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平成30年度第１回浦安市自立支援協議会権利擁護部会 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30年５月17日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

浦安市社会福祉協議会（リーダー）、ＮＰＯ法人フレンズ（サブリーダー）

浦安手をつなぐ親の会、いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市自閉症協会

浦安市聴覚障害者協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、ＮＰＯ法人あいらんど

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、社会福祉法人敬心福祉会、ＮＰＯ法人タオ、浦安市自治会連合会

浦安市民生委員児童委員協議会、介助ボランティアグループあいあい、千葉県弁護士会京葉支部

株式会社オリエンタルランド、市川健康福祉センター、福祉部次長

４．議題

（１）平成30年度権利擁護部会の運営と議題

（２）平成29年度実績報告

・障がい者権利擁護センター

・障がい者成年後見制度支援事業

（３）障がい者福祉計画の実現に向けて

（４）その他

５．資料

（１）議題１資料１ 平成30年度浦安市自立支援協議会と部会の運営及び議題について

（２）議題１資料２ 浦安市に求められる地域生活支援拠点とは

（３）議題２資料 障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業 平成２９年度実績報告
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（４）参考資料 市の現状

（５）参考資料 平成30年度自立支援協議会スケジュール
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６.議事

事務局：ただいまより、平成30年度第１回浦安市自立支援協議会権利擁護部会を開催いたします。

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。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページ等で公開いたします。特に個人情

報に係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の記載をいたしますので、ご了承のほどよろしくお願いい

たします。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。

当部会におきましては、聴覚障がい、視覚障がいのある方が委員として参加されております。また、

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

言の後に団体名と氏名を述べていただき、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、リーダーにお願いしたいと思います。

リーダー：それでは、議事進行を務めさせていただきます。

はじめに、議題１「平成 30 年度権利擁護部会の運営と議題」について事務局から説明をお願いいた

します。

事務局：議題１について説明させていただきます。５月 10 日の自立支援協議会の報告も兼ねてご説明します。

資料１の１ページをごらんください。

改めて自立支援協議会の目的と組織について説明しました。

自立支援協議会の目的は皆様ご存じのように、地域における障がい者等への支援に関して情報を共有

し、関係機関の連携を図る。そして、地域の実情に基づいた体制の整備について協議をしていくことで

す。自立支援協議会本会の下に権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、本人部

会の５部会が設置されており、自立支援協議会の委員はいずれかの部会に所属して部会のリーダー、サ

ブリーダーを務めていただくことになっています。

加えて、各部会の目的と主な議題について説明をいたしました。

権利擁護部会の目的は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・広報活動を行うこ

とであり、主な議題としては障がい者の権利擁護の啓発・広報、虐待防止、成年後見制度の普及、差別

の解消に関することになります。

ほかの部会の説明は本日は割愛させていただきますが、部会ではそれぞれの目的に則して共通の議題

及び各部会で設定する議題について協議していただくということを確認しました。

なお、今年度の共通の議題としては、昨年度末に障がい者福祉計画が作成されたことを受けて、「計

画の実現に向けて」ということが共通テーマとなるということを確認いたしました。

続いて、資料の２ページ目です。

合同部会の目的について、自立支援協議会と各部会等の会議の回数について、報酬等について、代理

出席について、会議と議事録の公開について、そして事務局は障がい事業課が務めるということについ
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て説明しました。

この部会に関係するところで申し上げますと、部会の回数は年４回を予定しています。また、該当す

る委員の皆様に対しては会議の参加に際し１回当たり 5,000 円の報償をお支払いします。また、協議会

本会では代理の出席は認められておりませんが、部会に関しては事前の申請により代理出席が可能です。

また、会議と議事録は協議会も部会も原則公開となります。ただ、個人情報等に関する事項を審議する

ときは会議の全部、または一部を公開しないこととなっております。

続いて、３ページに移ります。

会議の進行について、協議会と各部会の連携体制についてご説明しました。協議会は会議ごとに「部

会等に意見収集すべき事項」、あるいは「次回の課題」を確認し、各部会等へ課題の分配、あるいは協

議の依頼等を行います。一方、部会では会議ごとに「他部会に意見収集すべき事項」、あるいは「協議

会へ提案・報告すべき事項」を確認して、協議会へ報告・提案等を行っていきます。このように協議会

と部会は連動しながら進行をしていきます。

なお、障がい者福祉計画との連動という点では、協議会及び部会では計画で示した重点的な取り組み

推進のための意見を伺いながら計画を進めていくということになります。

続きまして、４ページ目に入ります。

障がい者福祉計画の施策の体系をお示ししています。計画全体を総合的に進めていくために重点的な

取り組みとして６つの項目を取り上げております。

資料の５ページ、６ページでは６つの重点的な取り組みについて説明しました。

この部会に関して、特にかかわってくることとしては、重点的な取り組みの１番、「理解と交流の促

進」が該当します。内容を読み上げますと「障がいと障がいのある人への市民の理解を深める取り組み

を行うとともに、より効果的な啓発活動の方法を検討し、積極的に展開していきます」となっています。

基本施策（取り組みの方向性）としては、啓発の推進、担い手となる市民との協働による支援活動の

促進、交流機会の拡充があります。

そのほか権利擁護部会にかかわりのある項目としては、６つ目、「差別の解消と合理的配慮の提供の

推進」が該当するかと存じます。

内容を読み上げますと「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」

となっています。

基本施策（取り組みの方向性）としては、差別の解消と合理的配慮の提供の推進となっています。

この２点が権利擁護部会では中心的に議論されることになるかと存じます。

資料７ページ、８ページ。こちらでは自立支援協議会と各部会の今年度の主な議題案について説明い

たしました。

まず、自立支援協議会では共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて各部会からの意見集約
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を行うこと、そして計画の進捗管理、また各部会で協議会と連動しながら議論を行っていただくほか、

部会の目的に即したテーマで協議を進めていただくことを確認しました。

各部会の第１回会議では、定例の報告事項のほか、昨年度１年間の協議を経て、今年度議論する内容

について決めていただくこととして、部会ごとの昨年度最後の自立支援協議会に報告いただいた各部会

の意見を抜粋して載せました。

なお、７月の第２回の自立支援協議会では、各部会のリーダーが各部会の第１回会議での協議の結果

をご報告いただくこととなっています。

資料の最後にあります合同部会に関してですが、28 年度、29 年度はそれぞれ講演会を２回ずつ開催

しているのですが、今年度については共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて、さらなる議

論の場として活用していきたいという考えから、講演会の開催を所与のものとして扱うのではなく、協

議会と部会が進んでいく中で上がってきた新たな論点について議論する場として、必要に応じて実施し

ていくことを確認いたしました。

資料の最後、その他ですが、市の事業報告等は自立支援協議会及び各部会において適宜行っていくこ

ととしています。

資料１について説明は以上になります。

長くなりますが、議題１資料２に関して説明します。

こちらは５月 10 日の協議会で会長より講義いただいた内容になります。会長に資料の配付と内容に

ついて事務局が説明をするというお許しを得ましたので、部会の委員の皆様にも共有させていただきま

す。

資料１でもお話ししましたが、自立支援協議会の目的は障がい者への支援に関する課題について情報

の共有、関係機関の連携を図りながら、地域の実情に応じた体制の整備について協議することです。計

画にもありますが、浦安市では平成 32 年度に東野地区に地域生活支援拠点の開設を予定しています。

ここを中心に、浦安市全体が障がい者を支える地域となっていくために、そしてそのための拠点として

どのような機能が必要かということについて、協議会全体で考えることが今年度のテーマの一つになる

のではないかということで、こちらの講演をしていただいて知識の共有を図りました。

資料の１ページ目、会長が言っていたのは、地域生活支援拠点というのは単なる建物ではなく、浦安

市内の障がい者、障がい児、家族が安心して地域で生活するための仕組みであるということを強調され

ておりました。

２ページ目に国の通知が載っていますが、地域生活支援拠点の目的としては、障がい者等の重度化、

高齢化や親なき後に備えるとともに、重度障がい者にも対応できる専門性を有し、障がい者や家族の緊

急事態に対応を図るとあります。

具体的には、目的のところにありますが、（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施や短期入所等

の活用によって生活の安定感を担保すること。そして、（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元

からグループホーム、ひとり暮らし等への生活の場の移行をしやすくすることで、障がい者の地域での
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生活を支援することです。

２ページ目の下段に必要な機能が５つ載っています。

１つ目は相談、２つ目は緊急時の受け入れ・対応、３つ目が体験の機会・場の提供、４つ目が専門的

人材の確保・養成、そして最後５番目が地域の体制づくりです。

この５つの機能について、地域の実情に応じて必要な機能をバランスさせることになります。

２ページ目の下にコラム的に書いてありますが、そもそもなぜ地域生活支援拠点が必要なのかという

点については、これまで施設入所しかないと考えられてきた重度障がいのある方、行動障がいのある方、

突発的な対応が必要な方が地域で暮らすために今挙げた５つの機能が必要であり、その機能を果たすも

のとして地域生活支援拠点があるということです。

会長が強調されていたのは、この浦安の地域生活支援拠点という仕組みにどのような機能が必要なの

かということを協議会全体で考えて実現していきたいということでした。

資料３ページ目、整備手法のイメージが載っています。

多機能拠点型と面的整備型とあります。浦安は一義的には、地域生活支援拠点を整備するという多機

能拠点型を選択しておりますが、実際に拠点が機能するためには面的整備も欠かせないということにな

ります。これについて協議会を通じて検討していきたいということでした。

具体的な内容、繰り返しになりますが、３ページ目の下段を追ってまいりますと、相談についてはコ

ーディネーター等を配置して、地域にどんな障がい者がいるか、特に緊急時に支援が見込めない障がい

当事者の状況を事前に把握、登録した上で、常時連絡がとれる体制をつくり、実際に事態が発生したと

きには対応をしていくことになります。

続きまして、４ページ目、５つの機能のうち残り４つを説明しています。

特に下段、地域の体制づくりについては、さまざまな社会資源をつなげて、本人の生活を支える地域

が必要であるとしています。

５ページ以降は運営上の留意点が示されています。

１つ目として、支援者の協力体制の確保・連携、そして２点目として課題等の活用について書かれて

おります。

中ほどの図で地域生活支援拠点と自立支援協議会との関係性が示されておりますが、個別事例の積み

重ねから地域に共通する課題を捉えて地域づくりに活用していくこと、そのために支援者レベルの検討

会を活用することが示されています。つまり浦安に共通する地域に特有な課題について、関係者が共有

をしていくことによって、浦安市が何に力を入れていったらいいのかということが明確になってくると

いうことを説明されておりました。

５ページ目の下段で、運営上の留意点３つ目が書いていますが、市町村が拠点等に必要な実施状況を

把握することが必要であるとなっています。

６ページ目にお移りください。留意点の４つ目として各制度との連携があります。

中ほどに図で示していますが、地域生活支援拠点を中心にさまざまなサービス、児童福祉サービス、
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学校、医療機関、介護保険サービス、障がい福祉サービス、労働関係機関、発達障がい者支援センター

等が連携をして課題を共有すること、こうした図になっていますが、こういう連携によって地域生活支

援拠点を発信元として、浦安市にある一般の事業所にもよい波及効果を期待していきたいということを

説明されておりました。

この後は、市町村や都道府県の責務、役割が示されています。

先生も省略しながら説明されておりましたが、必要な機能については国が示している基本的な指針に

基づいて整備を進めていくこと、そして地域生活支援拠点の整備に際しての留意点等についてという厚

生労働省からの通知が出ておりますので、留意しながら行っていくこととされています。

留意点について補足しますと、資料の８ページ目の下段から説明されております。

要点としては、協議会等を十分に活用し、どのような拠点を整備していくか検討することが重要であ

るとなっています。

ポイントとしては、先にご説明した地域生活支援拠点が担う５つの機能をどのように組み合わせて、

どこを充実させていくのか、目指すべき拠点の姿を明らかにしていくこと。そして、そのために関係者

への研修、説明会などによって課題を共有して、障がい者のある方やお子さんの地域での生活を支える

ために必要な機能は何なのかということ考えながら、関係機関、あるいは人材の結びつきを強化してい

くこととなっています。

９ページ目の下段から10ページにかけては、各自治体の取り組みの具体例を掲載してあります。

例えば、上越市では相談支援から得られるニーズや社会資源の整理等を行ったこと、栃木市では自立

支援協議会で地域の課題を抽出し、拠点等に必要な機能を検討した。その結果、緊急時の対応の機能が

システム化されていないということがわかり、その点に関して優先的に整備をすることとしたというこ

となどが書かれています。

さらに、栃木市では緊急時の受け入れ体制を整備するに当たって、関係する福祉サービス事業所が話

し合う機会を設けた。それによって事業所間の意識の統一を図ったり、実際の緊急時にはどのような連

携をとったらいいのかということを話し合う場を設け、意見交換を行ったことなどが紹介されました。

10ページも各市での具体的な取り組みが説明されています。

そして、11ページから、上越市で行われたモデル事業の事業実績報告が示されています。

上越市の整備方法は、先ほど申し上げた多機能拠点整備型に面的整備をあわせたモデルになります。

つまり多機能拠点を整備して、ここを中心として地域にあるさまざまな社会資源をつなげていくという

形です。浦安市も同じような形ではないかということで、会長からご紹介をいただきました。

13 ページには大分市のモデルを紹介してございますが、例えば上段のスライドは、大分市の事例と

して多機能拠点整備型、面的整備型のメリット、デメリットをみんなで検討、整理したという報告です。

この中の面的整備型のデメリットについて、こういったことが難しいということをみんなで出し合っ

て共有していった。では、これが難しいのだったら、克服するためには、どういったことをしていった

らいいかという話し合いにつなげていったということをご紹介いただきました。
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また、下段には、夜間帯の連絡内容、事例ということを、皆さんで共有をしていった。それによって

