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平成30年度第１回浦安市自立支援協議会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

障がい当事者あるいはそのご家族である委員のプライバシーの保護の観点から、また、委員は団体等を代

表としてご参加いただいていることから、発言者の名称には、団体名等を掲載します。

１．開催日時 平成30年５月10日（月） 13：30～15:30

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

和洋女子大学（会長）、千葉商科大学、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市聴覚障害者協会

浦安手をつなぐ親の会、社会福祉法人なゆた、ＮＰＯ法人フレンズ、社会福祉法人敬心福祉会

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、社会福祉法人サンワーク

ＮＰＯ法人タオ介護給付費等の支給に関する審査会、株式会社オリエンタルランド

千葉県立市川特別支援学校、福祉部（次長）、こども発達センター

社会福祉法人佑啓会（オブザーバー）

４．議題

（１）平成３０年度自立支援協議会と部会の運営及び議題について

（２）基幹相談支援センターの事業計画について

５．講話

「浦安市障がい者福祉計画の実現に向けて

～浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」

講師：髙木 憲司 氏（和洋女子大学准教授、浦安市自立支援協議会会長）

６．資料

議題１資料 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

議題２資料 平成30年度基幹相談支援センター事業計画

参考資料 市の現状

参考資料 平成30年度自立支援協議会スケジュール

講話資料 浦安市に求められる地域生活支援拠点とは
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７．議事

事務局：それでは、ただいまより、平成30年度第１回浦安市自立支援協議会を開催します。

協議会を開催する前に、会議の進め方について確認させていただきたい事項がございます。

自立支援協議会及び部会は、会議を公開し、議事録もホームページで公開します。特に個人情報に係

る発言等につきましては、充分なご配慮をお願いします。

なお、議事録には発言者が所属する団体名を記載しますので、ご了承のほど、よろしくお願いします。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。当協議会におきましては、聴覚障がいのある方、

視覚障がいのある方が委員として参加されております。ご発言の際は、ゆっくりお話しくださるようお

願いします。進行が速いようでしたら、恐れ入りますが、手話通訳の方より挙手をお願いします。

また、議事の記録及び会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際には挙手いただき、リーダーの「○

○委員、お願いします」のご発言の後に、団体名と氏名を述べていただき、その後、発言をお願いしま

す。

それでは、本日の資料について確認させていただきます。

本日配付した資料は、次第のほか、資料１「平成30年度自立支援協議会と部会の運営及び議題につい

て」、資料２「平成30年度基幹相談支援センター事業計画」、講話資料「浦安市に求められる地域生活

支援拠点とは」、以上３点が、本日の会議で用いる資料になります。

このほかに参考資料として、当日配付を含めて、「平成30年度自立支援協議会スケジュール」、「自

立支援協議会委員名簿」「浦安市の状況を示す資料」を配付しております。

お手元にない場合は事務局までお知らせください。

それでは、今後の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

会長：皆さん、こんにちは。本日は雨の中、また、ここ最近、急にまた冷え込んでまいりまして、私自身、少

し風邪をひいたかなと思っております。ちょっと声が出にくくて申しわけございません。どうぞ、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。

本日の議事について、ご説明いたします。

本日用意されている議題としては２件ございます。議題１は、「平成30年度自立支援協議会と部会の

運営及び議題について」、議題２は、「基幹相談支援センターの事業計画について」となってございま

す。

その後、私のほうから、「浦安市障がい者福祉計画の実現に向けて」という中で、特に浦安市に求め

られる地域生活支援拠点についてお話をさせていただければと思います。

それでは初めに、議題１平成30年度自立支援協議会と部会の運営及び議題について、事務局からご説

明をお願いいたします。

事務局：事務局を担当しております事業課係長です。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をごらんください。

自立支援協議会の目的について、改めてご説明させていただきます。自立支援協議会は、障がい者等

への支援体制の整備を図るため、障害者総合支援法で設置が規定されております。地域における障がい

者等への支援体制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を行う場です。これが本協議会の目的となります。

資料に入っていきますが、自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成されています。自立

支援協議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となります。

それぞれの部会の目的と主な議題ですが、権利擁護部会は、障がい者の権利を擁護するためのネット

ワークづくりと啓発・広報活動を行うこととなっており、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、あるいは、差別の解消に関することを協議します。

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となっており、教育と福祉の連携や相談体制の

充実に関することを協議します。

続いて相談支援部会の目的は、相談事例の検討や課題について協議し、相談支援事業の充実と、相談

支援事業所の連携を図ることとなっており、サービス等利用計画等の質の向上や、相談支援の充実に関

することを協議します。

地域生活支援部会の目的は、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こととなっており、障がい者の就労、住ま

い・地域定着など、暮らし全般に関することを協議します。

本人部会の目的は、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こと

となっており、情報交換や地域課題の提案について協議します。

このように、部会ごと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

だきます。今年度の共通の議題としては、会長の話にもありましたが、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、今年度は計画の実現に向けてということが共通テーマとなると存じます。

続いて、２ページにお進みください。

合同部会についてです。こちらは協議会、部会の委員全てが参加する会議となっており、部会間の情報

交換や連携を図ってまいります。

続きまして、会議の開催回数ですが、自立支援協議会は年６回、各部会は年４回、本人部会は年３回、

合同部会は年２回を予定しています。

報酬等ですが、自立支援協議会は、浦安市の非常勤特別職の基準によりまして、１回当たり、会長に

9,500円、委員に9,000円をお支払いします。代理出席については、自立支援協議会では、代理の出席は

認められておりませんが、部会については、事前に事務局に申請することによって、委員が所属する団
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体等の会員、あるいは職員が代理人として出席することができます。

会議と議事録の公開です。協議会と部会の会議及び議事録は、原則公開とします。ただし、個人情報

等にかかわる事項を審議するときには、会議の全て、あるいは一部を公開しないこととします。また、

本人部会についても、委員さん本人の情報をお話しすることもあるため、非公開となります。なお、先

ほどもご案内しましたが、議事録には自立支援協議会、部会ともに委員名は公開しません。団体名のみ

を公表することになります。

なお、事務局は障がい事業課が務めさせていただきます。

それでは、３ページにお進みください。

会議の進行についてご説明します。協議会と各部会の連携体制ですが、協議会は、会議ごとに部会等

に意見聴取をすべき事項と、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、各部会では、会議ごとに意見聴取すべき事項、あるいは協議会へ提案・報告すべき事項を確認し

て、地域の課題等を含め、協議会へ報告・提案を行います。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。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ことになっています。

それでは、４ページにお移りください。

既に委員の皆様には計画を配付しておりますが、障がい者福計画の施策体系をお示ししています。施

策の方向性と基本施策から、重点的な取り組みとして、６つの項目を取り上げています。５、６ページ

に、その重点的な取り組みについてお示ししています。

重点的な取り組みの１つ目は、理解と交流の促進です。概要版から抜粋した内容を読ませていただき

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。取り組みの方向性としては、啓

発の促進、担い手となる市民との協働による支援活動の促進、交流機会の拡充がございます。こちらは

啓発の推進等を中心に、権利擁護部会を中心として議論されることが多いかと存じます。

続いて、重点的な取り組みの２つ目は、福祉と生活支援の充実です。内容は、「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」となっています。

取り組みの方向性としては、相談支援、在宅福祉サービスの充実、日中活動の場の充実、住まいの場

の充実がございます。相談支援については相談支援部会を中心に、また、ほかの取り組みについては地

域生活支援部会などでも議論される内容と存じます。

続いて、３つ目は、ライフステージを通じた支援の推進です。内容は、「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、ライフステージを通じた支援の
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推進となっており、サポートファイルに関しては、昨年度もこども部会を中心に議論をしていただいて

おります。

続いて、６ページにお移りください。

重点的な取り組みの４つ目は、雇用就労支援の推進です。内容は、「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・経済的に自立することをめざし、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」となっています。取り組みの方向性としては、障がい者雇用の推進と

就労支援体制の充実、福祉的就労の推進がございます。こちらは地域生活支援部会を中心として議論さ

れることが多いかと存じます。

続いて、重点的な取り組み５つ目は、安心・安全に暮らせるまちづくりの推進です。内容は、「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」となっています。取り組みの方向性としては、安心・安全

に暮らせるまちづくりの推進となっており、こちらは昨年度、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、第６回の自立支援協議会で報告をいただいたところです。

重点的な取り組みの６つ目は、差別の解消と合理的配慮の提供の推進です。「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充実を図ります」となっています。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おり、こちらは権利擁護部会を中心に議論されることが

