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平成30年度第１回浦安市自立支援協議会こども部会 議事録

○「障がい」の表記について

法律名、団体名等固有の名称を除き「障害」は「障がい」と、「害」を「がい」とひらがな表記します。

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記等について

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。

また、個人情報に係るご発言等は、議事録への掲載をいたしません。

１．開催日時 平成30年５月31日(木) 午後１時30分～２時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

教育研究センター（リーダー）、ＮＰＯ法人千楽（サブリーダー）、浦安手をつなぐ親の会

浦安市自閉症協会、千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ

一般社団法人こども未来共生会、ＮＰＯ法人カプア、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも

ＮＰＯ法人発達わんぱく会、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会、千葉商科大学

千葉県立市川特別支援学校、千葉県立船橋夏見特別支援学校、浦安市立小学校長会、浦安市立中学校長会

浦安市子育てケアマネジャー、こども発達センター

４．議題

（１）浦安市自立支援協議会と平成30年度こども部会の運営と議題

・平成30年度浦安市自立支援協議会について

・地域生活支援拠点について

（２）青少年サポート事業 平成29年度の実績報告と平成30年度の事業計画

５．資料

（１）議題１資料１－１ 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１－２ 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１ 浦安市青少年サポート事業 うらやす・そらいろルーム平成29年度 実績報告

（４）議題２資料２ 平成30年度 青少年サポート事業 青少年発達サポートセンター「そらいろルー

ム」事業計画

（５）参考資料 市の現状

（６）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こども部会を開催します。

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。

自立支援協議会は、平成 29 年４月１日から平成 31 年３月 31 日を任期としておりますので、今年

度は２年目となりますが、各所属の配置換え等により委員に変更がありましたので、本年度から新た

に委員になられた方をご紹介させていただきます。

お名前をお呼びいたしますので、一言ずつ自己紹介をいただいてよろしいでしょうか。

初めに、千葉県発達障害児・者親の会コスモ浦安グループです。

千葉発達障害児・者親の会コスモ浦安グループ：こんにちは。前任の後を引き継いでの参加となりますが、

１年間頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。

事務局：続きまして、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともです。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：よろしくお願いします。

事務局：千葉県立市川特別支援学校です。

千葉県立市川特別支援学校：１年間よろしくお願いします。

事務局：続きまして、千葉県立船橋夏見特別支援学校です。

千葉県立船橋夏見特別支援学校：前任から引き継ぎました。よろしくお願いします。

事務局：続きまして、本日ご欠席ですが、千葉県立浦安高等学校が就任されております。

続きまして、浦安市立中学校長会です。

浦安市立中学校長会：浦安市立中学校長会です。よろしくお願いします。

事務局：このほか、浦安市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会の方も委員の交代がございますが、本日は代理でご

出席いただいております。

事務局：それでは、はじめに、会議の進め方について確認事項がございます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開いたします。議事録には

発言者の法人名または団体名を記載いたしますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいた

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。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は

挙手いただき、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言のあとに団体名と氏名を述べていただ

き、その後、発言をお願いいたします。

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。よろしくお願いいたしま

す。

リーダー：皆さん、こんにちは。今年度もリーダーとして進行を務めさせていただきます。

数名、委員の入れかわりもございましたが、子どもたちにとって有意義な部会となりますよう、み

んなで力をあわせていければと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、議事進行を務めさせていただきます。

本日は、レジュメの裏側にもございますように、初めての試みですが、部会の終了後に作業部会を

行うことになっております。14 時をめどに部会を進めていきたいと思っておりますので、よろしく

お願いいたします。

なお、傍聴の方は、作業部会開始前にご退出いただく形となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

それでは、初めに議題（１）の資料１－１、１－２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。
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資料１－１をごらんください。こちらは、５月 10 日の自立支援協議会において配付したものと同

じものです。協議会での報告を交えつつ、こども部会にかかわる部分を説明いたします。

１ページ目、改めて自立支援協議会の組織と目的について説明しました。目的としては、地域にお

ける障がい者等への支援に関する課題について情報を共有し、関係機関の連携を図るとともに、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あります。

組織として、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部会を設置しています。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、サブリーダー等を務めていただくこととなっております。

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。こども部会の目的は、生まれてか

ら 18 歳になるまでの子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ことであり、主な議題としては、教育と福祉の連携や、相談体制の充実に関す

ることになります。

ほかの部会に関しての説明は、割愛いたしますが、部会ではそれぞれの目的に即して、共通の議題

及び各部会で設定する議題について協議をしていただくということを説明しました。

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策定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ことについて確認しました。

続いて、２ページ目です。

合同部会の目的、会議の開催回数、報酬等、代理出席、会議と議事録の公開、事務局について説明

しました。部会に関するところで申し上げますと、部会の開催回数は年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 円の報酬をお支払いします。

また、協議会の本会では代理は認められませんが、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。ただし、個人情報等に関す

る事項を審議するときには、会議の全てまたは一部を公開しないこととなっています。

続きまして、３ページ目です。

会議の進行について、協議会と各部会が連動しながら動いていく連携体制について説明しました。

まず、協議会は、部会等に意見収集すべき事項と次回の議題を確認して、各部会へ課題を分配し、協

議の依頼を行います。一方、部会では、他部会に意見収集すべきこと、協議会へ提案・報告すべきこ

とを確認いたしまして、協議会へ報告・提案等を行います。

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、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いながら計画を進めていくということになります。

４ページ目に障がい者福祉計画の施策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つの項目をあげており、５ペー

ジ、６ページでその６つの取り組みについて説明しています。そのうち、こども部会に特に関係のあ

る項目としては、３つ目の「ライフステージを通じた支援の推進」が該当します。

こちら、概要版に掲載した内容を載せています。読み上げますと、「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」となっています。取り組みの方向性としては、支援体制の充実、サポートフ

ァイル活用の推進となっております。この点に関しては、昨年度のこども部会でも議論がされている

ところです。

また、６ページ目の重点的な取り組み⑤安心・安全に暮らせるまちづくりの推進に関しても、昨年

度のこども部会で課題が整理され、ほかの部会でも議論が必要であるとして、昨年度の第６回自立支

援協議会で報告をいただいたところです。
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続きまして、７ページ、８ページでは、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

明しました。

まず、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を

行うことと、計画の進捗管理を行うこと、そして、各部会では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について確認しました。

