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平成 27 年度第５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 28年 1月 28 日（木） 13:30～15:00

２．開催場所 健康センター第 2 会議室・地域連携室

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、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人サンワーク、

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）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（２）障がい者福祉計画の「重点的な取り組み」の経過報告

（３）その他

５．資料

（１）議題１資料 障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（２）議題２資料 障がい者福祉計画の「重点的な取り組み」の経過報告

６．議事

事務局：それでは、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５回浦

安市自立支援協議会を開催いたします。本日はお忙しい中ご出席くださいましてありがとうございます。

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

自立支援協議会および部会は、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。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。当協議会におきましては聴覚に障がいのある方、

視覚に障がいのある方が委員として参加されております。ご発言の際はゆっくりお話しくださるようお

願いいたします。進行が速いようでしたら、恐れ入りますが手話通訳の方より挙手をお願いいたします。

また、議事の記録およ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
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ます。

それでは、今後の進行につきましては会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

会長：さっそく議事進行を進めさせていただきます。議題１が障害者差別解消法施行に向けた取り組み、２

番目に障がい者福祉計画の重点的な取り組みの経過報告。それから、その他ということで議題が３つご

ざいます。部会の活動報告そのものは先日の合同部会でおこなっておりますので、この第５回の浦安市

自立支援協議会では行いません。

それでは、議題に入らせていただきます。はじめに、障害者差別解消法施行に向けた取り組みの報告

を事務局にお願いいたします。

事務局：障害者差別解消法に向けた取り組みを事前に皆さまに郵送させていただいた資料をもとに、報告さ

せていただきます。

浦安市では内閣府のモデル事業を受託いたしまして、会議を重ねてまいりました。また、これまでの、

虐待防止センターを中心とした、虐待対応の取り組みと障がいや障がいのある方への、偏見、誤解、理

解不足などから生じる差別の解消や虐待を防止する取り組みは一体的に行われることが効果的ではな

いのかという意見を頂戴いたしました。

もともと平成 26 年度から、高齢者と障がい者の虐待防止対策協議会は、一体化をしておりまして、

このたび、差別の解消もこちらの虐待防止の機能に統合されることになりました。

高齢者虐待防止や、差別解消などを一体的に取り組むメリットといたしましては、高齢者虐待防止と

障がい者虐待防止は、スキーム、取り組みの方法が似ているということ。原則どちらも、市町村での対

応となっております。

また、障がい者手帳をお持ちの方のうち、60 歳以上の方が過半数を占めている、高齢の障がい者の

方が増加しているという、現状がございます。

また、認知症の施策では、すでに先行して認知症の高齢者に対する偏見や誤解や理解不足を解消する

取り組みがなされておりますので、こちらの取り組みをモデルにして、障がい者への差別や合理的配慮

などの取り組みにも取り入れていこうと考えました。

これらの現状や会議での意見を踏まえまして、障がいを理由とする差別の解消を推進する取り組みは

高齢者の虐待防止や認知症施策などと連携しながら進めることが効果的であるという結論に達しまし

た。

このたび、浦安市では条例を制定することになりました。先ほどの差別と虐待の取り組みを一体的に

行うことが効果的であるということと、高齢者の虐待防止と連携することが効果的であることを踏まえ、

これらのことを市の施策としてはっきりと位置づけるために、浦安市障がいを理由とする差別の解消の

推進に関する条例を制定することになりました。

その条例案の概要ですが、目的と定義から始まりまして、基本理念、市の責務、市民および事業者の

役割、市における障がいを利用とする差別の禁止、事業者における障がいを理由とする差別の禁止、障

がい者差別解消推進計画、差別や配慮に関する状況の公表、そして職員の対応要領について。相談およ

び紛争の防止等のための体制の整備について。広報活動、啓発活動について。差別の解消に関する協議

会の設置について、これらのことを条例案に盛り込んでおります。パブリックコメントも行いまして、

終了いたしました。

相談の窓口と支援体制については現在の虐待防止センターのフローを活用することとなりました。今

まで虐待防止センターが、中心となりまして対応していたのですが、この虐待防止センターが平成 28

年４月から、浦安市障がい者権利擁護センターとなります。センターでは、差別や配慮の相談や虐待の

通報、届け出を受理いたします。ご家族や支援者、またはご本人、相談支援事業所、民生委員さん、い
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ろいろなところからの相談や届け出に対しまして、虐待の場合と同じようにコアメンバー会議を招集い