多いかと存じます。

続いて、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ご説明いたします。

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、計画の進捗管理、そして、

そのために地域生活支援拠点の機能を含めた各部会からの意見集約を図ります。各部会では、障がい者

福祉計画の実現に向けて、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それ

ぞれのテーマで協議を進めていただきます。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年間の協議をふまえて、今年度議論する内容についてお決めいただくこととなります。

７ページ、８ページには、昨年度最後の第６回自立支援協議会でご報告をいただいております各部会

の意見をそのまま抜粋しています。こうしたことも踏まえて、各部会において議題案を協議いただきま

す。

なお、本人部会については、共通テーマのもと、協議会の方針を決めて、議題を提供していきたいと

思います。

そして、合同部会ですが、９ページに、過去５年間の実績を載せておりますが、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考えているため、講演会を所与
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のものとして考えるのではなく、協議会と部会が進む中で、あがってきた新たな論点について議論をし

ていく場として必要に応じて実施したいと考えています。

最後、9ページのその他に書いてありますが、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おります。

資料の説明は以上です。

会長：ありがとうございました。

それでは、今の説明について、ご意見、ご質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。

位置づけについての確認と、今年度の取り組み予定というふうなところでございますが、いかがでし

ょうか。

では、特にご意見がございませんようでしたら、次の議題に移りますが、後ほど思い出したことなど

があれば、おっしゃってください。

では、次の議題に移ります。

議題２基幹相談支援センターの事業計画について、こちらは基幹相談支援センターの社会福祉法人パ

ーソナル・アシスタンスともからご説明をお願いいたします

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：よろしくお願いいたします。

資料２をお手元にご用意ください。

基幹相談支援センター、機能といたしましては２つございます。１つは、地域の総合的・専門的な相

談窓口として、一元的に障がいのある当事者の方、また、そのご家族の方からの相談を、ワンストップ

相談窓口としてお受けするという、個別の相談対応の機能。それからもう一つ、地域の相談体制の強化

の取り組みとしまして、計画相談の担い手である相談支援事業者さんの人材育成をサポートするという

ことで、研修会や事例検討などの企画・運営を担っていくという、大きな２つのくくりがございます。

本日、詳細について、皆さんにご説明をしたいと思います。

資料を読み上げながらご説明させていただきますが、地域の相談体制強化の取り組みとして、グルー

プスーパービジョンを行っていきます。これは基幹相談支援センターが創設されたときには相談支援ス

キルアップ講座ということで、講座形式でサービス等、利用計画作成につきまして技術を学ぶというこ

とで始まった企画です。今はグループスーパービジョンということで、相談支援専門員の皆さんから提

出された事例を検討したり、また、対人援助に必要な面談技術でありましたり、サービス担当者会議の

構成、また、ファシリテーションスキルを学ぶなど、地域の相談員の皆さんから実務に生かせる技術向

上の研修の場を設けてもらいたいという声を参考にさせていただいて、毎年、改善、推敲をしているよ

うな企画です。

今回は事例検討におきましては、テーマ別事例検討として、特に焦点を当てていきたいのが、意思決

定支援に絡んだ事例の検討、それからサービス提供事業者さんとの連携に着目した事例の検討というこ

とで、テーマを設定していきたいと思っております。それから、昨年大変好評をいただきました面談技

術の講座ですが、地域の相談員の皆さんから、ほかの相談員さんたちが実際に面談をしている様子を見
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る機会はなかなかないので、ロールプレイをして、利用者さんと相談員役で実際の面談を体験するとい

うことは非常に勉強になったという声が寄せられました。昨年度は一般的な対人援助の面談技法につい

て学んだわけですが、今期は利用者さんとの関係形成のための面談技術についてさらに深めていくとい

うことで、ロールプレイ形式を用いて技術研鑚に励んでいきたいと思っております。

それから最後、事例検討が入りまして、サービス担当者会議の技術を学んでいきます。これも利用者

さん役、相談員役、サービス提供事業者役、ご家族役と、参加した相談員がみんな俳優さんのように役

を持って、実際のサービス担当者会議を模擬でやってみたということが去年の取り組みです。これを受

けて、そのサービス担当者会議でいかに相談支援専門員の役割が重要であるか。また、見通しが立った

会議構成が必要であるのか。内容に応じて招集するメンバーが違ってくるというようなことも含めて、

今年もさらによりよい連携、進路支援を行えるためのサービス担当者会議の技術研鑚を励んでいきたい

と思っております。

続きまして、公開事例検討会。これは精神科の先生のコンサルテーションを受ける機会として設けて

おります。これは相談支援事業所の皆さんだけではなくて、就労を受けるリーダーの皆さん、就労支援

の相談支援機関の皆さん、ヘルパーステーションの皆さん、サービス提供事業所の皆さんにも公開して

いる事例検討会です。実際、地域のサービス提供事業者の皆さんから毎年事例が寄せられまして、ちょ

っとしたグループワークを交えて、みんなで事例検討し、精神科の先生のお見立てを提供しているとい

う内容になっています。これも定番の取り組みです。それから講演会を年に１回。これは障がいのある

当事者の方、ご家族、それから地域関係者がみんなで集まって、新しい知識や情報を得る場として企画

をしております。企画の内容は個別の相談事例から見える地域の課題に、毎年フィーチャーしておりま

して、今年度も下半期に位置づけておりますのは、平成30年度の個別の相談事例から見える地域課題を

集約して、それにマッチするような内容の企画を設けていきたいと思っておりますので、年度末で予定

しております。

それから、地域包括支援センターとの意見交換会。これは４月11日に開催いたしまして、今後の取り

組みについて地域包括の皆さん、それから高齢者包括支援課の皆さんと意見交換のアンケート・ヒアリ

ングをしている状況です。４月11日以降、早速個別の相談事例での連携が深まっておりまして、地域包

括支援センターの皆さんとの協働事例が増えている状況です。

それから相談支援実務者会議、年５回を予定しております。相談支援部会との連携を今期は図ってい

こうではないかということで、サブリーダーともお話をしている取り組みです。相談支援専門員の皆さ

んが集まって、我々の質の向上ということで取り組んでいく議論の場としていきたいと思っております。

それから連携会議。これは仕様書にも記載されておりまして、実施が求められていることですが、障

害福祉、教育、児童、医療、高齢の皆さんとの、分野を超えての連携を促進していくための取り組みで

す。これもその時々の主眼テーマを設定して、参加型のグループワーク形式で、顔の見える関係づくり、

それからその後の連携につなげる取り組みとして開催しています。

相談支援事業所の訪問。これは相談支援事業所の皆さんとの協働、後方支援の実績が、実は昨年度は
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非常に多く増えた年でもございました。今年も皆さんとの連携を深めていくために事業所訪問し、困難

事例への協働対応ということを進めていきたいと思っております。

個別の相談対応については、まず、総合的・専門的な相談支援の提供、中でも支援につながっていな

い方へのご支援、困難事例への対応、それから24時間365日体制の維持ということです。もう一つは後

方支援、先ほどもご説明させていただきました。サービス担当者会議への同行訪問、共同開催でしたり、

アセスメント訪問の動向でしたり、事例の全体像を整理するような取り組みです。それから権利擁護・

虐待の防止ということで、成年後見制度の利用支援、権利擁護センターへの報告、相談、発見機能を担

っているということです。それから差別の解消の支援ということで、１つは普及啓発の取り組み、これ

は講演会なんかとリンクしていく取り組みになっています。差別に対する相談がありました場合には、

権利擁護センターとの連携を図りながら対応していくということです。住宅入居等支援事業、これは障

がいのあるご本人様が住まいを見つけるための支援ですが、入居支援、不動産屋さんに一緒に行って、

物件を確認したり、予算を一緒に組んだり、大家さんとのお話を調整したりというような支援です。

それから計画相談支援。基幹相談支援センターが担当しておりますケースは地域に移管していくとい

う方向性ですが、そうは言いましても、障がい福祉課さん、事業所さんからのご依頼があるケースは受

理、対応していくということになっております。６月１日から、今川の事務所から、旧入船北小学校、

浦安市まちづくり活動プラザに事務所が移転されます。それに伴いまして、出張所の皆様にご不便をか

けることがあるかとは思いますけれども、また、お手紙等でご案内させていただきたいと思っておりま

す。

以上です。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまのご説明について、ご意見、ご質問等あれば、お願いします。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：ご説明、ありがとうございました。千葉商科大でございます。

