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平成 27 年度第 1回浦安市自立支援協議会こども部会 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６月 10 日（水）13：30～15：30

２．開催場所 消防本部多目的ホール

３．出席団体名

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人発達わんぱく会（サブリーダー）、浦安手をつなぐ親の会、

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、

浦安市肢体不自由児親の会どっこらしょ、一般社団法人こども未来共生会、ＮＰＯ法人タオ、

ＮＰＯ法人千楽、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、有限会社和ケアセンター、

千葉県立市川特別支援学校、千葉県立船橋夏見特別支援学校、千葉県立浦安高等学校、

浦安市立小学校長会、浦安市立中学校長会、こども課、浦安市立中学校長会、こども発達センター

４．議題

（１）平成 27年度・28年度こども部会の運営と議題

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

（３）基幹相談支援センターの機能

５．資料

議題１資料（１） 平成 27年度・28年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

議題１資料（２） 平成 27年度こども部会年間計画案

議題１資料（３） 浦安市がい者福祉計画 平成 27年度～29年度 概要版

議題１資料（４） 平平成 27 年度自立支援協議会スケジュール

議題２資料 浦安市青少年サポート事業 そらいろルーム

議題３資料（１） 平成 28年度からの基幹相談支援センターの機能

議題３資料（２） 基幹相談支援センターの機能
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６．議事

事務局：ただいまより平成 27 年度第１回浦安市自立支援協議会こども部会を開催いたします。

なお、本部会は、リーダーを教育研究センター、サブリーダーを NPO 法人発達わんぱく会にお願

いしております。

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「何々委員お願いします」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、山本リーダーにお願いしたいと思います。では、よろしく

お願いします。

リーダー：それでは、議事進行に入りたいと思います。はじめに議題の１、平成 27 年度・28 年度こども部

会の運営と議題について、事務局から説明をお願いします。

事務局：自立支援協議会は、市長から委嘱を受けた委員で構成されています。５つの部会がありまして、協

議会の委員は、いずれかの部会に所属しています。

こども部会は、18 歳になるまでのこどもへの支援を話し合って、必要な支援であったり、関係機

関とのスムーズな連携を図れるように話し合いを進めているところです。

協議会は、課題を分配して意見収集すべき事項を部会のほうにおろしまして、部会は専門的な視点

から話し合った上で、協議会に報告や提案をするという形になっています。

こども部会は、スケジュールの通り、第２回目が９月 10 日、第３回目が 12 月３日、第４回目が

２月 25 日を予定しています。すべての部会の委員が集まる合同部会というものがありますが、７月

と１月に開催を予定しています。

報酬等ですけれども。部会は１回あたり 5,000 円の報償をお支払いします。ただし、合同部会は報

酬の対象にはならないのでご了承ください。

部会は代理出席が可能なので、委員の方の都合が悪い場合は、ご所属の団体から代理の方を出して

いただいて出席いただくことも可能です。

会議と議事録の公開ということで、議事録は原則公開となっていまして、委員名の部分は団体名な

どを記載した形で公開します。

続きまして、障がい福祉計画と連動した福祉施策の推進ということで、障がい者計画では、５つの

重点的な取り組みというものを示しております。

重点的な取り組み２ということで「ライフステージを通じた支援の推進」、こども部会に関わる部

分なんですけれども、サポートファイルというものを活用して、「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を推進します」ということで、お配りしたサポートファイルのチラシと、本

日現物があるので終わったあとに見ていただいてもいいかと思うんですけれども。障がいの特性とか

特徴とか、情報を記載するようになっておりまして。学校の先生や支援機関の方とか、誰が見てもそ

の子の情報がわかるように、情報を共有できるようなファイルになっております。

こども部会で、サポートファイルの活用について意見をお聞きしたいと思っております。実際に使

われている保護者の方もいらっしゃると思いますし、事業所の視点からご意見がある方もいらっしゃ

ると思うので、どうぞよろしくお願いします。
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続いてこども部会の主な議題なんですけれども。教育と福祉の連携に関する事項や、相談の支援体

制の充実に関する事項、特別支援教育の取り組みですとか、今お話ししたサポートファイルの活用で

すとか、こども発達センターのことなどを議題にしていく予定です。

前こども部会からの意見ということで、26 年度の最後のこども部会で、27 年度・28 年度に引き継

ぎたい事項ということで、ご意見をいただいたんですけれども。

子ども・子育て新制度の開始にともなう母子保健、子育て支援と福祉の連携ということで、もっと

連携していくようにというご意見がありましたので、そういった意見も踏まえまして、今回のこども

部会から、こども課と子育てケアマネージャーさん委員として参加をお願いしたところです。

27 年度の議題なんですけれども。第２回からは、サポートファイルの活用や特別支援教育の取り

組みなどを議題にあげていきたいと考えております。で、委員の皆さんからも提案があれば、その都

度、議しまして、議題にあげていきたいと考えております。私のほうから説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。事務局から、27 年と 28 年のこども部会の運営と議題について説明を

いただきました。

今回初めての方も多いと思いますので、運営や組織のこと、今後の議題のこと、日程のこと、い

ろいろあると思うんですけれども。いろんな角度からご意見ご質問等いただければありがたいなと

思います。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：昨年度のこども部会の最後のときに、私、前回も委員だった

んですけれども。あがっている課題は話し合うことはもちろん OK なんですけれども、委員の何人か

から、具体的な、たとえば現場で起こっている事例等々について、何かしら、この会議じゃなくても

事前に話し合う場があったりとか、実際に子どもたちやお母さんたちが悩んでることっていうのは、

あるっていう意見が出てて。そういったことを、議題の一番最後とかでも構わないんですけれども、

何か、こう話し合ったり、取り上げたりっていう、そういうことはできないだろうかっていうことが、

確かあがってたと思うんです。私も発言した覚があるので。あの、そういったことに関しては、実際

に本年度のこども部会の中では、どんなふうに位置づけられていきますか。

事務局：今いただいたご意見については、資料（２）の年間計画案の５ページ。前こども部会からの意見等

という欄がございまして。そこで、福祉サービスを利用していない方の保護者をも含めた幅広い意見

の収集という文章でまとめさせていただいたんですが、こちらに反映させていただきました。

前回の部会で事例とかを意見収集して取り上げてほしいというご意見がございましたので、こども

部会でも委員の方が所属している、事業者さんで支援してらっしゃる方のケースなども地域課題とし

て、あげていただく機会を設けていこうかと考えております。

リーダー：よろしいでしょうか。それでは、27 年・28 年度のこども部会の運営と議題につきましては、今、

事務局から出されました提案に沿って進めていくという形でよろしくお願いいたします。

続きまして、議題の２に、移らさせていただきます。青少年サポート事業について、一般社団法人

こども未来共生会からお願いします。

一般社団法人こども未来共生会：資料に沿って、ご報告と 27 年度の事業計画についてご説明させていただ

いたあとにパワーポイントで、少し様子を見ていただければなというふうに思っております。

話に入る前に、私自身が、あの、どういう素性でここまで来たかというのを、少しだけお話しをさ

せていただければと思います。もともとは国立大学の附属の特別支援学校で教員をしておりまして、

そのあと自閉症、発達障がいに関係する都内の施設で職員をしました。自閉症関係の東京の施設が、

夷隅群市に２つありまして、そのうちの１個に相談支援委員として、10 年ほど相談活動させていた

だいて。
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たくさんの療育をやりたくて、そのまま行政を学びたくて、県の障がい福祉課にも５年ほど権利擁

