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平成 27 年度第３回浦安市自立支援協議会 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 27年 10 月２日（金） 13：30～15:10

２．開催場所 健康センター 第１会議室

３．出席団体名

明海大学（会長）、和洋女子大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会、

浦安手をつなぐ親の会、株式会社オリエンタルランド、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、ＮＰＯ法人フレンズ、

社会福祉法人敬心福祉会、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、

介護給付費等の支給に関する審査会、浦安市社会福祉協議会、千葉県立市川特別支援学校、健康福祉部、

こども発達センター、教育研究センター

４．議題

（１）部会活動報告

（２）市の事業の報告

５．資料

（１）議題１資料 部会活動報告

（２）議題２資料 市の事業の報告

６．議事

事務局：ただいまより、平成 27 年度、第３回浦安市自立支援協議会を開催いたします。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、充分なご配慮をお願いいたします。

なお、議事録には発言者が所属する団体名を記載いたしますので、ご了承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、会長にお願いい

たします。よろしくお願いいたします。

会長：それでは、議事に入らせていただきます。議題１の部会活動報告ですが、この９月に４つの部会が第

２回部会を開催しております。権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会の順に、
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リーダーから活動報告をお願いしたいと思います。

また、前回と同様に、部会ごとに質問や意見を承ります。リーダーの皆様も協議会で検討を要する事

項や、他の部会で意見をうかがいたいと考える事項等ございましたら、ぜひこの機会にあわせてご提案

いただければと思います。

また、委員の皆様におかれましても、報告を聞きまして、所属している団体や部会で検討や協力がで

きると思われる議題がございましたら、ぜひあわせてご提案ください。それでは、最初に権利擁護部会

の活動報告を、リーダーからお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

浦安市社会福祉協議会：第２回権利擁護部会の、活動報告をさせていただきます。障害者差別解消法の施行

に向けた取り組みということで、委員さんからの配慮事例の報告、市役所内のアンケートやヒアリング

の報告と、イベント実施の報告がありました。

会議に先立ちまして、委員の皆様にアンケートをとらせていただきまして、各事業所ならびに団体の

皆様方から、どのような取り組みをされているか配慮事例をいただいて、意見交換しながら発表をして

まいりました。

また、市役所内のアンケートの報告等につきましても、市から報告をいただいたところでございます。

それから、12 月５日にイベントを検討したいというご報告があり、そこに向けて検討していくとい

う話をさせていただきました。

主な意見といたしましては、やはりお互いに歩みあうことが必要であろうと。それから、知識だけで

なく、感性や人としての思いやり。また、障がいがある方への対応をマニュアル化すると、かえって画

一的で心ない対応になってしまうのでないか等々、多くの意見をいただいたところでございます。

今後も、障害者差別解消法施行に向けて、引き続きご意見をうかがいながら取り組んでまいりたいと

いうことを、お話しさせていただいたとこでございます。

今後ですが、障害者差別解消法に向けた取り組みを、ご意見をいただきながら進めると共に、12 月

５日にイベントをするという話が出ておりますので、その方向性や内容、それから権利擁護という部分

では、成年後見の事例をどう取り組むかというのを具体的なところを話せればということを、次回の議

題として考えているところでございます。

イベントですが、障害者週間に記念イベントをしていこうということで、催し物やブースなどの検討

をしていただいているとこでございます。他の委員さんからも、ご意見をいただいて、５日の実施に受

けて、一緒に取り組んでいければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

また、先般、市議会が終わりましたが、一般質問の中でも、事業所においては、この障害者差別解消

法に向けて、リスク研修が重要であろうということ。また、自立支援協議会などの場を通じて、お互い

の考えを理解する取り組みを推進してほしいという要望も、議会であったということを聞いております

ので、報告させていただきます。

会長：ありがとうございました。それでは、ただいまの報告につきまして、何か質問あるいはご意見等ござ

いますでしょうか。また、12 月５日に、土曜日にイベントを実施するということで、準備を進めてお

りますが、このイベントの内容等につきましても何かご提案ございましたら、あわせて、ご発言いただ

ければと思います。

よろしいでしょうか。では、こども部会の活動報告を、サブリーダーからお願いしたいと思います。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：第２回は、９月 10 日の木曜日に行いました。議題が３つありました。議題１

こどもへの支援。小項目が２つあります。「（１）こどもプロジェクト事業」、概要ですけども、平成 26

年度より、少子化対策を目的に「こどもプロジェクト事業」が開始されました。主な事業である子育て

ケアプランは、妊娠届の際に１回目。出産前後に２回目。で、１歳の誕生日前後に３回目の作成をして
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います。１歳半健診の前に３回も機会があるということで、いろいろ意見が出たんですけども、一つあ

げさせてもらいます。

特別な支援が必要かもしれない子どもは、こども課からどのように支援につなげているのかという質

問に対して、基本的には、健康増進課の保健師につなげている。発達の遅れに対する受容がないまま相

談に来る方が多いため、直接こども発達センターなどを紹介することは少ないという回答がありました。

「（２）子どもへの療育等」ですが、こども部会は、私もそうですが、事業所が多数委員として参加

しております。実際に支援をしている、子どもの支援をしている事業所から、どんな支援をしているか、

情報の共有として、ご説明いただきました。

障がい者福祉計画には、障がい者の早期発見、療育支援体制の充実があげられています。事業所等が

実施している療育等の内容や、早期の療育支援が子どもの発達の改善につながった例などを伺いました。

例をあげますと、「音楽療法は、音楽を楽しむうちに、自分でない他人の存在に気づき、最終的には

他人とのコミュニケーションにつながっていく。」、「理学療法・作業療法・言語療法の個別療法、療育

と、集団療育をおこなっている。複数のメニューを組み合わせると効果が高い。」、「保護者の視点、保

護者の支援の点から、親子の通所支援を実施している。」、「調理や美術など、手先を使ったプログラム

や、体操などの体全体を使うプログラムを行うことにより、集中力がついたり、細かい作業ができるよ

うになったなどの効果が出ている。」、「集団でマット運動やプール運動などをしながら、コミュニケー

ションを図っている」などです。

主な意見としては、「就学前の療育は充実していると思うが、小学生・中学生の療育も、やはり必要

なので、そちらも充実するといいと思う。」、「事業所の特徴などの情報提供があるといいと思う。」など

の意見をいただきました。

議題２市の事業の報告ということで、障がい事業課から、ご説明いただきました。概要は、こども担

当・教育担当・福祉担当部署の市の部署の連携の実績、青少年サポート事業と学校との連携の方法や現

在の連携の状況等。障がい福祉サービス事業者や、学校等へ出向いて研修をしている状況についての報

告がありました。また、発達支援セミナーの開催についての報告もありました。

主な意見を紹介します。「事業所は、利用者の個人情報の取り扱いを充分注意してほしい。」「青少年

サポートと学校の連携は、どのような流れで行われているのか。」

連携については、事務局より「個別の事例に限らず、地域支援として学校を支援する目的がある。事

業を周知する目的で個別に学校訪問を実施している。障がい事業課の課長と、そらいろルームの責任者

が、一緒に行っている。」という説明がありました。加えて、保護者より連携の要望があった場合、個

別の連携も進めているそうです。

「学校とそらいろルームの連携は、とてもいい取り組みだと思う。その他の連携は行われているのか。」

という質問に対しては、「障がい福祉サービスの保育所等訪問支援事業がある。」ということでした。

議題３サポートファイルの配布状況は、サポートファイルの活用状況と、活用促進に向けた改善策に

ついて事務局から提案がありました。活用促進のためのテーマ別に千葉県内の先進事例についてご報告

いただきました。質問や意見の収集は次回行う予定です。浦安市としてもサポートファイルを本気で改

善、実際使ってくれて効果が上がるものに改善しようっていう意思を持たれているので、次回の議題に

載せて、意見をもらうことになっています。

今後のことですが、去年までは、事例検討をあまりやってこなかったんですけど、今年度はやる予定

です。次回は、サポートファイルの配布状況と活用に対する意見聴取、サポートファイルの利用促進と

活用促進の取り組みの報告、事例検討を予定しています。

事務局：事務局より補足説明をさせていただいてよろしいでしょうか。
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会長：お願いします。

