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平成30年度第２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７月12日（木） 13：30～15:30

２．開催場所 健康センター１階 第１会議室

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、社会福祉法人敬心福祉会、ＮＰＯ法人千楽

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

浦安市社会福祉協議会、千葉県立市川特別支援学校、福祉部長（部長）、福祉部（次長）

こども発達センター、教育研究センター

社会福祉法人佑啓会（オブザーバー）

４．議題

（１）部会活動報告

（２）平成２９年度基幹相談支援センター実績報告

５．報告事項

（１）（仮称）東野地区複合福祉施設について

（２）その他

６．資料

議題（１）資料１ 部会活動報告

議題（２）資料１ 浦安市基幹相談支援センター運営事業

当日資料 浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例
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７．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第２回浦安市自立支援協議会を開催します。

本日は、お忙しい中ご出席くださいまして、ありがとうございます。

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いたします。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いたします。

氏名等を出さなくても、内容により個人を特定できる場合がありますので、ご本人の承諾のない場合

は、特定の事例などに関するご発言はお控えいただきますよう、お願いいたします。

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

たします。

また、ご発言の際にお願いしたいことがございます。

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、お願いいたします。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いたします。

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。

それでは、先に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、議題（１）資料１ 部会活動報告、議題（２）資料１ 浦安市基

幹相談支援センター運営事業。このほか当日配付資料として、「浦安市手話言語等の理解及び普及の促

進に関する条例」がございます。

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ので、よろしくお願いいたし

ます。

会長：ありがとうございます。

本日、本当に暑い中、また、西日本の豪雨災害におきましては、思った以上の被害になってまして、

関係されている方もいらっしゃると思います。お見舞い申し上げます。

それでは、議事進行を努めさせていただきます。

本日の議題は２件となってございます。

まず、１点目、部会活動報告。２点目、平成29年度基幹相談支援センター実績報告となります。

初めに、議題１部会活動報告です。

第１回の協議会以降、５つの部会が開催されたようですので、部会ごとに活動をご報告いただき、質

問や意見をお聞きしたいと思います。

本人部会を除く４つの部会での共通事項として、今後、本格化していく浦安市の地域生活支援拠点に
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ついて共通理解を図ることを目的としております。第１回の協議会で私からお話した内容を、各部会で

ご説明いただいたと思います。この後、リーダーには、第１回の部会の報告をいただきますが、協議会

との関連性を意識しながらご報告いただけますと、協議会と部会の関連性が見えてくると思います。

では、最初に、権利擁護部会の活動報告を、リーダーの浦安市社会福祉協議会よりお願いいたします。

浦安市社会福祉協議会：第１回権利擁護部会は、５月11日の木曜日に開催されました。全部で４つの議題がご

ざいました。

まず、１つ目の議題１平成30年度権利擁護部会の運営と議題について。５月10日に行われました自立

支援協議会の報告を兼ねて説明を行いまして、意見を伺っております。

主な意見としては、議題の中にボランティア団体の活用を入れてはどうか、また、浦安市は箱物をつ

くるのが非常に早いが、内容が伴っていないとの意見がございました。

続いて、議題２平成29年度実績報告。障がい者権利擁護センターと障がい者成年後見制度支援事業に

ついて報告を行っております。主な意見としては、千葉県条例のほうでも差別の相談件数は減少してい

るが、１ケースに係るやりとりは増えてきている。丁寧にしなければならない相談が非常に増えている

と言える。この圏域の、現役世代が多いという特徴を捉えながら、周知啓発を考えていく必要があるの

ではないかとの意見がございました。

議題３障がい者福祉計画の実現に向けて。平成30年度から32年度の障がい者福祉計画の実現に向けて

部会として取り組みたい事項について意見を伺っております。主な意見としては、ボランティアをした

いという人と、こういうことを手伝ってほしいと思っている人を結びつける場が、公的なものやインタ

ーネット上などで欲しいということ。また、地域の自治会、子ども会などの団体と障がい福祉をやって

いる団体との接点がまだまだないのではないか。「我が事・丸ごと」という国の施策が浦安市で実現で

きるようになっていくためには、部会でできることが何かあるのではないかと感じている。また、浦安

市の協働推進課の中に「つなぐプロジェクト」というのがあるので、もうちょっと現実的なものにして

ほしい。手話言語条例の制定は幅広く障がいのある人への理解を図るチャンスである。そういう中で、

例えば、学校教育で子どもたちだけではなくて、そこに父兄も参加できるような機会を設けたりするよ

うな機会を得て、地道に実行していくということも大事なのではということと、聴覚障がいの方が、趣

味で習い事などを始めた場合ですが、１回だけしか通訳を伴って行かれない。通訳がいなければ習い事

もできないという問題があるという意見もありました。また、障がいのある人が小さいときから当たり

前に一緒にいる人たちという感覚を持ってもらえるような教育も必要なのではないか。障がいのある人

に対して大人の側はどういうふうにかかわったかというのを子どもが見て、それを価値観として幼いこ

ろから持っていくものではないか。また、当事者側は改めて障がいの制度について勉強し直す必要性を

感じている。小規模の研修や勉強会などを複数回やることも必要なのではないかという意見もございま

した。その他の意見としては、旧優生保護法による避妊手術について障がいのある人の人権問題でもあ

り、心にとめてもらいたい。弁護士会からは、今の旧優生保護法による避妊手術について相談を受ける

機会を考えているところなので、もし万一お困りのことがあれば、そっと言ってもらえればつなげるよ
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うにするなどの意見がございました。

報告は以上でございます。

会長：ありがとうございました。

では、ただいまのご報告に対して、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：詳細な報告、ありがとうございました。

今の報告の中で議題１の主な意見、丸２つ目のところですが、これは市の方には大変耳の痛い言葉か

もわかりませんが、浦安……これ市はでしょうね、多分、箱物をつくるのは非常に早いが内容が伴って

いないということがありましたが、その内容の部分です、これは議題３に述べられている今後の福祉計

画の実現に向け、というところの意見が具体的な内容というふうに捉えてよろしいのでしょうか。それ

質問です。

会長：リーダー、お願いいたします。

浦安市社会福祉協議会：ここで出たその箱物の部分につきましては、計画に触れる前の、今まで既に出来てあ

る施設の部分で、施設は結構早くできるが、サービスとか内容が伴っていないのではないかという意見

でございました。

会長：千葉商科大学。

千葉商科大学：というご意見ってすごく大事だと思うんです。会長、最初におっしゃいましたが、この自立支

援協議会でそういったことが議論として反映されるような形をとりたいな。とするならば、何らかの形

でサービスとか、何なんだというところが共有できたらいいなと思うんですが、それは今でなくても結

構ですので、今後、せっかくそういう声が出てきている。施設は出来ている。だけど、そこに伴うサー

ビスの内容……伴って初めて生かされるわけで、それを何らかの形で生かせていけるような形をとって

いただけたらいいなという意見として。

以上です。

会長：ありがとうございます。

今の点について、私もすごく気になっていまして、主なご意見と書かれてあるんですが、この意見を

言われた方というのは、恐らく何らかの想定があって言われているわけですよね。

浦安市社会福祉協議会：そうです。

会長：それというのが何なのかというのを多分お聞きしたかったと思うんですが、単に、施設があってサービ

スが伴ってないということではなくて、中身というのは、そういう話はなかったですか。

浦安市社会福祉協議会：前回行ったときには、そこまでの話にはなっていなくて、近々、２回目の部会もあり

ますので、そこでまた話を伺ってみます。

会長：ぜひ、突っ込んで聞いていただきたいと思いますし、本人がうまく言語化できないようだと、周りで、

それってどういうことですかというふうな内容の深めをしていかないと、主なご意見で書きっ放しにな

ると、内容がわからないということになりがちになるのかなという気がしています。



5

同じように、「我が事・丸ごと」で部会で出来ることが何かありそうだという、その何かって何だろ

うとか、「つなぐプロジェクト」というものの、現実的なものにしてほしい、今どういう状況で、どう

いうふうにしたいのかとか、もうちょっと中身がわかるような内容にしていただけると、多分ここでの

報告も生きてくるんじゃないかという気がしております。

どうぞよろしくお願いいたします。

浦安市社会福祉協議会：わかりました。

会長：そのほか、ご意見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。

介護給付費等の支給に関する審査会：質問というかちょっと教えていただきたいんですが、議題３、最後のと

ころで、趣味の習い事を始めた場合、１回だけしか手話通訳を伴って行かれない、と書いてあったんで

すが、これは制度上でサービスのルール、決まりがあるんでしょうか。初回だけしか通訳が連れていか

れないというか。

会長：ここは事務局で、よろしいですか。

事務局：手話通訳の１回だけの派遣というのは、市の規則に載っている内容になっています。

内容は、例えば、聴覚障がいのある方が学校に行く、あるいは、習い事に行く、そういった場合に全

て通訳がついて行くことは困難な状況にあります。ですから、受け入れる事業者、あるいは学校で準備

をして受け入れてください、障がい者に対して合理的な配慮をとってくださいという意味合いで、そう

いう形になっているものです。

会長：ありがとうございます。

ということだそうで、どちらがやるかというところですね。いずれにしても、手話通訳、人件費とい

う形でお金がかかって、それをどこが賄うかというところになってくるんだと思いますが。確かにお一

人お一人の習い事に全て手話通訳をつけていくということになってくると、かなり過重なことになって

くるのかもしれないし、かといって、小さな事業所が手話通訳を雇うといったところで過重な負担とな

ってしまう場合もある。なかなか難しい問題かと思います。

よろしいですか。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、一応、説明はわかりました。ただ、社会参画という意味ではでき