３つ、ご質問させてくだだい。

１つ目が、地域包括との意見交換会のところ、２つ目が相談支援事業所訪問のところ、最後が個別の

相談対応の中の⑤です。先ほどご説明がありました住宅入居等支援事業のところ、以上３点、ご質問さ

せていただきます。

まず１つ目ですが、先ほどご説明いただきました１番目の地域包括との意見交換会、アンケート調査

をし、今、ヒアリングを実施しているというご説明がございました。非常にいい状態で進みそうだとい

うことで、私もここは、まさしくセンターかなというふうに思っています。ここに書いてありますとお

りで、障害福祉と高齢者福祉双方の支援者の連携を含めるというところが、これからのコアになってく

るだろうな。細かなところですが、意見交換会を４月11日に実施された。この後、空欄になっているん

ですが、例えば、年に何回程度実施されていくのか。私の希望としては毎月実施できれば、これ、相当

効果があるというよりも、そこから新たな課題がどんどんどんどん見えてくるかなと思っております。
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それはいかがでしょうか。これが１つ目です。

２つ目。これも勝手なご質問で申しわけないですが、同じようなことです。こちらから出向いていく

という機能って、これから絶対大事だなと思っております。これを見ると、事業所訪問が８月になって

おりまして、８月までは何もされないのかなと勝手に解釈しておりますのが、その辺のところももし、

この前後で、サブでいろいろとリサーチされるのかということがあれば、コメントをいただければと思

っています。

３つ目ですが、住宅入居等支援事業、これ昨年度から、この委員会でも議論になって、非常に困って

おられる。それで行政の皆様方も、確かに、障がいを持った方々が住居の契約をされるときに、なかな

かうまくいかないんだということは認識しておられるというコメントがたしかあったと記憶しておりま

す。ここに関係機関、調整をしていると書いてあるんですが、これは行政の方にご質問なんですが、昨

年度というよりもずっとこれは懸案事項としてあった。今年度に向けて、行政側として何か調整機能を

やろうというようなご計画、もしくは、お考えがあるのであれば、ご意見をいただければと思います。

以上です。

会長：ありがとうございました。

問の１と２について、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いしてよろしいですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ご質問、ありがとうございました。お答えさせていただきます。

まず４月11日の地域包括との意見交換会ですが、当センター内の相談員もそうなんですが、地域包括

の皆さんとも非常に話題がはずんだ、有意義な時間でございました。その後の取り組みとしては、今、

皆さんからご意見をいただいているのは、合同事例検討会の開催であったりとか、あと、実は他市の取

り組みを参考にしたんですが、高齢障がい者の方が介護保険に移行するときの連携のためのツールです

ね。共通言語だったりだとか、介護保険に移行するまでの準備期間、障害福祉のほうの相談員さんは何

をすればいいのか。介護保険のケアマネジャーに何を伝えればいいのかというようなことを、少しフォ

ーマットを整えて、情報を共有していくツールをつくるというのはどうだろうかというような、実はご

意見も、少し出たりしております。

意見交換会、確かに毎月できれば、それはそれで有意義なのかもしれないんですが、こういう分野の

会議が非常に多くございまして、会議のあり方といいますか、集い方というのは１つ議論になりました。

それで、今、最も意見が多いのが、半年に一度ぐらい、お互いの現場感をリアルな情報で確認し合うと

いう機会はあったほうがいいかねなんていうことで、今後の取り組みとしては、ご意見が寄せられてい

るところです。そうは言っても、個別の相談を通しての協働が進んでおりまして、各市内の包括さんか

らの依頼もそうですし、こちらからの協働依頼もそうですので、80-50の問題は非常に大きいかなと思

っております。

もう一つ、相談支援事業所の訪問活動ですが、８月ということで、ここに見えておりますが、それま

でに相談支援事業所の皆さんからは、このケース、困っているので、一緒に事例を整理してほしいとい

うご依頼がございましたら、随時、その扉はオープンしているというものが、基幹相談機能でございま
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す。そうは言っても、訪問をしてじっくりお話を聞くという機会もあったらあったで、埋もれているケ

ースが発見されるということで、センターの稼働の状況も見ながら、１回ということで、ここには銘打

っておりますけれども、地域のニーズに即した対応をしていきたいなと思っております。また、実務者

会議やスキルアップ講座、グループスーパービジョン等で、実は相談員の皆さんとは顔を合わせる機会

はほぼ月１回ぐらいはあるというようなことで、さまざまな機会を有意義に捉えていきたいと思ってお

ります。

以上です。

会長：ありがとうございました。

では続いて、問の３番目について、事務局からお願いいたします。

事務局：障がい福祉課長です。私からご説明させていただきたいと思います。

⑤住宅入居等支援事業、関係機関との調整というご質問の件です。昨年度もこれもついてはいろいろ

議論されたということで、保証人の課題、いわゆる、賃貸のケースだと思われます。なかなか保証人が

得られないという状況の中で、現状、県では登録制度というのがあるんですが、実際には、浦安市内と

いいますと数件ぐらいの不動産屋でしか登録されていないという現状があります。これをもっともっと

増やすということであれば、ある程度、解消、クリアできるのかなと思いますが、こういう問題に対し

て、昨年度、高齢者支援課と、あと住宅対策課というところがございまして、私ども３課において、ど

う対応できるかと協議しております。ただ、まだ具体的にどうしていこうというのは、今年度の中で進

めていこうということで、個別のアンケートも含めて、進めておりますので、もうしばらくお待ちいた

だきたいと思います。

会長：ありがとうございました。契約の中で行われる家屋の賃貸の契約というところで、市がどういった取り

組みができるかという、難しい部分もあるとは思いますが、ぜひ、そちらの応援もしていただければと

思いますので、よろしくお願いいたします。

また、先ほどの地域包括との意見交換については、まさに社会福祉法人パーソナル・アシスタンスと

もがおっしゃってくださったように、高齢障がい者の方が介護保険移行について、最近、本当に事例が

増えているということもあるんでしょうが、各地で問題になっているようです。そういったところでの

勉強会、あるいは、事例を踏まえての共有のツールづくりで、実を結んでいかれたら、浦安に住まわれ

る高齢障がいの方にとっても非常に有意義かと思います。引き続き進めていただければと思いますので、

よろしくお願いいたします。

そのほか、ご意見、ご質問等はございますでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会委員、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：質問ですが、個別の相談対応の一番最後にある計画相談支援というとこ

ろで、一番下、これは昨年度から話になっていまして、基幹相談で受けている計画相談を、段階的に相

談支援事業所に移行するという方向に行くという形でやっていて、昨年度からそれを進めていると思う

んですけれども、基幹相談でずっと長い間相談を受けていて、いろいろやっている方たちというのは、
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計画相談、ほかの事業所さんに移るというのは不安があると思うんです。書かれているように、尊重し

た上であったとしても、昨年度やっていて、ある程度順調にいっているのか、難しいのか。今後の見通

しとしてもどういうことが考えられるのかなというところをお聞かせいただければと思います。

会長：社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、いかがでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ご質問、ありがとうございます。感覚で言いますと、容易では

ないという現場の感覚はございます。理由の一つが、基幹相談支援センターが担当させていただいてお

ります個別のケースに関しまして、年単位でのご支援のケースが非常に多くあるということが１つ。そ

れから、非常に複合的なサービスをお使いになっている。５事業者、６事業者ぐらいのヘルパーさんを

お使いになっている時間数の管理だとか、ケアプランの構築とか、サービス調整に非常に細やかな支援

が必要なケースであったり、そういうケースも実際にあって、介護給付費等の支給に関する審査会から

ご発言いただきましたとおり、利用者さんサイドから見ると、相談支援事業所を変えるということは一

大決心に近い部分はあるんじゃないかなと思っております。

そうは言っても、移管の取り組みは、我々も進めておりまして、地域の相談支援事業所の皆さんに、

個別お願いのお電話をさせていただくことを行っております。年度末に、ケース数でいきましたら、五、

六ケース、移管の方向で調整しているんですが、利用者さんに申し上げているのは、当然、引き継ぎは

懇切丁寧にということと、しばらく並走させていただいて、一緒にその移管した相談支援事業所の皆さ

んと一緒に支援にかかわっていって、うっすらと去っていくんですかね。そういう形で移管に不安がな

いようにご説明しております。また、地域の相談事業所の皆さんの不安もあるようには感じております。

ですので、地域の相談事業所の皆さんが我々がご支援させていただいたケースを引き受けて、バトン

をつないでいただく際には、どういうところに不安を感じるだとか、また、基幹相談と計画相談支援事

業所としての役割の明確化、こういうようなことを整理しながら、基幹からのケースの移管を進めてい

くということは考えております。

会長：そこは役割の違いもあるということで、落ち着かれている方については、順次、引き継がれていくとい

うことで、地域の相談支援事業、人材育成にもつながっていくんだろうと思いますので、どうぞ、よろ

しくお願いいたします。

そのほかございますでしょうか。よろしゅうございますか。

ありがとうございました。

では、これで一旦、議題については終了ということでよろしいですか。この後、私の話ということで、

進行を事務局にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

事務局：ありがとうございました。

この後、会長からの講話があります。

会場の準備をさせていただきますので、しばらくお待ちください。

（会場変更）

事務局：お待たせしました。
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それでは、本日の次第の３番、会長からの講話に入らせていただきます。

