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平成 27 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 28年２月 18 日（木） 午後１時 30分～午後３時 30 分

２．開催場所 健康センター第１会議室

３．出席団体名

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

ちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、

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、社会福祉法人敬心福祉会、

株式会社ダイム、介護給付費等の支給に関する審査会、新浦安地域包括支援センター、中核地域生活支援

センターがじゅまる、こども発達センター

４．議題

（１）計画相談の現状

（２）市の事業の報告

（３）サポートファイルの活用

（４）実務者会議活動報告

（５）平成 28年度の議題

（６）グループスーパービジョン報告（非公開）

５．資料

（１）議題１資料 計画相談支援の現状

（２）議題２資料（１） 市の事業の報告

（３）議題２資料（２） 相談フロー

（４）議題３資料（１） サポートファイルの活用

（５）議題３資料（２） 新規シート案

（６）議題４資料 実務者会議報告書

（７）議題５資料 参考資料

事務局：それでは、お時間となりましたので始めさせていただきます。ただいまより、平成 27 年度第４回浦
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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、会議の

進め方について確認させていただきます。自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホー

ムページで公開いたします。特に個人情報に関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。ただし、非公開部分につきましては、議事録の公開はいたしません。なお、議事録には発

言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承のほどよろしくお願いいたします。

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

ご発言の際は挙手いただき、リーダーの「○○委員お願いします」の発言のあとに、団体名と氏名を

述べていただき、その後ご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リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いたします。

リーダー：改めまして皆さんこんにちは。

一同：こんにちは。

リーダー：もう、いよいよ３月になって年度末に入ろうかと、こういう忙しい時期に、皆さんご出席いただ

きまして本当にありがとうございます。今日の議題は６つありますので、早速ですが、議事のほうに

入らせていただきます。

全部で１番目が計画相談の現状。２番目が市の事業の報告。３番目がサポートファイルの活用。４

番目が実務者会議の報告。５番目が平成 28 年度の議題について。６番目がグループスーパービジョ

ンの報告というふうになっています。

まず、初めに第１番の相談支援、計画相談の現状と、議題２の市の事業の報告を続けて事務局のほ

うからご説明をお願いいたします。

事務局：議題１と議題２について、取りまとめて説明させていただきます。

まず議題１。計画相談支援の現状でございますが、毎回この場で報告させていただいております、

進捗状況。障がい福祉サービス等につきましては、達成率 99.7 パーセント。障がい児通所支援に関

しましては、計画の達成率、前回の 93.6 パーセントに若干増えて、95.1 パーセントの達成率となっ

ております。

また、２番目。指定特定相談支援事業所の推移でございますが、前回の報告から、１件、補助金を

交付してる事業所さんが増えまして、船橋にございます生活支援センターぐらすという事業所さんが

新たに加わりました。なので、現在千葉市内の事業所及び市内で計画相談の補助金を交付している事

業所は、10 件となっております。

次に、議題２の資料に移らせていただきまして、市の事業の報告をいたします。

まず、平成 26年度から交付しております計画相談支援等推進事業補助金。こちらを 28 年度も継続

する予定でございます。利用計画の促進を図るため、１年間、年度末までに 40 件の計画を作成した

相談支援専門員１人あたり、月に 10 万円を交付とする補助金となっております。額につきましても、

例年どおり、今年と同じ、月あたり相談支援専門員さん常勤換算で、お１人あたり 10 万円の交付を

予定しております。

次に、基幹相談支援センターの計画相談ですが、前回、もうすでにこの部会でも 28 年度からの運

営事業者さんを社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともさんであることは報告させていただきま

したが。まず 28 年度からの委託内容について、２点ほど変更点がございます。

まず、自立支援協議会の事務局業務。28 年度から削除しております。これは困難ケースであった
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り、事業所さんの後方支援であったり、市内全体の調整などに事業の重きを置いていただきたいとい

う意図から、事務局業務を 28年度から削除しております。

また、経過措置として現在、サービス等利用計画作成業務にもあたっていただいておりますが、こ

れは今後３年間で段階的に、基幹相談支援センター以外の相談支援事業所に引き継いでいただく予定

になっております。基幹さんには、地域の中核的な立場で、支援困難なケースや他の事業所さんの後

方支援のほうにシフトしていっていただきたいと考えております。

（２）の基幹相談支援センターの計画相談の案ですけれど。まず、基幹相談支援センターが担当す

る計画等としては、現利用者のうち施設に入所されている方の計画相談は、引き続きおこなってい

ただく予定です。また、セルフプランの作成を支援していただいている方への支援。これも継続し

ておこなっていただく予定です。また、新規で基幹相談支援センターが受ける計画相談としまして

は、作成やアセスメントに困難の想定される計画に絞らせていただきたいと考えております。

12 月末現在で、基幹相談支援センターさんが担当している計画は 104 件になりますけれど、これ

を３年で段階的に引き継ぐ予定になっております。そのため、現在 10事業者の相談支援事業者がお

りますけれど、補助金の支給や後方支援により、さらに、相談支援事業者さんが増えていただけれ

ばと思っておりますし。現在、新規受け入れが難しいという状況も続いておりますが、それも改善

する方向に向かっていければと考えております。

裏面に移りまして、基幹相談支援センターに市民の方から計画相談の依頼があった場合の対応とい

うことで掲載させていただいております。まずは、利用希望者から基幹相談支援センターに「計画

を新規につくってください」と依頼があった場合ですが、それにあたりましては 28年度からの仕様

の趣旨を説明していただいて、他の相談支援事業所さんで計画を作成していただたくということを

促すという方向で考えております。また、それでも市民の方から「相談支援事業者が見つからない」

と相談があった場合は、障がい福祉課などに相談して調整を図っていきたいと考えております。

また困難ケースと思われる場合は、基幹の後方支援により、ほかの事業所さんで計画が作成でき

ないか。まず、その道を探していただいた上で、それでも難しいという場合には、障がい福祉課と

協議し、基幹相談支援センターで受理するかどうかを決めていきたいと考えております。

次に、現在ほかの相談支援事業者さんを利用している方から、「基幹のほうに計画作成を切り替え

たい」と依頼があった場合、そのケースですけれど。これも 28 年度からの仕様変更により、原則と

して新規の計画相談は受けつけていないことを説明していきたいと思います。

また、ここでも利用者の方に「基幹相談支援センターは後方支援として相談支援事業所を支援して

いますよ」という説明をしても、まだご納得いただけなかったり、「それでも基幹相談支援センター

さんに」という希望が強い場合には、基幹相談支援センターが計画相談を引き受けるには、行政とも

調整が必要であることを再度説明して、障がい福祉課に適宜相談していただきたいと考えております。

また３番目。相談支援事業所さんのほうから、今度は困難ケースの受理依頼があった場合。まずは

これも、基幹相談支援センターが、後方支援することにより、その事業所さんが計画をつくれないか。

まずその道を探していただきたいと思います。そこで調整した上で、これは少し基幹相談支援センタ

ーのほうで引き受けなければならない困難事例だろうと想定された場合には、これもやはり障がい福

祉課と協議していただいて、受理の可否を決めていただきたいと考えております。

私からは以上です。次に、28年４月から今度、差別解消法が施行されますが、その関係で合理的

配慮や差別の相談・虐待の通報窓口について、案ができておりますので、説明したいと思います。
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事務局：着座にてご説明をさせていただきます。お手元の資料議題２の資料２。相談受付フローチャート

をご覧になってください。

先ほど少し事務局のほうからも、お話しさせていただきましたけれども、今年の４月から障害者差

別解消法がスタートになります。皆さんご存知かもしれないのですが、役所関係については、不当な

差別的取り扱いをしてはならない。合理的配慮についても、しなければならないということになって

おります。会社やお店、事業所は、本日も複数いらっしゃっているのですが、事業所の皆様について

も、不当な差別的取り扱いはしてはいけない。合理的配慮は努力義務になってきます。

浦安市ではこの国の法律を受けて、条例の制定であるとか、職員対応要領などの作成の準備を進め

てるところなのですけれども、お手元の資料の議題２、資料２は４月から浦安市で相談受付を行うフ

ローです。

浦安市では、昨年からモデル会議を引き続き実施しているのですが、その中で少し見えてきたもの

として、虐待が起こる根底には、やはり障がいがある方への差別や偏見みたいなものが存在するとい

うこともありますし。障がい当事者の方というのは、やはり嫌な思いをしたという意識はあっても、

これが差別なのか虐待なのかというものがわからない方もやっぱり複数いらっしゃるだろうという

こともありますので。まず、窓口を一本化していこうというふうに考えています。

フローチャートで見ていただきますと、たとえばご家族とか支援者・ご本人、相談支援事業所・民

生委員の方々から、障がいのある方への差別とか、合理的配慮の相談、虐待の通報なんかを、まず浦

安市障がい者権利擁護センターのほうで受付をおこなって、その中でこのご相談が差別に値するのか、

それとも虐待に値するのかというところで、センター内で判断をしていくということです。

その中で新規。広域での対応が必要であったりとか、困難事例なんかにつきましては、県の広域専

門指導員と協力しながら対応を進めていくということです。

それで、仮称浦安市高齢者・障がい者虐待防止及び差別解消対策協議会というのですが、今年の４

月から、今既存では虐待防止対策協議会というものは設置されているのですがそこに差別に関するケ

ースであるとか、困難ケース等々の協議をここの中でもおこなっていこうということを考えまして、

虐待と差別を一体的に協議を行う対策協議会のほうを設置していくというふうに考えています。

本日もこちら自立支援協議会なのですが、もちろん自立支援協議会とも対策協議会のほうは連携を

図りながら、差別解消にかかる対策、協議についても連携を図って進めていくというふうに考えてお

ります。

あともう１点ですね。虐待に関しては、皆さん通報の義務というのはあるのですが、差別に関して

はもちろん、相談支援事業者の皆様ももちろんそうなのですが、やはり、体制ですね。一時的にやは

りその相談に乗っていただいて、その中で対応に困った場合について、権利擁護センターのほうにご

相談していただくということで。一番最初の初動については事業者の皆様でまずは対応していただく

ということでお願いしたいと思います。以上です。

リーダー：ありがとうございました。議題１と２続きましたので、少し盛りだくさんだったと思うのですが。

これについてご意見・ご質問ございますでしょうか。

NPO 法人千楽：今事務局からご説明があった浦安市障がい者権利擁護センターというのは、事業課さんの中

にできるのですか。

事務局：はい。今現在、虐待防止センターについては、事務局に設置されています。それで、４月以降のこ

の権利擁護センターについても事務局のほうで引き続き設置して、相談に乗っていくということで考
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えています。