たします。

そこで差別や配慮、虐待の有無の判断。そして、関係機関の情報共有、そして緊急性の判断。また、

事実確認の方法についてこちらのコアメンバー会議で検討いたします。その際、千葉県の広域専門指導

員と連携するとともに助言を受けます。また、市内の事業所や相談窓口とも連携をとってまいります。

困難ケースなどは、浦安市障がい者差別解消支援地域協議会にかけまして、対応を検討いたします。

また、浦安市の障がい者差別支援地域協議会の連携、助言機関としては、千葉県の障害者差別解消支援

地域協議会と連携を図ります。

イメージとしては、現行の虐待防止センターに、合理的配慮や差別の解消の機能がつき、障がい者権

利擁護センターになるというイメージになります。

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、何かご質問あるいはご意見は

ございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：事業者、相手側ですけれども、くくりはどの辺までなのかということ

と。それと、私は以前、広域専門指導員をしていたので、いろいろな相談を受けていたところで、たと

えば、病院に精神のほうで入院してらっしゃって、状態が悪くなって入院されたっていうことなんです

が、退院するときに、ご近所の方がここに戻ってきてもらったら困ると。

それまでいろいろとご近所とトラブルがありまして、地域に住めないというか、アパートに、自分の

家に戻れないっていうような形になったときに調整活動みたいに入ったんですけれども。たとえば、意

外と多いのが、事業者とかは、割と調整活動をしやすいんですよ。ある意味、流れが決まっていますか

らね。ただ、民間の方だとか、一般のお店とかってありますよね。個人のお店とか、そういうところで

もいろいろあるわけですよ。だからそういうときになったときに日常生活のところでは、非常になんか

逆に毎日の生活のことなので、非常にご本人は息苦しく感じるところもあると思うんですね。

そういう部分のところの対応はここに入るのか、事業者というのは、ある意味公的な、たとえば障が

い者施設という意味での事業者だとか。病院やなんかは事業所に入るのかだとか。その辺のくくりと、

民間の対応は、ここに入るのかという２点、うかがいたいんですけれど。

事務局：まず事業者の定義なんですが、差別解消法に規定している事業者を想定しております。たとえば、

民間事業者。あと個人の商店と、差別解消法で言っている事業者ですね。こちらを想定して市で調整を

するというのを想定しました。

また個人については、差別解消法については、規定というか個人の差別についてはなんら規定してお

りませんので、ここでは、企業だけというようなことで限定させていただいております。

会長：民間企業に個人商店が入るという理解でございますが、よろしいでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。個人っていうのは一個人じゃなくて、たとえば地域の

自治会とかってありますよね。そういう部分は、たとえば自治会全体でというかその辺のところで、た

とえばマンションの管理組合とかっていうのもそうですけれども、ご近所でトラブルがあって困るから

退院してきてもらっては困るとかっていうそういう意見が、総意として出てきたときにはそれは個人に

なるんでしょうかね。自治会とか管理組合とか。

事務局：今の問題なんですが、すごく微妙でして、国が示されてるのは、個々のケースで判断するようにと

いうことで確か指示があったと思いますので、ケースバイケースで判断していかなくちゃいけないのか

なということで考えております。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：条例の８条に関してご質問なんですけども、障がい者差別解消推進計画。これ

もうあるものでしょうか。それとも、これからつくるものでしょうか。
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事務局：今ある福祉計画にのっとった計画を想定しております。

