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平成29年度第４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30年１月29日（月） 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、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、浦安市社会福祉協議会、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）計画相談の現状

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）平成30年度相談支援部会について

５．資料

議題１資料 計画相談支援の現状

議題２資料 浦安市障がい者福祉計画（平成30年度～平成32年度）【素案 抜粋】

議題３資料 平成30年度自立支援協議会相談支援部会の議題について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成 29 年度第４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。特に個人情報に係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：皆さん、お疲れさまです。よろしくお願いいたします。

では、早速ですが、次第に沿って進めてまいりたいと思います。

議題１「計画相談の現状」ということで、事務局よりご説明をお願いできますでしょうか。

事務局：議題１資料「計画相談支援の現状」ということで、こちらは毎回ご報告しているものになります。

１．平成29年 12月末日現在の計画相談の進捗状況。

（１）障害福祉サービス等で、障害福祉サービス等受給者が 704名、サービス等利用計画案の作成が

704 名、達成率は変わらず 100％となっています。障害児通所支援の計画案と両方作成している方は 75

名、セルフプランの方70名を含むとなっています。また、介護保険対象者は48名となっています。

続きまして（２）障害児通所支援です。児童福祉法による児童通所支援を利用する際の計画になりま

す。こちらの障害児通所支援受給者が 418名、サービス等利用計画案作成も 418名、達成率は変わらず

100％となっています。この中にはセルフプランの方90名を含むとなっています。

２．セルフプラン作成者の推移ということで、こちらも、徐々にセルフプランが増えているというこ

とでお示ししているグラフになります。特に障がい児の相談支援は徐々に増えてきていまして、今、90

名の方がセルフプランとなっています。計画相談支援は、29年 12月末が 70名、その前が 60名、65名、

平成29年４月が75名ということで、大体横ばいです。

続きまして、３．指定特定相談支援事業所の推移。平成 29 年度、30 年１月１日現在の数値が入って

います。新規に３つの事業所が増えまして、現在、11 となっています。相談支援事業所さんがここの

ところ増えてきましたので、セルフプランの増え方が横ばいになってきているのかなと考えています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

何かご質問とかご意見ございますか。余りない感じでしょうかね。大丈夫ですか。

相談支援事業所が増えてきていて、今、新規が受け入れ丸、二重丸という事業所さんもあって、相談

支援専門員が足りないぞという課題については、少しずつ改善傾向といいますか、現実は相談支援事業

所が増えてきているという状況にあるのかなと思いますが、ご意見とかありますか。大丈夫ですか。
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それでは、次に障がい者福祉計画について事務局から説明をしてもらいますので、お話を聞いた中で、

計画相談の達成率等々についてご意見があれば、あわせて言っていただいても結構ですので、次第の２

「障がい者福祉計画の策定について」、続いて事務局より説明をお願いします。

事務局：議題２資料「浦安市障がい者福祉計画【素案 抜粋】」をごらんいただければと思います。

前回も相談部分のみの抜粋をお示ししていますが、今回、策定委員会で素案ができまして、もう終わ

ってしまったんですが、１月４日から 25 日にパブリックコメントを行っていまして、そちらに出され

た素案になります。素案としてはパブリックコメント前、最終のものになります。

こちらで前回と変わった点と、今回抜粋したところが、前回は基本施策の相談支援の充実というとこ

ろだけだったんですが、今回は部会で地域課題のことを話し合っているということもありまして、施策

の方向性の「２．福祉・生活支援の充実」を全部お載せした形になっています。６ページ目「施策の体

系」がありますが、前回は、施策の方向性「２．福祉・生活支援の充実」の（１）相談支援の充実、こ

ちらだけ抜粋して皆様にお示ししましたが、今回、（１）から（４）、「相談支援の充実」、「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」、こちらの４項目について資料と

してお示ししています。

前回から変わった点と、相談支援以外の部分については、３年前から変わった部分について中心にお

話しさせていただきたいと思います。

まず、10 ページ目。こちらは、前回第３回でお示しした素案から１つ増えて、「包括的な相談支援

体制の整備」ということで、市長が公約として掲げている政策の１つになりまして、福祉のワンストッ

プ相談体制ということで、包括的な相談支援体制の整備という事業が１つ加わっています。

これは、実際に行っている事業というよりは、これから検討していくことが決まったものとなりまし

て、内容としては「我が事・丸ごとの地域共生社会」、これは今、国のほうで進めているものですが、

それを推進していくために、住民に身近な圏域で把握された複合化・複雑化した課題や制度のはざまで

支援の手の届かない課題に対し、的確に対応することができるような包括的な相談体制のあり方につい

て、市のほうで検討していくということになっています。こちらが１つ追加されました。

続きまして、11 ページ目。ここからは（２）在宅福祉サービスの充実ということで、前回お示しし

ていない素案ですので、３年前の前期計画から増えた部分を中心にご説明します。

11 ページの取り組みの方向性、①支援の人材の確保というところで、１行目、「障がい福祉サービ

ス等従事者の処遇改善と、離職防止、人材の確保を図ります。」という一文が加えられています。

具体的にどういった事業かといいますと、14 ページの上から４つ目の事業ですが、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を今年度から開始しております。皆様にもご報告は

差し上げているかと思いますが、障がい福祉サービス等の事業所の従業者で、浦安市内に住む直接支援

員の方に住宅手当を上乗せして支払った場合、住宅手当の支給に要する経費の一部を補助するというも

ので、これによって人材の確保と離職の防止を図るとなっています。こちらが新しい事業としてつけ加

えられました。

続きまして 15 ページ目。こちらには、策定委員会からも意見をいただいたんですが、地域生活支援
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拠点が何をするところかわからないというご意見をいただきましたので、地域生活支援拠点の注釈を入

れてあります。

14 ページの最後に「地域生活支援拠点の整備」という事業が載っているんですが、地域生活支援拠

点とはどういったものなのかということを 15 ページでお示ししています。※印のところですね。居住

支援のための機能、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくりとい

うことで、そういった機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備して、障がい者の生活を地域全体

で支えるサービス提供体制の拠点、これが地域生活支援拠点の説明になります。こちらについては、国

の第５期障害福祉計画にかかわる基本方針において、平成 32 年度末までに整備することを基本として

おりますので、この計画にも載せております。

続きまして 16 ページ目です。（３）日中活動の場の充実の取り組みの方向性、②日中活動の場の整

備というところです。ここの３行目からで、「総合福祉センターなどの既存施設の狭隘化や老朽化、ま

た国の基本指針に対応するため、障がい者のグループホーム及び短期入所の機能を有する地域生活支援

拠点、生活介護、地域活動支援センターⅠ型、指定特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所など

の機能を設けた複合福祉施設を平成 32 年４月までに東野地区に整備します。」ということで、先ほど

の地域生活支援拠点も含んだ東野の複合福祉施設、その取り組みをここに書いています。地域生活支援

拠点とあわせて、日中活動の場の生活介護、地域活動支援センターⅠ型、こういったものも入れて東野

複合福祉施設を整備しますという内容になっています。

続きまして 18 ページ目。先ほどの地域生活支援拠点と同じように、地域活動支援センターが何かと

いうことがわからないというご意見がありましたので、17 ページにあるソーシャルサポートセンター

と、身体障がい者福祉センター、その中に地域活動支援センターⅡ型というものが入っています。そし

て、一番上の特定地域活動支援センター経営事業費補助金というところですが、こちらは地域活動支援

センターⅠ型というものが市で行われております。この地域活動支援センターがどういったものかとい

うことを18ページで説明している形になります。

障害者総合支援法の地域生活支援事業の中の市町村必須事業に当たるのが地域活動支援センターとい

うものになりまして、障がい者の日中の居場所として地域の実情に応じ、比較的自由な取り組みやサー

ビスの提供が行えるというものになっていまして、そちらに書いてあるとおり、「創作的活動または生

産活動の機会を提供するとともに、社会との交流を促進する取り組みを行う障がいのある人が通うため

の施設」、これが地域活動支援センターになります。Ⅰ型とⅡ型がありまして、説明されているとおり

です。浦安市では、必須事業ということなので、Ⅰ型は法人に補助金を交付する形で実施していまして、

Ⅱ型については指定管理事業の中で実施しているというふうになります。こちらの説明になります。

続きまして 19 ページ目です。（４）住まいの場の充実。こちらも、取り組みの方向性、①グループ

ホームの機能を有する地域生活支援拠点の整備ということで、やはり地域生活支援拠点の整備の取り組

みについて記載したところになります。ここでは主に、グループホームの機能を持ったというところを

重点的に書いていまして、「体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応など居住支援のための機能を持