護の部分で参加をさせていただきまして。障がいを持つお子さんたちの権利を守るためには、何が必

要かというのを行政の立場から少しやってみたという形で。

そのあと、がありまして、浦安市のこども発達センターで、心理職として働かせていただきまして、

そこで療育のノウハウ教えていただきまして。

現在、大多喜町というところにこども発達支援センターそらいろの大多喜教室、および御宿町にも

う一つ教室を持ちまして運営をさせてもらいました。

私どもの考え方そのものは、本人支援とバックグラウンドの支援と、この２つになっています。本

人支援というのは当然、発達支援も含めてですね、本人が生きづらさを解消して、なんとか地域生活

を送れるように、本人のいわゆるスキルを上げるという支援になってくるのでしょうけれども。それ

以上にですね、地域の中で生きてく中で理解と支援というものをうまく受けられるような環境を整え

ていくことが、私どもの法人の一つの考え方であります。

浦安市のサポート事業を受けるにあたりましても、方針は変わらず、本人に対する支援を含めて、

親御さんを含めたバックグラウンドへの支援というのを大事にしたいという思いで、昨年度 10 月に、

うらやす・そらいろルームというのをオープンさしていただきました。

やってきた中での評価はですね、お子さんが、あるいは通ってらっしゃるお母さん方が、たぶん知

っていただいているものと思いますので、実績だけの報告をさせていただきます。

浦安市の青少年サポート事業の目的は、学齢期以降の発達が気になる、子ども、それから成人の方、

または、その家族の方々がこの浦安という地域で適切な支援とか相談を受けられる環境が必要であろ

うということ、それを図るための事業として、設けさせていただいています。

内容は、個別的なもの、それから集団的なものも、環境を用意した中でのソーシャルスキルのトレ

ーニングの実施、相談を含めた保護者支援、それから、専門職を何人か採用しておりますし、経験の

豊富な職員を採用させていただきましたので、その専門性を生かして地域機関との連携を含めた地域

支援、および私たちも地域の中になじむために勉強したいというところも含めて、それを達成するこ

とで、浦安市全体で発達障がいおよび発達支援の必要なお子さん、あるいは成人の方々への理解が進

み、全体の支援力が、向上することを目的に、この事業が設置をされております。

対象になるお子さんですけれども、お子さんというか学齢期、いわゆる小学生・中学生から成人。

大体おおむね 25 歳までを対象とさしてもらっております。

内容は、ソーシャルスキルトレーニング。SST と略語で書いていますけれども、ソーシャル、い

わゆる社会性あるいは対人性をつけるための、練習にある意味特化している機関であります。

事業内容としましてはですね、療育支援。いわゆる社会性、対人性の向上と獲得を目指したソーシ

ャルスキルトレーニング。個別とし、小集団という形で実施をしております。

それから交流事業。ライフステージに応じた交流の場を用意して、親御さんと一緒に触れ合ったり

とかですね、親御さんのいわゆる支援の仕方、そういうのを一緒に考えていくということであるとか。

また、ほかの親御さんの教育というか支援の仕方を一緒に学んでいったりするという機会を設けてお

ります。

それから相談支援。保護者、当事者の相談にのり、困ったことへの対応を考えていくと。これには

専門、専門職があたることになっております。

それから地域支援。機関を訪問させていただいたり、ケース会議、相談支援事業との連携ですね。

いうところを含めてですね、学習会を含めてやりました。本人理解と発達の支援が必要な人への理解

を進めていくことを目的にしております。
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おおむね、この４事業を中心に展開をしてまいりました。その実績については次のページをご覧く

ださい。

平成 26 年度は、半年という動きでしたけれども。半年で私どもにつながってきた、来ていただい

た方が約 95 名という実績になっております。その内訳は小学生が 59 名。中学生が 14 名。高校生が

10 名。社会人など 12 名ということになっております。

それぞれの持っている悩みはさまざまでありまして、ご存知のように発達の支援の必要なお子さん

が 6.5 パーセントというふうに言われてますけれども、低学年になると 14、9.7 パーセントぐらいい

らっしゃるという数字も出ています。いわゆる保育園、幼稚園が終わってから小学校に入った方が、

学校になかなかうまく適応できなくてという相談が最初の頃は多かったですね。

延べ数でありますけれども、相談実施件数ということで、半年で 130 件という形で。意外と僕ら

の予想を超えて多かったのかなという感じがしております。

それから月別の実施ですけれども。10 月から各月ごとに療育をどれぐらい実施したかという数字

が書いてあります。延べ 501 回おこなったという形になっております。

主な療育支援の中心になるのが小集団の療育での支援ですね。集団に対するソーシャルスキルのト

レーニングということになります。詳しいところはパワーポイントでお話しをしますので、レジュメ

に沿って進めさせてもらいます。平日の放課後、４時から６時、中学生のクラスは５時から７時とい

う時間帯でやらせてもらっています。各グループは、各ニーズに沿って、相性とかもありますけれど

も、グループの目的であるとか、進め方であるとかいうことで、低学年組であったり、縦割りでやっ

てるクラスがあったり、あるいは中学生を中心に、やってるクラスがあったりしています。平日の放

課後の時間帯で土曜日も含めてやってます。１日 10 名を上限に小集団での療育をおこなっています。

基本的には楽しく遊ぶことや友達と協力する課題、個別のニーズに応じた配慮を通じて社会性や対

人性の向上を促すことを目的に。つまり、本番が学校であったり社会生活であるのであれば、少しの

時間でもいいので練習を積んでおきたいということですね。実際に成功体験をうちで積んでもらった

その自信で、社会生活のほうで自信たっぷりに活動してほしいと。子どもさんたちの幸せな笑顔が見

るようにということが目的であります。ですので、小集団の中で、いわゆる練習という形で進めてい

るのが、このグループ療育です。

それから個別療育ですね。こども発達センターさんも、個別の療育をやっておりますけれども。私

どもは総合的な発達支援というよりは、それぞれ、その生きづらさに応じてですね、それがどのよう

な形で、社会性の獲得にいわゆる妨げになってる部分があるかということをきちっと分析した中で、

心理士と、それから言語聴覚士が中心となって個別療育をおこなっております。

個別療育は月曜から土曜日の、フルタイム、どの時間をご予約されても結構ですよということにな

っています。１日１時間の予約制で、専門職が行うと。利用者の個別ニーズに配慮した中で、言語で

の聞くスキル。いわゆる希望したり求めたりするスキルや、気持ちの折り合い、友達との折り合いを

つけるスキルっていうことと。そういう含めてですね、社会性や対人性に関係する力の獲得および向

上を促すことを目的におこなっています。

それから、３番目に個別相談。個別相談というのは、保護者の個別相談あるいは社会人の方であれ

ば、本人が１人で来て相談を受けるという形の個別相談をおこなっております。

個別相談は、月曜から土曜の９時から７時の間に、１時間の枠で行わせていただいてます。もちろ

ん、電話だけで相談という方もいらっしゃいますので、電話相談も受けるという形になっています。

これも基本的には専門職が対応し、当事者支援と家族支援の側面を重視して、それぞれのそのライフ

ステージで悩みごとは違いますので、大人には大人の経験がある職員があたり、児童には児童の専門
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であたるという形で相談をおこなっております。

それから４番目に交流事業ですけれども、平成 26 年度は体制の問題がありまして、１回しか実施

ができませんでした。後ほど話しますけれども、今年度に関しましては、もう年間計画で、かなりの

数がきちっと組まれております。

この交流事業というのは、ペアレントトレーニングを含めまして、親御さんの困り感を共有してい

って、私たち専門家からではなくて、交流をすることによって、ほかの親御さんから学んだりとかで

すね、悩みを共有したりするための場所として利用させていただいております。今年度につきまして

は、２、３日中に、年間計画を配布する予定です。

それから地域支援ですけれども、関係機関、こども発達センターや相談支援事業所さんとの会議へ

の参加とか、勉強会の参加を通じて、本人理解や発達の支援が必要な人への理解を進めてまいりまし

た。

昨年度やった中での課題の一つに、先ほどもちょっとありましたけれども、私どもとしては、いろ

いろな機関との連携をさせてもらう、私どもの練習をしてる場の情報を少し提供させていただいて、

少しでもたとえば学校の先生であるとか、親御さんであるとか、職場の方であるとかと交流をさして

いただいてですね、その子が生きやすい環境をつくっていくための、協力関係を進めたいというふう

に常々思っております。

浦安はまだですけれども、私ども法人としましては、コーディネートの契約ではないですけども、

今、県内 61 校を回って、学校の支援をしたりとかですね。それから、昨年度は文部科学省の指定の

学校で、ユニバーサルデザインの学校づくりの支援を何校かで行わさしていただいてきました。

そういう中で見てきたノウハウとかですね、それから地域での連携のあり方というのを、交流の中

で皆さんと共有をさせていただけたらいいなというふうに思っております。それも一つの課題として、

昨年度は残りました。ですので、今年度は一生懸命そこら辺も、そらいろが地域の役に立とうという

ことで、頑張っていきたいなというふうに思っております。

続きまして、今年度の実施計画について少し説明をさしていただいて、そのあとはパワーポイント

を見ていただこうかなというふうに思います。事業方針等、長くなりますので、読んでいただければ

いいかなというふうに思いますが。

まず一つは、いわゆる内容についてです。ソーシャルスキルトレーニングの療育支援をより一層充

実をさせようというふうに思っております。言語聴覚士および心理士を常勤で配置しましたし。それ

からですね、その言語聴覚士も、いわゆる、大きな発達外来の病院でいたリハビリの方を連れてくる

ことができました。

課題は、作業療法士さんをなんとか確保したいという思いがありますので、今、いろんなところへ

打診をして、専門職を増やしてですね、いわゆる心の問題を心理で、技の問題を言語聴覚士で、それ

から体の問題を作業療法士でということで、心技体揃った療育ができるような形で進めていきたいと

いうふうに思っております。

内容としましては、昨年度と同じですけれども。１コマ約 120 分を取りましてグループ療育とい

う形で進めていくというふうにしております。

それから、昨年度は発達支援のニーズも非常に高かったんですけれども。この事業がソーシャルス

キルのトレーニング、いわゆる社会性獲得の支援のほうに、重点を置いておりますので、総合的な発

達支援の必要なお子さんの相談に関しましてはですね、４月からみらいルームという放課後等デイサ

ービスを開始いたしました。そちらのほうで、総合的な発達支援の相談を受けたり、療育をしたりと

いうことになっております。
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基本的には、総合発達支援という形では、こども発達センターと同じで。そこはしてないんですけ