会長：福祉計画にのっとって、同じように推進していくということになると思います。ほかにご質問等ござ

いますでしょうか。それでは、第２の議題のほうに行かせていただきます。障がい者福祉計画の重点的

な取り組みの経過報告ということで、事務局からお願いします。

事務局：障がい者福祉計画の重点的な取り組みの経過報告について説明させていただきます。

浦安市障がい者福祉計画では、浦安市の障がい者施策の基本となるもので、市が取り組むべくこととそ

の考え方をしめしています。平成 27 年度から 29年度は、自己決定を尊重したサービスの提供。ライフ

ステージを通じた支援の推進。就労の促進。安心・安全に暮らせるまちづくりの推進。差別の解消と合

理的配慮。この５つの重点的な取り組みをすることとしています。

本日は、この、５つの取り組みに沿って、ご説明させていただきます。まず、重点的な取り組み１。

自己決定を尊重したサービスの提供。こちらは障がいのある人が自由にサービスを選択できることを基

本に考えたサービス等利用計画の充実を推進し、サービスの質や量の充実に努めるというものです。

取り組みの方向性としましては、日中活動の場の充実。こちらは東野地区再整備、３年ごとの施設整

備、医療的ケアなどがあたります。もう１点は、住まいの場の充実。こちらは、グループホーム定員

100 人の目標。あとは地域生活支援拠点の整備があげられます。第４回でもご報告しましたが、、浦安

市ではグループホームが不足しておりまして、障がい者福祉計画では、平成 29 年度までに定員 100 人

を目標としているところです。

続きまして具体的な取り組みとして、（１）施設整備。こちらは平成 27 年９月に猫実の旧第３教職員

住宅の跡地を改修しまして、社会福祉法人南台五光福祉協会により、定員５名のグループホームが開所

いたしました。

次に平成 28 年２月に社会福祉法人なゆたにより、堀江６丁目に生活介護６人こちらを開所する予定

です。

また、今後の整備予定としましては、平成 30 年頃、入船北小学校跡地の活用。そらいろルームと基

幹相談支援センターが決定しています。

平成 31 年４月頃の予定で、東野地区にグループホーム、短期入所施設を併設した地域生活支援拠点

を整備となっています。施設整備の予定につきましては、またのちほどご説明させていただきます。

次の重点的な取り組み（２）基幹相談支援センター。平成 28 年から 30 年度の運営事業者を公募しま

して、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともを選定したところでございます。

公募の前に基幹相談支援センターの業務内容を検討するため、業務時間・職員体制・業務内容等の現

在の仕様。基幹相談支援センターに求める機能についてアンケートを実施いたしました。アンケートの

対象者としましては、自立支援協議会の委員さん。浦安市内に事業所のある障がい者総合支援法に規定

する障がい福祉サービスを提供する事業者等で、合計 46 件のご回答をいただきました。

仕様についてはおおむね現在と同様とする回答が多かったんですけれども、その中でも仕様の変更を

求める意見が多かった内容を踏まえて委託内容の変更をいたしました。

変更点としましては、１つ目に自立支援協議会事務局業務の削除。ご意見としては、事務局だと市と

立場を同一にするので、相談支援の中核として民間事業者の立場からも市へ地域の課題を提言していく

ほうがよいという意見がありました。

２つ目の変更内容としましては、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

委託していましたが、相談支援事業所が、基幹相談支援センター以外に９事業所となりましたことから、

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へ計画相談業務を引き継ぎ、基幹相

談支援センター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という
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ふうに変更いたしました。

ご意見としては、困難事例を中心におこなってほしい。90 パーセントの達成率になったので、相談

事例の内容に応じて基幹相談支援センターと民間相談支援事業所との連携を深めたほうがよいという

ような意見が出されました。

続きまして、具体的な取り組みとして、（３）計画相談支援推進事業補助金。計画相談支援および障

がい児相談支援の円滑な実施を促進することを目的に、相談支援事業所に対しサービス等利用計画作成

などを担う、そ、相談支援専門員の人権費の一部について補助金を交付しています。

一法人あたりの相談支援専門員は常勤換算で２人までを補助対象とし、相談支援専門員１人あたり、

40 人以上のサービス等利用計画作成およびモニタリングを基本とします。実績としましては、平成 26

年度に４事業所相談員５人分。平成 27 年度は６事業所相談員７人分の見込みとなっております。現在、

市直営、指定管理施設、そして市外の補助事業所合わせた相談支援事業所数が 10か所となっています。

重点的な取り組み（４）重度障がい者支援事業所運営費補助金。重度障がい者に対する障がい福祉サ

ービスを行う事業所の円滑な運営を促進することにより、重度障がい者への支援の充実と質の向上をは

かるため、生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・グループホームの福祉サー

ビスを行う事業者に対し、その運営経費の一部について補助金を交付しています。実績としましては、

平成 26 年度に４事業所 11 人分。平成 27 年度は６事業所 19人分の見込みとなっております。

具体的な取り組み（５）知的障がい者緊急時支援事業。平成 27年 10 月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、知的障がい者に対し緊急の通報を受けた場合に、その方の

自宅に支援員を派遣し、見守りおよび各関係機関の連携をはかっています。現在の登録者は５名となっ

ています。

次に重点的取り組み２ライフステージを通じた支援の推進。ひとり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浦安を活用して、乳幼児期から成人期までのライフステージに