るだけそういう部分も、市だけじゃなくて、ここにありましたように、ボランティア団体の活用という

ような部分も含めて、もっとうまくできればいいかなと思います。

会長：おっしゃるとおりですね。ここは本当に市民の、それこそ「我が事・丸ごと」のところで住民参加の中

で支援できたらいいなというところがございます。

そういった働きかけは、もっともっとできるのかなと思います。

そのほかございますでしょうか。

よろしいですか。

それでは、後で戻っても結構ですので、続けて、相談支援部会のご報告をいただきたいと思います。
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リーダーの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。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：相談支援部会は、５月22日に第１回目を開催しました。まず、

主な意見ですが、今年度の相談支援部会の役割を共有するということで、今年の相談支援部会の目標と

いいますか、方向性を皆さんと一緒に確認しました。１つ目は、障がい者福祉計画実現に向けて部会で

も取り組みを進めていくということが相談支援部会にも求められていますよということの説明と、２番

目に、地域生活支援拠点を真に機能させるために、必要な機能や役割について、相談という切り口から

地域の課題を整理し、協議会に上げていこう。この２つのアジェンダ、目標を皆さんと共有して１回目

の部会をスタートさせたというのが大きなフレームです。

この大きなフレームが次の主な意見の２番目の丸ですが、テーマが非常に大きいので、具体的にこの

目標をどうやって達成していけばいいんだろうかということの議論が主だったように感じています。そ

の中で、幾つかアイデアが出てきたわけですが、まずは、地域生活支援拠点を浦安にとって障がいのあ

る人、その家族にとって必要なものにしていくために、何から議論して、何を達成目標としていけばい

いのかというフレームをつくるショートゴールを設定して、部会で議論していくという方法はどうだろ

うかという提案が一つありました。

もう一つは、事例ですが、３ページ目の主な意見に飛びますが、一つはショートゴールを設定して議

論を進めよう、もう一つは、地域ニーズの相談という切り口から上げていく上で、事例に着目していく

必要があるんじゃないかという話にはなったわけです。

その理由が、相談の現場にいる実務者が非常に集まっているのがこの相談支援部会の特徴でもあるわ

けですから、現場で何が起こっているのかということを部会のテーブルに上げていって、見えない課題

をきちっとみんなで議論していって、それを拠点の機能につなげていくという考え方がいいんじゃない

かという総論は、それでみんなで確認ができたわけですが、その事例から課題を抽出するにしても、ど

うやって限られた時間でやっていけばいいんだろうかというところでもやもやしてしまいました。

それが主に３ページ目に書いているわけですが、一番上の丸からいきますと、事例検討するとそのこ

とについての理解は深まったりするけれども、一方で、回数や時間が限られているから、その事例を検

討する中で、いかに課題抽出に結びつけられていけるのかという疑問もあるという意見が出たり、次の

丸ですが、事例から課題を抽出するにしても、その背景を理解できるような形で報告していかないとい

けない。そこにはサービスと利用計画の質の向上であったり、相談支援専門員の横の連携という課題も

見えてくるのではないかという話が出てきました。

その後は、拠点にまつわるいろんな意見が出たんですが、拠点の５つの機能に関連して親亡きあとに

ついては出前講座などで親にも理解を深めてもらう必要があるとか、あとは、既存のサービスを振り返

ったときに、障がい支援区分によって使えるサービスが違うんだけれども、その区分によって漏れてし

まうサービスニーズがあるという現状なんかも話し合っていくべきではないかという話だとか、あとは、

ワンストップ型の相談窓口というのが障がい者福祉計画にも設置するという方向性の明記があったんだ

けれども、一体それは拠点に入る相談窓口とどう違って、どこが何を担っていくのかという整理をする
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必要性があるという認識の確認と、相談支援の充実、横の連携を深めるということは、実は地域生活支

援拠点にはとっても大切なことなんだけれども、相談体制の整理・構築も進めていかなければならない

という問題意識の共有というところで、１回目は時間切れになってしまいました。

議題２は、基幹相談支援センターの事業計画をさらっと簡単に説明をしたというのが、第１回目の相

談支援部会の活動です。

以上です。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまのご報告に対しましてのご意見、ご質問あれば、お願いいたします。

千葉商科大学。

千葉商科大学：すばらしいご議論をされていたと思います。３ページの上から３つ目の丸のところで、見えな

い課題をテーブルの上に出して、みんなで協議しながら、拠点の機能をつなげて考えていくというも

ののストーリー性だとか、後半にありましたワンストップ型の相談窓口の機能のあり方、本当に包括

的な話で終わってしまったとコメントされていましたが、この部会でしっかりと全体感、一番大事な

ところをグリップされているなということがよくわかりました。

じゃあどうするんだということが大きな課題だとおっしゃっていましたが、どうでしょうか、今の

段階で本当にここまで大きな大事なフレームが共有されているとすると、じゃあ次、どうやってその

見えない課題をテーブルの上に置いていくんだというところが、大きなポイントになると思うんです

が、現段階でこういうふうにしようと思っているみたいなことがありましたら、ぜひコメントいただ

きたいんですが。

会長：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：今、サブリーダーの社会福祉法人サンワークとか介護給付費等

の支給に関する審査会とか相談支援部会のメンバーに目線を投げかけてしまったぐらい、実は、具体策

というのは、一度、事務局とリーダーとサブリーダーでショートゴールをまずつくろう。この２年の間

に相談支援部会が何を旗印にして、軸にして議を尽くしていくのかという、まず、そのマップをつくろ

うということはイメージをしているんですが、事例を集約していくあり方がまだもやもやしているんで

すよね。そうでもない。ちょっとすみません。社会福祉法人サンワークに助けを求めたいと思います。

社会福祉法人サンワーク：相談支援部会の下部組織として実務者会議というものがあるんです。それが、実際

に現場に出ている相談支援専門員、要は、相談に当たっている人たちなので、その人たちから出てくる

事例であったり、生の事例を、要はボトムアップしていくような感じです。そこから本当に今、地域で

この資源が足りないんだよね、こういうサービスがあったらいいんだよねということを、今度、相談支

援部会に上げていって、自立支援協議会に上げていくというような、それで地域生活支援拠点の中にそ

れを組み込んでいくというような形がとれるといいんではないかというような話が、少しずつですけれ

どもできているかなと思います。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：ありがとうございました。
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会長：そのほかございますか。

ご報告の中で、事例から課題を抽出できるんだろうかみたいな疑問もあったということですが、これ

までも事例検討会はやってこられたと思うんですが、その実績を踏まえても、課題が抽出できるかどう

か疑問であるという思いなんですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：そのときの議論を思い出しますと、実務者で事例検討というこ

とで事例に向き合うと、その問題をどう解決していくかという議論にフォーカスしちゃって、一人一人

の事例から地域課題を導き出していくという思考というのは、そうするぞという頭のスイッチを入れな

いと、現場の相談員も広い視点での地域課題を拾っていくということは、トレーニングも必要な思考な

のではないかという話があって、そこを意識して相談支援部会で何のために事例を見つめているのかと

いうことを常に意識化していかないと、ともすれば、対人援助技術の専門性だけの話になっちゃって、

浦安市の強味、弱味って何だろう、障がいのある当事者の人たちの自分らしい暮らしを阻害している因

子って何だろうという、コミュニティーベースの広い視点での議論というのには、なり得ないから頑張

ろうねというような議論だったように記憶しております。

会長：わかりました。

つまり、事例検討といっても、本当にミクロのケースの話が多かったということですね。地域課題を

抽出するような事例ということで常に意識をして事例を出していたわけではなかったと、わかりました。

地域課題を抽出するためには、事例の選定というのもすごく大事で、例えば高齢障がい者の方がいら

っしゃって、介護保険とのつなぎがうまくいかなかった。資料にも書いてあるんですが、要は、ケアマ

ネがよく障がいのことも知らないということで、高齢と障がいのケアマネ同士での勉強会が必要だと思

ったとか、そういうふうな形で地域課題になっていくんだろうな。あとは、重度の障がいの受け入れ先

がなく、他市に振らざるを得なかったとか、そういった事例について検討するんだろうなと。

あと、３ページの議題２の上、下から２つ目の丸のところで、ワンストップ型の相談窓口の話があっ

たと思うは、これは拠点の話ですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：障がい者福祉計画の中にワンストップ相談窓口を設置するとい

うことが方向性……事務局の方が助けてくれそうです。

事務局：こちらでいっているワンストップ型の相談窓口の話は、拠点に入る相談支援とは別のものでして、も

っと包括的な全体の相談窓口の設置が必要だということを計画の中に位置づけているというものになり

ます。現在、福祉部の複数の課から代表が集まるワーキンググループで議論をしているところです。で

すので、拠点の相談窓口とは違う話になります。

会長：しかし、これまでの整理でいけば市町村の行う一般的な相談支援というのがこれに当たる部分もあると

思うんですが。それを、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともに委託されているのかなとも思う

んですが。この辺との関係性を教えていただけますか。

事務局：まだそこら辺の議論というのは詰め切れていない部分がございまして、基幹相談支援センターの役割、

それから、拠点に入る相談支援事業所の役割というものをこれから、実は今ご報告いただいた相談支援
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部会のほうでも検討してもらいたいというふうなところで投げさせていただいてはいるところなんです