ち、地域の実情に応じた「地域生活支援拠点」を平成 32 年４月までに整備し、家族との同居、ひとり
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暮らし、グループホーム等、一人ひとりが希望する地域生活を支援します。」という一文が入っていま

す。

始めの障がい者計画のほうの説明は以上になりまして、次、23 ページ目から第２編、障がい福祉計

画というものがあります。第２編の障がい福祉計画というものが、障がい福祉サービスですとか地域生

活支援事業のサービスの実績と、今後の見込みを書いていまして、この見込みのサービスを提供するた

めの確保策についても書かれているものになります。それが 24 ページ、25 ページになりまして、ここ

では相談支援の取り組みを抜粋して掲載しています。計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援の

27 から 29 年度の実績、そして 30 年度から 32 年度の見込み量を示していまして、あとはその確保策に

ついて書かれているというものになります。こちらは数字をごらんいただければと思います。

私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。

既に資料を見られて、ご質問がある方とか、聞いてみたいなと思う箇所がある方、いらっしゃいます

か。

では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：16 ページの②日中活動の場の整備というところで、今さらの質問なの

かもしれないですけれども、下から３行目の一番最後のところに「指定特定相談支援事業所」という言

葉があるんですけれども、前からこれ、計画のところにもそういうのは数としては挙がっていたことは

挙がっていたんですけれども、これの実態というか、例えば基幹がありますよね。それで、それぞれの

事業所というか、利用者さんが一番接しているところで、それぞれ相談を受けていると思うんですけれ

ども、その中で、指定特定相談支援事業所という役割を担っている、機能というんですか、そういうの

とか位置づけというのを、今の実態というのを教えていただければと思うんですけれども。

リーダー：これは何か委託相談支援事業者みたいな役割なんですかとか、何か地域の一相談支援事業所として、

計画相談を担う社会資源が１個増えるという認識でいいんですかというか、そういう。

介護給付費等の支給に関する審査会：それと、増えるということもあるし、今の現状の中で、ここが担ってい

る役割ですね、それが余り私の中ではっきりしてこないので、位置づけというのが余り表に見えてきて

いないというのがあるので、そこを説明していただければなと思うんですけれども。

事務局：指定特定相談支援事業者というものについてなんですが、相談支援事業の中にいろいろありまして、

そのうち計画作成を担当するのが特定相談支援事業所で、指定というのは、市が指定しますので、指定

特定相談支援事業所ということになります。計画の相談支援ということで、サービス利用支援、継続サ

ービス利用支援等を担当すると。あともう一つ基本の相談支援も行うと、この２つ、計画相談支援と基

本相談支援、両方行うような形になっております。

介護給付費等の支給に関する審査会：ありがとうございました。

ということは、今それは、こちらのほうにありましたように、11 事業者が実際にはあって、それに

携わっているということでよろしいんでしょうか。この報告の中で、一番最後のところで……。違いま

した。計画相談の資料のほうですね。議題１の資料の一番最後のところで、指定特相、ここのところだ
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けが、今が年度末で 11 というところで、この事業所だけが指定特定相談支援事業所という位置づけで

やっているということでよろしいんですよね。

事務局：介護給付費等の支給に関する審査会の言ったとおりで、11 事業者が指定特定相談支援事業者になり

ます。当初計画したときには、相談支援事業者が少ないということで、複合福祉施設に相談事業所を入

れるという計画を立てたものです。

以上です。

リーダー：つまり、平成 32年４月まで、今ある 11の計画相談を担っている相談支援事業者さんがそのまま事

業を継続されると、平成 32 年４月にはプラスワン、１個、事業所さんが地域で増えるであろうという

ことの位置づけで、その相談支援事業者に入っていただく場所として地域生活支援拠点を想定している

ということで、事業者数をふやしていこうというラインの果てにある、この 16 ページということでし

ょうか。

事務局：はい。

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：あとは何かございますか。

どうぞ。有限会社総合リハビリ研究所、お願いします。

有限会社総合リハビリ研究所：10 ページの包括的な相談支援体制の整備、これからの時代に合わせた非常に

すばらしい取り組みだなというところで、私たちは日々対応する中で思うのは、福祉という分野、あと

は近年であると介護保険領域の方々、医療保険の方々、医療との連携がどの分野も非常に言われている

と思うんですけれども、そのあたりに関しては、ここの内容にもう少し、医療機関もしくは医療職種も

含めた連携ということは盛り込んでいかないのかなというところ。でないとなかなか、包括的な相談体

制って難しいのかなというところもありまして、現に私たちが受けているケースで、果たして障がい者

の総合支援法がいいのか介護保険がいいのか、医療保険が適しているのかという方、３つの制度にまた

がっている方の相談も来ていますので、なかなか対応できる人が少ないのかなという現状もありますの

で、もし可能でしたら、医療という視点も盛り込まれていいのかなと思うところがありますけれども、

それに関してはどうでしょうか。

リーダー：まだいろいろ不透明だとは思いますが。

事務局：ありがとうございます。10 ページの包括的な支援体制というものが、まだ本当に検討の段階になっ

ていまして、市役所の中では、例えばこども部であったり、健康福祉部、健康福祉部でも高齢者、貧困

の方、障がいの方、それぞれのセクションで受けているんですが、そういったものを包括的にという考

え方が今あるというところで、まだ、どういった形というのは決まっておりませんので、有限会社総合

リハビリ研究所のおっしゃるとおり、医療というところも、今後検討はしていきたいと思います。あり

がとうございます。

有限会社総合リハビリ研究所：ありがとうございます。

リーダー：ほかに何かご質問ありますか。

社会福祉法人敬心福祉会、どうぞ。
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社会福祉法人敬心福祉会：同じ 10 ページですが、包括的な相談支援体制の整備という、担当課が社会福祉課

なんだなと思いまして、障がい福祉課かと最初読み飛ばしていたんですが、社会福祉課でやられるとい

うことは、今後、社会福祉課さんも相談の主翼というか、一緒に担っていくことになるのかなと思った

のですが、いかがでしょうか。

事務局：社会福祉課では、今、主にやっているのは生活保護ですとか、生活困窮者の相談です。そこも含めて、

障がい福祉、高齢者福祉、あとは、今話しているのは健康福祉部なんですが、部を越えてしまうと、今

度はこども部のこども課とか、そういったところも全て入ってくる形なので、健康福祉部としては社会

福祉課が中心になって話をするということで、障がい福祉も高齢者も全て入っているというふうになる

かと思います。まだ具体的な形というのは全く見えていないんですが、これから検討していくことにな

ります。

リーダー：ありがとうございます。

地域包括があって、基幹相談支援センターがあって、がじゅまるさんがあって、地域生活支援拠点に

は相談機能がついて、がじゅまるさんもある意味、包括的なワンストップ相談窓口という機能が千葉県

にはあってということになると、どんなふうに整理していけばいいんだろうというのは、今後また相談

支援部会にも関係してくる、ワンストップ相談窓口体制の整備という市長の公約かなというふうに捉え

ているので、私たちも自分事として一生懸命勉強して、情報を集めていけたらいいなとは思います。

ほかに何かございますか。

ここの場で聞いておこうと思うもの、この情報はどんなことなんだろうかとか。大丈夫ですか。

そうしたら、思い出したという方は挙手していただきましたらマイクを回しますので、次第３に移っ

ていきたいと思います。

次第３は、今日が第４回相談支援部会ということで、平成 30 年度の相談支援部会について、議題と

かどういう取り組みをするかということを皆さんと意見交換をするタイミングになりましたので、まず

は事務局から説明をしていただきたいと思います。

事務局：議題３「平成 30 年度相談支援部会について」ということで、議題３資料をごらんいただければと思

います。軽く説明をして、あと議論させていただければと思いますので、まず振り返りといいますか、

相談支援部会の役割をはっきりさせておきたいと思います。

①目的とおもな議題。目的については、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、相談支援事業の充実に関する事項となっています。