各部会の第１回会議では、定例の報告事項のほか、今年度議論する内容について決めていただくこ

ととなります。参考に、部会ごとに昨年度１年間の協議を経て、最後の第６回自立支援協議会でご報

告いただいた各部会の意見をそのまま抜粋して載せています。

なお、今年度、第２回の自立支援協議会では、各部会のリーダーが第１回部会での協議の結果をご

報告いただくこととなっています。

８ページの最後に掲載しています合同部会ですが、９ページにこれまでの実績を掲載していますが、

28 年度、29 年度については、それぞれ講演会を２回ずつ開催しています。ただし、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たいという

考えから、講演会の開催を所与のものとするのではなく、協議会と部会が進む中で挙がってきた新た

な論点についてさらに議論する場として、必要に応じて実施することを確認しました。

資料１－１については以上です。

引き続きまして、資料１－２をごらんください。

５月 10 日の自立支援協議会において行われた会長の講話になります。会長から、資料の配付と内

容について事務局が説明する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１－１でもお話ししましたが、協議会の目的は、障がい者等への支援に関する課題について情

報を共有して、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をするとい

うことです。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になっていくために、そして、

そのために拠点にはどのような機能が必要かについて協議会全体で考えることが今年度のテーマの

一つであるとして、まずは地域生活支援拠点とは何かという点に関して知識の共有を図りました。

１ページ目、最初に会長がおっしゃっていたのは、地域生活支援拠点というのは単なる建物ではな

くて、浦安市の障がい者、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

でした。

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、

高齢化や親亡き後に備えるとともに、重度障がい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、（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心

感を担保すること。そして、（２）体験の機会を提供することによって、施設や親元からグループホ

ーム、あるいは一人暮らしへの生活の場の移行をしやすくし、障がい者等の地域での生活を支援する

ことです。そのために必要な機能として５つの機能を挙げています。

２ページ目の下段に書いていますが、１つ目が相談、２つ目が緊急時の受け入れ・対応、３つ目、

体験の機会・場の提供、４つ目、専門的人材の確保・育成、５番目、地域の体制づくりです。この５

点について、地域の実情に応じて必要な機能をバランスさせていくことになります。

２ページ目の下にコラム的に書いていますが、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、行動障がい、突発的な対応

が必要な方が地域で暮らしていくために今挙げた５つの機能が必要であり、その機能を果たすものが

地域生活支援拠点であるということです。だからこそ、この浦安の地域生活支援拠点という仕組みに
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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、実現させていこうという趣旨のお話

でした。

３ページ目の上段には、整備手法のイメージが載っております。浦安は、地域生活支援拠点を整備

するという多機能拠点整備型のように見えますが、拠点を整備すれば全て問題が解決するということ

ではなくて、実際には拠点が機能するためには地域の体制づくりである面的整備も欠かせないという

ことになります。

具体的な内容は、５つの機能の繰り返しになりますが、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、中でも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、登録をした上で常時連絡がとれる体制をつくって、実際に緊急事態が発生したときには

対応していくことになります。

４ページ目には、５つの機能の残り４つを説明しています。

特に下段にある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ページ目、運営上の留意点が示されています。１点目としては、支援者の協力体制の確保・連携、

２点目として、課題等を活用すること、３点目として、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しています。中ほどの図にありますが、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。個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を把握して地域づくりに

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を共有することによって、浦安にはどういった問題が多

いのかがわかり、それによって浦安市が何に力を入れたらよいのかということが明確になってくると

説明されておりました。

６ページ目、留意点の４つ目として各制度との連携があります。中ほどの図にありますように、地

域生活支援拠点を中心に児童福祉、介護保険、障がい福祉、学校、医療機関、労働関係機関など、さ

まざまな関連機関が連携して課題を共有することが示されています。

この後、６ページ、７ページにかけて市町村や都道府県の責務と役割が示されています。このあた

りは会長も省略しながらの説明でしたが、ポイントとしては、国から指針があり、その中で地域の実

態に応じた整備を行うことが示されているということです。国から示されているものの一つとして、

平成 28 年の厚生労働省通知「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」というのが

８ページの下段から載っていますが、書かれていることのポイントとしては、協議会等を十分に活用

してどのように整備をするかということが検討されるということが重要であるとなっています。先に

説明した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、そのためには関係者への研修、説明会等によって課題を共有して、障

がいのある方、あるいはお子さんの地域での生活を支えるために必要な機能を考えながら関係機関や

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、各自治体の取り組みの具体例が載っています。例えば、

９ページの下段、協議会の活用というところですが、太字で下線が引かれているところを見ていただ

きますと、上越市の事例で、相談支援業務から得られるニーズや社会資源の整理を行ったことが挙げ

られています。その下、栃木市の事例の部分では、自立支援協議会で地域の課題を抽出し、その拠点

等に必要な機能を検討した結果、緊急時の対応として緊急時の対応機能がシステム化されていないと

いうことがわかった、そして、それを優先的に整備することにしたと書かれています。

さらに、栃木市では、下線部分にもありますように、緊急時の受け入れ・対応を整備するに当たっ

て、関係する福祉サービス事業所で話し合う機会を設けて、事業所間の意識の統一を図ったり、緊急
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時には連絡が図れるよう、違う事業所同士でも意見交換を行ったことなどが紹介されました。

11 ページからは、新潟の上越市で行われたモデル事業の報告書が示されています。上越市の整備

方法は、多機能拠点整備型と面的整備型を合わせたモデルになります。浦安市も類似したものだとし

て参考事例としてご紹介いただきました。

また、13 ページには、大分市の事例が紹介されました。上段のスライドにありますように、多機

能型、面的整備型それぞれのメリット、デメリットをみんなで検討、整理しています。このマトリッ

クスのデメリットの部分をごらんいただくと、何々が難しい、何々が難しい、何々が困難とあります

が、こうしたことが地域に特有の課題であって、ここを解決していくために何が必要なのかというこ

とをみんなで考えたということをご紹介いただいています。

また、下段のスライドにありますのは夜間帯の連絡内容の具体例ですが、こうしたことを具体化す

ることによって大分市ではどういった状況が発生しやすいのか、その対応のための体制をどうしたら

よいのかということを明らかにしていったということをご紹介いただきました。

このように、地域生活支援拠点を中心として連携を図りながら地域の課題等を共有して対策を考え

る、そして、細かい整備をしていくという過程の中で、拠点で求められる専門性の高い技能が地域の

事業所等にも伝わっていく、それが地域の福祉人材の育成にもつながっていくのだということを説明

されておりました。

最後、14 ページです。浦安市の地域生活支援拠点整備に向けてということ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要素、例えば、協議会の活用、基幹相談の活用、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を図で示しています。これに加えて関係