けれども、じゃ、具体的にどういうふうな相談を扱っていくかというのを、これからもできるんで、方

向づけていきたいというふうに考えているところであります。

会長：ワンストップというとすごく仰々しいですが、本来、それぞれの指定を受けている相談支援事業者とい

うのはワンストップじゃないとだめなんだと思うんです。基本相談が入っていますから。その上で、も

う少し専門性の高いワンストップの相談窓口という意味であろうと私は理解しているんですが、さっき

言ったような基幹と拠点に入る相談と、それぞれの指定を受けている相談支援事業の相談の入り口のと

ころの仕分けを整理していかないといけないし、全ての相談支援がワンストップでないと本来いけない

はずという意識も持った上で、この話は進めていかないといけないと思っております。

そのほかございますでしょうか。

では、次に移りたいと思います。地域生活支援部会の活動報告、サブリーダーの社会福祉法人敬心福

祉会、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：議題１平成30年度地域生活支援部会の運営と議題、障がい者福祉計画の実現に向け

て、部会として取り組みたい事項ということで、話をしました。

地域生活支援部会で、障がい者福祉計画に大きくかかわる部分で、かつ、今年度、重点的な取り組み

になっている、住まいの場の充実という部分と、雇用・就労支援の推進について主に話をしました。

まず、「住まいの場」については、昨年度、一年間、作業部会を通して、今ある課題であるとか、そ

の課題に対して考えられる原因、それをどういうふうに改善していこうというのを皆さんで話し合って

きました。例え、先ほども話があったように、重度の方が入れるようなところがない、ニーズにあった

グループホームがなかったり、あるいは、周知不足ではないか、事業者の人材不足というのがあったり、

受け入れるための支援者のスキルアップが十分できないといったような、いろいろな課題が出ていまし

た。

そんなことを話し合った上で、今年度はそれをすぐに解決じゃなく、先ほどのショートゴール、ちょ

っとしたアクションができないかということで、ご意見１個目の丸、「住まいの場」に関して具体的な

サービスの情報を入れたグループホームの一覧をつくってはどうかということで、これまで皆さん目に

したことがあるかどうかわからないんですが、市からいただくような資料というのが、恐らく支援区分

でどれぐらいの方がいらっしゃって、かつ、障がい種別としてどういう障がい種別の方を受け入れが可

能かというような、簡単な一覧みたいなものが見ることができるんですが、それだけ見ると、利用者側

からすれば自分が望んでいるサービスがそのグループホームで受けられるのかどうかというのもわから

ないですし、具体的に言えば、重度の方を受け入れるとグループホームのほうが言っていたとしても、

その重度の意味が身体障がいの意味での重度なのか、あるいは行動障がいなのかによって変わってくる、

重度受け入れでも、こういう方は受け入れられませんよということに、申し込んだりとか見学に行った

らあるかもしれない、あるいは、もっと細かく言うと、身体障がいの方は受け入れますよというような

カテゴリー分けになっていたとしても、車椅子で自走できない方は難しいって言われてしまったり、そ



10

ういったかなり大雑把な情報しかなくて、もう少し細かい、具体的な情報というものを入れた表みたい

なものをつくってみるということが、今後の利用者が情報にアクセスするという意味でも、こういうニ

ーズに対応できるサービスがないということを確認するといった意味でも、意義のあることではないか

というような意見が出ました。

１つ言い忘れたんですが、「住まいの場」というのはグループホームだけではないんですが、例えば、

グループホームでもいろんなもの、一軒家でのシェアハウス的なものもあれば、サテライト的なマンシ

ョンやアパートでのワンルームを借りたものもありますので、一覧表に写真も入れてみてはどうかとい

うような話になっています。

それに対して２つぐらいの意見があるんですが、具体的な情報を取り入れたものをつくることによっ

てうまくいくかどうかについては、そう簡単ではないということで、１つは２番目の丸、グループホー

ムの一覧について、状況というのは、事業所側の状況、周りの環境、市の中でのいろんな事業所のサー

ビスの内容についても、日々変わってくるということで、余りにも細かくやることによって、それが古

い情報になってしまったり、これで大丈夫と、その情報を見て思っていたものが、ここの部分はだめだ

ったと、情報だけで絶対に大丈夫と言えない部分があるので、その辺は気をつける必要があるのではな

いかということ。

もう１つは、単に、どういうサービスがあるかというだけの問題ではなくて、グループホームの使い

にくさとか、うまくいかないところというのは、タイミングとマッチング……タイミングという部分が

大きいと思うんですが、が重要で、そこにグループホームを利用するまでの準備性を高めていくという

周りの支援が必要なのではないかということで、体験が必須だと書いてあるんですが、体験だけではな

くて、一人で周りの支援を受けながら暮らしていくということに慣れていく、いろんなサービス事業所

やサービスとつながっていくことも必要なので、単に、いろんなサービスができるグループホームがあ

れば大丈夫というわけではないというような話も出ました。

次に、「雇用・就労の支援」についてですが、「住まいの場」については、去年、一年間話し合った

んですが、「雇用・就労の支援」は去年は全く話し合わなかったので、障がい者福祉計画に向けてどの

ようなことを取り組んでいくかということを考える前に、まず、市の現状を把握して、その後に、先ほ

どあった事例、うまくいっていないことの事例などを上げていく中で課題を整理していく。この１年で

やるというよりは、もう少し長期的にやっていきたいという話が出ています。

議題２平成29年度就労支援センターと浦安福祉事業体についての報告がありました。これについては、

資料はここで配られたことありましたかね。簡単に話をしたほうがいいでしょうか。

就労支援センターの実績報告一覧表について、就労支援センターではジョブコーチ支援とか、いろん

な支援をしている中で、減っている項目もあるんですが、件数というのは増えている、昨年度、１万

1,580件が今年度は１万2,445件で、865件ぐらい増えているというような表をいただいています。

恐らく、一番皆さん興味があるのは就職者、離職者、在職者の数かと思うんですが、表だけでいうと

平成29年度は平成28年度と比べて就職者は減っていて、離職者は増えているという形になっています。
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そこで質問が出なかったし、私もしていないので、なぜかというのはここではご報告できませんが、ご

興味ある方は事務局からいただけるのではないかと思います。

最後に講話として、会長から、前回、私たちが本会で聞かせていただいた「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」、再度お話をいただきました。

地域生活支援部会の報告は以上です。

会長：ありがとうございます。

議題２就労支援センター、データの表があるんですか。

社会福祉法人敬心福祉会：そうですね。当日配られています。

会長：これについては、メール等で周知というのはできるんですか。

では、希望者ではなく、全員にメールをしていただければと思います。

ご意見、ご質問あればお願いいたします。

浦安手をつなぐ親の会：昨日の定例会で就労支援センターの話が出たんです。大体、市内に400人ぐらいの就

職の関係の人がいて、それに対して相談員が２人しかいないということで、いつ電話かけてもつかまら

ない。去年、うちの会と浦安市長との話し合いのとき、それから、今年の３月の福祉部との話し合いの

ときにも、増やしていただきたいということを提案していたんですが、「増やします」という話は伺っ

ているんですが、その後はどうなっているんでしょうか。

事務局：増やしたいということは、ちゃんと我々も言っているところではあるんですが、何分、予算という話

でもございまして、我々が望んで、そのニーズがあるんだということで訴えても、実情としてなかなか

すぐにはという部分がございます。ですが、400人近いニーズの中で実際に動ける相談員が２名しかい

ないという実情もございますので、もう少し何とかならないかという実情を訴えながら増やしていく方

向で働きかけていくというのは、引き続きになるんですが、やっていきたいということになります。

浦安手をつなぐ親の会：ということは、自立支援協議会としても増やしてほしいということを言ったほうがい

いんでしょうか。

事務局：先日のこども部会でも、就労の問題というのを取り上げまして、同じようなご要望をいただいたとこ

ろでございますので、我々も議事録に残しながら、こういうことがあるんだということ、働きかけの材

料として活用させていただきたいなと考えているところでございます。

以上です。

浦安手をつなぐ親の会：本体の意見が一番強いと思うんですよね。こども部会というのは下についている部会

なので、変な話、行政というのは力の強いところの意見を通しやすいということがあると思うので、も

ちろんこども部会からも出してほしいし、協議会でも増やしてほしい、現実的に無理な話だと思うんで

すよね。400人に対して２人ということは、一人が200人。昨日言った人も一生懸命電話するんだけれど

もなかなかつかまらない。ということは、あってもないに等しいことだと思うんですよ。だから、そう

いう現状を、幾ら予算の問題とはいえ、障がい者の人たちの立場に立って考えていただければなと思い

ます。



12

会長：ありがとうございます。

なかなか大変なところもあるとは思うんですが、そういう声があったということはしっかり受けとめ

ていただければとは思います。

そのほかございますでしょうか。

千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：今のご議論を、外野から見て一言。この手のことって、日本の世の中で多過ぎると思うんです。