対応した支援体制を推進しています。

具体的な取り組みとしまして、（１）サポートファイルの見直し。サポートファイルとは、第３回の

こども部会報告で少しご紹介しましたが、支援や配慮を必要とするお子さんが乳幼児期から成人期まで

のライフステージで途切れることなく一貫した支援を受けるように、保護者と関係者がお子さんの情報

を共有するために作成するファイルとなっています。

現在、こども部会において改善の検討を進めておりまして、大人版のファイルの作成については相談

支援部会でもご意見をうかがっています。

もう１点が事業所や学校などさまざまなところで定期的に類似した書類を記入することが負担であ

るというご意見から、保護者の方などの書類作成の負担を軽減するために、共通資料の作成を検討して

います。こちらは市内の事業所にも協力を依頼しまして、作成をする予定です。

もう１点が事業者や支援機関が記入するシートの作成。現在検討中になっています。

続きまして、具体的な取り組み（２）青少年サポート事業「そらいろルーム」。こちらは、平成 26

年 10 月に開所しまして、発達障がいや発達障がいの疑いがある学齢期以降の子どもの支援を充実する

ため、専門性の高い相談や療育支援を行います。

個別・集団でのソーシャルスキルトレーニングを行う療育支援。保護者・当事者への相談支援。思い

や問題を共有する場をつくる交流事業。基幹訪問支援や研修会等を行う地域支援を実施しており、現在

登録者が 170 名となっています。平成 27 年４月より委託事業者の一般社団法人子ども未来共生会によ

り、放課後等デイサービス「みらいルーム」が開設されました。

続きまして重点的取り組み３就労の促進。障がいのある人が希望と適性に応じた就業をすることによ
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り、社会的・経済的に自立できるように障がいのある人がはたらく環境の整備や、就労支援体制の充実

を推進します。具体的な取り組みとしまして（１）浦安福祉事業体。第４回で報告いたしましたとおり、

浦安市内の就労支援事業所から構成される共同受注販売のための共同体を、平成 27 年４月から構成し

ております。

平成 27 年４月開始のエスフロントは、新浦安プラザマーレ１階で食事や軽食を提供する喫茶スペー

スとなります。そのほかにエスフロントの中で福祉事業所の利用者が直接ワゴン販売するハピマル。定

期的にエスフロント前の広場で福祉事業所の商品を販売する福祉フェアを実施しています。また平成

27 年４月より、小型家電リサイクルの収集をおこなっています。もう１点平成 28 年６月には市役所新

庁舎の食道と売店が、開店する予定になっております。

続きまして具体的な取り組み。２）市役所ワークステーション。知的障がい者等への職場の提供。ま

た市職員に対する障がい者への理解の促進のため、市役所内にワークステーションを設置しまして資料

の印刷や封入作業など軽作業を請け負っています。現在２名の非常勤職員が就業しております。平成

28 年４月より、特別支援学校高等部卒業生２名を採用予定となっています。

続きまして具体的取組み（３）ハンドメイドブック。こちらは、2016 年よりハンドメイドブックの

内容をそのまま浦安カタログに掲載するということを実施しています。

続きまして重点的な取り組み４安心・安全に暮らせる街づくりの推進。こちらは災害時要援護者の安

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していきます。

具体的取組みとしまして、（１）災害時要援護者用バンダナ。第３回、第４回でも報告させていただ

きましたが、目が不自由ですという文字の角の部分にタグをつけるなど、視覚に障がいのある方が触っ

て位置と表裏がわかるようにするデザイン案を決定しまして、平成 27 年 12 月補正予算で予算措置しま

して、平成 28年３月までには、2000 枚のバンダナを作成予定となっております。

最後に、重点的な取り組みの５差別の解消と合理的配慮。こちらは障がいや障がいのある人に対する

差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合いともに生きる社会の構築のため、差別の解消と

ごうり、合理的配慮を推進します。

具体的取り組みとしまして（１）研修、講師派遣、バリアフリーハンドブックの配布。４月に差別解

消法が施行されることにともないまして、市の職員や教員、警察に対する差別解消法や合理的配慮の研

修を実施いたしました。また、市内の小学校や東京学館浦安高校、明海大学などには、福祉体験教室に

あわせてバリアフリーハンドブックを配布しております。

最後に、具体的な取り組み（２）浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例案。こちらに

つきましては先ほどご説明しましたとおりとなります。平成 28 年３月制定、４月施行予定となってお

ります。私のほうからは以上となります。

会長：ありがとうございました。障がい者福祉計画の重点的な取り組みについての経過報告がございました。

何かご質問ございますでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：知的障がい者緊急支援事業。登録者５名っていうことになっておりますが、区分４