事務局：こどもプロジェクト事業は、子育てケアプランがメインの事業になってますが、こちらは、福祉国

家フィンランドのネウボラという地域拠点事業を見習う形になっていまして、妊産期から就学前まで、

同じ保健師が切れ目のない支援をするというネウボラの事業の浦安版をこどもプロジェクト事業で開

始しております。

ケアプランですが、サブリーダーからも３回作成するというようなお話しがありましたが、この回数

には意味がありまして、妊産期から１歳６か月健診までの約２年間は、自分の意思がなければ、行政と

つながる機会が全くないということで、強制的というのはちょっと言い方がきついんですけど、強制的

に行政と関わる機会をつくるというねらいをもって、１回目を妊産期、２回目を出産前後、３回目が１

歳の誕生日前後と設定しているということでした。

１回目は保健師とケアマネージャー、子育てケアマネージャーは、こども課におりますので、ケアマ

ネージャーが２人１組になって、親御さんに直接話を聞いてケアプランをつくっていくということでし

た。

さらにこのケアプランをより多くご利用いただくために、プランの作成にお越しされた方には、マザ

ーズバッグや市で利用できるチケットなどをお渡ししています。来ていただくことが重要なので、そう

いった贈り物もしているということでした。

市の事業についての補足としまして、発達支援セミナーの報告あったんですけれども、このセミナー

は、広く市民の皆さんにご理解をいただきたいということで、平成 20 年度から開催しているものにな

ります。

今年は、11月 27 日金曜日、18 時から、市民プラザ Wave101 において、講師に服巻智子先生をお迎え

しまして、発達が気になるお子さんの支援方法について幅広くお話しいただきます。

テーマは、「子どもの未来を見据えて」ということで、小さいときからお子様の未来を考えて今何す

べきか、服巻先生は自閉症の方の支援にとても携わっている方になりますので、具体的なお話しが聞け

ると考えています。

学校や保育園、幼稚園に、すべての児童・生徒さんに、チラシを配るようにお願いしており、学校の

先生などにも広くご参加いただきたいと考えていますので、ぜひ委員の皆様にも、ご案内をいただけれ

ばなと思います。事務局からの補足説明は以上になります。

会長：はい、この補足説明につきまして、何かご質問等ございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：サポートファイルという言葉を何年か前の自立支援協議会から伺っているんですが、

その内容はよく理解できてなかったんですね。この間、障がい福祉課に行ってサポートファイルのこと

を聞きましたら、１冊のファイルを積み重ねていくような感じなんですね。

ですから、生まれてすぐのお子さんたちにとっては、一つずつ積み重ねていくからできますけれども、

うちのようにもう大きくなっちゃった子に対しては、無駄って言ったら変ですけど、それまでのことを

全部集めなきゃ、作成できないっていうことなんですね。

ですから、せめて自立支援協議会のメンバーだけには、その現物を見せて、「こういうものです」っ

ていうことを説明していただきたいと思うんですね。言葉だけで聞いているのと、現物を見せていただ

いて、「このように活用するんです」って言っていただくほうが親切だと思うんですけど。いかがでし

ょうか。

会長：事務局から回答をお願いします。

事務局：１冊ですがサンプルとして持っておりますので、回覧させていただいて、その間、補足説明をさせ

ていただきます。
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サポートファイルは、Ａ４のシートが入るファイルになっておりまして、お子さんの状況、生まれた

ときから大人になるまでの情報を蓄積していただき、保護者の方の資料の整理整頓はもとより、事業者

さんをはじめとする支援者の方が、情報を共有するためのツールとして作成いたしました。

こども部会でも、現状報告をさせていただいたんですけれど、去年から相談支援事業者さんにもお配

りしておりまして、発行部数は伸びてはいるんですが、「見たことない」とか、「使ったことがない」と

いう事業者さんや保護者さんもたくさんいらっしゃいます。

保護者さんがちょっと敬遠している要因の一つとしては、大きすぎるというところや、大人になって

から使いたくても、表紙がちょっと子どもっぽくて抵抗があるとか、いろいろな意見をちょうだいいた

しました。それで、こども部会でも、大幅な見直しを提案させていただいております。

先ほどもお話ししましたように、大人の方も使っていただけるように、また、サービス等利用計画の

作成も始まりましたので、そちらのアセスメントシートとサポートファイルのお子さんの状況シートが

うまく連携するように、内容の見直しを図っていきたいと考えておりますので、今後、こども部会だけ

でなく、相談支援部会や自立支援協議会にも、ご意見をうかがう機会があるかと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

今日は、サンプルを１冊しか持ってきてないんですが、次回機会がありましたら、皆さんに、じっく

り見ていただく機会などもつくっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

会長：ありがとうございました。今、サポートファイルを回しておりますので、お目通しいただいて、それ

も含めて何か、ご意見などをあとで承れればと思います。

それでは、次に相談支援部会の報告をお願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：第２回相談支援部会の活動報告をさせていただきます。開催

日は９月 16 日。議題１の計画相談の主旨を利用者に理解していただくための取り組みですが、相談支

援部会は、相談支援の実務者会議と連携して会議をやってるんですけれども、実務者会議の中で出てき

た意見の多くが、利用者さんにサービス等利用計画を説明したり、主旨を理解してもらうことが難しい

ので、どうにかならないかっていう話が１回目の相談支援部会にあがってきました。

それを受けて、事務局から、リーフレットなどの共通の説明用資料を作成するなど、計画相談の主旨

やメリットを新規に計画作成する人をはじめとして、計画を更新する方にも伝えたらどうだろうという

ことで、例を提示していただきました。

また、市川市では相談のガイドラインを相談支援部会で作成しているそうです。このような行政と事

業所が一緒になって考える取り組みを、浦安でも部会等から意見をうかがいながら行えないだろうかと

いう提案もありました。

リーフレットを実際に配っていただいて、意見をいただきました。主な意見としましては、計画をつ

くるメリットとして、「相談支援専門員が計画をつくることで、本人のニーズにかなったサービスの支

給決定を受けることができます」という部分は、希望通りにならないこともあるから、「本人のニーズ

にかなった」ではなくて、「相談しながらつくりましょう」などの表現ではどうかっていうご意見があ

りました。

それから、障がい福祉サービスを知らないために利用してない方のためにも、「障がいサービスとは

何か」から盛り込んで、手帳を持っている方に幅広く配布してはどうかというご意見、読みやすくする

ために、もっと簡単な言葉で文章は短く、漢字にはルビを振るなどというご意見もありました。

今後の方向性ですが、先日行いましたけれど、実務者会議でリーフレットの作成を提案して、相談支

援部会でのご意見を踏まえて内容等を検討するというふうに考えております。

議題の２実務者会議からの提案ですが、第１回実務者会議で、「行政には統一した対応をお願いした
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い」という意見が出てきました。回答が統一されていないというのは、具体的にどういうことなのか、