②平成 29 年度の議題ですが、そちらに書かれているとおり第１回から第４回まで行ってきました。

今年度については、障がい者福祉計画の策定がありましたので、そちらが毎回入ってきた形になりまし

て、あとはリーダー以下進めていただいたとおり、質の向上というところは、評価とかそういったとこ

ろは、一旦相談支援実務者会議におろした形になっていまして、今年は地域課題の整理ということで、

ここまで話をしてきたというところになります。

事務局から平成 30 年度の議題案として挙げているところです。これまでどおり、基幹相談支援セン



88

ターの事業計画ですとか、あとはサポートファイルの活用状況なんかの報告を行いまして、あと、今年

やってきました地域課題についてですとか、来年度については障がい者福祉計画の進捗状況の報告も入

ってきますので、そういったところを主な議題案として挙げさせていただいております。

本日ご意見を伺いまして、また来年度の議題をまとめていきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

以上です。

リーダー：もう年度末なので、来年度の相談支援部会の議題案ということについて、皆さんからご意見をいた

だくタイミングとなりました。もちろんそれだけじゃなくて、相談支援部会の進め方についてもご意見

いただけたらいいなと思います。

議題案ということなので、つまり平成 30 年度に相談支援部会が取り組むことというような発想でも

いいんじゃないのかなと思います。冒頭、事務局から本部会の目的の説明はあったんですが、いろんな

地域生活支援拠点も出来上がってきます。それから先ほどのワンストップ相談窓口も出来上がってきま

す。浦安の福祉の現状がいろいろと変わっていく中で、平成 30 年度相談支援部会のミッションという

んですか、成果というか、それを何と捉えるかということだったり、その成果というのは、支援者であ

る私たちも含めてなんですけれども、何より利用者さんにとって、この部会がどういう機能を果たせば

いいだろうかとか、役割は何をすればいいだろうかというようなことを軸に、自由な発想で、まとまっ

ていなくてもよいので、こんなことができればいいんじゃないかななんていうことがあれば、ぜひアイ

デアをご発言いただければうれしく思っています。

逆に、事務局から出された議題案の中で、これは要らない、これはここで議論しなくてもいいんじゃ

ないでしょうかというものがあれば、お知らせいただければ、事務局で今日の皆さんの意見を整理して

取りまとめて、来年度の相談支援部会の議題をつくっていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さんの

ご意見、ご協力をお願いしたいところです。

さて、いかがでしょうか。こんなことができればいいんじゃないかな、こんなことが議論できたらい

いんじゃないかなとか。例えば、相談支援部会ではこういうことに着目して進めばいいんじゃないかな

でも、何でもいいんですが、ご意見がいただければ、事務局はすごく助かりますよね。リーダーも助か

る感じなんですけれども、いかがでしょうか。

有限会社総合リハビリ研究所、どうぞ。

有限会社総合リハビリ研究所：先ほどの続きになるんですが、ワンストップでサービスのいろいろな視点から、

相談窓口になるというのは非常に重要かなとは思うところがある中で、やっぱりその根幹、じゃ何をワ

ンストップするのかという中身の議論は非常に重要かなと。本当に地域の方も、さまざまな相談する箇

所がたくさんあって、結局どこに相談すれば一番、本当のワンストップになるのかということを悩まれ

る方が多いのかなと思いますので、そのワンストップの中身を幅広い視点から、皆さん意見を出し合っ

て議論してもいいのかなというところが、ちょっと気になるところかなと思います。

リーダー：ありがとうございます。こんな感じで何でも大丈夫です。ぜひぜひ、こんなことを議論してみたら

いいんじゃないかということがあれば、出していただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
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中核地域生活支援センターがじゅまる、いかがですか。

中核地域生活支援センターがじゅまる：私は、地域生活支援拠点について、32 年４月までに整備という形な

ので、やっぱり拠点のあり方ですとか、そういったところは、多分これから、緊急での住まいが、結構

地域でトラブルになってしまったとかそういったところで、一時的には預かれたりとかするようなとこ

ろだと思うんですけれども、その後というのは、これから計画相談の事業所とは密接にかかわってくる

と思うので、そこのあり方というふうなところは、２年のうちに、何か一緒になって、拠点事業と相談

支援というのは密接にかかわってくると思うので、そこを共有したり、こんな意見があったほうがいい

んじゃないのか、相談部門側としてはこういうふうなところとか、拠点としてはお願いしたいことみた

いなところを、この場ではなくてもいいんですけれども、話し合っていく必要はあるのかなと。いきな

りできてというよりかは、何年かを計画しながらやっていければなとは思ったので、そこを議題にして

いただければと思いました。

リーダー：ありがとうございます。そうですよね。

介護給付費等の支給に関する審査会、続けてお願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：今、お二方の意見、もっともだと思うんですけれども、私個人として、

今現在、相談支援の現場から離れているんですね、別な意味でのかかわり方はあるとしても。それで、

希望としては、地域課題というのをはっきりさせるためにも、前回に事例をしましたよね。そういう事

例検討みたいな感じでの、今相談を受けている現場の方たちが、実際にこんな地域課題があるんだ、こ

んな問題があるんだということの実態を教えていただければ、包括的な支援体制ということに対しても、

包括的な拠点ということに対しても、何かもっと、相談支援部会としての具体的な提案もそこに関連づ

けてできるのかなと思うので、それはきっと、32 年度とか先のことを見越しての今の相談支援部会と

しては、次の 30 年度、１年間はそういう地域課題の洗い直しみたいなのをいろいろした上で、じゃど

うすべきなのかというような感じのところの捉え方を、現場から離れている私個人としてはそういうの

が、私の中では納得のいくやり方というか、そういうのをやってもらえればうれし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。