それでは、会長、よろしくお願いいたします。

会長：改めまして。浦安市に求められる地域生活支援拠点について、基本的には国の方針、通知が出ているん

ですが、それを読み解くというふうな形で進めさせていただければと思っております。私の私見も交え

ながらということになるかと思います。

まず、地域生活支援拠点とは、私の認識ですが、市内の障がい者や障がい児、その家族というのはさ

まざまなニーズ、課題を持っておられるということだと思います。最近では、やはり重度化、高齢化、

そしてまた緊急時対応ですとか、親なき後ですね。この親なき後というのは、最近は親あるうちという

ふうに言いかえてというか、同じような意味ですが、使われるようになってきました。あと、専門性あ

る人材をどう育てるかということが課題だろうと思っております。これらの方が安心して、地域での生

活を継続できるように支えるための仕組みだと思っています。拠点というと、どうしてもハードを思い

浮かべるんですが、これは建てて終わるというものではなくて、支える仕組みのことを言っているんじ

ゃないかと、私自身は思っております。つまり、浦安市内でサービスを受けている障がい者、障がい児

がサービスを受けられないから引っ越すとか、あるいは、他市の事業所を使わざるを得ないとか、そう

いったことがあるんだとしたら、そういった現状を打破するというための仕組みだろうと思っておりま

す。

これが、国から出た通知です。新しいものもあると思うんですが、方針としては変わっていないので、

これに基づいてお話ししたいと思います。

拠点の目的ですが、先ほど触れましたように、重度化、高齢化や、親な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、障がい者等やその家族の緊急事態の対応を図るための拠点であると

いうことで、キーワードを赤文字にしておりますが、重度化・高齢化や「親亡き後」、重度障害対応、

あるいは緊急対応、そういったことに対応するための拠点であるということです。そのためには、緊急

時の迅速・確実な相談支援というものが必要ですし、緊急時にお預かりができる短期入所というところ

も必要になるだろう。こういったところがそろえば、地域における生活の安心感を担保するということ

ができるんじゃないか。また、体験の機会。こちらは先ほど意思決定支援というような話も出ておりま

したが、試すことから学び終えて、自己決定へとつながるためには、体験というのがいるんだろうとい

うことですね。施設や親元からグループホームや、ひとり暮らし等への生活の場の移行をしやすくする

支援ということで、施設から出るというのはいいんですが、親元からというところが、僕は課題になっ

ていて、親元にいればいいんじゃないかと思われる皆さん、世間一般の方というところがあると思うん

ですが、最近もニュースになりました。精神障害を患っている方の親が、家の中でその子を監禁してい

て、非常に悲惨な状態だったということもあったりします。だから、親元にいればいいんだということ

ではないということだろうと思います。親元からどう自立させていくかという支援は、日本の場合は特

に家族の中での支援というのが当たり前じゃないかと言われてきたわけですから、意識も変えていかな

きゃいけないと思います。つまり、障がい者が普通に地域で暮らすということをどう支援するかという
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ことだろうと思います。

必要な機能については、今言ったような話を、この５つの機能に集約されています。５つの機能とは、

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

ります。

この５つの機能に集約し、グループホームや障害者支援施設等を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など、地域の実情に応じた整備を行っ

てくださいとなっています。浦安市の場合は、この多機能拠点整備をするということになっていますが、

この例にあるように、地域の実情に応じた整備として、多機能拠点は持っているんだけれども、プラス

面的整備というような複合型もあり得るよ。これは地域の実情に応じてそれぞれの市町村が考えてくだ

さいということになっているわけです。市町村が判断してくださいということですね。内容について。

ここで、コラムですが、そもそも、なぜ、地域生活支援拠点が必要かということを考えてみますと、

これまでは、重度障害のある方や行動障害が強い方、また、突発的な対応が必要な方、こういった方が

24時間、365日、安心できる場所で暮らしたいというニーズに対して、施設入所という形でしか応えら

れてこなかった。選択肢は、本当に施設入所しかないのかという疑問から始まっているんだろうと思い

ます。地域で暮らし続けるためには何が必要なのかという疑問の一つの答えが、この５つの機能という

ことになっているんじゃないかと思っています。ある意味、施設入所というものから脱皮する大きな実

験を、今、全国の市町村でやろうとしている。そういうことにほかならないのではないかと思っていま

す。だから、実験的試行なので、多分、いっぱい失敗もするだろうし、うまくいかないこともあるだろ

うと思うんですが、その失敗からまた学び、また施設に戻るのではなくて、地域で暮らせるような機能

の強化ということをしていく一つの過程にある。その出発点なんだろうと思っています。

こちらは多機能拠点型と面的整備型のイメージの図なので、割愛しますが、大事なところとしては、

整備手法については、協議会等を活用して検討しなさいとなっていまして、まさにここの場ですね。協

議会を活用していろんな方のご意見を集約し、浦安市としてはどういった形でこれを整備していくのか

ということを検討してくださいねという話になっております。

ここからは、先ほどの通知の中で、新しく具体的に書き込んだところですが、具体的な内容として初

めて国が示した内容になります。

まず、相談ですが、これは最重要ということだと思います、位置づけとしては。市町村、既に基幹相

談支援センターがあったり、委託相談支援事業、浦安はあるんですか。基幹だけですか。（障害者総合

支援法第77条第１項第３号に規定する相談支援事業の）委託というのはあるんですかね。

事務局：委託はないです。

会長：委託はない。なので、基幹相談支援センターですね、浦安の場合は。

特定相談支援。指定を受けている相談支援事業所はあると思います。これらとともに、地域定着支援

を活用してください。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
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ーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能を、この拠点の相談機能として持ってくださいとい

うことなんですが、こちらが図にしたものですが、地域の中にどんな障がい者がいて、この人、ひとり

暮らしで、あるいは親と一緒にいるんだけれども、親の支援がなかなか期待できないという人、こうい

う人が対象になるサービスの一つに、地域定着支援というのがあります。

地域定着支援として、特定相談支援事業所、一般相談支援事業所です、要するに、相談支援事業所、

あるいは拠点にある相談支援事業所があらかじめ地域にいるそういった緊急時の支援が見込めない人た

ちというのを事前に把握・登録しておきなさいと。24時間、365日、電話を受け付けるのでいいでしょ

うということではない。ただ、事前にどういったところにそういった支援が見込めない人がいるのかと

いうのを、あらかじめ知っておくというところが一つ、出発点になるんだろう。事前に登録・把握して

おくと、常時の連絡体制もとれますし、緊急時の事態にも即対応できやすいという環境が整うでしょう

ということをいっているわけなんです。場合によっては、ヘルパー事業所からの派遣とか、緊急短期入

所というのを、そこの相談の結果、入れるという話もできるということになるわけです。

緊急時の受け入れ・対応ですが、短期入所を活用するということになると思います。ですから、拠点

については、短期入所を置きなさいということになっています。短期入所を活用した常時の緊急時の受

け入れ・体制を確保した上で、介護者の急病や障がい者の状態変化等の緊急時の受け入れ、医療機関へ

の連絡などの必要な対応を行うということで、養護者の、ご家族が急病ということもあるでしょうし、

本人が急な状態変化で行動障害が強く出ている。家族の手に負えない。いろんな状況はあるんだろうと

思うんですが、緊急時を受け入れるというところがやっぱりないというのが各地で問題になっていて、

このための拠点が欲しい。そこの一つの拠点の出発点に実はなっているところです。

先ほど言いました体験の機会が、地域移行支援や親元からの自立等に当たって、グループホーム等の

障害福祉サービスの利用やひとり暮らしの体験の機会・場を提供する機能ということで、施設にいる人、

親元の家庭にいる人に、ひとり暮らし、どうですかと幾ら言っても、やったことがないことに対して、

自分みずからしたいと思わないでしょう。また、いろんな体験の機会・場というところを提供できるよ

うな機能、これを拠点としても持っておいてほしいですねということです。

専門的人材の確保・養成ですが、医療的ケアが必要な方、行動障害を有する方、あるいは、高齢化に

伴い重度化した障がい者、いずれも困難ケースといわれるような方々ですが、一般の事業所がすっと受

け入れられる場、なかなか受けられない。なぜか。専門的な対応ができないからということになるわけ

です。専門的な対応がまず拠点で行えなきゃいけないし、そこの機能を生かして、地域の人材の養成も

行ってほしい。喀痰吸引等研修や強度行動障害支援者養成研修など、県が行うべきいろんな研修がある

かとは思うんですが、そこの指定を例えば受けて、研修機関となって、拠点が市内の事業所さんの人材

養成をするということも念頭に置いているということになるわけです。すぐにというわけではないでし

ょうが、行く行くはこういった研修機関になるというようなことも想定していいんじゃないかと思って

います。

地域の体制づくりについては、先ほどコーディネーターの配置というお話が出ましたが、地域のさま
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ざまなニーズに対応できるサービス提供体制の確保とか、地域の社会資源の連携体制の構築を、コーデ