どういうことを曖昧と感じているのかということを資料にまとめました。

例ですけれども、「万が一の場合に備えての短期入所の支給決定についての考え方」ですとか、「クレ

ームとか、病状などから来る相談支援事業所への不信感により、対応が困難になったケースへの対応を

どうしたらいいか」ですとか。「障がい支援区分の更新は、更新月の前月に行うことはできないか」な

どが、あげられました。

計画相談の際の対応の均一化を図るために、計画相談支援の手引き（事業所用）というのがあるんで

すけれども、そのＱ＆Ａに追記して、第２回実務者会議に提案して検討する旨、事務局から報告があり

ました。これについては、第２回の実務者会議でＱ＆Ａを説明していただきましたが、時間切れのため、

臨時の実務者会議を開催する運びとなっています。

議題の３グループスーパービジョンの活動報告は、個人情報取り扱うため、非公開でおこなっていま

す。個人情報を含むために、協議会当日に概要のみを報告しましたので、資料はございません。

第３回以降の議題としては、実務者会議活動報告、計画作成の指針の活用、グループスーパービジョ

ンの活動報告、委員をはじめ実務者会議、グループスーパービジョン、本人部会等からの意見を集約し

て課題としてあげていく予定です。

少しグループスーパービジョンの活動を報告させていただきます。初回のオリエンテーションを含め

て、現段階で５回おこなっています。検討事例数は、９月までに４事例検討しました。平均参加事業者

数は４事業所で、１回につき平均参加人数は 14 名となっています。事例の詳細は個人情報に関わるこ

となので、この場ではご説明いたしませんけれど、事例から見えた地域課題について、少しご報告した

いと思います。

８月分までの事例検討で見えた地域課題としましては、一つめに居住資源の不足ですとか自立生活を

送る当事者の姿が見えないことから、親亡きあとの生活についてあきらめる、求めないという心理構造

に陥りがちで、障がいのある本人とその家族の親亡きあとの生活のビジョン、イメージの貧困化が生じ

ている。

やはり、実際にモデルになる人たちが少ないということで、高齢化したご両親も「だって、どうせ入

所施設でしょ」、「グループホームはうちの子は入れないでしょ」、「そういう地域でなんか暮らせないで

しょ」、「家でなんか暮らせないでしょ」というような諦めの空気がとてもあるという課題がありました。

２つめに、計画相談の達成率が 95％と伸びており、一定の成果もあがっておりますけれども、計画

相談を担っている相談支援門員は、非常勤職員も多くいらして、１人暮らしの当事者を支援するケース

などは、支援事業によっては、夜間ですとか休日などの緊急対応が生じていることから、組織的な相談

支援専門員のバックアップ体制がなければ、相談支援専門員の個人の生活と仕事の両立は難しい状況に

なるというお話しがありました。

計画相談支援の件数は上がっても、その基盤はまだ弱いなっていう一面もあり、「緊急携帯を持って

るんだけど、それは、勤務カウントにならないんですよね」みたいなリアルな話しがあがっていました。

３番目に。高次脳機能障害の方への支援事例において、手法の共有や積み上げがなされておらず、社

会資源も少ない状況にあり、地域でどのような支援が有効なのか知識と情報の共有が必要という課題で

す。

４番目の課題は、本来ならば、児童相談所の介入が必要だったのではないかと思われる幼少期を過ご

した方の生育歴が、成人になった本人の人格形成に大きく影響していると思われるケースについて、児

童福祉が機能していたのかどうかという投げかけと、サービス利用の希望があってもなかなか定着しな

いという事例。



7

計画相談支援が、本人と相談支援専門員がじっくりと時間をかけて支援をしていく基本相談の要素が

大きい事例もあり、すぐに、サービス利用や計画相談支援という構図に当てはまらない事例もあるとい

うことが、課題の４つめとしてあげられました。

会長：ありがとうございました。では、ただいまの報告につきまして、質問あるいはご意見ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは次に、地域生活支援部会の報告ですが、リーダー、サブリーダーがご欠席ですので、事務局

に報告をお願いしたいと思います。

事務局：第２回地域生活支援部会は、９月 11 日に行われまして、人材不足、ヘルパーの処遇の改善につい

て、グループホーム等の利用にかかるアンケート調査の実施についてが議題でした。

まず、人材不足、処遇の改善についてですが、居宅介護サービス事業所等に勤務するヘルパーさんに

アンケートの調査を行いました。市内の 18事業所すべてに、アンケート調査を実施し、333 通配布し、

148 通を回収しました。

また、居宅介護サービス事業所向けの喀痰吸引等の補助等創設しました。スキルアップの機会として

各種講演会等もおこなっていますが、そういったものが、より活用されるにはどうしたらいいかも含め

てご意見を伺いました。

主な意見としましては、「市内事業所共催で、ヘルパーの指導や教育をしてみてはどうか。」、「喀痰吸

引はとても怖く、リスクの高い仕事。実技指導等のしっかりした研修や、フォローアップ体制がほしい。」、

「お金もそうだけども、そういったフォローなどがヘルパーの定着につながるのでないか。」、「介護保

険の世界では、ケアマネが交流できる連絡協議会があるということなので、障がい福祉版で、居宅介護

のヘルパーの連絡協議会をつくってみてはどうか。出入り自由で、事業所を通さずに出られるような仕

組みがあると、なおよい。」というようなご意見いただきました。

また、「大変な仕事に見合うだけの給料がほしいです」といったヘルパーさんの声が、自由記述の中

でも見られました。こういった意見が出るということに仕事へのプライドを感じたということで、「人

を育てたりするようなお仕事への社会全体の価値観が変わるといいな」といったご意見もありました。

また、扶養控除の問題としまして、主に主婦等の皆さんが隙間時間で働いているところで、時給を上

げてしまうと、扶養控除の範囲でとなると働く時間が少なくなってしまう。こういったところを問題と

し、国へ申し入れが必要だろうという話もありました。

今回は、ヘルパーさんへの直接のアンケートだったんですが、昨年度の地域生活支援部会では、事業

所さんへのアンケートをおこなっています。今回のアンケートとあわせて検討してほしいといったご意

見がありました。

議題２のグループホーム等の利用にかかるアンケート調査の実施。これは、事務局より提案をさせて

いただいたのですが、第１回の地域生活支援部会で、グループホームについて、かなり多くの意見をい

ただきました。その中で「ニーズ調査をしてみてはどうでしょうか」という意見があがりましたから、

今回グループホーム等の利用にかかるアンケート調査を行いたいということを提案させていただきま

した。

あわせて、平成 29 年度末までに地域生活支援拠点を１か所、市で整備するという計画も立てており

ますので、緊急時支援等のニーズについても、あわせて把握できたらと、事務局で提案をさせていただ

きました。

また、グループホームの整備にあたり、これまで４人以上の定員増加を目的とした整備に対し、補助

を交付していましたが、サテライト型のグループホームが出てきましたので、４人未満の定員増加に対

しての補助をできるようにということで、10 月１日より改正を行いました。
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これについての主な意見としまして、グループホームアンケートは障がい者福祉センターの利用者さ