以上っていう境があったんですね。

事務局：はい。

浦安手をつなぐ親の会：市との話し合でも、親の会からお話したんですが。パニックになるのは、程度に関

係なく、たとえば親が急に倒れたとか、そういうときは、もう区分に関係なく必要性があると思うんで

すね。ですから、そういう点も見直していただきたいということと。

もう１つ、小型家電リサイクル。この間の自立支援協議会でも話されましたけれども、市民に行き渡

ってないんですね。私のお友だちも全然知らなくて。公民館にボックスがあるっていうことも知らなか
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った。今の若い世代って割と新聞をとる家庭が少ないと思うんですね。広報は新聞に折り込まれて配達

されます。新浦安の駅とかいろんなところにも広報は置いてあるんですけれども、わざわざ取ってまで

見るっていう人も少ないと思うんですね。

ですから、啓蒙の仕方をもうちょっと考えていただきたいのと、それから収集の仕方。公民館までど

うやってもっていこうかなっていうのがあるんですね。小さい携帯電話とかそういうものでしたらすぐ

もって行けるんですが、（収集箱には）ファックスの機械とかたくさん乗っているんですね。ですから、

それも全部、回収するんだったらば、もうちょっと、回収方法も考えていただきたいと思います。

事務局：ありがとうございます。貴重なご意見として受け止めさせていただきます。市で本当にどういうふ

回収していくのか。担当課とも協議しながら考えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

緊急避難も今のご意見をお聞きしまして、持ち帰って、参考にさせていただければと思います。

会長：では、次回に回答をお願いいたします。

社会福祉法人サンワーク：先ほど、１の（１）施設整備で地域生活支援拠点のお話が出たかと思うんですが。

私は、県の部会にも参加させていただいている中で、県の福祉計画の中で、地域生活支援拠点は、各福

祉圏域ごとに、計 16 か所の整備を目指すとたわれていたところで。浦安市のほうではできている一方

で、市川市ではまだこういった議論がなされてないというようなことをお聞きしまして。圏域としての

考え方が、どっちか優先されるべきなのかというのは、たぶん自治体ごとによって考え方は違ってくる

んだろうなと思うんですが県のほうの計画とちょっと、違ってきちゃっているのかなというのは、気に

なったものですから、考え方についてうかがえればなと思ってご質問させていただきました。

事務局：浦安市といたしましては、浦安市内で地域生活支援拠点を考えております。地域生活支援拠点につ

きましては、東野地区に、グループホーム、短期入所施設等の機能を持った地域生活支援拠点を、平成

31 年４月オープンを目指して建設するというようなことを考えております。

県のほうは圏域ということで、広く捉えてると思うんですが。浦安市といたしましては、市内で、１

か所、地域生活支援拠点をつくるという考えで、進めております。

会長：よろしいでしょうか。ほかに、ご質問やご意見ございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会：先ほど委員からお話があった県でやるという考え方ありますよね。県

からある意味予算がつくということですよね。

社会福祉法人サンワーク：予算については、まだこれからの議論だというような解釈なんですけど。

介護給付費等の支給に関する審査会：そうなんですか。

社会福祉法人サンワーク：要は、県としての計画と。あと、国でも、まだ地域生活支援拠点というのは、モ

デル事業でやっているところの状況を踏まえて、今後検討して、どういうふうに整備を進めていくかっ

ていう議論をさらに深めていく段階だというところで。

介護給付費等の支給に関する審査会：じゃあ、まだはっきりとしては出てないということですか。

社会福祉法人サンワーク：そうですね。まだ県でも、どういう拠点づくりをすればいいのかっていうところ

にまだ進んでない状況です。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。

会長：ありがとうございます。県のほうはこれからという段階で、ちょっと先行してと申しますか、浦安市

ではこういった計画を立てている。いずれすり合わせが必要になってくるのかと思いますが。ありがと

うございました。

和洋女子大学：先ほどの知的障がい者緊急時支援事業の登録５名なんですけれども。実働の状況がわかれば

教えてほしいんですけど。

事務局：登録者５名なんですが。記憶の範囲で話しますが、１名で、２回出動があったと聞いております。
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１日に２回。夜に１回出動して、パニックが収まったので１回帰ったあと、またパニックを起こされた

