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平成 27 年度第２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７月２日（木） 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）平成 26年度基幹相談支援センター実績報告

（３）その他報告事項

５．資料

（１）議題１資料 部会活動報告

（２）議題２資料 平成 26 年度 浦安市基幹相談支援センター事業報告

（３）議題３資料 報告事項

６．議事

事務局：ただいまより、平成 27 年度第２回浦安市自立支援協議会を開催します。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、会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
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会長：お手元の議事次第にございますように、今日は議題が３つということで、１つは部会活動報告ですね。

それから２番目が平成 26 年度基幹相談支援センター実績報告。３つ目がその他の報告事項ということ

でございます。

まず部会の活動告をお願いしたいと思います。すでに各部会は６月に第１回の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でございます。この順番に、各

リーダーあるいはサブリーダーから、ご報告をいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

最初に権利擁護部会の部会活動報告をリーダーからお願いいたします。

社会福祉協議会：権利擁護部会の活動報告をさせていただきます。開催日は、お手元の資料に記載した通り、

６月の４日の日に開催しております。第１回目ということで、部会のメンバーも大きく変わっていると

いうことで、全体的な状況について、行政から説明をただいたという状況でございます。

活動報告の記載の通り、27 年・28 年度の権利擁護部会の運営についてということと、虐待防止セン

ターの実績報告をいただきました。

それから、平成 26 年度の成年後見制度の実績報告について、法人後見の受任状況等々についての報

告をいたしました。

４番目といたしまして、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、今年度はこれを、

一つ大きなテーマにしていきますということをお話をしたところでございます。

その中で、視覚に障がいのある方が、障がいを理由に入社等を断られるというような事例を聞いたこ

とがあるかという話をいただきましたが、これは、差別解消法というよりは雇用促進法の中でというこ

とで、合理的な配慮も含めて今後、考えていく必要があるだろうということで、議論がありました。

それから、議題５といたしまして、基幹相談支援センターの機能について、いろいろご意見をいただ

きましたので、読ませていただきます。

相談支援事業は、いろんなさまざまなことがあるので、ケーススタディとしての蓄積という意見。

それから地域包括利用センターを利用できるのは、介護保険の対象者であり、介護保険対象年齢に達

していない方は基幹相談の利用ということになるため、基幹相談センターというものがないと困ります

ということで、この辺についての議論もいたしました。

それから、他の自治体で地域包括センターが、基幹相談支援センターをおこなっている事例があると

聞いているがということに対しまして、この辺がどういう動きかという部分については、今後の課題と

いうことでございます。

それから、地域包括が 15 年間蓄積をしたノウハウを使ってみてはどうかという話もしているところ

でございます。

それから、障害支援区分は介護保険法に規定されてるものと近いものがあった。しかし、障がい者に

はそぐわないということで、最近になって、障がいの実績に沿ったものというのができた。介護保険と

障がい者は相反するものであり、知的障がいは介護保険制度の中では評価されず、不利であるというよ

うなご意見等々いただいたところでございます。

全体的には、状行政等の状況説明が多くなってしまったことから、事例を踏まえた障がい者の権利擁

護という点と差別解消という点を具体的に、それから、成年後見制度について、事例を交えて話をして

いこうということで、２回以降、これらの点について取り組んでいくということとなっております。以

上でございます。

会長：ありがとうございました。従来ですと、次の部会の報告に進んでいましたが、今回から、部会ごとに

質問やご意見を受け賜わりたいと思います。リーダーの皆様も、協議会で検討を要する事項ですとか、
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他の部会で意見を聞きたいと考える事項等ございましたら、ぜひこの機会にご提案をいただきたいと思

います。また、委員の皆様におかれましても報告を聞いて、所属している団体や部会で、検討や協力が

できる課題がございましたら、ぜひご提案をお願いしたいと思います。

それでは、ただいまの報告につきまして何か質問やご意見あるいはご提案等ございましたら、積極的

に出していただければと思います。何かございますでしょうか。

和洋女子大学：今のご報告にありましたけれども、基幹相談支援センターの機能として、地域包括支援セン

ターと統合をしたほうがいいのではないかという流れでのご意見が出ている一方で、「介護保険と障が

い者は相反するものであり」となっていて、なんかちぐはぐのような感じがいたしております。

通常考えれば、一体的に相談等に関しては進めていったほうがよろしいかと思います。相反するもの

というのは、どういう状況の中で出てきたご意見かというところを伺いたいと思います。

社会福祉協議会：相反することということではなくて、両方を担った形での業務をおこなっているところが

あるのではないかという、ご意見をいただいたところでございます。

その中で、地域包括は地域包括としての役割、基幹は基幹としての役割があるであろうということで、

全体的にはそういうお話をしたんですが。そういう両方の役割を担っているというところというのが、

どういう形であるかという部分については、調べる必要はあるであろうというような経過でございます。

和洋女子大学：ということは、相反するものではないということですか。

社会福祉協議会：はい。

和洋女子大学：ありがとうございます。もう一点だけよろしいですか、その他提案の「障がい者の権利を考

える時に、障がいの枠だけに当てはめて考えるのは良くない」。まあ、幅広く捉えるべきだというご意

見だとは思うんですけれども、もう少し具体的に教えいただければと思います。

社会福祉協議会：全体的には、包括の話もあり、基幹の話もありという中で、障がいのある方という部分は、

ノーマライゼーションという点でも、広い目で見ていく必要があるだろうという話をしており、実際に

は提の中で、たとえばバスの乗り方等について、どういうことが、健常者にとっても、障がいのある方

にとってもいいんであろうだとか、そういう課題ってすごく大事だよねというところから、障がいの枠

だけに当てはまって考えていくということではないであろうというようなことを、具体的に議論してい

くべきではないかという話し合いをさせていただいたところでございます。

和洋女子大学：と言うと、この障がいの枠という捉え方は、たとえば障がい福祉サービス事業だけに当ては

めて考えずに、一般社会における障がい者の権利というふうなことで考えてったほうがいいと、そうい

う意味ですか。

社会福祉協議会：そういう意味で、やっていくことになっております。

会長：そうですね。最初のところは、「相反するものではない」という表現のほうが適切かもしれないです

ね。ということで、この辺はまた改めて検討することになろうかと思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：議題の３のところで、成年後見人制度の実績報告で、受任件数などに

ついて報告をおこなったということだったんですけれども、この件数をわかれば今、教えていただけれ

ばと思うんです。件数の実績などについて報告をおこなったということが書いてあるんですけれども、

報告をつくるときに、内容のすべてを書く必要はないですけれども、件数を載せていただければと思い

ます。

社会福祉協議会：成年後見制度の受任件数自体は、浦安市で何人ですというようなことを、地裁にも発表し

ておりませんので、全体的なところで、成年後見制度の相談状況、それから、私ども社会福祉協議会の

受けている受任件数等々、それから、今動いている状況等についてのお話をさせていただきました。

後見につきましては、平成 26 年度末の状況で、社協で受けてる部分については、知的障がいの方お
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１人と、精神障がいの方、お２人の、３人を受任していますと報告をしてきたところでございます。

申立件数等についても報告をしております。平成 26 年の申立、後見人に対する報酬調整については、

１件報告をしましたというご報告をさせていただきました。

会長：はい。詳細な資料等があれば、何らか付けるということも、検討していいのかなと思います。ありが

とうございます。ほかにございますか。なければ、次の部会の報告に移らせていただきたいと思います。

それでは次に、こども部会の報告をお願いしたいと思います。

教育研究センター：はい。それでは、こども部会の活動報告をさせていただきます。第１回こども部会は、

６月 10 日水曜日に開催されました。はじめに、こども部会の委員の半数以上が、初めてこども部会に

参加された方でしたので、所属している団体の概要や、障がい福祉への取り組みなどを含めた自己紹介

から、始めさせていただきました。

１つ目の議題、平成 27 年度・28 年度こども部会の運営と議題につきましては、平成 27 年度・28 年

度浦安市自立支援協議会の組織と運営の、運用の説明のあと、27 年度こども部会の年間計画と、議題

について、事務局より説明があったところです。

２番目の議題としまして、青少年サポート事業の平成 26 年度の実績と、平成 27年度事業計画報告が

ありました。概要は資料にございますように、まず、学齢期以降の発達が気になる者とその家族が、身

近な地域で適切な相談や指導が受けられる療育支援体制の充実を図るという目的で、平成 26 年度 10

月１日より、この事業が開始されたものです。事業内容としましては、療育支援、交流事業、相談支援、

地域支援で、施設名称は、うらやす・そらいろルームとなっております。

平成 26 年度の実績といたしましては、登録者が 95名。内訳は、小学生が 59名、中学生が 14 名、高

校生が 10 名、社会人などが 12 名となっております。相談件数が、130 件。来所相談が 80 件、電話相

談が 50 件、面接・療育実施開始数は 501 回、内訳は、初回面接が 93回、個別療育が 342 回、集団療育

が 66回となっております。

平成 27 年度も、継続してこの事業を実施していくことになっております。詳しい概要につきまして

は、資料の４ページをご参照ください。

また、主な意見につきましては、資料の３ページに、３点出ております。利用者の手帳所持の状況、

重度の方は受け入れているのか、専門機関として学校と連携できないのかなどの意見やご質問をいただ

いたところです。

３番目の議題の基幹相談支援センターの機能についてですが、基幹相談支援センターの機能の説明を

おこなったあと、意見を伺いました。委員の方から、平成 28年度に差別解消法が施行されることから、

引き続き虐待防止、差別解消についての取り組みも期待されるのではないかというご意見をいただいた

ところです。

２回以降の議題としましては、子ども子育て新制度の開始に伴う母子保健・子育て支援と福祉の連携、

事例検討による地域課題の協議、サポートファイルの活用、学校と青少年サポートの連携状況報告など

を検討しているところです。以上で報告を終わります。

会長：ありがとうございました。それでは、ただいまの報告につきまして、何か質問やご意見ございますで

しょうか。はよろしいでしょうか。それでは、次の相談支援部会の報告に移らせていただきたいと思い

ます。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：第１回目の相談支援部会の活動報告をさせていただきます。