者の熱意、多機能拠点法人の熱意、市の熱意という、そういった要素も加わっています。

特に会長が強調していたのが市の熱意でした。こちらについては当然のことと受けとめております。

また、法人の熱意については、拠点の受託法人である社会福祉法人佑啓会の方が自立支援協議会、本

会にオブザーバーとして参加をいただくことになっています。

もう一つ、関係者の熱意というところは皆様にかかわるところですが、中ほどに「地域主権が試さ

れている」と記載されているように、地域の力ということになろうかと思います。そして、それを牽

引していくのが市の力だと考えております。それがあらわされているのが最後のスライドで、みんな

で一緒に考えて、一緒につくっていこうというメッセージです。

繰り返しになりますが、会長が強調されていたのは、拠点というのは単なる建物ではなくて、障が

い者が地域で安心して暮らしていくための仕組みであるということでした。では、その仕組みはどう

いうものであるべきか、それは地域の課題を共有し、整理することによって見えてくるものであると

いうこと、そして、その課題解決のための方策を関係者、関係機関が一緒になって考えることで必要

な機能が見えてくるし、ひいては拠点を中心として地域にある社会資源がつながり、次はそのつなが

りによって拠点に蓄積される高い専門性やノウハウが地域の事業所にも伝播する、そういった循環を

つくり出したいということです。

こうした好循環がつくれるように、この自立支援協議会を通じて話し合いを続けていきましょうと

いうことだったかと思います。

以上、説明いたしました。私の説明では不十分かと思いますので、講話を聞かれている方、修正、

補足等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。

資料１－１、１－２、続けて説明していただきました。最初に資料１－１「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」、何かご質問がある方はいらっしゃいますでしょうか。
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よろしいでしょうか。

では、続いて、資料１－２「浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」について、事務局からも

ありましたが、説明に補足等ございますでしょうか。

ご質問等があればお願いいたします。よろしいでしょうか。

資料もたくさんございますので、また後ほどごらんいただければと思います。

では、続いて議題（２）青少年サポート事業の実績報告と事業計画について、一般社団法人こども

未来共生会より説明をお願いします。

一般社団法人こども未来共生会：浦安市では、青少年サポート事業のうらやす・そらいろルームと放課後等

デイサービスみらいルームも運営させていただいています。今日はお時間をいただいて 29 年度の実

績と 30 年度の計画をご報告します。

資料２－１の実績をごらんください。

１、登録状況として、平成 29 年の３月末の段階で、登録者数は総数 420 名となっております。３

年半やらせていただいて 100 人以上こつこつと新しく登録していただいているという状況です。下

の表は、初回面接の回数、つまり昨年度、平成 29 年度は 113 名の方の新規登録がありました。その

下の括弧は、昨年の 28 年度の実績になります。

次に、２、療育支援の報告をします。時間もあるので成果を主にお話しします。成果としては、初

回面談、見立て・評価、支援方針決定の流れを決めたことによって、利用者ご本人や保護者の方と共

通理解が形成しやすくなり、スムーズに支援を開始することができました。

また、継続的にかかわる中で、社会性や適応に社会的スキル以外のほかの苦手さ、見え方だったり

体の使い方、言語面なども深く関係しているケースを見出すことができました。それにより、主にソ

ーシャルスキルトレーニングを提供してきたんですが、より広い範囲の意味の療育を提供する必要性

もあるということが把握できました。それを受けて 30 年度の課題としては、予約が立て込んでニー

ズに応えきれていない現状を改善すること、多様化しているニーズに応えるために支援者がスキルを

上げていくこと、また、療育の内容、成果を外部、保護者や学校などにわかりやすく伝えていく方法

を検討することが挙げられています。

次に、集団療育の成果です。28 年度よりも各曜日のグループ人数を増やす対応をしました。ここ

でより多くの利用者に療育を提供することができたと思っています。週に１回決まったお友達と支援

者とのかかわりを通じて、利用者たちは折り合いをつけること、協力すること、与えられた役割を果

たすことなどの社会性に関するスキル、また、切りかえる、片づけや準備を自覚を持って行うなど、

社会生活適応に関するスキルを伸ばすことができていました。

30 年度の課題としては、ニーズが多いのですが、まだまだ受け入れきれていないところがあるこ

とと、後でご説明しますが、移転により教室が拡大、増加することから、１日２グループ体制で運営

ができるように人員、内容の充実を図っていくこと。また、こちらでも利用者の成長が学校や家庭で

発揮できるようにフィードバックや般化の機会をより意識して運営していくことを考えています。

表は個別療育の利用人数、集団療育の利用人数と集団の月の実施回数が書かれてあります。下の括

弧はそれぞれ 28 年度の実績になっていて、合計のところを見ていただくと、個別療育が 1,918 件で

大体 28 年度より 100 件ぐらい増加していて、集団療育も 1,682 件で 300 人近く、延べ人数ではあり

ますが利用が増えています。

続いて、３、交流事業です。交流事業というのは、いわゆるイベントのようなもので、利用者同士

の交流と個別や集団療育で身につけた社会性、対人性を般化へつなげる機会の提供、成功体験による

自己肯定感の底上げを目標として、昨年度は６回このようなプログラムで行ってきました。

成果としては、３年間交流事業をコンスタントに運営してきたことで計画、運営がスムーズにでき
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るようになりました。ふだん接する機会が少ない別曜日のグループの子どもたちや、個別療育だけな

