得しないとなかなかそれに従ってく

れない。

例えば、手帳をまだもらっていない方で、障がい福祉課からも、もらうよう言ってくれているけれど、

「まだいい、まだいい」と。それは、自分が車の免許を持っているので、手帳をいただいちゃうと運転

ができないんじゃないかというところなんです。でも、確かに、今こういう世の中で事故が多いんで、
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それは、自分の家のことだけじゃなくて人様にご迷惑をかけることもあるので、ただ、本人は、まだ一

回もそういう違反がないんですが、浦安警察に聞いたら、それはそのときに応じてと言われて、お医者

さんの診断書を出してもらいたいときもありますし、そこまで問わないときもありますよということ言

っていただいたので、そのことを話しましたら、やっと、それじゃ先生に言って手帳をいただくように

しようかなと、そういう状態で、意思というのも難しいんですよね。

それで、ある程度もう大人になってくると、なかなかそれを周りが納得させるというのは、自分のあ

れが強いので、周りがご苦労になると思うんですね。そんなこんなで、うちのほうの会の方も、結構当

事者が年齢いってきていますので、皆さん、そういうので苦労なさっている方が多いと思っております。

リーダー：ほかにありますか。

中核地域生活支援センターがじゅまる：かじゅまるは、障がいあるなしというふうなところなので、40 代の

知的障がいの手帳をとった方ですが、それまで家庭環境が障がいというふうなところではなくて、普通

というふうな扱いで、ただ、そうはいってもいろいろおまえは出来ないなとか、仕事場とかで言われた

りとかというところで、その方に多分、いろいろな障害福祉サービスとかを使いましょうとかというふ

うなところで、支援者としては、グループホームを介したりですとか、いろいろなところを順序立てて

やったほうがいいんじゃないのかと思うんですけども、ご本人の中では、以前に自分でも何とかひとり

暮らしをしていたので、ひとり暮らしができるというふうな形で、やっぱり環境というか、生活してき

た中で、私たちが思うことと本人が生活されてきたというふうなところがなかなか合わなくて、そのと

きは、若いときはバブルの高度成長期だったので仕事もばんばん入っていた、給料も 20 万とかそれぐ

らい稼げていたというふうなところの思いが強くて、なかなか障がいの手帳をとってやりましょうと言

っても、僕はできるんだから大丈夫というところで。

いろいろ私たちも本人に提示をしたりとかするんですけど、そこってなかなか難しかったり、私たち

が思うことと、ご本人たちが生活されてきたところが違うと、意思決定ではないんですけれども、本人

たちは、例えばひとり暮らしをして、もうすぐに稼いでというところなんですけど、なかなか難しいと

いうのを幾らお伝えしても難しいというのは、私たち支援者の中でも、すごくどうしていいのかという

ふうな、わかりやすく伝えなきゃいけないとか、やっぱり本人の希望もあると思うので、介護給付費等

の支給に関する審査会が言ってたあれですけど、一回チャレンジしてというところも一つなのかなと。

でも、支援者としては、やっぱり失敗してしまうのがちょっと怖いというか、心配なところで、支援者

含めて悩んでいってというところは常につきまとっているので、意思決定支援というのは、やらなきゃ

いけないことでもあるし、すごく難しいことでもあるなというのは、常々感じています。

リーダー：ありがとうございます。

社会福祉法人サンワーク：皆様の意見を聞いていて、そうだなと思うところと、じゃ、逆に言うと、この意思

決定支援って何で今になってこうやっていろいろ出てきているのかなと思うと、決してここにいる委員

の皆様、別に本人不在にして支援をしているわけではないと思うしと思ったときに、じゃ、本人の声と

いうのが本当にどう出てきている、出てきていないというとこら辺は、今、何でこの意思決定支援が問

題になっているんだろうというところをもう一度立ち返って考えるべきところなのかなと思うんですね。
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意思を言えばそれでいいのかというところだけでもなくて、介護給付費等の支給に関する審査会が言