どういった状況が発生しやすいのか、実際にそういった状況が発生したときに、どういう体制をとった

らいいのかということをみんなで共有しながら考えていったということを示されました。

また、このような話し合いの中から、地域生活支援拠点を中心として連携を図る。細かい整備をして

いく。どうしたらいいだろうと考える。その過程で、拠点に整備される専門性の高い技術がそこに集ま

ってきた事業所にも伝わっていくということが非常に重要であるということを説明されておりました。

14 ページ、会長のまとめとして、浦安市の地域生活支援拠点整備に向けてということで図で示され

ておりますが、障がい者を支える地域づくりのために必要なこととして、協議会の活用、相談機関の活

用、地域定着支援の活用、既存の社会資源の活用、関係機関の協力、事業所のネットワーク化、これに

加えて関係者の熱意、多機能拠点の法人の熱意、そして市の熱意が重要であるということを強調されて

おりました。

多機能拠点の法人の熱意に関しては、拠点の運営を担うことになる社会福祉法人佑啓会から、毎回の

自立支援協議会にオブザーバーとして担当者の方が参加されることになっています。また、市の熱意に

関しては当然のこととして受けとめております。

最後のスライドですが、みんなで一緒に考えて、一緒につくっていくこと、それが必要であると。そ

のためには、浦安ではどのような事例があって、どんなことで困っていることがあるのかということを

共有して、その課題を克服するための機能を明らかにし、拠点に備えていく。その過程によって、拠点

に求められている高い専門性の技能を各事業所さんが持ち帰っていただく。そのようなイメージについ

て会長から説明いただきました。

長くなりましたが、説明は以上です。不十分な部分もあるかと存じますので、もし修正、補足があれ

ばよろしくお願いいたします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明に対して、ご質問やご意見はございますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：非常に広範囲にわたるのですがまだ少し抜けているところがあるのじ

ゃないか、もっといろいろなところを加えていったらいいのじゃないかというところがあるように思い

ます。権利擁護部会にも介助ボランティアグループあいあいさんが出ておられますね、確か。

介助ボランティアグループあいあい：はい、おります。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：それで、浦安市には 27 のボランティア団体があって、いろいろ活動

しておられるわけです。それを十分に生かしていくということも、この中に入れていただいてもいいの

じゃないかと思います。

以上です。

リーダー：事務局、お願いいたします。
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事務局：ボランティア団体の活用、当然と言ったらおかしいのですが、既存の事業所のネットワーク化という

のと並列な関係にあるかと考えております。と申しますのは、ボランティアさんがどういうふうに活用

できるかというところではあるのですが、既存の公的社会資源という言い方も会長のスライドの中では

あったのですが、そういったものと一緒に考えていいのではないかというふうに思っております。

ですので、計画の中でどのように位置づけをしていくか、計画策定委員会での議論は具体的にはなか

ったと思うのですが、前回の自立支援協議会での会長の説明の中に、既存の公的社会資源の活用という

ことがありましたので、それらを盛り込みながら、拠点の施設の性格ということだけではなくて、今後

の浦安市の障がい者福祉に対する社会資源の活用ということを位置づけながら、考えていきたいなと考

えているところでございます。

以上です。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、よろしいでしょうか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ひとつよろしくお願いしたいと思います。

我々も、障がい者の社会参加ということについては、今まで以上にボランティアさんとやっていかな

ければいけないなという気持ちがだんだん強くなってきているのです。時代が変わりつつありますから、

それに即応した対応を障がい事業課でもよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

リーダー：それでは、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いいたします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：理解ができていないと思うのですが、これは説明を受けまし

た、これについては理解しました、そして、今日私たちはここで、もしくは１年をかけて何をするので

しょうか。ここの部分がちょっとみんなは黙っているからわかっている。私がわかっていないらしい。

教えてください。

リーダー：事務局、お願いいたします。

事務局：そう思われているだろうなと思いましたので、この後議題２は報告事項になるのですが、議題３でそ

こを消化していきたいと思いますので、お待ちください。

リーダー：ほかにご質問、ご意見ございますか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：会長の講話で最後の 14 ページの図の中で、一番必要なのは市の熱意、ここだと私は

感じております。

浦安って今まで箱物は非常に早いんですよ、つくるのは。だけど、内容が伴っていない。それで、自

閉症を探すということでテレビ〇〇を導入しましたよね。でも、その結果どうしたかというのが全然見

えてこない。親にとって、１歳半とか、そういう健診のときに、あなたは自閉症の傾向がありますと言

われても、どうしていいかわからないと思うのですね。ですから、そうなったときにどう導くかという

体制をもっと考えてつくっていただきたいと思うのです。

全国的にテレビであれを使ったということは、ほかの市も県も全部調べています。だから、すごく興
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味を持って結果を見ていると思うのです。ですから、すごく箱物は早いのですけど、内容が伴っていな

いというのが私は感じているところなんです。ですから、内容の精査をもっとしていただきたいと思い

ます。

リーダー：今の質問について、事務局、お願いいたします。

事務局：浦安手をつなぐ親の会のご意見、超早期療育に係る部分ということで、私ども直接にはかかわってい

ない部分にはなるのですが、ご意見として受けとめさせていただきたいと思います。関係部署にも申し

伝えてまいりたいというふうに思います。

今ご意見がありましたように、内容の精査というのが大事なのだということ、これは私どもの活動に

も共通するところだと思いますので、参考とさせていただき、進めてまいりたいと思います。

以上です。

リーダー：ほかにご質問ございますか。

それでは、続きまして議題２「平成 29 年度実績報告」について、事務局から説明をお願いいたしま

す。

事務局：障がい者権利擁護センターの 29 年度の実績報告となります。それに当たり、参考資料で「障がい者

手帳所持者の推移」という１ページ目から始まる数字の資料をつけております。数字の報告をするのに、

一体浦安市にどのくらいの障がい者の方がいらっしゃるのだろうというところが必要だと思いますので、

後ほどあわせてご確認いただければと思います。

それでは、議題２資料の１ページ目です。

障がい者権利擁護センターの実績報告、速報値になりますので、今後若干精査する中で修正入るかも

しれませんが、ひとまずご報告いたします。

まず、虐待です。養護者による虐待については、平成 29年度通報・届出件数は 33件、昨年度より６

件増でした。

虐待の主な判断については、虐待ありが 21 件、なし、これは３月末で締めた時点で事実確認中のも

のを含め 10 件、判断ができずとしたものが２件で、虐待ありとした認定率としては 63.６％で昨年度

より増えております。虐待の種別としては、一番多かったのが身体的虐待で 12 件、続いて放棄・放置、

ネグレクトで７件、心理的虐待で５件、経済的虐で１件、性的虐待については０件となっております。

２ページです。

施設従事者による虐待です。こちらは 29 年度は通報が９件、ご本人からの届け出が３件で、いずれ

も昨年度に比べていずれも増えております。合計 12 件の通報・届出がありまして、そのうち虐待あり

と認定したものが１件です。認定率は 8.3％です。認定率は低いです。この辺は国のほうでも施設虐待

の認定率というのが低いよねというところは課題になっておりまして、私どももそのように実感してい

るところもあるので、この検証というのは今後していきたいし、どういうところが原因なのかなという

のは探っていきたいと思っております。
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続いて、使用者による虐待です。こちらは事実関係をしていく機関が千葉労働局になりますので、市

町村が動くところではないのですが、市町村も通報窓口になっておりますので、市町村に通報、届出が

あったものに限りますが、昨年度について届出が２件ありまして、これらはしかるべき千葉労働局に伝

えてあります。

続いて、３ページ、障がい者差別の相談についてのご報告です。

差別については、昨年度は合計 18 件のご相談がありました。その前の法律が施行された 28 年度が

45 件ありましたので、大幅に相談件数が少なくなっております。この辺もどうしてかなということは、

今後皆さんからのご意見もいただきながら検証していきたいと思っているところです。

内訳としては、障がい者ご本人からの相談が一番多く６件、続いて障がいのある方を支援している関

係者の方が４件、差別をしてしまうとか、してしまったとかという相手方からが４件となっております。

相談分野と障がい種別の関係としては、聴覚障がいの方から相談が一番多く６件、知的障がいの方が５

件、肢体不自由の方が４件と多いところでなっております。

続いて、４ページです。相談を受けてどのように対応をしたかという内訳になります。

公的機関の合理的配慮の不提供に関する相談については、相談件数５件ありまして、調整活動３件と

状況聴取のみ１件と関係機関への引き継ぎ１件と対応しました。

民間企業に対する合理的配慮の不提供の相談が６件ありまして、うち３件を調整活動、１件を情報提

供・助言、２件を関係機関への引き継ぎということで動きました。

民間企業の不当な差別的取扱いという事案は２件あり、１件調整活動と１件情報提供・助言いたしま

した。

また、相手方からの相談への対応としては、民間からはなく、全て公的機関、主には市役所内の他部

署からになりますが、相談４件ありまして、基本的には情報提供・助言いたしました。

続いて５ページ、障がい者成年後見制度支援事業で、浦安市社会福祉協議会に法人後見ということで

委託しています。29 年度については、知的障がいの方２名と精神障がいの方３名、合計５名の方に法

人後見としてついてもらっています。

申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成ということで、後見の申し立てをする際にかかる費用

と後見人がついた後に年間報酬というのを本人が後見人に払うのですが、その費用負担、非課税の方と

か、預貯金の条件がありますが、助成しております。29 年度は審判申し立て費用の助成が３件、報酬

の助成が11件ありました。

こちらは速報値となりますが、昨年度の実績は以上になります。

リーダー：ありがとうございます。

それでは、ただいまの説明に対してご質問、ご意見ございますでしょうか。

市川健康福祉センター、お願いします。

市川健康福祉センター：千葉県の条例障がいのある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例のほうで

相談に乗っております。
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事務局から、障がいを理由とする差別の件数について 28 年度が 45 件に対し、29 年度は 18 件だった

という報告があって、かなり減っている。そのことについて検証しなければならないというご意見がご

ざいました。

実は私ども県のセンターでも、いわゆる障害者差別解消法が施行された 28 年度は非常に多く、36 件

だったものに対して、昨年度、29 年は 17 件ということで減っています。これに関しては、私は当初法

律で市町村にも窓口を設けたことによって、市町村さんに相談が流れた、分散されたのかと感じていた

のですが、私どもが担当している管内の市川市役所と浦安市役所さんに問い合わせたところ、どちらの

市も増えていない。むしろ減っているという状況があって、ということは全体的に減っている。では、

千葉県全体ではどうかということも聞きましたところやはり減っているのです。

これはいろいろな考え方というか、見方ができると思っていて、この人は健常者ではないから入れな

いとかという、いわゆる直接的な差別、不利益な取り扱いについては随分減ってきていると思います。

ところが配慮しないほうの差別は、実は脈々とあるのだけれども、どちらかというと表面化してこない

ものが多いので、どう考えたらいいのだろうなと思っています。

随分、法律とか、県の条例、市の条例が施行されたことによって、皆さんの倫理観とか、皆さんが差

別をしなくなったと、いいほうに考えることもできるのだけれども、私たちは潜在的にまだ掘り起こし

ができていないのではないか、法律とか条例があることも周知できていないのではないかということも

もっと考えていかなくてはいけない。

そういうときに、この権利擁護部会で啓発活動を念頭に置いていくということであれば、もっと私た

ち委員が一人一人が何をできるのかということを今年度も引き続き考えていきたいと、私個人は思って

います。

全く関係のないお話ではないのですが、私ども件数は減ったということは申し上げたのですが、１件、

１ケースについてかかわる件数、延べ数と実数というものもデータをとっていて、私は 25 年から広域

専門指導員として相談に乗っているのですが、年々１ケースに当たるかかわり、相談者さん、相手方と

のやりとりは増えています。ということは、簡単な事例という言い方はよくないですかね。難しい、込

み入った事例が増えている。やりとりを丁寧にしなければならない相談が非常に増えていると言えると

思っています。

また、私どもの担当は市川市と浦安市と申し上げたのですが、千葉県全体で見てこの圏域の特徴とし

ては現役世代が多い、働いているご家族、また子育て世代が多いという点で、教育に関するご相談であ

るとか、働いている方の相談というものが多いと、私のところでは分析をしています。こういう圏域の

特徴を捉えながら、周知啓発というものもしっかりと考えていく必要があるのではないかと考えていま

す。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

周知、啓発についてというご意見が出たのですが、それについて皆様から何かご意見ございますか。
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障害者差別解消法が知れ渡っていないのではないか、28 年度から 29 年度にかけて、数字のほうが浦

安市内だけではなくて、千葉県内全体にも減ってきているという情報提供もありましたが、皆様からこ

ういうことが原因なのではないかとかありましたら、ご意見いただければと思うのですが、いかがでし

ょうか。

特にないですか。

この次にまた議題に上がっておりますので、皆さんに議論していただきたいと思います。

報告について、ほかの質問とかありましたら、ご意見等ございますか。

よろしいでしょうか。

それでは、続きまして次の議題に入らせていただきます。

議題３「障がい者福祉計画の実現に向けて」、事務局から説明をお願いします。

この議題では、障がい者福祉計画（平成 30年度～平成 32年度）の実現に向けて、権利擁護部会が取

り組むべきテーマ、障がい者福祉計画の冊子 18ページから 25ページになるのですが、理解と交流の促

進、また 85ページから 93ページにあります差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止の内容につい

