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平成 27 年度第２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 27年 9月 16 日（木） 午後１時 30 分～午後３時

２．開催場所 健康センター第一会議室

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、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、ＮＰＯ法人タオ、株式会社ダイム、

介護給付費等の支給に関する審査会、新浦安駅前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）計画相談の主旨を利用者に理解していただくための取り組み

（２）実務者会議からの提案

（３）グループスーパービジョン活動報告（個人情報を取り扱うため非公開）

５．資料

（１）議題１資料

①計画相談支援の現状

②計画相談パンフレットの一例

（２）議題２資料 実務者会議からの提案

６．議事

事務局：それでは定刻となりましたので、ただいまより平成 27 年度第２回、浦安市自立支援協議会相談支

援部会を開催いたします。本日はお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。

会議を開催する前に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。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、

ご発言の際に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
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述べていただき、そのあと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、西田リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願い

いたします。

リーダー：今日は欠席がちょっと多いですが、だからこそざっくばらんにいろんな意見交換していただけれ

ばと思っております。

では、議題に入りますけれども。「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」

ということなんですが、これは前回の相談支援部会とも関わっていることですので、まず初めに前回

振り返りも含めて相談支援部会の概要と、ご説明を事務局のほうにいただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。

事務局：まず前回部会の概要について確認させていただきたいと思います。前回の部会では、３つの議題を

取り扱いました。最初に平成 27 年度、28 年度相談支援部会の運営と議題について、組織の概要や年

間スケジュールなどについて確認させていただきました。また、当部会で主な議題として取り扱う、

サービス等利用計画の作成をおこなっている相談支援について説明させていただきました。

２番目として、基幹相談支援センターの機能、平成 28 年度からの委託事業者を今年公募をするに

あたり、委員の皆様からご意見をうかがいました。

３番目に、今回の議題にもつながってまいります相談支援実務者会議の活動報告がございました。

この中で相談支援実務者会議の活動報告の中で相談支援部会で検討してほしいという項目が４つ示

されました。

まず、介護保険を利用している方の同行援護に関する計画相談支援について、行政の方針を聞きた

いというご意見。2 番目に、計画相談の主旨や意義、目的を市民にわかりやすく説明する工夫や機会

が必要ではないかというご意見。３番目に、行政には統一した対応をお願いしたいというご意見、４

番目に、行政は昨年度の相談支援部会で、提示された計画作成の指針をどのように理解してサービス

等利用計画を見ているのか聞きたい。この４つでした。

このうち、介護保険を利用している方の同行援護に関する計画相談につきましては、障がい福祉課

から説明がありました。介護保険と福祉サービスの両方のサービスを使っている方の計画は、基本的

には介護保険のケアマネージャーが一体的に計画を作成していただくことが、国の意向とはなってお

ります。ただ、ケアマネージャー側からとして見れば、同行援護は障がい福祉特有のサービスになり

ますので、それを包括した計画はまだ少し躊躇されているというのが現状となっております。

障がい福祉課では、ケアマネージャーさんが集まる会議に出向きまして、障がい福祉サービスの説

明などもおこなっており、今後もこのように説明を重ねていきたいと思っております。

やはり、介護保険のケアマネージャーさんに、介護保険と障がい福祉サービス両方使われる方の計

画は、一体的につくっていただきたいと考えております。ただ、現在は過渡期にあるため、少しずつ

整理していければと考えております。

また、行政には統一した対応をお願いしたいというご意見については、具体的にどのようなことが

曖昧だったり、ちぐはぐと感じてらっしゃるのか、資料にまとめて、議題２実務者会議からの提案と

して取り上げておりますので、これについてはまた後ほどお話させていただきます。

最後に、計画相談の主旨や意義を市民にわかりやすく説明する工夫・機会が必要ではないかという

意見につきましては、計画相談の必要性やメリットについて、窓口や電話でケースワーカーが、お話

をしたり、訪問などの機会にもやはり周知をはかっているところです。

今後も丁寧でわかりやすい説明を心がけますけれどぜひ地域で活躍してらっしゃる、相談支援専門

員のお力も、ぜひ必要ということでご協力いただきたいという旨の説明がありました。
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今回、議題１として提案させていただきました、計画相談の主旨を利用者に理解していただくとい