ほかの今の部会の方、リーダーさんたちの説明と一緒で、新しいメンバーですので、情報共有や共通言

語を持とうということで、１回目は、資料などを用いて、制度説明も加えてさせていただきました。

構成メンバーは、相談事業者、それ以外に、当事者団体の方たち、身体障がい者相談員、知的がい害
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者相談員の方、精神、知的、身体、視覚障がいの団体の方が入っていらっしゃって。それ以外には、福

祉サービス事業所さんと、社協、審査会の委員、地域包括支援センター、中核地域生活支援センターの

がじゅまる、こども発達センター。相談には関わっている方たちが横断的に入っている部会です。

まず、共通言語ですけれども、計画相談とは何かっていうところまで、地域の相談の中で浸透してい

なかったので、「計画相談って、こういうものですよ」っていうご説明をさせていただきました。

それから、浦安市では、前回の相談支援部会の中で、NPO 法人の相談支援専門員協会が作成したサー

ビス等利用計画の評価チェックシートを基準にして、サービス等利用計画の評価基準っていうのを持っ

ておりまして、それについても、少し簡単にご説明をさせていただきました。

議題としましては、まず１番目は、皆さんと同じで、全体像、今年１年をこうやって運営していきま

すという報告を、事務局からいただきました。

議題２は、これも共通の議題で、基幹相談支援センターの機能で必要なものは何かを伺いました。資

料にも書かれていますけれども、主な意見は、短期間で休止や廃止している相談事業所は、何か問題が

あったんですかという投げかけがあって、相談支援事業所の日常的な業務の相談を受けてくれるような、

相談員が相談を受けてくれるような後方支援する機能が必要なんではないかというご意見。

それから、現在の仕様に、経過措置として月 30 件の計画相談を行うことができると書いてあるんで

すが、これはどういうことかというご質問がありまして。障がい事業課さんのほうから、国の指針には

ない機能だけれども、計画相談の作成率を上げるために、経過措置として、基幹にも計画相談を立てて

もらうことにしているというご回答をいただきました。

それから、中核機関として、調整などが難しい計画相談を請け負ってほしいですというご意見があり

ました。また、事業所の悩みを共有できる場を設けてほしいというようなご意見が出ていました。

それから、議題３です。相談支援実務者会議の実務者というのは、相談支援専門員のことを指してお

ります。浦安市内の相談支援専門員の方たちが、年に３回集まって会議をする会議のことです。

自立支援協議会の相談支援部会と連携を図ることということで、自立支援協議会に何を挙げますかと

いうようなことも含めて、話し合いをしています。その相談支援実務者会議の第１回目の会議が５月

28 日にありましたので、その報告をさせていただきました。相談支援部会で取り上げてほしい課題と

して、４つ挙げられました。

まず１つは、計画相談の趣旨や意義を当事者にわかりやすく説明する工夫とか機会が必要なんじゃな

いかと。現場では、計画作成が必要だっていうことについて利用者さんの理解を得るのが大変であると。

それに対しまして、障がい福祉課さんからお話をいただきました。障がい福祉課さんとしても、通知

だけではなくて、窓口ですとか電話ですとか、ケースワーカーの訪問の際など、細かく周知を図ってい

るんですけれども、地域の中で相談を受けるという役割を担う相談支援専門員にも周知と理解の協力を

ぜひお願いしたいと。もちろん、障がい福祉課もこれからもやっていくけれども、専門員さんたちも一

緒にやっていきましょうっていうお話がありました。

相談支援専門員さんたちからは、利用者さんは計画のことは知っていても、必要性を感じていないこ

とが多いと。「会議には、出たことにしといてください」と言われたりとか、「ここにサインすればいい

んですか」みたいな話になって、とても残念であると。また、「理解できてないな」というふうに言わ

れることもあるし。わかりやすい説明があればと現場は感じていますということでした。

２つ目の課題は、介護保険のサービスと同行援護を使っている方の場合なんですけれども、介護保険

のケアマネージャーが一体的に計画作成をするっていう場合と、ケアマネージャーさんが介護保険の計

画はするんだけれども、同行援護については、相談支援専門員が計画を立てる。つまりダブルケアマネ

状態になっているって。これはどうしたらいいんだろうとかもったいないんじゃないかっていうような



6

意見が出たので、この課題を出しました。

そうしましたところ、障がい福祉課さんからは、介護保険のケアマネージャーには、介護保険のサー

ビスと同行援護の計画を一体的に作成してほしいと思っているし、それが基本なんじゃないかと。ただ、

現在、過渡期にあるので、引き続きケアマネージャーたちへの障がい福祉サービスの周知に努めていき

ますというお話をいただきました。

地域包括支援センターの方も委員さんにいらっしゃいましたので、意見を聞きましたら、ケアマネー

ジャーへの情報提供等をやってますと。また、ケアマネージャーの会でも、障がい福祉課から障がい福

祉サービスの説明を行うなど、連携を図っているということでした。

続きまして、３個目の課題ですが、行政が先ほどの評価基準をどのように理解して、相談員がつくっ

たサービス等利用計画を見ているのかを聞いてみたいということ。

それから４つ目は、行政には統一した対応をお願いしたい。ちょっとわかりづらいと思うんですけれ

ども、ケースワーカーさんによって、言われることが違うことがあるという、現場の相談支援専門員さ

んたちの戸惑いみたいのがありまして。

ただ、時間切れで、一つ一つの事例を、うかがうことはできなかったので、２回目の実務者会議まで

に、相談員さんたちにヒアリングをおこなって、どんなところが具体的に困っているのかっていうのを、

次の会には出させていただこうと思っています。ですので、３番目と４番目につきましては、次回の相

談支援部会で、取り上げていく課題として残っております。

続きまして、議題の４、グループスーパービジョンの活動報告。１回目なので少しご説明させていた

だきますと、グループスーパービジョンは、相談支援専門員が対応に困っているとか悩んでいる事例を

持ち寄って武蔵野大学の教授の方にファシリテーターになっていただいて、助言を受けながら、複数の

相談支援事業所で事例検討を行います。

相談支援専門員が所属する事業所だけでは解決できないとか、この先の方針が見いだせない事例など

を、事業所の垣根を越えて、みんなで解決していく仕組みとなっています。

狙いとしましては、支援の行き詰まりを解消して、支援スキルを向上して、結果的に利用者さんによ

りよい支援を提供すること。事例検討をした内容を、サービス等利用計画にきちっと反映して、評価で

すとか向上につなげるようにすることというふうに考えています。

相談支援専門員が個別の相談事例から見える地域課題に今度は着目して、自立支援協議会にその課題

を伝えて、地域に必要な社会資源づくりに参画するということが、もう一つの目的となっています。

それから、相談支援事業所間の連携を深めて、現場間の共有を図ることっていうことも含まれています。

今回、１回目に出てきた課題としましては、親亡きあとについてのことが出てきました。親亡きあと

と言っても、具体的な生活イメージを語ることができない高齢の親御さんのことを、抱えこんでるとい

うふうに捉えがちなんだけれども、実は、親御さんからしてみれば、施設だって空きがないじゃないと

か、日常的に支援が必要な我が子がグループホームで暮らせるわけないじゃないとか、自宅で暮らせる

って言ったってヘルパーが見つからなければ暮らせないじゃないっていう、ぐるぐる回りの思考になっ

ていて、あきらめているのが現状ではないかという意見がグループスーパービジョンの中でまとまりま

した。

この現状の打開策として、居住資源の充実ですとか、実際に親元から自立して暮らせるような、さま

ざまな暮らしの様子を、親御さんが見て取れるようなお勉強会ですとかを基幹に開催してほしいという

ふうな意見が出されましたっていうことを、活動報告として、出させていただきました。また、協議会

への各部会の依頼事項は、無いということでした。

相談支援部会の２回目以降の議題としましては、委員さんをはじめとして実務者会議の内容、それか
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らグループスーパービジョンから出た課題、それから本人部会等からの意見を集約して、課題として挙