ん百数名に対して行うということで提案させていただいたんですが、市内通所事業所全体にも聞いてほ

しい。あとは、きちんと障がいの状況も盛り込んでほしい、相談支援事業所も情報を持っていると思う

ので、相談支援事業所にもアンケート調査してみてはどうか、グループホームはどういったものなのか

が、あまりわからないので、アンケートをとる際はわかりやすく説明してほしい。これは、本人部会委

員の方からご意見がありました。

第３回以降の議題としましては、居宅介護事業所の人材不足というところで、引き続きヘルパー不足

についてと、地域生活支援拠点について議論していきたいと思っております。

事務局で補足させていただきますが、ヘルパーアンケートの中で、移動支援の単価について見直して

みてはどうかというご意見があがりましたが、現在、市としては変更を行わないという考えでおります

ことを、この場で報告させていただきます。

グループホームのニーズ調査は、住まいについてのアンケートということで、市内事業所のすべての

通所事業所にも聞いてみてはどうかというご意見もいただいたんですが、今回は、モデル的にこのアン

ケート調査を実施させていただきたいということで、障がい者福祉センターの百数名の利用者様に限っ

て行わせていただきまして、今後、次の障がい者福祉計画策定の際のアンケート、これは全数調査です

が、その前にモデル的に実施し、アンケートの内容がわかりやすかったかとか、答えやすかったかとか

をお聞きしながら、実施をさせていただきたいと思います。

会長：ありがとうございました。それでは、ただいまのご報告につきまして、質問やご意見はございますか。

事務局：すいません、ちょっと補足をさせていただきます。移動支援の単価ですが、地域生活支援部会の中

で、単価を見直したほうがいいのではないかという意見もありましたが、今の単価は十分この協議会で

検討してきた単価なので、この単価をそのままにしたほうがいいんではないかという両方の意見があり

ました。その両方の意見を踏まえて、変えないという考えを伝えました。また、それに対してこの場で、

ご意見があれば、お聞きしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

会長：移動支援事業の単価の問題も含めまして、何かご質問等ございますでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：移動支援の単価の変更というのは、どういうところを変更しようと

いう意見が出たんですか。

事務局：浦安市の単価設定は、長時間、入っても単価が一律です。介護保険等では、長時間入った場合に単

価が徐々に下がっていくというような単価設定になっておりまして、長時間入るような場合には、一律

ではなくスライドして下げいくような形にしてはどうかといったところと、夜間や早朝は、事業所が大

変な時間帯なので、加算のようなものがほしいといったご意見をいただきました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：合理的な意見ではないかと思いますけれども。今までの通りでいい

という根拠は、なんですか。

事務局：今までに何回か移動支援の単価を協議会でご検討いただいて、見直してきた時期があります。その

際に他市町村の仕組みですとか、介護保険の給付単価等も見てきましたが、もともと単価を、当時見直

した理由というのが、移動支援を自由に外出するために、余暇支援で使いたいけれども、なかなか支給

決定に見合うだけヘルパーがいないというご意見がありまして、単価を見直しています。

その際にヘルパーが増えるような、事業所が提供していただけるような単価を見ていこうということ

で、当時、介護保険課で市の独自事業で通院ヘルプサービスという、病院内のヘルパー派遣の事業があ

りまして、そちらの単価を使って移動支援も見直そうと。

介護保険の通院サービスのヘルパーの単価は、市内の各事業所さんから、どのくらいの金額があれば

採算が合うんだろうかというようなことも十分調査して決めた単価でしたので、それを活用したという
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経緯があります。

夜間帯等の加算については、事業所さんの請求の手間や市の事務も考えますと、やはり今の単価のほ

うが、請求事務も、やりやすいだろうということで議論してきましたので、今回もそのようなご意見が、

別の委員からはありましたので、見直しをしなくてはいいのではないかと考えています。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ同行援護もかなり複雑な計算になっていますよね。それとの整合性は

どうなっていますか。

事務局：資料を持ってきてないんですけれども、移動支援を利用した場合と、同行援護を利用した場合で、

一定の時間を超えると、単価が逆転していくというようなことになります。手元に資料がないのでわか

らないんですが、確か７時間で。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：最初は、同行援護のほうが高いんですよね。

事務局：そうですね。基準を超えると移動支援のほうが高くなります。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：いろいろなやり方をやると、非常にめんどくさくなる、事業所が大

変になるなということはわかりますけどね、同行援護の問題もあるし、ちょっとまずいなという感じが

しますよね。自己負担とか、その辺は当事者同士で話しあってみた。我々利用者のほうも関係はしてき

ますけれども、あまりにも事務負担が大きくなるっていうのは、やっぱりまずいと思いますね。

会長：ご意見として承りまして、今後の検討に役立てていきたいと思います。ありがとうございます。ほか

にございますか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：グループホームのアンケート調査のことについて、うかがい

たいんですけれども。資料に書いてある主旨として、そもそもグループホームのアンケートをやるのは、

地域生活支援部会でグループホームについての意見がたくさん出て、ニーズ調査をしたらどうかという

意見があって、それに基づいて、事務局が、29 年度の年度末までに実施する地域生活支援拠点の中で

行う緊急時支援等についてのニーズも行政として把握したいのでアンケートをすることに決めました

っていうことが書かれているのかなって思っていますが、結局そのニーズ調査はしなくて、先駆けて障

がい者福祉センターの利用者さん 100 名だけを対象にやるということですが。目的というか主旨は、ど

ういうふうに理解すればよろしいのか、教えていただきたいと。

事務局：具体的な、もっとわかりやすいアンケートがいいだとか、ご意見いただいておりますので、どうい

った項目で、どのようにアンケートをしたらいいのか。それを調べるための、アンケートのためのアン

ケート調査と考えています。

ここでアンケートのニーズ調査をさせていただきまして、来年度、たとえばその全数の郵送調査で、

やりたいということになれば、予算を組ませていただいて、来年度しっかりとした、ニーズ調査をして

いきたいと思っております。

アンケートのためのアンケートということで、今回、障がい者福祉センター１か所でやらせていただ

きました。予算はありませんので、施設の職員の方にご協力いただいて、回収をさせていただきたいと

いうことを考えております。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい、わかりました。ありがとうございます。

会長：ほかにございますか。よろしいでしょうか。では、次の議題に入る前に、本人部会の委員の他の部会

への参加につきまして、事務局からご報告をお願いしたいと思います。

事務局：前回の協議会で、本人部会の委員の皆さんのご意見を、直接部会で発表できないかというご提案を

させていただきました。それを受けまして、権利擁護部会に３名様、地域生活支援部会には５名様の、

本人部会の委員の方のご参加がございました。

本人部会の委員にご参加いただくにあたり、事前に委員さんにお知らせをさせていただいたことが２
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つございます。一つは、こちらの部会には本人部会の委員としてご参加いただくということ。そして、

本人部会の委員の皆様にご意見をうかがいたい課題がある場合には、協議会及び事務局で検討の上、逐

次ご案内させていただくということが一つでした。今回、権利擁護部会で合理的配慮のあり方、地域生

活支援部会でヘルパーの不足について、ご意見をうかがいたいということをお伝えしました。

事前にこの２点をお伝えして、参加を希望する委員の方にご参加いただいた次第でございますが、権

利擁護部会の資料をお送りする際に、「今後の部会への参加は、本人部会の意見を直接聞いたほうがよ

いと部会などで判断した場合に参加を呼びかけます。」ということを確認のためお伝えしました。

これをご覧いただいた本人部会の委員さんから、参加を制限することは権利侵害ではないのかという

意見が、権利擁護部会に寄せられました。自立支援協議会は、協議会があり、各部会それぞれの役割が

あるという組織になっております。それぞれの部会で委員の皆様にご意見を伺っていますので、どこに

でもご参加いただくということではなく、直接意見を聞いたほうがよいと思われる議題があった場合に

お呼びするという方向で、今一度、説明をしたいと考えてはおります。

協議会で、他の委員の皆様のご意見をうかがった上で、11 月に開催される第２回本人部会の委員の

皆様に、再度運用について、周知していきたいと考えております。

会長：ありがとうございました。本人部会委員の参加について、どのように考えるかということも踏まえて、

ご意見をいただければと思いますが、いかがでしょうか。

特に意見がないようであれば、本人部会の意見を直接聞いたほうがよいというふうに部会で判断した

場合に、ご参加をお願いする、呼びかけるというような従来のスタンスでよろしいでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：従来というか、最初に本人部会の委員の皆さんに、なんとお

