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平成 27 年度第 1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６月 18 日（木） 午後１時 30分～午後３時 30 分

２．開催場所 消防本部多目的ホール

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）、

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市身体障害者福祉会、浦安手をつなぐ親の会、

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、介護給付費等の支給に関する審査会、中核地域生活支援センターがじゅまる、猫実地域

包括支援センター、こども発達センター

４．議題

（１）平成 27年度・28年度相談支援部会の運営と議題

（２）基幹相談支援センターの機能

（３）相談支援実務者会議活動報告

（４）グループスーパービジョン活動報告

５．資料

（１）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

②平成 27年度自立支援協議会年間計画案

③平成 27年自立支援協議会スケジュール

④計画相談支援の概要

⑤サービス等利用計画書サンプル

⑥週間ケア計画サンプル

（２）議題２資料

①平成 28年度からの基幹相談支援センターの機能

②基幹相談支援センターの機能（現在の仕様書より）

（３）議題３資料 相談支援実務者会議のまとめ

（４）議題４資料 グループスーパービジョン（GSV）概要
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６．議事

事務局：ただ今より、平成 27 年度第１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。

本部会のリーダー、サブリーダーにつきましては、リーダーを社会福祉法人パーソナル・アシスタ

ンスとも、サブリーダーを社会福祉法人サンワークにお願いしております。

続きまして、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、今後の進行は、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：時間も限られておりますので、早速議事に入りたいと思います。

今日はまず、共通言語を理解しようというようなところもあって、資料の説明が大変多くなります

が、このあと２年間議論していく中で必要と思われる、お互いに共有したい情報ですので、少し辛抱

いただければと思います。

はじめに、議題１の平成 27 年度・28 年度相談支援部会の運営と議題について、事務局からご説明

をお願いいたします。

事務局：障がい事業課です。議題１の資料１についてご説明します。今年から相談支援部会の委員になられ

た方もいらっしゃると思いますので、自立支援協議会とは何かというようなことを、簡単に説明した

いと思います。

まず、自立支援協議は、市長から委嘱を受けた委員で構成されております。５つの部会があり、自

立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属するような形になっております。

相談支援部会とは、相談の事例の検討や、課題の解決について話し合いまして、相談支援事業所の

連携を図るようなことを目的としています。サービス等利用計画等の質の向上に関することや、相談

支援事業の充実に関することを、主な課題としております。

開催スケジュールとしまして年間のスケジュールをお示ししてありますが。相談支援部会は、本日

と９月、12 月、２月で。合同部会を７月と１月に開催する予定です。１回あたり５千円の報酬をお

支払いしますが、合同部会は報酬の対象になりませんのでご了承ください。

続きまして、会議と議事録の公開ですけれども、先ほど申し上げましたように、議事録は原則、公

開といたします。今年から、議事録には、委員のお名前ではなく、団体名を記載することとなりまし

た。

資料２の説明に入る前に、相談支援部会の主な議題として取り上げられている、サービス等利用計

画の作成を行う計画相談支援について、基幹相談支援センターから説明いたします。

事務局：計画相談支援の概要につきまして、基幹相談よりご説明申し上げます。議題の１の資料（４）をご

覧ください。基本的には、資料を読み上げながら説明させていただきたいと思います。

まず、計画相談支援の概要ですけれども、平成 24 年４月の障害者自立支援法。皆さんもすでにご

存知かと思いますが、障害者総合支援法の一部改正によりまして、障がいのある方が就職するための

就労訓練であったり、ヘルパーさんによる家事援助だったり、身体介護などの障害福祉サービスを利

用するためには、相談支援専門員が、サービス等利用計画という支援計画を作成する必要があります。
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同じく、障がいのあるお子さんたちが、放課後等児童デイサービスのようなサービスを利用するた

めにも、お子さんに対する支援計画を作成することが必要になったというものです。簡単に言います

と、相談支援専門員が、当事者の方またはご家族のための支援計画を作成し、それに基づきサービス

が支給決定される仕組みが開始されました。その取り組みのことを、計画相談支援と言っております。

先ほどから何度も出てきております、サービス等利用計画とは何かということなんですけれども、

相談支援専門員が、障がいのある方の生活状況全般を勘案して、総合的な視点から、障がいのある当

事者の方およびそのご家族の希望する地域での生活を支援するための計画ということになります。

今日は、このサービス等利用計画のサンプルをご用意しておりまして、議題１の資料（５）をご覧

いただいてもよろしいでしょうか。これは、千葉県相談支援従事者養成研修の資料として、配布され

ました、サービス等利用計画のサンプルです。相談支援専門員が、このような計画をつくるというこ

とになりました。

サービス等利用計画（１）と（２）が、皆さんのお手元にありますでしょうか。この２枚つづりの

サービス等利用計画というものを相談支援専門員が作成します。

（１）を見ていただきますと、利用者さんの希望であったり、相談支援専門員さんの支援方針であ

ったり、長期目標であったり、短期目標が記載されております。

サービス等利用計画の（２）を見ていただきますと、利用者さんの生活上の課題とか、それに対す

る援助目標であったり、その目標を達成するための手段となるサービス内容でありましたり、そのサ

ービスを、実際、利用者さんに提供する担い手となるサービス提供事業所を記載するようになってお

ります。支援の全体像がひと目で見て取れる総合的な支援計画のことを、サービス等利用計画と呼ん

でおります。

このサービス等利用計画に加えて、議題１の資料（６）週間ケア計画のサンプル、千葉太郎さんの

１週間のサービス利用予定になっておりますけれども、この書類も相談支援専門員がサービスを利用

するときには作成するということになりました。

続きまして、議題１の資料７。よりよい計画をつくって障がいのある当事者およびご家族の皆さん

によい支援を提供するための一つの指針となるサービス等利用計画の評価基準というものを、昨年度

の相談支援部会で作成しました。計画をつくる相談支援専門員が、計画作成の際に留意する点、心に

留め置きながら、計画を作成するときの視点を、６つほどこの部会で整理をしたということになりま

す。

その６つの視点を簡単にご説明しますと、１つが「エンパワメント・アドボカシー」、２つ目とし

ては、「総合的な生活支援の視点を持ちましょう。」３つ目としては「連携、チーム支援の視点を相談

員さんは持ちましょう」。４つ目の視点としては、「ニーズに基づく支援の視点を持ちましょう。」５

つ目として「中立・公平な視点を持って、計画をつくりましょう。」そして、６つ目としては「利用

者さんの質の向上を目指すためのサービス等利用計画なんだという視点を持ちましょう」ということ

で、６つの視点を整理して、相談支援の現場に携わっている相談支援専門員の皆さんに、昨年度、配

布しているような状況がございます。

では再び、議題１の資料４「計画相談支援の概要」という資料に戻っていただきたいんですけれど

も、簡単に言いますと、サービス等利用計画を作成する相談支援員さんのお仕事というのは、介護保

険制度のケアマネージャーさんにとても似ているところがございます。介護保険制度において、ケア

マネさんが、ヘルパーさんの利用であったり福祉用具の利用をコーディネートするように、計画相談

支援におきましては、相談支援専門員が同じように、ヘルパーさんや事業所を探したりとか、就労訓

練事業所さんに利用者さんの情報を伝えるなどの、調整業務を中心におこなっているということにな
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ります。