て、皆様と確認をして、権利擁護部会として取り組みたい事項やアイデアを提案していただきたいと思

います。

まず事務局より理解と交流の促進について、説明をお願いします。

事務局：本日、障がい者福祉計画、重たいのに持ってきていただいてありがとうございました。

議題１の説明の中で、自立支援協議会の目的を改めて確認いたしまして、その中で障がい者福祉計画

の実現に向けて、権利擁護部会としては、重点項目６つありましたが、そのうちの理解と交流の促進の

部分と合理的配慮の提供の推進というところがかかわってくる部分だと確認させていただきました。

昨年度、第４回のときも翌年度に向けてということで、皆さんからいろいろとご意見をいただく中で、

この部会でアウトプットもイメージしていきたいという話も出ていまして、議論はするのはいいのだけ

れども、何か形として出していくというようなところも欲しいとか、あと議論として広がり過ぎている

部分を改めて、部会はどこにテーマを絞って、どの部分を話し合っていくべきなのだろうかとかという

一方、マクロな議論も必要だし、ミクロ、恐らく身近な事例についての議論もとても大事だよねとか、

余り手法とか、どうするにとらわれない、そういう議論も必要だとか、そういったご意見が出ていたか

と、皆さんご記憶にあるかなと思うのですが、私も一つ一つどれも大事だし、本当どれもそうだなと思

っていました。

私たち行政、市役所は、施策なり、事業なりを進めていくに当たり、計画というのがあって進めてい

くというのが大前提にあります。なので、今回つくられた 30年度から 32年度の障がい者福祉計画とい

うのは、我々障がい者福祉課と障がい事業課が障がい福祉施策を進めていくに当たってはとても大事な

冊子になるのですね。

行政の人間にとって大事な冊子になってくる。大事なことが書かれている部分になるとは思うのです

が、ここに書かれていることは、私たち実現していかなくてはいけない責務もございますので、そこの
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ところをしっかりとこの部会で皆さんにご意見なり、アイデアをいただいて、取り入れながら、32 年

度までに３年かけて、きちんと実現できるように進めていきたいと思っております。そこを共通認識と

いうことで、繰り返しになりますが、改めて確認させていただきたいと思います。

本日は一旦この部会がかかわる計画に書かれていることは何なのかということを皆さんでさらっとお

さらいをしたいと思います。

まず、18ページ、１つ目の重点項目ありました理解と交流の促進です。

どんなことが書かれているかというと、これまでも浦安では主に小学校４年生の福祉体験教室、介助

ボランティアグループあいあいさんなどのご協力いただきながら、こころのバリアフリーハンドブック

を一つのツールとして配布し、障がいのある方への理解というのを深めていただくということをしてま

いりました。

いま一度こころのバリアフリーハンドブックなどを活用して、障がいのある方への理解とか関心とい

うところを深めていただくために、より効果的な啓発活動の方法を検討して、積極的に展開していく必

要がありますということが現状と課題で書かれています。

より効果的な啓発活動の方法は何だろうか、私もいつも思っているのですが、その辺を皆さんにぜひ

ご意見いただきたいと思っています。

あとは今回改めて理解の促進というところでは、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからも常々お

話しいただいております誘導ブロックなどの理解、あと聴覚障がいの方にとっても大事なコミュニケー

ションツールである手話の理解、大分細部に絞った理解の普及ということになりますがそういったとこ

ろを改めて盛り込んで書かれています。

続いて、21 ページ、担い手となる市民との協働による支援活動の促進、ここはまさに先ほど浦安市

視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃられたようなところかなと。担い手というのは、いわゆるプ

ロの福祉職の方、介護職の方、相談員の方だけではなく、地域にはボランティアさんだったり、お隣さ

んだったり、近所の方だったり、友人だったりという、そういった担い手の方々もたくさんいらっしゃ

います。

そういった方々もこの地域で障がいのある方を支える輪の中の一員になってくるというところでは、

我々はそういった方々の活動の支援を行っていったりとか、そういった方々により取り組みをこういっ

たところで活躍していただきたいということを申し出ていったりとか、あとそういう発掘をしたりだと

か、そういった連携は今後必要なってくるということが書かれています。

地域全体で支え合える体制づくりを促進しますと書かれていますが、地域生活支援拠点というのもそ

の一つだと思うのですが、こちらの部会でも改めて地域全体で支え合える体制づくり、ボランティアさ

んとか、お隣さんとか、そういった人たちの活用はどんなことだろうというのを考えていきたいと思い

ます。

続いて 24 ページ、交流機会の拡充、まさにこれは障がいのある方もない方もともに一緒に参加する、

交流をするということなのですけれども、例えばどんなことをしてきたかというと、ご存じのとおり新
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浦安駅前広場で平成 27 年度よりイベント行っていますが、こちらは駅前広場という立地で、本当にそ

の日通りがかった人も参加していただけるところで、障がいのある方もない方も交流ができているイベ

ントの一つかなと思っております。

また、28 年からは市川特別支援学校の高等部の生徒さんの通学時に市民のボランティアの方が通学

支援ということで、見守りを行う事業も開始しています。これは先ほどのボランティアさんの育成とか、

そういったところにもつながるかと思うのですが、こういった交流機会をどのようにつくっていくかと

か、通学支援のように、どうやって障がいのある方を地域でみんなで見守っていく体制ができるかなと

か、そういったところもぜひ一緒に考えていきたいと思っております。

かいつまんで言いますと、大きい１番、理解と交流の促進にそういうことが書かれていますので、そ

の辺を権利擁護部会ではその都度、その都度テーマは絞ってでもいいかとは思うのですが、扱っていき

たいと思っています。

もう一つが85ページ、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止とあります。

ここでは特に（１）権利擁護施策の推進の中で、自立支援協議会・権利擁護部会や高齢者・障がい者

権利擁護協議会を通して関係機関同士の連携の強化を図るということが書かれています。権利擁護を促

進する地域のネットワークをつくっていく。今日ここに皆さんが集まっていること自体が顔の見える関

係とか、ネットワークづくりとして、非常に意義があることなんですね。その点を忘れてはいけないな

と説明させていただきました。

あとは当然ですが、虐待を見かけたら通報するとか、街中で障がいのある方が困っていそうだったら、

どんなことが起きているかなと気にかけてあげるとか、そういった知識の普及啓発というのも当然、大

事なこととなってきます。

それが88ページの虐待の早期発見・防止につながります。

これは行政の責務として、しっかりと虐待防止センター、浦安市では権利擁護センターといっていま

すが、こちらを設置して、きちっと障がいのある方の権利擁護を推進するということが私どもの使命に

なります。

そして、皆さんに広くご意見をいただきたいと思っているのが 90 ページ、重点項目にもあります差

別の解消と合理的配慮の提供の推進です。

福祉計画を策定する前年に障がいのある方に向けて行ったアンケートの中では、法律とか条例、障が

い者権利擁護センター自体の認知度というのがそう高くはない結果が出ておりまして、先ほども差別の

件数が落ち込んでいるというお話はしましたが、単純に知らないからとか、そういう問題であるとすれ

ば、もっと知っていただく努力、啓発活動を私たちはしていかなくてはいけませんし、そうでないので

あれば、また別なアプローチもしていかなくてはいけません。

こういった課題がありますので、いま一度皆さんに知っていただくのか、別な方法なのか、何らかの

アプローチをしていかなくてはいけないというところ。あとは行政サービスにおける配慮の推進として

は、市役所が公的機関として配慮を提供する義務があり、その主体であるというところでは、きちんと
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責任を持って進めていくところ。あと合理的配慮の提供の推進というところは、これは市全体を挙げて、

行政も民間事業者もお互いに連携し合って、障がいのある方が自分に合った支援を受けられるよう、合

理的配慮の提供を推進していきますということを言っています。

これはすごいことを言っていると思うんです。市の中でどこのお店に行っても、市役所に来ても、ど

こに行っても自分に合った支援を受けられるようというのは、とてもすごいことだと思うんですね。こ

ういったことをここにいるメンバーから地域にしっかり発信していくということをしていかなくてはい

けないのではないかなと思っています。

どんなふうにしていったらいいのだろうかと私も考えるのですが、私たちも勉強しなきゃいけなくて、

よりよい取り組みはどんなのがあるのだろうというところでは、私なりの考えの中では全国の中の先進

事例だとか、海外まで広げてもいいと思うのですが、合理的配慮をまちの中で広める、提供を広める、

理解してもらうにはどんなのがいいのだろうかというのを事例なんかをここにお持ちして、皆さんに知

っていただいて、何か浦安で取り入れられることがないだろうかとか、そういった議論もしていっても

いいのではないかななんていうことを考えています。

ここは皆さんにご意見をいただきながら、浦安流の合理的配慮が提供されるまち、優しいまちってど

んなのだろう、どうやったら進むのだろうというところは、しっかり話し合っていきたいと思っていま

す。

この１年、今日終わったら残り３回ですが、このテーマに基づいたものを掲げて行きながら、皆さん

にご意見、アイデア、いろいろと頂戴して、市はこれを実現するために、しっかり進めていきたいと思

っております。

そうすることで、昨年度いただいたご意見、権利擁護部会の中で話すべきことは何だろうとか、バラ

バラになってしまわないかとか、そういったところがまとまって解消されてくるのではないかと思って

おりますので、議論がいろいろな方向に、いろいろなご意見はいっぱいあっていいのですが、迷ってし

まったときは、いま一度ここに皆さんとともに立ち返っていきたいと思っております。

その上で、この後の２、３、４回の部会につながるような皆さんからいろいろなアイデアとか、提案

とか、こんなことをみんなで進めたいというご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、理解と交流の促進の内容の実現に向けて、皆様からアイデアかご意見がありましたら伺い

たいと思いますが、いかがでしょうか。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：すごい個人的なことなのですが、私はずっと欲しいなと思っ

ているのは、本当は社協さんがやってくれたらいいなと思っているんですが、ボランティアをしたいと

いう人とこういうことを手伝ってほしいなと思っている人、定型のものはあるのですけれども、定型じ

ゃなくて、個人的にこういうのをしてほしいと思っている人と、結びつけるような場がどこか公的なと
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ころで、別にそれで見つからなければいいようなもの、諦め、病院に行きますみたいなのはどうしても

必要だと思うのですけど、見つかればいいなぐらいなものって実はあって、それができると、生活だっ

たり、興味、関心だったりの幅が広がったりするなと思うことがあって、でも家の周りでしか探せない

ので、市内全体で探せるような場がネット上だか、そこの会議室だかわからないですけれども、あれば

いいなと思っています。

だから、逆に言うと、ほかの障がいの方は違うニーズを持っていると思うので、ぜひ聞いてみたいで

す。

リーダー：ほかの委員さんからも今のテーマについて、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループさんがおっしゃっ

たことは、まさに私どもが思っていることでありまして、交流の場といっても、実際はボランティア団

体と障がい者の団体との交流というのは、もうちょっと地域何とかセンターでそういうのが促進されれ

ばいいし、それは場所の場合じゃなくて、ネットとか、そういうのものを利用してでも促進されればい

いということなので、恐らく僕はそれをうまくやっていけばもっと格段に進歩すると思うんですよね。

そういう方向で我々も動いていきたいと思うし、それから 27 のボランティア団体がいろいろなこと

を考えておられるし、そういう方たちと接触の場がもっとあったらいいんじゃないかなという感じがし

ております。

我々が接触しているのは、あいあいさんとか、それからはまゆうとか、ミッキーさんとか、この人た

ちとの接触をもっともっとしていけば、もっともっと変わってくるのではないかなと、そういう感じで

いるんですね。だから、意外に資源というのは、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループのおっ

しゃるようにあるんじゃないかなという感じがします。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

あいあいさんはガイドヘルプをしたりとか、車椅子介助とか、行っているようなグループですね。は

まゆうさんというのは、朗読のボランティアグループです。ミッキーさんというのは、点訳をやるボラ

ンティアグループさんですね。

今のボランティアしたい人と行ってほしい人を結びつける場がないというのは、本当は社会福祉協議

会の中でボランティアセンターがありますので、そこが力を入れてやっていかなくてはいけない部分、

まさに千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループのおっしゃるとおりかなと思うのですけれども、

現状まだそこまでの……。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：全然使えないです。率直に言うとごめんなさい。

リーダー：今そういうお話がありましたが、なかなかそこがうまくいっていないような部分もありまして、千

葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループのおっしゃるとおりだなと思いますが、今後力を入れてな

くてはいけない部分なのかなと感じております。

ほかに皆様からございますか。
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ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：障がい者福祉計画を読んで、何が僕たちにできるかなと思って、余り具体的なと

ころまでは落とし込めてないのですが、思うところを発言させてください。

最近、厚労省とか内閣府とかがしきりと我が事・丸ごと、社会保障費がなかなか確保できない中で、

いろいろ福祉を充実させるためにキャッチコピーとして我が事・丸ごとと言っていると思います。

我が事というのは、自分の地域の障がい者の問題、高齢者の問題、子どもの問題、いろいろな福祉の

問題全部を自分事として地域でみんなで取り組んでいこうということだというふうに理解していまして、

丸ごとというのは、今言ったような障がい者も高齢者も子どもも特に分け隔てなく、福祉として困って

いる人がいたら支えていこうというふうに私は理解している中で、この障がい福祉の我々もそこだけに

とどまらず、高齢者とか、子どもとか、あるいは成人の生活困窮者とか、いろいろな福祉も含めて、連

携をしなければいけないのだろうなと思っています。

ただ、それは比較的行政、市のほうでできている部分かなと思う反面、一つの地域における連携とい

う意味で、自治会とか子ども会とか老人クラブとか学校とか、地域の団体組織と僕たち障がい福祉をや

っている団体はまだまだ接点がないのかな。それが今私の子どもも小学校行っている中で、自治会とか

子ども会に所属はしているのですけども、なかなかプライベートな私と仕事での私との接点が全然ない

なというのは、福祉計画読みながら思っていました。

でも、本質というか、ボランティアということ言っても、ただ学校とか子ども会とか、何か子どもた

ちにとってボランティアで自分とは違う、年齢の違う人たちと接することで、きっとプラスあるだろう

し、当然我々のほうもボランティアをしてもらうとか、すごいプラスはありますので、何かそういう我

が事・丸ごとという国の施策が浦安市で実現できるために、部会でできることが何かありそうだなとい

う、すみません。そこまでで僕の考えは終わっちゃったのですけれども、発言させてもらいました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ委員、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：何度も発言して申しわけないですが、もうちょっと我々の具体的な情