NPO 法人千楽：ありがとうございます。

リーダー：ほかにございますでしょうか。すべてにおいてご質問していただいて大丈夫です。では、議長な

のですけど私も質問してよいでしょうか。この障がい者権利擁護センターの中自体は、全部事務局が

行うということは、そのコアメンバーの会議というメンバーも、行政の職員の方だけということです

か。

事務局：そうですね。虐待に関してのコアメンバー会議も今、もう設置されているのですけれども。やはり、

初動体制が大事ということもございますので、事務局の管理職を含めた職員で複数のメンバーで、会議

を開催して協議を行っているということです。４月以降についてもそのような体制で考えています。

リーダー：すみません。私以前この下の会議の委員はやっていたことがあるので、もう一度確認なのですけ

れども。今度、差別が加わってくると、先ほど「差別の初動は各こちらにいらっしゃる相談事業所の相

談に関わる方で行ってください」というふうにおっしゃっていて。今度、初動していったけれども、う

まく解決ができないなどというときに、この権利擁護センターに問い合わせであったり、ご相談をさせ

ていただき、ここで差別かどうかということを判断して解決していくのか、どんな道筋であるのかなと

いうのと。

あとやはり行政の方たちだけになったときに、どう判断されたのかということの透明性の確保とか。

例えば、差別解消対策協議会の中で、こういうことが案件全部ざーっと、報告があって、「これはこう

いうことだから差別として見なさず、こんなふうに解決しました」と。個人情報は伏せるにしても、な

かなか差別の問題は難しいので、どこかだけに入ってわからなくなっちゃうとか、もちろん虐待もそう

ですけれど、そういう仕組みについてはどのようになっているか、もうちょっとご説明いただけると、

みんなもわかりやすいかなと思ったのですけれど。

事務局：もちろん、差別解消法というのが施行になると、まず企業側で相談を受けた場合については、や

はり差別をしてはならないし、合理的配慮については努力義務ではあるのですけれども、配慮をどの

ようにしていけば、その方が困らないかというようなものを考えて行かなくてはいけない立場になっ

てきます。その当事者と企業側との調整の中で、やはり困難なケースが出てきたりとか、対応に苦慮

する場面というのが出てくると思うのですが。そのときについては、事業者さん、相談支援事業所を

含めた、事業者さんのほうでこちらの権利擁護センターのほうにご相談いただいて、あくまでも私た

ちはその企業さんのバックアップであったりとか、場合によっては間に入って調整を行わせていただ

くという形になるかなと。

あと透明性のお話しもあったのですけれども。こちらコアメンバー会議について、もちろん個人情

報等を扱うというのと、やはり初動体制というのが大事なものですから、今虐待のコアメンバー会議

については、大体、もうその通報があったらすぐ、行政内部でコアメンバー会議を立ち上げて、対応

をどうするのかという協議を行っているような状況なので。

今、リーダーからおっしゃったように、個別の対応については、このコアメンバー会議、行政から

なるコアメンバー会議のほうで行っていくのですけれども。やはりどんな差別的な取り扱いが企業側

とか役所で行われて、どういう対応をしたのかというのは、こちらの下の対策協議会のほうで報告さ

せていただいて。この対策協議会の中の、今現在少し考えている構成員としましては企業であるとか、

弁護士の先生であるとか、学識経験者の先生であるとか、ある程度視点でご相談いただける、ご発言

いただける方を構成員として考えていますので、こういう方に事例として出させていただいて、協議
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をしていただくということで、ある程度そこの部分はクリアな形でやっていきたいなというふうには

考えています。

リーダー：ありがとうございました。私たち自身もそうなのですけれども、相談を受けている側が利用者さ

んを差別してしまったりということが、本当にないこともないとしたら、いつでも第三者的な目とか

視点が入っていることがすごく重要なのかなと思ったので。行政だから絶対差別しないとか、相談員

だから差別しないというスタンスに立たないほうが自分も含めていいのかなと思ったので質問させて

いただきました。ありがとうございます。

では、皆さんのほうは大丈夫でしょうか。質問・ご意見。では１個目の議題として、２つほど、サ

ブリーダーと私のほうから、一応情報提供という形になりますけれども。

今千葉県では、千葉県の総合支援協議会というものがあって、その中に６つの専門部会を設けてあっ

て、詳細な検討を行っているということのようです。

第５次の千葉県障がい者計画に掲げられた８つの主要な施策のうち、障がいのある人の相談支援体

制の充実を担当する部会として、千葉県相談支援専門部会というのがございます。サブリーダーが委

員としてご参加されていますので、せっかくのこの機会ですので、ちょっと最近の状況などお聞かせ

いただきたいと思います。

サブリーダー：先ほどご紹介いただいたとおり、今年度県の総合支援協議会の相談支援専門部会のほうに参加

をさせていただいております。

直近のところでいうと、相談支援実務者会議のあった１月 25 日。まったく同じ時間で、ほぼ同じ

時間帯だったのですが、第２回目の部会があったので、そこでの審議、報告事項と審議事項を少しざ

っくりとご報告をさせていただきたいと思います。

まず１つ目としては、県のほうから報告ということで、計画相談の支援体制整備の進捗状況につい

てということで、ご報告をいただきました。全県でどの程度、計画作成が進んでいるのかというあた

りのご報告でしたが。やはり市町村によって、浦安市の上にもう、ほぼ計画作成が完成しているとい

うところもあれば、一方で全然進んでいない市町村も中にはありました。それからあと、やはり総合

支援法の部分と児童福祉法とで、それぞれにばらつきがあるといった市町村も見受けられています。

県の中で、ちょっとこれは問題というか、ちょっと懸念しているよという市町村が、先ほどもお伝

えしたとおり、なかなか進捗していない市町村も１つなのですが。もう一方で、セルフプランの数が

圧倒的に多い市町村というのも懸念しているところです。

やはり、第三者的な視点が入った上で計画が進行して行かないと、中立公平な支援というのは担保

できないという中で、セルフプランでやることによって、果たしてそれが担保できているのかどうか

というところへの懸念ということで、県のほうでも極力、相談支援専門員のいる状況で計画作成を進

めてほしいということをおっしゃっていました。

あとは、実際にセルフプランの多い市町村が全県の平均と比べて、相談支援専門員１人あたりでど

のぐらい受けているのかというようなグラフも出していただいたのですが。これについてはちょっと、

なかなか見づらいのもあったり。あとはどこまで参考になるのだろうかというような数値でもあった

ので、ちょっとこれについては私のほうからのコメントは差し控えてさせていただきたいと思います。

それと、あともう１個目の報告として、発達障がいのある方への相談支援体制の見直しということ

がありました。今、千葉県では発達障がい支援センターCAS が千葉市と柏市ということで２か所で、

広域的な相談支援体制ということで発達障がいのある人の支援を行っていますが。正直、もう飽和状
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態になっているということで、全県としてなんとかその相談支援体制をもうちょっと広げていけない

だろうかという議論が昨年度からずっと続けられていました。

相談部会の中でも、ブランチ的にその検討会というのも行われていて、私そちらのほうにも参加さ

せていただいていたのですが。結論からお伝えしますと、給付サービスにつながるような、計画相談

に乗る方についてはこの発達障がいの研修を受けた方。県の専門コース別研修を受講した事業所。そ

れからあと、CAS のほうで主催している研修を受講した方がいる事業所さんのほうで対応可能という

ことで、一覧のものをすでに県のほうで発行していただいています。そこの事業所さんのほうで相談

支援を担っていただくということで、今、この見直しが図られて、実行されている最中です。

一方で、こういった給付サービスとかに乗らない方については、引き続き CAS さんのほうで基本相

談という形で、担っていただくというふうな形で、今は行われています。とはいえ、県としてもやは

り CAS ということをばーっとうたっているので、やはり利用者さんとしては CAS のほうに、まず相談

に行くケースが多いという中で、CAS のほうでそういった相談事業所さんのほうに、「この方の紹介

をさせていただきたい」ということで、その紹介状のようなものをこしらえて、それをもとにその人

の情報を引き継いだ上で、各種相談支援事業所さんのほうに依頼をしていると。

あるいは逆のパターンもありで、一旦計画に乗るかなと思ったけども乗らなかったという場合に、

CAS さんのほうにもう１回担っていただくということで、各事業所から CAS のほうにアセスメント表

のようなものをお渡しして引き継いでいくというような仕組みを今、行っている最中です。

それから、審議事項ということで。これも２点あったのですが、１つ目のことを。ちょっとまだこ

れ固まっていないので、県のほうとしても案という段階ではあったのですが。29 年度以降の相談支

援従事者研修の見直しについてということで、お話しがありました。

これまでは千葉県の場合は、県が直営で、相談支援従事者研修、それからサービス管理責任者の研

修を行ってきましたが、29 年度からは県としては、指定の民間の事業所に、運営を委託して、県の

事業を行いながら研修を行っていきたいというふうに考えているそうです。他の都道府県でもそうい

った形でやっているところがあり、今、介護サービスのほうのケアマネの研修なんかはかなり、民間

の指定事業所に委託をした上で研修を行われているというようなことも聞いてはいるのですが。

ちょっとそこで懸念されるのが、現状でもなかなか担い手が少ないという状況に陥っている相談支

援従事者、今後も増やしていけるのだろうか、あるいは、現状の数字を担保できるのだろうかといっ

たところが、各委員さんからの議論としてありました。というのは、民間に事業を運営していただく

にあたって、これまで県の事業として行っていた研修だったので、受講者を無料で研修を受けてこら

れたところが、29 年度以降については、民間のほうで考えていただく。つまりは、研修費を徴収す

る。

ほかの県でいうと１日あたり、５千円から７千円、この研修は初任者の場合は５日間通し、ないし

は、分散でやるので、５日間分がさらに、かけるということになるので、これ各事業所の負担が大き

くなるのではないだろうかといったところの議論が出ています。

一方で、今、県の専門コース別研修については、直営という形に近い委託で県のほうが、千葉県内

の事業所さんに研修を委託して行っています。こちらについては、各研修とも無料で行われているの

が実情です。

ただでさえちょっと担い手が不足している状況なので、ある委員さんの中では従事者研修に初任者

と現任の研修については、むしろこちらを委託という形にして、専門コース別の研修のほうこそ指定
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にすべきではないのか、というような意見も出ていますが、ちょっとこれについては、次回の会議以