計画相談支援の一連の流れをこの資料に、まとめております。まず、相談支援事業所は、利用者さ

んから「サービス等利用計画を作成してください」という依頼を受け付けると、相談支援専門員が訪

問をして、利用者さんの希望や生活ニーズを聞いて、サービス等利用計画をまとめていくためのアセ

スメントという作業の工程を経て、まず、サービス等利用計画の案が作られます。

サービス等利用計画に基づき、市は支給決定を行いまして、利用するサービスが確定しますと、今

度は、そのサービスを提供する事業所さんであったり、利用者さんであったり、相談員さんが集まっ

て、サービス担当者会議というものを行い、相談支援専門員がまとめたサービス等利用計画について

の意見交換をする場を持ちまして、皆さんのさまざまな意見を反映させた、さらによくなった計画で、

サービスの実行がされるという一連の流れがあります。サービスの利用が始まりましたら、その後の

経過を確認するために、相談支援専門員がモニタリングを行うという流れになっております。

計画相談支援が始まる前と、あとの違いは、どういうことなのかと言いますと、計画相談支援が始

まる前は、保護者や障がいのある当事者の方が、市に利用したいサービスの利用申請をおこなってい

ました。申請書を記入して、障がい福祉課に提出するという流れだったんですが。現在は、サービス

を利用する、申請する際には、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画を市に提出する必要が

あるということになります。

サービス等利用計画を作成する相談支援事業者が、今、市内に８つあります。受け入れ状況やサー

ビス提供対象の方はどういう人なのかということをまとめた表が、３番になります。

以上が、計画相談の概要となります。資料の４、計画相談の作成状況については、障がい福祉課さ

んから説明をお願いしたいと思います。

事務局：障がい福祉課は、障がい事業課と基幹相談支援センターさんと一緒に、自立支援協議会の事務局を

担わせていただいております。よろしくお願いいたします。

それでは、サービス等利用計画の作成状況につきましては、障がい福祉課から、報告させていただ

きます。27 年５月末日現在の進捗状況です。このサービス等利用計画の集計につきましては、居宅

介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援、などの「障害福祉サービス」の分野と。児童発達支

援、放課後等デイサービス、などの「障害児通所支援」の２つに、分けて、集計をしております。

まず、障害福祉サービスですけれども。現在、受給者は 606 人。このうち、サービス等利用計画

案作成済みの方は、528 人。達成率としては、87.1 パーセント。この 528 人の、計画案作成の中に

は、セルフプランの方が 18 名含まれております。

また、障害児通所支援は、児童福祉法による児童通所支援ですけれども、サービス受給者、311 名。

このうちサービス等利用計画案作成済みの方が、278 名。達成率として、89.4 パーセント。278 名の

うち、セルフプランの方は、23 人いらっしゃいます。達成率を見ていただければわかる通り、もう

少しで 100 パーセントに近づいている状況です。

今後も市内の相談支援事業所の方々のご協力をいただき、100 パーセントの作成率を目指しており

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

リーダー：ありがとうございました。計画相談支援の説明は、ひと通り終わったんですけれども。次の説明

にいく前に、１回、質問をお受けしたほうがいいかなと思うんですが。何かご質問とか、ご意見とか

ございますでしょうか。大丈夫ですか。

では、先に進んでいただいて、障がい事業課さんから議題１の資料２の年間計画の説明をお願いし

たいと思います。

事務局：障がい事業課です。議題１の資料２について説明させていただきます。
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協議会と部会の関係ですけれども、自立支援協議会は、部会に聞きたい事項を分配しまして、意見

を聞きます。部会は、協議会へ報告・提案などを行うというような関係になっております。

障害者福祉計画では、５つの重点的な取り組みというものを示しております。この５つの取り組み

の中で相談支援部会に関わるものとしましては、まず、重点的な取り組みの１番「自己決定を尊重し

たサービスの提供」ということで、障がいのある方が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ができるようなサービス等利用計画の充実を推進し、一人一

人のニーズに合った、細かいサービスを提供しますということを重点的な取り組みとしておりますの

で、どの部会もなのですけれども、平成 28 年度からの基幹相談支援センターの業務委託の公募に当

たりまして、基幹相談支援センターの機能について意見をお聞きしたいと考えております。

また、計画相談の質の向上であったりとか、関係機関の連携について、この部会で意見を集めたい

と考えております。

重点的な取り組みの２番としまして、「ライフステージを通じた支援の推進」ということで、きめ

細やかな支援をおこなうために、サポートファイルを活用して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、相談支援部会とこども部会で、サポートファイルの活用について、意見を集め

たいと考えております。サポートファイルは、昨年 10 月より、相談支援事業所にも配布していただ

いておりますのでご存知の方も多いかと思うんですけれども、幼稚園の先生、保育園の先生、支援機

関や事業所の方、学校の先生、誰が見ても、その子の情報がわかるように情報を記入して共有できる

ようなファイルです。サポートファイルについて、相談支援に関わっている皆様からのご意見をおう

かがいしたいと思いますので、よろしくお願いします。

続きまして相談支援部会の 27 年度の課題の対応ということで、サービス等利用計画等の質の向上

に関する事項や、相談支援事業の充実に関する事項を主な議題としております。昨年度までの相談支

援部会で、今年度からの相談支援部会で話し合ったほうがよいものとして、提案されたものが、「相

談支援事業の充実」と「相談支援実務者会議との連携」、「サポートファイルの活用」ということにな

っております。

27 年度の議題案として、第２回から第４回は、相談支援部会の委員の皆さんや、相談支援実務者

会議、グループスーパービジョンで提案を受けまして、リーダー、サブリーダー、事務局で調整いた

します。サービス等利用計画の進捗状況の報告や相談支援実務者会議の報告は、適宜おこなっていき

ます。資料の（２）番の説明は、以上になります。

リーダー：ありがとうございました。盛りだくさんだったとは思うんですけれども。前段の計画相談のこと、

自立支援協議会の今後の運営についてもご説明いただきましたけれども。これに対してのご質問、ご

意見を頂戴できればと思いますが。いかがでしょうか。

では、先に進みます。次に議題の２基幹相談支援センターの機能について、障がい事業課からご説

明お願いいたします。

事務局：障がい事業課です。私からは、議題の２の資料（１）、（２）を使いまして、平成 28 年度からの基

幹相談支援センターの機能について、説明させていただきます。

まず（１）をご覧ください。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 日で終了することから、平成 27 年

度に平成 28 年度からの運営事業者を公募する予定になっております。

この公募に先立ちまして、自立支援協議会と各部会において今後の基幹相談支援センターの機能に

ついて、ご意見をうかがいたいと考えております。ご意見を伺う前に、まず基幹相談支援センターと

いうのはどういったものかということについて、ご説明させていただきます。
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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、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おります。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

待されております。また、運営については、民間事業者さんにも委託することができるとされており

ます。

この基幹相談支援センターが実施する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

祉サービス事業所さんですとか、医療機関、民生委員さん、また身体障害者相談員さん、知的障害者

相談員さんとの、関係者との連携を図るように務めることが規定されております。

資料の（２）をご覧ください。現在の仕様書上も、大きな４つの枠組みということで、まず１つ目、

総合相談、専門相談という機能。２つ目が地域の相談支援体制の強化の取り組み、３つ点目に権利擁

護、虐待防止。４つ目として、地域移行、地域定着といったことを、柱としまして、基幹相談支援セ

ンターを運営していただいております。

図にもあります通り、自立支援協議会、相談支援事業所との連携等を図っていると考えております。

仕様では、相談窓口は、月曜日から金曜日の９時から５時半、土曜日は 10 時から 15 時、緊急対応

としまして、24 時間 365 日対応できる形ということで考えております。

設置までの経緯ですが、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の公募

を行いまして、25 年４月１日から、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。当時も、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ェクトでご意見を

伺っておりました。

今後のスケジュールでございますが、募集にあたりましては、平成 27 年９月頃より申込書類等の

配布を予定しておりまして、書類審査及びヒアリング審査等を行いまして、事業所さんの選定をした

いと考えております。この基幹相談支援センターの機能について、皆様からご意見等を伺うんですが、

仕様に入れますとか入れられませんとかを、この場で答えることができませんので、あくまでもご意

見という形で伺えればと思っております。

この場でなくても、所属に持ち帰っていただきまして、ご意見等がありましたらですね、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。簡単ではございますが、以上で説明を終わらして

いただきます。

リーダー：ありがとうございました。では、基幹相談支援センターの機能、こんな機能があったらいいなと

か、こんな機能はどうでしょうかっていう話だと思うんですけれども、相談支援部会で、ぜひ意見を

伺いたいっていうことを障がい事業課さんもおっしゃっておりますので、ここはぜひ、いろんな意見

を言っていただきたいところなんですけれども、いかがでしょうか。

アンケートもするようなお話も聞いてはいますが、ここで生の声をお伝えするのが一番リアルかな

と思いますし、基幹相談支援センターに関わってお仕事されてる方が多いのかなと思われますので、

皆さんのご意見いただきたいところだと思いますけれど、何かありませんか。

介護給付費等の支給に関する審査会：相談支援事業所の状況ということで、８事業所が書かれてあったんで

すけれども。これに関わることでもあるんですけれども、25 年、26 年度の相談支援部会の中では、

ここに書いてあるほかに３事業所ぐらいの名前があったと思うんですね。

新規に算入されてる事業所もありますけれども、ここに書かれてないというのは、もう辞退したと

とらえてよろしいのかなと思うんですけれども。指定相談事業所というのは、人件費の補助金も出て

て、ある意味、ほかの市町村に比べれば手厚いことをしているのかなとは思うんですね。それでもや

はり、わりと短期間に退いていってるということに関して何が問題なのか。報酬単価の問題なのか、
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あるいは人材の問題なのか、あるいは業務上の問題なのか。