目の前におられる行政の立場の方々、本当、おつらいと思います。権限、ある程度限られていますので、

それ以上踏み込むということはなかなかできない。

ちょっとずれるかもしれませんが、私、認知症ずーっと長年やっている中で、ある時期まで１種類し

か認定薬がなかった時代がありました。ご存じアリセプトという。あれが、実は３剤増えたきっかけ何

かというと、ご家族の要望書なんです。舛添大臣が厚生労働大臣だったときに、家族の方が同じ議論を

ずっとされていたんです。もう十数年前から、増やしてくれ、増やしてくれ。でも、なかなか増えなか

った。それで、ご家族の要望書が直接目の前に来たときに、舛添大臣がそこでもう即決ということがあ

りました。

私もこども部会に出ていて、非常に歯がゆいなと思ったんですね。だって、お互いにそうだってわか

っていながら進まないわけですよ。エレベーターの中でご家族の方とお話をしたら、これが10年続いて

いるんですよという話を聞いたときに、もう待ったなしだなと感じました。なぜかといったらば、国は

共生型社会を目指せと言っているわけですから、目指せって国が言っている以上、我々は一歩踏み出す

覚悟を決めなきゃいけないんだろうなと。そのときに家族の方の要望書として出すか、もしくは、自立

支援協議会として出すか、これはテクニカルの部分ですが、ぜひ行政の方からもアドバイスをいただい

て、こんなやり方をやると、もしかしたら今までと違った切り口ができるかもしれないなというところ

は、実践的に進めたいなということを、すみません、一歩下がったところからご議論を聞いていて、思

いました。

感想でした。

会長：そこに対してのお答えになるかどうかわからないですが、自立支援協議会の場というのが協議をする場

ではあるんですが、要望をする場ではないと私自身は思っていまして、要望というのは、その家族会で

すとか患者会、あるいは、障がい者当事者団体等々からそれぞれの立場で市に対して、もちろん自由に

出していただいて、自立支援協議会の場というのは、そういった方々も含めて、集まっておりますので、

もしそれを一個許してしまえば、協議会自体が要望書作成の場になってしまうということになるんだろ

うと思います。

ここはそういう場ではない。つまり、協議をする場。そういった意見というものがあったよというこ

とを、この自立支援協議会の議事録に残しておきつつ、次期計画に向けてどういう計画を立てましょう

かというところを冷静に議論する場と私は考えておりますので、多分、千葉商科大学がおっしゃられる

のも、そういう趣旨だとは思っておりますけれども、今、要望という言葉が出たので、それはちょっと
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趣旨としては違うのかなと私自身は思っておりますので、どうぞご理解のほど、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。

それでは私から。３ページ目、グループホームについて一覧をつくる、これは前回から言われており

まして、非常にすばらしい活動に着手されているなと思うんですが、今、グループホームも３種類でき

まして、外部サービス利用型、サービスの包括型、日中サービス支援型というのができました。ある程

度その型を見ると、どういう人たちを対象にしているのかなというのがわかるというところがあります。

日中サービス支援型については、今年度から新たに始まった事業で、まだ浦安市内に指定されていると

ころはないかもしれないですが、今後、どんな方のグループホームなのかというところを見ていく上で

非常に重要かなと思います。

あと、「雇用・就労支援」のところであるように、全体像の把握、これは雇用・就労だけではない、

ほかの分野もそうだと思うんですが、全体像の把握をしてデータ的な事実に基づいて、個別に議論して

いくというのは非常に重要なことだと思っております。

そういった点では、ほかの部会もぜひ見習っていただいて、全体像の理解、そして、ミクロの事例の

検討、両面から進めていただけると非常に説得力のある中身に、何か提言をするにしてもなってくるの

かなと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。

では、続きまして、こども部会の活動報告、リーダーの教育研究センターからお願いいたします。

教育研究センター：こども部会は、５月31日に第１回を、７月５日に第２回を実施いたしました。

第１回の部会では、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で、平成30年

度浦安市自立支援協議会についてと、第１回の協議会でご講義いただいた地域生活支援拠点についての

概要について説明を事務局からいただき、共通理解をしたところであります。

議題２については、青少年サポート事業 平成29年度の実績報告と平成30年度の事業計画について説

明をしていただきました。まちづくり活動プラザに移転したんですが、その移転や活動スペースの増加

に伴って、職員体制も整備されているのかというような質問が出ました。人数的には変更はないような

んですが。そのほか、小学生だけではなくて高校生など、10代後半もグループ療育をしてほしいとか、

参加できるようなプログラムをしてほしいというような要望も出ていたところであります。

会の後半ですが、こども部会としては初めて作業部会を開催しました。そこでは、今後こども部会で

協議していくべきことをテーマにグループワークを行いました。４グループに分かれ、それぞれのグル

ープで活発な意見交換が行われたんですが、その中で、地域資源と連携について、学校関係について、

義務教育後の進学・就労について、家庭支援について等、合計で75の意見が上げられました。発表で第

１回は終わったんですが、その後、意見をリーダー、サブリーダー、事務局で分析して、案を作成し、

委員の皆さんに確認しながら、第２回の部会では「地域資源を知る～就労・進学を中心に～」をテーマ

に掲げて、早速協議を行ったところであります。
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最初に、県立市川特別支援学校、県立船橋夏見特別支援学校の先生、また、浦安の障がい者就労支援

センターの相談員の方にレクチャーをしていただき、そこからさまざまな質問や意見を通して、話し合

いを広げていくことができました。

第３回は11月になるんですが、地域資源ということで子どもたちを支える地域の支援機関、また、団

体を紹介し合ったり課題を持ち合ったりして、さらなる理解や活用につなげていければと今年度、考え

ております。

以上でございます。

会長：ありがとうございます。

ご意見、ご質問、お願いします。

よろしいでしょうか。

ＫＪ法によるグループワークで意見の集約を図っておられます。ほかの部会でもされているとお聞き

しておりまして、こういう手法、非常にいいなと思っております。どこが問題なのかというところ、話

し合うだけでも意識の共有ができると思います。ぜひ、こういった機会を頻繁に持っていただけるとい

いのかなと思います。

これは、これから分析を行うところですか。

教育研究センター：分析については、どのような課題があるかということを、それぞれの議案の中から出しま

す。今、こちらでは４つ主に挙げたんですが、もちろん、全てを話し合うことはできないので、数の多

いもの、喫緊のものをまず中心にやったほうがいいのではないかということで進めております。

こども部会に関しては、ほかの部会よりも、もしかしたら活発な意見というところまではいっていな

いのかもしれません。それぞれ思うところを持って部会に集まってくださっていたんですが、それを感

じたところがありますので、今回は、最初に皆さんにご意見を、全員に言ってもらいたいということで、

このような方法をとったわけであります。

その中で、いろんな内容を深く協議するということもあるんですが、我々、まだ知らないことが非常

に多いんではないか。例えば、小さいお子さんはどこに相談すればいいのかとか、また、そういった機

関は学校とどういうふうにつながっているのかとか、また、義務教育を卒業した後はどうなるのかとか、

そういったようなことを我々が、団体は専門とか機関もいるんですが、周知し切れていない、理解でき

ていないところもあると思いますので、まずは、そこでどんな団体があり、どんな機関があり、また、

どんな課題を持ち寄っているのかということを、みんなでシェアし理解することによって、一つ一つ、

また課題を解決していけるのではないかと考えた次第で、今年度はそのような取り組みをしていこうと

考えているところです。

以上です。

会長：わかりました。

４つの課題に絞ってということですので、今後また、第３回以降、部会で詰めていっていただければ

と思います。楽しみにしております。
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そのほかございますか。

では、なければ、次、本人部会の活動報告について、これは事務局からお願いいたします。

事務局：第１回本人部会の活動報告をさせていただきます。

開催日は、７月９日月曜日でございます。

議題としては、浦安市の社会資源について知るということです。

本人部会は、身体、知的、精神に障がいのある当事者の方が委員となっております。

委員さんのご意見として、ほかの障がいを持った方がどのような活動をしているのか知りたい、現場

を見てみたいという意見がございましたので、そちらを受け、このような議題を設定しました。

概要ですが、今回はリフト付き大型バスを４月に買いかえましたので、試乗をかねて、こういうバス

がありますよということと、各施設を回りました。施設は、浦安市障がい者福祉センター、障がい者等

一時ケアセンター、ソーシャルサポートセンター、グループホームのフェロウを視察しました。

障がい者福祉センターでは生活介護や就労継続支援Ｂ型事業、また、一時ケアセンターでは一時的な

預かりを行っている事業、ソーシャルサポートセンターでは精神障がいの方がどういった施設で生活を

しているかということで、見学させていただきました。グループホームについては、グループホームの

フェロウにてどういう方が利用されているか等を見させていただきました。

現場では質問として、工賃は幾らですかとか、どういう方が利用できるんですか、また、意見として

は、皆さんが生き生きしているのを見れてよかったですといったことをいただいております。

今、視察について感想等をお伺いしておりますので、取りまとめ次第、ご報告できればと思っており

ます。

簡単ではございますが、本人部会の活動報告は終わります。

会長：ありがとうございました。

ここについてのご意見、ご質問あればお願いいたします。

これは、視察の報告ですので、特段ないかなと思いますが。

では、続いて、次の議題に移りたいと思います。議題２平成29年度基幹相談支援センター実績報告に

ついて、社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともから説明をお願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：議題２資料１をお手元にご準備ください。