降の検討される事案になっているので、現状報告ということでお伝えさせていただきます。

それとあとは、県のほうでまだ本当に 16 市町村にしか設置されていないという基幹相談支援セン

ターの全県に設置を促すための市町村研修会というのを、３月に実施を検討しているというご報告を

いただきました。

あと、これは情報提供として、28 年度の重点事業。これは国のほうでの方針とかなり被る部分も

あるのですが。例えば介護保険サービスと障がい福祉サービスとの一本化にかかる取り組みといった

ところであったりとか、先ほど申し上げています研修についてどうするかといったところあたりが、

今後の事業案として挙げられておりました。ちょっとすみません、手元の資料もなく口頭で申し訳な

かったのですが、概要としては以上になります。

リーダー：ご意見いかがでしょう、なんか、相談事業所としては、研修が直営じゃなくなって、民間委託に

なって有料化されるっていうこととか、どうなんでしょうね。

社会福祉法人敬心福祉会：そうですね、研修、日々、いろいろ制度が変わっていったり、いろいろなケース

にあたっていく中で、どんどんわからないこととか学ばなきゃいけないことってとても増えていくの

で、研修する機会っていうのは、もちろんあれば参加していくっていうことにはなるのですけれども。

私ちょっとあまりなんかこう、今お聞きしていても、どこにどんな問題が出てくるっていうことがち

ょっと見えなくて、お聞きするにもあまりこう、イメージがちょっと湧かないなというところがすご

く正直なところでした。すみません。

リーダー：ありがとうございます。

サブリーダー：では。すみません、先ほどのわからないというところのちょっと補足をちょっとさせてくだ

さい。

県としては担い手の確保も、もちろんなのですが、やはりその相談支援専門員の質の担保というと

ころで、もうちょっと専門的な、そして、もうちょっと高度な相談支援というところを今後期待して、

民間の指定事業所にやっていただきたいという思いがあるそうです。というのは、無料というのもよ

し悪しで、結局今現在、その研修に参加している方たちの中でも、やはりもう、実務に携わっていて

本当にもうバリバリやっていらっしゃる方もいれば、一方で、たとえば現任研修なんかでもそうなの

ですけれど、とりあえず、資格を持っていることによって、いざというとき法人の中で異動があった

りしたときでも、すぐにやってもらえる人員の確保ができるからということで、あまり実務に携わっ

てない、ないしは、もうご本人があまりやる気、もうちょっとぶっちゃけて言うと、やる気がない。

あまり自分が望んで来ていない状況で受けている方もいるというのが実情としてあります。

そんな中で、やはり有料化というところでもうちょっとモチベーションを上げてほしいという意味

合いもあるようです。ただ、やはり福祉サービス全般をとらえてみても、どこも本当に各事業所をと

らえたら、ちっちゃい事業所ばかりの中で、決して経営基盤磐石かというと、決してそうでない事業

所のほうが多いと思うんですよね。そんな中で、それこそ数万かかる研修にどこまで事業所として送

り出せるのかというところが、やはり、一緒に出ている部会の委員さんたちから挙がっていた意見で

すね。特に現場サイドでやっている方たちからそういう意見が特に強く出ていました。「最初だから

わからないよね」、ないしは、本当は法人として担ってもらいたいから、「やはり研修を受けてもらい

たいよね」という思いと一方で、実際に受ける側の人たちの温度差というものを感じながらも「でも

必要だしさ」というところで、本当は有料化してほしくないという意見が数多く出ていたのは、この
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間の部会での皆さんから出た意見です。

リーダー：そういうところのようです。では、ご意見大丈夫ですか。

では、先に国のほうがやったほうがよかったのかもしれませんが、私は別に国の委員ではないので、

これは完全なる情報提供ですけど。皆さんご存知のとおり、障がい者の総合支援法施行後３年後の見

直しというのが、社会保障審議会の障害者部会で昨年の 12月 14 日に報告書が出ています。ホームペ

ージで引いてご覧になっている方も多いかと思いますけれども。相談支援部会なので相談のことにつ

いては、ちょっと情報共有しておいたほうがいいかなと思います。

出たのは 12月 14 日なんですけれども、私は２月６日に厚労省の障害福祉課長の田中課長の「相談

支援の課題と展望」という、講演を聞いて勉強してきました。その中に３年後の見直しについての抜

粋がありますので、一応お知らせをしておきます。今、サブリーダーの話とちょっと被るところもあ

りますが。

まず、基本的な考え方として障がい者のニーズに対応するきめ細かな対応はしますよと。問題は高

齢の障がい者。まだ制度ができて措置から契約になってから、どんどんそのとき大人だった人たちが

高齢になってくるわけですね。そうすると、高齢の障がい者が出てきていて、その障がい者が介護保

険のサービスの年齢になったときに、そのサービスを利用する場合も必要なサービスが、うまくちゃ

んと円滑に提供できるように、障がい福祉制度と介護保険制度の連携ですとか、今だったら、障がい

者の計画を立てる相談支援専門員とケアマネさんですね。介護支援専門員との連携などの取り組みを

推進する必要があるのではないかという課題が１つ出ています。

それから質の高いサービスを継続的に利用できる環境整備をしようということで、利用者さんの意

向を反映した支給決定の促進をしましょうという考え方。公平性とか透明性を確保しつつ、利用者さ

んの意向が反映された適切な支給決定が行われるように、この計画相談をつくる相談支援専門員や、

支給決定をする側の市町村の職員の資質の向上などに向けた取り組みとか、障害者支援区分にかかる

制度の趣旨とか運用の徹底を図る必要がありますねというようなまとめが出ています。

私たちに関係することとしましては、支給決定のプロセス。支給決定のプロセスについては、結局、

私たちがつくるサービス等利用計画をきちっと利用者さんのニーズと意見を反映したものにしまし

ょうねと。でも、そのためには、それを受けた市町村が適切にマネージメントを行い、その市町村の

職員の資質も図り、そういうことで支給決定がきちっとできる仕組みを作っていこうっていうこと。

それから計画相談についても、私たち相談支援専門員の確保と資質の向上に向けて、先ほどの話で

すね。実地研修の実施を含めた研修制度の見直しとか、指導的な役割を担う人材。ここでは主任相談

支援専門員というのを育成していこうという名前が出てきています。こうした人材の適正な活用を進

めるべきですよと。主任相談支援専門員の育成にあたっては、求められる支援技術、それから育成の

カリキュラム、それから実務経験の評価などあり方をこれから検討する必要がありますねということ

だそうです。

もう１つは、今度基幹相談支援センターでも厚労省の専門官をお招きして、勉強会をしますけれど

も、意思決定支援の問題。今は意思決定支援の定義ですとか意義ですとか仕組みなどを明確化するた

めのガイドラインの策定に向けて、調査・研究が進められているそうです。

今後ガイドラインを関係者の間で共有して、その普及とか向上に向けた取り組みを進めていく必要

がありますと。その際に意思決定支援は相談支援をはじめとした障がい福祉サービスの提供において、

当然に考慮されるべきものであり、特別なサービスとして位置づけるような性質のものではないんで
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すって、そこは気をつけてくださいと。意思決定支援というプロセスもまた１個できて、そこに給付

がつくとか、そういうことではなくて、当然、やるべきことだよっていうことでの法的な位置づけと

いうふうになることを気をつけてくださいというようなことを言われました。ただ、それを普及して

いくにあたり、相談支援専門員ですとか、サービス管理責任者などの研修のカリキュラムの中にも位

置づけていくべきではないかというような、今後の取り組みが出ています。それから先ほどの、高齢

の障がい者に対する支援のあり方については、いくつかあるのですが。一つは、基幹相談支援センタ

ーと地域包括支援センターとの連携の促進が必要なのではないか。地域によっては窓口を一本化です

とか、一元化とか。あとは弾力的な運用をしていって、そういういい事例を集めていって普及してい

こうねというような形になっています。

それから、障がい福祉計画と介護保険、介護保険事業計画とか支援計画をバランスの取れたものに

なるように見ていったらどうですかというようなこと。それから、基幹相談センターを設置していく

必要があるよねということ。

それから、相談支援専門員と介護支援専門員の連携を推進するために、両者の連携が相談支援事業

及び居宅介護支援事業が行うべき業務に含まれる旨を明確にする。それから、それぞれの視点を理

解・促進するために、研修をしていくというようなこと。それから、もっとすごいのは、相談支援専

門員とケアマネ両方の資格を有する者の拡大のための方策を講じるべきであるみたいな、かなり具体

的な踏み込んだことを一応、考えられているのかなというようなお話しがありました。以上です。

では、すみません。ずっと聞いてもらっている一方で大変申し訳ないのですが、次の議題に移りたい

と思います。３つ目の議題は、サポートファイルの活用について。では、事務局のほうからご説明お

願いいたします。

事務局：私のほうからサポートファイルの活用、議題３のサポートファイルの活用についてご説明させてい

ただきます。

議題３資料（１）をまずご覧ください。１、前回、成人用サポートファイル案に関する検討を主に

していただいたのですけれども、委員の皆様から、大変具体的で積極的なご意見をいただきましたの

で、こちらを整理させていただきました。

まず１つ目、成人向きにするなら、経済的背景や収入状況、就労の経過などを追加してはどうか。

２つ目といたしまして、赤ちゃんが生まれたらすべてに配布など、もっと手軽に手に入れられればい

いと思う。３つ目といたしまして、子育てサポートファイルとあわせて、妊娠期からつながればいい

と思う。４つ目、節目節目で更新が可能になるようにしたらいいのではないか。５つ目、大人になっ

てから書くにしても、小・中など思い出して書けるとよい。こういったご意見をいただいていました。

続きまして２番。成人用サポートファイル案の改善ということで、１のご意見を受けまして、資料と

しては議題３資料（２）といたしまして、ホチキス留めされているシートの案をお渡ししているかと

思います。そちらについてご説明いたします。この（１）から（３）といたしまして、シートを事務

局のほうで案を作成いたしました。

まず、（１）。経済状況、就労状況ということで、①から④のシートを作成しました。前回もご意見

いただきまして、改めて成人の障がいをお持ちの方の経済的背景を考えたときに、やはり安定した収

入を得るのが難しい人が多いという状況に加えまして、知的障がいや発達障がいの方については、金

銭管理が難しいという方も多いかと思われます。障がいのある方の自立を考えるときに、まずは経済

的自立というものが大切になってくるかと思いますので、このシートを利用して本人が一体どれくら
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いの収支で生活をしているのか、また生活できるのか。これを把握する材料としていただければと考

えています。

サポートファイルは保護者の方が主体となるものとなっていますので、ちょっと趣旨からはずれて

しまうのかもしれないのですけれども、②の家計簿というのを、ちょっと作ってみたのですが。ご本

人の能力もあるかと思うのですが、ご本人自身でまず、家計簿といいますか、お小遣い帳といいます

か、そういったご自分の収支を記録するということも想定して、この家計簿というシートも作成して

みました。将来グループホームなどで自立することに備えて、年金などの公的な収入から家族のもち

ろん支援も含めまして、大まかな収支のサイクルを月単位で記録していくものになっています。

また④の、就労等の記録というものについても、本日、前回の成人版サポートファイルをお持ちの

方いましたら、ちょっと見ていただければと思うのですが。⑫の青年・成人期の記録のところで、就

労・通所の記録というところがあったのですが、そちらを差し替えて、この詳細の就労・通所の記録

というものに差し替えを今考えています。

こちらのほうは、前回、委員のほうからご意見をいただいたかと思うのですけれども。例えば、就

労ですとか、就労支援のサービスが適応できずにやめてしまったとか、そういったことなども、その

理由を振り返ったり、また次につなげたりするためにも、そういったことを振り返りができるシート

にしました。

続きまして（２）大人になってから利用を開始する方のための振り返りシートということで、こち

らは、⑤の振り返りシートというものになりまして。こちらも委員からご意見いただいたものになる

んですけれども。大人になってから、乳幼児期、学齢期という膨大なシートを記入するのは難しい。

けれど、簡単にはまとめておきたいというときに、この振り返りシートをご利用いただければと思っ

ています。一応、ライフステージごとに、乳幼児期、小学校、中学校ということに分けて、さらに学

年に分けるようになって、記入するようになっているのですが、書けるところだけ書いていただけれ

ばいいというふうに思っています。思い出せるかどうかはわかりませんので、書けるところに書いて

いただいて、書いているうちに記憶がよみがえってきたら、細かいシートを記入してみてもいいので

はないかと思っています。

続きまして（３）障害年金の情報ということで、⑥「障害年金とは」こちらは記入シートではなく

て、情報シートのようなものになります。こちらはこども部会のほうからもご意見いただいていまし

て、サポートファイルの利用価値を最も認識するのが、この障害年金を申請するときというところで、

20 歳になったときには、もうすでに遅くて、まったくサポートファイルも書いていなかったという

ことが起こるということでした。サポートファイルを手にしたときに、その障害年金でこういったも

のが必要になるのですよというのを、情報としてあればいいのではないかというご意見をいただいて

いましたので、こちらも作成してみました。

改めて、障害年金について年金事務所のホームページなどで調べてみて、簡単なこの概要をまとめ

てみたのですが、やはりホームページだけでは不明な点も多くて、ちょっとこの情報だけではなかな

か、申請の必要なものが伝わらないかと思うのですが、受給状況証明書というものが必要ということ

で、こちらの内容に入っているのですけれども、知的障がい者の方とか発達障がいの方とか、20 歳

より前に受診、初診日がある方については、20 歳になったときにすぐに申請ができるようになって

いるようなのですね。知的障がいの方については、出生時が初診日とされていますので、もう 20 歳

になったらすぐに申請ができるというふうになっているようです。必ず、初診日の診断書といいます
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か、初診の状況の受診状況証明書というものが必要になるということなので、この初診のときに資料