伝えしたのかが大事なのかと思います。最初に「好きな部会に出ていいですよ」とお伝えしていて、途

中から「議題に沿って出てくださいね」と言ったときに、よくよく本人部会の委員さんたにご理解いた

だくようなやり取りがないと。その場にいなかったんでわからないんですけども、「そういうのは差別

じゃないか」っていうような発言があったと説明があったので、なんでそうなっちゃうのか聞いてよく

わからなかったんですけれども。どうしてそういうふうになったのかご説明いただければいいのかなと

思いますが。

浦安手をつなぐ親の会：権利擁護部会に参加しておりましたけれども、本人部会の方は案内状の書き方が差

別ではないかっていうふうにおっしゃっていたんですけれども。自立支援協議会の構成として、やっぱ

り各部会独立していますよね。事務局からの案内に「権利擁護部会のメンバーでない方を、本人部会だ

からということでお招きしている」ということが書かれていて、それがということらしいんですね。で

すから、ちょっとした食い違いだとは思うんですけれども、これからよく説明すればわかることだとは

思うのですけど。

会長：ありがとうございます。事務局から、もう少し説明をお願いします。

事務局：本人部会の委員さんへの呼びかけなのですが、部会への参加を促す前に「本人部会は、匿名の部会

ですので、他の部会などでは公開の会議になりますが大丈夫ですか」というような問いかけをさせてい

ただきました。そのときは、ほとんどの委員の方から、「大丈夫です、参加させてください」というよ

うな声を頂戴しました。「その後、協議会などで、意見をうかがう体制について決めてから、参加のご

案内をいたします」という説明をさせていただきました。

地域生活支援部会、権利擁護部会の通知をそれぞれ差し上げる時に、「本人部会の委員の皆さんに直

接意見をうかがいたい課題があるときに、部会のご案内をしますので参加を検討してください」という

説明を加えました。

本人部会の委員さんが「差別ではないか」とおっしゃっているのが、権利擁護部会の資料を送付させ
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ていただいたときの、文章だったと思いますので、直接読み上げます。「次回以降の部会及び他の部会

への参加につきましては、部会や事務局で、本人部会の意見を直接うかがうことが必要と判断した場合

にご案内いたします」という文章を入れました。確認の意味で再度通知したのですが、それまで他の部

会に参加いただくときのご案内を明文化したものを示さなかったために、委員の皆様に誤解させてしま

う部分や混乱を招いてしまった部分があるかと思いますので、深くお詫びいたします。

第２回の本人部会で再度、本人部会の皆様に報告し、さらに本人部会と他部委員の皆様のご意見をう

かがって、ご理解とご協力を今後もお願いしたいと考えております。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私も権利擁護部会に出ておりましたので、記憶しておりますが。あ

のとき出た意見は、「事務局が出欠をする権限があるのか」という言い方をしてたと思います。はっき

り申し上げれば、各部会の要請があれば出られるということなら問題がないと思いますので、各部会の

リーダーからの要請があったという形にしておけばよかったんじゃないかなとは思います。

浦安市社会福祉協議会：今あったやり取りと、どうご本人たちにお伝えしたのかという部分が定かでない中

で言うのも難しいのかもしれないんですが、私のところには、部会を開催するときには、すでにご出席

ということでいただいておりますので、部会をやらせていただいたという経緯でございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：これは、リーダーの承認のもとに行わないと、やっぱりまずいと思

いますので、今後もそうしていただければ話は済むと思うんですけれども。事務局が決めるというのは、

やっぱり形の上ではおかしいので、リーダーの承認がないとできないという格好にしておかないといけ

ないと思います。それでないと、本人部会はどこにでも出られるっていうのはちょっと問題なんで、出

ていただかなきゃいかないときは出ていただかなきゃいけないんで、事務局はリーダーとご相談いただ

いて、リーダーに決めていただくということにしておくのが筋だと思います。

会長：リーダーの承認のもとに本人部会に参加を呼びかける、そういう形でよろしいでしょうか。

では、再度、第２回の本人部会で運用について改めて協議会でこのような意見がありましたというこ

とをお伝えしたいと思います。

それでは、次に議題２でございますが、市の事業報告ということで、事務局からお願いします。

事務局：１番目、基幹相談支援センターの委託事業者の公募ということでございますが、協議会の皆様には

仕様に関するアンケートにご協力いただきましてありがとうございます。こちらの仕様等については、

募集要項等の配布を９月 15 日からおこなっておりまして、10 月５日から 10月 15 日まで申し込みを受

け、１次審査、２次審査と経まして、事業者は、11 月中旬ぐらいに決定というスケジュールとなって

おります。

続きまして、総合福祉センターでの避難訓練を説明させていただきます。総合福祉センターは東野に

あり、こども発達センター、身体障がい者福祉センター、児童センター、こども家庭支援センター、社

会福祉協議会といった施設がある複合施設となっております。

９月４日金曜日の 14 時から、総合福祉センターの避難訓練とあわせまして、センターを利用してい

る要援護者の方、視覚障がい者、聴覚障がい者の避難誘導を想定した訓練を行いました。この訓練につ

いては、浦安市視覚障害者協会トパーズクラブ様、浦安市聴覚障害者の会の様にもご協力いただきまし

た。ありがとうございました。

訓練は、まず聴覚に障がいのある方向けにボードを作って、文字で避難訓練のあることをお知らせさ

せていただきました。訓練には、障がい事業課だけではなく、健康福祉部の各課の職員も訓練に参加し

まして、普段介助の経験がない職員も参加しました。視覚障がい者の方９名、聴覚障がい者の方１名、

ご家族の方や介助者の方にもご参加いただいたところです。

続きまして、防災訓練での要援護者対応ですが、９月 27 日に行った防災訓練の中で、避難所運営体
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験、要援護者支援体験、展示ブース、高齢の方や障がいのある方への支援を行いました。こちらの訓練