う取り組みについて、議題１資料の現状について簡単にご報告させていただきたいと思います。

前回お示ししたものとそんなに大差はないんですけれど、27 年度８月末現在計画相談、障害福祉

サービスは、95.4 パーセント、障害児通所支援については 92.7 パーセント達成しております。また、

指定特定相談支援事業所は８事業所となっています。

前回、委員さんからせっかく始めたのに途中で辞められる事業者さんもいらっしゃるという、ご意

見をいただいたんですが、休止や廃止の理由は、事業者さんが障がい事業課へ申請してきた情報です

ので、あまり詳しくはお伝えできないんですが。たぶんほかの自治体も同じだと思いますが、相談支

援専門員さんが異動したり辞められたりで、一時的に相談員がいない状態になってしまっている。な

ので、相談支援専門員が新たに雇用できれば、また開始したいという旨のご報告をいただいておりま

す。

廃止してしまった事業者さんもいらっしゃいますので、休止及び廃止とさせていただきますが、辞

めてしまった事業者さんの中にも、近隣の市町村で、相談支援事業所をやっているので、そこで浦安

市の計画相談をつくっているというお話もいただいております。

先ほども少しお話させていただきましたが、介護保険のケアマネージャーさんの会議に出向きまし

て、計画相談をやりませんかと宣伝させていただきました。補助金制度も含めてですね。まだ手を挙

げてくださったところはないんですが、何件かお問い合わせを頂戴しました。また、近隣の例ですと

江戸川区などでは、介護保険事業所がどんどん、障がいの計画相談をつくっているようですので、私

どもも引き続き介護保険のケアマネージャーさんにも声をかけ続けていきたいと思っております。

また、資料（２）のパンフレットの一例ですが、前回、計画相談の主旨を利用者に理解していただ

くための取り組みをという、ご提案がありました。このパンフレットは、こういった方向もあるよと

いう一例にしか過ぎないんですが、なるべくわかりやすいパンフレットを使って、説明のきっかけに

していただくという取り組みもあるかと思います。

すでに、他市町村ではこのパンフレットを導入しているところもございます。ただ、すでに導入し

ているパンフレットの主旨は、「こういった制度ができました。」「サービス等利用計画が必要なんで

すよ」といった、制度の広報に主観がおかれているものですので、すでに計画が定着しつつある今の

状況を考えますと、少し手直しが必要かと考えております。なので、案としてお示したものは、計画

の必要性が中心となっております。

「国がこう決めたんです」、「こういう制度になりました」とか、上からではなくて、サービス等利用

計画をつくることにより、こういったいいことがあります。こういったメリットがありますというよ

うに、利用者さんにとってもサービスを提供する事業者さんにとってもいいことがあるという視点で

作成しました。

また、こういったリーフレットは、説明のとっかかりにしかならないかと思っていますので、具体

的に相談支援専門員が困ってらっしゃる、自宅訪問を拒否されてしまったとか、「どうして計画が必

要なの」と問われてしまうことの直接的な解決には結びつかないとは思います。まずは、サービス等

利用計画とはどんなものなのか。これから更新を迎える方にも大体の全容がわかる、メリットがわか

るようなパンフレットをつくってはどうかということを今回提案させていただきたいかと思います。

このパンフレットだけではなく、訪問を拒否されてしまったときや、サービスの主旨についてわか

ってもらえないときに、どういった対応をすればいいか、そういったことにつきましては、障がい福

祉課・障がい事業課、そして実務者会議からご意見をいただきまして、市でガイドラインのようなも

のも作っていけたら動きやすくなるんではないかと考えております。
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また、障がい福祉課で、相談支援の手引きというガイドライン、制度の概要や千葉県の様式のサン

プルなどを掲載したガイドラインをつくっておりますが、市川市では自立支援協議会の相談支援部会

がこのガイドラインを発行しております。浦安市でも市独自で作るのではなくて、みんなで考えてい

取り組みができればと考えております。

リーダー：では、２件ありますけれども、議題の１の資料の１の計画相談支援の現状の報告と、パンフレッ

トの説明、この両方に関してご質問ですとかご意見をいただきたいと思いますけれどもいかがでしょ

うか。

まず計画相談支援の現状ですが、数字がそんなには変わってないということでしたけれども、ご質

問は大丈夫でしょうか。

では、パンフレットを提案していただいたので、ぜひご意見いただきたいんですけれど。

エメラルドサポート株式会社：すごくわかりやすくて、利用者も理解できるんではないかなと思いました。

私たちが説明してもなかなか理解されないというところから、こういうのがあったら、利用していた

だきたいと思いました。

社会福祉法人敬心福祉会：見やすくて、手に取りやすいようなもので、いいなというふうに思いました。今、

私が関わっている利用者さんのことをちょっと思い出したときに、最後のページで、相談支援専門員

へご相談くださいと、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ふ

うに書いてあるんですけれども。ご本人のニーズすべてが受け入れられるわけではないなということ

を感じるところがありまして、ここを見てかなうと思う方も中にはいらっしゃるのかなと思って。現

実にはこうしたいけれどもこうですという、やり取りが出てくるので、このままでいいのかどうかと

いうことをちょっと感じるところはありました。

リーダー： お２人は相談支援専門員さんでしたけど、就労支援センターの相談員さんという立場でのご意

見あればうかがいたいと思います。

ＮＰＯ法人タオ：リーダーからお話があったように、私自身は、業務の中で直接計画に携わることはないん

ですけれども。立場上、就労の話になってしまうんですが、A 型事業所さんは、基本的にハローワー

クに求人票を出して募集をしているんですけれども、求人票を求めていって、いざチャレンジしたと

きに、会社といいますか事業所に行くと、この計画相談の話があって。人によっては、「私は福祉は

関係ないんだ」とか、そこまでして働きたくないというような。すごい例になってしまうんですが、

そういうようなところもやっぱりあるので私自身も、相談に来られた方には、A 型事業所の話をする

ときには、今、こういう流れになっているという話をさせてはいただいてはもらっているんですけれ

ども。A 型事業所さんに直接求人票を持って、紹介状を持って行かれる方は、そこで戸惑いがすごく

出ているっていうのは、ある企業さんから聞いたので。行政の方を含めて、私たちもそうかもしれな

いんですけれども、こういうパンフレットを使ってわかりやすく説明していくのがいいのかなってい

うのは、実感しています。

リーダー：ありがとうございます。企業さんも計画相談を知らない場合があるんですか。

ＮＰＯ法人タオ：応募する方が、そこの知識が全くない状態で行くと、面接の場で、そういう話になるとい

うのは、聞いております。

株式会社ダイム：パンフレットを見比べたんですけれど、杉並区は、障がい福祉サービスがあるんですよっ

ていうところから始まっていて。浦安市は、障がい福祉サービスありきで、使うためにはっていう計

画相談のほうにいきなりズバッと入っていってるところがあって、どうなのかなって。

一般の人たちが、計画相談に辿りつく前に、いろんなことを知るために、サービスを受けられるん

だっていうところからっていうのを載せれば、障がいのある方全員にパンフレットをあげられると。
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というのは、地域生活支援部会でもちょっと出てたんですけれど、地域生活支援事業について知識