このままぐるっとマイクを横に回しちゃってご発言いただいてみようかなと思いました。

浦安市社会福祉協議会：実は、恥ずかしながら所用がありまして、１、２、３回と欠席しまして、今回初めて

なんですが、先ほど有限会社総合リハビリ研究所が言ったように、ワンストップは具体的なものはとい

うところで検討するに当たって、まずは今ある事業者さんがどういった案件のことを相談を受けている

とか、そういう内容みたいなのものですね。これで見ると基幹相談の事業計画とかはあるんですけれど

も、皆さんのところで、どこまで出すかちょっとわからないんですけれども、ある程度、こういう対象

の方で、どういった相談内容を受けて、どういうふうな対応をしているとか、そういうところを踏まえ

れば、またワンストップというところが見えてくるのかなと思いますので、30 年度、そういうのを入

れてはどうかなと思いました。

以上です。



1010

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人タオ、お願いします。

ＮＰＯ法人タオ：本当に毎回お話ししているかもしれませんけれども、計画相談は直接、もちろん私はかかわ

ってはいないんですけれども、先ほどからワンストップとかいろんなお話が出ている中で、実は就労支

援センターも、お一人の相談の中で物すごく幅が広いというのはあります。本当に単純にお仕事のこと

だけの相談でしたらいいんですが、まずその時点で手帳をお持ちなのかお持ちではないのか、そこの段

階で全然その先進むことが違くなってきますし、そのご説明もしたり。あとは、年金の申請はどうすれ

ばいいんですかというご相談もあります。私たちも年金は、市役所の年金課か基幹相談課とか、本当に

他の機関をご案内したりとか、そういったところのほうが専門的にやってくださいますよというところ

のお話をさせてもらっていると。

あとは、仕事をした上で自立をしていきたいと。グループホームみたいなのはどこに行けばいいんで

すかとか、本当にいろんな相談があるなと。時には、仕事をしていて体調を崩しました、病院になかな

か通院できませんと。私たちが全部連れていくかと、そういうわけにもいきませんので、協力してくだ

さるとか、支援をしてくださるような事業所をご案内したりとか。

先ほどのワンストップどころか、一体私たちは何個ストップじゃなくて、何でしょうね。だから本当

に相談の内容によっては、それぞれの道なり、ここに行けばもっと具体的なことがわかりますよという

ようなご案内がメーンになってきているのかなというところもありますので、それぞれの事業所がどこ

までやれるのかとか、私もたまたまこういう自立支援協議会の相談部会とか、ほかの研修とかにも参加

させていただいているので、大体、あの方の、あの顔の、あそこに行けばこういう相談を受けられるの

かなという、顔でわかるようにはなってきているんですけれども、相談は多岐にわたっているので、そ

こらはもう少し明確にしていけるといいのかなとは思っております。

実際、つい先日も市役所に相談に行ってこちらを紹介されて、でもちょっと内容が違くて怒っていた

というケースもありましたし、いろいろと本当に、こちらのほうでも丁寧にお話を聞いて、その先のこ

とも考えながら支援といいますか、進めていけるように、就労支援センターもしっかりやっていかなき

ゃいけないなと思っていますので、そういう地域課題といいますか、浦安市でしっかり独自でできるよ

うな事業所または協力体制がつくれればいいのかなと思うので、ちょっと相談支援部会とかけ離れちゃ

う内容かなとは思うんですけれども、相談って本当にいろんな内容があるので、そこをうまくつなげて

いければと思っていますので、今後もご協力をお願いしますというのと、この部会でも新たな方策とい

うか、方針というか、事業所といいますか、そういったところができればいいのかなと思っています。

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人カプア、お願いします。

ＮＰＯ法人カプア：私自身は経験が浅いので、余り要領を得ないんですけれども、本当に皆さんおっしゃられ

ているように、相談の各個人の幅が広いので、私自身もなかなか、基幹相談さんがしてくださっている

グループスーパービジョンとかに参加したいんですけれども、日々忙しくて参加する機会がなく、困難

事例を抱えて、それをどう対応していったらいいのかというのが、自分で１つずつ調べていても時間ば
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かりがたってしまうので、相談員が相談できる場所というのがあると本当にありがたいんですけれども、

いろんな分野、例えば今、40 歳になって介護保険のほうに移行していく方、まずどこから手をつけれ

ばいいのかな、本人がどうしても介護保険のほうではなくて、障がいのほうのサービスを続けたいとお

っしゃる場合は、本当に市のほうにお願いするところから始めるという感じなんですけれども。

生活保護を受けたいとかそういったところも含めて、細かい相談を、相談員がどんどん新しく入って

はくるんですけれども、相談できる場所という事例と対応というのを、いつでも聞きに行けるような感

じでつくっていっていただけるといいかなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：よろしくお願いします。

私も不勉強で、皆さん立派なご発言ばかりでまことに恐縮なんですが、僕、ここ１年間考えていたこ

とは、ちょっと的外れなことを言いますけれども、僕は一体何ができるんだろうという。結局、僕は視

覚障がい者なものですから、もし万が一、目の不自由な方とか見えづらい方とか、就業とか就学ですか、

それから日常生活に支障の出ている方がいらっしゃいましたら、ぜひ相談に僕にできることがあればお

乗りしたいなというふうに常日ごろ思っています。

去年から、僕、相談員の電話ですか、ファクスつき電話を支給してくれるということだったんですけ

れども、僕、お断りしまして、実は携帯電話を市役所のほうから支給していただきまして、机の上に置

いてあるんですけれども、間違い電話しかかかってきませんで、もし視覚に障がいのある方のお悩みと

か、そういうふうだったら僕でも役に立てるんじゃないかなって考えておりますので、ぜひ、障がい事

業課さんとか障がい福祉課さんのほうにご相談されるのもいいですけれども、私のほうにも、もしお役

に立てることがあったら回していただけたらと思います。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。本当にそうですよね。地域の当事者の相談員の方も、もう本当は草の根レ

ベルでたくさんお声を聞いてみたいと、ピアカウンセリングという言葉もあるぐらいですから、ぜひ社

会資源の一つとして、それこそワンストップ相談窓口ということになれば、地域の当事者相談員の皆さ

んもここに含まれていくんじゃないかなというふうに思いました。

浦安市身体障害者福祉会、お願いいたします。

浦安市身体障害者福祉会：よろしくお願いします。

私も、勉強不足というんですか、自分のことしか考えていなく生活しているものですから、途中で障

がい者の方と会ったときには挨拶ぐらいしかしないんですね。それで、私が買い物をして、大きな重た

そうな物を持っていたら、近所の人が「持ってあげましょう」と言って持ってもらうような援助をして

もらっています。

それと、去年になるのかな。総合福祉センターを建てかえることで一旦説明があったんですね。その

ときに私が参加したんですけれども、それでそのときに意見を言ったときに、軽い防災用具を整えてく

ださいというつもりで言ったんですね。そして、私の言葉が、近くになかったものですから、各部屋に

簡単なヘルメットとか、そういうものを置いておいてくれれば、もしものことになったときに、介護者
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ですね、そういう方と介護される方が一緒にいたときに、何かがあったときに、ヘルメットでも何でも

かぶって避難することができるでしょうと思って、それを説明したつもりでいたんですけれども、言葉

足らずで伝えることができなかったんですね。

それで、今、要するに各お部屋に、人数というのが決まっていると思うのですから、その中で介護者

と介護される側が、もし何かがあったときにすぐ簡単なものが、頭にかぶせるとか、ヘルメットとか、

そういうものを置いておいていただければ、防災の部屋というんですか、そこまで介護者がとりに行か

なくてもできるんじゃないかなという気持ちで言おうかなと思ったんですけれども、言葉足らずで、た

だ用意してくださいよということを言っただけで終わってしまいました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。防災ということも一つの視点ではないかというエピソードだったかなと思

います。

先にエメラルドサポート株式会社、お願いします。

エメラルドサポート株式会社：こういう形で回ってくると思っていなかったので、きちっとお話、お伝えでき

るかどうかわからないんですが、余り大きな部分での地域課題というものは、私の中ではまだちょっ

とピンとは来ていないんですが、エメラルドのほうで利用者さんは、一番小さくて４歳、一番上にな

るともう、就労のほうでやっているので 65 歳超えて 67 歳ぐらいの方という方もいらっしゃるので、

年齢層がすごく幅が広いということで、障害者年金の申請の話とか、学生、高校を卒業して就労する

というところとか、あとは介護保険のほうにかわるというタイミングだったりとか、人によっていろ

いろとかかわるところが違ったりとかというところがあるので、すごく難しいなと思います。

私自身で、まず小さいことから何ができるかというところで、お子さん、児童のほうだと、障がい事

業課さんで出しているサポートファイルの説明と活用というところと、あとは障害者年金、申請しよう

としたときに、昔のこと過ぎて記録がない、どうやって書いていいかわからないというのがあるので、

児童のお母様とかには、記録だったり控えだったりを将来のためにきちっととっておいてというお声が

けというところと、あとは、大人にも対象の共通サポートシート、これも障がい事業課さんのほうから

いただいているというか、ホームページからプリントアウトして、それもなるべく活用するように皆様

にお声がけもさせていただいています。ただ、それがもっとよく使われていければいいなと思うんです

けれども、お声がけでとまってしまっていて、もうちょっと何かというところを考えています。

あとは障がい福祉ガイドブック、実務でもすごく利用させていただいていますし、利用者さんにも紹

介させていただいて、何だったら私、取りに行ってということで、配ったりとかもしているんですけれ

ども、新しく変わって、便利になるようにいろいろ考えて内容を変えてくださっているというところも

よくわかるんですが、もし変わったら、どこが変わったかというところを入れていただかないと、全部

調べて、どこが前回と違うのかというチェックをしたりとかしますので、そこをちょっと書いていただ

けるとうれしいかなと思っています。

あと、もう一点いいですか。

リーダー：部会で取り上げることの意見はありますか。相談支援部会で取り上げたいこと。
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エメラルドサポート株式会社：すみません、障がい事業課さんが目の前にいるので、どうしても伝えたくなっ

てしまって。じゃここでとめます。すみません。

リーダー：ＮＰＯ法人発達わんぱく会。相談支援部会で取り上げたいこと。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：福祉計画の中で、総括的な相談支援体制の整備、今後検討していく事業であると