ィネーターをその地域生活支援拠点に置いて、そのコーディネーターが連携体制の構築とかをやってく

ださいということですね。例えば、医療的なケアが必要な障がい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

てくださいということで、社会資源につなげるという役割。なければつくるという役割。本人にとって

のインフォーマルな社会資源というのをつなぐという役割。さまざまあると思いますが、特に医療的な

ケアが必要な方というのは、医療機関との連携ということも欠かせないということで、一般の事業所さ

んだと、病院との連携というのは敷居が高かったりもするわけですが、そこを拠点が担ってやってくだ

さいということだろうと思います。

また、この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できますよとし

ていまして、例で書かれているのが、「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」ですとか、「障

害者等の生活の維持を図る機能」等で、特に、上の部分については、地域包括ケアシステムというもの

の障がい者側からの発信の中核にもなっていただきたいという思いが込められているんだろうと思って

います。高齢分野、児童分野、防災分野等との連携の拠点でもある。将来的に、そういったことも期待

されているということだろうと思います。

運営上の留意点です。地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、連携して業務を実施し

なければならないということで、自立支援協議会の目的の一つというのも、この地域課題の共有という

のがあるんですが、拠点にはさまざまな困難ケースが舞い込むということがあります。そうなると、拠

点の日々の活動の中から地域の課題が浮き彫りになってくる可能性が強い。これは協議会などを活用し

ながら、共有していくことが求められているということですね。まず共有しないと、共通認識を持たな

いと連携ってできませんからねと、そういうことだと思います。

拠点等における課題等の活用について、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。先ほど言ったことですが、個別事例の積み重ねでしか地域の課題というのが見え

てこないと思います。その生きた事例というのは、まさにこの拠点に集まるということがありますから、

そこを共有しましょう、活用しましょうということですね。そのために、例えば支援者レベルの検討会

というのを開催し、先ほど基幹相談支援センターのほうでも事例検討会をやっていますという話でした

が、こういったものを拠点の事例検討会とどうリンクさせていくのかというところも、拠点ができた後

には課題となってくるだろうと思います。協議会の部会等の場に報告するということで、ここでまた協

議会が出てくるわけですが、図にしたものがこちらです。支援者検討会、事例の集約をしたものを協議

会に対して報告をする。その際、事例の分析、課題の抽出、地域課題の共有といううまいサイクルにな

ってくると、市のほうも何に力を入れればいいのかというところが、見える化がされてくるということ

だろうと思います。

文字ばっかりで恐縮ですが、拠点等に必要な機能の実施状況の把握です。市町村は、拠点がどんな働

きをしているかということをちゃんと把握してくださいということが書いてあります。市町村は、この
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拠点に関して、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というよ

うなこと。これは市町村に求められています。

運営全般に関するものとしては、担当する区域、浦安の場合は全市になると思いますが、におけるニ

ーズの把握というのをちゃんと行っていますか。基本理念などの関係者間の共有化が図られていますか。

重点的に行うべき業務の方針というものがちゃんと合っているか。また、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などを拠点として開催しているか。あとは個人情報の保護を

しているかとか、利用者の満足度の向上があっているかとか、税金が入った施設ですので、公正、公平、

中立の立場にちゃんと立っているかなどが、運営の注意点。

個別機能に関するものとして、先ほど運営全般に関するものでしたが、個別機能に関するものとして

は、相談の機能について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。緊急時の受け

入れを行って、この緊急時の対応について具体的な方法を定めているか。あるいは、空き家・公民館等

を最大限活用しながら地域づくりを行っているか。専門的な人材の確保・養成をしているか。地域の体

制づくりとして、多様な社会資源の開発、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。

そういったところが視点になるかと思います。

各制度との連携については、もう今さら言うこともないわけですが、特に拠点については、困難事例

が多く対応する可能性が強いですから、これは連携を強め、その連携が、結局、一般の事業所にもいい

波及効果を生めばいいんじゃないかと思います。

ここからは市町村と都道府県の責務になりますが、割愛しながら、協議会が出てくるのはここですね。

整備時期については協議会の合意をもってということですが、浦安の場合は整備時期が合意されている

ということです。あと、施設整備費の整備対象として、これってふさわしいですよとかいうところを市

町村には求めています。また、地域生活支援事業の地域移行のための安心生活支援の事業の活用もでき

ますよというところが書かれています。

あと、チェックをしなさいという話があって、市町村は、この拠点について定期的な評価をしなさい。

その際、協議会の部会等の場を活用して、報告を上げていただいて、それをチェックする機能というの

を、自立支援協議会に持たせるということも一つですよということで、結構、この拠点に関しては、自

立支援協議会がたびたび登場していまして、いろんな役割を担えということになっています。

あと、拠点の取り組み状況については、公表しなさいということになっていますが、その際、同じよ

うなフォーマットで公表することによって、他市町村との比較が容易にできるようにしなさいというこ

とになっています。都道府県の役割は広域支援として、県のセミナーを開いて好事例を広めなさいとか、

そういったことが書かれています。ここは飛ばします。

あと、細かい留意点などがありますが、大体、今までお話ししたような話ですので、飛ばします。

ここからは各自治体における取り組みの具体例で、皆さんにお知らせしたいところだけ表示していま

す。

相談支援事業から得られるニーズや社会資源の整理を、これを機会に今行っているところですよとい
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うような話ですとか、ここでは緊急時対応の機能がシステム化されていないということが明確化され

たので、これからつくっていきますというような話、こちら、緊急時の受け入れ対応を整備するに当

たり、関係する福祉サービス事業所で話し合う機会を設け、事業所間の意思統一を図りました。また、

緊急時には連携がとれるように、違う事業所同士での意見交換を行いましたということで、この拠点

の話し合いということをきっかけに、他事業所とのいろいろ話す機会の場を設けたというような取り

組みになっています。

こちら、発達障がい者における専門家の育成を目指した研修というのを行う。医療機関との連携につ

いては非常に需要、強度行動障害、喀痰吸引など、専門的な研修等を、積極的に市としても進めていく。

夜間帯の精神障がい者への支援なども重要性が改めてわかった。一般の事業所では漏れるニーズという

のが必ずあります。そこを拾うのが拠点なんだということです。相談、緊急時の受け入れのコーディネ

ートを担うものとしての事業を目指した。そういった取り組み事例が全国各地から寄せられていますの

で、過去にモデル事業でやったところから学ぶというのが非常に重要な視点かと思います。

そこで、新潟県上越市が行ったモデル事業を参考までにお知らせしたいと思います。

上越市では、多機能拠点施設をつくったんですが、さらに、それに面的整備も組み合わせて、混合型

にしましたということです。地域生活支援拠点に求められる具体的な拠点機能として、多機能拠点整備

型に求められる機能、面的整備型に求められる機能として、マトリックスで整理したものですが、これ

は、実は前回お話しした重度障がい者へのヘルパー派遣特例、区分４以上で行動障害や重度訪問介護対

象者の活用の話。多機能拠点整備型でつくったグループホームについては、先ほどから出ているような

医療的ケアですとか、強度行動障害などの困難事例が来るものですから、このヘルパーの特例を用いて、

人員も厚くしてやっていくというふうなことが、ここにも出ています。こっちは面的なので地域でそち

らをバックアップするような形かなというふうに思われます。多機能拠点でコアの部分をやり、面的整

備としてそれをバックアップしつつ、共通するところで人材の養成などを行う。一般の事業所が多機能

拠点型の事業所に行って、多様な学びを得て帰っていくというふうなこともあるかなと思います。特に、

強度行動障害など、自己流でやっているような一般の事業所がいた場合に、一回こっちで習ってくると

か、そういうことも人材養成の立場として持っていなきゃいけないかと思っています。

こちらは、大分市のモデル事業から引っ張ってきたものですが、多機能拠点整備型のメリット・デメ

リット、面的整備型のメリット・デメリットが書いています。特に線を引っ張ったところで、面的整備

型では運営管理が難しいとか、ネットワーク構築が難しいとか、情報共有が難しいとか、職員育成が難

しいとか、そういったことがあるんですが、難しいと言われる部分をどう解決していくかというところ

が重要かなと思っています。先ほど言うのを忘れたんですが、この形、上越市のような形、つまり、多

機能拠点整備型に面的整備型を上乗せするというか、両方の混合型、これが今の時点では私が考える浦

安市の形に近いもの、目指すべきものではないかというふうに、個人的な意見ですけれども思っていま

す。というのは、多機能拠点施設をつくったところは、つくってそこにお任せということで、失敗して

いるんじゃないかと思うんです。そうじゃなくて、これをバックアップする面的整備型が加わって初め
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てここが生きているということになるんじゃないかという気がしておりまして、ここと一般の事業所と