いろいろ問題はあると思うんですけれども、昨年度の相談支援部会の中で、いわゆる委員から出た

一つの意見として、指定相談事業所の日常業務の中でのいろいろなわからないことが非常に出てくる

と。業務上の具体的な指導だとか、アドバイスだとか、そういうものがほしいという意見が出てたと

思うんですけれども。

専門的なアドバイスと助言と（資料に）書いてありますよね。相談利用所への専門的指導、助言と

いうところであるんですけれども、ここのところで後方支援として日常業務における具体的な何か、

各事業所からの相談なりを受け入れる体制もあったらいいのかなと感じました。

リーダー：ありがとうございます。最初におっしゃっていた計画相談の運営の問題とかは、またきっと部会

の中でも取り上げられるかなと思いますけど。だからこそ、後方支援という機能が大事じゃないかと。

基幹のほうで持てないかと。

介護給付費等の支給に関する審査会：そうですね。後方支援というのは、スーパーバイズだとか。これから

出てくると思うんですけれども、グループスーパーバイズって形で、事例に関してはやってらっしゃ

るのを続けてやろうとしてらっしゃるのかもしれないんですけれども、それ以外の日常的な業務での

わからないことは、算入されたばかりの事業所はまだ経験がないという部分も多いのかなと思うので、

そういうところを後方支援していく。そこの部分もちょっと付け加えていただければなということで

す。

リーダー：障がい事業課さんよろしいでしょうか、ご意見を承るだけでいいんですよね。大丈夫ですか。で

は、ほかにご意見はございますでしょうか。

ＮＰＯ法人千楽：求める機能の前に、質問なんですけれど、いいですか。議題２の資料の（２）の図なんで

すけれど、総合相談、専門相談の中の「経過的に取り扱い（月 30 件の計画相談）」の意味するもの

がよくわからないんですが。

事務局：障がい事業課が回答いたします。経過的取り扱いの月 30 件の計画相談ですけれど、ここは本来基

幹相談支援センターの機能ではないところで、特別に経過的な取り扱いという枠で月 30 件の計画相

談も基幹相談支援センターに担ってもらいということで、追加機能ということで付けさせていただき

ました。

100 パーセントの計画達成を目指したいということで、新規の相談支援事業所さんの立ち上げにも、

補助金制度などで支援させていただきましたが。で、基幹相談支援センターさんにも計画をつくって

いただかないと、とても 100 パーセント達成はできないかなというところで、こういった項目を入

れさしていただきました。

ＮＰＯ法人千楽：そうしますと、もともと基幹相談支援センターに、計画相談をやるという機能がないんで

すか。

事務局：本来、付いていなかった機能なんですけれど、浦安市が独自と言ってしまっていいのか、ほかの市

町村もやってると思うんですけれど、追加機能として付け加えさせていただいたものです。総合相談

の専門相談、地域移行とか支援体制の強化という大きな枠については、国から示された指針をそのま

ま引っ張ってきた形になるんですが、それに追加した形で、計画相談もやっていただきたいというこ

とで、仕様書に付けさせていただきました。

ＮＰＯ法人千楽：ありがとうございます。そうしますと、たとえば、いわゆる困難事例、いろいろな家庭環

境であったり、背景が難しい方たちがいらっしゃって、一事業所では人員配置的には、日々の業務量

からも難しいといったときに、そういったときこそ基幹さんが出るのかなというような解釈もあり得

たと思うんですが、そこはあくまでも、基幹さんは後方支援としてやってくださるにとどまるんです
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かね。

リーダー：機能についてのご意見を伺いたいっていう（障がい事業課の）意向なので、たとえば今のお話だ

ったら、こんな機能がいいんじゃないかということでよろしいかと思うんですね。仕様書がどうのっ

て話になってしまうので、今は意見だけをいただけると助かります。

ＮＰＯ法人千楽：ありがとうございました。そういう機能があったらいいんじゃないかというのを、まとめ

た上でまた発言させていただきます。

リーダー：ありがとうございます。

エメラルドサポート株式会社：事例検討会等をやっていただいているんですが、そのほかに事例を通して、

各事業所どんなやり方をしているのか、どんなところが困っているか等の、各事業所での相談とか、

悩みなんかが話せる場を設けていただけたらありがたいかなとは思っております。

リーダー：ありがとうございます。ほかに何かございますでしょうか。大丈夫ですか。ご意見があれば直接

障がい事業課にということでした。ありがとうございます。

続きまして、議題の３に参りたいと思います。相談支援の実務者会議の活動報告を、実務者会議の

主催者であります基幹相談支援センターからお願いいたします。

事務局：はい、再び基幹相談から。相談支援実務者会議議題３の資料を、お手元にご用意していただければ

と思います。

まず、相談支援実務者会議の目的ですけれども、福祉サービス等利用計画を作成している相談支援

専門員が集まって、計画相談を作成する上での困ったところ、話し合いだったり、情報共有、お互い

を支え合うサポートの場として、年３回開催させていただいております。

５月 28 日に第１回目の相談支援実務者会議を 19 名の方が参加されて行いましたので、そのご報

告を、資料を読み上げるような形ででさせていただきたいかと思います。当日は、障がい福祉課さん

から、先ほどもご報告があった計画相談の作成状況の報告と、障がい事業課さんのから自立支援協議

会との連携についてのお話があったあと、相談支援専門員でグループに分かれてですね、お題として

は現場で感じるジレンマ。あと、現場で困っていることということを話し合いまして、最後にまとめ

として、この相談支援部会に伝える現場の声について、参加者で議論しまして閉会という流れで行い

ました。

お手元の資料は、その相談支援専門員が現場で感じているジレンマを３つにまとめておりまして。

次に、あの、相談支援専門員の困っていることとして、２つまとめさせていただきました。

それでは、議題３資料の１ページ目をご覧ください。まず、相談支援専門員さんが感じているジレ

ンマで最も大きかった声がですね、時間に追われてやらなければならない計画相談、形ばかりの計画

相談、サービスありきの計画相談になっているんじゃないだろうかというジレンマを感じているとい

うことですね。

具体的には現場がどんなふうに感じているのかというとこなんですけれども、サービス担当者会議

の開催だったり、サービス等利用計画を見直しましょうっていう、その見直し時期というのが、障が

い福祉課さんで設定されてやってくるんですけれども、６月はその見直しをする方が非常に多くてで

すね、事務仕事が多くて、書類の提出期限の締め切りに現場が追われていますっていう声だとか。

あとは、先ほどご説明したように、計画相談は始まったばかりの制度ですので、市役所から利用者

の方に計画相談が必要ですよとか、新しい計画書を添付してくださいねっていう文言が付いた通知文

というか、お手紙が発送されてるんですけれども、その通知を見たご家族からは、「やらなきゃいけ

ないんでしょう」とか。相談員も「やらなきゃいけないんですよ、すいません」というようなやり取

りがで頻発していて、やらねばならぬ計画相談となっていて相談員さんは謝ってばかりみたいな状態
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になって、「焦燥感は増してくるよね」なんていう声が寄せられておりました。

その葛藤としましては、計画相談支援においてやらなければならないことを遂行するために、非常

に多忙な状態になっている相談員さんは、支援計画の質をよくするために、しっかり考えてつくろう

と思っていても、なかなかその時間を工面できない現状があると。

利用者さん自身も計画相談の意義とか必要性を実感している人は、まだまだ少なくて、一生懸命作

成したモニタリング表をしっかりと読んでもらえないこともある。サービス利用のための事務手続き

を代行しておこなっているような気持ちになってしまって、相談支援の意義だとか楽しさが感じられ

なくなってますっていうような葛藤のつぶやきがありました。

参加者としては、自分たちが抱えている葛藤につきましてですね、まとめなんですけれども、計画

相談の趣旨や意義や目的を障がいのある当事者やご家族に、もうちょっとわかりやすく説明する工夫

とか、機会が必要ではないだろうかとか、市役所からのお手紙だけでは、やっぱり計画相談について

の真意と、当事者の方との共通理解がなかなか図れてない現状があるよねっていうこと。

それから先ほどもご説明しました、昨年度の相談支援部会で提示されたよい計画をつくるための６

つの指針を計画を受け取る側の行政は、どう理解して、サービス等利用計画を見ているのかなってい

う、その行政側からの意見も聞きたいねっていうようなまとめで終わっております。

次のジレンマとしては、お子さんの支援をしている相談支援事業者からの声だったんですけれども、

計画相談において子どもさんへの相談が確立したことはとってもよいことだと思うんだけれども、ど

うしても児童の相談の場合、自己決定といっても保護者さんの決定になる。これでいいんだろうかな

という思いがあって、非常に焦燥感が募ってくるんだっていうお話がありました。

資料の２ページ目を見ていただければと思いますが、具体的な状況としましては、特に新年度、お

子さんたちはとっても落ち着かない状況になるんですけれども、相談員さんとしては、サービスの何

を足して何を引くのか、少し様子を見たいっていうふうに思っていても、保護者の皆さんとしてみれ

ば、今新しいサービスを出さなきゃっていう感じで、子どもを待ってあげられないような状況が見て

取れるんだと。

そんな状況に直面する相談員の葛藤としましては、お子さんたちが利用するサービスが多ければ多

いで大変。でも、減らしてしまうと保護者の方も不安になる。子どものためのよいケアプランになっ

ているのかなっていう疑問を抱えながらですね、サービスの利用をちょっと減らしてみてモニタリン

グの期間を少し短い期間で設定して、状況を見ながら、サービスの利用をお母さんたちと一緒に検討

していこうということを提案しても、なかなか保護者の皆さんからは、「このサービスを使いたいん

です。今じゃないと駄目なんです」っていうような、お母さんたちのニーズに基づいて計画を作成し

てしまうようなことになってしまうんだというような葛藤がありますっていうご報告がありました。

これにつきましてはですね、参加した相談支援専門員、ほぼ全員なんですけども、児童の相談支援

の難しさに、非常にそうだよねっていうふうに共感しつつも、なかなか具体的な解決策は見出すこと

ができませんでした。

３つ目のジレンマとしましては、締め切りが決められている計画相談支援では、計画をつくるって

いうこと以外の基本相談の要素も非常に多く含まれているんだと。困りごとにおいても障がいのある

当事者や保護者の方だけではなくて、周辺にいらっしゃるさまざまな人たちからの困りごとが寄せら

れてきていると。ときによろず屋さんかなって思うような、無限に広がっていく業務とどういうふう

に向き合って対応していけばいいんでしょうかっていうような、つぶやきもありました。

具体的には、保護者の方自身が抱えていることのご相談だったり、学校からの相談であったり、定

員の話であったり、学童の話であったりとかですね。中には、保証人になってくださいみたいな、明
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らかに相談員の仕事ではないような相談も入ってくるんですっていうようなことでした。