を取っておかないと、この障害年金の申請すること自体が難しくなってしまうこととかもありますの

で、この辺の情報をサポートファイルを手に取ったときに、お伝えできればというふうには考えてい

ます。

ただ、ちょっと私のほうでもつくりながら思ったのですが、この情報について、このサポートファ

イルを手にしたときに、将来子どもにとって重要な情報だと受け入れてもらえるような表現の仕方が

ちょっと難しいのかなというふうに思いました。障害年金というダイレクトな名前にもなっています

ので、この辺の表現の仕方とか、これが必要なんだよという説明の仕方については、検討が必要かな

というふうには思っています。シート案については以上になります。

次、３番。こども部会での検討課題ということで、こちら（１）子育てサポートファイル等との連

携。こちらは、前回こちらの相談支援部会のほうでもご意見いただいていますし、こども部会のほう

でも意見が挙がっております。子育てケアプランや、子育てサポートファイルとの連携を図りますと

いうことで、こちらについては、発達障がいの早期発見にもつながると思いますので、子育てケアプ

ランなどと連携を図っていきたいと考えています。

（２）役立つ情報の追加ということで、これもこども部会のほうでご意見をいただいているのです

が。記入するシートだけではなくて、先ほどの障害年金の情報のような役立つ情報の掲載があったほ

うが、利用を促進できるのではないかということで、年齢別支援制度ですとか、支援機関、災害時の

対応など、役立つ情報の掲載について今後も検討していきたいと考えています。この辺についても委

員の皆様のほうから何か、こういった情報があれば、役立つのではないかというものがありましたら、

ご意見いただければと思います。

（３）としまして、共通シートの作成。こちらは、こども部会のほうで意見が出まして、様々な事

業所などで定期的に類似した書類を記入することが負担である。サポートファイルを活用できないか

とのご意見から、保護者の方や支援員などの書類作成の負担を軽減するために、共通シートの作成の

活用を検討しています。

こちらについては委員の皆様の所属する事業所様にもちょっと今、ご依頼をしたところなのですが、

事業所で利用開始時に保護者に記入してもらうシートですとかアセスメントシート、こちらを提供い

ただきまして、共通シートというものを作成して、保護者が各事業所にこの共通シートを提出するこ

とで、保護者ですとか支援者の負担を軽減しようというものになります。こちらが今、作成中になり

まして、次のこども部会のほうで、案を検討するということになっています。

この事業者さんに対する依頼の中で、アンケートもちょっと実施しまして、事業者さんからいくつ

かご意見いただいていますので、そちらもちょっとあわせて、ちょっと資料はなかったんですけれど

も、今日はお話しできればと思います。

この共通シートへの、まずご意見なのですが、やはり、事業所さんとしてはまず、本人の現在のリ

アルな情報が必要になるということで、そういったご意見が多かったです。また、支援をする、いわ

ゆる必要な情報、身体の状況、通院とか、あと服薬の状況、障害手帳の状況、そういったものの身体

的な状況ですとか、あとは生活の状況ですね。飲食や排泄、移動に関する生活の状況。こういったも

のがシートにはあると良いというご意見をいただきました。また、記載項目を絞って１年に１枚作成

するようにしたらどうかというご意見をいただいています。あとは、利用者が共通シートのコピーを

渡すことで負担を軽減できると思うという意見もいただいております。
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あと、アンケートの結果ですね、やはり事業所さんのほうで、保護者が持ってきたことがないとい

うことがほとんど、90 パーセントの事業者さんの回答がそういった回答になりまして、やはりちょ

っとまだ事業者さんのほうでは全く利用が促進されていないなということを実感したようなアンケ

ートの結果となりました。

前回成人用のファイルということで、冊子としたものをお配りしたのですけれども、それではちょ

っと扱いが難しいということで、A４版のリングファイルのものをちょっとサンプルで作ってみまし

たので、よろしければ皆さんでご覧いただければと思います。私のほうからの説明は以上になります。

リーダー：はい。ありがとうございました。では、皆さん、ただいまのご説明に対してご意見をいただきた

いと思うのですが、いかがでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：前回のところで、経済的背景についての加えてほしいということで、

意見を申し上げまして、そこのところを対応していただきましてありがとうございます。ちょっとそ

れとは別なことなのですけれども、ここに後見人の記録というのがありましたよね、確かね。成人用

のサポートファイルのところで。成年後見人が決まっている場合というすごい細かいことなのですけ

れども。ここで今、私、成年後見人もやっているものですから、ちょっと気になりまして。ここに成

年後見人の氏名を書くところがあって、そこに生年月日も書く必要があるのですけれども。成年後見

人の生年月日よりは、いつから、その成年後見人をスタートしたのかという、そこのところの記録が

ないので、そこを加えていただきたいということ。それからちょっとこれは、話に聞いたのですが、

成年後見人を今受けているけれども、その方とどうしても信頼関係が作れないということで、ご本人

が成年後見人を変えたいと思っている。あるいは、家族の方が変えたいと思っているのだけど、その

手続きがわからないし、どうしたらいいのかわからないという場合もあるのですね。そういう場合と

しての、例えば家庭裁判所、市川家庭裁判所ですね。そちらのほうの相談窓口があるから、そちらの

ほうに相談すればいいのですが、その辺のところの案内みたいなのが書いてあれば、相談窓口として、

あるいは、基幹相談のほうで成年後見人の支援ということをしていますよね。ですから、何か問題の

あった時なり、なんなりの時に、そこに相談窓口として、この年金のことで、障害者年金のことでこ

ういう案内出してもらっていますけれども、そのような形でちょっと書いていただければと思うので

す。

リーダー：いかがでしょうか。

事務局：ご意見ありがとうございます。先ほどの資料の３番の（２）でもあったように、役立つ情報の追加

ということで、年齢別支援制度や支援機関というのを実際ちょっと考えておりますので。その中でも、

今おっしゃられたように、成年後見人の制度の相談先ですとか、手続きの方法ですとか、そういった

ことも、成人になってくると必要になってくる情報だと思いますので、そういったことも含めまして、

役に立つ情報の中に入れられればいいなというふうに思います。あとは、成年後見人の開始ですね。

そういったところについても、ご意見いただいて、つけ加えていければと思います。どうもありがと

うございました。

リーダー：ほかにいかがでしょうか。サポートファイル。特に大丈夫そうですかね。このサポートファイル

に関しましては、こども部会のほうで検討されているということなので、こども部会のほうに持ち帰

っていただいて、大人版のサポートファイルの完成を始めて、改善を検討してお願いしていきたいと

思います。

では、次に議題の４つ目。実務者会議の報告について、事務局からご説明をお願いいたします。
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事務局：基幹相談支援センターのほうからご報告いたします。第３回実務者会議ですね。平成 28 年１月 25

日に開催しております。参加人数は 20 名ということで、市内で計画相談を担っている基幹相談を含

めた 10 の相談支援事業所、皆さんがお集まりになりまして、事務局さん、福祉課さん、みんなで会

議のほうを行っております。

当日の議題としては３つ。まずは、まごころケアマネでは事務所さん。そして、生活支援センター

ぐらすさん。新しい事業所さんが初めて実務者会議に参加していただいたということで、みんなとの

顔合わせを兼ねて全員で自己紹介を行いました。続きまして、マイナンバーの勉強会を福祉課さんが

先般、主催してくださったのですが、その続きということがあって、平成 28 年１月１日からの新し

い申請書の確認であったりとか、事務手続きの確認なんかをしております。３回目の本題になった案

件なのですが、計画相談支援のガイドラインについての読み合わせを第２回その実務者会議からの宿

題といいますか、継続課題ということで行っております。特に議論したことのご報告なのですが。ま

ず、マイナンバーの取り扱いにつきましては、論点１といたしまして、計画相談支援においては、や

はりケアプランの変更であったり、更新申請など、申請ということがたびたび生じてまいります。そ

の申請のたびに個人番号の記載と本人確認の書類提示が必要なのだろうかと。こういう意見もありま

した。

初回申請で個人番号がすでに確認されている場合などは、２回目以降、個人番号の確認であったり、

本人確認の書類提示を省くことはできないでしょうかというお話しがあったということですね。これ

を受けて福祉課さんのほうでは１月 25 日の段階におきましては、障害保健福祉分野における番号制

度の取り扱いに関わる留意事項という事務通達が出ているということで、それを踏まえて検討して、

実務はもうすでに走っているということがあって、メール等で相談支援事業所に、その検討結果を伝

えますというお言葉がありました。

続きまして、相談支援事業所のほうから視覚障がいの方への支援についてということで質問がありま

した。申請援助の一環で、利用者さんから個人番号の代読・代筆についての希望があった場合、どの

ような対応をすればよいでしょうかというご質問が出ました。万一、個人番号が外部に流れてしまっ

た場合、個人番号を取り扱った側に立証責任が生じるので、なかなか対応が悩ましいという、現場の

声が挙がったわけです。

それにつきましては、この会議では視覚障がいの方への代読・代筆は合理的配慮の一つであります

ので、できるだけ支援提供をしてもらいたいという意見があって。申請ごと、ということに関しまし

ては、郵送での申請は可能であるため、個人番号を確認できるカードの写しだったり、本人確認がで

きる書類の写しを入れて福祉課さんに郵送すると。そうしますと、市で個人情報に関わる書類の写し

は、一定期間保管したあとに処分しますよというような方法の提示がありました。また、支援区分の

認定調査なんかの場合は、市の職員が訪問するので、その際の代筆・代読は可能であるという意見も

出ております。

相対的に、マイナンバーの導入に伴ってこれまで相談支援専門員のほうから代理申請ということで、

更新申請であったり、新規の計画相談の申請を担う場合も多かったかと思いますけれども、個人番号

の申請書への記載に伴って、本人申請がやはり増えていくだろうなあというようなことをみんなで確

認しております。

続きまして、計画相談支援のガイドラインについて読み合わせをして確認したポイントの一例のご

報告を簡単にさせていただきます。先般からも高齢障がい者の方の支援ということは、今後なかなか
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焦点が当たっていくエリアになるのではないかというお話しがありましたけれども。介護保険サービ