基幹相談支援センター運営事業ということで、報告書をまとめましたが、私の記載ミスを発見しまし

て、修正をお願いしたいと思います。１ページ目の職員体制ですが、常勤１名以上と書いておりますが、

これ常勤５名に修正してください。それ以外は正しい表記になっております。

それでは、ご説明したいと思います。

平成29年度の相談対応をした合計人数は、267名の方にご対応しております。延べ対応人数にしまし

たら、２万3,839名になっています。実人数の障がい種別の割合ですが、一番多いのが知的障がいの方、

続きまして精神障がいの方、その次に発達障がいの方、身体障がいの方、難病の方というふうに続いて

おります。以降は、身体・知的の重複の方であったり、高次脳機能障がいの方、それから、精神・知的
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の重複障がいの方であったり、重度心身障がいの方と続いておりまして、さまざまな障がいのある方へ

のご対応をさせていただきました。

相談形態ですが、訪問回数が668回、来所361回と続いておりまして、相談員の稼働のあり方としては

訪問・来所対応、同行支援、それから、電話の対応、メールでの相談対応・調整、あと、関係機関との

連携というのは調整作業です。あと、関係者会議等の開催になっております。

窓口開設時間外の対応が全体の13％、3,101件となっております。

後方支援ということで、地域の相談支援事業所の皆さんと一緒に対応させていただいた実人数が14名

となっております。それを延べでカウントしますと424名です。

ケースの特徴は、追ってご説明します。

続いて、地域の相談支援体制の強化の取り組みについて、簡単にご説明します。

まず、講演会を開催しまして、障がいのあるお子さんを持つお父さんに注目して、地域の皆さんから

の当事者の方の講演会を聞きたいというニーズにこたえての企画でした。それから、グループスーパー

ビジョンということで、対人援助技術の向上、及び事例検討を含めたものですが、９回開催して、地域

の相談員さん延べ121名の方が参加されております。それから、事業所訪問をさせていただきまして、

６事業所です。

続いて、連携会議ということで、さまざまな、障がいに限らない分野の対人援助にかかわっていらっ

しゃる皆さんお集まりいただいて、地域課題、ネットワークづくりについて議論する会議を２回開催し

ておりまして、先ほど社会福祉法人サンワークからもお話がありました相談支援実務者会議は、６回開

催させていただいております。

それから、精神、発達領域の事例検討会を、精神科の先生をお迎えしまして、１回開催しております。

就労継続Ｂ型とか、教育分野の方々からの事例の提出がございました。

住宅入居等支援事業ということで、住まいを見つける支援であったり、24時間支援の対象者を記載し

ております。24時間支援の対象の方で連絡を実際に行った方が17名、あと、不動産屋さんとか関係機関

と調整をさせていただいた方が23名ということになっております。

利用者アンケートを年に１回とらせていただきまして、基幹相談を利用される方の率直なご意見を質

の向上につなげる取り組みを行っております。

数字ばかりだと、どういう地域の相談があったのかというところが伝わりにくいのではないかと思い

ますので、29年度に対応したケースの特徴をご説明したいと思います。

まず、基幹相談に入る新規ケースの経路は、ほぼ関係機関からの依頼となっております。一番多いの

が行政。障がい福祉課、障がい事業課、社会福祉課などからのご依頼が多いです。続いて、地域包括支

援センター、それから、病院、特別支援学校、あと、就労支援の相談支援機関の皆さんからの依頼も入

ってきた29年度でございました。

29年度の特徴的な事例ですが、まず１つは、80・50世帯。高齢の親御さんと精神障がいがある中高年

世代のお子さん、かつ、そのお子さんたちが支援につながっていない。高齢の保護者さんが機能しなく
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なったことによってあらわになったケースということが一つ。

それから、この80・50世帯の発展型なんですが、80・50世帯であったんですが、保護者の方が亡くな

った、そして、何とかこうにか、支援を受けない状態で障がいのあるお子さんが一人で家に残されて暮

らしていたんだけれども、健康状態の悪化、ごみ屋敷問題、それから、遠方で暮らすご兄弟の方からの

心配、緊急入院となった病院の医療ソーシャルワーカーさんから支援が入るという事例が、数ケース、

立て続けにございました。

３つ目としましては、年金の支援です。ご家族様に年金支援をするためにさまざまな書類を作成して

いただいたり、情報を小さいころから追っていくような作業が必要なんですが、それがなかなかご家族

様だけではできなくて、年金の支援が本来すべきことができていなかったというような方の事例も相談

で入ってきておりまして、年金支援の手続の書類作成であったり、ご家族様がつくることをサポートし

たりというケースも割と多くございました。

それから、18歳になって児童相談所からの支援が途絶える方への支援の移管として、こちらに継続支

援の依頼が入ってきている。それから、特別支援学校を18歳で卒業するんだけれども、送り出す学校が、

ご本人やご家族の状態に心配を感じている方たちの継続的な支援のお願いしたい。中でも、引きこもり

であったり家庭内暴力が感じられている世帯に対する支援の依頼が入ってきています。

それから、障がい者手帳を持っていない、しかしながら、何らかの生活支援が必要な方たちのケース

も複数ございました。

それから、若者世代ですが、恋愛・性の問題、自分の体を守る、健康を維持するということをご本人

が学んだり、知るための支援というのを、保健師さんだったり助産師さんと連携するケースが数ケース、

29年度はございました。

後方支援ですが、後方支援のケースの特徴としては、一番よくご依頼があるのが住まい探し、保証人

問題解決支援、ここは結構ご依頼がございます。

それから、もう一つ、割とあるケースとしては、障がいのあるお子さんが思春期になられて問題行動

が非常に顕著になって、その問題行動に対するアプローチをどう構築していけばいいのかというご相談

も多くあります。

お子さんの支援でいいますと、保護者の方が難治性の病気、もしくはがんなどで余命宣告をされてい

る、そういう状況の中、お父様だけではなかなか子育てが難しくなってきていて、生活全般の維持が困

難になって基盤再構築が必要なケース等が29年度はありました。

非常に駆け足になってしまいましたが、基幹相談支援センターからの事業報告は以上といたします。

会長：ありがとうございました。

それでは、ただいまのご報告について、ご意見、ご質問があればお願いいたします。

最後の事例は、個人情報等の問題で文章化されていないということですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：そうですね。口頭で説明しました。

会長：詳しく書く必要はないですが、80・50問題何件とか、ごみ屋敷何件とか、その程度でいいと思うんです
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が、キーワードでどういうところが多いのかなというのは、見てみたいかなという気はしております。

あと、全体で29年４月から30年３月までの新規相談者が267名という認識でいいんですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：そうです。

会長：そうなると、前年度から継続して相談されている人というのは、ほかにいるということですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：統計をとる上で、一旦年度でリセットをかけております。です

から、この実人数というのは純粋に29年度267名の違うお名前の方々が基幹相談に、継続している方も

いらっしゃいましたし、このたび初めてつながった方もいらっしゃいますという感じです。

会長：そうなると、１回の支援で終わっている人もいれば継続されている方もいて、その継続が終わっている

人もいれば、継続中の人もいるということなので、この267人の内訳として、どういうところになって

いるかというのも知りたいと思います。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：今後、そのように記載していきたいと思います。

会長：そのほかございますでしょうか。

あと、興味本位で聞きますが、グループスーパービジョンというのはどういった内容でやられてます

でしょうか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：29年度は、参加型のグループワーク形式で面談技術のロールプ

レイと、関係者会議のロールプレイを行いまして、まず技術研さんという講座型のものが２回もしくは

３回あったかと思います。それ以外は、地域の相談支援事業所さんが困っていらっしゃるリアルな事例

を実際にみんなで事例検討するわけですが、その事例の情報を見て、お互いが質問をし合っていくとい

う形でアセスメントを深めていって、その結果をサービス等利用計画をもう一回リライトしてみて、計

画の書き方というんですか、作成の仕方を学ぶというような、定番でいくとこういう形で運営しており

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。

議題として用意していた２つについてはこれで終了になります。

報告事項があるようですので、引き続き、報告事項に移らせていただければと思います。

まず、報告事項（１）仮称東野地区複合福祉施設について、事務局よりお願いいたします。

事務局：東野地区複合福祉施設について報告します。

前回の会長のご講演ですとか、これまでも自立支援協議会等にて報告してきたかと思いますが、東野

に障がい者の方の拠点となるべく複合福祉施設建設をこの10月から着工を目指しており、現在、計画ど

おり進んでおります。

設計会社であります松田平田設計とも定期的に会議を開催しておりまして、外構の打ち合わせ中であ

り、また、本日もいらっしゃっておりますが、社会福祉法人佑啓会さんとも、これまでに運営面・運用

面として、障がい者のグループホームとか、ショートステイについての運営・運用について緊急時の受

け入れについてとか、研修会の開催、また、ほかの施設との連携とか、あと、グループホームの入居選
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定、緊急時支援、また、維持管理や備品なども含めながら打ち合わせを行っておりまして、それぞれ、