こういう現場に直面した相談員さんたちは、いろんな相談ごとを断っても、やっぱり申し訳ない、

悪いなっていう感情も生まれて。それと同時にやっぱり焦燥感も出てきてしまうと。

しかし、その一方で、非常に業務の幅があって、広がっていくさまざまな困りごとに対応していく

と、締め切りが決められている計画作成という業務が進んでいかない。どうすればいいのだろうかっ

ていうような、お話があったわけなんですね。

少し戻らせていただきますと、サービス等利用計画の意義が、なかなか利用者さん側と共有できな

いっていう背景には、たとえば、最近はフルタイムで就労されている保護者の方も多くて、モニタリ

ングのための時間を工面するっていうのが利用者さん側も一苦労であったりだとか、サービス担当者

会議には、利用者さんもご参加していくことが、大原則なんですけれども。なかなか時間が工面でき

なくって、参加したことにしておいてくださいっていうような声が寄せられてしまったりっていうよ

うなことも、少しその葛藤に拍車をかけているような状況があるようです。

次に、相談支援専門員が困っていることとう題で、２つほど挙げられました。わりと多かった声な

んですけれども、２ページ目①なんですけども。市役所とのやり取りに非常に混乱をしておりますと。

職員さんによって利用者さんの支給決定などについての裁量権がちょっと違うように感じることが

あるんですけどもっていうような声がありました。

この会議で出た具体的な事象としましては、介護保険制度と同行援護を利用する利用者さんには、

計画相談支援が支給決定されている方と介護保険のケアマネージャーさんが、障害福祉である同行援

護を一括して包括的にケアマネージメントをされている方がいらっしゃる。要は、ケアマネージャー

さんが、障害福祉分野と介護保険分野の２人がついている方と、介護保険のケアマネージャーさんの

障害福祉も全部を見ている方との違いがなぜ生じているんでしょうかっていうような軋轢があった

んですね。参加者のまとめとしては、まずは、介護保険を利用している方の同行援護に関する、支給

決定についての行政の方針をまず聞いてみようではないかっていうことと、対応にばらつきがないよ

うに同一した対応をお願いしたいよねという声でまとまってるんですが、時間の関係上、具体的にそ

れはいったいどういう事象のことを指しているのかということが導き出せなかったものですから、後

日、基幹相談で、各相談支援専門員さんが感じている具体的なことを聞きとらせていただきましょう

ということで終わっております。

２番目としては、現場の一つの悩みなんですけども、相談員さんが、異性の利用者さん宅を訪問す

る場合、皆さんはどうされてますかっていう話です。たとえば、女性の相談員さんが、独居の単身の

男性利用者さんの家を訪問する場合、ヘルパーさんなんかがいるときの訪問は、第三者の目があると

きの訪問になるのですが、誰もいない、ご自宅で相談支援専門員と利用者さん２人きりになるような

状態のときは、どんな対応をしていますかっていう質問がありました。

葛藤としましては、同性対応を原則としているということは、各相談支援事業者の皆さんはおっし

ゃってたんですが、いかんせん男性利用者さんの方が非常に多いので、男性相談員さんのほうの件数

が非常に増えていく一方にあるというようなことで、これも時間切れで、さらに議論を深めることは

できませんでした。

いろいろな声が寄せられた中で、最後に参加者全員で、相談支援部会で検討を依頼していきたいね

と思う事項を４つにまとめさせていただきましたので、ご覧の通りの１から４にまとめております。

1 つ目は、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の支給決定については、ぜひ

行政の方の方針を聞いてみようということ。

２つ目は、相談の趣旨や意義、目的を障がいのある当事者やご家族の方に、わかりやすく説明する
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工夫だったり、機会が必要なんではないかと。市役所からのお手紙だけでは、なかなか市民と共通理

解を図れなかろうという声ですね。

３つ目、昨年度の相談支援部会で作成された計画相談の６つの指針を行政の方はどのように理解し

て、我々相談支援専門員が出しているサービス等利用計画を見ているとか、そのご意見を聞きたい。

４つ目は、職員の方によって、市役所の方ですね。その対応にばらつきがないよう行政の方には、

統一した対応をお願いしたいという、この４つが今回のグループワークでは整理できるかなというこ

とで、終わっております。

最後に主催者の基幹としましては、大きなまとめとして、まずは認識合わせ。計画相談支援におい

ての理解や意義、支給決定についての共通理解と認識合わせを、行政さんと利用者さんと相談支援専

門員、この３者で共通認識や意思疎通を図る事項があるのではないかっていうことと。

２番目としましては、相談支援専門員がここで報告したようなさまざまなジレンマを感じながらも、

やっぱり我々は専門職として制度に関する知識や対人援助の技術を向上させて、自らの職域や職責を

含めてですね、相談支援とはなんぞやっていう本質的な理解を深めていく。そういう努力をしていく

必要があるんではないかというようなまとめで、１時間半の闊達な議論が終わっております。

リーダー：ありがとうございました。今日は相談支援の実務者会議に出てらっしゃった方も数人いらっしゃ

るので、基幹からの説明に捕捉等ございますでしょうか。捕捉等は大丈夫そうですか。はい。

今日は、相談支援部会での検討を依頼したいという実務者会議からの事項のうち、４番目の障がい

福祉課さんの対応のばらつきの実態っていうのは、ヒアリングが終わっておりませんので、本日は１

番と３番について、障がい福祉課さんのほうから、ご意見といいますか、実態を教えていただいて、

そのあと、また少し議論できればと思うんですけれども、お願いしてよろしいでしょうか。

事務局：障がい福祉課です。リーダーからお話がありましたけれども、実務者会議で、さまざまなことが、

議論されてるんだなということを思いました。その中で、計画相談の趣旨や意義、目的、こういった

ものを市民にわかりやすく説明する工夫、機会等が必要ではないかということが出ていたようです。

これにつきましては、市役所からの通知文、お手紙っていうことで書いてあるんですが、障がい福

祉課としましては、単に案内の通知だけにはとどまっておりませんで、計画相談の必要性であるとか

メリット等につきましても、場合によっては、窓口であるとか、電話であるとか、あるいはケースワ

ーカーの訪問であるとか、そういった機会において、周知を図っているところでございます。

非常に難しい点もあろうかと思うので、なかなか利用者に伝わらないときも多いかと思います。さ

らに障がい福祉サービス等を利用されてる人数も多くなってきてますので、本当に隅から隅まで行き

渡っているかといえば、まだまだ不十分なのかなという感じがしています。

その中で、行政からのお願いといってはなんなんですけれども、地域の中で相談支援専門員の方が、

非常に頑張られておられますので、その相談支援専門員の役割というものも踏まえていただきながら、

ご協力いただければというふうには考えてるんですけれども。

市役所だけではなくて地域の中で相談を受けられるというコンセプトで、事業課とともにこれまで

進めてまいりましたので、地域で活躍している相談支援専門員の方々にも、ご協力いただきたいとい

うのが、障がい福祉課の意見というか考え方です。今後も、障がい福祉課としても、計画相談につい

て、ていねいにわかりやすく説明はしていこうというふうに考えています。

それから、もう一つの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の支給決定と

いうことの話がありましたけれども。要は介護保険制度にはない障害福祉サービスというのがござい

ます。その同行援護がその一つでありまして、障害福祉サービス特有のサービスになっています。

平成 27 年３月 31 日付の厚生労働省からの通知で、自立支援給付、これは総合支援法による障害
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福祉サービスのほうですけれども、自立支援給付と介護保険制度との適用関係についてという通知が