には、日本福祉用具協会の方にもご協力をいただいたところでございます。

避難所運営体験は、車いすを使った高齢者・肢体不自由者の移動介助体験、体の一部にまひがある高

齢者・肢体不自由者の移動介助体験、視覚に障がいのある方の移動介助体験、聴覚に障がいのある方の

支援の４種類の体験をやらせていただきました。

車いすを使った高齢者・肢体不自由者の移動介助体験でございますが、車いすの押し方等を勉強する

とともに、牽引用具 JINRIKI（ジンリキ）を福祉用具協会さんに持ってきていただきまして、用具を使

った訓練を行いました。この牽引用具は、緊急時にすばやく移動するために、車いすに装着して人力車

のように前輪を上げて引っ張る用具です。車いすによる移動介助の体験ということで、介助者と被介助

者の方の両方を体験するといった形になっておりました。

当日は、朝に雨が降っておりましたので、地面の状態が悪く、車いすをなかなか押しづらかったので

すが、実際の訓練等を想定した、いい訓練だったのではないかと思っております。

続きまして、体の一部にまひがある高齢者・肢体不自由者の移動介助体験は、ペアを組んでいただき

まして、お１人の方に、足を固定する補装具をつけて杖をついていただき、足の一部にまひがある方の

移動介助の体験を交互に行いました。こちらについても介助者と被介助者の方の両方を体験するといっ

た形になっておりました。

視覚に障がいのある方の移動介助体験もペアを組んでいただきまして、お１人の方にアイマスクをつ

けて白杖を持っていただき、視覚に障がいのある方とのコミュニケーション及び介助体験をおこないま

した。

聴覚に障がいがある方の支援は、聴覚に障がいのある方に情報提供や誘導をするときの方法や、諸注

意の解説を行い、メモ等によるコミュニケーションの方法についても解説させていただきました。パネ

ル等を使いまして絵を用いて説明させていただきました。

当日は、天気はだいぶ悪かったんですが、それなりに多くの方にご参加いただきました。

展示ブースは、高齢のある方や障がいの方への支援ということで、福祉機器や災害時の要援護者支援

体制等のパネル展示を行いました。福祉用具協会さんに折り畳みのできるベッドや折り畳みのできる車

いす、折り畳みのできるストレッチャーのようなベッド等の福祉機器の展示や要援護者への支援のパネ

ル展示等をおこなったところでございます。

また、参考事例ということで、障がい者支援用のバンダナ、埼玉県の志木市さんがつくっているバン

ダナについてご紹介させていただきます。四方に「耳が聞こえません」、「避難に支援が必要です」、「目

が不自由です」、「体が、が不自由です」と書いてありまして、「目が不自由です」の部分にタグがつい

ておりまして、どこに「目が不自由です」の文字が書いてあるかわかるようにしているという工夫もさ

れています。肩等に羽織って支援が必要な状態であることを明確にするために作成されています。

現在、浦安市でも県に補助金の申請をしておりまして、このようなものを作成することができないか

検討しております。その際には、団体の皆様にお話し等をうかがいながら、検討していければと考えて

おるところでございます。

続きまして、障がい福祉サービス事業者の合同説明会ですが、６月 16 日の火曜日に市民プラザで行

いました。当日はですね、中ホールで事業者様のプレゼンテーションを、大ホールで事業者さんの個別

ブースや展示等をおこないました。アンケートを参加した事業者さん向けにおこない、集計させていた

だいたものがお手持ちの資料です。

次に、喀痰吸引等の研修費等の補助事業ということで、こちらも何回かご説明させていただいたと思

いますが、喀痰吸引等を必要とする在宅の障がい者や障がい児等の日常生活を支援するための補助金等
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を交付するといった事業をおこなっております。

次に、講演会「発達障がいのこどもの行動理解とソーシャルスキルトレーニング」を７月 16 日に「そ

らいろルーム」の中島理事長をお招きいたしまして行いました。96名の方にご参加いただきました。

私のほうからのご説明としては以上になります。続きまして、施設係から説明させていただきます。

事務局：障がい者グループホーム施設整備費補助金交付要網等一部改正ですが、市ではグループホームの定

員がちょっと不足しているだろうというところを課題としまして、整備補助を創設して緊急的に整備を

おこなっているところです。

27 年９月現在で、今川、富士見、北栄、そして今回、猫実地区に整備できまして、現在グループホ

ームの定員は 46 名となっております。障がい者福祉計画の目標値では、平成 29 年度末までに利用者

100 名を目指し整備するとなっておりまして、引き続き倍ぐらいの定員を整備していくということが課

題になっています。

これまで４人以上の定員増加を目的としたものに対して補助を出しておりましたが、サテライトとい

うこともありますので、今回の補助要綱の改正で４人未満であっても補助金を交付できるようにしまし

た。新規の建物所有権による設置の場合は補助限度額 1000 万円、貸借権による設置の場合は 463 万円

というところを単純に、その数で除した数という改正をしました。10 月１日に改正しましたので、今

後のお申し込みについては、改正後の内容で対応させていただきたいと思います。

グループホームの空床補償ですが、事業所さんからは「運営面厳しいです」というお話し等もいただ

いていますので、空床補償ですとか、消防法が改正に伴いまして消防設備、スプリンクラー等の設置の

必要が生じてきていますので、そういったところの設備面をサポートできるような制度の整備をしてい

く予定をしております。

続きまして、知的障がい者緊急時支援事業ですが、10 月１日にスタートしました制度です。概要と

しましては、知的障がいのある方で区分は４以上、プラス、行動障がいをお持ちの方を主な対象に、緊

急の通報を受けた場合に、ご自宅に支援員を派遣して、見守や関係機関との連携等を図ることによって、

ご家族等に安心してもらうということで実施しております。

平日は、日中は通所施設に通われているというところもありまして、夕方６時から翌朝の８時まで、

土日休日については 24 時間体制で緊急時派遣をするという内容になっております。現在、４名のご登

録があります。

次にグループホーム猫実の整備事業ですが、運営事業者さんは、社会福祉法人南台五光福祉協会さん、

場所は、市役所の裏側あたりの旧第３教職員住宅を改修しておこなっております。９月１日に開所して、

現在の入居者は５名。５人定員ですのですべて埋まっております。入居者は、ご家族の状況や介護力等

を考慮しまして選定をさせていただきました。

続きまして障害者差別解消法施行に向けた取り組みというところでは、権利擁護部会等で合理的配慮

について等、ご意見をいただきながら進めてまいりまして、10 月に管理職研修ということで、市役所

の課長補佐級の職員対象に研修を行う予定です。また、11 月には、課長級以上の職員対象に研修を行

います。内閣府のモデル事業も受けておりますので、11 月にはその第１回の検討会をおこない、権利

擁護部会等でも引き続き差別解消法をテーマとして掲げていきたいと思っています。

また、12 月５日に障害者差別解消法の周知も兼ねたイベントを行います。ちょっとご意見はなかっ

たんですが、このイベントの中で、こういったことを盛り込んではどうだとかっていうところ、ご意見

ありましたら、ぜひ、この会のあとでもいただければなと思いますので、よろしくお願いします。

今年度中には、浦安市の職員向けの対応要領を作成し、案の段階で、権利擁護部会やモデル事業の会

議で委員の皆さんに、対応要領案をお示しし、ご意見等いただいていきたいと思っております。
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会長：ありがとうございました。何かご質問あるいは、ここを確認したいっていうような事項は、あります

か。

浦安市社会福祉協議会：最初にもお願いをしたんですが、この差別解消法施行 に向けて、12 月の５日に

イベントの企画をしています。できるだけ早い段階で、ご案内をさせていただいて、多くの方に、ご参

加いただければと思っておりますので、委員の皆様、ご協力方々よろしくお願いいたします。

会長：ありがとうございました。12 月５日のイベントへのご協力の呼びかけでございます。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。ほかにございますか。