ったような、失敗する権利というのも確かに本当にそうだなと思っていて、私も精神障がいのある方を

退院させるときとかにも、全く日当たりがなくて、クーラーついていなくてみたいな部屋だよ、いいの、

ここでという話をしても、本人は自分はここで決めたからいいんだと言って、そこから、本当に暑くな

ったり、寒くなったりしたときにクーラーがないと困るんだなというのを実感して、じゃ、クーラー買

うことってどうしたらいいかなとかという、そこにどうスポットを当てていけるかというところなのか

なというところだと思うと、本人の意思、こうしたいんだというところにどれだけ寄り添えて、どれだ

け一緒に考えてあげるかというところに意思決定支援のポイントというのはあるのかなと思うので、そ

の目を決して勝手に矯正してしまうことなく、そこをどうサポートしていくのかというのが相談支援専

門員なり、こういう支援者の役目になってくるのかなと思うのと。

あと、資料の８枚目のスライドに、どうすれば本人の意思がわかるだろうというところの、言葉だけ

じゃないんだなというのを私は感じて、しぐさだったり、その人の生活史だったり、いろんなこと、こ

ういうことをしている人なんだなということ、それをどう逆に支援者側がキャッチするかという、その

アンテナを張るということも一つ大切になることなのかなというのは、この話を聞いていて、ただただ

本人の表出だけではなくて、こちらがどうキャッチしていくかというところもポイントの一つになるの

かなと感じました。

リーダー：ありがとうございます。

そうしたら、時間も時間ですので、ここで意思決定は一旦終わりたいと思うんですけど、言葉でご自

分の意思を表現できない、とても重度の障がいのある方たちの支援の現場で、まさにこういうことにこ

う思い悩み、どうしていいかわからなかったことがあるんだという方いらっしゃいますか。本当に言葉

がない方。そういう方はまだいらっしゃいませんかね。

そうしたら、今、皆さんにお話ししていただいたり、本当にそうだなと思うと同時に、さっき、社会

福祉法人サンワークがおっしゃったように、障がいが非常に重くて、言葉でご自分のことが表現できな

い、だけども、内的言語であったり、ご自身の考えがしっかりあるという、非常に重い障がいある方た

ちの意思決定支援ということも、どこかの機会で少しお話が皆さんとできればなというふうにはちょっ

と思っています。

では、障がい者福祉計画に進んでまいりましょうか。

事務局からのご説明ということでよろしかったですか。はい、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ということで、議題２資料（１）と（２）についてご説明さ

せていただきます。

議題２資料（１）ですが、浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査ということで、昨年

度アンケートを行いましたけれども、ここでは聞き取ることができないような意見、要望について、市

内の当事者団体さんと、市の福祉施設からヒアリングを行いました。実施期間は、８月下旬から９月下

旬に行っています。

３番が調査対象ということで、こちらに書いてある団体さんと施設のほうにヒアリングを実施いたし
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ました。

４番、団体ヒアリング結果ですが、市内の８つの団体さんにヒアリングを行いまして、こちらの（１）

の表については、各団体さんが抱える課題について一番右に記載しています。どこの団体さんについて

も、同じような課題を抱えているというのがありましたので、まとめて書かせていただいています。課

題としては、会員の減少、高齢化。新規で加入する会員が少ない。加入の促進が難しい。あとは、ネッ

トなどで情報収集ができるため、今は会に入るメリットを感じづらくなっている。人間関係が希薄にな

っている。会員個々に余裕がないため、会合などの参加が積極的に行えなくなっているといった課題が

上がっていました。

続きまして、（２）浦安市の障がい福祉施策に関するご意見・ご要望ということで、こちらは、団体

さんからのヒアリング結果を７つの項目に分けまして、分類しましたものをまとめています。時間の関

係もありますので、まとめて概要のみお伝えしたいと思います。

①福祉・保健・医療サービス。こちらについては、福祉サービスに関しては、緊急時の一時預かりと

か短期入所、また行動援護の事業所が少ないですとか、あとは、住まいというところでは、高齢者の親

と障がい者の子が入れるグループホームが欲しいですとか、グループホームの共同生活は難しいので支

援を受けながらアパートひとり暮らしがしたいなど、いろいろな選択が出来るようにしてほしいという

ご意見が多くありました。また、医療というところでは、発達障がいや知的障がいのある人が安心して

受診できる障がいに理解のある医療機関、また、障がいの専門医が欲しいというご意見ですとか、視覚

障がい者の方からは、情報保障のためのシステムの構築をしてほしいといったご意見がありました。

続いて、②教育・育成。こちらでは、親御さんの団体さんからの意見が多くありました。補助教員の

先生だけではなく、学校全体で障がいの理解を広げてほしい、こういったご意見がありました。

続きまして、③就労、こちらでは就労の数だけではなくて、仕事の種類を増やしたり、事業所同士の

連携など、個々に対応したマッチングの機能をしっかり充実してほしいですとか、就労支援を充実して

ほしいというご意見が多数ありました。

次に、④の生活環境・まちづくり。こちらについては、身体障がいの団体さんからのご意見が多かっ

たんですが、公共施設や交通機関のバリアフリー化を促進してほしい。また、視覚障がい者の団体さん

からは、点字ブロックの拡充と市民への教育喚起をしてほしいという声が上がりました。

⑤スポーツ・レクリエーションということで、障がいがあることによって、一般のスポーツや余暇施

設は使いづらい、障がいがあっても気軽に参加できるレクリエーションやスポーツ施設が欲しいという

ご意見が多かったです。

⑥安心・安全。こちらは、災害時に対するご意見がとても多くて、避難するときや避難生活での情報

保障をしてほしい、また、災害に関する準備や知識など、必要な情報が欲しいといったご意見がありま

した。

⑦理解の促進は、聴覚障がいの団体さん、視覚障がいの団体さんから多く意見いただきまして、手話

の普及をしてほしい、また、企業などが話すことのコミュニケーションしか認めていないのは差別を感

じる。視覚障がい者の団体さんからは、視覚障がいに特化した対応を確立してほしいというご意見をい
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ただきました。