と聞いております。

和洋女子大学：年間でそれだけっていうことですか。

事務局： 10 月から開始ですので、今現在で１回です。

和洋女子大学：わかりました。

会長：ほかはございますでしょうか。それでは、次にその他ということで、平成 28 年度等の予算の話もご

ざいますので、事務局からお願いしたいと思います。

事務局：新年度の予算についてご説明させていただきます。議会前ですので、決定事項ではございませんが、

予算要求をしております新規事業について報告をさせていただきます。

まず、施設整備について３点ございます。１点目が、先ほども出ました地域生活支援拠点について。

東野地区にグループホーム、短期入所施設等の機能を持った地域生活支援拠点を、平成 31 年４月に、

オープンを目指して、平成 28 年度の予算につきましては、施設の設計を考えております。自立支援協

議会、重度の障がいのある方のご家族や当事者団体等からの意見を踏まえ、重度障がい者の方も安心し

て利用できるグループホームなど、24時間、365 日稼働する施設を併設することで、より機能が強化さ

れ効果的な拠点になるものと考え検討しているところです。今後、平成 28年度に設計。29、30 年度に

建設工事。平成 31年４月にオープンを目指して計画を進めているところです。

次に、野菜工場整備事業。こちらにつきましては、特別支援学校等の卒業生の進路先と、また障がい

のある方の就業・訓練の場の確保と、障がいのある方の就労促進を目的に平成 30 年度にオープンを目

指して、業務内容を検討するためのコンサル料を要求しております。

次に、きらりあの食堂改修工事を要求しております。こちらは、公の施設の市民等への貸し出しの要

望があったことから、地域での交流の場として、きらりあの食堂を提供するため、正面玄関とは別に新

たに食堂側に入口を設置する工事費を要求しております。

次に、補助金についてですが。２点ございまして。まず、１点目が消防設備の整備に関わる補助金を

考えております。消防用設備等の基準が、改正されまして。グループホームなどは、平成 30 年３月 31

日までに消防設備の整備が必要となっております。このため、グループホームなどの運営する事業者に

対し、消防設備の整備に関わる費用の一部を補助金として、交付できるよう考えております。

もう１点が、障がい者等の、短期入所事業者の運営費補助金となります。この補助金は、市内に短期

入所の拡大を図る目的で、短期入所の運営をおこなっている事業者に対し、施設運営に関わる費用の一

部を補助金として交付するよう考えております。

次に、障がい者福祉計画策定事業。障がい者福祉計画は、平成 29 年度が見直しの年となっておりま

す。平成 28 年度にはアンケートを実施いたします。特にグループホームにつきましては、きらりあで

のアンケートを踏まえて、より細やかなアンケート内容として、ニーズの把握に努めたいと考えており

ます。

会長：ありがとうございました。ただ今、新規事業の予算請求ということでお話がありましたが。何かご質

問ございますでしょうか。

社会福祉法人サンワーク：先ほどの整備計画の２番目のところは、野菜工場でよろしいんですか。

事務局：野菜工場整備事業っていうことで、特別支援学校等の卒業生の進路先として、また、障がいのある

方の就業・訓練の場をということで、野菜工場の整備事業を考えております。

浦安手をつなぐ親の会：スプリンクラーに対する補助金についてなんですが。県の育成会で集まって、船橋

が会場だったんですが。船橋は、予算を取ってスプリンクラーをつけるようにやっていますけれども。

アパートなんかを借りてる場合、家主さんが駄目って言うこともあると思うんですね。全部がスプリン
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クラーつけられるとは限らないんですが、その場合、たとえば移転費用とか