げて、 解決していきたい。それから計画相談の趣旨を、当事者に理解していただくための周知とか説

明の方法についても検討していきたいという話で終わりました。

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、何かご質問、ご意見ございますで

しょうか。

和洋女子大学：先ほど権利擁護部会から、基幹相談支援センターと地域包括支援センターの一体的な運営と

いうような話が出ておりましたけれども、相談支援部会のほうで、この点について、どのようにお考え

なのかっていうところをお聞きしたいのですが。

パーソナル・アシスタンスとも：浦安市から、基幹相談支援センターの機能の意見をいただいてくださいっ

ていう依頼だったので、そういう機能があったらいいねっていうのをランダムに出していただきました。

部会としての方向性という議論はしていません。

和洋女子大学：わかりました。ありがとうございます。そうは言っても、実際、運営するにあたって、メリ

ット、デメリットの整理はしないといけないのかなというふうには思っております。その辺は、どこが

どういうふうに取り仕切るかっていうところがどなたにお聞きすればいいのかわかりませんけれども、

お考えがあれば、お聞かせいただければと思います。

事務局：障がい事業課です。回答できる範囲でお答えしたいと思います。基幹相談支援センターの委託の公

募については、９月に一斉に仕様を公開する予定になっておりまして、公開までは、取り入れるとか統

合するとかの予定は、申し上げることができないのですね。

なので、意見をいただくだけで本当に申し訳ないんですけれど。出た意見をもとに、仕様、運用、組

織についても再度検討いたしまして、９月の１日をもちまして、一般の皆様にも協議会の皆様にも一斉

に仕様をお見せする予定でございます。

和洋女子大学：ということは、９月の公募に向けて、事務局で意見を整理するということでよろしいんです

か。

事務局：協議会からも意見をいただいておりますし、アンケート調査のようなものも、事業所様向けもしく

は、当事者団体様向けに実施して、その結果も踏まえまして、仕様を決定したいと思います。

仕様については、公募という体裁を取っておりますので、事前に皆様に「これをやります」とか申し

上げることができません。本当に申し訳ないのですが、データを収集しいてるところですので、今しば

らくお待ちください。

和洋女子大学：ありがとうございました。もう一点、計画相談の必要性を、利用者が、わかってないという

か、必要性を感じていないっていうところが、あるっていうことなんですけれども。おそらく、身体障

がいの方というイメージでよろしいでしょうか。

パーソナル・アシスタンスとも：身体障がい者の方ではなく、多いのは保護者の方です。子どもの保護者だ

ったり、成人になっている方の親御さんであったり。つまり、サービスを使っていた方多いわけですよ

ね。 そうすると、計画相談があとづけで入ってきているので、「何でこんなことをやるの、やんなき

ゃいけないの」みたいな感じらしいです。

補足をしておきますと、実務者会議の中では、計画相談の意味っていうのは、丁寧に保護者の方や、

利用者の方にやっぱり伝えていく仕事も私たちの仕事なんじゃないんですかっていうような終わり方

はしているんですけれども、やはり行政の方にも一緒にやってほしい、もっと周知をしてほしいという

ような意見があったという状況で。実務者会議の中で勉強したり、自分たちの役割を深めていくってい

うことの必要性も、正直感じています。

会長：ありがとうございました。では、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をサ
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ブリーダーにお願いいたします。

社会福祉法人敬心福祉会：第１回地域生活支援部会活動報告を行いたいと思います。開催日は６月 11日で、

先ほど他の部会と同じように、新しいメンバーの方がいらしたということで、事務局から前回までの内

容や、議題１にある、27 年・28 年の生活支援部会の運営と議題が説明されました。委員の中から新し

い議題の提案をおこなってもいいのかという意見が出ましたので、おこなってくださいと答えておりま

す。

議題２になります。就労支援センター平成 26 年度の実績報告が行われ、概要としては、資料に書い

てある通りですけども、26 年度における就労支援センターの業務実績と就労支援ネットワークにおけ

る協議内容について報告がありました。就労支援センターの業務件数について、実人数で集計している

のかという質問がありましたが、これは延べ人数で集計しています。（お渡しした資料には）表が出て

ないのですが、いわゆる就労支援センターの中の業務を合計して、１万 3397 人と出ていたんですけど、

その数字についてのご質問でした。

それから、平成26年度の離職者が10名になっているが、その状況について教えてほしいという質問。

これは、26 年度就職した人が、10人辞めたのではなくて、それまで就職された方が 10 名離職されたと

いうことです。

それから、職場開拓支援、職場定着支援はどのようなものか。これは資料にも書いていますけれども、

職場開拓支援は、就労支援センターの相談員が企業側に行き、障がい者を雇用するよう調整を行う。職

場定着支援は、就労支援センターの相談員が企業側に面談を行い、企業と障がい者間との調整を行い、

障がい者が継続して仕事ができるよう支援を行う。現在、就労支援センターでは、職場定着支援の業務

は、増えてきている。

それから、就職者の中に就労継続支援 A型事業所に行った方も含まれるかという質問に対しては、５

名の方が行っていると報告しています。

議題３、浦安市の新規事業についての説明がありまして、出てきた意見としては、北栄に設置したグ

ループホームについて、定員が４名から８名になっているがこれは、部屋が増えたのか、それとも１部

屋の人数が増えているかという質問には、部屋が増えたということをお答えしています。

市では、平成 29 年度まで、グループホームの定員を 100 名に増やしているが、現在の空き状況はど

のようになっているかという質問には、市内グループホームの想定人数は 50 名弱であるが、ほぼ定員

いっぱいの状況であると説明しています。

それから、グループホームを立ち上げても、すぐ入居者は入らない。入居者は流動的である。グルー

プを、グループホームを立ち上げようと思っても職員を配置できない現状があるという意見。

猫実地区グループホームの応募状況については、どうなったかという質問には、定員数以上の応募が

あったということです。

それから、グループホームへ入居する場合、利用について段階を踏んでいきたいのだが、体験的に利

用することは可能か。これは、50日までであれば体験入所ができるということです。

グループホーム運営事業所側も利用者が体験利用していただくことにより状況がよくわかるという

意見も、おそらくグループホーム運営側から出ています。

市内のグループホームの空所について、どのように管理されているのかという質問には、計画相談支

援事業所やがじゅまるのグループホーム支援ワーカーに、相談をすると情報が取れるという回答があり

ました。

市内グループホームの運営事業所が集まってヒアリングを実施する予定があるのかという質問と、以

前、視覚障がい者がグループホーム体験利用をしたことがあったが、その環境に馴染めなかった。グル
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ープホームに入居できる条件はどのようになっているのかという質問がありました。視覚障がいがある

といって、入居できないということはないと回答がありました。障がいの特性に合ったグループホーム

の整備が必要であるという意見やグループホームのニーズ調査をおこなってみたらどうかという意見

もいただきました。

議題４が、今年度のテーマの一つなんですが、人材不足と処遇改善についてという話がありまして、

事務局から内閣府等がおこなった実態調査の報告と市内の居宅介護事業所に勤務しているヘルパーを

対象とした実態調査の実施、委員からのアドバイスをいただき、実態調査票を作成するという報告があ

りました。

議題５が、平成 28年度から基幹相談支援センターの機能。その他提案等は特にありませんでした。

第２回以降の議題としては、居宅介護事業所の人材不足、地域生活支援拠点など、さきどの調査等の

結果が９月頃に出るんではないかと思っております。それをもとに話し合いをおこなっていきたいと思

っております。以上です。

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

でしょうか。

パーソナル・アシスタンスとも：議題４のヘルパーの処遇改善のところなんですけれども、地域生活支援部

会のあとに、ヘルパー事業所にアンケートが付いたメールが送られてきて、それには案と書いてなかっ

たんで、もう出たんだと思ってびっくりしたんですね。それは問い合わせさせていただいたんですけど。

で、サービス類型のチェックがありますが、うちは行動援護の事業をやっておりまして、市内の中で

１か所しかないんですね。匿名というか無記名式でヘルパーの実態調査をしたいっていうことであれば、

わからないようにしていただかないと。

ヘルパーの管理者にも見せたんですけど、「内訳わかりますけど、いいんですかね」って言われて、

「ああ、そうだね」って。そうすると書きづらくなっちゃうのかなっていう話をしていましたので、ま

あ、サービス類型がわからないと実態調査としてそぐわないっていうことと、匿名性をどうするのかっ

ていうところはご検討いただければなと思います。

事務局：障がい事業課です。ヘルパー向けのアンケート調査については、今ご意見いただいたように、たと

えば行動援護であるとか、ある程度もうヘルパーさんが特定できてしまうっていうところがあるので、

サービス類型については外して、紙ベースでアンケート調査をつくり直して郵送で送っています。

データでは、サービス類型が入っていたと思うんですけれども、正式なものについては抜いてありま

すので、ご確認いただければと思います。

補足なんですけれど、７月の１日から 31 日まで、１か月かけて実施をして、ある程度集計をしまし

て、次回の地域生活支援部会で報告をさせていただく予定になっておりますので、よろしくお願いいた

します。

会長：今、補足もありましたが、それも含めて何かご質問等、ご意見ございますでしょうか。よろしいでし

ょうか。もし、思い出したとか、気になるところが出てきたという場合には、立ち戻っていただいて差

支えございませんので、先に進めさしていただきます。次に、本人部会の報告を事務局からお願いしし

ます。

事務局：基幹相談よりご報告させていただきます。本人部会は、６月 25 日に開催させていただきました。

内容としましては、まず冒頭に各委員の皆さんから自己紹介をいただいたあと、事務局のメンバーであ

る事業課、福祉課、基幹相談支援センターの事務局メンバーのも自己紹介を行いました。

議題は２つありました。１つ目は、ほかの部会と同じく、自立支援協議と部会の運営と議題を事業課

からご説明していただいたあと、議題題２の普段不自由を感じていることや福祉行政への提案に多くの
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時間を割かせていただきました。