スと障がい福祉サービスを利用されている方の場合、原則、介護保険の介護支援専門員さんが、障が

い福祉サービスを深めて、包括的にケアマネジメントをしていただこうということを確認しておりま

す。

またこれは、相談支援専門員さんへの注意喚起だったのですが、提出した計画案から修正・変更が

ない場合は、福祉課さんにメールで知らせましょうねということを確認いたしました。

また、せっかく相談支援専門員さんが頑張って作られたサービス等利用計画。サービス提供事業者

の皆さんに交付するということも忘れないようにしてくださいということも確認しました。またサー

ビス担当者会議の開催というのは、なかなか事業所の皆さんもお忙しい中、調整が難しいということ

もあるのですが、全員が参加できなくてもよい。しかしながら、その場合であったとしても、ファッ

クスなどで計画についての専門的な意見をサービス提供事業者の皆さんにちゃんと求めていきまし

ょうということを確認しました。

あと、モニタリングとケアプランの２つが算定できる場合、W 算定ができる場合ということもそ

の状況も確認いたしまして、もともと利用者さんの状態が不安定で、計画を作成した月に、その同月

にモニタリングの必要性がアセスメントの段階で確認されていて、それをサービス等利用計画の作成

時に位置づけて申請をした場合のみ、W算定が可能であるということも確認しております。

相談支援専門員さんの１つの悩みどころであった家庭訪問が必須であるということなのですけれ

ども。これはよくよく現場も理解し、利用者さんに理解を求めているのですけれども、どうしても家

庭訪問が難しいという場合があると。そういう場合は、どうすればよいだろうかと。たとえば自宅で

はなく、自宅があるマンションのロビーなどでの面談になるということもあるのだという声が挙がり

ました。行政からの、ご回答といたしましては、どうしても訪問が受け入れられない場合は、そのプ

ロセスを記録に残しておいてほしいと。ただ、視点として相談支援専門員に持ってもらいたい視点と

しては、頑なに訪問を拒否する背景に虐待などの権利侵害事案が起こってないか。何か家庭内に異変

が起こっているのではないかという、そういうアンテナを張って、実態把握に努めるように頑張って

ほしいという意見が出ました。

第４回実務者会議追加版ということで、３月 22 日に皆さんやりますということを皆で確認した上

で、第３回目の実務者会議を終わっております。以上です。

リーダー：はい。どうもありがとうございました。ただいまの報告に関しまして、質問・ご意見ございます

か。

株式会社ダイム：W算定の意味がわからない。

事務局：先ほど W 算定の話は、計画案の作成とモニタリング、両方同時期に請求できるというところのお話

しになります。以上です。

株式会社ダイム：両方費用が請求できるということは、両方に報酬が発生するということでよろしいでしょ

うか。

事務局：はい、そのとおりです。

リーダー：よろしいですか。はい。では、ほかにご意見・ご質問ございますでしょうか。当日実務者会議に

いらしてた方からの補足とかありますか。大丈夫ですか。はい。では、実務者会議の議題は終えまし

て、第５の議題に行きます。28 年度の議題について、事務局からまずご説明をいただきたいと思い

ます。
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事務局：では、議題５、平成 28 年度の議題について皆様からご意見うかがう前に今までの流れについて、

事務局から説明させていただきたいと思います。まず、この部会の第１回でもご報告いたしましたが、

この相談支援部会の議題をどんなことを挙げていくかということで、前部会。平成 25年度、26年度

の部会から、平成 27 年度にこんなことをしてほしいなという議題の提案がございました。３つござ

いまして、相談支援事業の充実、２番目に相談支援実務者会議との連携で、３番目にサポートファイ

ルの活用、この３点がございました。

これを受けて第１回の部会で、今年の議題案といたしまして、サービス等利用計画の進捗状況の報

告や、実務者会議の報告、福祉政策の見通しが立ったら、その報告は適宜行っていこうということに

なりました。また、議題につきましては、相談支援部会の委員の皆様それぞれのお立場でのご意見、

また、実務者会議からの意見。グループスーパービジョンにご参加いただいた方からの意見。それぞ

れのお立場からの地域課題の提案により、リーダー、サブリーダー、事務局のほうで議題を調整して

いこうということになりました。それを受けまして、今年は主に、実務者会議からいろいろな課題を

出していただきまして、それについて検討いたしました。

また、サポートファイルの活用につきましても、大人用のサポートファイルの提案や、相談支援事

業所さんや事業所の皆さんと情報の共有を図れるようなサポートファイルのあり方について検討し

てまいりました。

また、グループスーパービジョンのほうが活動報告によりまして、現在、相談支援事業所さん側の

抱えているケースについて、共通情報を共有するという場所を作ってまいりました。

前回の部会でございますけれど、委員さんのほうから平成 25年度、26 年度に行われておりました

サービス等利用計画の評価。今年はそれをまだやっていないのですが、このサービス等利用計画の評

価のこの相談支援部会、せっかくいろいろな立場の方が、相談支援事業所以外の方もいらしています

ので、そういったいろいろな視点からサービスを評価してはどうかというご意見も頂戴いたしました。

第４回、今年最後の部会になりますので、来年度どんな議題を取り上げていくかについて、皆さん

にご意見いただきたいのですが。その前に、実務者会議から挙がっておりました課題のうち、ちょっ

と１つ、こちらの議題５参考資料、この部会の第１回でご提供させていただきましたサービス等利用

計画の評価基準という、A３のシートですね。こちら６つのチェックポイントがあるのですけれど、

この６つのポイントに沿ってサービス等利用計画を作成しているのですが。実務者会議のほうから例

えば、障がい福祉課のほうでは、こういった６つのチェック項目をどのように見て、その挙がってき

たサービス等利用計画を評価しているのか。それについて聞きたいという、ご意見がございましたが、

それについてはちょっとまだ、ここで取り上げておりませんでしたので、それについて簡単ではござ

いますが障がい福祉課のほうから少し、コメントしたいと思いますので、お願いいたします。

事務局：まず、本当今さらというところもあるかもしれませんが、私どもの障がい福祉課のほうで地区担当

のケースワーカーが７人おりまして、それぞれその７人が地区の担当ごとに様々なご相談であるとか、

障がいの福祉サービスについての事務等を行っております。ケースワーク業務を行っているわけです。

実際にいろいろな計画相談の相談員さんであるとか、または直接ご本人やご家族の方が、サービスの

申請にかかる書類をお持ちになるのですが。当然地区担当のケースワーカーが、基本的にはその持ち

帰られた計画案を頭からお尻まで内容を確認させていただくのですが。あわせて、ほかの地区の担当

のケースワーカーであるとか、私であるとか、障がい福祉課の課長であるとか、計画に関係する職員

がすべて計画案に目を通させて、内容を確認させていただいております。
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障がい福祉課では、いただいた計画案に対して、何かたとえば差し戻しをするとか、そういう立場

のとこでなくて、利用者のほうにご家族の状況を、最も身近で正確に把握されて、なお且つ、そのマ

ネジメントにあたっている相談支援専門員の方々が作成された計画案を尊重して、よりよいサービス

の提供につながるように必要に応じて、アドバイスであるとか、あとは関係機関の連携等の支援を行

っているところです。

先ほど、事務局より話がありました。こちらのほうでいただくいろいろな計画相談の中での計画案

に関する、これは一般的な例ということで聞いていただければと思いますので、特定な何かプランを

指しているわけではございません。

それでは、例えば一般的なこういった例がありますよということで、こちらで割と私が事前に、こ

ちらの会議に出る前に、７人の地区担当のケースワーカーからいくつかちょっと例として、集めたも

のをちょっとご紹介させていただければと思います。

まず、いただいた計画案に対して記載内容が乏しくて、ご本人のニーズであるとか、特に課題等の

状況の把握では、なかなか難しいという時がありました。

そういった場合は、相談員の方に地区担当のケースワーカーからまず、よりよい詳細な記載、肉厚な

記載をしていただいて、本人の状況把握がよりしやすいように、もうちょっと詳しい内容を書き加えて

くださいということで、依頼することがありました。

それから、計画案の中の活動方針や目標の欄があるのですが。ここにサービスの例えば生活介護と

か、就労継続の B 型等という簡潔な記載だけがされていて、実際に本人がそのサービスに基づいて、

どういった形で展開していきたいかと。どういったニーズが反映されているのかというのが、正確に

計画のほうに落とし込めているのかなというところが不明瞭なものがありました。こういった場合は、

やはり本人が希望する生活の全体像ですね。より総合的に具体的に記述してくださいという形でお願

いしています。こういったところは、先ほどのその A３の評価基準のほうにも載っているような内容

になります。

それから、解決すべき課題の記載に非常に苦労して書いていただいているなというところがよく見

受けられます。課題の設定というのは、ケースバイケースでしょうけども、非常にときとして難しい

ものなのかなというふうに、やはり私どもも、とらえております。実際にご本人やご家族、それから

関係する支援者の方で、いわゆる課題の設定というのはなかなかちょっと難しいという場合は、是非

私どものほうにも声をかけていただいて、一緒に知恵を合わせていただければなというふうに考えて

おります。

それから、これはまた同様に、その評価基準のほうにも出てくるのですが、いわゆる、サービス提

供法人が、特定の法人。特に相談支援事業所さんの運営する法人に偏っていませんかっていうところ

があります。こちらについてはまず、本人の意向、ご家族の意向がちゃんと尊重されていますかと。

そこが最優先されているかを必ず確認していただくようにお願いしています。逆に事業所の意向であ

るとか、そういった方針が優先されてはいけないというふうにとらえております。その上で、いくつ

かの事業所さんに分散が難しい場合ですね。そういった理由であるとか。逆にいろいろな事業所さん

ではなくて、あえて事業所さんをまとめたほうが、より効果的な支援につながるかどうかを精査した

上で、プランニングしていただければというふうにお答えをしているものもあります。

それから、今までの支給決定ですね。特にいわゆる更新の方になりますが。単純に、たとえば、居

宅介護になるとか、生活介護とか。訓練等給付というのをそのまま、上書きするような形でスライド
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するような形の単純に機械的な計画案になっていませんかというところが、代表的なところではござ