を持ってない方っていう方もいらっしゃるようで。情報自体がなかなか入らないような障がいの方た

ちもいらっしゃることを考えると、手帳を持っている人たちだけじゃないのはわかってるんですけれ

ど、まずは手帳を持っている人たちに差し上げると。あとはその難病の人たちとかも全部視野に入れ

た形で１回出して、あとは転入の手続きのときに出すという形にしていったら、全部の人たちに知っ

てもらえるのかなと。

一斉に出すという話があれば、周りの人たちが教えてあげられることもあるのかなと思って。せっ

かく作るんだとしたら、そこからやってもいいような気はしました。

リーダー：ありがとうございます。最初の入り口をもう少し盛り込んだ内容にしたらいいかなってことです

よね。

介護給付費等の支給に関する審査会：前回の部会で、利用者の方たちに、なんのために計画を作るのかの理

解が得られないという、実務者会議からの提案が出てきて、それに対しての案ということだったら、

そこのところは組み込んである内容かなとは思います。

ただ、ご自分でセルフプランつくる方もいらっしゃるし、相談をするにしも、これを最初にもらっ

て読むときには、漢字が多くて。もう少し簡単な言葉で、どんな障がいの方にもわかりやすいような、

文章にしていただけたらなと思います。

２ページ目のサービス等利用計画は誰がつくるのですかのとこなんですけれども。福祉サービスの

経験があるという言葉が、いわゆる相談支援専門員の説明の枕詞になっているんですけど、福祉サー

ビスの実務経験があるとういうことだと思うので、ちょっと気になりました。

先ほど問題になっていた、「自宅訪問は必要ですか」とか、「計画をつくることにどんなメリットが

あるんですか」のところも、具体的に書かれているので、実務者の方たちの、要望を聞かれた上での、

作成になっているのかなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。当事者ですとか、ご家族に説明するときにはどうだろうっていう視点も

必要ですってことですよね。

新浦安駅前地域包括支援センター：パンフレットに関しては、若干、介護保険に比べて字が多いのかなとい

う感じがしますので、あまり字は多くないほうがいいのかなとは感じました。

質問なんですけれども、資料１で先ほど出ましたケアマネージャー連絡会に私もいましたけれども、

障がい福祉の計画相談に興味を持ったケアマネも多くいます。それから、実習に行って、これから障

がいに事業展開しようかというケアマネ事業所もあらわれております。ただ、確認したいのは、今の

８事業所で妥当なのか、それともやはり少ないのか。ケアマネの場合は１人につき 35 ケースという

上限が決まっております。資料に平成 27 年６月１日現在での新規受け入れが可能かがあるんですけ

れども、これを見るとかなりきびしいのかなと。その辺はどうなんでしょうか。

事務局：市内に相談支援事業所が８事業所あるんですけれども。これまでも数年かけて計画の作成率を 100

パーセントに近づけて。相談支援専門員の方に頑張っていただいた成果なんですけれども。今後、新

規の方もいらっしゃると思いますので、そういったことを考えると、８事業者でこと足りているとは、

考えていません。

これまでの話に出てきましたように、介護保険と障がい福祉サービス、両方のサービスを使ってい

る方で、介護保険のケアマネージャーさんが一体的につくっていただける量が増えていけばとは思う

んですが、新しい方も増えてきますので、もう少し相談支援事業所が必要かなというような認識はご

ざいます。

リーダー：今のお話しですと、障がい福祉サービス等受給者 604 名の中に、介護保険のサービスも併用し
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て使われている方がいらっしゃって、その人数っていうのは大体おわかりになるんでしょうか。

事務局：正確な人数は、手元に資料がないんですけれども、毎月県に人数を報告していますので、次回にで

も人数を提示させていただくことは可能です。

リーダー：介護保険事業者さんが、障がい福祉サービスの計画相談に興味を示されているっていうことであ

れば、人数やニーズは大事なのかと思いましたので、質問させていただきました。

こども発達センター：パンフレットを拝見させていただいて、実務的なところから思うのは、先ほども意見

がありましたけれど。「必要なことや望むことに沿ったサービスを受けることができた」が、確かに

こうなることが目的なんですが、試行錯誤しながら計画を立てていくという形でやっていますので、

専門員にとってはちょっとプレッシャーかなっていうのが一つの意見ですね。ですので「説明をして

くれるから安心」っていうことと、何かあれば相談しながらともに計画をつくっていきましょう、サ

ービス利用していきましょうという感じで、やんわりとした言い方で書くのがいいのかなというふう

に思います。

サービス利用までの流れのところで、「相談支援事業所に計画案の作成を依頼」というところ。現

状として、すぐに利用したいという方が電話をして、そこで受けてくれるかっていうとこが、難しい

とこもあるとは思うので、そのときには市のほうに相談してくださいというふうなことを入れていた

だければありがたいかなと思います。なかなか事業所が決まらなくて困ってるんですっていう問い合

わせもちょっとあったりするものですから、「契約をおこなってください」の文章の前に、そのあた

りを入れていただければ、いいかなと思います。

もう少し詳しい流れ、最初はこういうふうに相談を受けつけて計画をつくるところまで行きます。

こういうふうな流れでやっていきますよっていう具体的なところが別紙でもいいので、示されると、

それを使って、利用者の方とお話しできるかなと思います。最初のところで、どこまで盛り込むかは、

難しいとは思いますが、２回目、３回目の面接や訪問のときに、提示するものがあればもっといいの

かなと思った次第です。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：内容はわかりやすく書いてあるかなと思ったんですが、「どんなメリットがあ

るのですか」という部分の文章が途中で切れてるいのかな。どんな感じの文面なのかがわからなかっ

たので、少しわかりやすい文章にしていただけるとありがたいです。

当団体では、お子さんのサービス利用計画を書くことが多く、お母さんたちへの計画の浸透も少し

ずつされているところではあるんですが、セルフプランの方に関しては、早く認定がほしいというよ

うなスタートラインに立たれてる方も多くて、複数の事業所を使っている場合に連携がはかりにくい

なというようなことが少し感じられたりとか。あと、サービスを提供する事業所側が、「計画書をど

うしたらいいのかわからない」、「モニタリングと言われたけど、どうしたらいいかよくわからない」

と逆に質問されるようなこともあって。サービスを利用される方への認識を高めるのも一つなんです

が、サービスを提供する事業所の認識も高まっていくといいなと思います。

ＮＰＯ法人千楽：大きくは２つなんですけれど、どんな制度であれ、新制度の導入時は手間ひまがかかって、

混乱は起こるんだろうなというのは、私の中では前提になっているんですけれど、相談支援専門員の

実務者会議でも、似たような話題があって。計画相談がなんで必要なのかっていうお話しの中で、リ

ーダーの「そもそも支給決定の根拠になり得るんです」と、どんなに相談員が大変でもやる意味はあ

るんだというようなお話しを受けたときに、原点に立ち返るじゃないんですが、私はすごくスポンっ

て落ちたんですね。

もう一つが、実は、法人内で、みんながわかるようなものをつくれという指令のもと、特定相談に

関するパンフレットをつくった経験があるんです。法人内の職員と、あと実際関わってる利用者さん
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たちにわかるものをつくりなさいというところで、全く知らなかった特定相談をいろいろ調べながら