出された意見をテーマごとに分類してまとめさせていただいたんですけれども、要点をご報告させて

いただきたいと思います。

交通、道路事情についてということで、主な意見としましては、視覚障がい者用の白杖を、交差点の

横断歩道などで、車両や自転車、歩行者などにぶつけられてしまい、折られてしまうことがある。白杖

は体から前方 1.5 メートル先を差しながら使うものであり、身体から 1.5 メートル離れたところでも、

視覚障がい者の体の一部が歩いているという認識を健常者の方には持っていただけるように周知して

もらえると助かる。また、小学校などでの教育も考えてほしいというご意見。

それから、浦安駅周辺での障がい者専用パーキングエリアがほしい。一度行政に申し入れたんですけ

れども、現状では無理との返答があって、商業用パーキングは多く存在する現状があり、なんとかでき

ないものであろうかというご意見。

それから、歩道に車いすの移動に支障をきたす自転車やバイクの放置がある。市内の飲食店付近に多

く見られますというご意見。

それから、震災後の歩道の整備が進んでいない。車いすでの移動に危険を感じるところがある。整備

の順番が車道優先になっているような気がするというご意見。

歩道を走る自転車が横に並んだり、イヤホンをつけて走っていたりする。とても危険に感じますとい

うご意見。

それから、ベイシティーバスの乗務員の対応がまちまちである。とてもよく対応してくれる人がいら

っしゃるんですけれども、明らかにバスの中が空いているのに乗車を拒否されたりすることがある。苦

情を会社に申し入れてもなかなか改善の兆しは見えない。一方で、おさんぽバスの対応はとってもよい

ですというご意見でした。

続きましてヘルパーさんについてのご意見です。移動支援のヘルパーの手配がなかなかできない。原

因はヘルパーさんの絶対数が少ないためなのか、それとも自分がサービスを依頼する事業者にたまたま

在籍しているガイドヘルパーさんが少ないのか、その情報がほしいですっていうご意見。

それから、生活上複数の事業所さんに在籍するヘルパーさんを利用しているのだけれども、ケアの技

量に格差がある。常に安全にケアを受けられるようになるにはどうしたらよいだろうかというご意見。

それから、計画相談につきましてもご意見いただいております。計画相談をセルププランでつくろう

としたら、行政に「とりあえず相談員をつけて計画を作成してほしい」ということを言われた。セルフ

プランで計画をつくることは何か支障があるのでしょうかっていうご意見ですね。これに関しましては、

障がい福祉課から、行政担当の説明が言葉足らずであったと思われますと、セルフプランでも、対応で

も問題ありませんというご回答がその場でありました。

続きまして、通所系の社会資源、サービス提供事業者さんについてのご意見です。今後、自立してい

く上で必要な緊急時対応をしてもらえる施設の定員を増やしてほしい。今の一時ケアセンターの緊急時

対応をいただいている定員は２名なので、以前定員がいっぱいで利用を断られてしまったことがあると

いうご意見。

それから、おうちの狭いお風呂では、入浴介助に非常に困難を感じている。入浴ができるデイサービ

ス施設があると助かるというご意見。

それから、介護を受けながら就労ができる施設があるとよい。私のかよっている施設は、通所当初は

介護を約束してくれたんだけれども、現実は、職員数の不足や介護は仕事の範疇ではないという理由で、

介護を依頼しても断られてしまっている。仕事と身体のケアが両立できる、意欲がある人の働ける資源

があるとよいというご意見いただいております。
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続きまして、移動支援についてです。移動支援を多数回利用するんだけれども、年間利用時間の上限

を気にしながら外出をしています。年間上限時間の増量について行政にたずねたら、「正当な理由があ

れば増量は可能です」との返答がありました。「正当な理由」とは誰にとっての正当な理由で、どのよ

うなことを言うのでしょうかっていう、ご相談。

これにつきましては、事務局からこの場でご返答はありまして、年間上限時間を超えることに関して、

それを阻害する権利は行政にはありませんよと。増量の必要性を感じたら早めに相談してくださいとい

うご返答がありました。

同じく移動支援で、たとえば仙台市などの遠方に行きたいんだけれども、行った先、この場合で言う

と仙台市で移動支援を地元の事業者に依頼して利用できますかっていうお問い合わせがありました。

これは、福祉課さんと事業課さん、両方からのご回答だったんですけれども、可能ですが、事前に浦

安市の事業所登録を仙台の事業者さんにおこなってもらう必要があります。申請書の提出が必要なので、

時間の余裕をもって手続きを事業所さんにお願いしなければならないでしょう。不明な点があれば、事

業課さんも福祉課さんもお手伝いしますよというご回答がありました。

最後に、本人部会の皆様の中からリーダーを選出して、今後のリーダーとしての役目であったり、合

同部会での発表につきまして、皆さんのご意見を聞かせていただきました。

委員の皆さんからは、部会への参加は初めての経験なので、委員からリーダーを決めるのではなくて、

会の進行は事務局の方にお任せしたいというご意見で一致しております。合わせて合同部会での部会の

活動報告の説明に関しましても事務局にお願いしたいということでご回答をいただいております。

あとは、事務局から、７月 16 日の合同部会の開催と、出欠は体調と見合わせてご検討くださいとい

うアナウンスをさせていただき、長い会議なのですけども、出たり入ったり途中退出は可能ですかとい

質問が委員さんからございまして、当然ながら途中でも自由退出可能ですというご返答を事務局から申

し上げてございます。

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

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：本人部会の委員の方というのは、本年度は何人の方が、参加されてい

らっしゃるんでしょうか。本人部会の出席は初めての経験であるという言葉がありますけれども、25

年からこの本人部会というのがあったんですよ。引き続き今回も出席されてる方がいらっしゃるのかど

うか、そこのところをちょっとお伺いしたいんですけれども。

事務局：今回、本人部会は公募をいたしまして、６名の方のお申し込みがございました。面接の結果、６名

の方に、委員として参加していただくことになりました。皆新規の方です。

そのほかにも、前回応募していただいた方からのお問い合わせもあったんですが、実は浦安市の公募

委員につきましては、新規に応募した方を優先さしていただいております。より多くの方に、意見を聞

きたいということで、公募委員なっていただくときの目安としては、新規の方をご優先という方法を採

らしていただいております。25 年・26 年度にご参加いただいた委員さんにも、書面やメールでのお問

い合わせや申し込みはあったんですが、新規の方が、６名以上となった時点で、６名の方を優先して面

接しました。そして、６名の方皆様が、ご参加いただけるという意思を示されましたので、この新たに

申し込まれた６名の方に委員となっていただきました。経緯としては以上です。

パーソナル・アシスタンスとも：この本人部会は、全体で何名の申し込みがあったんですか。

事務局：前回の委員の方も含めて申し込みということですと、９名となっております。前回委員の方は新規

の方を優先しますということは、お話ししております。６名の応募がありましたと申し上げたんですけ

れど、前回の委員さんの応募もカウントしますと、全部で９名の方のお申し込みがございました。
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パーソナル・アシスタンスとも：事務局を一緒にしていますけれど、この本人部会については、基幹は一切、

ノータッチできましたので、最終的にはわからなかったんですけれど、前年度までは、基幹が事務局を

やらせていただいているときは、精神障がいの方、知的障がいの方、重複障がいの方っていうふうに、

障がいの種別がまんべんなくっていうふうに、やってきたんですね。

ただ、今年はそういう事業課さんの方針があって、たぶん全員が身体障がいの方であるっていうこと

においては、自立支援協議会の委員としては、やはり精神障がいですとか、知的障がいとか、あとは言

葉を持たない障がいの人たちの、やはり意見とか、なんていうのかな、生活上の課題とかっていうのを、

きちんと吸い上げる必要があると思っているので、本人部会は本人部会として、なんていうのか、また

違う形でそういう課題があれば、ヒアリングをおこなっていくっていう工夫をしなければいけないんで

はないかなっていうふうに思います。

それから、浦安市から声をかけられて委員になったっていう方たちもいらっしゃるので、やはり、公

募っていうことであれば、公平に考えていただくことっていうのは必要なんじゃないかなっていうふう

に思っていますので、今後そうじゃない人たちの意見を取り上げる工夫っていうのをこの中で、ぜひ取

り入れていただきたいっていうふうに思います。

事務局：障がい事業課です。浦安市から声をかけられてという、ご意見があったんですけれど。最初は応募

が伸び悩んでおりまして、相談支援事業所さんや施設の方、市役所内の窓口で幅広く、本人部会を周知

をしていただきました。本人部会に興味を持たれた方が、応募なさったということもあるかと思います。

今回は６人定員で、なんとか埋まったんですけれど、幅広い障がいの方が集まっていただいて、その

中で面接を経て、いろいろな声を拾えるように選考したかったんですが、今回、新規の方は６名ちょう

どという応募結果になってしまいました。今後もこの本人部会を周知していろいろな方にご参加いただ

けるような仕組みづくりが必要だと考えております。

会長：それでは、昨年度の協議会などでもご意見をいただいたところではございますが、本人部会からの意

見収集について、事務局から報告があります。

事務局：本人部会は、25 年度からスタートいたしまして、２年間やってまいりました。委員の方自身の障

がいについてや生活のことを主に話していただくという性質上、会議の公開も行わず、議事録も、皆さ

んが所属している協議会や部会のように、ホームページ等の公開は一切しておりません。とても匿名性

の高い部会となっております。

そのような部会でございますが、昨年度までの２年間は、本人部会で話した内容は事務局が協議会や

部会で報告する。部会や協議会で話したことを事務局が本人部会に持ち帰って報告するという、間に事

務局が入る方式を採っておりました。

昨年度、委員の皆様からも、本人部会の方の声を聞きたいというご意見をいただきましたし、本人部

会の委員の方からも、自分たちの出した意見がどのように話されているのか、ちょっと、今一つ見えて

こないという感想もいただきました。

なので、今回、面接のときに、よかったら合同部会や相談支援部会などに、公開の部会で一般の方の

傍聴も入りますがご覧になりませんかとか、参加していただくことは可能ですかというふうにお話しさ

せていただきました。

そうしましたら、ほとんどの委員の方が、参加するのも意見を言うのも大丈夫ですとおっしゃってい

ただきました。そこで、第１回の本人部会で、ほかの部会でもやってらっしゃるように、リーダーの方

に出ていただけないかなと思って、事務局から提案させていただいたんですけれど。初めて集まった６

人の方でいらっしゃいますので、部会そのものというか、自立支援協議会とはどういうものかというこ

とがまだ慣れてらっしゃらないのかと思います。
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なので、協議会での報告や合同部会での報告については、事務局にご一任いただきましたが、今後、