れども、こども発達センターさんの中でも社会性がこの人は必要だよということがあれば、そこを補

完的に補うような役割も果たしていけたらなというふうに思っています。

それを個別と小集団で行おうというのがまず１番です。

それから２番に交流事業、昨年度できなかった交流事業をきっちり、していくために年間計画を立

てさしていただきました。

ペアレントトレーニングは、専門職が中心になりまして、各回でテーマを設けております。一般的

にいう８回構成とか７回構成とかいうペアレントトレーニングではなく、そのテーマごとにですね、

一体どのように支援をしたらいいかということを親御さんと一緒に考えていく。

ペアレントトレーニングがトレーニングという名前がついているので、堅っ苦しいんですが、私ど

もは親カフという形で、いわゆるざっくばらんに共有をしていってですね、支援のノウハウを掴んで

いこうということを考えております。これは、ペアレントトレーニングの大きな目的、一般的な目的

でもあります、親御さん同士の交流という部分も含めてですね、やっていきたいなというふうに思っ

ています。

それから子どもさんを含めたイベントっていうことで、土曜日に親子プログラムとして、年間計画

の中で実施をしていくという予定でおります。

それから３番、相談支援。これは相談支援事業の相談支援ではなく、お母さんが思っている困り感

に対して、専門職が対応して、親御さんと話をしましょうということです。専門的な知識を持った職

員が学校生活および家庭生活、社会生活、就労等における総合的な相談を受けるということです。私

を中心に社会経験を積んだ人間が、お話しを聞いていくという形を取っております。

それから地域支援という形で、目的は浦安市全体の特別な支援の必要な子どもや、成人の方への支

援の底上げとなるような、研修を私どもが主体として実施をしたりとかですね。それから、関連事業

所との連携を図っていくということです。

要請があれば、私どもができるだけアウトリーチして、皆さんの要請に沿った、いわゆるアドバイ

スも含めてですね、私たちも学校での生活を学ばせていただきたいと思いますし、社会生活、就労生

活の中で学ばせてほしいという形で、連携会議等をやっていきたいなというふうに思います。

それからもう一つは、研修活動として、スキルアップのための研修。たまたま私、県の社会福祉協

議会で施設職員の研修を担当さしていただいておりますので、そういうところでですね、皆さんと一

緒に、発達支援の必要なお子さんの理解を進める意味での協議をさせてもらったらいいなというふう

に思っております。それから連携会議としての、事業利用者の関係機関と連携、連携会議を通して、

支援のあり方を共有するということです。

それからもう一つは、なんとか私たちは、発達障がいおよび発達支援の必要なお子さんへの理解を、

いわゆる一般の方々への理解を進めたい。学校教育でも社会でもそうですけども、相互理解というと

ころを切り離して考えるわけにはいかなくて。お互いが、その違いを理解し合って、みんな違ってい

いということですね。その理解をし合う体制のために、何が教育できるかということを、今年度は考

えましてですね、差別解消法も施行されることもありますし、虐待防止法もありますけれども、そう

いう権利擁護も含めてですね、何か貢献ができないかということで、じゃあ、冊子の刊行なんかどう

だろうということで、年間計画の中には入れて、今、準備委員会を立ち上げたところでございます。

昨年度から、こういう形で進めてまいりました。少しパワーポイントを５分くらい見ていただいて、

また説明をさしていただきたいというふうに思います

私どもの法人はですね、浦安の事業部と大多喜の事業部という２か所に分かれております。大多喜
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の事業部は、こども発達支援センターそらいろという形で、児童発達支援事業それから放課後等デイ

サービスをやっています。

それから、県の療育等支援事業というのをやっておりまして、保育所訪問も当然やっています。先

ほども言いましたけど、保育所訪問を含めまして 61 校という数を、職員の専門職で回っているとい

う形になります。

浦安事業部は、そらいろルームが市の青少年サポート事業。それから、みらいルームが放課後等デ

イサービスという形になっております。

うらやす・そらいろルームの目的ですけれども。先ほども言いましたけども、やっぱりマニュアル

のない、オーダーメイドの支援の形をきちんと見ていこうということがあります。その背景に、学習

支援があったり、それから言葉の支援があったりするのであれば、そこに専門職がついてですね、発

達を科学的に見て、その環境を含めた包括的な視点から、専門療育を入れていくと。

特に小学生以降では、どこの地区も同じなんですけれども、療育の機会が少ないという話を聞きま

すので。私どもは、そらいろもそうですけれども、小学校以降の比率が約 60 パーセントというふう

な形になっていて、そこでも個別療育を常に続けております。ですので、元気でアイデア豊かな生活

ができるように一緒に考えていくこと。これが、そらいろのメソッドというふうな形で位置づけてい

ます。

そらいろの共通の療育支援という形では、まずは、成功体験を積み重ねるということですね。その

中から基本的な生活習慣を身につけていこうということ。それから楽しく遊ぶ、あるいは学ぶ経験か

らですね、自主性、協調性を学んで、言葉の発達を促していこうと。コミュニケーション力を高めよ

うということですね。それから、人との肯定的な関わりを通じて、対人性や社会性の発達を促しまし

ょうと。これが法人全体の、共通の療育支援の目標でもあります。

主に手帳を持たない、持ってても全然いいんですけれども、手帳の有り無しには関わらず、いわゆ

るソーシャルスキルトレーニングを専門とした機関として、浦安市の委託事業としてやっています。

地域との連携、ペアレントトレーニング、交流事業などをおこなっています。臨床心理士、言語聴覚

士、専門で学んだ療育相談員が常駐し、実施しているという形です。

対象は学齢期から主に 25 歳まで。この 25 歳というところもですね、就職をして、離職率が高く

なってくるのが二十歳過ぎたあたりなんですね。そこからまた社会性を身につけて社会復帰に持って

いくためには、おおむね 25 歳ぐらいが一番、適切な年齢であろうということで、形としては 25 歳。

おおむね 25 歳ということになっております。

目的はソーシャルスキルを身につけることになります。挨拶をするとか、話を聞くとか、負けても

騒がない。いわゆる学校生活や社会生活の中で、なかなか苦手な空気を読むことであるとか、発言を

おさえることであるとか、いうことを、みっちり集団や個別の療育を通して、学んでもらおうという

ことをやっています。

それからもう一つは、身体感覚を高めることも一つの社会性を獲得する、いわゆる自分のセルフコ

ントロールの力というのは体から来る部分もありますので、その部分の自分の体を自分でコントロー

ルしたり、場面に応じた感覚を身につける。いわゆる座るスキルとかも含めてですね。というところ

を運動の専門家はいますので、そちらから連れてきて、遊びの中にいかすという形を取らしてもらっ

ています。

もうご存知かと思いますけれども、ソーシャルスキルというのは、社会生活を送るための必要なス

キルと、その使用方法。この使い方を学ぶということなんですね。ですので、この使い方を学ぶとい

う場所として、このそらいろルームが、位置づけられているという形になります。練習をすることに
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よって、人との関係の取り方に気づき、円滑な社会生活を送るということが、基本的にはソーシャル

スキルの目的になります。

私たちが大事にしているのはこの５つのソーシャルスキルです。一つは仲間との関係を保つスキル。

自分をコントロールするスキル。授業を受けるためのスキル。相手に合わせるスキル。話をするスキ

ル。具体例右側に書いてありますけれども。遊びに誘ったり、手助けを申し出たり、感情をおえさた

り、葛藤場面で妥協、折り合いをつけるというような、この中心となる５つのソーシャルスキルを中

心にして、そこから枝葉的に、個に応じたオーダーメイドの、いわゆる苦手なところをピックアップ

して練習をしていくと。

それから、いい面は一生懸命伸ばそうと。それから苦手なところは、訓練をしてよくしていくだけ

ではなくて、何かツールはないだろうか、視覚的な提示はできないだろうか、わかりやすい指示の仕

方はないだろうかということを先ほども言いましたけれども、本人支援とバックグラウンドの支援っ

ていう両方で考えていくのが、私どもの、ソーシャルスキルのトレーニングの主な中心になります。

考え方としては、問題行動をどうするかということで。たとば、その問題行動を正しいコミュニケ

ーション行動に切り替てあげようと、行動を修正するということなんですね。なかなかセルフコント

ロールの難しいお子さんに、訓練で、その行為をなくすっていうことはできませんけれども。たとえ

ばタメ口で話す。「わかんないよ」って言う子には、「教えてください」と言るえように、そっちのほ

うが伝わるんだよということを、きっちり練習の中で教えていくというイメージになります。

そういう手続きについては、いろいろやりますが、たとえば、どうすればいいかを考られるように。

今日も、不登校だといわれるお子さんが来ましたけれども、友達とうまくやっていけないんだという

悩みをおっしゃってましたけれども。これは高校生ですが、けんかになって教室にいられない、勉強

ができないという流れが。悪口を言われたところからけんかになってしまうという。このコントロー

ルの力をつけるためにですね、先生に助けを求めて、先生がコーディネートをしてくれる。そしたら、

教室にいられる。

つまり成人には特に回避のスキルが大事になってきて、トラブルに臨機応変に対応する力ではなく

て、どういうふうに回避をしてトラブルを防いでいくかということになるんですね。そこのところも、

本人と話し合いをしながらという形の個別の SST を通じて、やっていくようにしています。

これはそらいろルームの写真ですけれども、左側の写真は、声の大きさが動物で変換されているの

で、わかりやすい支援になっていたり。黒いところはスケジュールですね。ちょうど、１、２、３番

がなくて４番がありますけれども、３番が終わったので、外していってるんですね。そうすると、１

番上に残ったものが次にやることっていうふうに、わかりやすい支援ができています。

そういうあったかい言葉とか、今日の約束、いわゆるマナーとしての約束ごととかを、設定をしま

して、最後に○か△で自己評価をしていくということを、必ず毎日繰り返しています。

教室はこのぐらいの大きさで。ここに 10 人とか、小グループに分けてやるということですね。待

ち合わせの部屋が下のほうの写真です。

今も申し上げましたけれども、できるだけ視覚提示と、言語を一緒に組み合わせてやるというこ

とをやっています。スケジュールもきちっと示すようにしています。時計も、どこまでっていうこと

ではなくて、矢印までということで指示をしていくような形で、言葉の指示だけではなくて、見てわ

かるような工夫を、それぞれのそのツールにするわけですね。

それから、感情のコントロールができない、自分のイライラ度を言語化できない方には、数値化を

改めてしていて。たとば「どんな気持ちですか」って。「黄色」って言ったら、もう、まだ普通だけ

ど、なんとかなってるよっていう状態を、自分で指差しをしたりとかすることによって、話せない部
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分を補っていくような支援をしています。これは、自分のイライラを知って、自分がイライラに対し