報系の問題というのがありまして、音声パソコン、音声ソフトを入れてパソコンに集中すると問題があ

るし、それからそれも市役所のほうでかなりやっていただいているのですが、ただ片一方でスマホとか、

いろいろなものが出てきているときに、世の中にもうちょっとキャッチアップする方法があるんじゃな

いかという、その辺の情報というのは、もうちょっと広い世界との我々を理解してくれるボランティア

団体さんとの接触をもっと深めれば、いろいろ出てくるのではないかという感じがしているんです。恐

らくいろいろな障がい者の団体でも同じようなことがあるのではないかと。

事務局は市役所の役割があるし、それから世間一般の情報というのもありますし、それはなるべく広

いほうがいいので、そういうことができるような拠点づくりというのも考えておかなきゃいけないんじ

ゃないかなと、そういう意味でさっきから申し上げているんですが、今までのやり方に捉われないで新
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しい方法をやっていきたいなと、そういうことです。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：22 ページに書いてある市民活動促進事業の中のつなぐプロジェクト、これを障がい

者福祉計画策定委員会で聞いたときに、何、これと思ったんですね。フラダンスがやっているからそれ

を持っていくという発想が私たち障がい者を持っている者にとっては、非常に何か「えっ」という感じ

で、社協が担えないのだったらば、このつなぐプロジェクトをもっとそういうボランティア的なことで

どんどん活用して……。

手話通訳：申し訳ありません、手話通訳なんですが、22ページの…

浦安手をつなぐ親の会：市民活動促進事業というところありますね。つなぐプロジェクト。

非常に計画策定委員会のときでも、えっ、これ何って、みんな知らないわということもすごく出てい

たんですね。ですから、社協ができないのだったらば、このつなぐプロジェクトをもっと活用して、い

ろいろなところをつなげていってほしいなと思うんですね。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会さんが言っていた地域との接点がないと言うけれども、結局浦安市は放課

後異年齢交流、年齢差をなくしてするというあれを進めるというふうに出ていますよね。そういうこと

も障がいの子たちが入ることのよって、いろいろな接点が出てくると思うので、ぜひ社協ばかりでなく、

そういうつなぐプロジェクトをもうちょっと現実的なものに行ってほしいなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

ちょうどつなぐプロジェクトのことが出たのですが、事務局、よろしいですか。

事務局：第４回で、急遽パンフレットを取ってきて、お回しして見ていただいたと思うのですが、市民活動団

体等が資源を持ち寄って、連携して事業や活動を行うということで、プログラムの提案の募集とプログ

ラムの実施団体、実施するほうの団体さんを募集して、それをつなぐというようなところのプロジェク

トというような、簡単にそのときも説明があったかなと思うのですが、これが障がい福祉事業課の事業

ではなく、協働推進課というところの業務にはなるのですが、可能性として皆さんからそういうボラン

ティアさんと個人のニーズがつながりたいのだというような気持ちがあるのだとか、そういったところ

は、ぜひお声としてお伝えしていって、一応これも活用候補とか、もうちょっと勉強したいですか、そ

うでもない感じですか

浦安手をつなぐ親の会：リストを見ると、使うところがない。

事務局：この前、オカリナなんてお話もありましたけれども、でもＮＰＯ法人あいらんどなんかはとても事業

所として活用していますなんてお話もあったりしましたので。

浦安手をつなぐ親の会：事業所と障がい者自身の団体とは違うと思うのです。

事務局：個人と事業所のニーズはそうですよね。第４回でも結構話題になったので、担当部署には、そういう

声があるということは、ぜひ伝えさせていただきたいとは思います。
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浦安手をつなぐ親の会：せっかく課長があちらに行ったので。

事務局：そうですよね。

事務局：私、前職が協働推進課におりましたので、つなぐプロジェクト、少なからずかかわっておるのですが、

ご指摘いただいたようにオカリナだとか、そういうお楽しみ会のコンテンツみたいなものが現状として

は多くなっているのは事実です。

つなぐプロジェクト始まりとしては、障がい者団体、あるいはボランティア団体にかかわらず、いろ

いろな市民団体が自分たちだけの活動では非常に行き詰まりを感じているとか、なかなか広がりが持て

ないというところで、だったらお互いにニーズをシェアし合って、活動を広げていきましょうという、

そういったところから試行的に始めてみているところです。もともと意図したところは、そういうお楽

しみ会というところをまたさらに一つ超えて、もっと地域の生活だとか、そういった部分に発展してい

くことを大もとの意図としては持っています。

ただ、始めたばかりで現状、手品だとか、何とか教室だとかというところでいるということは仕方が

なと思いつつ、この先さらに進めていきたいというところは、担当課としても持っておりますし、それ

はこちらからどんどんプッシュをしていっていいのではないかと思います。

あともう１点、先ほどの浦安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃられていましたが、スマホ

だとかアプリの開発だとか、そういう一見福祉とはかかわりのないことないことを専門に、テーマに活

動している市民団体というのはあったりするわけなんです。でも、それを福祉的な観点から見て、その

機能を福祉と結びつけることはできるのではないかとか、そういった考え方もあります。

例えば、具体的に町の地図、例えば障がい者のトイレだとか、そういったものを地図に落としていく

というような事業をやっていたりとか、そういった展開の仕方もありますので、情報に関しては私のほ

うでアンテナを張っておきますので、随時お知らせしていければと思います。

以上です。

浦安手をつなぐ親の会：スマホのアプリというのが、スマホを持っていない人間にとっては非常に抵抗があっ

て、えー、スマホにしなきゃいけいないのという感じなんですよね。

事務局：そのあたりの使い方もあるかもしれないし、あるいはまた違った方法でやれるかもしれない。福祉だ

けでない、全く関係のないところと結びつくことで、新しい展開が出るというのが協働だとか連携の狙

う部分ですので、そちらは私のほうで心にとめておきますので、いましばらくお待ちください。

リーダー：ほかに皆様からご意見とかございますか。

株式会社オリエンタルランド、お願いします。

株式会社オリエンタルランド：権利擁護部会の使命といいますか、その中での理解と交流というところで、私

の受けとめ方としては、障がいのある人への幅広い市民の理解をどう深めていくかと、それに対して福

祉計画で事業化を図って、行政のほうが主体で担当課が事業を進めていくという形で事業がプロットさ

れていると。

先ほど担当の方より、その事業のあり方というところで、部会でいろいろとこんな方法があるんじゃ
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ないのと、より精度を高めていくためにご意見をいただきたいというところで、理解促進という点でい

うと、アンケートにありましたように、より小さいときから障がいのある人への思いやりといいますか、

配慮といいますか、そういう福祉人権教育というところを学校教育の中で実践していく。そこに力を入

れていく。こころのハンドブックを配布云々、あるいは一つのタイミングとして、浦安市さんが今やろ

うとしている手話言語条例の制定という、このタイミングというあたりは、手話言語がフックになるか

もしれませんけれども、こういうタイミングで、幅広く障がいのある人への理解を図るチャンスなので

はないかなというふうに理解しております。

そういう中で、例えば学校教育で子どもたちだけではなくて、そこに父兄も参加できるような機会を

設けたり、親子で学校の中でそういう啓発活動を得る機会を得るチャンスですとか、そういうようなこ

ともできるものであれば、地道に実行していくということも大事なのではないかなと、私自身は受けと

めております。

以上でございます。

リーダー：ありがとうございました。

浦安市聴覚障害者協会、お願いいたします。

浦安市聴覚障害者協会：情報保障に関してなのですが、私は手話が必要なのですが、趣味の習い事などを始め

た場合、例えばお花を習ったりとか、あとスポーツジムなどに行きたいと思った場合なんかでも、申し

込むと、コミュニケーションがとれませんということで、断られたことも何度かあります。

また、会社に入るためにワープロとかパソコンなど、簿記とか、そういったものを習いたいと思って

いても、１回だけしか通訳を伴って行かれないんですね。そういう教室って毎週あると思うのですが、

そういう時に毎週通訳を伴っては行かれないということで、通訳がいなければ習い事もできないという

聴覚障がい者の問題がありますね。

イベントのときなどにぜひ手話通訳を情報保障のためにつけてほしいということを言っているのです

が、何度かついていないなというところを見かけたことがあります。ろう者としての限界がありますの

で、ぜひ通訳をつけてほしいということと、市役所の障がい関係の受付なんかに行ったときに、筆談、

私は聞こえませんと職員の方に言うと、口の形を読み取るということなるのですが、マスクをしている

職員の方がいらっしゃると口の形が読み取れませんので、まず公的な職員の方、警察署とか市役所とか

公民館の方とか、職員の方に研修みたいな形で知っていただきたいという理解を進めたい思っています。

あとは簡単でもいいので、チラシを置くとか、小学校だけではなくて、いろいろなところにチラシな

ど、そういったものを置いていただいて、啓発していただければと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会、お願いします。

浦安手をつなぐ親の会：手話通訳は例えば習い事とか、そういうとき１回しか連れて行けないとおっしゃって

いたのですけれども、そのことはサービスの面からで１回なのか、例えばその施設で１回しか連れてき
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てはいけませんというのかによって、また違うと思うのですけれども、どうなのでしょうか。

浦安市聴覚障害者協会：手話の登録をお願いした市役所で福祉課に通訳を伴って行きたいのでと依頼をしたの

ですが、１回だけというふうに言われて、あとは２回目以降は通訳は出せませんということを言われま

した。初めから手話通訳がいろいろなところにいてもらえればありがたいのですけれども、行政のほう

から１回だけというふうに言われてしまっているのが現状です。

浦安手をつなぐ親の会：わかりましたが、それこそ合理的配慮に欠けることではないのでしょうか。

福祉課は今日はいらっしゃらないけれども。

リーダー：事務局、お願いします。

事務局：１回しか行けないというのは、現状で手話通訳さんの数が非常に少ないということがありまして、１

回ということにさせていただいております。

合理的な配慮というお話もあるのですが、なかなかまだ手話というのが広く認知されていないのか、

本来であれば通いたいジムに手話通訳者を配置していただく、行きたいところ、行きたいところできち

んと合理的な配慮をしていただくということでないと、市役所の手話通訳者だけで全てを賄うというの

は、正直難しいという認識に立って、今のところは最初の１回のお手続のところまでは行きますが、そ

れ以降は使いたい団体さんとかのジムとか、そういうところで手話通訳者を用意してほしいというのが

市役所の今のところの見解です。

以上です。

浦安手をつなぐ親の会：ということは、その施設とか、そういうのには役所のほうから、その旨をお願いして

いるのでしょうか。

結局スポーツジムとか、受けるほうで手話通訳を用意してほしいということが役所の願いということ

はないですが、現実的なものですよね。合理的配慮を考えるのだったらば、行き先に強制はできないで

すが、お願いするということはしているのでしょうか。

事務局：現状ではお願いはしていないと思います。実際ここに通いたいというお話があって、市のほうからも

言ってもらえますかというのがあれば、お話はさせていただくことになると思うのですが、一つずつは、

行かれる方がもしかしたら諦めて市役所には言わないのかもしれないのですけれども、どこどこに行っ

たときにこういった困り事があったということをなかなか直接聞く機会もないので、どういったところ

でどんな困りがあるかということは、まだ把握もできていなくて、申しわけないのですが、こちらのほ

うから連絡をしているということはない現状です。

浦安手をつなぐ親の会：浦安市聴覚障害者協会さん、今市役所の答えで、障がい者本人が声を出さないと、そ

こにつながっていかないと思うんですよね。ですから、ご自身だけではなく、会員の方皆さんに困って

いることをどんどん発信していかないと、合理的配慮につながっていかないと思うので、ぜひ声を上げ

ていただきたいなと思いますけれども。

浦安市聴覚障害者協会：わかりました。どうもありがとうございます。

事務局：声の上げる先というのは、もちろん市役所のほうに言っていただいて、市役所から言うというのもあ
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るのですが、多分声を上げていく先というのを多く広げていかないと、正直企業さんとか、市民の方と

かにも広がらないので、いろいろなところに声を上げていただけたらと思います。

リーダー：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いいたします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今、浦安市聴覚障害者協会さんから正直なお話がありまして、聴覚障