つくったんですけれど、これは、場合によって当法人内の問題かもしれないんですが、現場にいる職

員でも理解される人とされない人はいらしたんですよ。

興味がないわけではないんです。ただ、相談っていう言葉が氾濫してしまって、自分が抱えてる相

談はそのうちのどれなんだというのが結構出たっていうことと、学校に行かれている方たちは学校で

の計画もあるし、通所事業所に行ってる方も個別支援計画があるし、なんだかいろんな計画がある。

で、結局なんなんですかと、職員からも利用者さんからも保護者からも出たときに、どうしようって

思いまして。

なので、今回いただいたこの資料が、サービス等利用計画に焦点を当てて、それだけを説明するな

らば足りると思うんです。けれども、これがどこに該当するのかが、もう住み分けされている人にし

か通じないかもしれないなと。それが先ほどおっしゃられた、福祉サービスってなんなのっていうあ

たりから入るのも一つだとは思うんですけれど、つくった経験から、いろいろ織り込みすぎると、ど

んどんボリュームが増えて、そもそも皆さん見てくれる気がなくなるんですよ。

簡易的な言葉にするともっと伝わらないっていう中、どうしたらいいのかっていうのは、正直回答

を持ってないんですけれど、そんなことを思いながら皆様の意見をうかがってました。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：素朴な質問ですけど、相談支援専門員の資格は、誰が任命するんで

すか。試験にパスした人なんですか、それとも事業所で決められるんですか。

事務局：相談支援専門員は、何年経験が必要かは職種によって違いますが、障がい福祉サービス等の経験年

数があり、県の研修を受けた方が、相談支援専門員としてサービス等利用計画をつくることができま

す。免許があるとか資格職とは少し違うのかもしれませんが、経験年数があり研修を受講した、計画

の作成スキルがある方を相談支援専門員と呼んでおります。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：モニタリングも、相談支援専門員がするんでしょうか。

事務局：定期的なモニタリングで、サービスの利用状況の確認や計画の見直しなどをします。そのモニタリ

ングも相談支援専門員が、います。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：わかりました。自分が利用してないのでよくわかりませんけども、

福祉団体の相談もこれに入っているんですか。

事務局：相談を受ける機関としては当事者団体もあるという、そういったご意見でよろしいんでしょうか。

団体さんも当事者の方からいろんな相談を受けているかと思いますが、団体さんのおこなっている相

談と計画相談とは異なりますが、当事者団体の方も相談支援事業所も当事者の方の相談を受けている

というお立場は同じだとは思います。

いちょうの会：うちの会は、精神の当事者が多いので、つい遠慮がちで、中へ中へとこもっておりますけれ

ども、先日も市川で合同会がありまして、講師にお招きした、野村和弘氏の話しをうかがいながら、

待ってるんじゃ駄目なんだなっていうことがつくづくわかりましたことと。会でもなかなか、それぞ

れの家庭に入り込めないので、雑談的な定例会になることが多くて、皆さんがどういうことでお困り

かが、まだはっきりつかめないところなんで、こういう会議に出させていただきながら、徐々に会に

持ち帰って会員の皆さんに勧めたいと思います。私個人としては、パンフレットは、わかりやすいん

じゃないかと思いました。

社会福祉法人サンワーク：わかりやすい案内をつくっていただいたのは、ありがたいと思います。回覧して

いただいているほかの市町村のパンフレットを見て、ルビをふったほうが、漢字などが読みづらい方

にはいいのかなと感じていました。

国の方針として、あまりセルフを強く押し進めてないというようなものがある一方で、県内のほか
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の市町村を見渡すと、半分以上がセルフというところもあったりするんで。セルフプランについて入