います。これは、ご本人やご家族の意向を尊重するというのは当然なのですが、ご本人やご家族の今

の状況。それから取り巻く環境ですね。それから、課題。また、もともと例えば、更新が以前と変わ

った点。それから、今後のニーズとか目標、ビジョンといったところですかね。こういったところが

どういうふうになっていますかというところを総合的に勘案していただいて、計画案に落とし込んで

反映していただければなという形でお答えしましたよというケースワーカーもいました。

私のほうから、代表的なこれがすべてではございませんので、あくまで一般的な例という形になり

ますが、いくつかちょっと、ご紹介をさせていただきました。以上になります。

リーダー：丁寧なご説明ありがとうございました。では、今ご質問いただいても構いませんし、次年度に部

会で検討する課題については、ご提案をお願いしたいというふうに予告していたかと思いますので。

ありますでしょうか。

株式会社ダイム：今ご説明いただいた分までというのは、おそらく、どこの自治体でもプランが上がってき

て、支給決定をするのは自治体なので、自治体がこのプランのこの時間帯、この時間でいいよという

ことを支給決定するところまでが、一般的なことだとすると、浦安市が、月に 10 万円、40件書いた

人には 10 万円あげるということであれば、その分、先ほどから出ていた、やはり今後は、プランナ

ーの質の向上といったものが、だんだんとても問題になってくる話だと思うので、その分について、

ハードルというか。おそらく怖いのは、40 件というものがあって、粗製乱造だと怖いんですよね。

というのが思っていることで。だから、質の向上をしていくということが重要。今まではこの部会が

始まってから、最初というのは、いかにして 100 パーセントにするかというのが、最初はそれで来て

いたと思うのですけれど。ある程度、それが達成してきたという状態になってきたとすると、今後は

いかにして、では質を向上させていくかということで。

市として、仮に別にそういうものを支給するということであれば、その分、やはり市がそれ以上の

ものにするということについての、なんらかのハードルという言い方はちょっと嫌なのですけれど、

基準のようなものをある程度考えていかないと、この流れのまま行くのは、もしかしたらちょっと怖

いかなと思いました。だから、やはり、その質の向上をどうやってやっていくか。今までは本当にし

ょうがないのかなあと思ったりもして見ているのですけれど、私自身、計画相談の資格は持っている

のですが、計画相談はやっていないんですけれど。サービスを提供する事業所の側からいくと、現状

のプランを何件か見ていくうちに、やはりこの人らしいプラン、もしくは、この事業所らしいプラン

というものが、すごくはっきり出てきていて。本当ならもう少し別の視点で見てほしいなとか、例え

ば、多少就労とかやってもいいんじゃないのとか。そういうのがなくって、ケア・ケア・ケアという

ものになっていたりとか。

だから、やっぱり、そのスーパービジョン的な、スーパーバイザーとか、そういったものが必要な

のかなと思いながら、プランを拝見することが多いので。すべてのプランというわけにはいかないの

かもしれないのですけれど、なんらかの形である程度、作為的に事業所のいくつかこう、選んでいき

ながら。実際そのままでいいのだろうかとかということを、常に考えていけるなんらかのものがあっ

たらいいのかなと思います。

実際、例えばですけれど、先ほども報酬の問題とかでいろいろあったときに、実際、有料になった

ときに、みんなが行くかといったら基本的には本当に行かないと思うんですよ。介護保険のように、

試験を受けてケアマネになったら、月々どこかに勤めれば大体いくらぐらいの給料が担保されるって
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いうものがないので。そういうものにみんなが行けるかといったら、とてもなんか慈善事業的な意識

のある人じゃないと難しいと思います。そうすると、どうなっていくかというと、やはりその今ある

ものでずっといくのか。でも、最終的にもうケアマネは、見ている限りはずっとケアの報酬を発生さ

せるかという。国がそういうふうに考えるかということになるのかなと思うのだけれど。そうでない

とすると、お金を払ってまで計画相談の相談員になる人っていうのは、やはり難しいのだろうなと思

います。

それで考えると、浦安市はやはりそういうものに対しての助成を出していることであれば、そうい

ったものをどんどん質の高いものに持ち上げていくということは必要だと思うし、別にそれだけのも

のが出るとすれば、なんとかできるのだとすれば、やはりそのプランナーとしてなってもらえる人を

増やしていくしかないとは思うのだけれど。

試験がなくて、講習だけでそのプランナーになれてしまうというのが、やはりその障がいを本気で

支えていこうと考えているとしたら、介護保険は保険なので、本気で支えなくちゃいけないとすると、

やはり、ケアマネではに試験があるわけですよ。ケアマネになるための試験がある。それである程度

のものを担保しようとしている。ごめんなさい。それがなくってやっていくのだとしたら、市独自で

ある程度、試験でないまでも、ある程度のものを担保していけるだけのものを作っていくのが必要な

のかな。

まったくの例えですけれど、例えば訪問介護の事業所、市内でいくつ自分で思い浮かぶかとか。生

活介護をやっている事業所、いくつ自分で出せるかとか。そういったものをある程度、プランナーの

ほうがわかっていかないと、いつも使い慣れているところ、いつも使っているところ、いつも何か頼

んでいるところっていうものにどんどん偏っていってしまって、事業所もそうなっていくし、やはり

利用者さんたちももう、なんていうんでしょうね。限られたところでしか動けなくなっているという

のを、だんだんそうなっていかないかなということが不安で。

新しい事業所ができたら、新しい事業所ができたなりに、どこにどんな事業所ができたかというこ

とをプランナーの方たちには知ってほしいし、本当なら、全部の事業所を回って、自分の抱えている

利用者さんにとって、どの事業所が一番合っているんだろうかということを考えてプランを立てられ

るぐらいであったら、一番すごいとは思うんですけれど。そこまでいかないまでも、やはり、市内に

どんな事業所が、もしくはどんな社会資源があるかということを全部把握した上で、プランを立てら

れる形でいてほしいなと思うので。今のプランでいくと、まだちょっと偏っているなというのを見え

る気がするので。

そういう形を取れるような育成をしていくための 10 万円であってほしいと思うし、そういう形を

取れるようなこの部会であるべきだなと思うのですが。

リーダー：はい。ありがとうございました。では、株式会社ダイムの意見としては、相談支援専門員の質の

向上ということを 28 年度取り組んでいくのはどうか。議題として提案していただいたということで

よろしいですか。

介護給付費等の支給に関する審査会：先ほどもちょっとお話し出ていましたけれども、このサービス利用計

画書自体の評価ですね。以前の前年度までのところでは、２年前、一昨年ですか。そこのところでは、

計画相談の部分の評価ということを、この相談支援部会でやっていたということがあって、そこのと

ころをある意味、継続してやって、今後もやってほしいなと思うのですが。それをやる上で、やはり

前に 25 年、26 年でしたっけ、それをやっていたのは。その時に、その評価というもののやり方です
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ね。この自立支援協議会相談支援部会でやるときのあれとして、年間やっても多くて８ケースぐらい

しかできなかったのですが、そういう部分で、その評価のシステム自体ですね、どういうふうなシス

テムを作っていくのか。

ここの相談支援部会で、その評価をするのだとしても、過去にやって、25 年、26 年のあのやり方

でいいのかどうかということも含めて、あのときもちょっと作業部会、別に作ったらどうなのかとい

うような意見もあったのですが。なんかそういう評価のやり方というか、ここの中でなり、自立支援

協議会全体かもしれないのですけれど。またそこから別個の案が出てくるかもしれないのですが。浦

安市として、この計画相談のできあがった計画相談に対しての評価の仕組みを、どういうふうにして

作っていくのかというようなことを一応相談支援部会のところで、そこのところを積み重ねていく必

要があるのではないかなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。はい、評価システムを部会の中で作っていくのはどうかということで、

理解しました。はい、ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。とはいえ、28 年度の

議題なので、皆さんに１個ずつ発言していこう、いただこうかなと。

介護給付費等の支給に関する審査会：前にちょっとエメラルドサポート株式会社の委員さんがおっしゃっ

ていて、私、気になったのですけれども。相談支援専門員が非常勤でやっていて、その業務のところ

の負担と、その辺のところで何か問題点をあげてらっしゃいましたよね。そういうのというのは、事

業所の問題なのか、各事業所のところで解決するべき問題なのか。あるいは、相談支援事業所全体、

浦安市、ここは浦安市のあれですから、浦安市の中の相談支援事業所全体が抱える、いろいろ課題と

いうのがあると思うんですよ。現場での課題というのは、実務者会議の中でいろいろと出てくるとこ

ろはあると思うのですけれども、逆に事業所を運営する側の事業所無視というんですか。そういう方

たちが、相談支援事業所とかいろいろな事業をやっていく上での抱えている、具体的には、働いてい

る方にもっと報酬をたくさん差し上げたいのだけれど、それができない。時間的にも、もっと余裕の

ある仕事をさせたいのだけれど、それができない。そこの課題というのが、なんか地域課題としてあ

るのだ。地域課題としてそこを検討して、そこで解決の何か道筋が、少しでもヒントになるようなも

のが出てくるのであるならば、そういうものを、いわゆる事業所が抱える課題ですよね。相談支援事

業所がやっていく上での課題というのがあれば、そういうのをちょっとやっていきたいなと。やって

いきたいなというのか、そういうのをあげていただければとは思います。

エメラルドサポート株式会社：すみません。前回私が言ったことによって、事業所側を私は悪く言ったつ

もりは決してなく、なんていうんですかね。やはり事業所じゃなく、市全体的にやはりその相談員

ばかりではなく、こういった介護のお金だったり、そういういただいているものが少ないというこ

とは全国的にも言われていることなので、市からそういう事業所に向けて、支援等がもっとできる

形を、市から国へという形の意向を示していくことはできないのかなということで、私が声をあげ

させていただいたので、ちょっと、私の言ったことが行き違いになってしまったかなということで、

なんか反省をしています。よろしくお願いいたします。

介護給付費等の支給に関する審査会：そこのところは全然、誤解はしておりません。ですから、そういう

意味でそれは個人の問題ではなくて、やはり全体の問題としてやらなきゃいけないような問題じゃな

いのかと思いまして、そこをこの相談支援部会の中で、やっていければいいのかなというような形で

提案させてもらいした。

エメラルドサポート株式会社：ありがとうございます。私も是非そうしていただけると、ほか事業所さん
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もそういうお考えがあったらいいのかなと思うところで意見させていただきましたので、ご検討の