がい者の方がそういうトラブル、苦難を持っているということを初めて聞いたのですが、実は視覚障が

い者も同じような問題がありまして、デイサービスを受けろと。ところがデイサービスに行っても視覚

障がい者を相手にしてくれない。これは何年間も同じ問題を繰り返して、障がい事業課との話し合いで

も出るのですが、解決のしようがないというのが現状なんですね。だから、聴覚障がい者の会と視覚障

がい者の会がいろいろなことで共通点がありますので、お互いに応援しながらやっていきたいと思いま

す。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

私から確認というか、質問なのですが、障がい者福祉計画の 19 ページの主な事業の１番目にありま

す障がい者福祉推進事業の内容の部分で、こころのバリアフリーハンドブックを小中高校生を中心に配

付するとともに、となっているのですが、これは配付は既にされているのですか、これから行っていく。

事務局：小中高校生と書いてあるのですが、進めているのは市内の小学校で、ボランティアセンターさんが間

に入ってコーディネートしてくださっている福祉体験教室において、我々も短い時間ですが、出向いて

いってバリアフリーハンドブックの紹介をして、ぜひこれをみんな見てくださいねということで啓発を

しています。一応昨年度も市内全校、17校、配布はしております。

中学生、高校生となりますと、全校配布には至っておりません。ただ昨年度も東京学館浦安高校から

ご要望ありまして、430 部をお渡ししたこともありまして、その辺も仕組みとして、よりよい活用方法

は何だろうかという中で、活用法は考えていきたいと思っています。現状、小学校がメインになってい

ます。

リーダー：ありがとうございます。

いろいろなご意見出ましたが、それぞれの障がいについて理解を深めてもらうために、関係機関とか、

または子どもたちとかにもＰＲしていったほうがいいのではないかという部分と、あとは接点がないと

いうお話もありましたので、どのような方法があるかというのも、今後またこの部会で話し合っていけ

ればと思います。

時間の都合もありますので、次のテーマ、差別の解消と権利擁護の推進及び虐待の防止について、ご

意見、ご質問があれば伺いたいのですが、いかがでしょうか。

浦安市自閉症協会、お願いいたします

浦安市自閉症協会：差別のところだけ抜き出してというのは、ちょっと言えないと思うのですが、さっきから

頭の中でいろいろ考えがまとまらなくていたんですが、結局根っこは条例の認知度がどうのというのも、

障がいの種別に知識を深めるとか、そういうことじゃないと言ったら、この会議でそれを言っちゃった
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ら、元も子もなくなっちゃうかもしれないのですが、先ほども株式会社オリエンタルランドさんが言っ

ていました、小さいときから当たり前に一緒にいる人たちという、そういう感覚を持ってもらえるよう

な教育というのが必要だなというところにどうしても私は行きつくんですね。

言っちゃうと、個人的な考えも入っちゃうんですが、分離が何だかんだ言っても進んでいるという、

特に発達障がい系になると、障がいを理解してくださいということから、その子に合った特別な教育は

というふうになると、結局分離に進んでいくという、良いようで実はその裏に悪い部分もあるというか、

だから私は障がいを理解してくださいというのと、みんなの中にいるという両輪でやっていかないと危

ないなというのがずっと思っていたし、ずっと言っているのですが、「うちの障がいはこうだからこう

なんだ、わかってくれ」と、そればかりを言っていくと、正直周りの人たちは面倒くさくなっちゃうん

じゃないかなと思うんですよ。障がい者側というか、私は子どもがですが、どうしても言っているうち

にスペシャルな人を求めがちな発言になっていくと思うんですね。

でも、私は啓発の推進というところは本当に株式会社オリエンタルランドさんが言ってくださったよ

うに、広く、興味がある人も、ない人もそういう人がいる。そして、自分の隣に住んでいる可能性もあ

る。同じ学校に行っていないけど、でもすぐ隣の家にいたとか、いるんだということを知っていくとい

うか、もっと難しくなく、そういうところだと思うんですね。

だから、そこのところを頭に入れながら、いろいろな人に知ってもらうとか、障がいを知ってもらう

というふうにやっていかないと、本当に興味がある人たちだけのものになっていくという危険性がある

なと思っていて、差別とかというのも条例の認知度がどうのというよりも、もともとの根っこにいろい

ろな人たちがいる。例えば、障がいだけじゃなくて、今よく話題になる貧困とか、お父さんしかいない、

お母さんしかいないとか、いろいろな家庭の事情があると思うのですが、そういう子がいっぱいいるん

だということを知っていれば、この条例を知らなくても人に不快を与えるようなことをしないんじゃな

いかなと思えると、根っこは小さいときの教育と思っちゃうんですね。

だから、ここで本当に具体的じゃないと思うのですけど、こういう計画に乗せますとか、そういうこ

とがきっちり文書化できたりとかしなくても、せめてここの会議にいる人たちはそういう感覚的なとこ

ろを絶対忘れちゃいけなくて、実はそこが一番大事じゃないかなというのをいつも思っているのです。

私が伝えたいことは、いつも具体的に言えなくて、自分でももどかしいのですが、本当にいろいろな

人がいる。それは障がいがあるとか、健常者だということは関係ない。健常だと言われている人でもい

ろいろ事情があって、とてもつらい思いをしている人、余裕がない人は、障がいのある人のことを優し

くしてやろうなんて思えないと思うんですね。

だから、本当の意味で全ての人という感覚を持って、そこの中で私たちは障がいの人に対してという

ことを考えていくということをやらないと、いつまでたっても障がいの人のことなんか、私だって大変

なんだよという人は絶対いると思うし、そういう人を増やさせてはいけないというか、そういうふうに

思っています。

すみません、具体的じゃ全然ないんですが。
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リーダー：浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：うちは私自身が70歳を越えていますから、子どもは40歳過ぎております。

市川にいたのですが、地域で育てられたというふうに私は思っているんですね。今、支援学級という

ふうに言われていますが、市川もそのときはそんなたくさん設置されていませんでした。教育センター

に言わせると浦安は中学は全部設置されている。それから、小学校も 17校のうち 15校設置しています

という数だけは聞くんですね。だけど設置されているから、その設置されている支援学級の子たちをそ

この学校でどう見ているかということがすごく大事だと思うんですね。

結局設置はされて、そこに変な話、隔離ということないですけど、そこにいるだけという存在価値だ

けじゃなくて、学校全体でそこの学級の子たちを一緒に面倒を見るということがすごく大事ではないか

なと私は思うんですね。だから、本当に教育は地域全部で見るということで、うちなんかはずっと地域

に支えられて、すごく伸び伸びと生活してきましたが、そういうことは浦安は少ないかなと思っている

んですね。親が学歴が高いとか、そんなことでなくて、設置されている小学校、中学校は設置されてい

る設置学級の子たちを一緒に包み込んで生活すべきだと私は思うのですけど。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに皆様からご意見ございますか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、お願いいたします。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：身近に障がい者とか、福祉の対象の人がいて、子どものころから接することが重

要って、そのとおりだと思うのですが、プラスその障がいを持った人に対して、大人の側はどういうふ

うにかかわったかというのを子どもは見て、それを価値観として幼いころから持っていくものだと思っ

ています。

仕事として障がいを持った幼児と接することが多くて、そのお母さんたちと話をすることが多い中で、

保育園や幼稚園、幼児のうちから発達障がいを持った子どもたちはクラスの友達と省きにされる、仲良

くしてもらえなくなったみたいなのが結構発生していて、何でかというと、子ども同士は仲良く遊ぶの

だけれども、例えば発達障がいの子はちょっと手が出ちゃうとか、そういうことに対して、ママたちが

あの子と一緒にいるとまた痛い目に遭うから、一緒に遊ぶのやめなさいみたいな感じで、常に家で言っ

ていたり、あるいはママ同士があの子ってあれだよねという話をしていたら、子どもたちがそれを聞い

て、ああ、そうなんだ。あるいは保育園の先生がその子を叱ってばかりいるのを見て、子どもたちはあ

の子は叱られる子なんだな。じゃ、遊ばないみたいな、大人が障がいを持った子どもに対するかかわり

を適切じゃないかかわりをしているものを見ていて、子どもはその価値観を学んでいくというふうに僕

は思っています。

つまり浦安に住む私たち大人が障がい者だけではなくて、高齢者とか、近所に住む貧困世帯とか外国

籍の人に対して、どういうふうに接するか、普通に同じ人として、同じ地域の人として普通に話しかけ

ている様子もきっと子どもたちは見ているんじゃないかなと僕は思います。

以上です。
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リーダー：ありがとうございます。

皆様からほかにご意見はございますか。

浦安市自閉症協会、お願いいたします。

浦安市自閉症協会：障がいのある側が、そちら側がわかってくださいとか、こういう条例があるのですとかい

うだけではなくて、当事者側が改めて勉強し直すって変ですけど、そういう講演会とかって最近余りな

い気がして、そういうのも必要性をすごい感じています。

合理的配慮というのも、障がいのある人が心地よく生活できるために、ああやってください、こうや

ってくださいというだけではなくて、相手には相手の都合があるわけで、だからといって最初から言っ

ても無理だろうなとか、こんなこと言ったらどう思われるかしらと引っ込むのとはまた違って、そうい

うところから勉強していく必要があるなと。

そうなると、条例がどうのこうのと難しい問題の前に、人としてみたいな話になっちゃいますけれど

も、今聞いた小さい子のお母さんたちの話を聞いても、思い出してみれば、幼稚園のときとか、うちの

子も同じようなことがあったなと。自分の場合は、こちら側から「何かあったら言ってください」とか、

言っちゃったんですね。

だけど、そういうことするチャンスがないまま、はっきり言えば軽目の子ほど初めにこういう子なん

ですと言うのも不自然、言わないのも何かもやもやすると、すごい悩みがあったと思うんです。そうい

う人のお子さんは、陰で言うお母さんがいるというのがあったりして、そういうことが起こらないため

にも、障がいのある子の親側がつけられるだけの知識はつけたりとか、いろいろなことを知っておくほ

うがいいなと思っていて、いきなり何か問題があったときに、条例でこうなっているんだとか、こうい

う法律があるんだとやっちゃうと、またそれは障がいがある子側にまたはね返ってきて、やっぱり面倒

くさいとか、嫌われる理由になったりすると思うので、そういうふうになっちゃう前、条例とか、法律

とか使わなくて済むように、ちゃんと障がいのある側とか、障がいのある子の親側がいろいろな勉強と

か、勉強会とか、そういう機会を得て、知識をつけておく機会があるといいなと思っていて、発達障が

いについてとか、そういうことではなくて、本当にまさに合理的配慮とはどういうものか、例えば発達

障がい系の子は、警察のお世話になる、軽い子ほどお世話になる確率が高かったりもするのですけれど

も、でもそうならないためにというか、警察を敵にせずに、味方につけてもらうために、まずいろいろ

なことを学んでおくとか、そういう勉強会とかがあるといいなと思っています。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

事務局：浦安市自閉症協会のいわゆる親側が勉強したいというのは、昨年度もご意見いただいていたかなと思

うのですが、今後私たちもこの１年間、啓発の計画ですとかというのをこれから立てていく中で、本当

に今日いろいろご意見いただいたのは大変貴重で、参考にさせていただいた上で立てるのですが、集客

といいますか、人を集める、いざその会を開いて、来ていただくというところに、どんな工夫を要すれ

ばいいかなとか、どういうときにやったら来ていただけるのだろうとかというのは、私たちもとても悩
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んでいるところであって、企画はできるのだけれども、どうやって皆さんに、しかも浦安市自閉症協会

のおっしゃる勉強してもらいたいという、もっとつながっていただきたいお母さんたちに、どうやって

来てもらうのだろうとか、今日の話でいくと、興味のある人じゃない人をどう入れ込んでいくのだろう

みたいなところというのは、どんな工夫があるといいのだろうというのは、皆さんからも知恵をいただ

きたいと思います。

リーダー：千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ、お願いします。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：先ほどから出ている意見をまとめると、多分小さいうちとい

うならば、幼稚園の先生を企画委員に入れるとか、小学校１年生をターゲットに、１年生の１学期にや

るというターゲットにして、１年生の校長先生か何かを企画者の中に入ってもらって、障がいという名

前を出さずに、１年生で集団教育に入っていくお母さんのための教養講座みたいなふうにして、実は違

うことを語ってもらうという形にするのにはどうかなと、私たちの伝えたいことが語ってもらう先生を

お呼びするというのがよかろうかなと思って、ここで話していても、結局教員の人とか１年生のママは

来てくれないので、１年生のママのところに行くしか、もしくは１年生を見ている先生と一緒にやるし

かないかなと、それは本当にやるべきだし、毎年やるといいなと。

それから、200 人の大きいのを１個やるというよりは、50人のを４つやるとか、隣の小学校に１年生

だと多分自治体のこういうことを考えると、近所でやることが大事だと思うので、50 人の教室でいい

から幾つもやるとか、同じテーマでやればいいと思うので、市内の５地点、目的を１年生なり幼稚園の

お母さんというふうにして、それを見てくださっている先生たちというふうにすると、そうじゃない人

も行けるかもしれないと思いました。

事務局：ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、時間も近づいていますので、皆様から本日いただいた意見を参考にしながら、今後テーマ

を絞って、残り３回の部会にて協議を行っていきたいと思います。

それでは、次に議題４「その他」です。

委員の皆様からか、また事務局から何か連絡事項はございますか。

浦安手をつなぐ親の会、お願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：最近新聞によく出ていると思うのですが、旧優生保護法による避妊手術、あれはそれ

こそ１万6,000人ぐらいされたということが親の会の全国組織の久保会長から声明文が出ております。

ですから、知らなかったということもあると思うので、私もびっくりしたのですけれども、48 年か

ら 96 年の間、終戦後からその間に障がいを持つ子、10 歳ぐらいからそういう手術がされたということ

が現実としてあって、今訴訟問題にあると思うんですね。ですから、それこそ障がい者の人権問題でも

あるので、皆様ちょっと心にとめておいていただければなと思っています。

リーダー：ありがとうございます。

千葉県弁護士会京葉支部。
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千葉県弁護士会京葉支部：今の問題に関連して、訴訟が起こったりという話もありましたが、弁護士会でもそ

ういう相談を受ける機会を考えているところですので、もし万一お困りのことがあれば、そっと言って

もらえれば、つなげるようにしますので、覚えておいてもらえればと思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