課題などを双方で共有しているところです。

今後の予定でいきますと、９月の議会で建設工事の案件を上程するところでありまして、その後、各

団体ですとか、住民説明会などを予定しているところでおります。

今後も引き続き、佑啓会さんと情報交換、検討を図りまして、また、本日も話に出てきておりました

が、これまでの各部会のご意見や報告なども検討させていただきながら、９月に行われます第２回の地

域支援部会とか、次回以降の自立支援協議会に提案させていただきながら、また、協議をしていただけ

ればと思っております。

簡単ではありますけれども、進捗状況となります。

以上です。

会長：ありがとうございます。

ただいまのご説明に対してご意見、ご質問ございましたら、お願いします。

佑啓会さんから補足等ございましたら、お願いいたします。

社会福祉法人佑啓会：前回に引き続き、参加させていただいて勉強させていただけました。ありがとうござい

ました。

補足というわけではないですが、今日もいろんな部会の方々からのご意見を伺いまして、特に難しい

のは、相談支援部会の方からいろいろ話が出ていたところかなと思っております。そもそも、我々とし

ても、市との協議の中でも機能のすみ分けというのがどういうふうになっていくのかというのが、正直

まだ不透明なところが非常に多いかと思います。支援部会さんでも、課題を抽出してテーブルに上げて

というようなお話があったかと思いますが、実際、急に始まるときにテーブルに上げられたものを、突

然私たちの目の前に出されても、きっとうまくいくものではないだろうと思っておりますので、この自

立支援協議会を通して、または、部会にも機会があればお邪魔させていただいて、具体的な話を今後一

緒に伺わせていただければと、今日話を伺って感じたところであります。

本当に、先ほど市の方からもありましたし、箱物ができて中身が伴わないというような話もありまし

たが、建築だけが進んでいくのではなくて、中身の充実をさらに進めていきたいと私たち法人としても

思っておりますので、この自立支援協議会ないし部会にも今後、勉強させていただければと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

会長：ありがとうございます。

これも拠点で公募をかけて募っているわけなので、基本的な仕様書というのは枠組みとしてできてい

るんだろうと思うんですが、今、工事中の段階でこういうふうにしたいので、こういう内装とかつくり

込みをしてほしいとか、そういうことはあるんですか。それはもう決められたとおりつくっているとい

う段階ですか。

事務局：建物の建築設計はもう終わっておりますので、ハード的にこういう変更をかけたいということは、基
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本的にはもうできないのかなと。ただ、設計が決まりましたので、逆に言うと、建物の形が定まった中

でどういう運用を図っていこうかという、具体的な検討ができる段階になったと捉えてはいまして、施

設概要はもう固まりましたので、そこの中で何ができるかこれから考えていくというところです。

会長：この運用の中身に入っていっているということですね。

事務局：そうです。具体的には、グループホームの、例えば18床の内訳をどうしようかですとか、通過型が何

床あって、永住とは言えないかもしれないですが、定住型をどういうふうにしようかとか、その中身の

検討段階に入っているところではあります。

ただ、まだ全然検討に入ったという段階で決定はしておりませんので、このあたりもたたき台という

形で自立支援協議会、あるいは、地域生活支援部会で中身を把握していただけるようになるのかなと考

えているところです。

会長：今後ということですね。

事務局：そうです。

会長：今お聞きになったように、運営の協議の段階に入っているということですので、そうなるとこれは、市

ももちろん大事だと思うんですが、そろそろ協議の場としてはこの協議会に移っていかないと、市と佑

啓会さんだけがそこを話ししても、多分運営のところはだめだと思うので、協議会にその場を移すよう

な……来年度からということで、今年度はオブザーバーというのは聞いておりましたが、もうそこまで

段階が移っているのであれば、どこかの段階で、今こういう中身について話し合っているというところ

も含めて、この場に出していただかないと、皆さん不安もあるかと思います。

事務局：そのとおりに考えておりまして、佑啓会さんとの協議の段階で確定をしてしまうのではなくて、たた

き台をつくってお出しできればと考えているところです。

会長：ぜひ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。

今日、皆さん、おとなしいですね。暑いからですか。ＮＰＯ法人千楽。一言でもしゃべって帰ったほ

うが。

ＮＰＯ法人千楽：私も相談支援だったり、さまざま利用者様とかかわる中で、この地域生活支援拠点というの

は、お母様からうちの息子は入れるんだろうかとか、そういう話をいただいたりすることもありまして、

今お話があったように、協議段階ではあると思うんですが、どういった形でその公募をしていくのかと

か、かなり親御さんだったり当事者の方も期待もあり不安もあるところだと思いますので、そういった

部分の協議もすごく大事になってくるんではないかなと思いました。

以上です。

会長：ありがとうございます。

グループホームの利用者の選定みたいなところですかね。非常に、多分、市民の皆さんもその辺は気

になっているところなのかなと思います。また案のたたき台が出るということですので、それを待ちた

いと思います。
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ありがとうございました。

それでは、報告事項（２）に移ってよろしゅうございますか。

その他ということで、事務局からお願いします。

事務局：本日の資料にあります浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例について、説明します。

昨年の当会において、手話言語条例を作成していますというご報告をさせていただいたところですが、

今年の６月に議会に上程して、議員全会一致で可決されましたことをご報告します。

条例については、市のホームページにも既に載っており、そのときの状況もわかるような写真もあり

ますので、一度ご覧いただければと思います。

今後の予定ですが、この条例の施行日が10月１日になっておりまして、それまでは準備期間として、

まず、９月の議会に補正予算を要求していきたいと考えているところです。補正予算については、まず、

この手話言語条例ができたということと、聴覚に障がいがある方への理解、そして、手話についてのア

ピールを周知するためのチラシを作成したり、市役所の中に磁気ループ、今はヒアリングループという

んですが、それを幾つかの課に整備していきたいという考えがありますので、予算をとっていきたいと

考えているところです。

また、10月以降、市のイベントがあります。例えば10月に市民まつりがありますので、参加、あるい

は、11月の障がい者イベントにも参加していきたいということで、計画しているところです。今は調整

段階です。具体的に決まっているところと決まっていないところがあります。

そのほかには、来年度、新年度予算に向けての今後の検討をさせていただきたいと考えています。

簡単ですが、条例については以上です。

会長：続いて、お願いします。

事務局：障がい事業課からは、２件ございます。

１つ目が、ストラップ型のヘルプマークについてです。

現在、浦安市では、外見からわかりにくい障がいをお持ちの方が周囲に自分の状況ですとか、配慮を

求めやすくするために、ヘルプカードを配付しています。これは、内側にご自身の障がい名、病名、あ

るいは、かかりつけ医、そういったものを細かく書けるものなんですが、お財布の中にしまってしまっ

たりとか、外からはわかりにくいということがございまして、今回、よりわかりやすいもの、周りの

方々が声をかけやすくできるように、この方は配慮を求めている方なんだということがわかりやすいよ

うにということで、ストラップ型のヘルプマークを作成いたします。

現在、つくっているところで、来月８月に納品、配布をしていく予定です。

配布の対象ですが、市内在住の方で、先ほども申しましたように、外見からはわかりにくい障がいを

お持ちの方で希望される方。市内在住と申しましたが、在勤・在学の方にも対応していく予定です。

配布の方法ですが、当事者団体に所属されている方には団体を通じて配布するほか、個人の方には市

役所障がい福祉課、障がい事業課の窓口で配布します。

配布に当たって、手帳の提示は特には求めませんが、配布時に簡単なアンケートをいただいて、それ
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を今後の障がい者福祉施策に生かしていきたいと考えています。

あともう１点、配布に関して窓口での配布、アンケートを書いてもらうということがありますので、

窓口での配布を基本としておりますが、難病の方ですとか、お仕事をされている方、来庁が難しい方に

は、別途対応していく予定です。

以上に関して、広報うらやすの８月15日号で、市民の皆様に向けて大き目の記事でＰＲをしていく予

定です。

もう一つ、11月の障がい者イベント、今年度は11月４日の日曜日に第４回「障がいのある人もない人

も！かがやくまち うらやす」を実施することになっております。場所は、昨年同様、新浦安駅前ステ

ージとその周辺になります。時間は、10時から午後３時までです。

現在、イベントの内容や、周知方法について、権利擁護部会を中心に話し合いを進めているところで

して、詳細が決まり次第、協議会でもご報告します。

以上です。

会長：ありがとうございました。

11月４日ですね、お忙しいとは思うんですが……、うちの学園祭と重なるのかな。これは私的な話で

申しわけございません。

ヘルプマークについても浦安で配るということで、うちの学生にもおりまして、ヘルプマークをつけ

ていたけれども、誰も気づいてくれなかったという話があって、千葉県内でも随分これが普及していく

きっかけになるのかな。もともとは東京都が始めたそうです。

あと、手話言語条例。各自治体でこういった条例、次々と出ているところですが、先ほど習い事での

手話通訳同伴についてのお話も出たところですが、もう、手話は言語というところで、小さいときから

手話が、ある意味、英語のように話せて当たり前という社会にしていかなければいけないんだろうなと

本当に思います。それが一つのきっかけになるといいかなと思います。

うちの大学も、目の前に筑波大学の聾学校がございまして、よく手話で会話しながら通学している子

どもたちと会うんですが、もっと交流といいますか、進んでいくといいなと思います。

ただいまの説明について、ご意見、ご質問あればお願いします。

千葉商科大学、お願いいたします。

千葉商科大学：参考までですが、ヘルプマーク、今回はカラーは１種類ですか。

事務局：東京都でもう規格が全て決められておりまして、この形でないと出せないという。

千葉商科大学：そうなったんでしたっけ。

事務局：はい。

千葉商科大学：私、若い方がその赤に対して抵抗がある方は、蛍光のアクリルで透明感があって、そのマーク

が入っているというサンプルを私が持っていたことがあって、統一になったんですね。

事務局：この形で出すものに関しては、この規格でということで決まっておりまして、これがストラップ型の

ヘルプマークですので、ヘルプマークをモチーフとして、ほかの形で扱っているものはあるかもしれま
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せん。