ほうよろしくお願いいたします。

リーダー：はい、わかりました。ありがとうございます。相談支援事業所全体の課題の共有と解決までい

ければということですね。この委員会ですと、来年度はこのメンバーでもう一度、団体を背負っ

て皆さんいらしているので、メンバーが多少変わることがあるかもしれませんけれども、原則、

団体はこの構成でいくわけですから、なんでしょう。その経営者だけじゃないし、現場の方も混

ざっているということで、やり方はいろいろあると思うので、議題としてまず受け止めさせてい

ただきたいと思います。ほかにいかがでしょうか。では、皆さん１人１個ずつ言って帰りましょ

う。

こども発達センター：そうですね、実務者会議の中で、現場の日々格闘している相談支援専門員さんの意

見が吸い上がってくるかなというところを踏まえると、それを踏まえてこの部会のところではやは

り、もう少しちょっとそれを集約したというか、事業所としてこういうふうなところやはり困って

いるよねっていうのを、もう少し出せればいいのかなというふうに思いますね。やはり人材がなか

なか育たない、少ない中でやっているよというのは、共通なのですけれど、そういったところちょ

っと運営の課題という形でちょっと具体的にどういうふうなものがいいのか、なかなか考えつかな

いところがあったのですが、それをちょっと出せる機会というのができればいいかなというふうに

思っています。以上です。

中核地域生活支援センターがじゅまる：先ほど、株式会社ダイムの委員さんがおっしゃっていたように、

今までたぶん、計画相談のほうの達成率をあげるというふうなところが、今年度の目標であったと

思うのですけれども。さらにやはりその次のところっていうふうなところで、質の向上というのを

何か、漠然とちょっと今何かあるかっていうと、ちょっと考えられないのですけれども、質の向上

のために、やはりやっていくことが必要なんじゃないかなと思いました。

あとやはり、がじゅまるのほうは計画相談をお願いするような立場というか、なっているところ

がありますので、そういう意味では、計画相談、浦安でもないですけれども、やはりいろいろなた

ぶん仕方があるのではないかというふうなところ、サービス調整というのも、いろいろなのがある

のではないかなというふうなところで。

中にはやはり、本当に株式会社ダイムさんが言っていたように、知っている事業所でしか、やは

り使えていないところがあるのかなというふうなところもあったので、日中の事業所だけではなく

て、グループホームとか、いろいろなたぶんサービスがあるというのを、紹介コーナーではないの

ですが、定期的に実務者会議でもいいとは思うのですが、こんなところの事業所があるというのを、

定期的、新しい事業所はたぶん来ていただくということだと思うのですけれども。今、既存でやっ

ている事業所とかというのも、日中とかいろいろなヘルパーさんとか、そういったのも含めてだと

思うのですけれども、みんなに知ってもらうというふうなところも、やはり質の向上。「あ、こん

なところが、浦安市にもあるのだ」というふうなところで、今度使ってみようというふうな話にな

ると、少しずつ変わってくるのかなと思ったので、なんか、そういったところが具体的に動いてい

ければなというふうなところは感じました。

新浦安駅前地域包括支援センター：地域包括支援センターなので本当に介護のこと、高齢者のことが、中

心になっているわけですけれども。私は先日、地域包括支援センターの全国大会の研修に参加させ

ていただいて、その中では、やはりこれからの地域包括、いわゆる介護保険制度の中にしっかりと
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障がい制度を組み込んで考えていく。それが、もう当たり前になってくるのだろうというような研

修を受けて、帰ってきております。

以前から言われてはいますけれども、なかなかケアマネが介護保険制度プラス障がい者制度の部

分を担っていけるかというと、ちょっと逃げている。私も含めてですね。なかなか、障がい者政策

に関しての部分を網羅できるかというと、大変難しいものがあると思いますが、時代はそうなって

きているのだなということを、今確信しております。というのも、現実、高齢者、障がいというか、

障がい高齢者というか。が増えておりますし、それともう１つは多問題ケースということで、息子

さんが統合失調症であったり、娘さんが精神疾患であったりというようなところで、80・90 の寝

たきりのお年寄りと、そして、そこに関わる介護者である障がい者の方に対する対応を、どういう

ふうにしていくかということが、我々も今、目の前に毎日相談が関わっているものですから。

先ほど言いましたように、基幹型のそういう相談センターと地域包括のあり方みたいなものが、

これからもっともっと、関わっていくべきだろうなということと。その一つ一つのケースをどのよ

うに、共有できるかということを、もう少し部会の中でも、共有できればいいかなと思っておりま

す。以上です。

社会福祉法人敬心福祉会：今、ケースの共有というお話しが出ていたなと聞いて思ったところですけれど

も。私も質の向上というところで、どういうふうに考えていったらということを考えたときに、ご

本人の計画、本人の思いを反映させて計画に作ったときに、前例がないからちょっとできないとい

うようなことを、よくというか、何回か見聞きしたことはあって。こういったことで実務者会議に

出ても、相談支援事業所で集まっての話なので、そういう話ってあるよねというところで、なかな

かそこから先に進まず、相談支援事業所と行政との間で「前例がないから難しい」という結論がい

つも出たりということがあることが、ちょっと気にはなっていて。

質の向上というところを目指していくのであれば、もう少し広く、こういったいろいろな意見の聞

けるような場で、何か前例がないから難しいとかだけではなくて、もっとこういう考え方ができる

のではないかとか、こういう方法が取れるのではないかという、すごく具体的な話にはなってしま

うのですけれども、こういう話ができる場があるといいなというふうに思ったので、質の向上とい

う意味で、そういった形のことも話ができたらいいなというふうに思いました。以上です。

リーダー：はい、ありがとうございます。それは支給決定に関わることというカテゴリーも入ってという

ことでしょうか。

社会福祉法人敬心福祉会：そうですね。支給決定が関わることも含めて。

リーダー：ことも含めてということですね。

社会福祉法人敬心福祉会浦安市障がい者福祉センター：はい、含めてです。

リーダー：はい、ありがとうございます。

エメラルドサポート株式会社：私も質の向上ということに関して、１人１人計画の立て方って、やはり

その人１人に対しても全然違うものができあがってくると思うので、相談員が少ないというとこ

ろもあるのですが、１人に対して２人関わるとかっていうことができていけば、一番その方に利

用者さんに合ったものができていくのかなというところはあるので、相談員をもっと増やしてい

ただけたらということは願ってます。

あと、今グループホームのほうがだいぶ増えているというお話しは聞いているのですが、ただ利

用者さんを通して聞いていくと、短期入所のほうのご希望というのがかなり多いんですね。それに
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関して、問題として提示されていないことが私はちょっと不思議だなと思ったので、ここでちょっ

と、短期入所の件はどうなっているのかなということを提示させていただきたいと思います。以上

です。

NPO 法人発達わんぱく会：来年度の議題というところでは、皆さんからも出ているように、質の向上とい

うようなところ、それに私自身もですが、そういったところに少ししっかり目を向けていって、そ

の 40 件、件数で勝負という形ではなく、その中身というようなところをせっかくこの評価基準と

いうのもあるので、基準とかけ離れない形で、この１つはどこに入っているかなというような目線

が、どの事業所でも毎回確認できるだったり、頭にしっかり入っているだったり、そういったとこ

ろを、その都度その都度話をして、定着していけたらいいなというふうに思っています。

今回 28 年の議題とは、もしかすると少し離れてしまう部分もあるかもしれないですけれど、今

回ですね、就学前から就学後に上がるお子さんのケースを担当を何件かしている中で、私が受け持

っているケース。診断がまだないお子さんが多数いらっしゃいます。

浦安市の場合、すごく門のほうを広げていただいていて、受給者証を取るスタート時というよう

なところでは、診断書がなくても、健康増進課の意見書、発達センターの意見書を持って、受給者

証を取って療育を使うということが可能になっていて、皆さんそういったところで成長発達という

ようなところ。あと、お母さんの理解というような向上もされているところではあるのですが。発

達センターのほうで、民間の事業所が広がってきたこと。お母さんの理解が向上しているというと

ころで、発達センターを終了されている方も、現状としていらっしゃいます。そういった場合には、

やはり診断書のほうが必要になる。就学に向けて同じような道筋で来ているのだけれど、発達セン

ターを使っている方は意見書で構わないよ。診断書取らなくていいよということではもちろんない

とは思うのですが、同じ状況下であって、診断書を取るために、今、とてもお母さんが病院を探し

回っていて、結果、３月 31 日までに診断書が取れなくって、１回受給者証のほうを返還しなくて

はいけないなんていうケース。

まだ、発達センターのほうがまだ終了してない方に関しては、その辺の心配は全然いらないよう

な、そういった少し将来的にはもちろん診断だったりとか手帳だったりというところで、きちんと

福祉サービスというのを使っていくのが適正であるということは重々承知の上でも、そういったこ

の段階においての差というのがちょっと埋まらないものかなというのが、私の中で今年度すごく感

じているところです。はい、以上です。

来年度は、計画相談の数ではなく質の向上に目を向け、評価基準のシートに沿ってアセスメント

や計画書作成を行えればと思っています。

また、当法人が受け持っている就学にかかる時期のケースで診断や病院につながっていない方が多

くいらっしゃいます。今までは発達センターや健康増進課の意見書によって受給者証の発行が可能

でしたが、どちらの機関も終了になった方は意見書の発行先がなく、また病院も混んでいて結果、

放課後デイサービス申請が間に合わず受給者証を返還された方もいらっしゃいました。

受給者証を取得し療育を受けている方でも、病院受診や手帳申請は保護者にとって、ハードルが高

く心的負担が多くかかるのが現状です。

保護者の思いに寄り添いながら、事務的にならずに病院や申請につなげられるよう努めていく必

要を感じています。

リーダー：まずは来年度の課題ということで、お受けさせていただきます。では次の方お願いします。
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ＮＰＯ法人千楽：前に相談支援部会に限ったことではないようにも思っているのですが、この自立支援協

議会の相談部会が地域社会に向けて、どのように生かされているのかというのが、もう少しつかめ

るといいますか、私自身がつかみきれていないからなのですが、いいなと思っております。という

のは、もう今年度、相談支援専門員としてお仕事をさせていただきながら、この部会にも入らせて

いただいて、さらに実務者会議であったり、グループスーパービジョンというところで、自分が関

わらせていただいている方のことをお出しして。そこでたとえば警察とのやり取りで、差別や虐待

の何かに抵触しているのではないかというお話しの中、たとえばこの相談支援部会だけでなく、権

利擁護部会にもお話ししますというような流れ等々もうかがっているのですが、それがその後どう

なったのかというのが、私には届いてないんですね。

今後も、自立支援協議会というのがあって、各部会があって、それぞれの連携であったり、それ

がどのように地域に生かされているのかというのがもう少しあると、地域の方たちがもっと興味を持

ってくださるし、私だけが別に決まった時間に決まった部屋でただ話しているだけではなく、何かし

らに貢献をしているんだという実感もまた、なんでしょう。もっと私たちのモチベーションも上がる

のかなというか。そんなふうに思っております。

浦安手をつなぐ親の会：治療する立場というか、皆さんこういう場で、共通認識や要するにレベルアップ

というか、もちろん特に知的障がいというのは、もう自由に、そういう理解をする意味でのね。要

するに、その辺の部分のところでどの辺まで理解されるかというのが、我々も期待するところなの

で。是非この会も続けて、より一層の努力をしてこなくちゃ。また、私もそこで得た情報を会員側

にも伝えていきたいと思います。よろしくお願いします。

浦安市身体障害者福祉会：私のほうも結局、事業を利用する側に立つのだと思いますけれども。各事業者

さんの事業内容が、もう少しわかるような宣伝というか、あれがほしいなと思うのです。

全然、とにかく相談を受けた場合は、どっちかというと、「役所に行ってちょうだい」みたいな答

えしかできないのです、結局ね。だけれど、「こういう事業所がこういう相談をやっていますよ」と

か、「こういう事業所はこういうあれが専門的ですよ」とか。要するに、得意分野とかあると思うん

ですね、それぞれね。だからそういうところが、相談事業所各センターのほうがわかるような状態の

何かがほしいという時があります。だから、もう専門的なものになるとわからないので、もう「基幹

相談支援センター行ってちょうだい」とか「包括支援センターに行ってちょうだい」という「包括支

援センターはどこどこにありますよ」とかこういう相談は、こういうふうなところでやれば、そこか

ら、支援なり支持なりが出るのではないかという判断しかできないのでね。そういう方法でしか僕の

状態としては、答えができない。どこどこに何しなさい、どこに行きなさいとは言えないしね。

そんな感じなので、もう少し各事業所さんが、要するに、どんな業務ですか、仕事、得意なとか。

新事業移行支援とかいろいろありますけどね。そういうことがわかればいいなということもあります。

以上です。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私の従事の視覚障がい者の会でいろいろ会議やるのですけれども、