ほかに皆様から連絡事項はございますか。

浦安市聴覚障害者協会、お願いします。

浦安市聴覚障害者協会：今度、手話言語条例が制定されるということで、その前に講演会が行われることにな

っています。５月 26日土曜日、時間が 12時半から４時半までの講演になります。場所は総合福祉セン

ターになります。詳細はチラシをお配りいたしましたので、ごらんください。手話通訳と要約筆記の用

意がございますので、ぜひご参加ください。講師は２名でして、２人とも聴覚障がいの人です。参加費

は無料なので、ぜひ皆さんお越しください。

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。

ほかに皆様から連絡事項はございますか。

それでは、事務局、お願いいたします。

事務局：本日、お疲れ様でした。

一つお知らせとしまして、ちょっと先の予定にはなりますが、啓発イベントとして、新浦安駅前広場

のイベント、検討したのですが、今年度も４回目、やりましょうということになりまして、11 月４日、

日曜日を予定しております。詳細は今後お知らせしていきますが、一応日程だけかぶらないように今年

度は調整はいたしました。

あと次回の日程、権利擁護部会、７月 20 日の金曜日、同じく１時半からこちら、同じ会場になりま

すので、よろしくお願いいたします。

以上になります。

リーダー：それでは、本日の議題は全て終了いたしました。

皆様、どうもお疲れさまでございました。

ありがとうございました。



平成 30 年５月 17 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階 S２・３会議室

浦安市自立支援協議会権利擁護部会（平成 30 年度第１回）次第

１．開会

２．議題

（１）平成 30 年度権利擁護部会の運営と議題

（２）平成 29 年度実績報告

・障がい者権利擁護センター

・障がい者成年後見制度支援事業

（３）障がい者福祉計画の実現に向けて

（４）その他

３．閉会
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平成 30 年度浦安市自立支援協議会と部会の運営及び議題について

１．自立支援協議会について

(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、障がいを持つ当事者からの意見を

聴取するため、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 主な議題

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

障がいを理由とする差別の解消に関す

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

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) 開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度（本人部会 年３回）

合同部会 年２回

(4) 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、市内に本拠を置く社会福祉法人に所属する委員

・合同部会

・介助者及び意見聴取のために参加する方

(5) 代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

各部会は、公募委員を除き、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。

(6) 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」のみ表記する。

(7) 事務局

浦安市 福祉部 障がい事業課
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２．会議の進行について

(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。

(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、障がい者福祉計画で示した重点的な取り組み推進のための意見を伺う。

また、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証を行う。

【浦安市障がい者福祉計画の概要】

・目的：「浦安市総合計画」の部門計画として策定（浦安市地域福祉計画のひとつ）。

総合計画との整合性を保ち、かつ、国・県の関連計画とも連携を図りつつ、

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する。

・構成：第１編「障がい者計画」（障害者基本法に基づく）

市が取り組むべき障がい者施策の方向性を示す。

第２編「障がい福祉計画」（障害者総合支援法に基づく）

障がい福祉サービスをはじめ地域生活に必要なサービスの見込み量と確保策を

定める。

・計画期間：平成 30 年度～32 年度の３カ年（平成 27 年度～32 年度の６カ年計画の後期）

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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３．障がい者福祉計画：施策の体系

施策の方向性 基本施策

（１）啓発の推進

（２）

（３）交流機会の拡充

（１）相談支援の充実

（２）在宅福祉サービスの充実

（３）日中活動の場の充実

（４）住まいの場の充実

（１）

（２）保健・医療・リハビリテーションの充実

（１）就学前療育・教育の充実

（２）就学後療育・教育の充実

（３）就学・進学相談の充実

（４）ライフステージを通じた支援の推進

（１）

（２）福祉的就労の促進

（１）歩行空間・建築物の整備

（２）移動・交通手段の整備

（３）

（１）余暇活動の促進

（２）自主的活動の促進

（１）権利擁護施策の推進

（２）虐待の早期発見・防止

（３）

担い手となる市民との協働による支援

活動の促進

障がいの原因となる疾病等の予防・

障がいの早期発見

障がい者雇用の推進と就労支援体制

の充実

安心・安全に暮らせるまちづくり

の推進

差別の解消と合理的配慮の提供

の推進

重点

重点

重点

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

７．自立と社会参加の促進

８．差別の解消、権利擁護の推進及び

虐待の防止

重点

重点

重点
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４．障がい者福祉計画：重点的な取り組み

重点的な取り組み① 理解と交流の促進

障がいと障がいのある人への市民の理解を深める取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の

方法を検討し、積極的に展開していきます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・啓発の推進

（広報紙などによる理解の促進、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）

・担い手となる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推進、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）

⇒ 権利擁護部会

重点的な取り組み② 福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、また、自ら意思を決定する

ことが困難な障がいのある人に対しては、意思決定の支援に配慮しつつ、日常生活などに関して自らの

意思が反映された生活を送ることができるように、サービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりの

ニーズに対応したサービスの提供に努めます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・相談支援（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作成の質の向上）

・在宅福祉サービスの充実（支援の人材の確保、利用者の負担軽減、福祉サービス情報の周知と利用の

促進、生活安定のための制度の充実、在宅生活を支えるサービスの充実）

・日中活動の場の充実（既存の日中活動の場の充実、日中活動の場の整備）

・住まいの場の充実（グループホームの機能を有する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、入所施設の支援）

⇒ 相談支援部会・地域生活支援部会

重点的な取り組み③ 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（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、乳幼児期から各ライフス

テージに対応した支援を推進します（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・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）

⇒ こども部会
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重点的な取り組み④ 雇用就労支援の推進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労すること、社会的・経済的に自立できることをめざし、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（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実

（市及び関連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）

⇒ 地域生活支援部会

重点的な取り組み⑤ 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。また、支援する人、支

援を受ける人双方の防災意識の向上に取り組みます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・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、福祉避難所の機能の強化及び人材の確保、

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）

⇒ こども部会での課題整理 → 自立支援協議会

重点的な取り組み⑥ 差別の解消と合理的配慮の提供の推進

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（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・差別の解消と合理的配慮の提供の推進

（差別解消のための体制整備、行政サービスにおける配慮の推進、合理的配慮の提供の推進）

⇒ 権利擁護部会 ほか
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５．30 年度の主な議題案

（１）自立支援協議会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・障がい者福祉計画の進捗管理

・各部会からの意見集約

・地域生活支援拠点の機能 ほか

（２）権利擁護部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30 年度権利擁護部会について（第１回会議）

・権利擁護センター：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

・成年後見制度：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

◆議題に対する意見等（＊平成 29 年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・グループワークで事例検討を進めたい。

・障がい者福祉計画で重点項目となっている啓発の推進を意識して、議論を深めたい。

・ヘルパー不足など現場は厳しい状況なので、本質的な議論をしたい。

・条例わかりやすい版は必ずしも冊子でなくてもよい。手法にとらわれない方がよい。

・マクロな議論もミクロな議論も両方必要。

・対象により啓発のアプローチの仕方は異なる。その点を考慮した議論もできればよい。

（３）こども部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度こども部会について（第１回会議）

・青少年サポート事業：平成 29 年度実績報告と 30 年度事業計画（第１回会議） ほか

◆議題に対する意見等（＊平成 29 年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・災害時に子どものことが分かる情報共有ツールは、サポートファイルだと思うが、サイ

ズが大きく持ち出しづらいので、オンライン化などを検討してもらいたい。

・災害時の備えの問題は、子どもに特化した課題ではなく、障がい者全体のことなので、

自立支援協議会の方で話し合ってほしい。東日本大震災の経験を生かして、

・自助・共助・公助を、明確し、具体的に課題を整理する必要があると思う。

・子どもに関わる機関の障がいについての理解とか差別の解消の推進について

・高校から就労支援事業所とも関わるので、就労支援についても協議したり、他部会と連

携したい。
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（４）相談支援部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度相談支援部会について（第１回会議）

・基幹相談支援センター：平成 30年度事業計画（第１回会議） ほか

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・地域生活支援拠点の機能やあり方については、相談支援と密接に関わるので、併せて話

し合いが必要だと思う。

・地域課題をはっきりさせるためにも、事例検討をして現場の実態を教えてほしい。

・施設の防災対策などを進めてほしい。

・サポートファイルの活用を進めてほしい。

・子どもの検診で発達に不安を持った保護者などが、安心して相談ができる体制の仕組み

づくりと、周知方法について議題としてほしい。

・介護保険とうまく連携し、一人の相談支援専門員が受け持つ計画相談の件数の目安を決

められるとよい

・精神障がいの人が退院した後の支援体制を充実してほしい。

（５）地域生活支援部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度地域生活支援部会について（第１回会議）

・就労支援センター：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

・福祉事業体：平成 29年度活動報告（第１回会議）

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

（グループワークにおいて、住まいの場に係る課題の原因を分析した）

・グループホーム利用者が体験して選べる環境が必要

・外部ヘルパー型のグループホームを作る必要がある。

・現在の市の補助は恒常的なものではないのでグループホームの運営上不安がある。

（６）本人部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

※本人部会は、協議会の方針を決めて、議題提供する。

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・講師による障害福祉に関する講義を受ける。

・権利擁護センターに入ってきた事例について、当事者目線での解決案を考える。

・ほかの障害がある人を知るため、障がい福祉の現場を見学する。

（７）合同部会

◆目的と主な議題

・目的：部会間の情報交換を行い、連携を図る。

・主な議題：各部会の活動報告、基幹相談支援センターの実績報告

◆平成 30 年度の議題案

※平成 30年度の合同部会は、共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて、

更なる議論の場として位置付けて直し、必要に応じて実施したい。
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◆参考：合同部会の実績

年度 年月日 内容

29

第１回

(H29.9.28)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会 「成年後見制度の基礎知識」

講師：佐久間 水月氏（弁護士）

第２回

(H30.2.8)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会 「自立支援協議会における地域資源の活性化」

講師： 野澤 和弘 氏（毎日新聞論説委員）

28

第１回

(H28.9.29)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会「青少年サポート事業の概要と

発達障がい者等の支援について」

講師：中島展 氏（（一社）こども未来共生会 理事長）

第２回

(H29.2.16)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会「障がい者施策の現状について」

講師：髙木 憲司氏（和洋女子大学准教授）

27

第１回

(H27.7.16)

自立支援協議会及び部会の活動

平成 26 年度基幹相談支援センターの実績

平成 27 年度基幹相談支援センターの事業計画

第２回

(H28.1.21)

自立支援協議会及び部会の活動

基幹相談支援センター上半期実績報告

26

第１回

(H26.7.30)

協議会及び部会活動報告

基幹相談支援センター実績報告・事業計画

第２回

(H26.12.25)

自立支援協議会及び各部会等活動報告

基幹相談支援センター上半期実績報告

25

第１回

(H25.7.26)

平成 25 年度浦安市自立支援協議会及び各部会の活動報告

平成 24 年度浦安市障がい者総合相談支援事業実績報告

基幹相談支援センターの事業計画について

第２回

(H25.12.26)

協議会及び部会活動報告

基幹相談支援センター実績報告

（８）その他

市の事業報告については、自立支援協議会及び各部会において、適宜行っていく。



浦安市に求められる
地域生活支援拠点とは
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地域生活支援拠点とは・・・

浦安市内の障害者、障害児、その家族が
安心して、地域での生活を継続できるように
支えるための仕組み

重度化

高齢化

親なき後

専門性あ
る人材

緊急時対応

支える
仕組み

重度者が引っ越したり、他市の事業所を使わざるを得ない現状を打破！！
1



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】

平成29年7月7日

趣旨
Ｈ32年度までの間、地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機

能等、市町村・都道府県の責務と役割を周知・徹底する。

目的
障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、重度障害にも対

応できる専門性を有し、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図る。

（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

⇒地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生
活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備

⇒障害者等の地域での生活を支援する。



必要な機能等
拠点等の機能強化を図るため、５つの機能を集約し、ＧＨや障害者支援施設等に

付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を
担う体制の「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行う。（例：「多機能拠
点整備型」＋「面的整備型」）

①相談 ②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場 ④専門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づくり

※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足の程度については、
市町村が判断する。

そもそも、何故「地域生活支援拠点」が必要なのか？

24時間365日、安心できる場所で暮らしたい → 施設入所

・重度障害のある人
・行動障害のある人
・突発的な対応が必要な方

選択肢は、施設入所しかないのか？
地域で暮らし続けるためには何が必要なのか？
→・・・5つの機能が必要

2



障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

多機能拠点型と面的整備型（イメージ）

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター



（1）具体的な内容
①相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに

地域定着支援を活用して、コーディネーターを配置し、
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に
必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

コーディネーター
（地域定着支援を活用）

事前に把握・登録

緊急の事態に対応（相談）

緊急時の支援が見込めない
障害当事者

ヘルパー事業所からの派遣や緊急短期入所等

常時の連絡体制

最重要
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②緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、

介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや
医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

③体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、

共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や
一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

④専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害
者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応が
できる人材の養成を行う機能

人は「想像でき
ないこと」は
自らしない！

強度行動障害支
援者養成研修

喀痰吸引等研修



⑤地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等

を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサー
ビス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携
の強化、緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機能を有機
的に組み合わせる。

※ ５つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加すること
も可能。
（例：「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、

「障害者等の生活の維持を図る機能」等）

地域包括ケアシステムの推進
（高齢分野・児童分野・防災分野等との連携）

本人

医療

住まい
人間関係

働く・日中活動

連携体制構築会議

余暇活動

社会資源を
つなげる

社会資源がな
ければつくる

インフォーマ
ルな社会資源
こそ重要
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（２）運営上の留意点

①拠点等において支援を担う者（支援者）の協力体制の確保・連携

支援者が拠点等における必要な機能を適切に実施するために、支援者全員が、
地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、協力及び連携して業務
を実施しなければならない。