ここからは、施設利用者ヒアリング結果となりまして、市内３つの施設、ソーシャルサポートセンタ

ーと障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センターの利用者さんからご意見をいただきました。

①福祉・保健・医療サービスでは、主な意見としては、土日に利用できるサービスがあるとよいです

とか、夜勤対応ができるヘルパーさんが地域生活にはもっと必要であるとか、短期入所に関しましては、

近くに短期入所が欲しい、もっと短期入所を緊急に使えるようにしてほしい、あとは、重度障がい者を

介護できるヘルパーを増やしてほしい。団体さんと同じような意見なんですが、知的障がいに理解のあ

る病院の情報が欲しい。住まいとしては、グループホームの需要と供給を把握し、数だけではなく、内

容や世話人が充実した施設をつくってほしいという意見がありました。

②就労は、就労支援Ｂ型の意見が多く出ていまして、さまざまな形態の就労継続支援をしてほしいと

いうご意見が多くありました。

③生活環境・まちづくり、こちらには、公共施設や公共道路、交通機関のバリアフリー化や外出のた

めの支援者の確保をしてほしいというご意見がありました。

④スポーツ・レクリエーションでは、スポーツなどができる施設まで出向く手段の確保、また、スポ

ーツなどをしている間の支援が必要であるという意見がありました。

⑤安心・安全は、こちらも団体さんと大体同じご意見だったんですが、避難するまでと避難生活が不

安である、また、必要な知識の取得をしたい、マニュアルが欲しいというご意見をいただきました。

⑥の理解の促進というところでは、からかわれたり笑われたりすることが多く、いかに世間が障がい

者を知らないか、理解をしようとしている人が少ないかと思うというようなご意見をいただきました。

次に、⑦普段の暮らしや今後の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うこと。こちらについては、

親なき後の生活の質、安定、住まいの確保、ひとり暮らしになったときの不安といったところが多く意

見が上がりました。

次に、⑧今後どのような暮らしをしたいか。グループホームですとか、支援を受けながらひとり暮ら

しがしたいですとか、親が元気なうちはぎりぎりまで一緒に生活をして、その後、福祉サービスを利用

しながら地域で暮らしたいといったご意見が多かったんですが、共通して、浦安など、身近な地域で暮

らしたいというご意見が多かったと思います。

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。

こちらは、先日の障がい者福祉計画策定委員会に出した障がい者福祉計画の素案の中から相談の部分

を抜粋した資料になっています。

簡単に説明しますと、まず、ページが抜粋なので、11 ページからになっているんですが、開いて 12

ページ目、こちらが、計画の基本理念と施策推進の方向性ということで、次の次の 14 ページに、この

計画の施策の体系があります。８つの施策の方向性と、その一つ一つの施策の方向性に基本施策という

ものがぶら下がっている形になっています。この中に重点項目というのが６つ決められているんですが、

その重点項目について主に書いたものが、この 12 ページ、13 ページの計画の基本理念と施策推進の方
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向性になります。