抱えている地域会員によっては、基幹相談支援センターのほうからも報告がありましたけれど、地域生

活支援部会や権利擁護部会に今後も関わってくることが多いかと思います。

なので、本人部会の皆様が、部会に出ていただいて、直接意見を言っていただける場が設けられない

かなと考えてます。私たちが間接に意見を述べているよりも、ご本人に話していただくことで、より詳

しくお話しできるということがありますし、部会でどんなふうに話し合われるのかを本人部会の皆様に

も見ていただく機会が設けられるかと思いますので、課題によっては各部会に参加していただいて、ご

意見を話していただく機会を設けたいと考えています。

今後、各部会の議事進行によって、どの部会のどのタイミングで出ていただくかというのは、調整が

必要かと思いますが、今年から、本人部会の皆様にも直接主張をしていただきたいと考えておりますの

で、ここでご意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。

会長：ありがとうございました。ただいまの事務局のご提案につきまして、何かご意見ございますでしょう

か。いかがでしょうか。部会のリーダー、サブリーダーも含めまして、ご意見を拝聴できればと思いま

すが、いかがでしょうか。

社会福祉協議会：権利擁護部会のリーダーをしております。今回、部会のメンバーが新たになりまして、障

がいをお持ちの団体の皆さんも多く参加していただいておりますので、私としては、特に差支えになる

ことないのかなと思っております。

会長：はい、ありがとうございます。ほかには、いかがでございましょうか。提案の趣旨は、第２回以降の

各部会で本人部会の委員に意見を述べていただく、あるいは意見を聴取する機会を設けたいという提案

でございますが、いかがでございましょうか。

特にご異議等ないようでございますので、今のご提案、趣旨、それから、権利擁護部会のリーダーの

ご意見をもとに改めて事務局で、本人部会委員からの意見収集の仕組みについて、整理、検討いたしま

して、それで本人部会及び各部会への報告ということでお願いできればと思いますので、よろしくお願

いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、次に議題２の平成 26 年度基幹相談支援センター実績報告をお願いいたします。

事務局：基幹相談支援センターよりご報告申し上げます。平成 26 年度の基幹相談支援センターの利用実績

を統計を中心にまとめた資料を事前に、皆さんに配布させていただいていますので、この場では実績の

概要のみをご説明したいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

まず、相談体制。職員体制なんですけれども、常勤７名、内１名は兼務、非常勤２名を配置しました。

窓口開設時間は、平日の９時から 19 時、土曜日は 10 時から 15 時で、開所しておりまして、人員配置

も、窓口開設時間も、仕様書を越える体制で事業を運営させていただきました。相談対応時間としまし

ては、24 時間 365 日と記載しておりますけれども、緊急携帯電話を活用しまして、常時相談員と連絡

がとれる体制を整備いたしました。

２番目に相談支援事業、個別の相談対応の実績です。これは、厚生労働省の統計にある福祉行政報告

例に基づきまして統計を出しております。昨年度の対応実人数なんですけれども、267 名となっており

ます。このうち計画相談の利用者さんは 106 名です。延べ対応人数は２万 2773 名の方がご対応させて

いただきまして、相談件数としましては２万 8386 件となっております。

次に支援対象の方の障害種別なんですけれども、難病の方、高次脳機能障がいの方も含めて身体、精

神、発達、重複重度心身障がいの方、広く横断的に対応しております。

割合としましては、知的障がいの方のご両親の方が最も多く、次いで、精神、そして発達障がい、身

体障がいの方の順番になっております。
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相談員の稼働状況を表す、延べ対応人数も、知的障がいの方への対応が最も多く、次いで、身体、知

的の重複障がいの方、そして精神障がいの方、続いて精神、知的の重複障がいの方になっております。

相談員の稼働の状況なんですけれども、形態としましては、年間訪問回数が 816 回、関係機関との調

整が１万 3489 回となっておりまして、計画相談が進むにつれて、調整業務が非常にとれた年でもござ

いました。

全体の稼働の約 10%が、平日で言いますと 19 時以降、すなわち深夜、早朝でありますけれども、多

かったですね。それから、日曜日や祝祭日などの稼働となっております。

地域の相談体制の強化の取り組みは、基幹事業と呼ばれているものなんですけれども、ご覧の通りで

す。地域の相談支援事業者などの人材育成支援としまして、まず講演会、精神科の先生を講師にお迎え

した勉強であったり、歯科医の先生を講師としてお迎えした食べる機能の発達。そして、難病の方への

ご支援について考える勉強会であったり、当事者の方の講演会などの講演会を年に４回開催しました。

相談支援専門員さんたちが、面接技術であったり、アセスメントであったり、サービス等利用計画の

作成の視点であったり、対人援助、相談支援の専門技術を学んでいく相談支援スキルアップ講座を 10

回以上開催しました。地域の相談体制強化の取り組みとしまして、延べ 617 名の方が参加されていらっ

しゃいます。

続きまして、関係機関との連携強化のための連携会議ですが、２回開催しまして、計 89 名の方が参

加されております。民生委員の方、サービス提供事業者の方、身体や知的相談員の方、地域包括や就労

支援センターさんなど、さまざまな方にお集まりいただきました。また、相談実務者会議は３回開催し

まて、のべ 72名の方が参加されました。

専門的な技術を有するものを基幹相談は確保し、地域の相談体制の充実に還元するようにということ

で、専門的技術を有する専門職として、嘱託に２名、弁護士１名を確保いたしまして、関係機関から寄

せられた困難事例を検討する公開事例検討会を３回開催してきました。

続きまして、権利擁護・虐待の防止、これに関しましては、個別の相談対応に含まれる内容ではござ

いますけれども、32 名の方のご支援をいたしました。その内容としましては、成年後見業務に携わっ

ていらっしゃいます後見人、保佐人さんとの連携、また成年後見制度の利用援助としての弁護士相談へ

の同行でありましたり、虐待通報、それから虐待防止センターとの連携など、生活支援の基盤全般の構

築という業務をさせていただいております。

続きまして最後となりますが５番目、住宅入居等支援事業、居住サポート事業ですけれども、24 時

間対応ということで、14名の方の対応をしました。内容としましては、突発的な体調不良であったり、

事故、トラブル、病気、危機的な生活状況への対応を 24 時間対応でさせていただきまして、連携先と

しましては、警察、病院、サービス提供事業者さん、後見人さんなどとの連絡調整業務もおこなってお

ります。

それから、居住サポートのもう１個の側面であるおうち探しなんですが、５名の方に提供しておりま

す。不動産屋さんへの情報紹介でありましたり、物件確認の同行でありましたり、おうち探しのサポー

ト全般をさせていただいております。以上でございます。

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、質問やご意見がございますで

しょうか。よろしいでしょうか。それでは、７月 16 日の合同部会では、個々の事業のさらに詳しい内

容をご報告いただく予定でおります。合同部会での報告についての質問やご意見などは、９月 24 日開

催予定の第３回自立支援協議会で改めてお伺いしたいと考えております。

では、次に議題３ということで、その他の事業報告を障がい事業課からお願いいたします。

事務局：障がい事業課です。まず始めに１番、障がい福祉サービス事業者合同説明会開催結果報告ですが、
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資料の訂正がございます。（１）日時について、６月 16日日曜日となっておりますが、火曜日の誤りで

す。申し訳ございませんが、資料の訂正をお願いいたします。

改めまして、６月 16 日火曜日に市民プラザ Wave101 において、障がい福祉サービス事業者合同説明

会を実施いたしました。内容としましては、中央ホールにおいて、15 の事業者さんによるプレゼンテ

ーションが行われ、約 80人が来場をされました。また、大ホールにおいて、事業者個別ブースを設け、

20 の事業者様による展示、資料の配布、個別相談、販売等が行われ、約 120 名が来場しました。

続きまして２番、喀痰吸引等研修等事業研修等補助金について。喀痰吸引等医療的ケアをおこなうこ

とができるヘルパーが不足しているため、在宅の障がい者の方のご家族などの負担が大きいという実態

がありまして、自立支援協議会でも課題になった経緯がありましたけども、このヘルパー不足を解消す

るため、新たに施行された補助金になります。補助金の対象事業者につきましては、市内在住の障がい

児、障がい者に対し、喀痰吸引等を行うことを予定している居宅介護事業所になります。

補助金対象経費につきましては、従業員が登録事業者による喀痰吸引等研修を受講した際の経費、主

に研修参加費や人件費になります。これが、対象経費になりまして、従業員のヘルパー１人につき５万

円を限度に補助することになります。現在市内の居宅介護事業所に、周知を開始してております。

続きまして３番、知的障がい者緊急支援事業の状況です。事業概要としましては、知的障がい者の通

報を受け、その方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するというようになりまして、現在募集しています。

６月１日から６月 30 日までで、募集期間は終了しております。事業の実施は 10月１日を予定しており

ます。

最後になりまして４番、仮称猫実地区グループホームの状況です。先ほど地域生活支援部会からも報

告がありましたが、募集期間が５月 15日から６月 15日まで募集を行いました。お申し込み状況としま

しては、５名募集のところ募集人員を上回る利用申し込みがありました。現在選考中になります。開所

日につきましては９月１日を予定しております。以上で報告を終わります。

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ご質問をお受けしたいと思いま

す。

社会福祉法人敬心福祉会：３番の知的障がい者緊急支援事業の状況はどうだったんですか。これについて、

ちょっとお伺いしたい。

事務局：緊急時支援事業は、利用者 10 名を、想定して募集をかけました。今現在、２名ほどの申し込みが

あります。募集は締め切ったんですけれど、また随時で募集をかけていますので、計画相談支援事業所

さんを含め、相談がありましたら、市役所の障がい事業課のまでお申し込みいただくように周知をして

いただければと思います。

パーソナル・アシスタンスとも：喀痰吸引の研修の補助金は、登録事業所として本当にありがたかったなっ

て思います。が、１事業所２名っていう縛りがあるんですけど、10 名分の予算を確保されているとい

うことですが、たとえば年度末のほうになって、その枠が埋まらなかったら、枠を増やしていただくこ

ととかも可能なんでしょうか。

事務局：障がい事業課です。原則として１事業所２名ということで、ご案内さしていただいているんですけ

れども、予算はありますので、申請状況を見て、２名を上回ることも不可能ではないとなっています。

申請状況を見てこちらのほうからご案内したいと思います。

パーソナル・アシスタンスとも：具体的な話で申し訳ないんですけど、たとえば６名を研修に出す場合、６

名の申請をしてもいいってことですか。なぜかと言いますと、医療的なケアをやるときに、ヘルパーさ

ん１人だけではできなくて、長時間のケアをする方とかが多い場合、チームを組まなきゃいけないので、
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医療的なケアをできる人を複数名確保する場合、２名の枠だけでは足りない場合がほとんどなんですね。