②拠点等における課題等の活用について

拠点等においては、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を捉え、
地域づくりのために活用することが重要である。

そのため、例えば、支援者レベルの検討会を開催し、蓄積された事例を集約
し、市町村が設置する協議会の部会等の場に報告することが必要である。

地域生活支援拠点

⾃⽴⽀援協議会

支援者検討会
（事例の集約）

事例の分析
課題の抽出

地域課題の共有

報告



③拠点等に必要な機能の実施状況の把握
市町村は、拠点等に必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又は

必要な時に、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用して、拠点等の
運営に必要な機能の実施状況を把握しなければならない。

具体的には、例えば以下の（ア）から（サ）に掲げる内容を踏まえながら、拠点
等に係る短期・中期・長期の運営方針を定めていくこととし、その実施状況を把握
する。（以下に掲げる内容は例示である。）

（運営全般に関するもの）
（ア）拠点等の組織・運営体制・担当する区域（※）におけるニーズの把握を行っているか

・拠点等の整備方針の基本理念の検討、関係者間の共有化が図られているか
（イ）地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針

・重度、高齢化、独居世帯等の障害者等の生活状況の確認を行っているか
（ウ）障害福祉サービス等事業所・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域

社会との連携及び専門職との連携）構築の方針
・障害者等や地域住民を含め地域の関係者を集めて、協議会で把握した地域の課題を共有するための勉強
会やワークショップ等を開催しているか

（エ）個人情報の保護
・支援者間において、市町村が定める個人情報保護の規定を踏まえた対応が図られているか

（オ）利用者満足の向上
・相談や苦情に適切に対応できる体制となっているか

（カ）公正、公平性・中立性の確保
・公正、公平性・中立性の観点から、適切に障害者等の受け入れを行っているか

※ 拠点等の整備に係る区域（担当区域）については、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門
職の人材確保の状況、地域における日常生活圏域等との整合性に配慮し、効果的・効率的に業務が
行えるよう、市町村の判断により担当区域を設定する 5



（個別機能に関するもの）
（キ）相談

・障害者等やその家族の相談には各制度とも十分に連携しながらワンストップで対応しているか
（ク）緊急時の受け入れ・対応

・「緊急時」の定義付けを行い、緊急時の対応（定義外の対応を含む。）について、具体的な方法を
定めているか

（ケ）体験の機会・場
・空き家・公民館等を最大限活用しているか

（コ）専門的人材の確保・養成
・障害者等の重度化・高齢化に対応できる人材を確保・養成するため、専門的な研修等の機会を確保
しているか

（サ）地域の体制づくり
・地域の多様な社会資源の開発や最大限の活用を視野に入れた必要な体制を構築しているか

④各制度との連携
拠点等は、障害者等の地域での生活を支援することを目的としているため、

地域における障害福祉以外のサービス等との連携体制の構築が重要であるため、
各制度とも十分に連携しながら、拠点等の運営に当たる必要がある。

地域生活支援拠点 障害福祉サービス

連 携

介護保険サービス

児童福祉サービス 学校 医療機関

発達障害者支援センター 労働関係機関

課題の共有



（１）整備に向けた取組
・拠点等は、「基本的な指針」において、平成29年度末までに市町村等に少な
くとも一つ整備することとしているが、必ずしも整備に向けた取組が進んでいな
い状況である。（H28.9月時点で22自治体）
・このため、第五期障害福祉計画においても引き続き同様の整備目標を掲げるが、
第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備を行わなかった市町村等においては、
既に整備が進んでいる地域の事例等も参考としながら、地域におけるニーズの
把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備を進める必要がある。
・なお、拠点等の整備がなされたか否かについては、市町村における必要な機
能等を踏まえ、その実効性が担保されたかどうか等により総合的に判断された
い。
・その際、拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要である。例えば、協
議会等の合意をもって、拠点等の整備がなされたと判断することも考えられる。
そのため、「多機能拠点整備型」、「面的整備型」等の整備においては、市町村
が、例えば、協議会等の必要な場を主体的に設ける必要がある。
・また、「面的整備型」を行うに当たって、短期入所事業所を整備することと
なった場合等について、社会福祉施設等施設整備費の優先的な整備対象として
ふさわしいものと考えられる。
・さらに、地域生活支援事業等の「地域移行のための安心生活支援」の事業も
活用いただきたい。

市町村・都道府県の責務と役割
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（２）必要な機能の確保・発揮に向けた体制整備に向けての留意点
市町村は、「地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について」（平成

28年８月26日事務連絡）において示している点に留意し行うこと。（P15～19）

（３）拠点等の必要な機能の充実・強化
市町村は、拠点等において必要な機能を充実・強化することができるよう、そ

の関与に努めるものとする。

市町村の定期的な評価
・まずは拠点等の支援者自らがその取組を振り返るとともに、整備主体たる市町
村が拠点等の運営や活動に対する評価を定期的に行うことが重要である。
→具体的には、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用し、利用者、
家族等の関係者からの意見等も踏まえ、市町村が定めた運営方針を踏まえた効果
的、効率的な運営がなされているか等について、評価を適切に行い、公正、公平
性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図るとともに、不十分な点については
改善に向けた取組を行っていくことで中長期的な観点からも一定の運営水準を確
保していくことが期待できる。

地域生活支援拠点
⾃⽴⽀援協議会

利⽤者、家族等の
関係者からの意⾒
も踏まえ、効果的、
効率的な運営が
なされているか等に
ついて評価

チェック



拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）
・拠点等は、地域で生活する障害者等やその家族の身近な相談機関として、そ
の業務内容や運営状況等を幅広く周知することにより、拠点等の円滑な利用や
その取組に対する障害者等及び地域住民の理解が促進されることから、市町村
は拠点等の取組内容や運営状況に関する情報を公表するよう努めることとする。
その際、特に「面的整備型」の場合については、必要な機能等を包括的に明示
するなど、わかりやすく伝わるように工夫いただきたい。
→具体的には、名称及び所在地、法人名、営業日及び営業時間、担当区域、支
援員体制、事業の内容、活動実績及び市町村が必要と認める事項（拠点等の特
色等）の公表を行うこととするが、この取組を通じて、拠点等が自らの取組と
他の地域の拠点等の取組とを比較することも可能となり、自らの拠点等の運営
の改善にもつながることが期待できる。

○○市○○地区拠点事業
所在地
法人名
営業日
営業時間
担当区域
支援員体制
事業の内容
・・・
活動実績
・・・

△△市△△地区拠点事業
所在地
法人名
営業日
営業時間
担当区域
支援員体制
事業の内容
・・・
活動実績
・・・

◎
△
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（４）都道府県の役割

・都道府県は、管内の市町村を包括する広域的な見地から、市町村から拠点等
の整備に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画と
の調整を図る。また、市町村等における拠点等の整備を進めるに当たって必要
な支援（※）を行うとともに、第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備が
見込まれない市町村に対して、整備に向けた検討を早期に行うよう促す必要が
ある。

・なお、平成29年度から市町村協議会の活動状況について、都道府県が適切に
把握する体制を構築するため、地域生活支援事業等において、「障害者の地域
生活の推進に向けた体制強化支援事業」を創設しているが、当該事業について
は、都道府県協議会において管内市町村協議会の具体的な活動内容等について
の報告を行う場を設けるとともに、協議会活性化の参考となる事例等の収集や
市町村間での情報交換等を行うことを推進することを目的としているため、必
要に応じて適宜活用されたい。

※ 必要な支援については、例えば、都
道府県において拠点等の整備、運営に
関する研修会等を開催し、管内市町村
における好事例（優良事例）の紹介、
また、現状や課題等を把握し、共有す
るなど後方的かつ継続的な支援を図る
などの対応が考えられる。

○○県セミナー

好事例



１ 協議会等の活用

○ 協議会等を十分に活用し、どのような支援の拠点等を整備するかの整備方針を検討することが重要です。

【ポイント】

（１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。

（２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。

（３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。

【必要な視点】

○ 地域生活支援拠点等が担う必要な機能（①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ・対応、④専門的人材

の確保・養成、⑤地域の体制づくり）の５つの必要な機能をどのように組み合わせ、どの機能を充実・強化するか、

付加する機能の検討も踏まえ、地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき拠点等の整備方針を掲げる

ことが必要です。

地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について

○ 平成２７年度地域生活支援拠点等整備推進モデル事業（９自治体において実施）の成果を踏まえ、

地域生活支援拠点等を整備する上で必要不可欠な観点、留意すべき点等をまとめましたので、参考

としていただき、地域の実情に応じた積極的な体制整備をお願いします。（※ 地域の実情により必

ずしも全ての事項を網羅する必要はありません。）

○ 各自治体における取組の具体例を別紙にお示ししますので、併せて参照ください。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡（平成２８年８月２６日）
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２ 関係者への研修・説明会の開催

○ 整備方針を踏まえ、拠点等を運営する上での課題を共有することが重要です。

【ポイント】

（１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。

（２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。

【必要な視点】

○ 障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、拠点等の理解促進・普及啓発を進めるとともに、拠点等に関与す

る全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化することが必要です。

３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証

○ 拠点等の整備方針、機能が地域の実情に適しているか、課題に対応できるか、十分に検討・検証することが重要です。

【ポイント】

（１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる

体制かどうか検証する。

（２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策

を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等、随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図

る。

【必要な視点】

○ 地域の社会資源等を十分に活用し、緊急時の対応を含めた安定的な連絡体制の確保を図るため、中長期的に相談機能をはじめとし

た必要な機能の見直し、強化を図っていくことが求められます。



１ 協議会等の活用

（１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。

• 自立支援協議会内にケアマネ連絡会（相談支援専門員等で組織）を設置し、相談支援業務から得られるニーズや社会資源の整理等を行っている。
［上越市］

• モデル事業を実施するにあたり、準備委員会を設置し、自立支援協議会委員も参加いただきながら、障害者（家族）の実態とニーズに関するアンケート
調査を 通じ、課題の抽出と検討を行った。［宇部市］

• 自立支援協議会で地域の課題を抽出し、拠点等に必要な機能を検討した。その結果、緊急時対応の機能がシステム化されていないことから、優先的
に整備することとした。［栃木市］

• 協議会に、現行の委託相談支援事業所や障害福祉サービス事業所の職員から構成される作業部会を設け、直接的に支援している職員間で、地域の
障害者の地域生活に必要な支援の具体的な検討を行った。［大分市］

（２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。

• 親の会等の障害者団体（８団体）へのヒアリング、緊急短期入所委託先へ事業説明を行い、意見交換を行った。［京都市］

• ５か所の市が委託する相談支援事業所に「地域生活準備サポート要員」を配置し、障害者が地域で日常生活を送るうえでどのような困難なことがあり、
どのような支援がなされれば解決するのかを実際に相談などの活動（支援）をしつつ聞き取り調査を行った。ときには福祉関係者や施設やその他の機
関などを訪問したり、家族から聴取したり、本人に同行するなどして調査した。また、1件ごとに「電話」「メール」「訪問」など、どのような手段で活動（支
援）を行ったか、その活動（支援）にどれくらいの時間を要したのか調査し、記録し、集計してニーズの多寡や傾向などについて検証した。［八王子市］

• 緊急時の現状を把握するため、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）に対して実態調査を実施した。また、体験短期入所事
業の中で意見交換を行うことでニーズを確認した。［栃木市］

• 地域生活支援拠点等について求められる機能について、具体的な内容について検討するにあたって、関係団体にヒアリング、アンケートを行った。相
談支援事業所から業務を通じて困難に感じていること等の聞き取りを行った。[佐野市]

（３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。

• 緊急時の受け入れ・対応を整備するにあたり、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）で話し合う機会を設け、事業所間の意
識の統一を図った。また、緊急時には連携が図れるように違う事業同士でも意見交換を行った。［栃木市］

• 今後のスケジュールとして、平成28年７月から、関係の社会福祉法人や医療法人などの代表者会議を開催し、地域生活支援拠点整備について事業所
間などで合意形成を図っていく。［上越市］

• 複数法人による地域連携型で、法人の垣根を越えて、公立・中立性を保持したコールセンターを創設するため、市が管轄する施設を活用する。［大分
市］

• 自立支援協議会の地域移行・継続支援部会は、５か所の市委託相談支援事業所職員をはじめ、障害福祉サービス事業所等職員、入所支援施設職員、
難病患者支援団体等関係者、精神障害者を支援する機関の職員、精神科病院ソーシャルワーカー、障害当事者、一般公募市民、市職員など様々な
機関・関係者が集まり意見の交換を行う場でもあり、今回部会の下にＰＴとして位置づけた準備委員会にも兼務で出席する委員も多く、地域生活支援
拠点整備（準備）のため集まる頻度も高く、現場で得た課題や問題点について検証・検討するなかで、５拠点事業所の職員だけでなく、他事業所、機関
等、職種等を問わず信頼関係が構築できた。［八王子市］

別紙各自治体における取組の具体例
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２ 関係者への研修・説明会の開催

（１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。

• 地域生活支援拠点等の面的体制整備の中核となる障がい者総合サポートセンターにおいて、「大田区障がい福祉従事者人材育成基本方針」を策

定し、方針に基づいた研修等を実施することで、地域における課題を共有した。[大田区]