ので集団に参加していないお子さんなどが交流できる機会となり、参加した子どもたちや保護者の方

からは毎回好評をいただいています。

参加人数にもあるんですが、内容によって参加人数に違いがあったり、メンバーの質にも違いが出

るため、利用者が好む活動とこちらとして身につけてあげたいスキルとのバランスをはかりながら、

今年度の内容を吟味して運営していきたいと考えています。

４、相談支援です。相談支援は、主に専門職が保護者の方や大人になった当事者の方たちと一緒に

困り感、困り事について一緒に考える時間としています。表の月別件数を見ていただきたいのですが、

今年度は 477 件の来所相談で、昨年より 100 件ほど少ない数値になっています。恐らく利用の回数

が減少しているのは、療育・相談支援を３年間重ねてきたことでご本人のスキルの向上と、保護者の

方の対応力の向上が見られているので、それが出来てきたために私たちが頻繁にご相談支援をしなく

ても大丈夫になってきたケースがあるのではないかなと考えられます。

ただ、一方で、事態が複雑化しているケースや困難ケースの相談も増えているので、迅速な対応と

関係機関との連携、支援者のスキルアップが求められているなと感じています。

次に、５番の地域支援です。これは学校や関係機関さんとの会議への参加、勉強会の参加を通して、

浦安市全体に本人理解、発達への支援が必要な方への理解を進めていけたらということで実施してい

ます。

今回は、主に学校との連携とペアレント・トレーニングについてお話しします。

昨年度は浦安市内の場合は、中学校３校、小学校が６校の、９校と連携させていただきました。あ

とは、北部小学校の校長先生だったり通級の先生方がいらして対応について協議をしたり、連携のあ

り方についてお話をさせていただく機会もつくっていただきました。

成果としては、学校訪問は個々のケースの検討だけでなく、学校全体での支援・配慮についての意

見交換でも参加させていただくことがありました。学校での対応を調整していただくことで、家庭で

も教育場面でも安定するケースというのもあって、学校さんとの連携の重要さを私たちはとても認識

をしました。今後も積極的に連携していけるように努めていけたらと考えています。

次に、ペアレント・トレーニングです。本事業を利用していないご家族であってもお越しいただけ

るように、うちの理事長の中島が講演するという形で平成 30 年２月３日に「多様性時代の子育て」

というテーマで講演をさせていただきました。成果として、アンケートから、具体的な例を盛り込ん

での講義内容でとてもよかった、気づきや学びを得られた、次回開催も参加したいなど感想をいただ

くことができました。講演後も複数の保護者の方から具体的なアドバイスをということで講師に質問

を寄せていただいたり、そらいろルームへの見学に来られる方もあり、つながることができるケース

もありました。このようなニーズから、30 年度も継続的に実施する必要があると考え、検討と準備

をしております。

資料２－２の 30 年度、今年度の事業計画について説明します。

先ほど移転と申し上げたんですが、私たちが６月１日から入船北小であった浦安市まちづくり活動

プラザに移転して青少年発達サポートセンターうらやす・そらいろルームとして運営事業を実施させ

ていただくことになりました。

事業方針は大きく変更はないのですが、読ませていただきます。「成長・発達に心配や遅れがある

学齢期～成人とその家族を対象に、浦安市青少年サポート事業に基づき、浦安市の事業所指定を受け、

発達障がい児・者に対する理解と支援力向上のための事業の運営を行う。」

２つ目が、「そらいろルーム利用者の社会性発達について支援計画の立案からサービスの提供まで、

個々のニーズに合わせた支援を行う。」
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３つ目、「小集団のソーシャルスキルトレーニングを通して、基本的な生活習慣、コミュニケーシ

ョンなど、家庭や地域の中で暮らしやすくなるために必要となる力を育む。」

４、「保護者とともにそらいろルーム利用者の育ちを考えながら、保護者のこども理解や育児の悩

みに対応し、こどもに対する手応えや意欲を持てるような相談支援を行う。」

５つ目、「そらいろルーム利用者が育つ家庭や地域での生活状況を把握し、関係機関との連携など、

地域の支援の底上げになるような地域支援や交流事業を行う。」となっています。

必須事業については、29 年度とかぶるところもありますが、個別の療育と集団の療育があります。

２ページ目、一番上書かれているところですね。小集団のグループについては、移転によりお部屋

の数が増えたことで、６月から 10 人掛ける 120 分を２グループ運営できるようにというところで、

６月１日からは難しいですが、できていくように、ニーズの把握だったり計画、運営というところを

していく予定であります。

個別については、今までＳＳＴを主に実施していましたが、実施の目安のところの括弧の内容のよ

うに、心理、言語、学習、作業、就労、相談と社会生活に必要なスキルというのをもう少し幅広く療

育で提供できていったらいいなということを考えています。

交流事業は、今年も年６回で成功体験を育む場所、自己肯定感を底上げしていく場所、ふだんと違

うお子さんと交流することでＳＳＴで学んだ力を般化へつなげていくことを目標に実施します。

相談支援も、昨年度に準じて家庭や各所属機関での様子を知る機会としていきます。

地域支援については、ペアレント・トレーニング、本事業の利用者の家族を対象とした親カフェと、

本事業の利用対象者でなくても参加できる親カフェワイドの２つを予定しております。

もう一つの地域支援としては、要請のあった各機関や就労先に訪問して連携をしていくこと、また、

学校との連携も引き続きしていけたらと考えております。

あとは、開設時間だったり実施場所だったりというところなので省略させていただいて、時間のあ

るときに読んでいただけたらと思います。

すみません、駆け足でしたが、私からの報告は以上です。ありがとうございました。

リーダー：一般社団法人こども未来共生会、ありがとうございました。

ただいま実績報告、そして事業計画、続けてご説明いただきました。何かご質問等ございましたら

お願いいたします。

では、ＮＰＯ法人カプア、お願いいたします。

ＮＰＯ法人カプア：１つ質問させていただきたいんですが、そらいろルームの対象で相談させていただいた

方がいらしたんですが、今実際に６歳から 25 歳の方が利用されているみたいなんですが、放課後等

デイサービスの定員が何人いるかということなんですが。

一般社団法人こども未来共生会：うちが２事業運営している形になっています。青少年発達事業のうらや

す・そらいろルームと、放課後デイサービスのみらいルームを運営していて、今回は市の事業の委託

を受けているそらいろルームの事業報告をさせていただいたので、みらいルームの放デイとはまた別

の事業の運営の形になっているんですが。

ＮＰＯ法人カプア：わかりました。そうすると、30 年度の事業のほうでこの部分をお聞きします。

リーダー：挙手をして発言いただければと思います。

ＮＰＯ法人カプア、お願いします。

ＮＰＯ法人カプア：わかりました。大丈夫です、わかりました。ありがとうございました。

リーダー：ありがとうございました。

続きまして、千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：ご説明ありがとうございました。質問２つです。１つ目、細かなことで申しわけないですが、
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資料の２－１、１ページと２ページ、両方ですが、まず１ページの真ん中からちょっと下のところ、