出ております。その中の Q&A で、国の考え方は、基本的に介護保険制度と障害福祉サービスの同行

援護というサービスの両方使われてる方というのは、基本的には介護保険でついているケアマネージ

ャーさんに一体的に、計画を作成してもらいたいというような意向は示されているんです。

先ほど説明させていただきましたように、介護保険制度には同行援護というサービスがないもので

すから、介護保険制度で尽力されているケアマネージャーさんからしてみれば、新しいサービスとい

う形になり、障がい特有のサービスまで包括したケア計画ってなるとちょっと躊躇してしまう部分が

あったりするのが、現実でございます。

ただ、障がい福祉課としましては、これまでにもおこなったんですけれども、介護保険のケアマネ

ージャーさんが集まる会とかで時間をいただいて、障害福祉サービスの説明を差し上げたりですね、

ケアプラン作成についての考え方を説明したりはしてるんですけれども、今後も、そういったことを

重ねていき、ぜひ、介護保険のケアマネージャーさんに一本化してつくっていただけたらなというよ

うな考えは持っています。

ただ、現在は過渡期にありまして、介護保険制度のサービスはケアマネージャーさん、障害福祉の

サービスは障害福祉のほうの相談支援専門員さんがおこなっている、いわゆるダブルケアマネみたい

な形の方もいらっしゃいます。少しずつ整理はしていきたいとは思っているんですけれども、介護保

険制度のサービスとは違いがございまして、なかなか、きっちり分かれていない状況というのが現実

です。

今後は、国のほうが望ましいというふうに言っている介護保険制度のケアマネージャーさんに一体

化してつくってもらえたらという考えではございます。

リーダー：ありがとうございました。２点ありまして、１個目の、計画相談の趣旨とか意義をもうちょっと

広くお知らせする機会や工夫が必要じゃないかっていうことに対しての、障がい福祉課長のご意見に

対して、質問とかご意見とかございますか。相談員さんたちも一緒に周知していこうっていうご意見

だったと思うんですが、ないでしょうか。

障がい者福祉センター：ご家族や当事者にわかりやすく説明する工夫・機会というところで、相談員のほう

でもということでしたが、４月以降に私が担当させていただく方で初めての方が何人かいらっしゃい

まして、ご家族とご本人に話聞く機会というのがあるのですが、結構大多数の方が、わかっていても

必要性をどうにも感じないというところがあるんではないかなっていうことを、件数を重ねていくた

びに実感をしていくところがありまして。

それでも、こういった意義があるんだっていうことを、ご説明をしながら進めていくということを

させていただいていますが、なんて言ったらいいんでしょうか、わからないと思われている方がとて

も多いのではないかなと日々実感しています。

必要性ということが一つと。あと、何回聞いても制度のことがよく理解できないから、理解できな

いままに言われたことをやりますというようなお話されてる方もいて、私の持っている知識の中でご

説明はするんですけれども、まだまだ不十分だなっていうふうに感じるところはとてもあるので、一

相談員からの説明だけでは、やっぱり不十分になるところっていうのは、多々あるのではないかとい

うふうに思いますので、もうちょっとわかりやすくなるとよいなというのが、実感としてはあります。

リーダー：はい、ありがとうございます。障がい福祉課で何かコメントはありますでしょうか。

事務局：障がい福祉課です。確かに制度自体がもう複雑で、意義とかっていうのは、基幹相談からもありま

したけれども、生活の質というか、よりよい生活を送っていくためには、こういった視点が必要でと

いうような説明がありましたけれども、そういった基本的なことから説明し、自分の日常生活・社会
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生活をイメージとして持ってもらえるような説明ができると一番いいなと、今後とも努力はしていき

たいというふうには思っております。

リーダー：３番のダブルケアマネのことですけれども、地域包括から何かありますか。介護保険側から見た

ときの問題とか。

猫実地域包括支援センター：そうですね。介護保険を利用されてる方で同行援護を利用してる方は、結構目

立っているなっていうようなところがあります。地域包括支援センターでは、ケアマネ支援という業

務もありますので、ケアマネさんの要支援に関するケアプランは、提出していただいて、こちらで確

認をして指導等しておりますので、その中で、障がいのサービスも必要な方がいらっしゃいましたら、

ケアマネさんに情報提供したり助言をさせていただいてます。

４月にケアマネ連絡会というのがありまして、障がいの福祉課に来ていただいて、障がい福祉サー

ビスの説明のほうをしていただいていて、そういった中でケアマネさんも障がいのサービスを知る機

会ができていますので、連携させていただいています。

リーダー：実務者会議のことについて、ご質問があればおうかがいいたしますが、大丈夫ですか。では、次

の議題の説明をしていただいて、最後に、またご質問を受けさせていただこうと思います。

残りの依頼事項については、また相談支援部会で、ご意見をうかがったりしておきますのでお願い

します。

では議題４、グループスーパービジョンの活動報告を基幹相談から、お願いいたします。

事務局：基幹相談です。議題４の資料をご覧ください。時間も限られておりますので、説明は端的にいきた

いと思います。グループスーパービジョンの概要なんですけれども、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まして、講師の助言を受けながら複数の相談支援事業者で事例検討

するという取り組みです。

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・活路が見いだせない事柄を、事業者の垣

根を超えて、みんなで、解決していこうという取り組みになっております。講師は岩本先生。対象事

例としましては、困難や停滞を感じている事例だったり、支援方針がどうしていいかわからなくなっ

てしまったとか、相談支援専門員さんが違和感を感じていたり、迷っていたり、うまくいかないなと

感じている事例だったり。あとはほかの相談支援専門員さんに意見を聞いてみたいと思う事例を持ち

寄るような状況になっております。

狙いとしましては４点ありまして、まずは支援の行き詰まりを解消して、利用者の皆さんによりよ

い支援が提供される機会になること。それから、サービス等利用計画をよりよいものにしていくため

に事例検討を盛り込み、質の向上につなげていこうということ、相談支援専門員が事例検討した個別

の事例から見える地域課題に着目して、自立支援協議会に課題を伝えて、社会支援づくりに参画して

いこうということ。それから相談支援事業所間の連携を深めて、現場観を共有する場としております。

個人情報を扱う場になっておりますので、守秘義務の誓約書を都度都度皆さんからお出しいただい

ているということを注意点として共有していることです。

すでに２回ほどグループスーパービジョンをおこなっておりますので、口頭報告をさせていただき

ます。５月８日が１回目、オリエンテーション行いまして、２回目を６月８日に行いました。

検討した事例は、成人の方の事例検討でした。成人の方の計画相談を担当する４事業所の皆さん、

そして障がい福祉課の職員の方、計 17 名で集いまして、検討させていただきました。

相談支援部会に伝えようということで、参加したみんなで決めたことなんですけども、検討した事

例からはですね、親亡きあとという課題がやっぱり見える事例でした。参加者で整理した論点としま

しては、ともすれば親亡きあとについて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
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んたちのことですね。ちょっと抱えこんでいるな、なんていうふうに現場としてはとらえがちになん

だけれども。やっぱり保護者の皆さんからしてみれば施設だって空きがない。日常的に支援が必要な

わが子が、グループホームで暮らせるわけがない。じゃあ、自宅で暮らそうと思ってもヘルパーさん

が見つからないと、当然暮らせるはずないではないかというような、ぐるぐる思考になってしまって

ですね、諦めているっていう現状がやっぱり多いんじゃないかなっていう、現場の意見がまとまった

ところです。

この現状の打開策としましては、やはり浦安における居住資源の充実と共にですね、実際に親元か

ら自立されて暮らしている当事者の方たちのさまざまな暮らしの様子を親御さんたちが見て取れ

る・感じ取れる・体験できる・体感できるような勉強会を開催するっていうことで、保護者の皆さん

のイメージを、こう、具体的に持ってもらうきっかけづくりのような場が必要なんではないかってい

うような意見が出されました。以上です。

リーダー：ありがとうございます。では、グループスーパービジョンについて、何かご質問・ご意見ござい

ますでしょうか。議題はこれで終了なんですけれども、時間配分がうまくいかなくて大変申し訳なか

ったんですが。全体を通して、ご意見、ご質問ありましたら、ここでお受けしたいと思います。

大丈夫でしょうか。皆さんのご意見をいただきながら、また相談支援実務者会議やグループスーパ

ービジョンの場を使いながらこの部会の議題や運営を考えていきたいと思いますので、何かご意見ご

ざいましたら、事務局にご連絡いただければ大変助かりますのでよろしくお願いいたします。

それでは、本日の部会はこれで終了いたします。で、第２回の会議が９月 16 日になります。２年

間、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。



平成 27年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

浦安市自立支援協議会相談支援部会（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 年度相談支援部会の運営と議題

（２）基幹相談支援センターの機能

（３）相談支援実務者会議活動報告

（４）グループスーパービジョン活動報告

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
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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 年度自立支援協議会年間計画案