いうことのお話を伺いました。その中で、こども部こども課さんや、健康福祉部の中には健康増進課さ

ん、母子保健係さんも入るのかなと思って伺っていたんですが、私の相談支援事業所ですと、児童を中

心としている中で、１歳半健診や３歳児健診で引っかかった、ご不安の高い親御さんが、一番最初に健

康増進課でご相談をされて、その後に行き着く先というのが、こども発達センターだという認識をもっ

ています。しかし、こども発達センターの初回相談は、とても忙しくされている現状で、２カ月待ちで

留まるように精いっぱい努力されていると聞いている中で、障がい事業課さん、障がい福祉課さんは、

相談できるところはこども発達センターだけではないよ、児童のところはほかにもあるよと言ってくだ

さっている反面、こども課さんや健康増進課さんだと、こども発達センターに行ってごらんと選択肢が

狭まってしまいます。どうしても窓口のところが、ライフステージに合わせた支援とは言いながらも、

紹介できる窓口先というのに差があるのではないかなというのを感じています。

なので、ぜひこの検討というところでは、親御さんが受ける相談場所が、こども課さんからであって

も、障がい福祉課さんからであっても、健康増進課さんからであっても、お母さんたちが何もできない、

相談もできない、健診で引っかかった後に、遊びに行くことすら怖くなってしまった、そういった親御

さんが少しでも早くそういった相談をしたい、不安を聞いてほしい、基本相談などで対応できる、幅の

ある事業所さんの選択というのができる。そういった、周知と、仕組みづくりというのを、まず児童の

ところとして議題として上げていただけるとうれしいなと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人千楽、お願いします。

ＮＰＯ法人千楽：先ほど浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからもあった、以前私の事業所で担当させてい

ただいていた視覚障がいの方がいらっしゃって、そのときに浦安市視覚障害者の会トパーズクラブのこ

とを知っていればというふうに後悔をしました、いろいろとご指摘を受けたこともございましたので。

そういった形で、やっぱり地域資源をどれだけこちらが知っているかによって、ここに書いてあるサー

ビス等利用計画等の質というのも向上していくことにつながるのではないかなというふうにも思いまし

たし、私ども、児童の、特に小学生、中学生、高校生の方の相談支援を担当させていただく中で、地域

資源の中でも大きな存在である学校との関係の中で、まだ相談支援というものが学校の中で認知されき

れていないといいますか、こういうサービスがあるんですねということを学校のほうから言っていただ

いたりすることがありますので、そういった形で学校というのを、お子さん以外じゃないですけれども、

地域の方々へもっともっと相談支援というものを知っていただくにはどうしたらいいかというところを、

話し合わせていただければいいのかなというふうに私自身思いました。

以上です。



1414

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、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：私は最近、年齢が 65 歳とかになった方が介護保険のほうに移っていく。そのとき

に必ずダブルケアマネになるな、それが全く解消されないなというところが気になっていて、しかも最

近では逆に、介護保険のほうでいろいろサービスを受けているけれども、障がいのサービスで補ってい

くから、障がいのほうで計画を立ててくださいということで、逆に介護保険から回ってくる形のダブル

ケアマネというものもあって、セルフプランが増えたとか、いろいろ話がある中で、障がいのほうの相

談員が必要な人たちの相談を受けていくというときに、役割分担で、介護保険のほうは介護保険で立て

ているならば、障がいのはこういうふうにつくればできるよという、そういうものができるといいなと

思っています。

何でそんな話を今思ったかというと、障がいのほうの相談支援の、１回、前々回ぐらいに、１人の担

当の人数みたいな話がちょっと出たかなと思っていて、介護保険のほうは 40 名って決まっていて、浦

安市としてもある程度の人数を決めたほうがいいんじゃないかなんていうご提案があったかなというふ

うに思っていて、そこの具体的な人数、30 年度に向けて一度話し合って、30 年度の議題で上げて決め

ていただきたいなというふうに思ったのと、そのときに、介護保険とかとうまく連携をしていけば、も

うちょっと見直すことができるんじゃないかと思っていて、介護保険と障がいの計画というところの、

どうしたらうまくやっていけるだろうかというと、ちょっと言い方がうまく見つからないんですけれど

も、そのあたりの問題の解決ということも話せたらいいなと思いました。

以上です。

リーダー：いちょうの会、お願いします。

いちょうの会：私どもの会は、皆さん業者さんのことより、自分たちが受けさせて、相談させていただく側に

おりまして、特にうちの会は、当事者が精神的な病気を持った家族の会なんですね。それで、なかなか

会合しても人数的に集まりが悪かったりして、お恥ずかしいんですけれども、その中でも愚痴が言える

場所みたいになっちゃっているんですね。

それで、あとは個々によって状況が違いますので、ただ、今困っていらっしゃる方は、１人入院して

いらしていて、本人は退院したいと言っているんですけれども、なかなかその状況がつかめないことと、

それからまた退院した後、どういうところに相談に行ったらいいかということを困っている方もいるん

ですね。

私自身も、じゃここの業者さんに行きなさい、あそこに行きなさいということが言えないんですが、

ただ、市の障がい福祉課の方から、こういう相談がありますけれども、うちの電話番号をお知らせして

いいですかということが、二、三、毎年あります。それで、そのときはどうぞということで、私の家の

電話番号を聞いて、電話いただく方があります。ただ、病気が発症した時期というのは、外へ助けを求

めるより、自分ちの当事者を抑えるので精いっぱいなんですね。そんなことで、せっかくこうやって多

くの業者さんが出来たんですが、どこへどういうふうに相談していいのかということが個々に迷ってい

る状態です。
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ただ、少しずつ外へ声を出すようにはなってきていますけれども、ほかの障がいの方と違って隠しち

ゃうことが多いんですね。だから、そういうことより、せっかく皆さん手を差し伸べていただいている

ので、声を出しましょうということを家族会では話すようにしております。

ありがとうございました。

こども発達センター：出し尽くした感じであれなんですが、実務者会議、私は余り参加できていないんですが、

定期的にされている中で、実際に取り組んでいる方々が日々困ったこととか出し合ったりして、その実

務者会議、せっかくされている、意見がこの部会のほうにもう少し上がってきてもいいのかなというふ

うに個人的に思います。せっかく皆さん、日々こうやってやっていて、なかなか難しいんだよねと。そ

こで顔を合わせる機会があってということなので、そこで感じられた思いとか、そういうものは、こち

らのほうにどんどん出していただければ、この部会に参加されている方も、こういう現実なんだという

のが大分わかってくるかなというふうに思いますので、グループスーパービジョンだったり、実務者会

議の意見というのを吸い上げていただければいいのかなと思います。

あと、ライフステージを通じてというところは、私としては注目しているところなので、立場上、子

どものところを扱っていてというのがありますので、ゼロ歳児、１歳児、２歳児からずっと、もう 60、

80 という形で、実際に 18 までしか私たちは扱えないんですけれども、上を向いて成長していく過程を

見ていくというところなので、その中で、主には学校だったり、青年期の問題とかはかなり大きいのか

なというふうに、小学校で送り出す子どもたちを見ていると感じることが多いので、学校とか教育関係

との連携だったり、その場その場ですね、子どもさんだったら学校、そして 18 になれば就労というか、

社会に出ていくというところでの、その時期に合わせた形でいろいろネットワークができればなと。そ

ういう意味では、この部会でも、関連したところとの何か調整というか、連携というか、そういうもの

がちょっと図れれば、せっかくこういう部会なのでいいのかなというふうに思うところがあります。

ネットワークを引こうと思うとかなり多岐にわたってしまうので、限定しないといけないなと思いま

す。教育関係だったり、就労関係だったりという形で、分野を絞りながら連携をとれるような形、もし

くは顔合わせだったりとか、意見交換だったりとかというのが、何回か入ってきてもいいのかなという

ふうに思います。

あと、それに付随して、さっきＮＰＯ法人発達わんぱく会さんから話が出ましたけれども、紹介する

機関としてうちのほうがというところがあります。ただ現実として、今日ここにいらっしゃる方々が、

そのあたり、わかりにくいところかもしれないんですが、うちのほうがなぜ相談として先に紹介される

かというと、判定する機関という形ではないんですが、状況を把握するというところで位置づけられて

いるというか、こういう状況だから障がいとしてのサービスが必要だよというところの、一つの見立て

ですね。そういったところをやるというのがあるので、うちが紹介されてしまうというところがあるん

です。

これは、私たちもかなり頭が痛いところで、かといって病院で判定という形をとるにしても、病院で

も二、三カ月待ちはざらです。三、四カ月待たされるところもある。半年たって来なさいと言われると

ころもあると。発達障がいの部分だったら、児童の学齢期までは見られますけれども、青年期は見られ
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ませんというところもあるし、その逆もあると。ですので、判定だったり障がいとしての受け入れとい