多様化しているニーズという表現がここでされていて、２ページは、上のほうにニーズが多いという

表現になっているんですが、これ単純に数が多いというニーズの量的な内容と、それから多様化とい

うと中身だと思うんですが、その辺をもう少しご説明していただければというのが一つ。

それから２つ目、移転されたということで、ご説明の中で療育室が２倍になって、相談室スペース

も２倍になっている。４ページに職員配置計画というのがあるんですが、活動スペースが増えるのは

いいんだけれども、それを担う職員の体制が今きちんとできているのかどうか、その辺ご説明いただ

ければと思います。

以上です。

リーダー：一般社団法人こども未来共生会、お願いします。

一般社団法人こども未来共生会：ご質問ありがとうございます。

まず事業報告ですが、多様化という方は、例えば、当初、発達支援の必要なお子さんを対象として

事業を受託しているんですが、発達の偏りはないけれども、メンタルの部分で不登校の方だったりと

か、働いているけれども鬱傾向でお仕事を休まざるを得ない方とか、あとは、虐待だったりとか、家

庭が混乱しているのでお子さんが混乱しているという、いわゆる家族心理のような方たちもいるので、

そういった意味での多様化という表現をしました。

２ページ目の上のほうのグループ療育のニーズが多いというのは、実際、集団療育を希望されてい

る方がたくさんいるんですが、定員 10 名で応えきれていないということを伝えたかった内容になり

ます。

30 年度の実施計画ですが、お部屋等が２倍になり、あと、当初の予定の利用人数よりも実際 100

人ほど多い登録をいただいています。グループ療育、正直、２グループ運営していくには職員が足り

ません。なので、６月１日からのスタート段階では北栄にあったとおり１グループの運営で、まず徹

底的に安全面に配慮して１カ月実施していくつもりでおります。

引き続き、人事の部分になるものですが、専門職、保育士等を常に募集はしております。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

千葉商科大学、よろしいでしょうか。

千葉商科大学：はい。

リーダー：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：すみません、そらいろさんの事業ができたときに青少年ということで大き目な 10

代の行き場ができるということを期待していたんですが、小・中のグループでともだち教室という集

団療育ありますが、名簿登録者に高校生 43 名と書いてあって、こんなにいらっしゃるんだって、余

りお見かけしたことがなくて、現在、我が家は利用しなくなりましたが、高校生とか 10 代後半とか

のグループ療育の計画がないのかなということと、我が子も参加できるところがなかったので、あと、

就労支援、平成 30 年度で就労先などを訪問しとありますが、そういうニーズも実際あるんでしょう

か。小さいお子さんが多いイメージがあって、小学生ももちろん大事ですが、10 代後半になると本

当に行く場所が少なくなってきているので、そういうところで週１回同じ友達に会えるとか、ソーシ

ャルスキルのグループがあったらいいなと思っていたんですが、いかがでしょうか。

リーダー：一般社団法人こども未来共生会、お願いします。

一般社団法人こども未来共生会：ご質問ありがとうございます。

高校生以上のグループの運営ということですが、私たちもやりたいなとは考えております。という

のは、中学校でソーシャルスキルのグループを卒業された方たちも引き続き来たいとおっしゃってく
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ださっているんですが、高校生以上になると学校の時間とマッチしないというのが課題としてありま

す。

浦安市だけでなく、千葉市などに通学されている方が私たちの開所時間に間に合うように帰ってこ

れないということで、土曜日の時間の使い方だったり、引き続き検討したいと思っております。

就労については、今、18 歳以上が 65 名というカテゴリーをされているんですが、個々のケースで

かなり就労先には訪問しております。特例子会社さんだったりとか、あと、私たちが直接訪問できな

い場合は就労支援センターの方と連携をさせていただいて、本人理解をこちら側がお伝えしたりとい

う形で連携させていただいています。

すみません、就労の訪問の数値が、手元にないのですが、必要であれば後ほど事務局に提出したい

と思います。

リーダー：どうもありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会、よろしいでしょうか。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

この名簿登録者というのは一回登録すると、例えば、我が子が何年か前に登録したというと、その

まま継続の人数でカウントされていくんでしょうか。

リーダー：一般社団法人こども未来共生会、お願いします。

一般社団法人こども未来共生会：基本的に、終わりにしますという明確な意思がある場合は名簿から外す、

あと、浦安市からの転居の方が結構いらっしゃるので、そういう方は名簿から外しますが、今は使わ

ないけれど、再度という方もいらっしゃるので、一度登録したら基本的に意思表示がない方は残して

このままカウントされている状況です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会。

浦安手をつなぐ親の会：ありがとうございます。

あと、すみません、交流事業で今回ドミノ大会とかメイクアッププログラムと書いてあって、前も

我が家もいただいたときにプラレールとかいろいろあったんですが、すみません、お願いなんですが、

もうちょっと高校生とか 10 代後半の者も参加できるようなプログラムが１個でもあったら参加した

いと思って期待しているので、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す。

浦安市自閉症協会、お願いします。

浦安市自閉症協会：同じような内容になるかもしれないですが、一つ教えてください。周囲でもグループ療

育を受けたいという声が多くて、このグループというのは 10 人という単位で１つだと思うんですが、

年齢層とか、その辺のことを話せる範囲で教えていただいてもよろしいですか。また、内容や利用者

の状況によって分けるとありますが、どういう基準で分けているのか、また、個別療育しかできない

お子さんとグループ療育もできるお子さんがいるような気がするのですが、その辺はどうなっている

のでしょうか。お願いいたします。

リーダー：一般社団法人こども未来共生会、お願いします。

一般社団法人こども未来共生会：ご質問ありがとうございます。

まず、グループ療育のメンバーについてですが、今、小・中学生が対象で、すみません、具体的な

お話で、月曜日と火曜日が中学生グループです。水曜日から金曜日が小学生グループ、土曜日は人数

がばらばらになるので小・中半分ずつの編成をしております。

小学生は、１年生から６年生までの縦割りで現状お受けする形になっています。ですが、低学年と

高学年でニーズが違うので、例えば低学年グループにさらに５人ずつ分けるということだったり、こ
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れはイベント的になるのですが、女の子のやりたい製作と、男の子のつくりたい製作に分ける。ただ、