スプリンクラーがつかなかったら、グループホームとして成り立たなくなってしまうわけですよね、

で、スプリンクラーは、すごく水圧を使うので、別にタンクをつけないとできないっていうことが議題

に出たんですね。そういうことは浦安としてはどういうふうに考えているんでしょうか。

事務局：スプリンクラーにつきましては、基本、グループホームを運営している皆様につけていただきたい

と思っているんですね。そのための補助金を現在要求しておりまして。大家さんが駄目とかっていう場

合は、想定していなかったもので、考えてなかったんですが。検討をしていきたいと思います。

浦安手をつなぐ親の会：ぜひお願いいたします。

介護給付費等の支給に関する審査会：補助金交付のところで、短期入所の補助金の交付ということなんです

けど。もう少し、わかる範囲で具体的なことが教えていただきたいんですけれど。

事務局：短期入所の事業所運営費補助金を考えておりまして。１か月の金額を設定しまして、12 月かけた

金額を補助金の上限として考えております。

運営費がマイナスになった部分について、その上限の範囲内で補助をするというようなことを考えて

おります。

介護給付費等の支給に関する審査会：１年間の集計をして、そこでマイナスが出た分に対しての補助金を出

すということですよね。

そこのところは、事業所さんは、いろんな事業を運営している入所施設の方たちのそこの部分の短期

事業というところの部分の金額の出し入れだけを別口に計算していただいて、そこの分で赤字が出たと

ころの部分は、浦安市のほうから、上限をもって出すということですね。

事務局：はい。

介護給付費等の支給に関する審査会：対象の事業者さんは、浦安の方が利用した先の事業所さんだけを計算

されるのかということなんですか。

事務局：そうです。

介護給付費等の支給に関する審査会：利用者さんが浦安の方だった場合のところだけを計算して、そういう

赤字のところを出すのかと。

事務局：利用者人数というよりも、短期入所ですので、毎日は部屋が埋まらないんじゃないかと思うんです

ね。ですから、その辺のマイナスの部分を補助金で補うというような考え方でございます。

介護給付費等の支給に関する審査会：そうすると、相手の事業所っていうのは、くくりはどこまでにされる

んですか。浦安市内の事業所さんで短期入所っていうと、具体的に。

浦安手をつなぐ親の会：何か所ぐらいあるんですか。

事務局：今、０ですね。

介護給付費等の支給に関する審査会：０？

浦安手をつなぐ親の会：ないですよね。

介護給付費等の支給に関する審査会：だから不思議に思ったんですよ。浦安の利用者さんが短期入所すると

きには、市内にあちこちに空いているとこ行くじゃないですか。どういうくくりで補助金を出すのかな

と不思議に思ったものですから質問したんです。

事務局：現在０なんですが、一時ケアセンターが短期入所をやっているんですが、指定管理ですので、対象

外とさせていただきました。４月以降、１か所、短期入所を行う予定のある事業所があります。

介護給付費等の支給に関する審査会：わかりました。

会長：ほかにございますでしょうか。それでは、委員の皆様から何かその他ということで、報告事項等ござ

いますでしょうか。
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視覚障害者の会トパーズクラブ：要望よりも強い申し入れになるんですかね。自立支援協議会の議事録の配

布が、ちょっと遅過ぎると。先週の 22 日ですか、第３回と第４回の自立支援協議会、10 月と 11 月に

行われたものがきたんですけどね。で、訂正する場所があったら言ってくれと。２月何日までにってい

うことなんだけども。３か月も４か月も経って議事録ができるようじゃ、議事録にならないんです。だ

から、もっと早くしてほしい。

ちなみに、我々、視覚障害者の会の役員会の議事録は、外につくってもらっているんですけども、そ

の日のうちに原案が来ます、だから、何か月っていうのはちょっと遅過ぎるんで、改善を要求します

事務局：議事録の送付が遅れ、また、第３回と第４回をまとめてお送りする形になってしまって大変申し訳

ございませんでした。今後の議事録については、何か月もかかることがないように、早めにお送りする

ようにいたします。改善いたします。

会長：改善するということでございますので、よろしくお願いいたします。では、本日の議題はすべて終了

いたしました。連絡事項は、ありますか。

事務局：今後の協議会スケジュールについてご連絡させていただきます。第６回自立支援協議会につきまし

ては、３月３日木曜日、午後１時 30 分より、本日と同じ会場、健康センター第２会議室・地域連携室

で開催いたします。よろしくお願いいたします。

会長：今日の議事録は、早めにつくっていただき、確認させていただきたいと思います。

事務局：自立支援協議会および部会は、全文掲載という形ですので、即日、数週間以内にというのは、難し

いところがあるんですが。なるべく早めに皆様のお手元に届くようにいたします。ご迷惑をおかけいた

しました。

会長：それでは、これをもちまして、第５回自立支援協議会を終了とさせていただきます。



平成 28 年１月 28 日（木）

午後１時 30 分～３時

健康センター第 2会議室

浦安市自立支援協議会（平成 27 年度第５回）次第

１．開会

２．議題

（１）障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（２）障がい者福祉計画の「重点的な取り組み」の経過報告

（３）その他

３．閉会



1

モデル事業・これまでの虐待対応の取組から…

など・・・

虐待 差別

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
虐待を防止する取組と一体的に行われることが効果的である