て、どういうふうにコントロールするかというスキルをつけるための、ツールです。

ある日のおともだち教室、この日の目標は、お友達と仲よくなろうと。指示を聞いて動こうと。そ

れから指っていうのは、手先の、四肢の操作に取り組みもうというのを目標にした日ですね。

皆さんの来る時間がバラバラなので、集まるまでは自由遊びです。でも、その中でも、やっぱり友

達を誘うスキルっていうので、こうやって誘おうよってことを見本を見せてあげたり、一緒に道具を

借りてみるっていうのをチャレンジしてみたりとかっていう形はあります。

集合して、目を見て挨拶、自分の言葉で挨拶。いわゆる学校のエピソード。これは、あの、エピソ

ードトークっていうのは、言葉の想起に必要なことなので、「学校がどうだった？」、「わかんない」

って言う子が多いんですね。でも、そういう「わかんない」ではなくて、こちらからの誘導によって、

あったことを引き出していくっていう作業をして話せば、会話ができたっていう実感を持ってもらう

ための、時間です。

それからソーシャルスキルの課題として、指示の絵やヒントを想像して探すということとか、話し

合ったりするスキル、探すスキル。この日はドミノを並べて、共同で並べて、人が倒しても怒らない。

自分がやりたいことを貫き通さないということで、きちっとルールを設けたりして、ドミノを一緒に

並べて、最後に全員で倒すというところまで持っていくと。つまり、これが普段教育のできない子ど

もたちにとっての功体験になっていくんですね。そういうところをきちっと課題として設定をしてい

くと。

それから、セレクトタイムというのは自由の遊びなんですけど、これをしたいということを先生に

言う。それから、誰々を誘いたいということを言っていく。いわゆる先ほど言った、希求スキルを身

につけるための時間として、自由時間ではあるんですけども、そちらが中心になる。いわゆる誘った

りとか、一緒に、あの、折り合いをつけたりするところが中心になる時間として、利用させていただ

いています。

最終的に、最後にお集まりをやって、反省会で挨拶をして終了。今日は仲よくなれたかなと。これ

を大体週１回のペースで、かよって来ていただいています。

定員 10 人に対して、みらいルーム、放課後等デイサービスに移行したお子さんもいらっしゃいま

すが、まだ少し余裕がある日もありますけれども。月曜日、火曜日が中学生のクラス。月曜日から、

と、土曜日までは縦割り。ちょっと年齢的には幅がありますけれども、そういう形で今は運用をさせ

ていただいています。

これは、ペアレントトレーニングの１回目の、今年度の親カフェの様子ですね。こういう形で、私

がパワーポイントを使ってやったりとか、ワークシートを使って、たとえば子どもが駄々こねてひっ

くり返ったときに、どうしようかというところの方法論なんかを一緒に共有していくということです

ね。背景に、言い方が悪ければ言い方を一緒に考えてみようとか、伝え方が悪ければ伝え方を考てみ

ようとか、こういうふうな形を親御さん同士で話をするのを、私どもがコーディネートをして、共有

をしていくという場面です。

それから SST、この日は小グループなので、10 人をまた２グループぐらいに分けてやっています

ので。ここは、３人とも折り合いがなかなかうまくつかなくて、すぐにキレてしまうっていうお子さ

んが３人集まってるんですけれども。それを SST の課題を通じて、ちょっと話し合いをしている場

面ですけど。こういうスタイルで、毎日やっているというのが現状です。

急ぎ、報告をさせていただきましたが。何かあれば、聞いていただいて。先ほども言いましたけど

も、地域支援に対してお願いをしたいこともございますので、ぜひ質問をいただけたらと思います
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リーダー：ご説明ありがとうございました。パワーポイントを使ったりと具体的に説明をいただいたんです