男の子のものでも女の子がつくりたいということもあるので、そこら辺は余りジェンダーに気にせず

なんですが、そういった形で小グループに編成することもあります。

浦安市自閉症協会：すみません、もう一つが。

一般社団法人こども未来共生会：個別療育と集団療育の分け方ですね。まず、初回で保護者の方が明確に個

別療育のみでとか、集団療育でという形でお話をいただく場合もあります。なので、インテークでし

っかりご希望だけでなく、困り感もお伺いしています。個別だけでといっても、実際、大人とはかか

われても同年代とかかわれないお子さんたちもいるので、まず専門職、私や理事長の中島やほかの臨

床心理士が見立てとして個別療育を数回実施いたします。そこで必要なニーズ、お子さんの様子と、

それから保護者の方のニーズを照らし合わせてご提供を案内させていただくという形になっていま

す。

ただ、現状、集団療育は定員がいっぱいなので、集団が必要だなと思っても個別でつなぎながらお

待ちいただいている状況もあります。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市自閉症協会：わかりました、ありがとうございます。

そういたしますと、高校生以上のグループ療育は現状では存在しないということですよね。待って

いて時間が来ればグループ療育に入れるという中にも高校生以上は入らないという理解でよろしい

でしょうか。

そうしますと、青少年の療育というのは、実際のところ、親の相談、親の悩み事を先生方に聞いて

いただくということになりますか。障がいを抱えている高校生以上の青少年に対する療育というのは、

具体的にはどのようにお考えなのでしょうか。

リーダー：一般社団法人こども未来共生会、お願いします。

一般社団法人こども未来共生会：ありがとうございます。

高校生以上は、現状、グループを運営できていないので、浦安手をつなぐ親の会のところでも申し

上げたとおり、私たちの検討課題となります。

高校生以上、青少年の療育に関しては、基本的に、保護者の方のご相談プラスご本人もいらっしゃ

って療育するという両輪になります。全員がそうではないのですが、具体的にツールを使ってワーク

シートを使いながらコミュニケーションの練習をする方もいれば、具体的な困り事を持ってきてくだ

さるので、それについての対応を考えたり、カウンセリングのように傾聴して、本人の自己解決能力

だったり、意思決定をお手伝いするというケースもあります。

年齢が上がるとニーズがそれこそ多様化してきたり、逆に社会とかかわる窓口が増えるので、これ

という療育の形ではなく、その方の様子や、ニーズに合わせて対応されているというところになりま

す。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。よろしいでしょうか。

浦安市自閉症協会：わかりました。ありがとうございます。

高校生からそれ以上は社会に出て行く機会も多く、年齢も大きくなると問題が深刻化してしまうこ

とも多いので、人とのつき合い方、社会とのつき合い方を教えていただけるとありがたいと思います

ので、グループ療育を希望します。よろしくお願いします。

リーダー：ご質問、ご答弁ありがとうございます。

時間が随分超過してまいりましたので、ご質問はこのあたりで打ち切らせていただきたいと思いま
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す。

それでは、議題については全てこれで終了しました。本日の会議はこれで終了させていただきます。

最後に委員の皆様、事務局から何か連絡事項等ございますでしょうか。

事務局、お願いします。

事務局：事務局の時間の見積もりが、超過しております。申しわけございません。

作業部会は１時間で終わる予定ですので、どうぞよろしくお願いいたします。

あと、連絡事項ですが、本日新しいスケジュールを配付させていただいたのですが、第３回のこど

も部会の日程に変更が生じています。最初に 11 月８日ということでお知らせしていますが、９日に

変更になっております。事務局の調整不足で申しわけございません。日程の調整をどうぞよろしくお

願いいたします。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

それでは、本日の部会はこれで終了いたします。

第２回会議は、７月５日の木曜日を予定しております。また、第３回会議は 11 月９日金曜日とな

ります。時間はともに午後１時半より、場所は今日と同じです。

では、この後、作業部会に入ります。お席の移動等がありますので、５分間休憩をとらせていただ

きたいと思いますので、40 分にご着席をお願いしたいと思います。

それでは、皆様、ご協力よろしくお願いいたします。

なお、傍聴の方はここでご退出いただくことになります。本日はありがとうございました。

それでは、休憩に入ります。



浦安市自立支援協議会こども部会（平成 30 年度第１回）次第

平成 30 年５月 31 日（木)

午後１時 30 分～２時

市役所４階会議室Ｓ２・３

１．開会

２．議題

（１）浦安市自立支援協議会と平成 30 年度こども部会の運営と議題

・平成 30 年度浦安市自立支援協議会について

・地域生活支援拠点について

（２）青少年サポート事業 平成 29 年度の実績報告と平成 30 年度の事業計画

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。



資料１－１

9

◆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

髙木憲司

議題(1) 資料1-2



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

3



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

4



（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

9



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
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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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浦安市青少年サポート事業 うらやす・そらいろルーム

平成 29 年度 実績報告

1．登録状況

名簿登録者 420 名

内訳 小学生 204 名 中学生 99 名 高校生 43 名 18 歳以上 65 名 所属不明 9 名

月別件数【（ ）は昨年度の数値】

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

初回面接

（回数）

20

(14)

7

(6)

17

(8)

10

(12)

6

(10)

6

(9)

8

(13)

11

(10)

12

(5)

4

(11)

5

(14)

７

(14)

113

(122)

2．療育支援（集団・個別）

①個別療育

月～土の 9 時～19 時に実施。1 回 1 時間の予約制で、専門職が行う。利用者の個別ニーズに配慮し

ながら、言語での希求スキルの獲得や、気持ちの折り合いをつけられるようになるなどの、社会性や対

人性の向上を促すことを目的に行っている。

成果：初回面談→見立て・評価→支援方針決定の流れを決めたことにより、利用者ご本人や保護者の

方と共通理解が形成しやすくなりスムーズに支援を開始することができた。また、継続的に関

わるなかで、社会性や適応に社会的スキル以外の他の苦手さ（見え方や体の使い方、言語面な

ど）も深く関係しているケースを見出すことができた。それにより、より広く療育を提供する

必要性があることを把握できた。

30 年度の課題としては、予約が立て込みニーズに応えきれてきない現状を改善する、多様化し

ているニーズに応えるために支援者のスキルを上げる、療育の内容や成果を保護者や学校など

にわかりやすく伝えていく方法を検討するなどである。

②集団療育「ともだち教室」

平日放課後の時間帯と土曜午前中に実施。1 回 1 時間 30 分程度で定員は 10 名（対象：小～中学生）、

小集団での療育を通して SST を実施。楽しく遊ぶことや、友だちと協力する課題、個別のニーズに応じ

た配慮などを通じて、主に社会性や対人性の向上を促すことを目的に行ってきた。

成果：28 年度よりも各曜日のグループ人数を増やすことで、より多くの利用者に療育を提供すること

ができた。週 1 回の友だち同士や支援者との関わりを通じて、折り合いをつける、協力する、
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与えられた役割を果たすなど社会性に関するスキルや、切り替える、片づけや準備を自覚をも