なので、申請してもよいっていうことであれば申請させていただきますと思ったんですね。予算の問

題もあるんでしょうけど。

事務局：障がい事業課より回答いたします。こちらとしましても、どこの事業者からどれくらいの申請があ

るかっていうのを見たいので、「申請する場合は７月 15日までに何名分申請するかっていうことをお知

らせください」ということで、事業所の皆様に周知しています。15 日の状況を見てまた検討させてい

ただくっていうことで、現時点では２名っていうことで区切らせていただいております。

パーソナル・アシスタンスとも：では、７月 15 日以降にまたご連絡をさせていただければよろしいでしょ

うか。それと、猫実地区のグループホームの募集人数を上回るっていうのは、15 日で募集を締め切ら

れておりますので、教えていただけるのであれば、何人の募集があったのかを教えていただきたいなと

思っています。

事務局：障がい事業課です。５名の募集のところ、９名の申し込みがあって、その後１人辞退されたので、

８名の中での選考になります。選考については、あくまでも運営事業者側も法人で行うということにな

っていますので、決定等については、７月末頃になるのではないかと思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：合同説明会ですけれども。このことについて、たとえば事業所さん、

あるいは利用者の方から何か、参加した上でのご意見などがあったら、お伺いしたいんですけれども、

ありましたでしょうか。

事務局：障がい事業課です。ただいま、合同説明会に参加していただいた事業所さん向けにアンケートを実

施をしておりまして、来週ぐらいに集計をする予定でございます。

お伺いした内容としましては、参加の目的と、その目的が達成できたか。目的としては、新規利用者

さんの獲得や、事業の周知、事業者との情報交換などさまざまですが、達成できたか、ある程度達成、

なかなか達成できなかったかとお伺いするとともに個別ブースに、どれぐらい来場者がいらしたかにつ

いてもお伺いしております。

また、来年度の開催については未定なんですけれど、やるとしたら開催時期はどれぐらいがいいのか、

曜日についても、今回のような平日がいいのか、それとも土日のほうがいいのか。また、今回は２時間

半、10時から 12時半までの時間帯で実施しましたけれど、長さや時間帯について。また、会場の広さ

ですが、Wave101 の大ホールと中ホール両方使わしていただきまして、大ホールはブースで満杯になり

ました。会場についても、地下鉄の浦安寄りのほうの公民館がいいとか文化会館がいいとか、いろんな

ご意見があると思います。そうした会場に関することと。それから最後に、来年度やるとしたらご参加

いただけるかもお伺いしております。アンケートの集計結果については、次回の協議会などでご報告さ

せていただきたいかと思います。

会長：では、次回の協議会で、アンケート結果をご披露お願いしたいと思います。はい。ほかにございます

では、本日の議題は、これ終了です。次回の自立支援協議会は９月 24 日に予定しております。

なお、７月 16 日に合同部会を開催いたしますので、参加をお願いいたします。また、リーダー、サ

ブリーダーの皆様には、委員の皆様には、部会活動報告のご準備をお願いいたします。お忙しい中恐縮

でございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

それでは、これをもちまして第２回自立支援協議会を終了いたします。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７月２日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

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２回）次第

１．開会

２．議題

（１）部会活動報告

（２）平成 26 年度基幹相談支援センター実績報告

（３）その他報告事項

３．閉会
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議題 1 資料 部会活動報告

＊第 1 回本人部会は、6 月 25 日開催のため、資料は協議会当日に配布します。

第 1 回権利擁護部会活動報告

１．開催日 6 月４日（木）

２．内容

議題１ 平成 27 年度・28 年度権利擁護部会の運営と議題

（主な意見）

○特になし

議題 2 平成 26 年度虐待防止センター実績報告

（概要）平成 26 年度における障がい者虐待防止センターへの通報件数の実績等につ

いて報告を行った。

（主な意見）

○特になし

議題３ 平成２６年度成年後見制度実績報告

（概要）平成 26 年度における障がい者成年後見制度支援事業について、委託による

法人後見受任件数等についての報告を行った。

（主な意見）

○特になし

議題４ 障害者差別解消法施行に向けた取り組み

（概要）内閣府が作成した「障害者差別解消法ができました」のリーフレットを使用

し、不当な差別的取扱いと合理的配慮について説明を行った。

（主な意見）

○視覚障がいのある方が、障がいがあることを理由に入社を断られている現状に

ついて、障がい者差別にあたるのではないかとの意見があった。

→雇用の分野は、障害者雇用促進法の中で話し合われていくこととなる。

○障害者差別解消法に関しては、一般事業者は合理的配慮について努力義務にな

っているが、雇用の分野（障害者雇用促進法）に関しては、合理的配慮につい

ては義務となっている。
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議題５ 基幹相談支援センターの機能

（主な意見）

○相談支援事業は混乱しているため、その相談業務は地域包括支援センターと統

合できないか。地域包括支援センターは知識やノウハウがあり、現在のような

講演会等を行うのではなく、ケーススタディとして蓄積されたものがよい。

○地域包括支援センターを利用できるのは介護保険対象者であり、介護保険の対

象年齢に達していない方は基幹相談支援センターの利用となるため、基幹相談

支援センターが無いと困る人がいる。地域包括支援センターと基幹相談支援セ

ンターが話し合い、相互に流通し合うことが必要である。

○他の自治体の中に、地域包括支援センターが基幹相談支援センターの業務を行

っている事例があると聞いている。この事例が上手くいっているのか教えて欲

しい。

○地域包括支援センターは 15 年間蓄積をしたノウハウを使ってみてはどうか。

また地域包括支援センターと基幹相談支援センターをバラバラに分けていくと、

その情報が使えなくなってしまうのではないか。また相談業務を民間事業者へ

委託する心配もある。体制が大事である。

○当初は、障害支援区分（旧：障害程度区分）は介護保険法に規定されているも

のと近いものがあった。しかし障がい者にはそぐわないということで、最近に

なって障がい者の実態に沿ったものになってきた。介護保険と障がい者は相反

するものであり、知的障がい者は、介護保険制度の中では評価されず不利であ

る。

○予算や費用対効果の問題もあるが、窓口を増やしてもらえると良いと思う。（駅

前の設置等、地域に密着したものが良いと思う。）

（その他提案）

○障害者権利を考える時に、障がいの枠だけに当てはめて考えるのは良くない。

○事務局からの報告だけでなく、事例を含めたものにして欲しい。

３．第 2 回以降の議題

事例を踏まえた障がい者の権利擁護

差別解消と合理的配慮の推進

成年後見制度の普及
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第 1 回こども部会活動報告

１．開催日 6 月 10 日（水）

２．内容

議題１ 平成 27 年度・28 年度こども部会の運営と議題

（主な意見）

○昨年の協議会でも提案があったが、具体的な事例を話し合いたい。

議題 2 青少年サポート事業の平成 26 年度の実績と平成 27 年度事業計画報告

（概要）別紙「こども部会・浦安市青少年サポート事業報告概要」参照

（主な意見・質問）

○利用者の手帳所持の状況を教えてほしい

【そらいろルーム】利用者の６０％は、手帳を持っていない。受け入れの際

に手帳の有無はこだわっておらず、ニーズがあるかないかで判断している。

○重度の方は受け入れているか。

【そらいろルーム】利用者と相談のうえ、ニーズがあるのなら受けている。

○専門機関として学校と連携できないのか。早急に対応していただきたい。

【まなびサポート】まなびサポートを仲立ちに、学校とそらいろのルームの

連携体制を整えている。

【そらいろルーム】情報の共有と協力をしていきたい。

【学校】学校が保護者や関係機関と話し合いをしながら安心してすごせるよ

うに整えている事例もある。

議題 3 基幹相談支援センターの機能

（主な意見）

○平成 28 年度に差別解消法が施行されることから、引き続き虐待防止・差別

解消についての取り組みも期待されるのではないか。

３．第 2 回以降の議題

子ども子育て新制度の開始に伴う母子保健・子育て支援と福祉の連携

事例検討による地域課題の協議

サポートファイルの活用

学校と青少年サポートの連携の状況報告。 等。
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こども部会・浦安市青少年サポート事業報告概要

１．概要

（１）目的

学齢期以降の発達が気になる児・者やその家族が、身近な地域で適切な相談や指導

が受けられる療育支援体制の充実を図る。

（２）事業の開始時期

平成２６年１０月１日

（３）対象

学齢期〜成人（概ね２５歳）で、学校生活・社会生活・職場等での適応にむけた SST

（ソーシャルスキルトレーニング）が必要と判断された方。

（４）事業内容

○療育支援 社会性、対人性の向上と獲得を目指した個別・小集団の SST の実施。

○交流事業 ライフステージに応じた交流の場を通した共有の場。

○相談支援 保護者、当事者の相談にのり、困った事への対応を考えていく。

○地域支援 機関の訪問、ケース会議、学習会等の実施など。

（５）施設名称

うらやす・そらいろルーム（事業受託法人：一般社団法人こども未来共生会）

２．平成２６年度実績

登録者 ９５名（小学生 59 名 中学生 14 名 高校生 10 名 社会人など 12 名）

相談件数 １３０件（来所相談 ８０件 電話相談５０件）

面接・療育実施回数

５０１回（初回面接 ９３回 個別療育 ３４２回 集団療育 ６６回）

３．２７年度実施計画

１－（３）の事業を継続して実施。

○療育支援：楽しく人と関わる経験や成功体験から、能動的な活動を引き出し、社

会性の発達を促すことを目標とする。また、将来の社会生活・就労を見据えた支

援を行う。

○相談支援：昨年度に準じて、家庭や各所属機関での様子を知る機会としていく。

保護者、機関の困り感に寄り添い、問題の解決に導いていく。

○交流事業：親子の時間を通して、関わり方の実際を評価して家庭生活に生かす。

普段とは違う友達と交流していく事で、SST で学んだ力の一般化へつなげていく。

成功体験を多く積む事で、自己肯定感の底上げをしていく。

○地域支援：浦安市全体の特別な支援の必要な子供・者への支援力の底上げとなる

研修等の実施や関連事業者との連携を図る。発達障がいへの理解推進の為の冊子

の刊行を計画し、理解を進め、差別や虐待等を防ぐための方法を探る。
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第 1 回相談支援部会活動報告