けれども。ご質問等ございましたら、あの、ぜひ出していただけると、と思います。いかがでしょう

か。

手をつなぐ親の会：何点か伺いたいたいと思います。まず、手帳を持ってないような方が対象ということが、

銘打ってあったので、なんていうんでしょうか、利用者の域を、利用者のレベルっていうんでしょう

か、ちょっと牽制されてるのかな？と。事業の対象として想定してらっしゃる枠の範囲と、手帳を持

ってない方の割合ってどのぐらいいらっしゃるのかという点を、まず、１点お伺いしたいのと。

２点目は、一応、中学生以上のグループ療育が火曜日にあるとおっしゃってたんですけども、先ほ

ど紹介がありましたのは、「ともだち教室」ということで、内容もちょっと小学生か幼稚園を想定し

てるものだったと感じました。青少年期の発達障がい者の相談事業として、中学生以上、25 歳まで

の方々のソーシャルスキル等の教室の内容と名称が、ともだち教室ではちょっと厳しいのかなと感じ、

そこら辺をうかがいたいと思います。よろしくお願いします。

一般社団法人こども未来共生会： 60 パーセントぐらいの方が手帳を持ってらっしゃらなくて、40 パーセ

ントの方持ってらっしゃいます。入り口でこだわってるわけではないし、実際は、悩んでる方は手帳

を持っているも持ってないも関係なく、最初のその想定がそういう形だったので、ちょっと書いちゃ

ったんですけども、実際は、手帳のある方も全然分け隔てなく、お受けしてるという形になっていま

す。

それからもう一つ。ともだち教室の最初の想定が、小学生が多いかななんてことも思ったんですけ

れども、それは大枠の呼び名で。実際は、中学生ぐらいはワークシートを通じた学校での困り感であ

るとか、想像力がなかなか苦手な中学生、空気が読むのが苦手な中学生とかもいらっしゃいますので。

そういうときに、、ワークシート。さっき言った、技法が５つぐらいあるんですけれども、ロールプ

レイをやってもらったりとかいう形で、見本を友達に見せてもらったりとかですね。そのときそのと

きのレベルに応じてやらしてもらってはいます。

それから、成人の方はグループの SST でもなくて、やっぱり会社の中で、どういうふうにやって

いったらいいかという、基本的にはアドバイスみたいな形が中心になっています。

手をつなぐ親の会：ありがとうございます。たとえば、そのロールプレイング等は、言葉が苦手というか、

理解力にでこぼこがある子どもたちなので、しゃべるほうが無理でも、いろんなことを理解してでき

る子っていうのはいるわけで、ロールプレイングとかに入っていけない子への支援は、グループでな

く個別ということになりますか。

一般社団法人こども未来共生会：個別もやりますし。ほかにも絵カードとかの、いわゆる SST もございま

すので、メンバーを見てじゃないですけども、言語理解がなかなかうまくいかなければ、絵カードと

かもうまく加ながらやるという形ですので、必ずしも、個別だけでいくわけではなくて、グループも

体験していただいて。グループも、こんなふうに、いい効果があるんだなということであれば、私た

ちとしては全然。はい、大丈夫です。

手をつなぐ親の会：あと、すみません。こういう言い方は、ちょっと語弊があるかと思いますが、重めのお

子さんが来た場合の対応は、どのような対応になるのか？という他の保護者から質問を受けてきまし

て。浦安には児童発達センターがありますが、５時で終わるんですよね。利用できる対象は 18 歳ま

でとなってはいますが、例えば中学生は終わるのが５時近いので、18 歳までの子どもが、実際に利

用できるかと言ったら、我が家も利用したことがないです。利用できない時間なので。それが、そら

いろさんの場合、７時まであるので、浦安の人たちの期待、私の友人たちの期待も大きいんですけど

も。 ただ、いわゆるなんていうか、手帳を持ってるか持ってないかっていう層、いわゆる軽度に入



12

らない子どもが来た場合の対応は、どうなるのでしょうか。

一般社団法人こども未来共生会：重めというよりは、ニーズに。たとえば「言語の力を伸ばしてほしい」と

か、いわゆる総合的な発達の支援のニーズがある場合は、私どもとしては、みらいのお勧めをしたり

はしていますが、基本的にそらいろルームでもご意向を受けてないというわけではなくって、私が、

専門職が、必ずお断りなく受けていると思いますので。

ニーズがあって、まずは一回来ていただいて、そのニーズが、本当にうちの事業に合うのかも、一

緒に話し合いながら考ていくところになっているので。実際に、言語もなくて、自傷行為もあってと

いうお子さんもいらっしゃいますし、そこのところにも、見立ての問題からきちんと関わるようには

させてもらってますので、大丈夫だというふうに思います。

肢体不自由児親の会どっこらしょ：基本的なことで申し訳ないんですが。利用できる人の、なんていうのか

しら、一応、私がちょっと、こども発達センターのほうからうかがったところでは、肢体不自由児の

ほうは、こども発達センターで、受け入れますよということで。どちらかというと知的のお子さんで

すとかをそらいろさんで受け入れて、訓練をおこなっていきますということをうかがったんですね。

肢体不自由児の中にも、重いお子さんですとか、わりと軽度の、自分で立って歩けるけれどもって

いうお子さんもいらっしゃって、どの程度の子どもでしたら受け入れていただけるのかというのが１

点と。

あと、先ほどのペアレントトレーニングなんですが、利用されてる方向けに日時を発信されている

のか、それとも利用してない方でも利用できるのかというところ。

あと、先ほどパニックとか、たとえばそういうことへの対応としてのペアレントトレーニングが、

声かけをしたらいいのかとか、そういうことをおっしゃってたんですけれども。わりと小学生以前の

子どもでも、そういうのってすごく多くて、困っているというお話は、とてもよく聞きまして。

個人的なことで恐縮ですけれども、ランチ会でもかなり話題になりまして。子どもがもうひっくり

返っちゃって、ベビーカーに戻らなくて困ってるっていうような話を聞いたので、もしかしたら、そ

らいろさんの範疇外かもしれないんですが、市のほうにもお尋ねしたいと思います。小さい子への、

対応もよろしくお願いいたします。

一般社団法人こども未来共生会：私の意見としては、先ほども言いましたけど、肢体だからというわけでは

なくて、ニーズがそこにあって、私も、三障害をきちっと見てきた人間だとして、考えると、やっぱ

りパフォーマンスだけではなくって、内面に豊かさを持ってるお子さんがいっぱいいらっしゃいます

から、そういう部分の豊かさを、どんどん伸ばしたいというニーズがあれば、私どもは、受けること

はできると思うんですね。

ただ、設備として、本当にまだ不十分で、そこら辺も、もし受けるなら、もう一回きちっと見直し

て、きっちり受け入れ態勢を整えるっていうことが大前提になってきますので。そういうニーズが、

あれば、また教えていただいて、僕らとしてどういう工事が必要で、まず、ハードの部分と。それか

ら知識を、先ほど言った作業療法士であるとか、専門職がきちっとそろうことがやっぱり大前提にな

ってくるなというふうに思いますので、そこも含めて、総合的に考えて、市とも話し合いをしながら、

どういう受け入れ態勢ができるかということを考えていきたいというふうに思うのが１点ですね。

それから、ペアレントトレーニングなんですけども。枠としては、今のところ、そらいろルームと

みらいルームの、関係してる約 100 人という方に通知をする予定でおりますが。それこそ地域支援

という意味では、ニーズがもしあるのであれば。

ただ、基本的にペアレントトレーニングは、大体 10 名ぐらいが普通なんですよね。そうすると、

まあ、テーマごとにはなりますが、日によっては多かったり少なかったりするだろうという予想で。
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もし、それに関係する人が「一緒に来たい」というのを、お断りする理由はございません。「来たい」

ということであれば、定員の枠であれば、来ていただいて結構だというふうに思います。

事務局：障がい事業課です。私からは、青少年サポート事業を立ち上げた経緯について、少しお話しをさせ

ていただきたいと思います。

平成 25 年まで、こども部会ですとかその前段の特別支援プロジクトといったところを中心に、浦

安市の子どもの支援について検討を重ねていきました。その中で、特に「中学生・高校生といった思

春期の発達障がいのお子さんの専門機関が市内に少ない」という、要望、ご意見がとても多く出てい

ました。では、どのような、あの、機関が浦安に必要だろうかということを、25 年度のこども部会

で検討してまとめまして、青少年サポート事業を立ち上げました。

これは、障がい福祉サービスではなく、浦安独自の事業です。まさに、こども部会の中から、交流

の場だとか、個別の支援だとか、グループの支援、保護者の支援、地域支援といったような、「こう

いう支援がほしい」ということで、そのまま、青少年サポート事業の仕様書をつくりまして、公募し

ました。

公募の結果、今の青少年サポート事業が立ち上がったという経緯がありますので、特にどこを排除

したとかっていうことではなく、不足しているものをつくったという形でスタートしております。

肢体不自由児親の会どっこらしょ：不足しているものをつくったというふうに言われているんですが。不足

している部分が青少年サポート事業の中で思春期の発達障がいのお子さんへの対応として補われて

いるのだとしたら、今現在、小さい子どもへのサポートというのは、一体どちらがされているのかな

ということをお尋ねをしたいと思います。

事務局：障がい事業課です。未就学のお子さんの支援については、こども発達支援センター中心に、民間の

事業所も児童発達支援事業という障がい福祉サービスの事業所がずいぶん増てきておりましたので、

その当時の話し合いの中で、ここが特に少ないということはなかったんです。担っていただいてる機

関が数としては多いということでしたので。

ただ、今日お話しさせていただいた青少年サポート事業ができてるから、浦安の支援がもう完璧な

のかと言ば、そういうことではないと思いますので。今日はまず、青少年サポート事業の、こども部

会の意見からできた事業の実績を報告させていただいて。ここでないものについては、新たなご意

見・ご要望としてうかがって、皆さんと一緒に検討していきたいと思っております。

肢体不自由児親の会どっこらしょ：課題として、あの、取り上げていただければと思っております。ありが

とうございます。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：うちの会員のお子さんは、もうすでにお世話になっている

方がたくさんいらっしゃるんですが、その中で、学齢期の学校生活、主となる学校生活で、やはり困

り感がある方が多く、アドバイスをいただいたり、いろいろ療育をされてる方もいるんですけれども、

実際、主になる学校生活がうまくいかなくて。その場合に、青少年サポート事業として、学校のほう

に、どのような取り組みをしていただけるのかと。

例なんですが、実際この短い期間にもぜひ学校のほうにって言われて、断られてしまった会員の方

とかもいますんで、そらいろルームのご意見と、できれば学校側の先生のほうから、今どういう段取

りを組めば、そらいろルームの支援を学校でも取り入れていただくことができるかお願いします。

教育研究センター：そらいろルームは、昨年度の 10 月から立ち上げということで、学校の現場でも、そら

いろルームさんに行って、こういうことをしていただいてますという声を、耳にしているようです。

学校からも実際に、そらいろルームさんの療育の様子等について教えていただきたいという声も届

いておりますので、まなびサポートで、関係機関に相談しながら、どのような連携が必要なのか模索
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していくところですので、お時間をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

一般社団法人こども未来共生会：そらいろルームとしては、私どもの療育がいいというわけではなくって、

連携や、バックグラウンドに関わる情報を共有することは社会性をつける療育のためには絶対に効果

的だし、よい面しかないわけですね。

ですので、学校で困り感が出ている、お母さんたちに困り感があるとすれば、たとえば僕らはアウ

トリーチ、外へ出ていって一緒に共有をさせてもらったり、見学をさせてもらいたいという願いはあ

ります。実際に、今月末に決まってる方もいらっしゃいますが。私どもは、いつでも行く用意をさせ

ていただいております。学校の要請があれば。

仕組みがわからない部分もありますので、そこがうまくつながっていけば、僕は積極的に一緒にフ

ラットな関係で一緒にやっていけたら、療育にも効果があるし、子どもためにやっぱりなるという思

いがありますので、協力はできると思います。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：ありがとうございます。今、話を聞いてわかったんですが、

まず、まなびサポートを通して、それでちょっとお待ちくださいという、今お話だったんですけれど

も、子どもは学校に決まった年数しか行けなくって、どんどん日々過ぎていき、いろんな行事があっ

たりして、今日が本当に困ってるんですっていうときに、せっかく専門家の先生が市内にいらっしゃ

って、すぐアドバイスすればなんとかなることも、こういうお役所的な段取りがあるからとか言って

待ってるのが、親としてはとても不思議でならない。

せっかく優秀な先生が来ていただいても、その間にどんどんどんどん学校生活は進んでいくので、

早急にしてくださいとしか言いようがないんですけれども、やっぱりそういうことが、そらいろルー

ムさんができてから起こっていることなんですね。

そらいろルームさんができたのは、まだ短いかもしれないんですけれど、こども発達センターにい

らしたのがもう何年か前で、そのときからお世話になっているお子さんもたくさんいらっしゃるんで

すね。なので、青少年サポート事業っていうのは最近なのかもしれないですけれど、学校で指導して

くださる先生方も困っているときに、専門家がいるのに、「決まっていないので」みたいなことがす

ごく多いので、早急にしてくださいとしか言いようがないんですけれど、もうちょっと有効に、先生

のお力添で、なんとかしていただきたいなと思います。

浦安市立小学校長会：今、やりとりのあったことって大事なことかなって思います。私自身は、自分がいた

学校でしか、お答できませんけれども。まなびサポートに関わっていることも、もちろんあります。

学校現場とは連携を取りながらやっていますので。

ただし、今いろいろ出たように、そらいろさんだけではなく、いろんなところを保護者の方は利用

しています。その上で、学校では、親御さんからいろんな相談があがってきます。お子さんの困り感、

学校であれば学校で生活しやすい、勉強しやすい支援のあり方とか、あるいは、放課後おうちへ帰っ

てから。そういうところも含めてあります。

私どもは、お母さんや、その関係機関の方と話し合いの場は日程を調整して持っております。「今

これだったらやれるね」とか、「これはこういうふうにしてみたらやれるかな」とか、そういう話し

合いをしながらやっている現状もあるというところで、学校現場がそういうことを受け入れていない

わけではないというところも、ちょっと認識をしていただけるとありがたいかなと思うんですね。

やっぱり、子どもたちが安心して勉強できる、安心して、遊ぶ、遊べる、安心して生活できるとい

うところを、やっぱりみんな望んでいますし、先ほどのお話しの中にも、そういったことがたくさん

あったなと、共感した思いで私は聞かせていただきました。

リーダー：そらいろの事業につきましては、今後も検討していくことが可能だと思っております。今日は、
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もう一つ議題のほうがございますので、次の議題の３の基幹相談支援センターの機能について、説明

させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

事務局：障がい事業課です。平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能ということでご説明させてい

ただきます。浦安市では、平成 25 年４月１日から基幹相談支援センターを設置しています。現在の

運営事業者さんへの委託期間が来年の３月 31 日で終了ということになっておりますので、今年度に

28 年度からの運営事業者の公募を予定しております。

公募に先立ちまして、各自立支援協議会および各部会で、基幹相談支援センターの機能について意

見をうかがいたいと思っております。

はじめに基幹相談支援センターというものの概要についてご説明させていただきます。基幹相談支

援センターは、障害者総合支援法の、77 条の２において、あの、地域の中核的な相談支援を担う機

関として、あの、また、相談支援事業等の業務を総合的な、行うことを目的とする施設とされており

ます。条文の中で、市町村は、基幹相談支援センターを設置できるとされておりますが、できる限り

設置することが期待されておりまして、運営については、民間事業所にも委託することができるとさ

れております。

また、基幹相談支援センターが実施する総合的な相談業務の実効性をさらに高めるために、地域の

指定障害福祉サービスの事業者様、医療機関、、民生委員さん、身体障害者相談員さん、知的障害者

相談委員さん等と、あの、連携を図るように努めることが規定されております。

基幹相談支援センターの全体としての機能ということで、４つの機能を考ております。一つ目が総

合相談・専門相談。２つ目が、地域の相談支援体制の強化の取り組み。そのほか、権利擁護・虐待防

止、まあ、地域移行・地域定着ということを掲げておりまして。その他、自立支援協議会や、あの、

相談支援事業所さんなどとも連携を図っていくということを現在の仕様書でうたっております。

現在、窓口の開設時間については、月曜日から金曜日が、９時から５時半、土曜日が 10 時から３

時となっております。また、緊急連絡ということで、あの、24 時間 365 日の対応をおこなっており

ます。

設置までの経緯でございますが、24 年度に基幹相談支援センターを運営する法人等の公募を行い

まして、現在は社会福祉法人、パーソナル・アシスタンスともさんに業務を委託しております。また、

この当時の公募に先立ちまして、自立支援協議会の、事業者支援プロジクトで意見をうかがったとい

うことでございます。

28 年度からの運営事業者様については、公募により選定するんですが、今年の９月より、申込書

類の配布を予定しておりまして、書類審査とヒアリングの審査等を行いまして事業者を決定するとい

うふうに考ております。

意見をお伺いしますが、仕様び入れるとか入れないとかっていうのは、この場で答えることはでき

ませんので、意見ということで、伺えればと思っております。

また、この場でなくても、各団体、各所属に持ち帰っていただきましてた意見がありましたら障が

い事業課まで、お伝えいただければと思っております。

リーダー：それでは、平成 28 年度からの、今、基幹相談支援センターについて説明があったんですけれど

ご質問等あれば、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。

サブリーダー：権利擁護・虐待防止のところで、これから障害者差別防止法が始まって、かなり社会が変わ

らざるを得ないでしょうし、その中でたぶん、我々部会の役割とか、あるいは基幹相談支援センター

に期待される役割があるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、担ってくれるといい

なっと思っております。
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リーダー：よろしいでしょうか。それでは議題はこれで終了ですけれど、先ほどの青少年サポート事業と、

学校との連携につきましては、今後また話し合いの場を設けさせていただければと思っております。

それでは、本日の部会はこれで終了いたします。次回の会議は９月 10 日を予定しておりますので、

よろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。



平成 27 年６月１０日(水)

午後１時 30 分～３時 30 分

消防本部多目的ホール

浦安市自立支援協議会こども部会（平成 27 年度第１回）次第

１．開会

２．委員紹介

３．議題

（１）平成 27 年度・28 年度こども部会の運営と議題

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

（３）基幹相談支援センターの機能

４．閉会
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議題 1資料（１）

平成 27 年度・28 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を徴収するた

め、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務め

る。

名称 目的 主な課題

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。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価

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。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

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。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

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。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項

相談支援事業の充実に関する事項

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。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

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。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

＊本人部会委員は、委員本人の意思を確認した上で、地域生活支援部会等に参加する。

自立支援協議会

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

本人部会



2

２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度

合同部会 年２回

プロジェクト会議 適宜

５．開催スケジュール

６．報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、社会福祉法人に所属する委員

・合同部会及び部会で任意に開催するプロジェクト会議

・介助者及び意見徴収のために参加する方

４

月

５

月

６

月

７

月

８

月

９

月

10

月

11

月

12

月

１

月

２

月

３

月

自立支援協議会（年６回） ○ ○ ○ ○ ○ ○

部

会

権利擁護部会（年４回） ○ ○ ○ ○

こども部会（年４回） ○ ○ ○ ○

相談支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

地域生活支援部会（年４回） ○ ○ ○ ○

本人部会（年３回） ○ ○ ○

合同部会（年２回） ○ ○
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７．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会（権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援部会）

①当事者団体、福祉サービス事業所、関係機関にアンケートを実施、参加希望の有無

と希望する部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表に委員の推薦書の作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブ

リーダー等を務める。

（３）本人部会

公募。書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

８．代理出席

自立支援協議会は、代理の方が出席することはできない。

本人部会を除く各部会は、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

９．会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず、団体名等を記載する。

なお、本人部会については、委員自身の障がいや経験についての意見が中心となるため、

非公開とする。

協議会委員については、非常勤特別職であるため、ホームページ等で所属団体と名前、性

別を掲載した名簿を公開する。

10．事務局

浦安市健康福祉部障がい福祉課・障がい事業課及び基幹相談支援センター
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議題１資料（２）

平成 27 年度こども部会年間計画案

１．会議の進行

（１）協議会と各部会の連携体制

①協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」と「次回の議題」を確認し、各部会

等へ協議の依頼等を行う。

②各部会は、会議毎に「他部会に意見収集すべき事項」と「協議会へ提案・報告すべき事項」

を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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（２）障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では、障がい者計画で示した５つの重点的な取り組みを推進するための

意見を伺う。

また、平成 28 年度からは、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証をおこなう。

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

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定を行い、

自由にサービスを選択す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、一

人ひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質的・量的充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規事

業者が参入しやすい環境を整備します。

（１）日中活動の場の充実

重度な障がいのある人が安心して利用できるサービスが不足していることや、地域

移行者の受け入れを進めることなどから、民間の事業者へ側面的支援等を行い、日中

活動の場の充実を図ります。

（２）住まいの場の充実

相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機能

を持った「地域生活支援拠点」の整備を推進します。あわせて、民間の事業者に対す

る整備費用の補助の拡充等により、地域に密着した小規模グループホームの拡充を図

ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの基幹相談支援センター業務委託の.公募にあたり、各部会で「基幹相

談支援センターの機能」について意見を収集する。

○計画相談の質の向上や関係機関の連携やについて相談支援部会等で意見を収集する。

○平成 28 年度からの地域生活支援拠点の整備開始にあたり、地域生活支援部会で「地域

生活支援拠点の機能」について意見を収集する。

○「ヘルパーの確保策」について、地域生活支援部会で意見を収集する。
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重点的な取り組み２．ライフステージを通じた支援の推進

一人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（家族

や関係機関が共に関わることのできる情報伝達ツールで、障がいの特性や特徴などの情

報・支援内容の記録・関係機関等の支援計画を 1 冊にまとめたファイル）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を推進します。

（福祉計画から抜粋）

○「サポートファイルの活用」について、こども部会・相談支援部会等で意見を収集する。

重点的な取り組み３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、社会的・経済的に自立で

きるように、障がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

（福祉計画から抜粋）

○就労支援ネットワーク会議で協議し、地域生活支援部会に報告する。

重点的な取り組み４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、福祉避難所と支援体

制を整備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、ともに災害時の支援にあた

ります。 （福祉計画から抜粋）

○支援体制の整備等の進捗状況等を協議会で報告する。
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重点的な取り組み５．差別の解消と合理的配慮の推進

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、障がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解