介護給付費等の支給に関する審査会：防災訓練の要援護者対応ですけれども、いわゆる障がいの中で、身体

障がい者の方の中心にされた要援護者対応だったと思いますが、知的の方だとかの対策と対応を考えて

いらっしゃらなかったのかなということと、たとえば、手をつなぐ親の会や自閉症協会などにご意見な

どをうかがわなかったのかなということをおうかがいしたいんですけれど。

事務局：市の防災訓練では、社会福祉協議会さんでは今まで体験とかされておりましたけれど、要援護者支

援を障がい事業課・高齢者支援課・介護保険課３課合同で実施するのは初めての試みになっております。

また、準備期間も短く、初回ということで大変時間も限られており、コンパクトな開催とはなってしま

いましたが、次回以降については、ほかの訓練との調整も必要となりますけれど、団体さんや自立支援

協議会の委員さんに意見をうかがい、もう少しパワーアップした形で開催することも考えております。

今回は試験的にやらしていただきましたけれど、この結果を踏まえまして、次回以降、障がい事業課と

しては拡大したいと考えております。

会長：はい、ほかにございますか。今、志木市のバンダナを回していただいておりますが。

浦安手をつなぐ親の会：要援護者の登録をしたと思うんですが、それを各自治会におろすということでした

が、どうなっているんですか。たとえば反応のあった自治会とかが、どのぐらいあるのか。全然進んで

ないのか。ちょっとおうかがいしたいと思います。

事務局：名簿は、自治会さんのに配布ということになっているんですが、実は、「もらっても、正直どうや

って活用したらいいかはわからない」とか、「受け取ることが重い」というか、大変だと感じられるっ

ていうところが、リアルなお声としてはあります。要援護者対策を進めたいと、市に積極的に聞きにい

らっしゃるような自治会さんもあります。

というところで、名簿の配布も、すべての自治会さんにお配りできてはいないという状況があります

ので。その先となりますと、なかなか進んでいないというのが現状です。

浦安手をつなぐ親の会：やっぱり、その場になってみると、自分の身をまず守るっていうのが一番になって

しまって、要援護者を助けるっていうのは、その次になると思うんですよね。ですから、要援護者も、

ある程度自分たちで自助努力をして、そのあと落ち着いてから助けを求めるっていう形になっていくん

ではないかなと私は思っているんですが。障がい者団体のほうでも、よくそういうところを話し合って、

煮詰めていかなくてはいけないんではないかなと思っています。

会長：貴重なご意見として、承ります。ほかございますか。よろしいでしょうか。それでは、本日用意しま

した議題は、これですべて終了ということになります。このほかに委員の皆様、あるいは、また、事務

局から報告事項、あるいは連絡事項、ご案内等はございますか。

浦安手をつなぐ親の会：障がい福祉課にお願いですが、いわゆる介護保険適応の年齢、40 歳というのがき

まして、結局いらなかったっていうことで、南台五光がやっている５市の施設は、両方ともたぶん介護

保険がいらない施設だと思うんですね。聞きましたら、なんにもこちらから申請しなくても、自動的に

やってくれるのは市川市だけらしいんです。ほかの４市は、こちらから申請しないとやってくれないと
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いうことで。やまぶき園では、今までの方はやっていたけれども、係がかわってミスが出てしまって、

慌てて申請したっていうことがあると思うんですね。

ですから、施設に入っていて 40 歳に該当する人っていうのは、そんなにいないと思うんです。ちょっ

と声かけなりしていただけたらなという、親の甘えかもしれませんけれど思っております。知らないこ

とがやっぱり多いと思うんで、ちょっと一言言ってくだされば。

もう一つ、障害者年金をもらうときに精神科の診断書がいると思うんです。軽い人は割と普段からか

かっていないので、かかりつけのお医者様っていうのがいないわけですね。ある人が電話して診察は受

けてくれたので、わざわざ休んで行ったら「診られない」っていう答えがかえってきたっていうことが

ありました。行って初めて診るとか、間が空いているその期間は診られないから、何回も来てください

っていうことで、たぶん断ったんだと思うんですね。それならば、仕事を休んでわざわざ行ったのに断

られたっていうことで、市でも、精神科のお医者さんのリストがあると思うんですね。ですからそれを

周知して、徹底していただければ、障がい者がわざわざ休んで、また行って、戻ってくるっていうこと

がないように、ちょっと気をつけていただきたいなと思っています。

会長：議事録等に残して、控えておきます。ありがとうございました。ほかに連絡事項等よろしいでしょう

か。それでは次回の、協議会等についてご連絡お願いいたします。

事務局：次回、第４回協議会は 11 月 19 日に開催予定となっております。また、今回の会議につきましては、

議会の関係上日程をずらし、ご迷惑かけて申し訳ございませんでした。

また、お手元にございます救急メディカルカードは、９月 27 日の防災訓練でも配布させていただき

ましたが、ご本人の障がいの状況や、ご本人自身の情報などを、書いていただき、常に持っていただく、

こともできますし、今どこが痛い、どこが苦しいなどを、絵を指さして伝えられるようなカードになっ

ております。障がいのある方や、高齢者の方を中心に、幅広く配布しております。ご所属の団体さんで、

もし使いたいという人がいる場合には、お持ち帰りいただければと思います。どうぞよろしくお願いい

たします。

会長：ありがとうございました。それでは、これをもちまして、第３回浦安市自立支援協議会は終了とした

いと思います。本日はお忙しい中、ご出席いただきましてありがとうございました。



平成 27 年 10 月２日（金）

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（平成 27 年度第３回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

（２）市の事業の報告

（３）その他

３．閉会
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議題２資料 市の事業の報告

１．基幹相談支援センター委託事業者の公募

選定スケジュール

募集要項等の配布 平成 27 年 9 月 15 日（火）から平成 27 年９月 30 日（水）

質問事項の受付 平成 27 年 9 月 24 日（木）から平成 27 年９月 30 日（木）

質問事項の回答 平成 27 年 10 月１日（木）

申込書の受付 平成 27 年 10 月５日（月）から平成 27 年 10 月 15 日（木）

第１次審査

＊事務局による書類審査
平成 27 年 10 月中旬

第２次審査

＊選定委員会による書類・

ヒアリング審査

平成 27 年 11 月上旬

事業者の決定 平成 27 年 11 月中旬

事業開始 平成 28 年４月１日

２．総合福祉センターでの避難訓練

（１）日時

９月４日（金）14 時～15 時 実施

（２）訓練内容

総合福祉センターを利用している要援護者（視覚障がい者・聴覚障がい者）

の避難誘導を想定した訓練を行った。今回は健康福祉部各課の職員にも協力を

依頼し、訓練に参加してもらった。

（３）参加者

視覚障がい者９名参加

聴覚障がい者１名参加

その他、ご家族や介助者も参加。

３．防災訓練での要援護者対応

9 月 27 日（日）の浦安市総合防災訓練にて、「避難所運営体験（要援護者支援体験）」

と展示「高齢の方や障がいのある方への支援」を行う。

「避難所運営体験」では、自治会の方を対象に、車いすを使った高齢者・肢体不自

由者の移動介助体験や、聴覚及び視覚に障がいのある方の介助・支援の体験など、要

援護者の支援体験を実施。展示では、福祉用具の展示と福祉パネル展（要援護者の状

況・福祉避難所の設置状況・要援護者への支援 等）を行う。

詳細は、協議会当日に報告する。
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４．障がい福祉サービス事業者合同説明会 参加事業者アンケート集計結果