うところが難しくて、実際に相談を受けるのは、どこでも相談に乗っていただくということがあるんで

すが、次のステップといったとき、サービスを使おうとして、認定だったり、判定だったり、障害手帳

だったりという、次のステップに行くときになかなか選択肢がないというのがあるんです。そこがちょ

っと苦しいところで、私たちが見立てをとりあえずやって、判定機関じゃないんだけれども見立てをや

って、そこで何とかという部分と、障がい認知ができた方、受容ができた方は障がい福祉課のほうに行

ってくださいねということで回っているということであります。

ただ、相談を受ける中で、ＩＱが階級が高くて療育手帳をとれないという自閉スペクトラムの方、か

なり出てきてはいるので、そういったときにどうするかなというところは今も検討課題ではあるんです

けれども、ステップ的に難しいところがあって、相談を受ければいいということではなくて、次につな

げるところで右往左往やっている。そこはＮＰＯ法人発達わんぱく会こっこさんしかり、ほかのところ

の事業者さんもそうだと思うんですが、次のステップになかなか行けない、難しいというところの現実

があると思っていただければと思います。

かといって相談をどうするんだというようなときには、やはり多岐にわたって、せっかくの事業所さ

んがあるわけですから、そこで受けていただくという形は、今後もお願いしたいかなと思います。

以上です。

社会福祉法人サンワーク：自立支援協議会ってどういう趣旨でやるんだっけというところを見ていて、障がい

のある方などが自立した地域生活を営むことができるよう、より一層の地域基盤の整備、推進が求めら

れていますということで、ここで話し合うことは地域の課題だったりいろんなことを、どれだけ今の現

状があるのかというものを吸い上げてきて、ここで話し合うべきかなと思うんですね。結局、相談支援

部会で何を話し合っているんだろうって、外から見たときにわからない状況をつくってしまうというの

は、やはりよいことではないなと思うんです。

今、皆さんが言われていたことというのは、確かに地域の、地域のというよりは相談をやっている中

で、課題に上がってくる問題がすごくあるのかなと思うので、その部分をぜひ、平成 30 年度の中で、

さまざまな形で話し合いができることが一番望ましいのかなと聞いていて思いました。

確かに、地域課題の洗い出しだったり、事例検討の部分もそうですし、ワンストップの「我が事・丸

ごと」とか、地域生活支援拠点に関してもそうですけれども、相談支援部会として、どういう考えを持

ってそこに投げかけていくかというような形がとれるといいのかなと思うんですね。それに対してどう

のこうのというよりも、相談支援部会としてこういうものであってほしいというところを、話し合いの

中で打ち出していくというほうが、建設的な形になるのかなというところは少し感じました。

あと、もう皆様話されていますけれども、ライフステージに合わせたというところ、子どもから始ま

って、20 歳になってというそのところと、あとは 65 歳を超えたところの介護保険に移り変わるという

ところの部分の相談体制というのを、もっともっと話し合うべき内容かなと思いますし、あとは、先ほ

どの事例検討の部分では、やはり困難事例って皆様、何件かずつみんな結構抱えていて、こんなことっ

てありなのかな、どうなのかなというところというのは、いつも持ちながらもしこの場に出てきている
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んだとしたら、そういったことも話し合うことは必要なのかなと思います。

それとあとは流れですね。相談を受けたときの流れ、どういう流れを受けて、経過として進むことが

一番ベストなのかというところ。マニュアルとして、ここの入り口から入ると、絶対この内容のことに

関しては、ここに連絡が行ってというところが、もう少しわかりやすい形の流れが何かつくれると、た

らい回しにもならなければ、個々に滞留しちゃって、こういうケースがあったんだけどな、でも市に戻

しちゃったからとかということだけではなくて、この件だったらこっちに行けるかなということも可能

かなというのを思うと、そういった相談の経過というか、電話を受けたらどうしようというような、そ

の辺のことを考えるというのも１つかなと思いました。

あと、こども発達センターが先ほど言っていたとおり、実務者会議の意見、確かに相談支援部会の下

部組織みたいな形で実務者会議が存在しているのであれば、それを吸い上げていって、それも地域課題

の一つとして何か考えていくということは、大きなものかなと思います。

以上です。

リーダー：皆様、本当にご協力ありがとうございました。たくさん意見が出たかと思います。事務局で整理さ

せていただいて、来年度の相談支援部会の議論の軸ですよね、焦点化をしていきたいなと思っています。

大きく言うと、相談支援部会で日々、さまざまなポジションで相談を受けていらっしゃる皆様だから

こそ、地域で何が起こっているかよくわかっている、情報がある。それをベースに、地域の社会資源の

状況だったり、地域の課題というと何かちょっと大きく捉えちゃうかもしれないですけれども、地域の

実態をみんなでアセスメントしてみましょう。そのアセスメントの結果が反映されたものが、地域生活

支援拠点だったり、ワンストップ相談窓口だったり、ひいては浦安の相談体制に反映させていく。ある

意味、私たちが一番地域で何が起こっているかわかっているからこそ、ここでの議論が根拠になってい

くような、相談支援部会からの提案をしていけるようになればいいんじゃないかというのが、多分社会

福祉法人サンワークが最後にまとめたことなんではないかと思いました。

社会福祉法人サンワーク：そうです。

リーダー：ありがとうございます。

というわけで、その実情の情報はいろんな方法で吸い上げていって、この部会のほうで皆さんと共有

していければいいなと思っているんですが、きちっと事務局が今の議論をきれいに整理してくれて、来

年度の相談支援部会の目的、成果、それから私たちが何をするかということをまとめてくれるかと思い

ますので、それを来年度の１回目に皆さんと共有させていただきたいと思っております。

ちょっと無茶ぶりなところで、大変失礼させていただきました。どうもご協力いただきましてありが

とうございます。

ほかの委員の皆さんからのご連絡等々はございませんでしょうか。大丈夫ですか。

そうしたら、これをもちまして第４回相談支援部会を終了させていただきます。

本日はお忙しい中、ご参加ありがとうございました。
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３．閉会
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計画相談支援の現状

１．平成２９年 1２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 704 人

サービス等利用計画案作成（＊） 704 人

達成率 100％

＊障害児童通所支援の計画案と両方作成している方 75 人とセルフプランの方

70 人を含む

＊介護保険対象者は、48 人

（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 418 人

サービス等利用計画案作成（＊） 418 人

達成率 100％

＊セルフプランの方 90 人を含む

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 1２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 ３ 0 1１※

※平成２９年度は、平成 30 年１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。



浦安市障がい者福祉計画
（平成 30 年度～平成 32 年度）

【素案 抜粋】

平成 30 年３月

浦 安 市

議題２資料
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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）

及び「浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例」の目標であ

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６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。また、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解

及び普及に関しての基本理念を定めた「（仮称）手話言語条例」を制定します。

２．福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイル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。
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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ができ、かつ、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

災害時要援護者登録制度により予め市に個人情報を登録した方に対し安否

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提供の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、障がいの有無にかか

わらず、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、差別の解消

と合理的配慮の提供を推進し、障がいのある人の社会参加の機会の拡充を図り

ます。



6

２ 施策の体系
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第２章 施策の展開

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

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、福祉窓口の機

能向上に努めます。また、既に実施されている各部署を超えた相談等を精査し、

この実績を踏まえながら本市における包括的な相談体制を、どのように構築し

ていくか検討します。

「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。



8

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。
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事業名 基幹相談支援センター