れたほうがいいのかな、どっちのほうがいいのかなと考えていたところではあります。

先ほど、相談支援事業所がどのぐらい足らないのかというお話があったかと思うんですけど、介護

保険と違って、ケアマネ１人あたりのケースの件数が、障がいでは決まってないっていう、すごく曖

昧なところに、相談支援が動き出して、じゃあ、何人いればやりきれるのかというのが、曖昧で。

その結果、計画相談を受け過ぎている事業所さんや、支援員さんが結構アップアップになっている

というのが、実情としてあるので。全国的にも悩ましいところですし、検証していく中で、このぐら

いの件数が妥当なんじゃないかっていうのを、今後の検討の一つに入れていけるといいのかというふ

うには思っています。

事務局：いろいろなご意見ありがとうございます。もしよければ提案させていただきたいんですが、今いた

だいた、ご意見と一緒に、パンフレットを、次回の実務者会議でお示しして、さらに、実務に携わっ

てる方から、ご意見をいただきたいと思うのですが。

リーダー：よろしいですか。では、実務者会議でパンフレットのご意見をいただくようにします。

では、次の議題に移りたいと思います。事務局から、第２回の実務者会議で障がい福祉課さんがま

とめた文書の説明をいただいてもよろしいですか。

事務局： 基幹相談では、計画相談を担っている８つの事業所さんの相談支援専門員の方に定期的に集まっ

ていただいて、現場の困り感を共有したり地域課題について検討したり、実務者クラスの会議をおこ

なっております。

その中で、現場から、行政の対応にばらつきがあるので、少し統一した対応をお願いしたいという

お話がありました。相談支援専門員さんは、制度が始まったばかりでもあるということもあったり、

支給決定に関わることもございますので、福祉課の地区担当ワーカーさんと頻繁にやり取りをしてい

るのが実情です。そんな中、計画相談を進めるプロセスについて、行政の皆さんと共通理解を図りた

いとていう声が出ました。

では、議題２の資料を読み上げるような形で、現場の相談支援専門員さんのほうから投げかけられ

ているご質問の内容を説明したいと思います。現場の皆さんから 17 つですね、表裏、質問が挙がっ

ております。

一点目としましては、平成 20 年に 27 年３月末までに計画相談を 100 パーセントにしましょうと

いう国の熱い思いのもと、計画相談の加速化策が厚労省から提示されました。計画相談におきまして

は、モニタリングやアセスメントは、原則ご自宅の訪問を遂行してくださいというのが、当初、国が

示した形だったんですけども、それが、加速化策ということで、モニタリングやアセスメントは、通

所先などですね、自宅以外の場所でおこなってもいいですよっていう方向性が厚労省から示されたわ

けなんですけれども。その厚労省が示した方向性は今も有効でありますかというよう質問。

２番目は、利用者さんが入院している、または入所前提の長期の短期入所中である場合のモニタリ

ングの取り扱いは、どうするかという質問。

３番目は、支給量の変更に伴う際に、行政に出す書類にもばらつきがあるんではないかという声。

４番目は、利用者さんの、緊急事態に伴う支給決定の内容が、たとえば骨折だとかですね、病気だ

とか、そういう単発的な緊急事態に伴う支給決定の内容が変わる場合に、行うべき事務処理は、どん

な内容になるかということ。

5 番目に、それと付随するんですけれども、受給者証の事務処理もどうすればいいですかというこ

とですね。

６番目は、計画相談の算定。モニタリングや計画を作るときに、事業者さんが国に請求する報酬が
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２種類あるんですけれども、計画相談の算定は、受給者証に記載があるモニタリングだったり、更新

時以外にサービスの利用計画の変更が生じたなど、障がい福祉課さんがお示しになっているガイドラ

インがすでにあります。変更や新たに計画をつくる場合に、国に報酬を請求します。モニタリングの

報酬か計画作成の報酬か、状況に応じて請求する金額が違ってくるんですが、相談支援事業者さんが

行政に事前の相談はせずともガイドラインに沿って脈々と報酬請求をしてもよろしいんですかとい

う、事業所の運営に関わるようなご相談。

それから、モニタリングとサービス等利用計画の作成をして、両方の算定が可能になるっていう場

合はどんな状況かという相談。

それから、更新の手続き。計画を見直す更新の月が設けられているんですけれども、更新手続きの

締切日がちょっと早いので、現場が回らなくって、ちょっとしんどいという声。

それから、万が一の場合に備えて、普段の生活では短期入所は使わないんだけれども、ご両親の入

院や不測の事態に備えて、万一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は、行政とし

てはどう考えているのかという相談。

それから、市役所の地区担当ワーカーさんから現場の相談支援専門員に相談依頼が入った場合の対

応で、行政から提供されるケースに関する情報のボリュームと幅の広さにばらつきがあるので、行政

のお考えをお聞きしたいというような内容でしたね。

11 番目は、クレームや病状などから来る、利用者さんからの相談支援事業者さんへの不信感によ

って対応が困難になったケースについてのご相談。

12 番目は、計画相談の根幹とも言えるのですが、サービス利用に関する支給決定のあり方につい

ての現場からの投げかけ。

13 番目は、モニタリング月を変更する場合の、具体的な事務手続きについて。

14 番目は、先ほどのお話でもありましたが、計画相談支援の手続きが利用者さんに浸透しており

ません。利用者さんへのサービス等利用計画の更新のお手紙には、役所の窓口に出す書類の説明がさ

れているんですけれども、利用者さんの家族は、計画案を窓口に出す際に、受給者証だけ持って行っ

て、肝心要の計画案を持って行かない場合、窓口ではどういうふうに対応されていますかという質問。

それから、しばらく社会との関わりが途絶えていた方が、社会復帰のワンステップとして、移行で

はなく就労継続 B 型を利用する場合の対応について行政の方はいかがお考えですかという質問。

それから、この辺は、実務者の方はおわかりなるかもしれませんが、計画相談の事務手続きに関す

ることでもございますが、たとえば、16 番は、まだ計画相談を利用されてない利用者さんからの作

成の依頼が月末に入ると、締切日が設定されている更新月内に書類を出すことが非常に困難な場合も

あって、翌月に書類を出すことになることもあります。

もともとサービスは前月申請というのが、大原則としてあります。たとえば、就労訓練を 10 月か

ら使いたい人は９月に市役所にその申請をしないといけないということなんですが、そういう依頼が

月末に入ってしまうと、前月申請という原則ルールを全うしてケースワークを進めていくのが困難な

場合もあるということが、現場の声から上がってきました。

もちろん、相談支援専門員も、利用者の方に前月申請が大原則ということは説明はするんですけれ

ども、先ほどの議論にもあったように、そもそも障がい福祉サービスの基本的な制度理解が伴わない

方も多い中、行政さんからも現場からも丁寧な制度説明が必要で、行政の方からもお力貸していただ

きたいという、現場の声ですね。

もう一つは、審査会とも絡んでくることなんですけれども、障害支援区分というものが、サービス

を利用される方に付与されている場合がありまして、障害支援区分は、審査会での審議が必要になっ
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てきます。審査会の設定日が月末になる場合は、審査会で支援区分が決まって受給者証に区分が印字