重点項目については、ほぼ３年前と一緒になりますので、書きようも一緒なんですが、特に相談に関

係あるところと言いますと、２番の自己決定を尊重したサービスの提供になります。

こちらは、重点項目の福祉・生活支援の充実の横断的な基本理念ということで、今、議題１にもあり

ました意思決定支援を入れているところになります。４行目から網かけになっていますが、「自ら意思

を決定することが困難な障がいのある人に対しては、意思決定支援ガイドラインを活用し、日常生活や

社会生活に関して自らの意思が反映された生活を送ることができるように、意思決定の支援に配慮しつ

つ、必要な支援等が行われることを推進します」ということで、こちらに基本理念として掲げました。

浦安市としては、相談支援だけではなくて、全ての障がい福祉サービスにこの考え方を取り入れると

いうふうに考えております。

続きまして、21 ページです、ここは、施策の方向性２、福祉・生活支援の充実の中の基本施策（１）

相談支援の充実という項目を抜粋したものになります。現状と課題がありまして、下の取り組みの方向

性では、①から④の取り組みの方向性が決められております。

①相談支援体制の充実ということで、市の窓口、そして、民生委員・児童委員、また、本日も委員さ

んとして出席していただいています身体障がい者相談員、知的障がい者相談員、あとは、千葉県の障が

いのある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく地域相談員ですとか、基幹相談支援

センター、あとは、指定特定・障害児相談支援事業所、障がい者権利擁護センター、社会福祉協議会と、

さまざまな相談支援機関、こちらの活用について周知を図って障がいのある人の相談の利用の機会を促

進するというのが①になります。

②本人の意思の尊重ということで、こちらも今お話ししたとおり、本人の意思決定支援を尊重して、

十分配慮して対応していきますというものになります。

③専門的な相談体制の充実と連携の促進ということで、この自立支援協議会相談支援部会、こちらの

ほうで連携を推進しますということと、基幹相談支援センターが専門的な相談、多様な相談を受けると

いうことで位置づけておりますので、基幹相談支援センターの充実とともに、あとは、本日委員として

もご出席いただいています中核地域生活支援センター、こちらにおきましてバックアップ機能があると

いうことになりますので、そのバックアップ機能ですとか、ネットワーク機能も活用して各専門分野と

連携を図りながら相談者に必要な支援を提供しますというふうになっています。

最後、④サービス等利用計画作成の質の向上ということで、昨年度も相談支援部会で話し合ってきま

したとおり、相談支援実務者会議と連携をしながら自立支援協議会で今後もサービスの利用計画の質の

向上を協議していきたいと考えています。

以上が相談支援の充実の計画の記載内容になります。その後は、主な事業として、事業名が書かれて

いるという形になっております。

簡単ではありますが、ご説明は以上になります。

リーダー：計画についてご質問のおありになる方いらっしゃいますか。大丈夫ですか。

次の議題が計画にも連動してくるのかもしれませんが、パブコメはいつでしたか、計画の。



1515

事務局：パブリックコメントは、もしかしたらをお話ししたかと思うんですが、スケジュールが変更になりま

して、１月に実施する予定になっています。

次の部会では、恐らくパブリックコメント後ということになってしまうかと思いますので、計画の案

については、お示しする形で終わりになるかと思います。

リーダー：ということで、パブリックコメントを皆さん、ホームページできっと素案がアップされるので、見

ていただければと思います。

では、次の議題に、ご質問がないようでしたら入ってまいりましょうか。大丈夫ですか。

次の議題は、地域課題ですが、計画相談の達成率の資料はどこで説明するんでしたか。

事務局：議題３で大丈夫です。

リーダー：そうですか。ありがとうございます。

そうしましたら、事前にお送りした次第には、議題３「地域課題について（非公開）」となっており

ます。非公開の背景には、宿題として皆さんが前回の相談支援部会でご発言いただきました地域課題、

その裏にある皆さんがこれは地域課題だろうなと感じた実際の支援事例の共有をということで非公開と

させていただいておりますので、次の議題に入らせていただきたいかと思います。

（傍聴者退席）



平成 29年 11 月 21 日（火）

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３回）次第

１．開会

２．議題

（１）意思決定支援について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）地域課題について（非公開）

３．閉会



議題１資料（１）





































議題１資料（２）

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）



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）

黒人の人たち
（公民権運動）

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



3
意思決定支援が「昨今」注目されてい
るけれど・・・
n障害者総合支援法
n障害者基本法
n知的障害者福祉法
n民法
n国連・権利条約

・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

法律には、しっかり存在している
意思決定支援



4
改めて、意思決定支援について見直さ
れる背景とは・・・

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」



5 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・・・？

障害福祉
サービス

教育
医療

計画相談
支援

成年後見
制度

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



6 スタートライン①
「誰にでも意思がある」

好きな事

希望する
生活

心地よい
こと

嫌な事

嫌いなこと

自分で
決めたい

私たちと同じ・・・



7 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

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

を全部試す



8 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？

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



9
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

文献 研修会への
参加

勉強会の
実施

≪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

最終的には意思の実現支援へ 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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浦安市障がい者福祉計画策定のためのヒアリング調査