って行うなど社会生活適応に関するスキルを伸ばすことができた。

次年度の課題としては、ニーズが多いこと、移転により教室が拡大・増加することから、1 日 2

グループの運営を目指し、人員や内容の充実を図る。利用者の成長が学校や家庭で発揮できる

よう、フィードバックや般化をより意識して運営していく。

月別件数【（ ）は昨年度の数値】

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

個別療育

利用人数

176

(111)

166

(115)

164

(123)

175

(145)

148

(136)

167

(156)

158

(158)

156

(178)

169

(190)

138

(142)

147

(171)

154

(204)

1918

(1829)

集団療育

利用人数

123

(102)

137

(97)

146

(119)

149

(124)

134

(119)

151

(122)

158

(116)

141

(113)

133

(94)

131

(113)

127

(102)

152

(135)

1682

(1356)

合計
299

(213)

303

(212)

310

(242)

324

(269)

282

(255)

318

(278)

316

(274)

297

(291)

302

(284)

269

(255)

274

(273)

306

(339)

3600

(3185)

集団療育

実施回数
21 24 25 24 22 23 24 23 21 21 22 24 274

3．交流事業

2 ヶ月に 1 回のペースで実施。利用者同士の交流、個別や集団療育で身に付けた社会性や対人性を般

化へつなげる機会の提供、成功体験による自己肯定感の底上げを目標として行った。

月ごとの内容と参加人数

月 内容 目標 参加人数

6 月 運動プログラム 協力する ルールを守る 14 名

7 月 調理プログラム① 協力する 道具を丁寧に使う 16 名

9 月 調理プログラム② 協力する 道具を丁寧に使う 16 名

10 月 外出プログラム 社会のルールやマナーを守る経験 18 名

12 月 ドミノ大会 協力する ルールを守る 13 名

2 月 メイクアッププログラム 新しい体験 ルールを守る 8 名

成果：3 年間運営してきたことにより、計画立案・運営がスムーズに行えるようになった。

普段接する機会の少ない別曜日グループや個別療育の子どもたちが交流できる機会となり、参

加した子どもや保護者からは毎回好評を得ている。

内容によって参加人数に違いがあるため、利用者の好む活動と身につけたいスキルとのバラン

スをはかりながら、活動内容を吟味していきたい。
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4．相談支援

月～土の 9 時～19 時に実施。電話と来所での相談を行っている。専門職が対応。当事者支援と家族

支援の側面を重視し、ライフステージごとの困り感や困りごとへの対応策をともに考える時間としてい

る。

成果：昨年度よりも利用回数が減少しているが、これは療育・相談支援を重ねることでご本人のスキ

ル向上、保護者の方の対応力向上ができたためと考えられる。一方で、事態が複雑化している

ケース、困難ケースの相談が増え、迅速な対応と支援者のスキルアップが求められていると感

じる。

月別件数

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

来所相談
55

(52)

45

(40)

33

(38)

36

(36)

35

(29)

39

(51)

33

(48)

39

(39)

25

(53)

37

(41)

50

(54)

50

(93)

477

(574)

電話相談
0

(1)

0

(1)

0

(1)

0

(1)

0

(1)

0

(0)

1

(0)

0

(0)

1

(2)

0

(2)

0

(1)

0

(3)

2

(13)

合計
55

(53)

45

(41)

33

(39)

36

(37)

35

(30)

39

(51)

34

(48)

39

(39)

26

(55)

37

(43)

50

(55)

50

(96)

479

(587)

5．地域支援

学校や関係機関（こども発達センターや基幹相談、相談支援事業所など）との会議への参加や勉強会

への参加を通して、本人理解や発達への支援が必要な人への理解促進を進めてきた。

学校との連携

●訪問

訪問校 9 校 訪問回数 延べ 17 回

内訳 中学校：美浜中５回 入船中 2 回 富岡中１回

小学校：高洲小１回 日の出南小 1 回 入船小 4 回 浦安小１回 北部小１回

明海小 1 回

●来所

・北部小校長来所 ・美浜北通級教諭来所

・通級教諭来所（中学通級、あけなん、ひがし、とみおか）

成果：学校訪問については、個々のケースの検討と、学校全体での支援・配慮についての意見交換等
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で訪問させていただいた。学校での対応が調整されることにより安定するケースも見られ、学