が深まるように、差別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加する

機会の拡充を図ります。 （福祉計画から抜粋）

○平成 28 年度からの障害者差別解消法の施行にあたり、権利擁護部会から「合理的な配

慮の事例」を収集する。
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２ こども部会の議題

（１）主な課題と平成 27 年度の議題の概要

主な課題 議題の概要

教育と福祉の連携に関する事項
特別支援教育の取り組み

サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談・支援体制の充実に関する事項

青少年サポート事業

こども発達センターの事業

子どもを取り巻く地域の支援体制

（２）前こども部会からの意見等

平成 27 年度の議題への提案

①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。

②教育機関・保健機関と福祉の連携。

③福祉サービスを利用していない方の保護者を含む幅広い意見の収集。

（３）平成 27 年度の議題

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度こども部会の運営と議題

青少年サポート事業（平成 26 年度の実績と平成 27 年度事業計画報告）

基幹相談支援センターの機能

第２～４回

サポートファイルの活用

子どもを取り巻く地域の支援体制

特別支援教育の取り組み 等

＊委員から地域課題の提案があれば、都度協議する。

＊福祉施策の報告は、適宜おこなう。

＊議題は、会議の進行等にあわせてリーダー・サブリーダー・事務局が

調整する。

（４）関係会議等

①医療的ケア検討会

障がいの重度・重複化、多様化が進む中、障がいのある子どもの日中活動の場で

ある浦安市立小中学校、保育園、幼稚園及び児童育成クラブにおける医療的ケアを

安全かつ適正に実施するための協議をおこなう。



浦安市

障がい者福祉計画

平成27 年度～29 年度

概要版

浦安市では、障がいのある人を「必要な支援を受けながら自らの決定に基づき

社会のあらゆる活動に参加する主体」ととらえ、障がいのある人が自らの能力を

最大限に発揮し、自己実現できるために市が取り組むべき障がい者施策の基本的

な方向を定める「浦安市障がい者福祉計画」を策定しています。

「浦安市障がい者福祉計画」は、障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」

に相当する「障がい者計画」と、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計

画」に相当する「障がい福祉計画」を一体的に策定しています。

編集・発行 浦安市障がい事業課

〒279-8501 千葉県浦安市猫実１－１－１

ＴＥＬ：047-351-1111 ＦＡＸ：047-355-1294

メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

計画の詳しい内容は、浦安市のホームページでごらんいただけます。

http://www.city.urayasu.lg.jp/shisei/keikaku/keikaku/kenkofukushi/1002426.html



障がい者計画

浦安市の障がい者施策の基本となるもので、市が取り組むべきことと、その考え方を示し

ています。平成27年度から29年度は、つぎの５つを重点的な取り組みとします。

１．自己決定を尊重したサービスの提供

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルや人生設計に応じて自己決定をおこな

い、自由にサービスを選択す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、

ひとりひとりのニーズに対応したきめの細かいサービスを提供します。

また、サービスの質や量の充実に努め、事業所の連携を強化するとともに、新規の事

業者が参入しやすい環境を整備します。

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（障がいの特性や特徴、支援内容を記録して、

支援者が情報を共有するためのファイル）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

します。

３．就労の促進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労することにより、

社会的・経済的に自立できるように、障がいのある人が働く

環境の整備や就労支援体制の充実を推進します。

４．安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、福祉避難所と支援

体制を整備するとともに、広く民間の事業所にも協力を求め、ともに災害時の支援に

あたります。

５．差別の解消と合理的配慮の推進

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、障

がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解が深まるように、差

別の解消と合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加す

る機会の拡充を図ります。



施策の体系 障がい者計画では、施策をその方向性により７つに分類しています。

１．理解と交流の促進

○啓発の推進（広報誌等による理解の促進、理解と協力の呼びかけ、啓発活動の推進、職員の研修機会の充実）

○市民との協働による支援活動の促進（市民による支援活動の支援、地域ぐるみの福祉ネットワークの整備、ボラ

ンティア活動の推進）

○交流機会の拡充（地域との交流の推進、学校での交流及び共同学習の推進）

２．福祉・生活支援の充実

○相談支援の充実（相談支援体制の充実、本人の意思の尊重、専門的な相談体制の充実と連携の促進、サービ

ス等利用計画の質の向上）

○在宅福祉サービスの充実（地域生活を支える支援の充実、支援の人材の確保、福祉サービス情報の周知と利

用の促進 など）

○日中活動の場の充実（日中活動の場の機能強化、日中活動の場の整備）

○住まいの場の充実（地域生活支援拠点の整備、グループホームの拡充、住宅関係支援の充実 など）

３．保健・医療の充実

○障がいの早期発見の促進（障がいの原因となる疾病等の早期発見体制の充実、障がいの早期対応の促進、障

がいの原因となる疾病等の予防の促進）

○保健・医療・リハビリサービスの充実 （在宅サービスの充実、保健・医療・福祉の連携体制の構築、受診機会の

拡充、医療費の助成、医療的ケア実施機関の拡充、リハビリテーションの拡充）

４．子どもへの支援の充実

○就学前療育・教育の充実（療育支援体制の充実、保育所・幼稚園等における支援体制の整備 など）

○就学後療育・教育の充実（特別支援教育の充実、教職員の資質・力量の向上、教材教具の充実、インクルーシ

ブ教育システム構築にむけた特別支援教育の推進、放課後や長期休業中の支援の充実 など）

○就学・進学相談の充実（就学相談支援の充実、進路選択の充実）

○ライフステージを通じた支援の推進（支援体制の充実、サポートファイルの活用の推進）

５．雇用・就労支援の推進

○障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実（市及び関係機関での雇用の促進、民間事業者での雇用の促進、

就労支援体制の充実と関係機関の連携）

○福祉的就労の促進（福祉的就労の場の充実、就労施設等の受注・販売の拡大）

６．生活環境の整備

○歩行空間・建築物の整備（「足元から都市づくり」の推進、道路環境・交通安全施設・公共施設等の整備）

○移動・交通手段の整備（移動手段及びサービスの充実、交通機関の福祉的対応の促進）

○安心・安全に暮らせるまちづくりの推進（災害時要援護者への支援、自主防災組織への協力、福祉避難所の拡

充及び人材の確保、福祉用具の備蓄、防災意識の向上の推進、緊急通報装置等の充実）

７．自立と社会参加の促進

○権利擁護施策の推進（権理解と連携の推進、成年後見制度の利用の促進）

○虐待の早期発見・防止（虐待防止ネットワークの強化、虐待防止センター事業の充実）

○差別の解消と合理的配慮の推進（差別解消のための体制整備、合理的配慮の推進 など）

○余暇活動の促進（余暇活動等に関する支援の充実、文化・スポーツ活動の充実）

○自主的活動の促進（意見を発信する機会の確保、障がい者団体の育成・支援）



障がい福祉計画

障がい福祉計画は、目標値やサービスの見込み量を示しています。

施設入所者の地域生活への移行の推進

平成 25 年度末の施設入所者の 12％以上にあたる７人を地域生活に移行することを目

指すとともに、29 年度末時点での施設入所者数を３人削減することを目標としています。

グループホームを整備するための本市独自の補助事業を継続し、グループホーム等の居

住サービスの整備に努めていきます。

また、相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域体制づくりの機

能を持った「地域生活支援拠点」を市町村に少なくとも１つ整備するよう国から示されま

した。これを受け、本市の実情に応じた「地域生活支援拠点」を整備していきます。

福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

平成２９年度中に一般就労に移行する人数を、平成２４年度の一般就労への実績の

1.4倍以上である３０人にすることを目標としています。

就労支援事業の利用者に係る目標

平成 29 年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、平成 25 年度の実績の 60％

増である８８人にすることを目標としています。

浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就労訓練、

特例子会社が連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行

っています。また、関係機関と連携を図り、就労移行支援事業所の整備及び利用者の増

加に努め、目標達成に向けて就労支援事業の充実を図っています。

今後も就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながるよう、障が

いのある人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。

福祉サービスの必要量の見込み

サービスの種類ごとに必要な量を実績等に応じて見込んでいます。

○訪問系サービス（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護）

○日中活動系サービス（生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援 など）

○居住系サービス（グループホーム・施設入所支援）

○相談支援（計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援）

○障がい児支援（児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・障害

児相談支援）

○地域生活支援事業（成年後見制度利用支援・意思疎通支援・日中一時支援・移動

支援・相談支援・地域活動支援センター事業 など）



議題１資料（４）

平成27年度自立支援協議会スケジュール Ｈ２７．５．１３現在

＊行事等により日程が変更になる場合があります。

会議名 回 日時 曜日 時間 会議室

自立支援協議会 第1回 5月21日 木 午後３時～５時 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第1回 6月4日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第1回 6月10日 水 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

地域生活支援部会 第1回 6月11日 木 午後１時30分～３時30分 第2会議室・地域連携室

相談支援部会 第1回 6月18日 木 午後１時30分～３時30分 消防本部多目的ホール

本人部会 第1回 6月25日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター第2会議室

自立支援協議会 第2回 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・地域連携室

合同部会 第1回 7月16日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

地域生活支援部会 第2回 9月7日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第2回 9月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第2回 9月16日 水 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第2回 9月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第3回 9月24日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第3回 11月5日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

本人部会 第2回 11月12日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

自立支援協議会 第4回 11月19日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第3回 12月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

地域生活支援部会 第3回 12月10日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

相談支援部会 第3回 12月17日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

合同部会 第2回 1月21日 木 午後１時30分～３時30分 調整中

自立支援協議会 第5回 1月28日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室

本人部会 第3回 2月4日 木 午後２時～３時30分 総合福祉センター

地域生活支援部会 第4回 2月8日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

権利擁護部会 第4回 2月15日 月 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

相談支援部会 第4回 2月18日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

こども部会 第4回 2月25日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第1会議室

自立支援協議会 第6回 3月3日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター第2会議室・地域連携室
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議題 2資料

浦安市青少年サポート事業 そらいろルーム

浦安市青少年サポート事業

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為の事業。個別、集団でのソーシャルスキ

ルトレーニングの実施や保護者支援、その専門性を活かした地域支援により、浦安

市全体で、発達障がい児・者に対する理解が進み、支援力が向上することを目的と

しています。

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

が必要と判断された方。

場所）浦安市北栄 3－9－16 リバーリッチ第 2 川富１F

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 SST（個別・小集団）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：機関を訪問したり、ケース会議、学習会等を通して、本人理解と発達の支援