１．開催日 6 月１８日（木）

２．内容

議題１ 平成 27 年度・28 年度相談支援部会の運営と議題

議題２ 基幹相談支援センターの機能

（主な意見・質問）

○短期間で休止・廃止している相談支援事業所がある。相談支援事業所の日常

的な業務の相談を受けて後方支援する機能がほしい

○現在の仕様の「経過措置として月 30 件の計画相談」とはどういうことか

【事務局】国の指針にはない機能だが、計画作成率の向上のため、経過措置

として追加した。

○中核機関として、対応や調整等が難しい計画相談を請け負ってほしい。

○事業所の悩みを共有できる場を設けてほしい。

議題３ 相談支援実務者会議活動報告

第 1 回 5 月 28 日（木）開催。相談支援部会で取り上げてほしい課題として次

の事項があげられた。

①計画相談の主旨や意義を当事者にわかりやすく説明する工夫や機会が必要では

ないか。計画の作成が必要ということについて利用者の理解が得づらい。

【事務局】通知だけではなく、窓口・電話・ケースワーカーの訪問の際などに

周知を図っているが、地域の中で相談を受けるという役割を担う相談支援専

門員にも周知と理解への協力をお願いしたい。

【主な意見】利用者は、計画のことは知っていても必要性を感じていないこと

が多い。また、理解できないといわれることもある。わかりやすい説明があ

ればと感じる。

②介護保険のサービスと同行援護を使っている方の計画は、「介護保険のケアマネ

ージャーが一体的に作計画成する」場合と、「ケアマネージャーが介護保険の計

画、相談支援専門員が同行援護の計画をそれぞれ作っている」場合がある。市

の方針を伺いたい。

【事務局】介護保険のケアマネージャーに介護保険のサービスと同行援護の計

画を一体的に作成してほしいが、現在過渡期にある。引き続きケアマネージ

ャーへの障害福祉サービスの周知等に努めたい。

【主な意見】地域包括支援センターでもケアマネージャーへの情報提供等をお

こなっている。また、ケアマネージャーの会でも障がい福祉課から障がい福

祉サービスの説明をおこなうなど連携を図っている。
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③行政が「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。

④行政には統一した対応をお願いしたい。

⇒第 2 回実務者会議で改めて詳細を聞き取りのうえ、次回以降に検討

議題４ グループスーパービジョン活動報告

（概要）

第 1 回 5 月 8 日（金） 第 2 回 6 月 5 日（金）開催。

相談支援専門員が対応に困っている、悩んでいる事例を持ち寄り、講師の助言

を受けながら事例を検討した。

課題として、「親なきあとの生活」のイメージが持てない高齢の保護者が多いこ

とがあげられた。「親元から自立して生活している方たちの生活を知ることができ

るような勉強会などで、具体的なイメージを持つきっかけ作りができないか」等

の意見があった。

３．協議会及び各部会への依頼事項 なし

４．第 2 回以降の議題

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。

計画相談の主旨を当事者に理解していただくための周知・説明の方法について検討

等
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第 1 回地域生活支援部会活動報告

１．開催日 6 月１１日（木）

２．内容

議題１ 平成 27 年度・28 年度地域生活支援部会の運営と議題

（主な意見）

○委員の中から新しい議題の提案を行って良いのか。

→委員から新しい議題の提案があれば、この部会で発言してほしい。

議題 2 就労支援センター平成 26 年度実績報告

（概要）平成 26 年度における就労支援センターの業務実績と、就労支援ネットワー

クにおける協議内容について報告を行った。

（主な意見）

○就労支援センターの業務件数について、実人数で集計しているのか。

→延人数としてのみ集計している。

○平成 26 年度の離職者数が 10 名になっているが、その状況について教えて欲

しい

→平成26年度の離職者は、平成26年度に就職した方が辞めたものだけでなく、

平成 26 年度以前に就職された方で平成 26 年度中に離職された方もカウント

されている。

○職場開拓支援・職場定着支援とはどのようなものか。

→職場開拓支援は、就労支援センターの相談員が企業側に行き、障がい者を雇用

するよう調整を行う。職場定着支援は、就労支援センターの相談員が企業側で

面談等を行い、企業と障がい者間との調整を行い、障がい者が継続して仕事が

できるよう支援を行う。現在、就労支援センターでは、職場定着支援の業務は

増えてきている。

○就職者の中に、就労継続支援 A 型事業所に行った方も含まれるか。

→就労継続支援 A 型事業所の利用も含まれ、昨年度は約５名の方が就職した。

議題 3 平成 26 年度・27 年度浦安市新規事業について

（概要）

平成 26 年度の新規事業の報告と、平成 27 年度から 29 年度の重点的取組みつ

いて報告を行った。

（主な意見）

○北栄に設置したグループホームについて、定員が４名から８名になったが、部

屋数が増えていたのかそれとも１部屋の人数が増えたのか。

→部屋が増えた。
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○市では、平成 29 年度までにグループホームの定員を 100 名目指している

が、現在の空き状況はどのようになっているか。

→.市内グループホームの総定員数は、50 名弱であるが、ほぼ定員一杯の状況で

ある。

○グループホームを立ち上げても、すぐに入居者は入らない。入居者は流動的で

ある。

○グループホームを立ち上げようと思っても、職員を配置できない現状がある。

○猫実地区グループホーム事業所の応募状況について

→定員以上の応募がきている。

○グループホームへ入居する場合は、利用について段階を踏んでいきたいのだが、

体験的に利用することは可能か。

→50 日までであれば体験入所ができる。障がい福祉課からも支給決定を受けて

もらうようになる。

○グループホーム運営事業所側も、利用者が体験利用をしていただくことにより、

その方の状況がよく分かる。

○市内のグループホームの空床について、どのように管理されているのか。

→計画相談支援事業所や「がじゅまる」のグループホーム支援ワーカーに相談を

すると情報が取れる。

○市内グループホーム運営事業者が集まって、ヒアリングを実施する予定。

○以前、視覚障がい者がグループホームの体験利用をしたことがあったが、その

環境に馴染めなかった。グループホームに入居できる条件はどのようになって

いるのか。

○障がい特性に合ったグループホームの整備が必要である。

○グループホームのニーズ調査を行ってみてはどうか。

議題４ 人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

（概要）

内閣府等が行った実態調査の報告と、市内居宅介護事業所等に勤務しているヘル

パーを対象とした実態調査の実施について報告を行った。

（主な意見）

○高木委員からのアドバイスをいただき、実態調査票を作成する。

議題５ 平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

（その他提案等）

○特になし

３．第 2 回以降の議題

居宅介護事業所の人材不足、地域生活支援拠点など
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議題 1 資料（当日配布） 部会活動報告

第１回本人部会活動報告

１．開催日 ６月２５日（木）

２．内容

開催に当たって、各委員からの自己紹介を行い、次いで事務局である障がい事業課・

福祉課及び基幹相談支援センターの各メンバーの紹介を行った。

議題１ 自立支援協議会と部会の運営と議題

議題２ 普段のくらしで不自由を感じている事や福祉行政への提案

【交通・道路事情について】

（主な意見）

○視覚障がい者用の白杖を交差点の横断歩道などの所で、車両、自転車、歩行者

などにぶつかられて折られてしまうことがある。白杖は身体から前方 1.5ｍ先

を指しながら使う。身体から 1.5ｍ離れたところでも視覚障がい者の一部が歩

いているという意識を健常者は持っていただけるように周知してもらえると助

かる。また、小学校などでの教育も考えて欲しい。

○浦安駅周辺での障がい者専用パーキングエリアが欲しい。一度行政に申し入れ

たが、現状では無理との返答があったが、商業用パーキングは多く存在する現

状があり、何とか出来ないものであろうか。

○歩道に車椅子の移動に支障をきたす自転車、バイクの放置がある。（市内飲食店

付近）

○震災後の歩道の整備が進んでいない。車椅子での移動に危険を感じるところが

ある。整備の順番が車道優先になっているような気がする。

○歩道を走る自転車が横に並んだり、イヤホンを付けて走っていたりする。危険

を感じる。

○ベイシティバスの乗務員の対応がまちまちである。とても良く対応してくれる

人も居るが、明らかに空いているのに乗車を拒否されたりすることがある。苦

情を会社に申し入れても、改善の兆しは見えない。一方で、おさんぽバスの対

応は、とても良い。
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【ヘルパーについて】

（主な意見）

○移動支援のヘルパーの手配が、なかなか出来ない。原因はヘルパーの絶対数が

少ないためなのか、自分がサービスを依頼する事業者にたまたま在籍しているガ

イドヘルパーが少ないのか。その情報が欲しい。

○生活上、複数の事業所に在籍するヘルパーを利用しているが、ケアの技量に格

差がある。常に安全にケアを受けられるようになるには、どうしたら良いのだ

ろうか。

【計画相談について】

（主な意見）

○計画相談をセルフプランで作ろうとしたら、行政に、とりあえず相談員を付け

て計画を作成して欲しいということを言われた。セルフで計画を作ることは、

何か支障があるのであろうか。

【事務局】行政担当の説明が言葉足らずであったと思われる。セルフプランで

の対応で問題ない。

【通所系の社会資源について】

（主な意見）

○今後自立をしていく上で必要な緊急時対応をしてもらえる施設の定員を増やし

てほしい。一時ケアセンターの緊急時対応の定員は２名なので、以前定員がいっ

ぱいで利用を断られたことがある。

○家の狭い風呂での入浴介助に困難を感じている。入浴ができるデイサービス施

設があると助かる。

○介護を受けながら就労ができる施設があると良い。私の通っている施設は、通

所当初は介護を約束してくれていたが、現実は職員数の不足や、介護は仕事の範

疇ではないという理由で、介護を依頼しても断られてしまっている。仕事と身体

のケアが両立できる意欲がある人が働ける資源があると良い。

【移動支援について】

（主な意見）

○身体上、移動支援を多数回利用するが、年間利用時間の上限を気にしながら外

出している。移動支援の年間上限時間の増量について行政に尋ねたら、「正当な

理由があれば増量は可能」との返答だった。正当な理由とは、誰にとっての正当

な理由で、どのようなことを言うのであろうか。

【事務局】年間上限時間を超えることに関して、それを阻害する権利は行政には

無い。増量の必要性を感じたら早めに相談してください。
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○例えば仙台市などの遠方に行きたいのだが、行った先で移動支援を地元の事業