の分断が起きてはいけない。むしろ、全員で支えていくというところが求められるんじゃないかと思っ

ています。

こちらは同じく大分市のモデル事業から出た夜間帯、18時以降の連絡の具体例として、いろいろ出て

います。例えば、車椅子から落ちたとか、お腹が痛くてトイレに３時間いる、とか、今、退院してきた

んでヘルパー支援をお願いしますとか、家族が手術をするんだけれども、その間、本人の支援をどうし

ましょうとか、さまざまです。家族から殴られて、二人で家から逃げてきたけど、今夜過ごせる場所が

なく、今スーパーにいるとか、行政も加わらなきゃいけないような緊急な事案も出てきています。あと、

お父さん、帰ってこないとか、そういうのもありましたね。多量服薬をしたとか、さまざまあります。

精神障がいの方の事例が多かったりもするんですが、こういった事例がわかってくると、事前にこうい

う場合にどうしようという想定ができますね。こういった事例というのは蓄えておく。それに対して備

えておくということが必要だろうなと思います。

いよいよ終わりのほうですが、私の考える拠点整備というのは、やっぱり混合型なんでしょう。その

ためにはまず協議会を活用していただきたい。基幹相談支援を活用していただきたい。最初のほうに、

地域定着支援を活用しましょう。既存の公的社会資源の活用、医療機関を含めた関係機関の協力、学校

関係ももちろんです。既存の事業所のネットワーク化、そして、何より関係者の熱意。多機能拠点の当

事者の法人の熱意ももちろんありますけれども、一番重要なのはここじゃないかと思います。市の熱意。

市がどういう形でこれをつくって、障がい者、特に重度の障がい者の地域生活をどう支えていくのかと

いう、描くというのは市町村の役割だろうと思っています。これがあって初めて、この地域生活支援拠

点の実現というところができるのかな。つまり、地域の力というのが本当に試されているのが、この地

域生活支援拠点をつくってみなさいと言われている、そういうことなのなのかなと思います。

まずは、どんな事例があって、どんなことで困っているのかを共有するところから、みんなでともに

考え、共通の目標を持ち、みんなでつくっていくということです。これは拠点だけ、事業者だけ、市だ

けとか、そういうことじゃなくて、利用者さんも含めて、みんなで浦安市の拠点というものをどう考え、

どうつくっていくか。32年度にできるわけですので、少し時間に余裕があるわけですから、ここでじっ

くりと、この機能について、みんなで共有して、考えを深めていきたい。そういう場にしていければと

思っております。

すみません。ちょっと長くなりましたが、以上です。（拍手）

事務局：会長、ありがとうございました。

それでは、今の講話に関連して、質問があればお受けしたいと思いますが、会長、よろしいでしょう

か。

では、どなたか、この講話に関連して、何かご質問等があればお受けしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

会長：ない場合は、僕が指名してくれという話ですので…。どうぞ、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、
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お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：質問ではないんですが、大変いい講話だったと思います。ハードだけ

じゃなくて、ソフト面でどうやっていくかということについて、非常に感慨深いことで、非常に広がり

ができるんじゃないか。我々、障がい者のほうも、事業所もそうですし、ボランティア団体とか、市の

当局とか、そういう人たちとどうやって結んで社会参加を向上させていくか。問題解決していくかとい

うところに、非常にいいガイダンスになるご説明だったと思います。どうも、ありがとうございました。

会長：お褒めの言葉をいただきまして、ありがとうございます。

そのほか、ございますでしょうか。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：会長、ご丁寧な、非常にわかりやすいご説明、ありがとうございました。

質問というよりも、改めてということで、２つ。会長は、行政の方々がすごく大事だということを結

構、魂込めて語られるんだなということを感じました。本当に、私、そうだと思っています。こういう

形で国の方向性が出て、自治体の皆様方に丸投げということではないんですが、自治体の皆様方の本気

度と、それから専門職、地域が一緒になって、いよいよ本格的に動き出すスタートラインに立ったんだ

なということを改めて感じたところです。

２つ目、改めてのところですが、資料の４ページかな、地域包括ケアシステムの推進のところの高齢

分野・児童分野・防災分野等との連携という。この防災分野は実は去年から盛んに議論になってきたと

ころです。情報共有、情報連携で、実は情報というのがあるんだけど、それが非常にクローズされてい

て、共有されていない。多分、現状もそうだと思います。これだけ面展開、それから、あとは面に対し

てのサポート体制という中で、本当に必要な情報が、必要な方々に共有されていないというのはどうな

るかというと、ほぼ機能していない。この図、今日のご説明をお聞きして、改めてそこなんだと感じま

した。

つきましては、去年から議論になっていますが、支援が必要な方々の個人情報は名簿としてもう作成

されてあるはずなんですね。だから、それを扱うに当たって、個人情報保護に関する基本的な研修のあ

り方、それから、その情報がどこにプールされていて、誰がそのキーを持っていて、そして、どのよう

なルートでその情報が共有され、そして、市へ生かされるかというところを、早急にこの委員会の機能

も含めて、実践的な形に持っていかなくちゃいけないなということを改めて感じました。

以上、２点でございます。

会長：ありがとうございます。この防災分野を拾っていただけるとは思っていなかったので、ありがとうござ

います。

そのほか。私、自分の思いも含めて勝手に、こういう形がいいんじゃないかと言い放ったところもあ

るんですが、各事業所の皆さん、どう思われましたか。

そのとおりなのか、いや、違うとか。

順番に、社会福祉法人なゆたから、お願いします。
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社会福祉法人なゆた：上越市のモデルの概要で、報告書があった中に、浦安市には入所施設というのはないじ

ゃないですか。ここの中に、入所施設というのが入っていて、これだと重度の支援の中では必要なので

すよね。グループホームの場所だけで担うというのは難しいのかなと私は思うんですが、どうなんでし

ょうか。

会長：それはどういう方を想定しておっしゃっているんですか。入所じゃないと難しい方……。

社会福祉法人なゆた：重度、浦安市で今回の地域拠点でつくるグループホーム、この18人という、６掛ける３

のユニットと聞いているんですけれども、18ですね。それだけではすぐいっぱいになってしまうとは思

うんです、その重度の方を担うというところでは。そうなってしまうと、どうしても市外の入所施設と

か、そういうところに行かなければいけないのかなという、親という立場がありますので、どうなのか

なという。

会長：数の話。

社会福祉法人なゆた：そうですね。数、そうですね。

会長：これはどうなるんですかね、というのをみんなで考えましょうというところだと思うんですが、私に聞

かれても困るんですね。ただ、一つ言えるのは、今まで拠点がなかった。浦安市に入所施設もない。だ

から、他市に出るしかなかったという現状がある中で、まず、ひとまずは拠点ができたというところで、

そこで受けられる人も出てくるわけです、市内で。そこのノウハウというのを、一般の事業所が学ぶ機

会がまたそこで出てくるということじゃないかと思っていて、どこまでの重度がそこの一般の事業所で

受けられるかというのになるかというのは、これまた一つ、乗り越えなきゃいけないハードルだとは思

いますが、とりあえずそういう形ができたというのは一つ希望なんじゃないかと思っていて、拠点が全

てやればいいということじゃなくて、拠点の機能を各地域に分散するという。だからこその面的整備だ

ろうと思っていて、拠点ができることを一つのきっかけとして、重度対応をいろんなところでできるよ

うになりましょうよという話だろうと思っています。

だから、一つ与えられた課題として、事業所の方々がどうこれを生かすかということにかかっている

んじゃないかと思っています。

そのほか。

社会福祉法人サンワーク：先生、ありがとうございました。

まず上越市のこのモデルを見ていて、確かに、多機能拠点と面的整備というところをあわせ持ってい

れば、今あるものと新しくできてくるものを、どう、要はミックスしていくかというところがポイント

かなというところと、あと、図よりもその上に書いてあるのが、居住支援の機能を持つ事業所が地域と、

ということで、事業所だけが大きくなっていくのではなくて、やはり、地域の中でどうそれが目指され

ていくのかというところ、そこがポイントになってくるのかなとは感じました。

確かに、先ほど話のありました情報の出どころだったり、もっともっと話すべき内容というのは、こ

れからもっとここの場で話していかないと、絵に描いた餅になってしまうとよくないのかなと思うし、

やるべき機能というのがもっとあるのかなと思うのと、最初のところに出てきている支える仕組みとい
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うところが、この１年、２年の間で考えていけたらいいのかなって思います。