千葉商科大学：おっしゃったとおり、多分あの規格のものはあれで統一なんだけれども、今後、特にオリンピ

ック・パラリンピックに向けて若い人たちだとか、抵抗感なくヘルプマークをつけながら町なかで、も

しくは学校の中でということがあって、それ以外のデザイン、色のものが出てくるかもしれないので、

情報がありましたら、この会でもお知らせしたいと思います。

以上です。

会長：ありがとうございます。

ほかにございますか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、よろしいですか。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：先日、聴覚障害者協会の主催で、手話言語についての講演会がありま

して、私も出たんですが、皆さん余り出ていないようだったんですが、ボランティア活動というんです

か、手話グループの方が活躍されているというのは非常に印象を受けました。

ですから、これからももっとボランティア活動を積極的に応援していく一つのいい例ではないかと思

います。

そういうことで、権利擁護部会の活動報告にあったボランティア活動の積極化、私が言い出したんで

すが、もっと積極的にやっていただくように方向づけていただきたいと思います。

以上です。

会長：ありがとうございます。

本当にそのとおりで、でも、ボランティアというときに市の単位というのが小さ過ぎる部分もあるの

かなということで、近隣の市町村とともに、ボランティア活動については輪を広げていく取り組みも必

要なのかなというのは常々思っておりました。近隣の社協さん同士でこういう話ができるのかわからな

いですが、念頭に置いていただけるとありがたいと思います。

介護給付費等の支給に関する審査会、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：今の話と密接に関係あるんですが、私の記憶違いだったら申しわけない

ですが、二、三年前ぐらいは、よく市の広報で手話通訳の養成講座というのを何回かに分けて主催され

て、市がやられたのか社協がやられたのか、あるいは千葉県の聴覚障がいの団体が主催されたのかわか

らないですが、最近、私は見かけなかったんですが、まだ浦安市でやっているかどうかわからないです

が、補正予算９月云々というような形で出て、どういうところにその予算を向けるかといっているとき

に、当事者の団体の方たちからの話し合いでニーズもよく聞いていただいて、そういう予算のつけ方も

あると思うんですが、今思いついたのは、裾野を広げる意味では、手話通訳の養成講座ということも、

最近見かけなくなったので、市でもそういう形で応援していけるようなことをやっていただければと思

いました。

会長：手話通訳ボランティアの支援については、市町村の地域生活支援事業になっていたかと思うのですが、

今、実績ってどれぐらいなんですか。
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事務局：ご意見ありがとうございました。会長からもご指摘あったように、地域生活支援事業に位置づけられ

ておりまして、浦安市でも手話通訳の養成講座を社会福祉協議会に委託してやっております。

ただ、かなり内容の濃いもので、２年で１クール、前期、後期に分かれており、ちょうど今年度が後

期に当たるものですので、前期を受けた方でないと、後期から入ることは難しいというレベルになって

おりますので、現在やっている手話通訳講座に関しては、新規の募集は今年度はなかったというところ

です。

また、来年は前期の、一番最初からの講座になりますので、また新たに募集をかけることになるかと

思います。

介護給付費等の支給に関する審査会：関連して。継続的にやっていらっしゃっているならば、卒業生というの

は、まあまあの人数になっていらっしゃるんじゃないかと思うんですが、卒業された後に登録制か何か

して、手話通訳をその後に生かしていただける、協力していただけるような、そういう形のところまで

やっていらっしゃるんでしょうか。

会長：その後というのは。お願いします。

事務局:手話養成講座は全部で５年間あるんです。５年間で卒業して、その後に全国の統一試験に合格しない

と手話通訳になれないという形になっています。大体、試験を受けて通訳になれる方は全体の10％ある

かないかという形になります。それ以外の方、途中でやめられちゃう方とか、試験に合格しなかった方

とか、そういう方は聴覚障害者協会の会員……、そこのところに行かなければいけないというカリキュ

ラムがありますので、そこで一緒に勉強しながらやっているという形になっています。

ですので、そういう方たちが聴覚障害者協会のところにボランティアとしてそのままいるのかどうか

というのは、こちらでは把握できていないんですが、授業のカリキュラムの中で地域の聴覚障がい者と

接するというのが年間三、四時間ありますので、それで必ず行くというような状況があります。

会長：どうぞ。

事務局：補足的に。先ほど２年間、浦安市で行って、この後に５年間という話もありましたが、県で３年間カ

リキュラムを受けていただきながら全国の統一試験を受けて、この５年間が試験の条件になりますので、

受けた後、合格者については各市町村で登録していただくということで、現在、浦安市においては７名

登録者というのがございまして、この７名の方が年間相談500件とか、相当数ありますが、そういう部

分を対応しているということで、先ほど介護給付費等の支給に関する審査会からいろいろ派遣の拡充の

お話がありましたが、この派遣について我々も課題認識を持っていまして、営利目的はだめですよであ

ったり、恒常的な教育関係、いわゆるスクールとかはだめですよというお話になるんですが、果たして

これから聴覚障がい者、もっと活躍の場を広げるということで、営利目的だめ、では、事業も起業でき

ないのかということにつながりますので、今後、この辺の課題についてはしっかりと聴覚障害者協会の

皆様方とお話ししながら、しっかりと取り組んでいく必要があるなと考えております。

以上です。

会長：ちょっとお聞きしてよろしいですか。手話に関しては、手話奉仕員、手話通訳者、手話通訳士と３段階
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になっておりまして、今、国の全国の統一の試験とおっしゃっていたのは手話通訳士の話ですよね。

事務局：通訳者になります。

会長：士ですよね。「者」、「士」。全国は「士」なんです。

事務局：国でやっているのが手話通訳士で、都道府県でやっているのは手話通訳者です。

会長：ですから、国が「士」で、県は「者」、市町村が「奉仕員」という３段階になっていますね。

障がい福祉課：はい。最初、県で５年間のうちの２年間が市町村でやるというという形の奉仕員課程という形

になって。

会長：ただ、これは必ず奉仕員を受けたら「者」になって「士」にならないと、手話通訳できないということ

でもなくて、恐らく、奉仕員のレベルで市民レベルでボランティア的にやるというのも可能ではあると

思うんです。もちろん、その上を目指すのであれば県の試験を受けて「者」になり、「士」までいくと、

これは公式な手話通訳のできるということで、県や市の会議などで呼ばれる、今日の方もそうなのかも

しれないですが、そういうレベル感になっておりまして、恐らく介護給付費等の支給に関する審査会が

おっしゃっているのは、奉仕員のレベルでもっと住民同士のボランティアって活発化できないのかとい

うことをおっしゃっているんだろうと思うんですが。

介護給付費等の支給に関する審査会：そのとおりなんです。私、昔ですが、ある若い方が話ししていたのに、

その手話通訳の講座を受けようと思ったんだけれども、プロを目指す、いわゆる専門的な手話通訳の講

座なので、その方はもっと市民ボランティア的に生活面のところで一緒に何かできるような、そういう

ものをやれたらなと思って話を聞いたら、そういう専門性が云々ということで、引いちゃったらしいん

です。

私も相談支援をやっているときに、聴覚障がいの方からの相談というのはすごく少ないんです。電話

をかけられませんし、ファクスじゃ思うとおりになかなか伝えられないという部分もあって、手話通訳

の方を日常的に、困ったときにすぐ誰か助けてもらって、一緒に相談のところの窓口に行けないという

のがあって、聴覚障がいの方は千葉県の聴覚者の団体の相談員のところにしか行かなくて、普通の相談

窓口にはいらっしゃらないんですよ。

だから、いろんな社会生活をしていく上で、さっきのお稽古ごとのこともそうですが、社会参加して

いく上で、あるいは、何か困ったときにちょっと横で助けてくださるような方に、例えば社協のボラン

ティア団体の方に声をかけたらお手伝いに来てくださるとか、もっと身近なところで手話通訳の奉仕員

ですか、そういう方を増やすような活動というのは、会長がおっしゃったとおり、私が考えていたとこ

ろはそこです。

だから、専門員を増やすのも大事かもしれないけれども、そういうもっと生活の身近なところでの支

援が必要じゃないのかなと思ったんです。これは、私の思いだけであって、当事者の団体の方がどこを

望んでいらっしゃるのかということが一番大事なので、当事者の方たちの声を聞いてというのが大事か

と思いますが。

会長：浦安市聴覚障害者協会、いかがですか。今のご議論をお聞きして。
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手話通訳者：今、浦安市聴覚障害者協会が、自分ではなくて通訳者２人が今までの自分の経験を話ししたらど