１ 目的

アンケートでは聞き取ることができない障がいのある方等の意見や要望を把握するため、当事者

団体及び障がいのある方が利用する市の福祉施設（事業者）から事前調書の提出後、直接ヒアリン

グを実施した。

２ 実施期間 ８月下旬～９月下旬

３ 調査対象

団体等名称 種別 団体等概要 ヒアリング対象者

1 いちょうの会 当事者団体 精神に障がいのある方の
家族の会

会を代表する会員数名

2 浦安市自閉症協会 当事者団体 自閉症など発達障がいの
ある子どもたちの親の会

会を代表する会員数名

3 浦安市聴覚障害者協会 当事者団体 聴覚障がいのある方の会 会を代表する会員数名

4 千葉障害児・者親の会「コ
スモ」浦安グループ

当事者団体 発達障がいの方の保護者
の会

会を代表する会員数名

5 浦安手をつなぐ親の会 当事者団体 知的な障がいのある方
（児童）の保護者の会

会を代表する会員数名

6 浦安市肢体不自由児親の
会「どっこらしょ」

当事者団体 肢体不自由な方（児童）
の家族の会

会を代表する会員数名

7 浦安市身体障害者福祉会 当事者団体 身体障がいのある方の会 会の代表会

8 浦安市視覚障害者の会ト
パーズクラブ

当事者団体 視覚障がいのある方の会 会の定例会

9 ソーシャルサポートセン
ター

市の福祉施設 対象：精神障がいのある
方

事業：レクリエーション
活動・軽作業・交
流の場を提供

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

10 障がい者福祉センター 市の福祉施設 対象：知的障がいのある
方

事業：生活介護、就労継
続支援B型

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

11 身体障がい者福祉センタ
ー

市の福祉施設 対象：身体障がいのある
方

事業：地域活動支援セン
ター、生活介護、
自立訓練（機能訓
練）

利用者数名。施設職員
は、サポートのため同席
する。

※上記以外に、「施設・サービス利用者アンケート結果」を記載している。

議題２資料（１）
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４ 団体ヒアリング結果

（１）団体の目標達成に向けての課題

団体等名称 目標 課題

1 いちょうの会 当事者を抱える家族の気持ち
を、少しでも前向きにしていく。

○会員の減少、高齢化。

○新規で加入する会員が少な

い。加入の促進が難しい。

○ネットなどで情報収集できる

ため、会に入るメリットを感じ

づらい。人間関係が希薄になっ

ている。

○会員個々に余裕がないため、

会合などの参加が積極的に行え

ない。

2 浦安市自閉症協会 子どもたちが地域の中で生涯安
心して暮らしていけるようにす
る。

3 浦安市聴覚障害者協会 聴覚障がい者の福祉の向上を目
指す。コミュニケーション支援
の充実・向上を図る。

4 千葉障害児・者親の会「コ

スモ」浦安グループ

会員の子どもたちの困難さを少
しでも改善する。母親同士の情
報交換。

5 浦安手をつなぐ親の会 障がい児者の充実した生活を確
保するための活動。

6 浦安市肢体不自由児親の

会「どっこらしょ」

肢体不自由児・者の福祉の向上。
家族の親睦、情報交換。

7 浦安市身体障害者福祉会 身体障がい者の生活の援護と会
員同士の親睦と福祉の向上を図
る。

8 浦安市視覚障害者の会ト

パーズクラブ

会員のニーズに添いつつ活動の
充実を図る。会員同士の親睦と
市の福祉に関わる情報の伝達を
図る。

（２）浦安市の障がい福祉施策に関するご意見・ご要望

① 福祉・保健・医療サービス

いちょうの会

○本人も親も体調が悪く、外出できない場合もあるので、訪問してくれるサービスがほしい。

○通院できていない人も多いので、手帳や診断がなくても気軽に相談できるところがほしい。

○退院した後の家族の支援が難しい。退院後の生活のリハビリや、就職活動までしてくれるサポートが

ほしい。

○緊急時の一時預かりや相談ができる場所があれば良い。

○精神科病院を充実してほしい。

自閉症協会

○行動援護の事業所数が少ない。

○現在安心して受診できる歯医者がほとんどない。当番制などにしてほしい。

○自閉症では共同生活は難しいので、支援を受けながらアパートで一人暮らしのような形が望ましい。

○緊急時支援事業について、２４時間統一して使えるようにしてほしい。
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千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○グループホームがほしい。訓練型・永住型・個別型とあると思う。また設置する場所も考えてほしい。

○発達障がい専門の医師（理解のある）を誘致してほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○医療費補助を障がい者全員に拡げてほしい。

○親子、高齢者と障がい者で入れるグループホームや施設があるとよい。

○移動支援や日中一時支援は非課税だと何時間利用しても無料なのはどうかと思う。介護保険になった

ときには自己負担も出てくる。何時間以上からは利用料を取るなどをしても良いのではないか。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○肢体不自由児が利用できる事業所が少ない。また、送迎が車イスに対応できない事業所もある。

○リハビリ病院で、装具の判定ができたり、障がい児のリハビリができるようにしてほしい。また、障

がい者の療養つきレスパイトを病院などでやってほしい。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○音声パソコン技能習得のためのしっかりしたシステムの構築とその実施。

○初めて音声パソコンを習得する視覚障がい者には、一定条件を定め、音声ソフトをインストールした

拡大読書器を市の補助対象としてほしい。

○多くの視覚障がい者は６５歳以上であり、介護保険の利用が優先となるが、介護保険サービスでは、

視覚障がい者への理解がされていない。ケアマネージャーをはじめ、障がい者に対する知識をしっかり

と備えてもらう必要がある。

② 教育・育成

自閉症協会

○子どもが望む形で、個々に対応した教育支援をしてほしい。特別支援学級を障がい種別に分けるべき

ではないか。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○そらいろルームなども、通級指導教室のような支援を行ってほしい。

○放課後等デイサービスについて、学習支援から預かりまで様々なニーズに対応できる、事業所ごとに

特化したサービスが受けられるようにしてほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○障がいのある児童が通う学校では、その障がいについて、生徒も先生もきちんと理解してほしい。

○補助教員の先生の相談先あるとよいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○補助教員の人数が足りていないように思う。

○肢体不自由児だけの特別支援学級を作ってほしい。

○肢体不自由児に対する学校の理解を広げてほしい。
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③ 就労