先生の中で話にあった地域定着支援ですとか、地域移行支援という中で、今、浦安市内で、実は個別

給付をやっているのは、ソーシャルサポートセンターのみなんですね。なので、この仕組みをもっとも

っと使っていくことで、市内だけではなくて、もっとそれを超えた枠で、浦安市に、住居は違うけど、

今入院していますとかという人が戻ってきたときの仕組みづくりだったりとか、いろんなことというの

がもっともっと必要になってくるかなというところと、私は精神の障がいを担当しているんで、精神の

方が困ったときの緊急時の対応とか、そういったことも、今後、もっと支える仕組みに関しては、多分、

さまざまな分野でいろんな課題が出てくるのかなと思うので、それが集約されていいものになっていく

といいなと思います。

会長：ありがとうございます。

そのほか、ございますでしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、お願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：先生、ありがとうございました。

私は、先生が個人的に浦安のモデルはこんなかなといっていた、多機能拠点プラス面的整備の混合型。

社会福祉法人サンワークもさっきおっしゃいましたが、この拠点が担う機能を既に浦安市の地域資源の

中には、その似通った役割を担っている機能が既に存在している部分もあって、それを有効活用してい

く。また、連携していって、地域全体の支援力が上がっていくということが、拠点を持つことの大きな

意味なのかなとすごく、お話を聞いていて感じました。地域課題の整備と、地域診断と言うんでしょう

か。私たちが住むこの浦安でどういう機能、どういう課題があって、どういう機能が必要で、それが整

うことによってどんな地域になればいいのかということをしっかり議論していく必要があると思うんで

すが、それが６回で事足りるのかなとすごく思ったので、合同部会が地域生活支援拠点に向けての地域

づくりの議論の場に、年に２回でも活用されるのであるならば、それは非常に有効な取り組みになるの

ではないかと思っています。

それから、先生のお話にもありました多機能拠点を担っていただく法人さん、今日来ていただいてい

て、簡単な言葉で言うと、お互いをよく知っていく関係性になっていく必要があると思うんですが、法

人さんの熱意というようなことも書いてあって、ぜひ、どこかの機会でお話というか、どういう拠点を

つくっていきたいなと思っていらっしゃるのかとか、そういう意見交換できる場もあればいいんじゃな

いかと思いました。

以上です。

会長：ありがとうございます。

オブザーバーは、発言の機会というのはどうなんでしょうか。

事務局：オブザーバーというふうに申しておりますが、オブザーバーにも２種類あって、発言もできないオブ

ザーバーというのと、発言はできるけど、議決とかにはかかわらないオブザーバーの２種類あると思い

ます。今回、佑啓会さんに来ていただいておりますが、後者、議決権は持たないけれども、例えば、会
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長のご質問であったり、委員さんからのご質問に、会長の許可をいただいてということになろうかと思

いますが、お答えをできるオブザーバーとしての参加と考えてございます。

以上です。

会長：ありがとうございます。それを聞いて安心しました。

早速で申しわけないですが、社会福祉法人佑啓会さん、今、私の話と少し議論があったんですが、な

かなか個人でのお答えというのは難しい部分もあるかと思うんですが、感想などお聞かせいただけたら

と思います。

社会福祉法人佑啓会：改めまして、このたび、地域生活支援拠点事業を運営させていただきます社会福祉法人

佑啓会と申します。よろしくお願いいたします。本来でありましたら、理事長が皆様にご挨拶を申し上

げるところかとは思いますが、私は法人の中では、この事業の事務局を担当させていただいております

ので、よろしくお願いいたします。

今、会長のお話や皆さんのご意見を伺いまして、実は私も似たような考え方を持っておりました。簡

単に言いますと、拠点ができたからといって、地域の課題が急に解決されるだとか、劇的に何かが変わ

るということではないというふうに、まず、我々は考えております。あくまで、仕組みという表現で会

長がお話をされていましたが、拠点はあくまでも、私も機能の一つだというふうに考えております。ま

してや、我々、社会福祉法人佑啓会というのは、千葉県市原市というところを拠点にしておりますが、

ここに比べるとかなり田舎のところですが、そこから今日、このような都会に来て、我々のルールで何

かができるというふうには当然思っておりませんし、今まで皆様が築き上げてきた、いわゆる、面的整

備に近い形での仕組みの中に、我々が来たからといって、何かがまた変わるというわけではないでしょ

うけれども、何かの化学反応が起きて、よい方向に向かっていったり、あとは、あくまでこれも機能の

一つですので、浦安の実情を知る皆様方によってつくり込んでいただいたり、カスタマイズしていただ

くということが私としては望ましいのかなと思っております。

加えまして、先ほど拠点ができたからといってまだ解決できない。例えば入所施設の問題というのも、

実は私どもの市原市というところで、入所施設や短期入所事業を運営しているんですが、実情とします

と、浦安市さんから、いわゆる、これもよいか悪いかは別としまして、ロングの短期という形で、正式

な入所ではないんですが、やむにやまれず短期入所という事業を活用して、数週間、数カ月という単位

ではない年間にわたるような形で浦安市民の方を数名お預かりしているという実情も、私たちとしては

感じております。

それが、拠点ができたからといって、我々がその彼らを全部浦安市に連れて帰ってくるということが

できるのかどうかというのは、また別問題だと思っております。そういった実情もありながら、それで

も浦安市で解決できることは浦安市でというのがやはり理想的なところではあろうかと思いますが、そ

うもいかない実情をどう考えていくのかというのは、今、浦安の市民の方々をお受けしている我々から

しても、非常に、皆さんのお力をかりて、チャレンジングな場になるんじゃないかと思っておりますの

で、ぜひ、今後、皆さんのお力添えやご意見や知識などを教えていただいて、本当に、皆さんとよりよ
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いものをつくり込んでいく機会と思っておりますので、先ほど社会福祉法人サンワークさんがおっしゃ

った、絵に描いた餅にならないように、食べられる餅、しかも、食べたらおいしいお餅になれるような

拠点づくりをしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

会長：ありがとうございます。

毎回来られるんですか。毎回というのはあれか。部会は来られるんですか。

社会福祉法人佑啓会：部会は今のところは考えてはいないんですが。全体会のほうに。

会長：全体のこの協議会に。

社会福祉法人佑啓会：はい。

会長：ぜひ、ご発言も挙手をしていただいて、関係がありそうなところはご発言いただければと思いますし、

あと、個別に社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともなんかともお名刺を交換していただいて、個

別にいろいろな打ち合わせをされる、今日きっかけにしていただければと思います。

時間が徐々に迫っておりますけれども、ご発言、ございますでしょうか。

ありがとうございます。

拠点事業についてはこれから形をつくっていくというところもございます。自立支援協議会の各部会

では、この拠点についてどんな機能を持たせようか。また、どういうふうに一般の事業所としては協力

していこうかというところは、今年度の議題の中心となるのかなと感じております。ぜひ、部会もそう

いった形で、活発にご意見を交換していただき、また、社会福祉法人佑啓会さんにも情報提供を随時さ

せていただきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、これで本日の議題、全て終了ということになります。

各部会で、第１回に協議する議題については、資料１を踏まえ、リーダー、サブリーダー、事務局で

調整をお願いいたします。

また、第２回の協議会の議題ですが、各部会のリーダーは、第１回の部会の報告をお願いいたします。

このほか、新たな事業報告や提案がありましたら、私と副会長、事務局で調整し、議題として皆様に

お示しをしたいと思います。

では、本日の会議はこれで終了とさせていただきますが、委員の皆様、また、事務局からの連絡事項

等ございましたら、お願いいたします。

副会長、よろしいですか。

浦安手をつなぐ親の会：皆様のお手元に、緑の「ＡＤＶＯＣＡＴＥ（アドボケイト）」という冊子を置かせて

いただきました。これは県の育成会にあります権利擁護部会というところがしておりまして、全国組織

の育成会ですので、事務局とか、いろいろ分かれておりまして、18年度から千葉県が全国の権利擁護セ

ンターの役割を担うことになりまして、今、みんなプレッシャーがかかっております。そういうことも

ありまして、皆様初めてかもしれませんが、目を通していただければと思います。お願いいたします。

会長：ありがとうございました。

ほかになければ、事務局からお願いいたします。
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事務局：次の第２回の協議会について、ご案内申し上げます。