校との連携の重要さを認識している。今後も積極的に連携していけるよう努めたい。

ペアレント・トレーニング

●親カフェワイド

本事業の利用対象者の家族で平日開催の「親カフェ」に参加できない家族、または本事業を利用して

いなくても参加できる対外向けとして実施。

実施日：平成 30 年 2 月 3 日

実施場所：当代島公民館

テーマ：多様性時代の子育て

参加人数：33 名

成果：「具体的な例を盛り込んでの講義内容でとても良かった」、「気づきや学びを得られた」「次回開

催も参加したい」などの感想をいただけた。

講演後も、数人の保護者の方から具体的なアドバイスをもらいたいと講師に質問を寄せていた

だきました。その後そらいろルームへ見学等に来られる方もあり、つながることができたケー

スもあった。

このようなニーズから、次年度以降も継続的に実施する必要があると考える。検討、準備をし

ていく。

以上
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平成 30 年度

青少年サポート事業 青少年発達サポートセンター「そらいろルーム」

事業計画

１．事業実施場所の移転と事業所名称の変更

今年度４月～５月は、浦安市北栄において「青少年サポート事業そらいろルーム」として運

営を行うが、６月より浦安市入船「浦安市まちづくり活動プラザ」に移転し、「青少年発達

サポートセンター・そらいろルーム」としての運営・事業実施にあたる。

２．事業方針

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

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

解と支援力向上の為の事業の運営を行う。

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

個々のニーズに合わせた支援を行う。

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

ンなど、家庭や地域のなかで暮らしやすくなるために必要となる力を育む。

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

みに対応し、こどもに対する手応えや意欲を持てるような相談支援を行う。

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

地域の支援の底上げになるような地域支援や交流事業を行う。

（１）必須事業について

① SST 療育支援（グループ・個別）

〈対象〉本事業の利用対象者のうち、医学的診断名および障がい者手帳を有しない発達障がい児・

者、または障害福祉サービス又は障害児通所支援の支給決定のない者で、社会性を高め

る支援の必要性が認められる者。

〈目的〉楽しく人と関わる経験や成功体験から、能動的な活動を引き出し、社会性の発達を促す

ことを目標とする。また、将来の社会生活・就労を見据えた支援を行う。

〈グループ・内容〉

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

化した支援の実施。主に、社会性、集団適応などのスキルを身につける事を目的とする。

※実施の目安 1 コマ当たり １０人×１２０分（内容や利用者の状況によって小グループ対
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応をする）６月より、10 人×１２０分×２グループの実施を目指す。

〈個別・内容〉

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

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

※実施の目安 １人当たり 6０分程度(内容：心理・言語・学習・作業・就労・相談)

② 交流事業

〈対象〉本事業の利用対象者、他事業所利用対象者

〈内容〉利用対象者で、特別な支援の必要な児・者やその家族のニーズに応じた交流の場を提供

する。

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

〇成功体験を多く積む事で、自己肯定感の底上げをしていく。

年 6 回実施予定。

③ 相談支援

〈対象〉本事業の利用対象者

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

専門的な知識を持った職員が、学校生活、家庭生活、社会生活、就労等に関する総合的

な相談を受ける。相談に対して、法令・制度や地域機関等、生きていく為に必要な情報

と使い方をアドバイスしていく。利用者にとって気軽に相談ができ、安心できる場所に

なるようにする。

〇昨年度に準じて、家庭や各所属機関での様子を知る機会としていく。

〇保護者、機関の困り感に寄り添い、問題の解決に導いていく。

利用対象者の療育を担当している職員が相談にあたる。緊急時や至急の相談の場合はよ

り専門的な知識を持った職員も含めて対応にあたる。

④ 地域支援

〈目的〉浦安市全体の特別な支援の必要な児・者への支援力の底上げになる研修等の実施や関連

事業者との連携を図る。

ペアレント・トレーニング「親カフェ」

：本事業の利用対象者の家族を対象に、特別な支援の必要な児・者への理解促進、家

族同士の横のつながりをつくることを目的に、ペアレントトレーニングを実施する。

年 3 回実施予定。

ペアレント・トレーニング「親カフェワイド」

：本事業の利用対象者の家族で「親 cafe」に参加できない家族、または本事業を利用

していなくても参加できる対外向けのペアレントトレーニングを実施する。

年 3 回実施予定（土曜日）

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

体制の構築をしていく。
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研修 ：現場で支援をしている人や対応にあたる人のスキルアップのための研修・講演会等

を実施。

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

学校連携 ：要請のあった市内小中学校・県立高校・特別支援学校等を訪問し、支援方法を共有

し、今後の連携体制の構築をしていく。要請があれば電話や来所での相談にあたる。

（２） 必須事業の実施体制について

開設時間について

開室日 ：月〜土曜日（国民の祝日は休み・交流事業日を除く）

開設時間：月～土曜日 午前９時〜午後７時

実施場所について

4 月～5 月

・浦安市北栄３丁目９番１６号 １F（グループ療育・個別療育支援）

プレイルーム×１、相談スペース×１

・浦安市北栄３丁目９番１６号 ３０１（相談支援・個別療育支援）

個別療育室×２、相談スペース×１

6 月以降

・浦安市入船 5 丁目４５番１号 浦安市まちづくり活動プラザ

グループ療育室×２、個別療育室×４、相談スペース×２

独立性・公平性・利便性を確保するための方策について

・浦安市青少年サポート事業の実施においては、「生きていく力をつける」という視点に立った

療育支援ができる専門職（心理、言語、社会福祉士等）を配置し、他の機関には見られない、

より専門的で効果的な支援を行い、関係法令を理解し、独立性・公平性の向上性に努める。

・法人は受託事業所として市と連携しながら事業を実施するが、適正な運営管理をして行く上で

一定の独立性を確保するものとする。

・公平であること、および公平であると認知されることは、療育を通したサービスを提供し、信

頼性を与える機関にとって必要不可欠なことであるという認識で運営していく。
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・利用者の利便性を図るべく、適宜システムの見直しを図る。

① 職員配置計画

事業運営 ⇒理事長が法人統括施設長として運営指導にあたる。

管理者 ⇒法人事業部長が管理者として管理にあたる。

室長 ⇒主任児童指導員１名が室長として運営にあたる。

グループ療育⇒保育士・社会福祉士がグループ療育の立案運営を行う。

個別療育 ⇒臨床心理士・臨床発達心理士等の専門職を配置する。

相談支援 ⇒相談支援専門員、社会福祉士等の資格を持った者が相談業務にあたる。

⇒保護者との面談は、担任を含めた全員で関わり共有する。

交流事業 ⇒計画は室長が行い、全員で運営にあたる。

地域支援 ⇒計画は室長が行い、全員で運営にあたる。

② 保護者や家族との連携

・保護者や家族に寄り添い、利用者とその家族が安定した生活を送れることを目的とする。

・保護者や家族からの相談を随時受け、家庭で少しでも困らない方策を考えていく。

③ 事業実施計画

事業計画に基づいて行う。

月〜土曜日まで、下記の基本的な時程で実施していく。

目的：集団生活に必要な能力を身につけるための指導を個別もしくは小集団での編成により実施

する。

個別支援計画に基づいたＳＳＴの実施。社会性、集団適応などのスキルを身につける。

月～金曜日

個別枠 ９：００～１９：００ （６月より最大３０名/１日）

集団枠 水～金曜日 １６：００～１８：００（６月より２０名/１日・２G）

月・火曜日 １７：００～１９：００（６月より２０名/１日・２G）

土曜日

交流事業 １０：００～１２：００（年６回）

個別枠 ９：００～１９：００

集団枠 １０：００〜１２：００（交流事業時は休み）
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●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%
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●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%
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●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%
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●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