いちょうの会

○就労しても続かない。就労支援してくれるサービスを充実してほしい。

自閉症協会

○福祉的就労（Ａ型、Ｂ型）や生活介護の施設、グループホームなどを、数字だけで足りていると判断

しないで欲しい。事業所同士や、相談支援事業所の連携をし、ここがだめなら別の事業所でという選択

ができるようにしてほしい。

聴覚障害者協会

○聴覚障がい者は、コミュニケーション不足で仕事を続けられない人が多い。手話だけでなく、筆談や

チャットでもいいので、コミュニケーションをとれるようにしてほしい。

○市役所や図書館、福祉関係の職場で、聴覚障がい者をもっと雇用してほしい。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○就労支援センターでは、個々の特性にあった就労訓練を行い、就労につながる支援をしてほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○農業と福祉の連携。農作業など、いろいろな訓練ができる場所があればいいと思う。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○数は足りているというが、マッチングができるかどうか。設備の充実とできる仕事の種類を増やして

ほしい。ニーズ調査をして、マッチングしてほしい。

④ 生活環境・まちづくり

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」

○バスについて、設備面は整ってきたが、人員の関係で、車いすが乗車したいときに対応してもらえな

いことがある。

バリアフリー化を促進してほしい。

浦安手をつなぐ親の会

○歩道の段差をなくして移動しやすくしてほしい。

○障がい者用トイレの増設、環境整備。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○点字ブロック（誘導ブロック、警告ブロック）の拡充と市民への教育喚起のための条例の制定をして

ほしい。

○市内の各駅の安全を確保してほしい。
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⑤ スポーツ・レクリエーション

自閉症協会

○難しいスポーツでなくていいので、大人の障がい者が体を動かす機会が増えると良い。体操やランニ

ングなどの単純なもので良い。

千葉障害児・者親の会「コスモ」浦安グループ

○一般の施設の利用は難しいので、中・高生で運動できる場が少ない。平日夜、土日休日に活動できる

場があるといい。誰でも受け入れるのではなく、できるレベルによって分かれ、課題・プログラムも細

かくできた方がよい。

浦安手をつなぐ親の会

○障がいがあっても気軽に参加できる企画、配慮。

⑥ 安心・安全

聴覚障害者協会

○災害時の情報保障を充実してほしい。

○災害の避難などが少し落ち着いたら、手話通訳が設置されたところに聴覚障がい者が集まれる場所を

作ってほしい。安心できる。

浦安市肢体不自由児親の会「どっこらしょ」、身体障害者福祉会

○災害時、充電できる施設や、障がい者が避難できる場所の情報がほしい。

○災害時の避難の仕方や、避難生活など、必要な知識の話を聞くような場があるとよいと思う。

⑦ 理解の促進

聴覚障害者協会

○手話を人々に教える活動や企業に啓発する活動をしたい。

○小学生に手話を覚えてほしい。

○聴覚障がいに対する企業の理解を進めてほしい。

○企業や、バス会社などで電話や口頭による対応を求められることに差別を感じる。配慮してほしい。

○少し手話ができるバスの運転手がいてうれしかった。

視覚障害者の会・トパーズクラブ

○視覚障がいに特化した対応を確立してほしい。
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５ 施設利用者ヒアリング結果

① 福祉・保健・医療サービス

○土日にリズムが崩れるので、土日に利用できるサービスがあるとよい。

○ソーシャルサポートセンター以外でかけこみ相談できる相談先がほしい。

○発達障害の専門カウンセリングが浦安にできればよい。

○ヘルパーにどこまでお願いしていいものか分からない。また、どこまで居宅介護で、どこまで移動支

援で利用できるか区別が分からない。

○身体障がい者福祉センターで入浴サービスをしてほしい。

○週末に利用できるようにしてほしい。

○６５歳になり、身体障がい者福祉センターの利用回数を減らされた。

○グループホームに入っているが、買い物に行きたいときに行けない、夜にトイレに行けないなど不便

を感じることがある。

○身体障がいを対象としたグループホームが少ないので、選択肢がせまい。

○２４時間３６５日支援が必要なので、日中の時間帯ももちろん、夜勤対応ができるヘルパーさんが地

域生活にはもっと必要。

○短期入所、特に一時ケアセンターが利用したいときに利用できない。

○近くに短期入所がほしい。

○短期入所が、緊急時にもっと使えるようにしてほしい。

○日中一時支援で運動不足を補いたいが、不足している。

○重度障がい者を介護できるヘルパーを増やしてほしい。

○個人病院にかかるのが難しい。受け入れてもらえない。知的障がい者が安心して通える病院の情報が

ほしい。

○病院が併設された複合福祉施設があるとよい。

○グループホームの需要と供給を把握し、数だけではなく、内容や世話人が充実した施設を作ってほし

い。

○情報を集約し、様々な方法で提供してほしい。

② 就労

○Ｂ型を探しているが、体力がないので週５日は難しい。短縮して働きたい。調理やレストランなどだ

けでなく、精神に特化した就労先がほしい。

○ステップアップしていけるような就労施設がほしい。

○特別支援学校を卒業してから、パソコン、計算、読み書きなど勉強を学ぶ場が必要。卒業後の作業の

仕事では、学ぶ時間も、場所もない。
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③ 生活環境・まちづくり