されて、浦安市の場合は受給者証のコピーを相談支援事業所に配布していただくことになっているん

ですけれど、事務処理の兼ね合いでそれが翌月になってしまうということもあります。

で、支援区分が決まって支給決定が確認されてから、サービス等利用計画が案の状態から確定する

ということが、国が示している流れですので、相談支援専門員さんは、確定したサービス等利用計画

に必然的に翌月に利用者さんの署名をもらうことになってしまいます。国からは、計画相談の報酬を

算定するタイミングは、サ－ビス等利用計画を作成して利用者さんから文書で同意を得た日というこ

とになっているので、必然的に利用者さんから翌月に署名をいただくと翌月請求になってしまいます。

しかしながら、その一方で、市役所からは受給者証に記載されている月に報酬請求することが必要

ですとご指導いただいてるわけなんですけれども、審査会が月末に設定されている限り、支給決定の

状況が受給者証で確認することができるのは、翌月になってしまう場合が多い。なので、これは現場

の人からの投げかけなんですが、障害支援区分の更新が事前にわかっているならば、更新月の前月、

もう少し早めに認定調査等々で、準備をすることはできないでしょうかという投げかけです。

受給者証は、サービス提供の根拠となるものですから、受給者証の事務手続きが遅れてしまうと、

サービス提供事業者さんのほうも支給決定の内容が確認されないまま先行してサービスをおこなっ

てしまうことになりますので、望ましくない状況になっていないでしょうかっていう、投げかけです。

少し実務に密着した話でしたので、難しかったかもしれませんけれども、計 17 個の現場からの投

げかけがございましたのでご説明させていただきました。

リーダー：ありがとうございました。皆さんから、もうちょっと意見があるよとか、こういうことも手引き

の中に入れてほしいとか、そういったことはございますか。

介護給付費等の支給に関する審査会：意見じゃなくて質問なんですけれども、15 番の就労移行を利用せず

就労継続 B 型を利用する場合の対応。就労移行も B 型も両方とも福祉サービスの計画案をつくらな

きゃいけないものですよね。だけれども、B 型だけを利用する場合の対応というのを詳しく教えてく

ださい。

事務局：昨年度までは、たとえば、高校を卒業して、そのまま就労継続の B 型を利用したいという場合は、

審査会に諮って、利用の可否を判定していましたが、今年度からは、高校を卒業して、直接就労継続

B 型を使いたいという場合は、まず就労移行支援での実習を挟んで、そこでアセスメント、評価を受

けるという流れになっています。

株式会社ダイム：実務者会議で行政への質問や要望として出た、出たものが 17 項目あると。QA に追記し

て、第２回実務者会議で検討を依頼しますっていう、結論の出た話になっているんだけれど、何を提

案されてるのかがわからないというか。

前半の部分を読んでいくと、おそらく、実務者会議さんもしくは、相談支援の現場と行政で、きち

んと話をする、もしくは、国の指針があるなり市の指針、ガイドライン、そういったものできちんと

決めていくべき内容かなと思っていて。

この質問をみんなで検討するっていうことなのか。実務者さんが質問してることなので、私たちが

答えるよりは、行政がガイドラインとかそういうもので出ているものなので。ごめんなさい、提案さ

れている内容がわからないです。

事務局：ご指摘はごもっともでございまして。提案っていう言葉が少し適切ではなかったのかなと思います。

実務者会議からの行政の方へ対応を均一化してほしいという質問です。実務者会議で、行政の方

に出され、対して出された現場からの質問を列記させていただきまして、今回、この場で私がご報

告申し上げた主旨としましては、実務者会議でこういう質問が上がっていますというご報告及び、
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現場がどんなことに困っているのかの、今の現場の状況っていうのを、出された質問から、何か感

じ取っていただけるものがあれば、委員さんから、感想なり、コメントなりいただければいいかな

という主旨で、ご報告申し上げました。

株式会社ダイム：ここで話し合う意味としては、私どもで、こうしたほうがという話をしたときに、たとえ

ば、国の指針とか市のガイドラインを変更することができる可能性があるということでしょうか、

リーダー：この相談支援部会は、実務者会議で話し合われたことを報告する場になっていて。事務局から申

しあげたように、実務者会議の報告と受け止めていただければよいかと思います。相談支援専門員さ

んと障がい福祉課さんとやり取りで、わかりにくいことがあったり、理解が違ったりということに対

して、きちっと Q＆A できちっと整理しましょうと行政の方がおっしゃったので、事務局としてこれ

を出していただいたんですね。

なので、提案というよりは、これ以外にもこんな問題ってあるよねっていうことがあれば、出して

いただければ、障がい福祉課で考えていただけるかなと思います。

ＮＰＯ法人千楽：質問なんですが、この議題２の資料をつくられて提出してくださったのは、障がい福祉課

さんや事業課さんなのか、基幹さんなのかっていう。というのは、私も実務者であるだけに実務者会

議に出席させていただいてるんです。そこには基幹さんも入られていて、この内容というのは、実務

者の中で共有はしているんですね。今のリーダーのお話をうかがって察するに、まず、この内容は、

行政に行き、Q&A に追記することが決まって、それを次回の実務者会議で検討してくださいってい

うものなんですか。

リーダー：そうですね。

事務局：実務者会議からの質問で、17 項目挙げています。今後の流れですけれども、９月 28 日に第２回実

務者会議があります。行政で一つ一つのこの質問に対して、回答案をつくったんですね。それを最終

的に次回の実務者会議で、相談支援専門員の方にお示しし、補足の意見や質問があればそこでおうか

がいして、第３回目のこの相談支援部会で報告できるかなということでスケジュールは考えておりま

す。

というのは、この 17 の質問の中には、行政で Q&A でアンサーがちゃんとぴたって出るものと、

その方の置かれた状況や環境によって個々に考えていく場合が多々出てくるので、相談支援専門員さ

んから見てどうかというのも含めて、次回の実務者会議で提案させていただこうと考えております。

ＮＰＯ法人千楽：回答は、行政から何かしらいただけますと。で、その内容自体は、次回の実務者会議で検

討しますと。この場では、経過を報告するものなんですよという理解でよろしいでしょうか。

リーダー：そういう理解をしていただければと思います。併せて、何かこれにご意見があればいただきたい

というものです。

介護給付費等の支給に関する審査会：意見というほどのことではないんですけれども、17 番のところで、

審査会の審議、区分認定の決定というところで利用計画と関わることなんですけれども、確かに、こ

の、実情としてはこういうことが起こるのかなとは思います。

私が参加した審査会の中で、予定されていた分に加えて、至急どうしてもやってほしいというよう

な形で、当日出されるようなこともあるので、そこは対応してくださっているのではないのかなと思

うんですね。

ただ、区分認定するのに調査票とか医師の意見書とかいろいろ必要ですよね。本人と会ってお話を

うかがって、それを調査票に組み込んで、意見書も書いて、状況説明書みたいのを付けて、コンピュ

ータにかける。それで、医師の意見書もいただいて、それもコンピュータにかけるとなると、結構時

間がかかると思うんですよ。
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以前は、サービス利用計画書の作成がなかったので、事務処理的には少し簡潔化されていたんだと