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。

事業名 障がい者福祉推進事業（サポートファイル）

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。
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事業名 包括的な相談支援体制の整備

担当課 社会福祉課

内容

我が事・丸ごとの地域共生社会を推進していくために、住民に身近な

圏域で把握された複合化・複雑化した課題や制度の狭間で支援の手の届

かない課題に対し、的確に対応することができるよう包括的な相談体制

のあり方について検討します。
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（２）在宅福祉サービスの充実

現状と課題

市では、障がいのある人が、障がいの特性に応じて、必要な福祉サービス等

が受けられるように、障害福祉サービスの利用者負担軽減措置の実施や、「障

がい者等一時ケアセンター」での緊急預かり等を行いました。

アンケートでは、今後の暮らしについて必要なことや課題・不安について、

「緊急時の対応」が 47.5％で第 1 位、「費用面」が 37.8％で第 2 位、「日常

的な生活面でのフォロー」が 37.6％で第 3 位となっています。また、障がい

者団体等のヒアリング調査では、短期入所や行動援護の不足の解消や、重度障

がい者を介護できるヘルパーの確保など、在宅福祉の充実に関する声が挙がっ

ています。

引き続き福祉サービスの充実に努めるとともに、障がいのある人が必要なサ

ービスが受けられるよう、制度の周知及び支援者の確保とスキルの向上を推進

することが必要です。

取り組みの方向性

①支援の人材の確保

障がい福祉サービス等従事者の処遇改善と、離職防止、人材の確保を図りま

す。また、医療的ケアを行える人材など、多様な障がいに対して支援ができる

人材の育成について推進していきます。

障がいの種類や程度に応じた適切な支援を行えるよう、研修の充実を図りま

す。

②利用者の負担軽減

障害福祉サービスの利用者負担について、その経済的負担を緩和するため、

国の動向を踏まえながら、利用者負担軽減措置を継続します。

③福祉サービス情報の周知と利用の促進

広報、ホームページや各種イベントなどで、市の福祉制度の周知を図るとと

もに、「障がい福祉ガイドブック」や相談等を通して、福祉サービスの周知と

利用の促進を図ります。
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④生活安定のための制度の充実

市や国の手当の支給、在宅介護を支援する助成制度や、各種在宅福祉サービ

スの充実を図り、介護者の経済的負担の軽減に努めます。

⑤在宅生活を支えるサービスの充実

ニーズを的確に把握し、障がいのある人一人ひとりの日常生活を支えるため

の在宅福祉サービスの充実を図ります。在宅生活を支えるために、「障がい者

等一時ケアセンター」では、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、障がいのある人とご

家族を支援します。また、短期入所事業所を運営する事業者に対する運営費補

助を継続し、短期入所事業所の円滑な運営を促進します。

緊急時支援事業のあり方について検討していきます。

主な事業

事業名 障がい者福祉サービス利用支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額の全額または一部を助

成します。

事業名 各種手当の支給

担当課 障がい福祉課

内容

市の手当として、重度障がい者手当、障がい児手当等の支給を行い

ます。

国の手当として、特別障害者手当、障害児福祉手当等の支給も行い

ます。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（一時介護委託料等助成）

担当課 障がい福祉課

内容

疾病その他の理由により、障がいのある人を居宅において、介護する

ことが一時的に困難となった場合に、介護を有料で一時的に委託した時

の一時介護委託料等を助成します。
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事業名 障がい福祉ガイドブック

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人およびその家族に向けた情報提供の一環として、各法

令や条例等で定められている福祉制度のあらましを掲載した冊子の配

布と電子書籍を作成するとともに、ホームページにも情報を掲載しま

す。

事業名 地域生活支援事業

担当課 障がい福祉課

内容
日常生活用具給付事業、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サ

ービス事業等を行います。

事業名 日常生活支援事業

担当課 障がい福祉課

内容

障がい者緊急時支援事業、寝具乾燥消毒事業、紙おむつ給付事業、ス

トマ用装具費用助成、出張理髪費用助成、はり・きゅう・マッサージ費

用助成、給食サービス事業等を行います。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会（障がい福祉サービスの充実）

担当課 障がい事業課

内容
人材の確保等、地域生活支援の充実を図るため協議するとともに、関

係機関の連携を推進します。

事業名 障がい者等喀痰吸引等研修費等補助金

担当課 障がい事業課

内容
医療的ケアを行うことができるヘルパーの不足を解消するため、研修

に係る経費を補助します。
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事業名 緊急時支援事業

担当課 障がい事業課

内容

重度の身体障がいまたは知的障がいのある人に対し、緊急の通報を受

けた場合に居宅に支援員を派遣し、必要な支援を行います。今後も、求

められる緊急時支援事業のあり方について検討していきます。

事業名 障がい者等一時ケアセンター

担当課 障がい事業課

内容

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。

事業名 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業

担当課 障がい福祉課

内容
小児慢性特定疾病児童の日常生活の利便性を図るため、用具の購入費

用の一部を助成します。

事業名 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

担当課 障がい事業課

内容
障がい福祉サービス等事業者に対し、従事者への住宅手当の支給に要

する経費の一部を補助し、人材の確保と離職の防止を図ります。

事業名 地域生活支援拠点（※）の整備

担当課 障がい事業課

内容
国の基本指針に基づき、平成 32 年 4 月までに東野地区に地域生活

支援拠点を整備します。
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事業名 障がい者短期入所事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容
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。

※地域生活支援拠点…居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊急時

の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を地域の実情に応じた創意

工夫により整備し、障がい者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の

拠点。第 5 期障害福祉計画に係る基本方針において、平成 32 年度末までに

整備することを基本としている。
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（３）日中活動の場の充実

現状と課題

「障がい者福祉センター」や「身体障がい者福祉センター」において、生活

介護や自立訓練などを実施するとともに、民間事業者の参入を促進し、重度の

障がいのある人の日中活動の場の充実に取り組んできました。また、就労移行

支援、就労継続支援、生活介護などを運営する民間の事業者が、国の基準を超

える人員配置、環境整備を行い、重度障がい者を支援した場合に運営費補助を

行い、質の高いサービスの提供を促進しました。

障がいのある人の福祉サービスに対するニーズは多様化しており、障がい者

団体等のヒアリング調査では、「休日や土日に利用できるサービスがあるとよ

い」、「肢体不自由児が利用できる日中一時支援事業所が少ない」、「成人してか

ら運動できる場や機会があるとよい」などの意見が上がっています。

今後も、日中活動の場を確保するため、計画的な整備が必要です。

取り組みの方向性

①既存の日中活動の場の充実

「障がい者福祉センター」、「身体障がい者福祉センター」を中心として、質

の高いサービスを提供するとともに、民間事業者への運営費補助も継続し、重

度の障がいのある人の日中活動の場の充実を図ります。

「身体障がい者福祉センター」で、医療的ケアを提供します。

「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」で、障がい

のある人の余暇活動、生産活動、創作的活動等を提供します。

特定地域活動支援センター経営事業費補助事業により、地域活動支援センタ

ーの機能強化を継続します。

②日中活動の場の整備

高等学校の卒業生等が安心して進路を選択することができるよう、障がい者

福祉計画に基づき、今後の卒業生の人数に応じて計画的に整備します。

総合福祉センターなどの既存施設の狭隘化や老朽化、また国の基本指針に対

応するため、障がい者のショートステイ及び短期入所の機能を有する地域生活

支援拠点、生活介護、地域活動支援センターⅠ型、指定特定相談支援事業所及

び障害児相談支援事業所などの機能を設けた複合福祉施設を平成 32 年４月ま

でに東野地区に整備します。
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主な事業

事業名 特定地域活動支援センター経営事業費補助金

担当課 障がい事業課

内容

障がいのある人や難病者等を対象に、休日や夜間を含めた生産活動や

創作的活動などを提供するとともに、地域ボランティアの育成や障がい

に対する理解促進を図る地域活動支援センター(※)Ⅰ型の事業を行い

ます。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容

重度障がいのある人を支援する生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助、短期入所事業を運営する事業者に対し、