７月12日、木曜日になります。時間は同じ午後１時半から３時半です。ただ、会場は通常はこちらの

会議室ですが、７月12日に関しては、健康センターの第１会議室になっております。ですので、皆様、

場所をお間違えのないように、どうぞ、よろしくお願いいたします。

事務局からは以上でございます。

会長：ありがとうございました。

浦安市聴覚障害者協会：よろしくお願いいたします。

皆様、ご存じかもしれませんが、手話等言語条例というのが今後進んでいくところなんですが、その

前に、講演会を開催したいと思っておりまして、５月26日に、土曜日です、午後12時半から４時半まで

の間、ちょっと長いんですが、開催予定です。場所は総合福祉センターになりますので、皆さん、ぜひ、

よかったら参加していただきたいと思います。

詳しいことはお手元に配らせていただきましたチラシをごらんください。どうぞ、よろしくお願いい

たします。

会長：大変失礼いたしました。ぜひ、ご参加いただければと思います。

それでは、これをもちまして、第１回自立支援協議会を終了いたします。

次回、ご案内がありましたように、７月12日、木曜日ということで、会場は健康センター第１会議室

ということですので、お気をつけてお越しください。

委員の皆様には引き続き部会への参加など、多々、ご協力いただくことになると思いますが、引き続

きよろしくお願いいたします。

本日は、お忙しい中、ご出席いただき、ありがとうございました。

これにて、散会いたします。



浦安市自立支援協議会（平成 30年度第１回）次第

平成 30 年５月 10 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所 会議室Ｓ２・３

１ 開会

２ 議題

（１）平成３０年度自立支援協議会と部会の運営及び議題について

（２）基幹相談支援センターの事業計画について

３ 講話

「浦安市障がい者福祉計画の実現に向けて

～浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」

講師：髙木 憲司 氏

（和洋女子大学准教授、浦安市自立支援協議会会長）

４ 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

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。



資料２

グループスーパービジョン
公開事例検討会 講演会 地域包括との意見交換会

地域の関係機関との
連携会議 相談支援事業所訪問

対象者 相談支援事業者
行政（福祉課）

医療、福祉、教育分野で対人
援助に関わる仕事をしている方

障がいのある本人、家族、医
療、福祉、教育分野の支援者

基幹相談、市内の地域包括支
援センター、高齢者包括支援課 関係機関

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）

目的

◆良い計画づくりに必要な視点、
作成の流れを学び、ニーズに基づ
き相談支援を実践する計画相談
支援、及び、サービス等利用計画
作成について学ぶ。
◆アセスメントの起点となる面談
技術について学ぶ。
◆サービス担当者会議の構成、
ファシリテーションスキル等を学
ぶ。
◆事例の全体像をつかみアセスメ
ントを深めることで、支援の行き詰
まり、支援手法を学び、利用者さ
んへの質の高い支援提供を目指
す。

◆精神科医による事例
についての解説を聞き、
見立て（アセスメント）、支
援のスタンス（支援者とし
て構え）、考え方を学び、
事例の全体像を整理す
る。
◆疾患、障がい特性等の
基本的な知識、理解を促
進する。
◆具体的な支援手法を
学ぶ。

◆支援者、当事者、及
び、その家族が障害福祉
に関する新しい制度や法
律を学ぶ場をつくる。
◆地域ニーズに即して、
当事者、及びその家族に
必要な情報を発信する。

◆地域包括支援セン
ターから見た連携ニー
ズ、基幹相談支援セン
ターから見た連携ニーズ
の共有
◆親御さんが80代、障が
いのある子どもが50代
（80－50問題）（70－40問
題）などについての検
討。
◆障害福祉と高齢者福
祉、双方の支援者の連
携を深める。

◆今更、聞きにくい事が
聞けるフリーでオープン
な場とする。
◆相談支援専門員の質
の向上のための取組み
（研修等）について意見
交換を行う。
◆相談支援事業所間の
ネットワークを強化する。
◆相談支援専門員の経
験値などを共有する。
◆若手、中堅相談員育
成の場。

◆相談支援専門員が新
しい制度や知識を共有す
る場。
◆行政と情報交換、意見
交換をする場。
◆相談支援専門員がお
互いを支え合い、困り感
を発信、共有する場
◆地域に必要な社会資
源について議論をする場
（個別の支援事例から見
える地域課題について意
見交換をする場）

◆高齢・児童・障害・教育
など他分野の支援機関と
の「連携」を体感する機会
の提供（個別のケース
ワークから見える、その
時々のタイムリーな地域
課題を選び、関係機関の
皆さんと議論、検討する
場の提供）
◆多様な支援者の出会
い、人的つながり、ネット
ワーキング促進の場の提
供。

◆困難ケースの協働促進
◆相談支援事業所の支援
ニーズと現状を把握。
◆計画相談についての問題
点を確認、共有する。

概要

架空事例を用いて、グループワーク形
式で、サービス等利用計画を作成。グ
ループごとにサービス等利用計画を作
成したプロセスや着眼点について発
表。作成された計画の内容の違い等
を比較分析して、「良い計画」づくりに
ついて学ぶ。情報収集だけでなく、「関
係形成」のための面談技術について
はロールプレイ形式を活用して、参加
型で面談技術を学ぶ場を提供。
このほか、サービス担当者会議の技
術取得、及び、意思決定支援やサービ
ス提供事業所との連携など、特定の
テーマを設定し、実際の事例に基づ
き、サービス等利用計画作成等につい
て検討する。

地域の支援機関が対応
困難に感じている事例を
提出してもらい、その事
例担当者が概要説明を
行う。講師（精神科医）が
担当者にアセスメントの
ための質問等を行い、そ
の回答した情報を元に、
講師が障害特性、疾患、
具体的な支援手法や見
立てについて解説を行
う。その後、参加者より質
疑応答を受ける形式で実
施。

障害福祉に関する法改
正や新しい法律施行、制
度利用や取り組み等につ
いて、講義を受ける。
または、障がいのある当
事者の方、その家族など
から自立生活の実践や、
差別や虐待などの権利
擁護に関する事項につい
て講義を受ける。

地域包括支援センター、
高齢者包括支援課、基
幹相談支援センターの顔
合わせ、及び、それぞれ
の日々の実践から見える
地域課題や連携ニーズ
や実践についての共有。

障害福祉、教育、民生
委員、高齢者支援、児
童支援分野の支援者、
サービス提供事業所、
身体・知的障がい者相
談員、行政等が参加し
て、グループワークや講
師のミニ講座など「参加
型」の会議。連携に関
するテーマを設定して、
そのテーマに沿って議
論を行う。

相談支援事業所一覧
に掲載されている相談
支援事業所を訪問して
ヒヤリング行う。

４月
意見交換会 4/11

５月

６月
相談支援の基本的視点、計画作成に

ついての復習＆事例検討 6/18

７月 テーマ別事例検討 7/23 連携会議 7/10
８月

テーマ別事例検討 8/21 事業所訪問

９月 公開事例検討会 9/4

１０月 面談技術講座① 10/22

１１月 面談技術講座② 11/26 連携会議 11/20
１２月

事例検討会 12/17

１月 事例検討会 1/21

２月 サービス担当者会議講座①2/25 講演会

３月 サービス担当者会議講座②3/18

個別の相談対応

①総合的・専門的相談支援
→ワンストップ相談機能
→制度の狭間にある方への
支援

→支援につながっていない
方への支援

→困難事例への対応
→24時間365日体制の維持

②後方支援
→地域の相談支援事業者
との協働（同行訪問、
サービス担当者会議へ
の参加、開催調整等）

③権利擁護・虐待の防止
→成年後見制度利用支援
→権利擁護センターへの
報告、相談、発見通報

④差別の解消支援
→普及啓発
→差別に関する相談の
対応

⑤住宅入居等支援事業
→入居支援
→関係機関調整

⑥計画相談支援
→市が指定するケース
の対応

→利用者及び家族の意向
を尊重した上での段階的
なケース移管

平成30年度 基幹相談支援センター事業計画

相談支援実務者会議

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）

相談員一人ひとりの実践や考えについて、率
直に意見交換、議論を行うことで、相談員が立
ちかえる行動指針の形成、共有をめざす。事例
を元に、相談員が大切にすべき価値や倫理、
目指す姿を共通理解する。相談支援事業所間
の連携強化、計画相談支援の実務に関する情
報共有や知識習得を目指す。

実務者会議①

実務者会議③

実務者会議④

実務者会議⑤

実務者会議②

相
談
支
援
事
業
所
の
事
業
予
定
等
に
よ
っ
て
、
開
催
月
を
変
更

す
る
場
合
あ
り



浦安市に求められる 
地域生活支援拠点とは 

 

髙木憲司 



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！！ 



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 



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  
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（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 



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 



（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 



（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 



（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 
・・・ 

◎ 
△ 



（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） 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 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 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 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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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！ 



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



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

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

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

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

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%