思うんですけど、サービス利用計画書にも反映という、もう一段階加わるような形になるのならば、

前月からとか前々月から、具体的に期限が切れる何か月前に調査をしているのか、申請をして調査を

するのかというのが、以前と変わらないのか、ちょっと聞きたいんですけれども。その辺のところの

変更が市町村で可能なんでしょうか。それとも、国の方針として決まっているようなことなんでしょ

うか。

事務局：詳しい資料が、今手元にないのですが、大きく市町村によって違うことはないと思いますので、全

国的にそこを踏まえてやっているとは思うんですが。

おっしゃるように意見書とか、支援区分の認定調査、ご本人やご家族から申請書と書類をいただい

たりといったことの事前の準備が必要になります。ここに時間が、かかってしまいますと、審査会に

かけるのがどんどんのびて、最終的には一番最後のぎりぎりの審査会になってしまって、結果として

案内や通知、受給者証の発行等に時間がかかるということで、結果として、ご本人や相談支援専門員

さんにご迷惑かかるということになりかねないので。このあたりなるべく、審査会にかけるのを少し

早めにすることによって、そのあとのプロセスを余裕を持ってできるような形でやっていきたいと思

います。

このあたりは、当然、サービスの申請をお出しいただくご本人様やご家族と、相談支援専門員の方

にご協力いただきながらスムーズにサービス提供できるように、やっていきたいと思っております。

よろしくお願いいたしします。

介護給付費等の支給に関する審査会：もう一つ聞きたかったのは、サービス利用計画書が、制度ができる前

とそのあとで、認定調査や申請を少し早めにするとか、そういう変化は市でできるのか、あるいは、

２か月というのが決まりとしても、それ以前からの申請は受け入れられるような、そういう仕組みに

なっているのか、実際にやっていらっしゃるのか、その辺のところをおうかがいしたいなって思った

んですけども。

事務局：更新月の１か月前ほど前には、案内書をお送りします。ほとんどの方がそれ以降手続きをしますの

で、１か月から１か月ちょっと前に通知を出させていただいております。

介護給付費等の支給に関する審査会：大体１か月前ですか。

事務局：１か月半ですね。

介護給付費等の支給に関する審査会：事前にいろいろと必要だと思うので、１か月は短いなと思ったんです

けれども。わかりました。

リーダー：ご意見としては、市町村で変えることができるならっていうことですよね。そういう柔軟な対応

ができるかって。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい。そうです。

リーダー：それも含めて実務者会議でお返事をいただくので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：そうですね。

リーダー：では、議題３のグループスーパービジョンの活動報告に移ります。ここからは非公開なりますの

で、個人情報の関係がありますので、傍聴の方は、ご退席をお願いいたしします。

（個人情報を含むため、議事録には、掲載しません）



平成 27 年９月１６日(水)