者に依頼して利用できるのか。

【事務局】可能ではある。但し、事前に浦安市への事業所登録を遠方の事業者に

行ってもらう必要がある。申請書の提出が必要なので、時間の余裕を持って手続

きをお願いする。不明な点があれば、お手伝いする。

リーダー選出について・合同部会について

（主な意見）

○本人部会への出席は初めての経験であり、委員の中からリーダーを決めずに、

会の進行は事務局の方にお任せしたい。

○合同部会での説明も、事務局にお願いしたい。

【事務局】合同部会への出欠席を事務局までお知らせください。参加は体調に合

わせてご検討ください。

○2 時間の会議時間とのことだが、途中退出は可能か。

【事務局】途中での入退出ともに可能です。
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議題２資料

平成 26 年度 浦安市基幹相談支援センター事業報告

１．業務時間と職員体制

職員体制 窓口開設時間 相談対応時間 窓口開設時間外は

緊急携帯電話にて

対応

常勤 7名（内 1名兼務）

非常勤 2 名

月～金 9：00～19：00

土 10：00～15：00

24 時間

365 日

２．相談支援事業（総合的・専門的な相談支援／計画相談支援）

実施内容（平成 26年 4月～平成 27年 3月）

実人数 267 人（男性 169 人、 女性 91人、 不明 7人）

延べ人数 22,773 人

相談件数 28,386 件

障がい種別割合

（実人数）

知的 27％ 精神 13％ 発達 12％ 身体 11％ 身・知 5％ 高次脳 4％

難病 3％ 精・知 3％ 重心 2％ 身・精 2％ その他 18％

障がい種別割合

（延べ人数）

知的 24％ 身・知 14％ 身体 12％ 精神 10％ 精・知 10％ 身・精 8％

重心 7％ 発達 6％ 高次脳 5％ 難病 1％ その他 3％

相談形態
訪問 816 件 来所 316 件 同行 122 件 電話 4619 件 メール 595 件

関係機関との連携 13,489 件 関係者会議 242 件 その他 25,74 件

対応時間 窓口開設時間内20,548件 窓口開設時間外対応2,225件（全体の10％）

３．地域の相談支援体制の強化と取組み

①地域の相談支援事業者の人材育成の支援

実施内容 対象者 実施日・回数 参加人数

講演会「多様な人たちを支援する皆さ

んへ ～精神科医からのメッセー

ジ」

医療・教育・福祉分野の対人

援助に関わる支援者
7 月 17 日 56 名

勉強会「食べる機能の発達とその支援

方法について」

医療・教育・福祉分野の対人

援助に関わる支援者・障がい

のある方・

ご家族

9 月 30 日
26 名

講演会「難病を抱えて生きる ～今と

未来に必要なこと～」

医療・教育・福祉分野の対人

援助に関わる支援者・難病患

者の方・

ご家族

12 月 11 日 41 名
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講演会「僕からみた世界 ～自閉症の

僕が跳びはねる理由～」

医療・教育・福祉分野の対人

援助に関わる支援者・障がい

のある方・

ご家族

2 月 25 日 366 名

相談支援スキルアップ講座
障害福祉に関わる相談職・支

援員・介護職員

10 回開催

（4，5，7，8，

9，11，12，1，

2，3 月に月 1

回開催）

延べ 128 名

②関係機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児

童、保健・医療、教育、就労等に関する各種の相談機関等）との連携強化及び年 2回以上の

連携会議を実施

実施内容 対象者 内容 実施日 参加人数

連携会議

相談支援事業者・民

生委員・身体/知的

障害者相談員・各種

相談機関等職員

地域の関係機関の

ネットワークづく

りの場

6 月 2日 49 名

1 月 26 日 40 名

相談支援実務者会議

相談支援実務に携

わっている相談支

援専門員及び行政

職員

相談支援専門員の

困ったことや悩み

を共有する場

7 月 4日

10 月 3 日

1 月 16 日

26 名

22 名

24 名

③専門的技術を有する者（医師、弁護士）を必要に応じて確保し、地域の相談事業の支援

体制を図る。

※基幹相談支援センターでは、嘱託医（精神科医）2名・弁護士 1名を配置。

実施内容 対象者 内容 実施日 参加人数

公開事例検討会

医療・教育・福祉

分野の対人援助

に関わる支援者

関係機関から寄せられた

支援困難事例について、

講師の解説を聞き、事例

の理解を深める考え方や

具体的な支援手法を学ぶ

6 月 19 日 38 名

1 月 14 日 27 名

公開事例検討会

医療・教育・福祉

分野の対人援助

に関わる支援者

8 月 9日 14 名
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４ 権利擁護・虐待の防止

実施内容 対象者 内容

成年後見制度利用支援事業（相談等）の実施及び障がい者

等に対する虐待を防止するための取組み
32 名

後見人、保佐人等との連

携支援、成年後見制度の

利用援助、虐待通報、虐

待防止センター、関係諸

機関との連携や生活支援

全般の構築

５．住居入居等支援事業（居住サポート事業）

実施内容 対象者 内容

◇２４時間支援

緊急対応が必要となる場合における相談支援、関係機関と

の連絡・調整

14 名

24時間対応での突発的な

体調不良や事故、病気等

の危機的な生活状況への

対応、警察、病院、サー

ビス提供事業者、後見人

等との連絡調整

◇居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

入居契約の手続き支援、利用者の生活課題に応じ関係機関

から必要な支援を受けられるよう調整
5 名

家探しのサポート、生活

状態の変化に伴う必要な

サービス調整や関係機関

（訪問介護、訪問看護、

通所施設、行政等）との

連携
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６．自立支援協議会支援事業

◇市が設置する地域自立支援協議会の運営を、中立・公平な立場で事務局として支援する。

（委員 113 名 ※各部会の重複委員を含む）

協議会分類 目 的 開催回数

自立支援協議会
障がいのある人もない人も共に暮らしやすいまちづくりに

関し、関係機関による定期的な協議を行う。
6 回

権利擁護部会
障がい者の権利を擁護するためのネットワーク作りと啓

発。広報活動を行う。
4 回

こども部会

生まれてから 18 歳になるまでのこどもへの支援を協議し、

ライフステージに合わせた必要な支援と関係機関のスムー

ズな連携を図る。

4 回

相談支援部会
相談事例の検討や課題の解決について協議し、相談支援事

業の充実と相談支援事業所の連携を図る。
4 回

地域生活支援部会

障がい者の就労・住居等地域生活全般に係る諸問題の解決

に向けて協議を行うとともに障がい福祉サービス事業の充

実を図る。

4 回

本人部会
当事者間の情報交換を行い、相互理解を図るとともに、地

域課題を提案する。
3 回

合同部会
部会間の情報交換を行い、連携を図る。また基幹相談支援

センター等の活動報告を行う。
2 回

◇事務局としての主な活動

①円滑な自立支援協議会、部会運営を行うため、事務局としての打合せを 24 回行った。

②各部会の連絡調整、議題集約、資料作成、会場設営。

③本人部会の企画、運営、進行。

④各部会の録音、テープ起こし作業。
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議題 3 資料

１．障がい福祉サービス事業者合同説明会開催結果報告

（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

①事業者プレゼンテーション １５事業者参加

②事業者個別ブース（利用相談対応等） ２０事業者参加

③福祉施設による販売 ６事業者参加

④展示・配布（事業者一覧、サポートファイル、救急メディカルカード、

当事者団体・関係機関パンフレット 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．喀痰吸引等研修事業補助金の状況

（１）事業概要

医療的ケアをおこなうことができるヘルパーの不足を解消するため、研修に係

る経費（研修参加費・研修受講中の人件費）を補助する。事業予算は５0 万円。

（２）補助対象事業者

市内在住の障がい児・者に対し喀痰吸引等を行うことを予定している居宅介護

事業所。（指定管理・委託事業所は対象外。）

（３）補助上限額

ヘルパーひとりあたりの研修に係る経費 ５０，０００円

（４）申請

６月２３日に補助金要綱を交付。居宅介護事業者に周知を開始。

３．知的障がい者緊急時支援事業の状況

（１）事業概要

知的障がい者に対し、通報を受け、その方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

とができるようにする。

（２）申請の状況

募集期間 ６月１日から６月 30 日まで。※申込み受付中

（３）事業実施 10 月１日（予定）

４．（仮称）猫実地区グループホームの状況

（１）募集期間 ５月 15 日から６月 15 日まで。

（２）申し込み状況 ５名募集のところ、募集人数を上回る利用申し込みがあった。

（３）開所日 ９月１日（予定）