○もっと多目的駐車場を設置してほしい。

○側溝の溝に車いすの前輪がはまるので、もっと細かい目の側溝にしてほしい。

○店にバリアフリーのスロープや、エレベーターを設置してほしい。

○外出先に、スロープやエレベーター、車イス用トイレ（大人も使用できるベッドが室内にあり、個室

が広いもの）等が備えられているかどうか、車イス等利用者用の駐車場もあるかどうか。また、外出す

る前にそれらがあるかどうかを問い合わせる手段があるか。

○車いすで利用できるバスを増やしてほしい。

○１人での外出は難しいので、介助の人が必要なときにすぐ手配してもらえるかが不安。

④ スポーツ・レクリエーション

○障がいを持った人たち同士が集まり、自分の事を話したり、地域の事を話したり、その他日常の些細

な事など何でも話せる場所など、つながることのできる場所が欲しい。

○土日に気軽に立ち寄れる居場所がほしい。

○健康のため、筋肉トレーニングなどしたいが、障がい者の利用できるジムなどがない。

○暑い時は身体に熱がこもりやすく、寒い時は身体が冷えやすい。体温調整することが苦手な人が障が

いを持っている人には多いので、日差しが直接当たらない場所や、暖を取れる場所が必要。

○長時間、車椅子に乗っていると身体に負担がかかるので、車椅子を降り、身体を伸ばせる場所が必要。

○会場までの移動や交通機関、ヘルパーの確保が必要。活動中の支援も必要。

○公民館などの活動で、障がいのある方が参加しやすい仕組みやムードがあると良い。

○外出時につきそい現場まで連れて行き、送ってくれるヘルパーさんやシステムが必要。

○スポーツをできる施設を充実してほしい。

⑤ 安心・安全

○災害時に避難生活が難しい。

○災害時薬がなくなると困る。

○災害時の避難が難しい。災害時の分かりやすいマニュアルがあるとよい。
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⑥ 理解の促進

○差別解消法の合理的配慮が難しい。市が啓発活動をしてきたのはわかるが、まだまだ企業などの意識

が低く失望した。正しい理解が出来る様に市も努力してほしい。

○生を受けてから、幼稚園、保育園、そして学校と、一緒に学ぶことだと思う。

○からかわれたり、笑われたりすることが多く、いかに世間が障がい者を知らないか、理解をしようと

している人が少ないかと思う。

○成年後見制度が使いにくい。申請したら望まない後見人が選ばれるかもしれないと思うと、申請でき

ない。

○障がいのある子どもだけでなく、親も地域にとけこむ。

⑦ 普段の暮らしや今後の暮らしで不安だと思うこと、問題だと思うこと

○自分で薬の管理ができなくなることがあるので、薬の管理が必要。疲れやすく、記憶がなくなったり

すること。

○施設などに入所後、ちゃんとやっていけるのか、人間関係がうまくつくれないので不安。

○自分一人では生活できないので、入所できるような場所があるのか、不安。

○家族がいなくなったり、倒れたりしたら不安。

○一人暮らしで緊急時どうすればよいか。１日１回の安否確認などはないか教えてほしい。

○リハビリができなくなったら突然歩けなくなった。運動、リハビリ、どれを抜いても今の体調を維持

できないことを痛感した。

○親なき後の生活の質、安定、住まい確保。

⑧ 今後どのような暮らしをしたいか

○一人暮らしをしたい。できれば浦安市内でしたい。

○支援を受けてグループホームで暮らしたい。

○現在は本人の兄弟が面倒を見ているが、あまり押し付けられない。一人で生活できるようになるとよ

い。

○親が元気で健康なうちは、ぎりぎりまで一緒に生活をし、その後グループホームや、福祉サービスを

利用しながら地域で暮らしたい。

○親子や高齢者と障がい者で入れるグループホームがあるとよい。

○地域で働きながら家族と過ごしたい。

○早くグループホームなどで安定した生活がしたい。

○脳性麻痺だが、一人暮らしが希望。
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第１編 障がい者計画
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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

本市の総合計画（計画終期：平成３２年度（２０２０年度））では、まちづくり

の上位目標として、「市民一人ひとりが、家庭や地域社会のなかで、ともに助け合

い、支え合いながら、健康で、安心して生きがいを持って暮らせるまち－生き生き

と暮らせる心のかよう健康福祉都市—」を掲げています。

今日の障がいの概念の広がりへの的確な対応や、平成２８年４月に施行された

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）の目標

である「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」に向け、次の 5 項目を重点的な

取り組みとします。

１．理解と交流の促進

引き続き、小冊子「こころのバリアフリーハンドブック」による啓発活動、各

種イベントや講演会等通して、障がいと障がいのある人への市民の理解を深める

取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の方法を検討し、積極的に展開

していきます。

２．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を

行い、自由にサービスを選択することを基本に考えたサービス等利用計画の充実

を推進し、一人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

自ら意思を決定することが困難な障がいのある人に対しては、意思決定支援ガ

イドラインを活用し、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映された生活

を送ることができるように、意思決定の支援に配慮しつつ、必要な支援等が行わ

れることを推進します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、

新規事業者が参入しやすい環境を整備します。

３．ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイル

（家族や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールで、障がいの特性や

特徴などの情報・支援内容の記録・関係機関等の支援計画を 1 冊にまとめたファ



13

イル）を活用して、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

推進します。

また、保健・ 医療・福祉・保育・教育、障がい児通所事業所等の連携を図り、

療育を実施する体制を強化していきます。

４．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に

自立できるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推

進します。

５．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者に対し安否確認や避難支援が迅速に行えるよう、福祉避難所と