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 相談支援部会

（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

サービス等利用計画等の質の

向上に関する事項

アセスメント・モニタリングのあり方（共有・検証）

サービス等利用計画の評価

サポートファイルの活用

相談支援専門員の資質の向上（研修・連携等）

相談支援事業の充実に関する

事項

相談支援事業者の拡充と連携

相談実務者会議等との役割分担と実務者への支援

地域の人的資源の活用

（２）前相談支援部会からの意見等

平成 27 年度の議題への提案

①相談支援事業の充実

②相談支援実務者会議との連携

③サポートファイルの活用

（３）平成 27 年度の議題案

回 議題案

第 1回

平成 27 年度・28 年度相談支援部会の運営と議題

基幹相談支援センターの機能

相談支援実務者会議活動報告

グループスーパービジョン活動報告

第２～４回

＊議題は、相談支援部会委員、実務者会議、グループスーパービジョン、

行政、それぞれの立場からの地域課題の提案等により、リーダー・サ

ブリーダー・事務局が調整する。

＊サービス等利用計画の進捗状況報告、相談支援実務者会議の報告、

福祉施策の報告は、適宜おこなう。

（４）関係会議等

①相談実務者会議

指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業者による定例会議。

②グループスーパービジョン

指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業者による事例検討会。



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（３）

平成27年度自立支援協議会スケジュール Ｈ２７．６．５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

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

権利擁護部会 第3回 11月26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

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 1資料（４） 計画相談支援の概要

１．概要

平成 24 年 4 月の障害者自立支援法（現在は障害者総合支援法）の一部改正により、障

がいのある人が、就労訓練やヘルパーによる家事援助や身体介護などの障害福祉サービ

スを利用するためには、相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成する必要があ

ります。

また、障がいのある子どもたちが、放課後等児童デイサービスなどを利用するときに

も「サービス等利用計画」が必要です。

２．サービス等利用計画とは

相談支援専門員が、障がいのある人の生活状況全般を勘案して、総合的な視点から、

障がいのある当事者及びそのご家族の希望に即した地域での生活を支援するための支援

計画です。

介護保険制度では、ケアマネージャーがヘルパーの利用や福祉用具の利用をコーディ

ネートするように、計画相談支援においては、相談支援専門員が、ヘルパー事業所を探

したり、就労訓練の事業所に利用者さんの情報を伝えるなどの調整を行います。

＊計画相談支援が始まる前との違い

計画相談支援が始まる前までは、保護者や障がいのある当事者本人が、市に利用し

たいサービスの利用申請を行っていました。

現在は、利用申請する際に、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画を市に

提出する必要があります。

相談員が訪問し、困って

いることや利用したいサ

ービスの内容、希望する

生活などを聞く。

市は、サービス等利

用計画に基づき、支

給決定する。

利用者、サービスを提供

する事業者、相談員が集

まり、サービス等利用計

画の内容について意見

交換する。

相
談
受
付

ア
セ
ス
メ
ン
ト

サ
ー
ビ
ス
等
利
用

計
画
（案
）作
成

支
給
決
定

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

サ
ー
ビ
ス
利
用

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
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画
作
成
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３．相談支援事業所の状況

浦安市内には、平成 27 年 6 月 1 日現在、８か所の相談支援事業所があります。

事業所名
主たる対象となる

障がい

障害福祉

サービス

障害児

通所支援

新規受入

れ状況

1 浦安市基幹相談支援センター 身体・知的・精神 ○ ○ ×

2
浦安市ソーシャルサポート

センター
精神 ○ △

3 浦安市障がい者福祉センター 身体・知的・精神 ○ ○

4 浦安市こども発達センター 身体・知的 ○ ×

5
エメラルドサポート障がい者

（児）相談支援センター
身体・知的・精神 ○ ○ ○

6 こころとことばの教室こっこ 身体・知的・精神 ○ ×

7 相談支援事業所ふあり 身体・知的・精神 ○ ○

8 ちらく相談支援事業所 身体・知的・精神 ○ ◎

※新規受入れ可能人数

◎１0 名以上可能 ○１0～６名 △5 名以下 ×現在受け入れ不可

４．平成２７年５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

作成済 89.4％

障害福祉サービス等受給者 ６０６人

サービス等利用計画案作成（＊） ５２８人

達成率 ８７．１％

＊障害児童通所支援の計画案と両方作成している方１８人、

セルフプランの方１８人を含む
作成済 87.1％

障害児通所支援受給者 ３１１人

サービス等利用計画案作成（＊） ２７８人

達成率 ８９．４）

＊障害福祉サービスの計画案と両方作成している方１８人、

セルフプランの方２３人を含む



（番号 ）

○

利用者名： 性別： 生年月日： 年 月 日 歳 住所：

指定相談支援事業者名・所在地及び計画作成者： 印

初回サービス等利用計画作成日： 年 月 日 サービス等利用計画変更日： 年 月 日

○ 平成 2 7 年○○月○○日 ＮＯ．○○○○○○○○○ 上限額： 円

サービス等利用計画書(1)
初回 継続 未申請

○○ ○○

千葉 太郎

○

2

受給者証の有無、有効期間及び番号：

千葉県浦安市○○○

千葉県浦安市○○ ○○相談支援事業所

昭和男

決定済

27

○○ ○○ ○○ ○○

利用者および家族の希望

相談支援専門員の支援方針

○○ ○○平成

未認定

平成

3

長期目標

短期目標

5非該当 1 4

仕事を目指す。（一般企業への就職だけでなく、安定した生活費を得る方法を相談員と検討する事もできます）

ヘルパーの支援と自立訓練（生活訓練）で生活上の出来る事を増やす。困ったことは電話で相談して乗り切る。

・貯金が減っているので働きたい。
・バランスの良い食事を摂って健康的になりたい。身の回りの事も手伝ってもらいたい。
・一人で心配な時に電話で相談に乗ってもらいたい。

まずはヘルパーの支援と自立支援（生活訓練）で生活面を整えて、その後就労に向けて取り組んでいただく。

議題1資料（５） サービス等利用計画書サンプル（千葉県相談支援従事者初任者研修資料より）

6
障害程度区分

有 0無



（番号： ） サービス等利用計画書(2)

回数

平成 27 年 ○ 月 ○ 日まで

404 10 40,400 0

居宅介護（身体
介護）

□□ヘルパース
テーション

週２回
６０分
／回

援 助 目 標
（目標を達成すべき時期を明記する

必要のあるものは時期を記入）

食事を一緒に作りバランスの良い食事
をする。

洗濯・掃除など基本的な家事が定期的
に行えるようになる。

入浴や身だしなみを整え、清潔にす
る。

プログラムに参加して生活の技術を覚
える。また生活のリズムをつけて仕事
に備える。

安心して単身生活を送るために相談者
を確保する。

署 名

日 付 年 月 日○平成

千葉 太郎

○

居宅介護（家事
援助）

2

援助内容（提供期間を明記する必要のあるものは「頻度」欄に記入）

1
仕事に向け、生活の技術を身につ
ける

1

サービス費合計

料理を一緒に行う

洗濯・掃除を一緒に行う

入浴の準備

各種プログラム（買い物
支援・金銭管理支援・外
出支援・資源見学・同行
等）

電話相談・緊急時対応

計画書作成・個別支援会
議の開催・関係機関との
連絡調整・モニタリング

○○相談支援事
業所

計画相談支援

○○相談支援事
業所

1

1

サービスや支援についての相談

困った時の相談

身だしなみや入浴の支援

掃除や片づけ、洗濯の支援

健康のためバランスの良い食事を
とる

□□ヘルパース
テーション

0

0

0

0

必要時

0

自立訓練（生活
訓練：通所型）

１／月

ニ
ー

ズ
の
優
先
順
位

生活全般の解決すべき
課 題 （ニーズ）

サービス内容
サービス種別
（事業者等）

0

合計

自己負担

5,250

1

1

16,060

5

15

頻度

週３回

費 用 （円/月）

サービス費用（全額）

単位

1606

301

748

105

112,200

※週間ケア計画を必要に応じて添付

■本人

□代理人

サービス等利用計画（モニタリング）の有効期限

3,010

本人または代理人の同意

一般相談支援
（地域定着支

2

週２回
３０分
／回

△△センター

定期的にサービスの状況を確認する。
生活費の相談にのる。

0

27

自己負担額176,920

備 考

居宅介護（身体）月5時間、居宅介護（家事援助）月10時間、自立訓練（生活訓練：通所）月15日、モニタ
リング：当初3か月は毎月、サービス費以外の自己負担：ヘルパーの調理は材料費約500円・生活訓練昼食は
230円



別紙様式５

議題1資料（６）

通院（２週に１回：火曜日）：○○神経科

（受付№５ 氏 名 千葉 太郎 ） 平成 27年 ○○月 ○○日作成

計画相談・一般相談（地域定着支援）：○○相談支援事業所：担当○○ ℡：○○－○○○－○○

自立訓練（生活訓練：通所）：△△センター：担当○○ ℡：○○－○○○－○○

居宅介護（身体介護・家事援助）：□□ヘルパーステーション：担当○○ ℡：○○－○○○－○○

10：00～15：30生活訓練（△△センター）
AM金銭管理支援 PM買い物プログラム

10：00～11：30
居宅介護

身体60分＋家事30分
（□□ヘルパーステー

ション）

10：00～15：30生活訓練（△△センター）
AM～PM社会資源学習（見学）プログラム

10：00～15：30生活訓練（△△センター）
AM個別面談・レクプログラム

PM利用者ミーティング

週間ケア計画サンプル（千葉県相談支援従事者初任者研修資料より）

摘 要夜 間午 後午 前早 朝

作成者所属・氏名： ○○ ○○ ○○相談支援事業所

月

火

水

木

金

土

日

摘要

10：00～11：30
居宅介護

身体60分＋家事30分
（□□ヘルパーステー

ション）
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議題1資料（７） サービス等利用計画の評価基準