（１）概要

① 日時 6 月１６日（火） 午前 10 時～12 時 30 分

② 会場 市民プラザＷａｖｅ１０１ 大ホール・中ホール

③ 内容

事業者プレゼンテーション １５事業者参加

事業者個別ブース（利用相談対応等） ２０事業者参加

福祉施設による販売 ６事業者参加

展示・配布

（事業者一覧、サポートファイル、当事者団体・関係機関パンフレット、

救急メディカルカード 等）

④ 来場者

中ホール（プレゼンテーション） 約 80 人

大ホール（個別ブース・販売・展示等） 約 120 人

（２）アンケート集計結果

① 参加の目的（複数回答可）

新規利用者の獲得 事業の周知 他事業者との情報交換

８ １１ ７

② ①の目的達成状況

達成できた ある程度達成できた 達成できなかった

２ ７ ２

達成状況

事業所の周知はできたが、新規獲得には至っていない ２

事業所の周知、利用者との会話、他事業所との名刺交換

障がい福祉サービス以外のフードやキャンペーンのパンフレットも渡せた

準備不足だったので来年参加するなら視覚的なものを用意したい

③ 個別ブースへの来場者

個別ブース毎の来場延べ人数 延１１１人

④ 開催時期

開催時期 理由

５・１０・１月 １ 夏休み等の長期休暇前ならば、休み中にお子さ

んに何をさせたいかを伺って、提案できる。

秋頃 １ 来年度の予定がある程度決まっている

希望・提案なし １０
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⑤ 開催曜日

平日 土曜日 日曜日 いつでも

７ １ ０ ４

⑥ 開催時間（今年度：２時間半）

ちょうどよい ２時間 わからない

１０ １ １

⑦ 開催時間帯（今年度：10 時～12 時）

ちょうどよい その他

１２ ０

⑧ 会場

広

さ

ちょうどよい 狭かった

１２ １（プレゼン会場）

場

所

希望場所 理由

ＷＡＶＥ１０１ バス等のアクセスがよいため

⑨ 次年度に開催する場合は、参加を希望しますか。

希望する 現時点では何ともいえない 希望しない

７ ５ ０

意見・要望の概要、複数回答は取りまとめ

・他事業所と情報交換をすることができた。

・利用を検討している方とお話しができた。

・説明会の周知が必要。

・プレゼンの時間帯は、個別ブースにほとんど来場者がなかった。その時間帯

を他事業所との交流の時間として設定すれば有効な時間になったと思う。

・福祉機器などの展示があるといい（利用者のご家族の希望）

・平日より土曜日のほうが来場者が増えると思う。

・保護者はどんな情報が欲しいのか保護者にアンケートをした方がよいと思う。

・相談支援専門員、居宅介護事業所のケアマネ、特別支援学校の先生方、事業

所を利用していない方やその保護者の来所されるように企画してほしい。

・プレゼンは必要なのか疑問。パワーポイントのプレゼンは効果があると思う

が、作成できる事業所は少ないと思う。プレゼンの不慣れな事業所に配慮し

てほしい。

・特別支援学校の先生やケアマネ、相談支援専門員は事業所ブースに来ていた

でしょうか。



4

５．喀痰吸引等研修費等補助金事業

（１）概要

喀痰吸引等を必要とする在宅の障がい者又は障がい児の日常生活を支援するため、居

宅介護事業者に対し、当該従業員の喀痰吸引等研修の受講に要する経費等の一部につい

て、補助金を交付する。

（２）実施時期

平成 27 年 6 月 23 日

（３）補助金の額

補助金の額は、禅定に規定する経費のうち、実際に要した費用の額とする。ただし、

研修を受講する第３条に規定する従業員１人当たり 50,000 円を限度とする。

６．発達障がい者講演会の開催

（１）概要

① 日時 7 月１６日（木） 午前 10 時～12 時

② 会場 文化会館大会議室

③ 内容 「発達障がいのこどもの行動理解とソーシャルスキルトレーニング」

④ 来場者 全参加者 96 人（内事業所 23 人）



5

７．障がい者グループホーム施設整備費補助金交付要綱等の一部改正について

（１）概要

現行の取扱いでは、グループホームの整備にあたり、４人以上の定員増加を目的とし

た既存施設の整備に対し、補助金が交付されるが、サテライト型グループホーム等の４

人未満の定員増加を目的とした既存施設の整備に対しては、補助対象外となっている。

このようなことから、実態に即し、４人未満の定員増加を目的とした既存施設の整備

についても補助対象とするものです。

（２）改正時期

平成２７年１０月１日

（３）補助額

＜現行＞

区分 補助対象経費 補助限度額

建物の所有権による設置 １ 定員を４人以上とするグループホー

ムの新設又は４人以上の定員増加を目

的とした既存施設の整備に当たり、グ

ループホームの入居者が居住するため

に必要な工事に要する経費

２ 定員を４人以上とするグループホー

ムの新設に当たり、グループホームの

入居者が居住するために必要な建物を

売買により取得する経費

10,000,000円

建物の貸借権による設置 １ 定員を４人以上とするグループホー

ムの新設又は４人以上の定員増加を目

的とした既存施設の整備に当たり、グ

ループホームの入居者が居住するため

に必要な工事に要する経費

２ ４人以上の定員を確保するための建

物の賃貸借契約に基づき支払う敷金、

礼金及び仲介手数料

4,630,000円
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＜改正案＞

区分 補助対象経費 補助限度額

建物の所有権による設置 １ グループホームの利用定員（以

下「利用定員」という。）を４人以

上とするグループホームの新設又

は４人以上の利用定員の増加を目

的とした既存施設の整備に当た

り、グループホームの入居者が居

住するために必要な工事に要する

経費

２ 利用定員を４人以上とするグル

ープホームの新設又は４人以上の

利用定員の増加を目的とした既存

施設の整備に当たり、グループホ

ームの入居者が居住するために必

要な建物を売買により取得する経

費

10,000,000円

１ ４人未満の利用定員の増加を目

的とした既存施設の整備に当た

り、グループホームの入居者が居

住するために必要な工事に要する

経費

２ ４人未満の利用定員の増加を目

的とした既存施設の整備に当た

り、グループホームの入居者が居

住するために必要な建物を売買に

より取得する経費

2,500,000円に当該

利用定員の増加の数

を乗じて得た額

建物の貸借権による設置 １ 利用定員を４人以上とするグル

ープホームの新設又は４人以上の

利用定員の増加を目的とした既存

施設の整備に当たり、グループホ

ームの入居者が居住するために必

要な工事に要する経費

２ 利用定員を４人以上とするグル

ープホームの新設又は４人以上の

利用定員の増加を目的とした既存

施設の整備に当たり、建物の賃貸

借契約に基づき支払う敷金、礼金

及び仲介手数料

4,630,000円
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１ ４人未満の利用定員の増加を目

的とした既存施設の整備に当た

り、グループホームの入居者が居

住するために必要な工事に要する

経費

２ ４人未満の利用定員の増加を目

的とした既存施設の整備に当た

り、建物の賃貸借契約に基づき支

払う敷金、礼金及び仲介手数料

1,157,500円に当該

利用定員の増加の数

を乗じて得た額

８．知的障がい者緊急時支援事業

（１）概要

知的障がい者に対し、緊急の通報を受けた場合に、その者の居宅に支援員を派遣し、

見守り及び各関係機関との連携を図ることにより、知的障がい者が安全に自立した日常

生活を営むことができるようにし、もって知的障がい者の福祉の増進を図ることを目的

とする。

（２）実施時期

平成２７年１０月１日

９．グループホーム猫実の整備事業

（１）事業概要

運営事業者 社会福祉法人 南台五光福祉協会

住所 浦安市猫実１－７－７

（２）開所日

平成 27 年 9 月１日

（３）入居定員

５名
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１０．障害者差別解消法に向けた取り組み

（１）法施行までのスケジュール

６月 ・自立支援協議会権利擁護部会

７月

８月 ・庁内合理的配慮等の事例収集

９月 ・自立支援協議会権利擁護部会

10 月 ・障がい者差別解消法研修（市職員（課長補佐）対象）（15 日）

11 月 ・障がい者差別解消法研修（市職員（課長級以上）対象）（11 日）

・障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会

・自立支援協議会権利擁護部会

12 月 ・障害者週間記念イベント（障がい者差別解消法周知）（5 日）

1 月 ・障がい者差別解消法研修（市職員（係長・担当）対象）

2 月 ・障がい者差別解消支援地域協議会の在り方検討会

・自立支援協議会権利擁護部会

3 月 ・「障がい者差別対応要領・対応指針」の完成

（２）今年度の方向性

① 対応要領・対応指針の作成

② 合理的配慮事例収集・共有

③ 啓発・広報

④ 相談の類型化、受付後のフローチャート、相談を繋ぐ機関等の検討・作成