支援体制を整備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、官民協働で災

害時の支援にあたります。また、支援者および要援護者双方の防災意識の向上に

取り組みます。

６．差別の解消と合理的配慮の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を

尊重し合う共生社会の構築のため、障がいの有無にかかわらず相互理解が深まる

ように、差別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の

拡充を図ります。
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２ 施策の体系
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２ 福祉・生活支援の充実

（１）相談支援の充実

現状と課題

平成２４年４月よりすべての障害福祉サービスの利用者にサービス等利用

計画が必要になりました。平成 28 年度末現在、サービス等利用計画の作成状

況は 100％に達していますが、セルフプランが増加傾向にあります。相談支

援事業所と相談支援専門員の不足の解消が課題となっています。

アンケートでは、相談者が「いる」という回答が７３％と、多数を占めてい

ますが、相談相手は「家族」という回答が７９．６％と、多くの方は何か問題

があったときには家族と相談して対応している状況が伺えます。また、障がい

者団体等のヒアリング調査では、専門的な相談先や、訪問による相談対応等、

相談支援の充実を求める声が挙がっています。

今後も、新しい相談支援事業所の参入と相談支援専門員の増加を促進すると

ともに、障がいのある人とその家族、支援者等の多様な対象に対応した相談体

制の充実と、相談員の専門性の向上を図っていく必要があります。

取り組みの方向性

①相談支援体制の充実

ソーシャルワーカーによる市職員の相談機能を継続するとともに、各機関と連

携をとり、福祉窓口の資質向上を推進します

「民生委員・児童委員」、「身体障がい者相談員」、「知的障がい者相談員」、「障

害のある人ない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例に基づく地域相談員」、

「基幹相談支援センター」、「指定特定・障害児相談支援事業所（計画相談支援を

行う事業所）」、「障がい者権利擁護センター」、「社会福祉協議会」などさまざまな

相談機関の存在や相談・支援活動について周知を図り、障がいのある人やその家

族の利用を促進します。

②本人の意思の尊重

障がいのある人に対する相談においても、本人の自己決定の尊重という考え方

に立って、本人の意思や希望に十分配慮して対応するようにしていきます。

③専門的な相談体制の充実と連携の促進

自立支援協議会を中心に関係機関の連携を推進します。

専門性が求められる多様な相談については、基幹相談支援センター事業におい

て、連携会議・事例検討会等の開催や相談支援事業所訪問等を行い、相談支援実
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務に関する助言、専門的な支援を行うとともに、健康福祉センターの所管ごとに

設置された「中核地域生活支援センター」のバックアップやネットワーク機能を

活用し、各専門分野と連携を図り、相談者に必要な支援を提供します。

また、的確な相談と援助・サービスへのつなぎ機能が円滑に行われるよう、サ

ポートファイルの活用や連絡会議・ケース会議等を通じて、福祉・保健・医療・

教育・雇用等の関係機関の連携強化を図ります。

障がいのある人やその保護者等に対し、必要な情報提供や助言、障害福祉サー

ビスの利用につなげる体制を強化するため、民間の相談支援事業者に対して補助

金の交付による側面的支援を継続することで、相談支援事業への新規参入と相談

支援専門員の資格取得を促進します。

④サービス等利用計画作成の質の向上

サービス等利用計画の質の向上を目指して、実務者会議等と連携しながら自立

支援協議会等で協議していきます。また、実務者会議や研修、事例検討会等を開

催し、相談員の質の向上に努めます。

主な事業

事業名 自立支援協議会・相談支援部会

担当課 障がい事業課

内容

「障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり」を進めるため、相談

支援の地域の実態や課題等の情報を集約し、共有して課題解決に向けて

協働します。

事業名 基幹相談支援センター事業

担当課 障がい事業課

内容

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。



23

事業名 障がい者福祉推進事業

担当課 障がい事業課

内容

相談支援事業所や障害福祉サービス事業所等で作成されるそれぞれ

の支援計画等が連携するために、障がいの特性や特徴や支援内容を記録

して家族や関係機関が情報を共有するための「サポートファイル」を周

知・活用します。

事業名 身体障がい者相談員、知的障がい者相談員

担当課 障がい事業課

内容

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。

事業名 計画相談支援推進事業補助金

担当課 障がい事業課

内容

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。