正直申し上げまして、あまりそういうふうな相談というのですか、悩みというのは、話題にならない

んですね。というのは、知識がないというんですか。行政の方にも講義というんですか、お願いして

いるのですけれども。やはりそういうふうな、どういうふうなシステムで、組織で、こういう相談だ

ということを知識をもうちょっと、私ども老人が多いのですけれども、教えていただきたいというふ

うに思っております。以上です。
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いちょうの会：皆さんの業者さんたちのお話しを伺っていて、心強く思っております。ただ、利用するほう

の側も昔と違うということを家族会でお話しをして、上手に利用させていただきたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。今日いただいたご意見を自立支援協議会に諮り、サブリーダーのご意見

も伺い、事務局にお渡しし、来年度につなげていくということになりますので、よろしくお願いいた

します。ありがとうございました。

すみません。ちょっと私の時間の配分がよろしくなく、あと５分しかないのですけれども、最後の

議題になります。６番目の議題でここからは事例を扱いますので、非公開というふうになります。恐

れ入りますけれども、傍聴の方はご退席をお願いいたします。では。よろしくお願いします。

（議題４以降は、個人情報を含むため非公開。議事録には掲載しません）



平成 28 年２月 18 日(木)

午後１時 30 分～３時 30 分

健康センター第 1会議室

浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 27 年度第４回）次第

１．開会

２．議題

（１）計画相談の現状

（２）市の事業の報告

（３）サポートファイルの活用

お手元の、第３回 議題２資料（３）Support file urayasu（成人版サポ

ートファイル案）をご持参ください。

（４）実務者会議報告

（５）平成 28 年度の議題

次年度に部会で検討する地域課題等についてご提案ください。

（６）グループスーパービジョン報告（非公開）

３．閉会
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議題 1 資料 計画相談支援の現状

１．平成２８年１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 ６１７人

サービス等利用計画案作成（＊） ６１５人

達成率 ９９．７％

＊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

３５人を含む

＊介護保険対象者は、４４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 ３４５人

サービス等利用計画案作成（＊） ３２８人

達成率 ９５．１％

＊障害福祉サービス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

４３人を含む

２．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２７年度は、平成 28 年 1 月末現在の数値。



1

議題２資料 市の事業の報告

１．平成２８年度計画相談補助金（継続）

（１）概要

サービス等利用計画作成の促進を図るため、計画相談をおこなう事業所に人件

費の助成をおこなう。

（２）補助金の額

平成２９年３月３１日までに４０件の計画を作成（計画の更新を含む）した相

談支援専門員ひとり(常勤換算した人数)あたり、月に１０万円を交付。

２．基幹相談支援センターの計画相談

平成 28～30 年度運営事業者を公募し、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスと

もを選定。

（１）平成２８年度からの委託内容の変更点

①自立支援協議会事務局業務

事務局業務を削除。

②サービス等利用計画の作成

現在は、相談支援事業所が整うまでの経過措置として計画相談作成業務を委

託したが、相談支援事業所が９事業所となったことから、今後３年間で段階的

に基幹以外の相談支援事業所へ引き継ぎ、基幹は、地域の中核的な立場で支援

困難なケースや他事業所の後方支援にシフトする。

（２）基幹相談支援センターの計画相談（案）

①基幹相談支援センターが担当する計画等

（継続）

・現利用者のうち施設入所者

・セルフプラン作成の支援をしている方への支援

（新規）

・作成やアセスメントに困難が想定される計画

②現在担当している計画の移行

現在の利用者に説明して同意を得てから、平成２８年度より３０年度まで、

段階的に基幹相談支援センター以外の相談支援事業所に引き継ぐ。

平成２７年１２月末現在、担当している計画は、１０４件
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（３）依頼への対応

①利用希望者から新規の計画相談の作成依頼があった場合

仕様の主旨を説明し、他の相談支援事業所の利用を促す。

困難ケースと思われる場合は、基幹の「後方支援」により他の事業所が計画

を作成できないか検討したうえで、障がい福祉課と協議し、受理の可否を決め

る。

基幹相談支援センターの基本相談から計画相談に移行する場合も同様。

②利用希望者から、計画の作成を他相談支援事業者から基幹相談支援センターに切

り替えたいと依頼があった場合。

仕様変更により新規の計画相談は受け付けていないことを説明。

③相談支援事業所からの困難ケースの受理依頼があった場合

困難ケースと思われる計画相談の作成について相談支援事業所から相談があ

った場合は、基幹相談支援センターの「後方支援」により当該事業所が計画を

作成できないか調整したうえで、障がい福祉課と協議し、受理の可否を決める。



議題３資料（１）

サポートファイルの活用

１．前回のご意見

○ 成人向きにするなら、経済的背景や、収入状況、就労の経過などを追加してはどうか。

○ 赤ちゃんが生まれたら全てに配布、など、もっと手軽に手に入れられればいいと思う。

○ 子育てサポートファイルと併せて、妊娠期からつながればいいと思う。

○ 節目節目で更新が可能になるようにしたらよいのではないか。

○ 大人になってから書くにしても、小・中など思い出して書けるとよい。

２． 成人用サポートファイル案の改善

議題３資料（2）のとおり、成人用サポートファイルのシート追加案を作成しました。

（１）経済状況、就労状況

① １か月のおおまかな収入・支出

② 家計簿

③ 年金の記録

④ 就労等の記録

（２）大人になってから利用を開始する方のための振り返りシート

⑤ 振り返りシート

（３）障害年金の情報

⑥ 障害年金とは

３．こども部会での検討課題

（１）子育てサポートファイル等との連携

子育てケアプランや子育てサポートファイルとの連携を図ります。

（２）役立つ情報の追加

記入シートだけでなく、年齢別支援制度及び支援機関や災害時の対応など役立つ情報の

掲載について検討します。

（３）共通シートの作成

「様々な事業所などで定期的に類似した書類を記入することが負担である。サポート

ファイルを活用できないか」とのご意見から、保護者の方や支援員などの書類作成の負

担を軽減するため、共通シートの作成を検討します。



議題 3 資料（２） 新規シート案

①１か月のおおまかな収入・支出

収 入 支 出

名 称 金 額 名 称 金 額

障害年金 円 日用品 円

就労 円 食品 円

おこづかい・仕送り 円 趣味 円

円 被服費 円

円 生活費 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

合計 円 合計 円

年 月 日記入

年 月 日追加・変更



②家計簿

１か月の家計簿をつけてみましょう

日 適 用
収 入 支 出 累計金額

万 千 百 十 万 千 百 十 万 千 百 十

合計

平成 年 月分



③年金の記録

年金の種類 障害基礎年金・障害厚生年金 （等級 級） 年金番号

申 請 日 年 月 日 決 定 日 年 月 日

申請先
年金事務所・市役所

連 絡 先
担当者：

住所： ＴＥＬ：

診断書依頼先

医療機関：

振込先

銀行・信金
信組・（ ）

支店
本店

住所： 普通・貯蓄
当座

口座番号

担当医： TEL：

【特記事項】

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

支給期間 平成 年 月～平成 年 月 次回診断書提出月 平成 年 月

年金額 円
振込額

（2 か月ごと）
円

※年金証書等関係書類も、ファイルに保存しておきましょう。



④就労等の記録

事業所

名称：
通所(契約)

期間
平成 年 月～平成 年 月住所：

TEL：

種別

生活介護・機能訓練・生活訓練

就労移行・就労(A 型)・就労(B 型)

その他( ）

賃金

(作業単価や

時給など)

主な仕事(作業)内容

○

○

○

○

働きやすいところ

もっと配慮してほしいこと

事業所

名称：
通所(契約)

期間
平成 年 月～平成 年 月住所：

TEL：

種別

生活介護・機能訓練・生活訓練

就労移行・就労(A 型)・就労(B 型)

その他( ）

賃金

(作業単価や

時給など)

主な仕事(作業)内容

○

○

○

○

働きやすいところ

もっと配慮してほしいこと



⑤振り返りシート

成人してから記入を始めた場合、これまでの様子をライフステージごとに振り返ってみましょう。

無理をして全て記入する必要はありません。書けるところだけ書いてみましょう。

【幼 児 期】

首がすわる 歳 か月頃 片言を言う 歳 か月頃

寝返りをする 歳 か月頃 人見知り 歳 か月頃

はいはいをする 歳 か月頃 オムツが取れる 歳 か月頃

ひとりで歩く 歳 か月頃 ひとりでトイレ 歳 か月頃

歳 か月頃 歳 か月頃

歳 か月頃 歳 か月頃

アレルギー 健康面

好きな食べ物 嫌いな食べ物

家での様子（好きな遊びや、落ち着く時間の過ごし方、苦手なことなど）

生活面の様子（食事・入浴・睡眠など）

外出・保育園・幼稚園・認定こども園などの様子

年 月 日記入



【小 学 校】

学年
クラス

名
先生との関わり

小学校の思い出

場面ごとでの印象に残っていることを書いてみましょう

１

担任：

友
だ
ち

２

担任：

授
業

３

担任：

宿
題

４

担任：

行
事

（
運
動
会
・
遠
足
な

ど
）

５

担任：

部
活
動

６

担任：

放課後・家庭での様子

生活面の様子

家庭のイベント

年 月 日記入



【中 学 校】

学年
クラ

ス名
先生との関わり

中学校の思い出

場面ごとでの印象に残っていることを書いてみましょう

１

担任：

友
だ
ち

副担任：

授
業

２

担任：

宿
題

副担任：

行
事

（
運
動
会
・
遠
足
な

ど
）

３

担任：

部
活
動

副担任：

放課後・家庭での様子

生活面の様子

家庭のイベント

年 月 日記入



⑥障害年金とは

障害基礎年金は、初診日が２０歳前の方は２０歳に達したとき、また初診日が２０歳以降の方は

初診日から 1 年６か月経過した時点（障害認定日）の障害の程度が、１級、２級いずれかに該当

している場合に支給されます。

知的障がいの方は、出生時が初診日とされ、２０歳の誕生日が障害認定日となりますので、医師

の診断書があれば、障害年金の申請はすぐにでも可能です。

申請が遅れた場合、さかのぼって年金の支給を受けられる場合もありますが、その場合障害認定

日の診断書が必要になります。年数が過ぎるほど、さかのぼって２０歳の診断書を作成することは

難しくなりますので、２０歳に近づいたら、年金の申請について確認しましょう。

＜問い合わせ先＞

・浦安市 市民課 国民年金係 ０４７－３５１－１１１１

・市川年金事務所 ０４７－７０４－１１６５

＜主な必要書類＞

①診断書 ※コピーを取っておきましょう

②戸籍謄本

③受診状況等証明書（初診日を証明するもの） ※初診医療機関の証明が必要です。