平成25年度・26年度の相談支援部会では、６つの視点を盛り込んだ「サービス等利用計画の評価基準」を用いてサービス等利用計画の評価をおこない

ました。このシートは、ＮＰＯ法人日本相談支援専門員協会が作成した「サービス等利用計画評価チェックシート」が基となっています。

なお、サービス等利用計画の実例を取り上げるため、部会の一部あるいは全部を非公開としました。

１．エンパワメント・アドボカシー

チェック項目 チェックポイント チェックポイント（詳細）

（１）
本人の思い・

希望の尊重

①「こうやって生活したい」「こんなことをやってみたい」という本人の思い、願いができるだけ具体的な言

葉を使って表現されているか。

②これを踏まえて本人が希望する生活の全体像が記載されているか。

③本人の意向を汲み取ることが難しい場合、本人の意思伝達・意思確認手段がきちんと記載されているか。

（２）

本人の強み（スト

レングス）

への着眼

本人が持っている力、強み、できること等が潜在的なものも含めて評価され、前向きな言葉や表現で記載さ

れているか。「・・・できない」といったマイナスの言葉、表現で埋め尽くされていないか。

（３）
本人が行うこと

の明確化

支援やサービスを受けながらも、全てを他に拠るのではなく、本人ができる（できそうな）役割を持つこと

が明確に記載されているか。

（４）
本人にとっての

分かりやすさ

できるだけ本人の言葉や表現を使い、障害特性も考慮し、わかりやすく工夫された表現、本人の意欲を高め

自分のこととして捉えられるような表現で記載されているか。

（５）

目標設定の

妥当性と

権利擁護

①本人の権利を擁護し、本人が試行錯誤して時には失敗から学ぶこと（トライアンドエラー）も視野に入れ、

段階的に達成可能（スモールステップ）で本人の意欲を高めることができる具体的な目標が記載されている

か。

②単なる努力目標、実効性や本人のペースを無視した過度な負担が生じる目標、達成困難な目標が記載され

ていないか。

③単なるサービス内容が目標として記載されていないか。

２．総合的な生活支援の視点

チェック項目 チェックポイント チェックポイント（詳細）

（１）
目指す生活の全

体像の明示

最終的に到達すべき方向性、サービス提供によって実現する、本人が希望する生活の全体像が、総合的かつ

具体的に記載されているか。

（生活者に対する「総合支援」計画と読み取れるか）

（２）

障害福祉サービ

ス利用に限定し

ない生活全体の

考慮

生活するうえでサービスに利用の必要性がない課題（ニーズ）についても網羅し、単にサービスを利用する

ためではなく、本人が希望する生活を実現するための課題を記載しているか。

（３）

障害福祉以外の

サービスやイン

フォーマルな支

援の

有無

①障害福祉だけでなく、保健、医療、教育、就労、住宅、司法等の幅広い領域のサービス及び公的支援（障

害福祉サービス等）だけでなく、その他の支援（インフォーマルサービス）が、本人ニーズに基づき、必要

に応じて記載されているか。

②記載されていない場合、その理由が明確にされているか。

（４）
1週間、1日の生

活の流れの考慮

①週間計画表の 1 週間、1 日の生活の流れを見て、望む生活を可能とする支援（障害福祉サービス以外を含

む）が網羅され、総合的に生活全体をイメージできる記載になっている。

②本人による活動、家族による支援等も記載されているか。

（５）
ライフステージ

や将来像の意識

①乳幼児期・学齢期・成人期それぞれのステージ間に切れ目がないよう、これまでの支援方針や各種計画（保

育の計画、個別の教育支援計画等）が活かされ、次のステージに向けたトータルプランとなっているか。

②単に過去のものを引き継ぐのではなく、将来を見通した総合的な計画になっているか。

３．連携・チーム支援の視点

チェック項目 チェックポイント チェックポイント（詳細）

（１）

支援の方向性の

明確化と

共有

①支援に関わる関係機関等が共通の理解をもって取り組めるよう、支援の方向性が、明確かつ具体的に記

載されているか。

②解決すべき課題、支援目標、達成時期、サービス提供内容、本人の役割、評価時期等に整合性を持たせ

て記載されているか。

（２）
役割分担の

明確化

①相談支援専門員が多くの問題を一人で抱え込まずに、支援に関わる関係機関がそれぞれに役割を分担し、

連携した取り組みができるよう、その内容が具体的に記載されているか。（チームによる「総合支援」計画

と読み取れるか）

②関係機関が見て、自分の役割が分かりやすく体系的に記載されているか。相互連携のための連絡網が記

載されているか。

（３）
個別支援計画と

の関係

①サービス提供事業所が個別支援計画を作成する上で、支援の方向性やサービス内容を決める際の基礎情

報となることを意識して分かりやすく記載されているか。（抽象的で誰にでも当てはまるような内容になっ

ていないか）

②サービス提供事業所が個別支援計画作成の参考にできる情報や事業所に対するメッセージが記載されて

いるか。（単なるサービス内容だけでない、具体的な支援のポイント等が分かりやすく記載されているか。

（４）
サービス提供事

業所の情報把握

サービス提供の内容、頻度、支援者としての意見等について、サービス提供事業所から聞き取り、記載さ

れているか。

（５）
地域資源情報の

把握

地域の社会資源を把握し、必要に応じて自立支援協議会、地域関係の中で連携可能な近隣住民や関係者等

から意見を聞き取り、記載されているか。

本人の思い 本人の希望 本人の強み

妥当な目標設定

本人が行うことの明確化

本人にとってわかりやすいか

生活の全体像

障害福祉

サービス

インフォーマルサ

ービス

１週間・１日

の生活の流れ

将来を見通した総合的な計画

チームによる「総合支援」計画

個別支援計画

・サービス提供事業所の情報把握

・地域資源情報の把握
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計画の

連続性

サービス提供状況

本人の

感想
支援目標

達成度

今後の方向性

４．ニーズに基づく支援の視点

チェック項目 チェックポイント チェックポイント（詳細）

（１）
サービス提供法

人の偏り

サービス提供法人が特定の法人（特に相談支援事業所の運営法人）に偏っていないか。偏っている場合、そ

の理由が明確にされているか。

（２）
本人ニーズ

との比較

本人ニーズや生活実態に合わせた適正な計画となっているか。サービスが過大、過小な計画になっていない

か。

（３）
同じような障害

者との比較

同じような障害、同じようなサービスを必要とする障害者と比較して、過大、過小な計画となっていないか。

なっている場合にそうなった合理的理由を明確に記載しているか。

（４）
地域資源

との比較

①本人ニーズに基づいた地域支援の活用であることがきちんと説明できているか。

②選択できる地域資源があるにも関わらず、既存のサービス提供事業所での継続利用だけの計画になってい

ないか。

（５）
支給決定基準の

参照
行政の支給決定基準に合わせた機械的な計画になっていないか。

５．中立・公平性の視点

チェック項目 チェックポイント チェックポイント（詳細）

（１） 本人のニーズ

①本人の意向、希望する生活が具体的かつ的確に把握され、「～したい」「～なりたい」等、本人の言葉とし

て表現され、記載されているか。

②本人が優先的に解決したいと思う課題や取り組みたいという意欲的な課題から優先する等、本人の意向を

十分汲み取って記載されているか。

③本人の意向を汲み取ることが難しい場合、家族や支援者から十分な聞き取りをした結果が記載されている

か。

（２） 家族の意向
家族の意向を具体的に的確に把握し、記載されているか。本人の意向と明確に区別し、誰の意向かが分かる

ように明示して記載されているか。

（３） 優先順位

本人が意欲を持ってすぐに取り組める課題、緊急である課題、本人の動機づけとなる課題、すぐに効果が見

込まれる課題、悪循環を作り出す原因となっている課題、医師等の専門職からの課題等を関連付け、緊急性、

重要性を考慮して、まず取り組むべき事項から適切に優先順位がつけられているか。

（４）
項目間の

整合性

本人のニーズを踏まえて作成された計画について、サービス、役割、評価時期などの項目は整合性が取れて

いるか。

（５）

相談支援

専門員の

総合的判断

①相談支援専門員の専門職としての総合的判断（見立て）と本人の意向、ニーズが一致した記載となってい

るか。一致しない場合、その調整方法も記載されているか。

②本人の要望だけが記載されていたり、支援者側からの一方的な提案だけになっているといった、専門職と

しての判断のない記載となっていないか。

６．生活の質の向上の視点

チェック項目 チェックポイント チェックポイント（詳細）

（１） サービス

提供状況

①サービス等利用計画通りにサービスが提供されたか、事業者として本人の生活の変化をどう捉えているか

についてサービス提供事業所に聞き取った結果が記載されているか。

（２） 本人の感想

・満足度

①本人がサービスの内容や事業所等について満足しているか、不満や改善してほしいことはないかについて

聞き取った結果が記載されているか。

②その聞き取りは「いつ」「誰に」「どのように」実施したかが記載されているか。

（３） 支援目標の

達成度

①サービス等利用計画通りにサービスが提供され、どの程度まで支援目標で掲げた状態に近づいたかについ

て検討した結果が記載されているか。

②その検討は「いつ」「誰に」「どのように」実施したかが記載されているか。（本人・家族・事業所への聞