• 障害者支援学習会を行い、本事業の周知をした。障害者支援学習会は、地域への説明を兼ね公開講座とした。学習会開催を広く周知するため、市

広報に掲 載したほか、障害福祉関係以外の方や障害当事者の方の参加を促すため、民生委員や高齢者支援機関等、市内の各事業所、特別支援

学校などにポスター・チラシを配布し、広く周知することに努めた。学習会の中で、知的、精神障害者の当事者から、日常生活で困っていることやどの

ような支援があれば良いと感じているか等について直接、参加者に向けて話をしてもらったことも障害者が地域で生活するうえでの課題の共有に役

立ったものと考える。［八王子市］

• 障害者関係団体を通じ、障害当事者やご家族が日常的に抱える課題と、それらを解決・改善するための方策についてご意見をいただくとともに、障害

福祉サービス事業所に対しても、事業所における課題についてご意見をいただきました。［宇部市］

• 専門家を招聘することも検討したが、検討した内容を知ってもらいたい・伝えたいとの思いから講演会・シンポジウムを企画、開催。自分たちで、企画

することで、機能のありかたについて、より具体的に表現することができた。関係者が一緒になって作り上げることで連携を深めることができた。[佐野

市]

（２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。

• 専門的人材の確保・養成のための対策として、発達障がいの早期発見・早期療育に併せて、各関係機関が連携して発達段階に応じたサポート体制

を作り上げていくため、発達障がい者における専門家の育成を目指した研修を実施した。［野田市］

• 地域生活支援拠点を整備する上で地域の社会資源である医療機関との連携は重要であると考えるが、どのように連携を図っていくかが今後の課題

でもある。また、研修会については、強度行動障害や喀痰吸引など専門的な研修等を積極的に実施していく。［上越市］

• 協議会等を通じて、委託相談支援事業所からの情報提供等により、夜間帯の精神障害者への支援の難しさを認識することとなった。［大分市］

• 緊急時の受け入れ・対応には、緊急事態が起こらないために様々な想定しておくことや社会資源の利用の検討等の事前の備えが必要である。それ

には相談支援専門員が特に大きな役割をもつと考えらえるため、相談支援担当者会議にて繰り返し緊急時対応の支援について検討を行った。［栃木

市］



３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証

（１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる

体制かどうか検証する。

・ 区のすでにある資源を適切に把握し、有機的な連携が図れるよう、スーパーバイザー、協議会等を活用し検証した。［大田区］

・ 既存の障害者地域生活支援センターに機能付加したことから，「面的整備型」を採用した。［京都市］

・ 本市においては多くの事業所が開設されていることに加え、それらをつなぐネットワークづくりもすでに取り組んでいることから、既存

の機関の機能を生かしつつ、そこから漏れるニーズに特化した拠点（地域生活支援拠点）を設置し、その拠点を含め分担して機能を担

う体制（面的整備）を形成する折衷モデルとして、拠点 整備を強化していきます。［宇部市］

・ 地域定着支援等を活用しながら、各地域の社会資源等を活用し、面的整備として関係障害福祉事業所間で連携を図っていく。また、

地域定着支援の充実（即対応できる支援体制）や地域定着支援をグループホーム利用者にも活用できる仕組みづくりなどの検討も必

要であると考える。［上越市］

（２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策

を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図る。

・ 平成２７年度は主に「相談」と「緊急時の受入」のコーディネートを担うものとして事業を実施した。［京都市］

・ 年度ごとに進捗状況を把握し、平成29年度末において、必要な機能が充たされるよう取り組んでいく。［大田区］

・ 既存の地域資源を十分に活用して、中・長期的な視点に立って、無理なく持続可能な地域生活支援体制を構築するため、必要な機能

については、運営開始後において、障害者のニーズを的確に把握しながら段階的に整備していくことも視野に入れながら人員体制等の

具体的な検討を行っている。［大分市］

・ 地域生活支援拠点等の機能について、また、相談事例について、自立支援協議会等で検討を行い、関係機関の役割の理解と適切に

連携できる体制をつくり連携を強化することを今後の取り組みの中に盛り込んだ。[佐野市]
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（大分市モデル事業より）



（
大
分
市
モ
デ
ル
事
業
よ
り
）
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協議会の
活用

基幹相談の
活用

地域定着支援の
活用

既存の
公的社会資源

の活用

既存の事業所の
ネットワーク化

市の熱意

浦安市の地域生活支援拠点整備に向けて
（多機能拠点＋面的整備の混合型？）

関係者
の熱意

地域生活支援
拠点の実現へ

関係機関の協力

地域主権が試されている・・・

多機能拠点の
法人の熱意



みんなで共に考え、共通の目標をもって、
共に作っていきましょう！

まずは、
事例集約と
地域課題
（ニーズ）の共
有化！
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議題２資料

障がい者権利擁護センター・障がい者成年後見制度支援事業

平成２９年度実績報告

１．障がい者権利擁護センター

（１）養護者による虐待

①虐待の有無の判断（事実確認調査を行った事例に対する）

通報・届

出件数

虐待の有無の判断

認定率

有
無（事実確認

中等含む）
判断できず

平成 24 年度 5 2 2 1 40%

平成 25 年度 15 6 9 0 40%

平成 26 年度 8 7 1 0 87.5%

平成 27 年度 16 10 3 3 62.5%

平成 28 年度 27 14 7 6 51.9%

平成 29 年度 33 21 10 2 63.6％

千葉県全体 220 92
128

（事実確認調査に至らなかった件数も含む）
41.8%

全国 3,848 1,538 1,477 833 40.0%

（注）全国の構成割合は、相談・通報件数 4,606 件（前年度以前からの繰り越し分含む）のうち、事実確

認調査を行った事例 3,848 件に対するもの

③虐待の種別（重複あり）

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待 放棄・放置 経済的虐待 合計

浦安市 12 0 5 7 1 25

千葉県全体 58 1 35 12 17 123

全国 964 65 487 244 370 2,130

（注）千葉県の構成割合は虐待判断事例 92 件に対するもの

（注）全国の構成割合は虐待判断事例 1,538 件に対するもの



2

（２）施設従事者による虐待

通報届出件数
認定件数 認定率

通報 届出

平成 24 年度 0 0 0 -

平成 25 年度 0 0 0 -

平成 26 年度 1 0 1 100.0%

平成 27 年度 3 1 0 0%

平成 28 年度 6 1 1 14.2%

平成 29 年度 9 3 1 8.3％

千葉県全体 132 30 22.7％

全国 2,115 421 5.02％

（３）使用者による虐待（市町村に通報届出があったものに限る）

通報届出件数

通報 届出

平成 24 年度 0 0

平成 25 年度 0 0

平成 26 年度 0 0

平成 27 年度 1 0

平成 28 年度 2 0

平成 29 年度 0 2

（参考資料）

・平成 28 年度「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づく対応状況等に

関する調査結果報告書／厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活支援推進室

・障害者虐待の通報・届出の受付状況等（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）／千葉県 健康福

祉部 障害福祉事業課
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（４）障がいを理由とする差別

①相談者

障がい

者本人

障がい

者の家

族

障がい者

の関係者

相手方

（個人）

相手方

（法人・

団体）

その他 合計

平成 28 年度 17 5 8 0 10 5 45

平成 29 年度 6 2 4 0 4 2 18

②相談分野と障がい種別との関係（重複障がいはそれぞれカウント）

視

覚

聴

覚

言

語

等

肢

体

不

自

由

内

部

障

が

い

知

的

障

が

い

精

神

障

が

い

発

達

障

が

い

高

次

脳

そ
の
他
（
難
病

等
）

不

明

合計

福祉サービス 1 1 2 4

医療 1 1

商品・サービス 1 3 4

雇用 1 1 2

教育 2 1 3

建物・公共交通機関 1 1

不動産 0

情報の提供等 1 1

その他 1 1 1 1 4

合計 3 6 0 4 0 5 1 1 0 0 0 20



4

③差別をされた側・千葉県（広域専門指導員）・その他からの相談への対応状況

相談主

体

機関

種別
相談種別

相談

件数

対応

中

終結

調整活

動

状況聴

取のみ

情報提

供・助

言

関係機

関への

引き継

ぎ

その他

差別をさ

れた側・

千葉県

（広域専

門指導

員）・その

他

公的

機関

合理的配慮

の不提供
5 0 3 1 0 1 0

不当な差別

的取扱い
0 0 0 0 0 0 0

民間

企業

等

合理的配慮

の不提供
6 0 3 0 1 2 0

不当な差別

的取扱い
2 0 1 0 1 0 0

その他 1 0 0 0 0 1 0

計 14 0 7 1 2 4 0

④相手方からの相談への対応状況

相談主体 機関種別 相談件数

対応方法

状況聴取の

み

情報提供・

助言

関係機関へ

の引き継ぎ
その他

相手方

公的機関 4 0 3 0 1

民間企業等 0 0 0 0 0

計 4 0 3 0 1
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２．障がい者成年後見制度支援事業

（１）委託による法人後見受任件数（実件数） 委託先：浦安市社会福祉協議会

障がい種別

年度
身体障がい 知的障がい 精神障がい 合計

平成 24 年度 0 0 0 0

平成 25 年度 0 0 2 2

平成 26 年度 0 1 2 ３

平成 27 年度 0 2 3 5

平成 28 年度 ０ ２ ２ ４

平成 29 年度 0 ２ 3 5

（２）申し立て費用・成年後見人に対する報酬の助成

内容

年度
審判申し立て費用の助成

成年後見人に対する

報酬の助成

平成 24 年度 0 １

平成 25 年度 0 １

平成 26 年度 0 1

平成 27 年度 2 2

平成 28 年度 ０ ７

平成 29 年度 3 11

※これらの実績は速報値となりますので、今後変更する可能性もあります。



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会権利擁護部会

1

●浦安市の障がい者手帳所持者の推移

人口 前年比
身体障害者

手帳
前年比

人口割

合
療育手帳 前年比

人口割

合

精神障害

者保健福

祉手帳

前年比(%)
人口割

合

平成 24 年 162,679 2,685 1.65% 598 0.37% 474 0.29%

平成 25 年 162,155 99.68% 2,774 103.31% 1.71% 626 104.68% 0.39% 527 111.18% 0.32%

平成 26 年 162,952 100.49% 2,837 102.27% 1.74% 660 105.43% 0.41% 617 117.08% 0.38%

平成 27 年 163,719 100.47% 2,869 101.13% 1.75% 680 103.03% 0.42% 695 112.64% 0.42%

平成 28 年 165,411 101.03% 2,918 101.71% 1.76% 716 105.29% 0.43% 780 112.23% 0.47%

平成 29 年 167,463 101.24% 2,955 101.27% 1.76% 733 102.37% 0.44% 850 108.97% 0.51%

平成 30 年 168,852 100.83% 3,013 101.96% 1.78% 763 104.09% 0.45% 934 109.88% 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会権利擁護部会

2

●年齢別障がい者の状況

【30 年度】

住基人口
身体障害

者手帳
人口割合 療育手帳 人口割合

精神障害者

保健福祉手

帳

人口割合

0～9歳 14,533 52 0.36% 106 0.73% 8 0.06%

10～19 歳 18,156 60 0.33% 231 1.27% 42 0.23%

20～29 歳 24,868 87 0.35% 192 0.77% 109 0.44%

30～39 歳 23,344 133 0.57% 96 0.41% 194 0.83%

40～49 歳 29,975 241 0.80% 72 0.24% 247 0.82%

50～59 歳 22,136 330 1.49% 40 0.18% 181 0.82%

60～69 歳 16,522 519 3.14% 15 0.09% 91 0.55%

70～79 歳 13,081 828 6.33% 11 0.08% 47 0.36%

80 歳～ 6,237 763 12.23% 0 0.00% 15 0.24%

合計 168,852 3013 1.78% 763 0.45% 934 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会権利擁護部会

3

●年齢別障がい者の状況 平成 28 年～30 年
●平成 28年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 29,201 107 0.37% 269 0.92% 34 0.12%

18～64 歳 109,634 1,005 0.92% 430 0.39% 649 0.59%

65 歳以上 26,576 1,806 6.80% 17 0.06% 97 0.36%

合計 165,411 2,918 1.76% 716 0.43% 780 0.47%

●平成 29年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 29,082 107 0.37% 258 0.89% 40 0.14%

18～64 歳 110,808 991 0.89% 456 0.41% 713 0.64%

65 歳以上 27,573 1,857 6.73% 19 0.07% 97 0.35%

合計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%

●平成 30年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 28,677 100 0.35% 280 0.98% 34 0.12%

18～64 歳 111,741 1,003 0.90% 464 0.42% 795 0.71%

65 歳以上 28,434 1,910 6.72% 19 0.07% 105 0.37%

合計 168,852 3,013 1.78% 763 0.45% 934 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会権利擁護部会

4

●難病疾患者の状況 浦安市難病疾患者見舞金登録者数より

【平成 30 年度】

平成 30年 3 月末現在 登録者数 人口割合 住基人口

浦安市難病疾患者見舞金登録者数 972 0.576%

168,852 人

年

齢

別

内

訳

0～17 歳 141 0.084%

18～64 歳 519 0.307%

65 歳～ 312 0.185%

疾

患

別

内

訳

特定疾患 797 0.472%

小児慢性特定疾患 171 0.102%

先天性血液凝固因子障害 4 0.002%



平成30年度自立支援協議会スケジュール 参考資料

名称 回 日程 曜日 時間 会場 コメント

自立支援協議会 第1回 5月10日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第1回 5月17日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第1回 5月22日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第1回 5月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第1回 5月31日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第2回 7月5日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第1回 7月9日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第2回 7月12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2回 7月20日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第2回 8月30日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第2回 9月6日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

合同部会 第1回 10月4日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

自立支援協議会 第3回 10月11日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第3回 10月18日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第3回 11月1日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第2回 11月5日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第3回 11月9日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第4回 11月22日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第3回 11月27日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第5回 1月10日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第3回 1月21日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第4回 1月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第4回 1月29日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第4回 2月1日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

合同部会 第2回 2月7日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

地域生活支援部会 第4回 2月14日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第6回 2月28日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３