偏見
理解
不足

誤解

議題1資料 障害者差別解消法施行に向けた取り組み



・高齢者虐待防止と障がい者虐待防止については、スキ
ームが似ている（原則市町村での対応）

・障がい者手帳所持者のうち、60歳以上が過半数を占
める現状（高齢障がい者の増加）

・認知症施策においては既に先行して、認知症高齢者に
対する偏見や誤解や理解不足を解消する取組がなされて
いる（モデルとなる）

2

高齢者虐待防止等の施策と一緒に取組むメリット

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
高齢者の虐待防止や認知症施策等と連携しながら

進めることが効果的である



3

条例の制定へ

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
高齢者の虐待防止や認知症施策等と連携しながら

進めることが効果的である

障がいを理由とする差別の解消を推進する取組は、
虐待を防止する取組と一体的に行われることが効果的である

これらを市の施策として
位置づけるために・・・

「浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に関する条例」
を制定することに



浦安市障がいを理由とする差別の解消の進推に
関する条例案の概要

前文

第1条 目的

第２条 定義

第３条 基本理念

第4条 市の責務

第５条 市民及び事業者の役割

第６条 市における障がいを理由とする差別の禁止

第７条 事業者における障がいを理由とする差別の禁止

第8条 障がい者差別解消推進計画

第９条 状況の公表

第10条 職員対応要領

第11条 相談及び紛争の防止等のための体制の整備

第12条 広報及び啓発

第13条 協議会 4



差別や配慮の相談、虐待の通報・届出

（仮称）浦安市障がい者権利擁護センター

コアメンバー会議

差別・配慮・虐待の判断
情報共有

緊急性の判断
事実確認の方法の判断

虐待と判断した場合
の対応フローは省略

広域専門
指導員

連携・助言

連携・助言

浦安市障がい者差別解消支援地域協議会

・市内関係機関との調整が必要なケース
・困難ケース等

千葉県
障害者差別
解消支援地
域協議会

連携・助言

千葉県

事業者
事業者相談窓口

ご家族 等民生委員相談支援事業所支援者 ご本人

助言・同行
調整支援

市町村

浦安市高齢者・障がい者等における
虐待防止対策協議会

＝
（新名称案）

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

相談窓口と支援体制 ※「虐待防止センター」のフローの活用

5



議題２資料

障がい者福祉計画の「重点的な取り組み」の経過報告

※数値等は、平成２８年１月２０日現在のもの

１．自己決定を尊重したサービスの提供

・日中活動の場の充実（東野地区再整備、３年ごとの施設整備、医療的ケア）

・住まいの場の充実（グループホーム定員 100 人目標、地域生活拠点の整備）

（１）施設整備

平成 27 年９月 社会福祉法人南台五光福祉協会 グループホーム５人開所

平成 28 年２月 社会福祉法人なゆた 生活介護６人開所

平成 30 年頃 入船北小学校跡地活用（そらいろルーム、基幹相談支援センター）

平成 31 年４月（予定）

東野地区にグループホーム・短期入所施設を併設した地域生活支援拠点

を整備

（２）基幹相談支援センター

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

【委託内容の変更点】

・自立支援協議会事務局業務の削除

・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。

（３）計画相談支援推進事業補助金

平成 26 年度 ４事業所相談員５人分（エメラルド、こっこ、ふあり、千楽）

平成 27 年度 ６事業所相談員７人分の見込み

※市直営、指定管理施設を合わせた相談支援事業所数 10 か所

（４）重度障がい者支援事業所運営費補助金

平成 26 年度 ４事業所 11 人分（あいらんど、なゆた、タオ、カプア）

平成 27 年度 ６事業所 19 人の見込み

（５）知的障がい者緊急時支援事業（南台五光福祉協会）

平成 27 年 10 月開始 登録者５人



２．ライフステージを通じた支援の推進

（１）サポートファイルの見直し

18 歳以上の利用者への配慮、事業者・学校の様式共用、情報提供欄の追加など

（２）青少年サポート事業「そらいろルーム」

平成 27 年４月 放課後等デイサービス「みらいルーム」実施

平成 27 年 11 月 登録者 170 人

３．就労の促進

（１）浦安福祉事業体

平成 27 年４月 エスフロント「ハピマル、福祉フェア」

平成 27 年７月 小型家電リサイクル

平成 28 年６月 市役所新庁舎食堂・売店

（２）市役所内ワークステーション

平成 27 年度 ２名就職

平成 28 年４月 特別支援学校高等部卒業生２名採用

（３）ハンドメイドＢＯＯＫ

「浦安カタログ 2016」に掲載

４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

（１）災害時要援護者用バンダナ

平成 27 年 12 月補正予算、平成 28 年３月までに 2,000 枚作成予定

５．差別の解消と合理的配慮

（１）研修、講師派遣、バリアフリーハンドブック配布

対象：市職員、教員、小中学校 12 校、東京学館浦安高校、明海大学、警察など

（２）浦安市障がいを理由とする差別の解消を推進する条例（案）

平成 28 年３月制定、４月施行