午後１時 30 分～３時

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２回）次第

１．開会

２．議題

（１）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

（２）実務者会議からの提案

（３）グループスーパービジョン活動報告（個人情報を取り扱うため非公開）

※資料は当日配布いたします。

３．閉会
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議題 1 資料（１） 計画相談支援の現状

１．平成２７年８月末日現在の進捗状況

（１）障害福祉サービス等

総合支援法による障害福祉サービス等（居宅介護、短期入所等、就労移行支援、

就労継続支援等）を利用する際の計画

（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

２．指定特定相談支援事業所の推移

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 ０ ０ ８

※平成２７年度は、８月末現在の数値

作成済 92.7％

障害福祉サービス等受給者 ６０４人

サービス等利用計画案作成（＊） ５７３人

達成率 ９５．４％

＊障害児童通所支援の計画案と両方作成している方６３人と

セルフプランの方２４人を含む
作成済 95.4％

障害児通所支援受給者 ３３１人

サービス等利用計画案作成（＊） ３０７人

達成率 ９２．７％

＊障害福祉サービスの計画案と両方作成している方６３人と

セルフプランの方３３人を含む



議題 1 資料（２）パンフレットの一例

障がい福祉サービスを利用する方へ

地域でのくらしを支援する

「サービス等利用計画」のご案内

サービス等利用計画は、必ず作らなければいけなのでしょうか？

障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用する全ての方が対象となります。

なお、地域生活支援事業（移動支援事業・日中一時支援事業・地域活動支援センター等）

のみを利用する方は、計画作成の必要はありません。

サービス等利用計画とは何ですか？どうして計画が必要なのですか？

障がいのある方が、地域で生活していくときに必要となるさまざまなサービスを計画的に

利用するために作成する計画です。

計画を作成することにより、希望する生活の実現や、生活の質のさらなる向上をめざして

います。

ご本人の状態や希望、環境等を総合的に判断し、サービスの内容や組み合わせ、利用頻度

やスケジュールなどを盛り込んだ計画を立てていきます。

市は、「サービス等利用計画」を基にサービスの支給決定をします。

サービスを提供する事業所などには、計画が「支援のための共通の目標」になります。

そうか！

介護保険のケアプランの

ようなものなんだ！



サービス等利用計画は、誰が作るのですか？

市が指定する「特定相談支援事業者」で、福祉サービスの経験があり、相談支援の専門研修

を受けた「相談支援専門員」が作成します。浦安市で発行している市内事業者一覧などを参考

に「特定相談支援事業者」を選択してください。

本人や家族、支援者等が作成する「セルフプラン」という方法もあります。セルフプランで

計画を作る場合は、障がい福祉課にご相談ください。

サービス等利用計画を作る時に、費用はかかりますか？

計画の作成に「利用者の方の利用負担」はありません。計画を作成する事業者には、市から

報酬が支払われます。ただし、セルフプランの場合は、作成者に対して報酬は支払われません。

計画は、一度だけ作ればいいのですか？

一定期間ごとにモニタリング（計画の検証）を行います。必要に応じて計画の見直しも行い

ます。

いつから計画が必要になったのですか？

平成 24 年 4 月の障害者自立支援法一部改正により、原則としてすべての障害福祉サービス

等を利用する方にサービス等利用計画あるいは障害児支援利用計画が必要となりました。

計画を作ることには、どんなメリットがあるのですか？

○計画に書かれたスケジュールで、受けているサービスの内容や

頻度が一目でわかります。

○本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を

受けることができます。

○定期的にモニタリングを受けて、サービスの利用を振り返り、

「必要な支援を必要な分」利用することができます。

○支援者や関係者で計画を共有することにより、本人のニーズに適った

一体的な支援を受けることができます。

計画

自宅訪問は必要ですか？

計画の作成や見直しには、生活状況を十分把握する必要があります。本人やそのご家族から

の聞き取りだけでなく、計画を作成する相談員がご自宅等を訪問し、生活環境や居住環境を確

認することは、とても大切です。



○サービス利用までの流れ

障がい福祉課に相談

「計画案」を作成するために必要な手続きをご説明します。

計画案を作成する事業所の一覧をお渡します。セルフプランの場合は、様式をお渡しします。

（どちらも、市のホームページからご覧いただけます）

相談支援事業所に「計画案」作成を依頼

相談支援事業所と、サービス等利用計画作成の契約を行ってください。

相談支援事業所は、現在の心身や生活の状況や希望などを伺います。また、生活環境を拝見

することは、よりよい計画の作成のために必要です。ご自宅に相談支援専門員がお伺いする際

は、ご協力をお願いします。

障がい福祉課窓口に計画案を提出

市は提出された計画案を参考に支給を決定し、受給者証と決定通知書を交付します。

相談支援事業所と相談しながら、福祉サービスを利用

市から交付された受給者証を相談支援事業所に提示し、サービス利用についてご相談くださ

い。相談支援事業所が「計画案」を調整し、「計画」を作成します。

「計画」に基づいてサービス事業所と利用契約し、サービスをご利用いただきます。

定期的に計画を見直し

受給者証に記載されている期間ごとに、相談支援事業所が計画の見直し（モニタリング）を

行います。サービスの利用状況やご本人の状態や希望などの確認と自宅等の訪問をおこない、

必要であればサービスの変更や追加などを行います



相談支援専門員にご相談ください

浦安市では、行政が直接おこなっいる相談窓口に加え、基幹相談支援センターを

はじめ、地域の事業者がそのノウハウや創意工夫を活かした相談支援をおこない、

サービス等利用計画を作成することで、障がいのある方が、地域でいきいきと暮ら

せるようなまちをめざしています。

サービスの種類が多くて、どのサービスを使えばい

いか、どのサービスを組み合わせれば暮らしやすく

なるのか、よくわからないな。

福祉サービスの知識と経験がある相談支援専門員が

ご説明します。

相談支援専門員が計画を作ることで、本人のニーズ

に適ったサービスの支給決定を受けることができま

すよ。

進学や引っ越しでかなり環境が変わるけど、今のままの

サービスでいいのかな。

必要に応じて計画の見直しをします！

手続きやサービスが

よくわからないとき

も、相談支援専門

員さんが説明をして

くれるから安心。

自分の目標や希望を話

して計画を作ってもら

ったから、必要なこと

や望むことに沿ったサ

ービスを受けることが

できた！

色々なサービスを提案し

てもらえてよかった！

計画にしてあると、自分で何度も見

直せるし、自分が受けているサービ

スを説明するときにも役に立つね。
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議題２資料 実務者会議からの提案

第１回実務者会議で行政への質問や要望として出た次の項目について対応の均一化を図る

ため、計画相談支援の手引き(事業所用)のＱ＆Ａ等に追記し、第２回実務者会議で検討を依頼

します。

質問等の概要

１

平成 27 年 3 月末までの計画相談の加速化策ではモニタリングやアセスメントは

通所先などの自宅以外の場所でもよいとされているが、今も有効であると理解して

良いか。

２
利用者さんが入院している、入所前提の短期入所中であるなどの場合のモニタリン

グの取り扱い

３ 支給量の変更を行う際に行政に提出する書類

４ 緊急事態に伴う支給決定内容の単発的な変更に伴う際の事務処理

５ 緊急事態に伴う単発的な支給決定内容の変更が生じた際の受給者証の事務処理

６

計画相談の算定については、受給者証に記載があるモニタリングや更新時以外にサ

ービス等利用計画の変更が生じたなど、相談支援事業所がガイドラインに沿って、

その状況に応じて報酬請求をして良いか。

７ モニタリングとサービス等利用計画の両方の算定が可能になるのはどんな場合か

８ 更新手続きの締切日

９ 万一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

10 市からの相談依頼が入った際の対応

11
クレームや病状などからく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

12 サービス利用に関する支給決定

13 モニタリング月の変更の手続き

14
サービス等利用計画更新時の計画案を利用者の家族が窓口に受給者証のみ持参を

した場合の対応

15 就労移行を利用せずに、就労継続Ｂ型を利用する場合の対応
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質問等の概要

16

計画作成の依頼が月末に入ると、締切日が設定されている更新最終月内に書類を出

すことが困難な場合もあり、翌月に書類を提出することもある。

相談支援専門員もサービス利用の申請は利用したい月の前月の申請と理解してい

るので、利用者にもその旨の制度説明を行っているが、そもそも障害福祉サービス

の基本的な制度理解が伴わない方も多い。行政からの丁寧な制度説明をお願いした

い

17

障害支援区分の変更の際は、審査会での審議が必要であるが、その審査会の設定日

が月末の場合、受給者証コピーが相談支援事業所に届くのは翌月となる。支給決定

が確認されてから、サービス等利用計画（確定版）を作成し、利用者から翌月に署

名をもらうことになる。

国からは計画相談支援の報酬を算定するタイミングは、「サービス等利用計画を作

成し、利用者さんから文書で同意を得た日」となっていることから、翌月に請求す

ることになる。

市は、受給者証に記載されている通り請求することとしているが、審査会が月末に

設定されている限り、支給決定状況が受給者証で確認することが出来るのは翌月に

なることが多い。障害支援区分の更新が事前に分かっているならば、更新月の前月

に行うことは出来ないのか。

サービス提供事業者もサービス提供の根拠となる受給者証を確認できないままサ

ービス提供を先行して行う事になり、望ましくない状況になる。