き取り、個別支援計画の確認、サービス等調整会議の開催等）

（４） 計画の連続性 ①本人ニーズ、関係機関の支援、ライフステージ等に変化がないか確認した結果が記載されているか。

②未達成の支援目標、新たな課題への対応について検討し、必要に応じて計画の変更を行った結果の概要が

記載されているか。（計画変更した場合は変更事由、具体的なサービス種類・量・週間計画の変更内容。変

更しなかった場合はその理由）

③上記の確認・検討は、「いつ」「誰に」「どのように」実施したかが記載されているか。（本人・家族・事業

所への聞き取り、個別支援計画の確認、サービス等調整会議の開催等）

（５） 全体の状況 モニタリング会議での総合的判断を反映し、全体の状況を的確に把握した上で、今後の方向性が記載されて

いるか。

＋（過大）－（過小）

相談支援

事業所

±（適正）

同じような

障がい・サービス

本人ニーズ

地域資源

機械的な

計画

本人のニーズ 家族の意向

相談支援専門員の総合的判断（見立て）

課題解決の優先順位

サービス・役割・評価時期の整合性



議題２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２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
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議題 3資料

相談支援実務者会議のまとめ

開催日時：平成 27 年 5月 28 日 午後 4時半から午後 6時

場 所：総合福祉センター多目的室

参加人数：19 名（すべての相談支援事業所が参加）

内 容：グループワーク

【相談支援専門員が現場で感じるディレンマ】

① 時間に追われて、「やらなければならない計画相談」「形ばかりの計画相談」「サービスありきの

計画相談」になっている。

具体的には：

 6 月はサービス担当者会議の調整、開催、サービス等利用計画の見直しなど事務仕事が多く、

書類提出期限の締切に追われる日々。

 市役所からの通知に「計画相談が必要です」「新しい計画書を添付してください」の文言があ

り、その通知を見た家族は「やらなきゃいけないんでしょ」、相談員も「やらなきゃいけない

んです」「すみません」のやり取りが頻発している。「なさねばならぬ」の計画相談となり、相

談員は「謝ってばかり」の状態になり焦燥感が増してくる。

【葛藤】 計画相談支援においてやらなければならないことを遂行するために多忙な状態の

相談員。サービス等利用計画の質を良くするためにしっかり考えて作ろうと思っても、

その時間を工面できない。利用者さんも、計画相談の意義、必要性を実感している人は

少なく、作成したモニタリング表もしっかりとみてもらえないことがある。サービス利

用のための事務手続きを行っている気持ちになり、相談支援の意義や楽しさを感じられ

ない。

【参加者のまとめ】

計画相談の主旨や意義、目的を市民（障がいのある当事者やその家族）にわかりやすく

説明する工夫、機会が必要ではないか。市役所からの通知文（お手紙）だけでは、計画相談

について市民と共通理解が図れない。

【参加者のまとめ】

昨年度の相談支援部会で提示された計画作成の指針、行政はどう理解して、サービス等利用

計画をみているのか聞きたい。
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② 計画相談で「子供」への相談が確立したことは良いことだと思うが、児童の相談の場合、自己

決定と言っても、保護者決定。これでいいのか？という思いがあり、焦燥感に結びつく。

具体的には：

新年度は子どもも落ち着かない時期。相談員としては、サービスの何を足すか引くか様子をみ

たいと思っても、保護者は「今、新しいサービスを足さなきゃ」と子供を待ってあげられない。

【葛藤】 サービスが多ければ多いで大変。しかし減らせば保護者は不安。こどものための良いケ

アプランになっているのか疑問に思い、サービス利用を減らし、モニタリングを少し短

い期間で設定して状況を勘案しながらサービス利用を検討することを提案しても、保護

者からは「このサービスを使いたい、今申し込まないとだめなんです！」と保護者ニー

ズで計画を作成することになる。

【参加者のまとめ】

参加者、児童の相談支援の難しさに共感しつつも、具体的な解決策は出ず。

③ 締切が決められている計画相談支援には基本相談も多く含まれる。困りごとも障がいのある当

事者、保護者だけでなく、様々な人たちから困りごとが寄せられる。時に「よろずや」のよう

に無限に広がる業務をどう対応すればよいのか。

具体的には：

 基本相談の要素も増えている。お母さん自身が抱えていることの相談、学校がらみの相談など

も受けている。

 相談員の業務が広い。いろいろなところから話がある。業務が広すぎてよろず屋になってしまう。

 転院の話、学童の話、明らかに相談員の仕事でないことの相談も入る。

【葛藤】 色々な相談事を断っても「悪いな」と言う感情も生まれ、焦燥感を感じる。しかし、その一

方で、計画作成という仕事が進まない。どうすればよいのか。

※時間切れで議論を深めることが出来ず。
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【相談支援専門員が困っていること】

① 市役所とのやり取りに混乱している。職員さんによって利用者さんの支給決定などについて裁

量権が違うように感じる。

具体的には：

介護保険制度と同行援護を利用する利用者さんには、計画相談支援が支給決定されている方とケア

マネ―ジャーさんが同行援護を含めて包括的にケアマネジメントをしている方もいる。この差はな

ぜ生じているのだろう。

【参加者のまとめ】

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の支給決定についての行政の

方針を聞きたい。

【参加者のまとめ】

対応にばらつきが無い様に統一した対応をお願いしたい。

② 相談員が異性の利用者宅を訪問する場合、皆さんはどうしているか？（第三者の目が無い時の

訪問）

【葛藤】 同性対応を原則としているが、男性利用者さんの方が多いのでケース数が増えていく

一方である。

※時間切れで議論を深めることが出来ず。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・以上の議論を経て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

相談支援部会での検討を依頼する事項

① 計画相談の主旨や意義、目的を市民（障がいのある当事者やその家族）にわかりやすく

説明する工夫、機会が必要ではないか。市役所からの通知文（お手紙）だけでは市民と

共通理解が図れない。

② 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。

③ 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の支給決定についての行政の

方針を聞きたい。

④ 対応にばらつきが無い様に統一した対応をお願いしたい。

まとめ

① 計画相談支援についての理解、意義、支給決定について共通理解、認識合わせを図る必要があ

る。

Ａ）行政、相談支援専門員

Ｂ）行政、利用者、相談支援専門員

② 相談支援専門員が様々なディレンマを感じながらも、自らの制度に関する知識や対人援助技術

を向上させ、自らの職域や職責などを含め「相談支援とは」という本質的な理解を深めていく

必要がある。



議題４資料

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

ら複数の相談支援事業所で事例検討をします。相談支援専門員が所属する事業所だけで解

決できない、活路が見いだせない事柄を事業所の垣根を越えて、みんなで解決していく

取り組みです。

講師 ： 岩本 操 先生

（武蔵野大学 人間科学部人間科学科 教授社会福祉士 精神保健福祉士）

開催頻度： 月 1 回

参加対象： 相談支援事業者、障がい福祉課

対象事例 ：○困難や停滞、連携難を感じる事例

○今後の支援方針がどうすればよいか分からない事例

○明確な困難さは無いが、違和感や迷い、何となくうまく行っていないと感じる事例

○他の相談支援専門員に意見を聞いてみたい事例

【目的とねらい】

① 支援の行き詰まりを解消し、支援手法を学び、支援スキル向上により、利用者さん

により良い支援が提供されること。

② 事例検討した内容をサービス等利用計画に反映していくことで、サービス等利用計

画の評価や向上につながること。

③ 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着目し、自立支援協議会に、

その課題を伝え、地域に必要な社会資源づくりに参画すること。

④ 相談支援事業所間の連携を深め、他の相談員さんと現場感を共有する場。

【実施方法】

① 市内８つの相談支援事業所が、輪番で事例提出を行います。

② 提出された事例について、参加者でアセスメント、アセスメントに基づき、サービス等

利用計画の見直し、改定を行います。

③ 提出された事例の背景にある地域課題を参加者で検討します。

④ それらの地域課題を自立支援協議会の部会（相談支援部会、地域生活支援部会、本人部

会、こども部会、権利擁護部会）での検討を依頼するかどうか決めます。

【個人情報の保護】

個人情報の保護については、本事業の参加者全員から守秘義務の誓約書を提出します。

平成 2７年度 基幹事業

グループスーパービジョン（GSV） 概要