が必要な人への理解を進めていく。
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平成２６年度 実績

名簿登録者 ９５名（平成２７年３月段階）

内訳：小学生 59 名 中学生 14 名 高校生 10 名 社会人など 12 名

相談実施件数（電話・来所）

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

来所相談 8 16 15 14 9 18 80

電話相談 11 15 0 10 13 1 50

合計 19 31 15 24 22 19 130

月別実施

10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 合計

初回面接（回数） 34 17 10 12 6 14 93

個別療育（回数） 43 64 60 51 45 79 342

集団療育（回数） 0 9 12 12 15 18 66

合計 77 90 82 75 66 111 501

１、小集団療育支援「ともだち時間」

ともだち時間は、平日放課後の時間帯や土曜に実施。１回１０名を上限に、小集団での療

育を通して SST を実施。楽しく遊ぶことや、友達と協力する課題、個別のニーズに応じた

配慮などを通じて、主に社会性や対人性の向上を促すことを目的に行ってきた。

流れ（参考例）

時間 内容 目 標 身につけたい力

16：00 登所

身支度 自由遊び

・自分で身支度出来る

・友達と仲良く遊ぶ

ADL、言葉、遊び、対人

スタディスキル 等

16：20 集合 ミーティング、課題説

明

・注目して話しを聞こう。 注目スキル

16：25 課題・SST など ・課題に注目しよう。

・協力して課題に取り組もう。

集中力、協力、セルフ

コントロール

17：00 セレクトタイム

片付け

・約束に従って遊ぼう・友達を誘

う

・片付けをしよう

折り合いをつける、コ

ミュニケーション

17：45 集合

次回の説明

・説明、予定を聞こう 話を聴く、注目する

18：00 身支度〜 

降所

・身支度をしよう
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２、個別療育（SST 個別）

個別療育は、月～土の 9:00～19:00 に実施。１回 1 時間の予約制で、専門職が行う。利

用者の個別ニーズに配慮した中で、言語での希求スキルの獲得や、気持ちの折り合いをつ

けられるようになるなどの、社会性や対人性の向上を促すことを目的に行ってきた。

３、個別相談

個別相談は、月～土の 9:00～19:00 に実施。電話と来所での相談を行っている。専門職

が対応。当事者支援と家族支援の側面を重視し、ライフステージごとの困り感や困りごと

への対応策をともに考える時間としている。

４、交流事業

平成 26 年度は、27 年 1 月 24 日（土）に実施した。利用者やその家族の同士の交流、

社会性や対人性の向上を目的として実施。平成 27 年度は、月 1 回ほどのペースで実施し

ていく予定である。

５、地域支援

関係機関（こども発達センターや相談支援事業所）との会議への参加や勉強会への参加を

通して本人理解や発達への支援が必要な人への理解を進めてきた。
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２７年度 実施計画について

１．事業方針

■ 成長・発達に心配や遅れがある学齢期〜成人（６〜２５歳）とその家族を対象に、浦

安市青少年サポート事業に基づき、浦安市の事業所指定を受け、発達障がい児。者に

対する理解と支援力向上の為の事業の運営を行う。

■ そらいろルーム利用者の社会性発達について支援計画の立案からサービスの提供ま

で、個々のニーズに合わせた支援を行う。

■ 小集団のソーシャルスキルトレーニングを通して、基本的な生活習慣、コミュニケー

ションなど、家庭や地域のなかで暮らしやすくなるために必要となる力を育む。

■ 保護者と共にそらいろルーム利用者の育ちを考えながら、保護者のこども理解や育児

の悩みに対応し、こどもに対する手応えや意欲を持てるような相談支援を行う。

■ そらいろルーム利用者が育つ家庭や地域での生活状況を把握し、関係機関との連携な

ど、地域の支援の底上げになるような地域支援や交流事業を行う。

① SST 療育支援（グループ・個別）

対象：本事業の利用対象者のうち、医学的診断名および障がい者手帳を有しない、特別

な支援配慮の必要とする児・者（主に学齢期〜２５歳までを想定）。

目的：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。

〈グループ・内容〉

集団生活に必要な能力を身につけるための指導を小集団での編成により実施する。支援

計画に基づいたＳＳＴに特化した支援の実施。主に、社会性、集団適応などのスキルを

身につける事を目的とする。

※実施の目安 1 コマ当たり １０人×１２０分（内容や利用者の状況によって小グルー

プ対応をする）

〈個別・内容〉

社会生活への適応のために必要な訓練等を個別に実施する。支援計画に基づいた個別で

の SST 等を実施。主に、社会性、対人性、指示理解、など個別のニーズに応じた支援を

行う。

※実施の目安 １人当たり ５０分程度(専門職対応)
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② 交流事業

〈対象〉本事業の利用対象者

〈内容〉本事業の利用対象者で、特別な支援の必要な子供・者やその家族のニーズに応じ

た交流の場を提供する。

事業の利用対象者が家族で参加し、交流を行う。

〇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。

〇普段とは違う友達と交流していく事で、SST で学んだ力の般化へつなげていく。

〇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。

１/月の実施予定（ペアレントトレーニング親カフェ・親子プログラム）

③ 相談支援（親・関係者）

〈対象〉本事業の利用対象者

〈内容〉本事業の利用対象児・者や家族等の相談に応じ、助言または必要な情報を提供す

る。

専門的な知識を持った職員が、学校生活、家庭生活、社会生活、就労等に関する

総合的な相談を受ける。相談に対して、法令・制度や地域機関等、生きていく為

に必要な情報と使い方をアドバイスしていく。利用者にとって気軽に相談ができ、

安心できる場所になるようにする。

〇昨年度に準じて、家庭や各所属機関での様子を知る機会としていく

〇保護者、機関の困り感に寄り添い、問題の解決に導いていく。

④ 地域支援

目的：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なる研修等の実施や

関連事業者との連携を図る。

訪問支援 ：要請のあった各機関や就労先等を訪問し、支援方法の共有や職員支援、今後

の連携体制の構築をしていく

研 修 ：現場で支援をしている人のスキルアップのための研修、講演会等を実施。

連携会議 ：事業利用者の関係機関との連携会議を通して支援のあり方を共有する。

＊浦安市での、発達障がい理解推進の為の冊子の刊行に向けての計画。理解を進め、

差別や虐待等を防ぐための方法を探る。



議題３資料（１）

平成 28 年度からの基幹相談支援センターの機能

浦安市では、平成 25 年４月 1 日から基幹相談支援センターを設置しています。

現在の運営事業者への委託期間が平成２８年３月３１日で終了することから、平成２７

年度に平成２８年度からの運営業者を公募します。

公募に先立ち、自立支援協議会及び各部会で、基幹相談支援センターの機能について、

ご意見を伺います。

１．基幹相談支援センターとは

基幹相談支援センターは、障害者総合支援法 77 条の２において、地域の中核的な相

談支援を担う機関として、相談支援事業等の業務を総合的に行うことを目的とする施設

とされています。

同条では、市町村は、基幹相談支援センターを設置できるとされていますが、できる

限り設置することが期待されており、運営については、民間事業所に委託することもで

きるとされています。

また、基幹相談支援センターが実施する総合的な相談業務の実効性をさらに高めるた

めに、地域の指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員、身体障害者相談員、

知的障害者相談員等関係者と連携を図るよう努めることが規定されています。

２．設置までの経緯

浦安市では、平成 24 年度に基幹相談支援センターを運営する法人等の公募を行い、

選定の結果、平成 25 年４月 1 日から平成 28 年３月 31 日まで「社会福祉法人パーソ

ナル・アシスタンスとも」に業務を委託しています。

また、公募に先立ち、当時の自立支援協議会事業者支援プロジェクトで意見を伺いま

した。

３．平成 28 年度からの運営事業者公募スケジュール

平成 28 年度からの基幹相談支援センター運営事業者は、公募により選定します。

平成 27 年 9 月より申込書類の配付を予定しています。書類審査及びヒアリング審査

(プレゼンテーション及び質疑応答)により選定審査会が受託事業者を選定します。



議題３資料（２） 基幹相談支援センターの機能（現在の仕様書より）

相談支援専門員・社会福祉士

精神保健福祉士・保健師

常勤 5 人以上、非常勤 1 人以上

＊半数以上は相談・援護経験者

基幹相談支援センター

権利擁護・虐待防止
成年後見制利用相談

虐待防止の取り組み

総合相談・専門相談

障がいの種別や各種ニーズに対応する

・総合的な相談支援（３障がい対応）の実施

・専門的な相談支援の実施

＊経過的取扱い（月 30 件の計画相談）

地域移行・地域定着
入所施設や精神科病院への働きかけ

地域の体制整備に係るコーディネート

地域の相談支援体制の強化の取組

相談支援事業者への専門的指導・助言（医師・弁護士等の確保）

相談支援事業者の人材育成（年 3 回以上の研修会実施）

相談機関との連携強化の取組（年 2 回以上の連携会議開催）

相談支援

事業者

自立支援

協議会

連携

運営委託等

相談窓口

月～金 9:00～17:30

土 10:00～15:00

緊急連絡

24 時間３６５日対応