人員、設備費用等の運営費補助を行います。

事業名 身体障がい者福祉センター

担当課 障がい事業課

内容

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。

事業名 ソーシャルサポートセンター

担当課 障がい事業課

内容

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、レクリエーション活動・軽作業・交流の場の提供など地域活

動支援センターⅡ型の事業を行います。

事業名 障がい者福祉センター

担当課 障がい事業課

内容
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。
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事業名 東野複合福祉施設の整備

担当課 障がい事業課

内容

地域生活支援拠点と併せて、生活介護、地域活動支援センターⅠ型、

指定特定相談支援事業所などの機能を設けた複合福祉施設を平成 32

年４月までに東野地区に整備します。

※地域活動支援センター…創作的活動または生産活動の機会を提供するとと

もに、社会との交流を促進する取り組みを行う障がいのある人が通うための

施設。

Ⅰ型—専門職員を配置し、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実施する。

Ⅱ型—地域において雇用・就労が困難な在宅の障がいのある人に対し、機

能訓練・社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する。
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（４）住まいの場の充実

現状と課題

障がいのある人が地域で暮らしていく上で、住まいの確保は重要であり、市

ではこれまで、事業者への補助金の交付などにより、グループホームの整備や

円滑な運営の促進に取り組んできました。

アンケートでは、「持ち家」が６３．７％で６割以上を占めており、自宅で

の居住環境の向上に資する取り組みも重要と考えられます。

また、将来の希望する暮らし方について、「ひとり暮らし」が最も多く、次

いで「グループホーム」、「施設など、大勢の人と一緒の暮らし」となっており、

障がい者団体等のヒアリング調査においては親亡き後の住まいへの不安を挙

げる人が多くなっています。

グループホームについては、「数の整備だけではなく、需要と供給を把握し、

内容や世話人が充実した施設を作ってほしい」などの意見が上がっています。

一方、精神障がいや発達障がいの団体からは、「グループホームの共同生活

は難しいので、ひとり暮らしをしながら支援を受けたい」などの意見もあり、

引き続きグループホームの拡充を図るとともに、多様な住まいの確保への支援

が必要になっています。

また、平成３２年 4 月までに、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を

整備していきます。

取り組みの方向性

①グループホームの機能を有する地域生活支援拠点の整備

自立支援協議会等において具体的な機能を協議し、体験の機会・場、緊急時

の受け入れ・対応など居住支援のための機能を持ち、地域の実情に応じた「地

域生活支援拠点」を平成 32 年 4 月までに整備し、家族との同居、ひとり暮ら

し、グループホーム等、一人ひとりが希望する地域生活を支援します。
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②グループホームの拡充

整備費用補助を継続し、家庭的な少人数のグループホームの拡充を図ります。

より質の高いサービスが提供できるよう運営費補助、重度障がい者支援事業

所運営費補助を継続し、グループホームの充実を図ります。障がいのある人が、

一時的にグループホームを利用した場合の経費を補助する地域生活体験事業

補助を継続し、地域移行の推進を図ります。

既存の補助事業では対応しきれていない重度な障がいのある人、行動援護を

必要とする人、医療的ケアが必要な人の住まいについて、また、障がいの特性

に配慮したグループホームのあり方について自立支援協議会を中心に検討し

ます。

③住宅関係支援の充実

身体に障がいのある人に対し、住宅改修費用の助成を行い、日常生活の利便

性を図ります。

市営住宅の入居募集に当たっては、高齢者・障がい者世帯等については一般

世帯より当選確率が高くなるよう配慮するとともに、応募要件を高齢者や障が

い者等の特枠世帯に限定する等の優遇策を講じています。

また、民間住宅市場で入居制限を受けやすい高齢者・障がい者世帯等の居住

の安定を確保するため、住宅セーフティネットに関する施策の構築を図ります。

転居・入居時及び既存住宅の改善への支援を行います。

④入所施設の支援

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見地から

設立した「社会福祉法人南台五光福祉協会」が運営する「もくせい園」（鎌ヶ

谷市）、「やまぶき園」（市川市）の運営の充実を図るための支援をします。
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主な事業

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住宅改造費用助成）

担当課 障がい福祉課

内容
身体に障がいのある人に対し、居住する住宅の改造に要する費用の一

部又は全部を助成することにより、日常生活の利便を図ります。

事業名 障がい者在宅介護支援事業（住み替え家賃等助成）

担当課 障がい福祉課

内容

民間の賃貸住宅に居住している身体に障がいのある人、知的障がいの

ある人を含む世帯が、取壊しなどの理由により立ち退きを求められた場

合に、市内の他の民間の賃貸住宅に転居した場合に要する経費の一部を

助成します。

事業名 グループホーム入居者家賃助成

担当課 障がい福祉課

内容 グループホームの家賃の一部を助成します。

事業名 自立支援協議会・地域生活支援部会（住まいの充実）

担当課 障がい事業課

内容
住まいに関する支援の充実を図るため協議するとともに、関係機関の

連携を推進します。

事業名 南台五光福祉協会

担当課 障がい事業課

内容

市川市、松戸市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市の５市が広域行政の見

地から設立した「社会福祉法人南台五光福祉協会」の運営する「もくせ

い園」、「やまぶき園」の運営を支援します。
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事業名 障がい者グループホーム運営費補助金

担当課 障がい事業課

内容

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。

事業名 障がい者グループホーム整備事業補助金

担当課 障がい事業課

内容 グループホームの整備費用等に対して補助を行います。

事業名 重度障がい者支援事業所運営費補助金 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容

重度障がいのある人を支援する生活介護、自立訓練、就労移行支援、

就労継続支援、共同生活援助、短期入所事業を運営する事業者に対して、

人員、設備費用等の運営費補助を行います。

事業名 地域生活支援拠点の整備 【再掲】

担当課 障がい事業課

内容
国の基本指針に基づき、平成 32 年 4 月までに東野地区に地域生活

支援拠点を整備します。
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第２編 障がい福祉計画
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第３章 障害福祉サービスの推進

４ 相談支援の取り組み

現状と課題

身近な地域の中で気軽に安心して相談が受けられるよう、指定特定相談支援

事業所・指定障害児相談支援事業所及びサービス等利用計画についての周知を

図りました。

また、引き続き市独自の補助金を交付し側面的支援をすることで、サービス

等利用計画の促進に努めました。

利用実績

（年間）

区分 単位 27 年度 28 年度 29 年度

計画相談支援 実人数

見込 650 710 750

実績 631 672 703

計画比 97.1% 94.6% 93.7%

地域移行支援 実人数

見込 5 6 7

実績 1 1 1

計画比 20.0% 16.6% 14.3%

地域定着支援 実人数

見込 2 2 2

実績 0 0 1

計画比 0.0% 0.0% 50.0%

※平成 29 年度の実績は、実績・見込数
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今後の取り組み

障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、

サービス等利用計画の推進に努めます。

また、障がいのある人や保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供、助言

などを行い、福祉サービスが必要な方にはサービス利用に繋げる基本相談支援

も強化します。

そのために、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

を継続するとともに、指定事業へ参入を勧奨します。

また、サービス等利用計画の質の向上を目指して、自立支援協議会等で相談

員の質の向上に努めます。

見込み量

（年間）

区分 単位 平成30年度 平成31年度 平成32年度

計画相談支援 実人数 739 775 811

地域移行支援 実人数 4 4 4

地域定着支援 実人数 4 4 4
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平成 30 年度自立支援協議会相談支援部会の議題について

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

回 議題

第 1 回

・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

・障がい者福祉計画の策定について

・基幹相談支援センターの平成 29 年度事業計画

第２回
・障がい者福祉計画の策定と地域課題について

・意思決定支援について

第３回

・意思決定支援について

・障がい者福祉計画の策定について

・地域課題について（非公開）

第４回

・障がい者福祉計画の策定について

・平成 30 年度相談支援部会について

・地域課題について（非公開） ※グループワーク

③平成 30 年度の議題案

議題

・平成 30 年度相談支援部会について

・基幹相談支援センター平成 30 年度事業計画について

・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）

・地域課題について

・「障がい者福祉計画」進捗状況の報告について

・平成 3１年度・平成 32 年度の相談支援部会の方向性について

議題３資料