うというふうに振られてしまったんですが。

浦安市聴覚障害者協会：基本的には、５年間のカリキュラムってとても大事なことで、奉仕員という２年間は、

ボランティアで、上の３年と下の２年はちょっと違うんですよね。

ですので、下の２年間は市が担当して、上の３年間は県が担当してやっていますけれども、資格を取

る理由はなぜかといいますと、情報保障というのは、命にかかわるところもあるんです。とても厳しい

ところがあるんです。なので、５年間必要というところはやむを得ないかなと思います。

皆さん、実際に２年でボランティア、それで助けていただくのもとてもありがたいことだと、それは

それで思っています。

手話通訳者：話せと言われましたので。手話通訳者ですが、浦安市聴覚障害者協会がおっしゃったとおり、情

報保障の大切さというところと、あと、ボランティアとして身近なところで手伝っていただきたいとい

うのは、そういうことなのかなと私も思ってはおります。

会長：よろしいですか。

ありがとうございました。

当事者のお話も聞くことができました。

多分、手話通訳に関しても場面があるんだろうなと思います。こういった会議の場、あるいは、病院

とかそういった、通訳を間違ってしまったら大変なことになる場面においては、専門性が大事でしょう

し、完全な通訳でなくてもボランティア的にやっていただければ助かるといった場面もあるのだろうと

いうふうに思いまして、ぜひ、奉仕員のボランティアレベルでの手話通訳も市としても活用していただ

けるとありがたいんだろうなというところは、当事者の皆さん方からも意見として出ているようですの

で、お願いしたいと思います。

時間が迫っておりますが、このほかに委員の皆様からのご報告事項等ございましたら、お願いします。

社会福祉法人なゆた、お願いします。

社会福祉法人なゆた：先ほど事務局から11月４日の障がい者イベントというのをお聞きして、昨年度、イベン

トがすごく重なってしまったというところがありまして、市のイベント、もう一つ、市民活動フェステ

ィバルも同じ日だった。あと、学校の学園祭も同じだったというところがありまして、少しずらしてい

ただければ、３つ出るのはすごく大変だったというというところがありますので……

浦安手をつなぐ親の会：今年は調整したって言っていました。

社会福祉法人なゆた：本当ですか。

浦安手をつなぐ親の会：それで４日になったって。

社会福祉法人なゆた：一応お願いをしてみようと思って聞きました。ありがとうございます。

会長：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：事務局からリクエストを受けてご報告いたしますが、７月10日

に連携会議を開催いたしまして、そのときに、「みんなで考えよう、浦安市の地域生活支援拠点」とい
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うテーマで、40名の方が集まってグループワークをしております。その中には、民生委員さん、ヘルパ

ーさん、就労継続Ａ型、高齢者の特養の相談員さんだったりということで、この協議会とは全然違うメ

ンバー構成で何をやったかというと、浦安市の強味、弱味を整理して、地域生活支援拠点にこれだけは

押さえておかないといけないよねということを整理してみようという取り組みを行いました。

ローデータというんですか、浦安市のローカリティみたいなものを押さえた、いい議論があったもの

ですから、その内容を自立支援協議会でも改めて整理して報告させていただいて、拠点の議論に生かし

ていけたらなと思っております。

なので、次回に資料がご提示できればなと思っていますので、よろしくお願いします。

会長：ありがとうございます。

連携会議ですね。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：はい。

会長：さまざまな関係機関との連携会議で、市の弱味、強味、整理していただいた、自由意見、これも楽しみ

にさせていただきたいと思います。

議題としては以上ですが、委員の皆様方、よろしいでしょうか。

時間も過ぎてございます。

ありがとうございました。

それでは、これをもちまして第２回自立支援協議会を終了したいと思います。

次回は、平成30年10月11日、木曜日を予定しております。各部会から協議会に審議事項として上げて

いただく項目については、事務局より事前にご連絡後、調整させていただきますので、委員の皆様方、

よろしくお願いいたします。

本日は、お忙しい中ご参加いただきまして、ありがとうございました。



浦安市自立支援協議会（平成 30年度第２回）次第

平成 30 年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

１ 開会

２ 議題

（１） 部会活動報告

（２） 平成２９年度基幹相談支援センター実績報告

３ 報告事項

（１） （仮称）東野地区複合福祉施設について

（２） その他

４ 閉会
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部会活動報告

第１回権利擁護部会活動報告

開催日 ５月 17 日（木）

議題１ 平成 30 年度権利擁護部会の運営と議題

（概要）平成 30 年度権利擁護部会の運営と議題について、５月 10 日の自立支援協

議会の報告を兼ねて説明をおこない、意見を伺った。

（主な意見）

○議題の中にボランティア団体の活用を入れてはどうか。

○市の熱意が重要。浦安は箱物を作るのは非常に早いが、内容が伴っていない。

議題２ 平成 29 年度実績報告

（概要）障がい者権利擁護センター、障がい者成年後見制度支援事業について報告

を行った。

（主な意見）

○千葉県条例でも差別の相談件数は減少しているが、１ケースにかかるやりとりは

増えている。丁寧にしなければならない相談が非常に増えていると言えると思う。

この圏域の特徴としては現役世代が多いという特徴を捉えながら、周知啓発を考

えていく必要がある

議題３ 障がい者福祉計画の実現に向けて

（概要）障がい者福祉計画（平成 30 年度～32 年度）実現に向け、部会として取り組

みたい事項について意見を伺った。

（主な意見）

○ボランティアをしたいという人と、こういうことを手伝ってほしいと思っている

人をむすびつける場が公的なものやネット上等でほしい。

○自治会や子ども会等、地域の団体組織と障がい福祉をやっている団体はまだまだ

接点がない。「我が事・丸ごと」という国の施策が浦安市で実現できるために、

部会でできることが何かありそうだと感じる。

○協働推進課の「つなぐプロジェクト」をもうちょっと現実的なものにしてほしい。

○手話言語条例の制定は幅広く障がいのある人への理解を図るチャンス。そういう

中で、例えば学校教育で子どもたちだけではなくて、そこに父兄も参加できるよ

うな機会を設けたりするような機会を得て、地道に実行していくということも大

事なのでは。

○趣味の習い事などを始めた場合、１回だけしか通訳を伴って行かれない。通訳が
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いなければ習い事もできないという聴覚障がい者の問題がある。

○（障がいのある人が）小さいときから当たり前に一緒にいる人たちという感覚を

持ってもらえるような教育が必要。

○障がいのある人に対して、大人の側はどういうふうにかかわったかというのを子

どもは見て、それを価値観として幼いころから持っていくものだと思う。

○当事者側が改めて勉強し直す必要性を感じている。

○小規模の研修や勉強会を複数回やることも必要。

議題４ その他

（主な意見）

○旧優生保護法による避妊手術について、障がいのある人の人権問題でもあり、心

にとめてもらいたい。

○弁護士会でも（旧優生保護法による避妊手術について）相談を受ける機会を考え

ているところなので、もし万一お困りのことがあれば、そっと言ってもらえれば、

つなげるようにする。

第１回相談支援部会活動報告

開催日 ５月 22 日（火）

議題１ 浦安市自立支援協議会と平成 30 年度相談支援部会の運営と議題

（概要）平成 30 年度浦安市自立支援協議会、地域生活支援拠点、平成 30 年度相談

支援部会について説明した。

（主な意見）

○今年度の相談支援部会の役割は大きく２つ。①障がい者福祉計画の実現に向けて、

部会でも取り組みを進めていくこと。②地域生活支援拠点を真に機能させるため

に必要な機能や役割について、「相談」という切り口から地域の課題を整理し、

協議会へあげていくこと。

○テーマが大きいので、ショートゴールを設定して進めていったらどうか。

○拠点に求められる 5 つの機能は、高齢者の地域包括ケアシステム以上に幅広い。

より広い意味での包括ケアシステムになっていくのだろうと思う。これはひとつ

の法人だけでなく、協議会に所属している多様な機関が本当に協力し合わないと

機能していかないと思う。

○同じ「短期入所」という言葉を用いても、高齢者と障がいではその意味が異なる。

お互いに知らなければならないことがたくさんある。

○地域のことは、現場で相談を受けている人が一番わかっていると思うので、事例

検討等を進めて、問題を明らかにしていくことが必要。



議題（１）資料１

20180712 第２回自立支援協議会

3

○事例検討をするとそのことについては深まるが、一方では、回数や時間が限られ

ている中で、次につながるか、課題抽出に結び付けられるかという疑問もある。

○事例から課題を抽出するにしても、その背景も理解できるような形で報告してい

く必要がある。そこからサービス等利用計画の質の向上や、相談支援専門員の横

の連携につなげていけるのでは。

○事例集約と地域課題、ニーズの共有化が求められる中、見えない課題をテーブル

上に出して、皆で協議しながら、拠点の機能に当てはめて考えてはどうか。

○実務者が多いのがこの部会の特徴。現場でヒヤリとしてしまった「ヒヤリハット

集」を皆でまとめながら、課題を明らかにしていったらどうか。

○「親なき後」については、出前講座等で親にも理解を深めてもらう必要がある。

○区分によって漏れてしまうサービスの現状などについても話し合いたい。

○ワンストップ型の相談窓口の話があったと思うが、拠点に入る相談窓口はそれと

は違うのか。

○相談支援の充実、横の連携を進めるためには、相談体制の整理、構築も進めてい

かなければならない。

議題２ 基幹相談支援センターの平成 30 年度事業計画

（概要）資料に基づき、基幹相談支援センターの 30年度事業について説明を行った。

（主な意見）

○（住宅の入居支援について）高齢のひとり暮らし同様、障がいの場合も保証人

の問題があるようで、似た状況にあると感じた。

第１回地域生活支援部会活動報告

開催日 5月 24 日（木）

議題１ 平成 30 年度地域生活支援部会の運営と議題

（概要）障がい者福祉計画（平成 30 年度～32 年度）実現に向け、部会として取り組

みたい事項について意見を伺った。

（主な意見）

○「住まいの場」に関して、具体的なサービスの情報を入れたグループホームの

一覧をつくってはどうか。

○グループホームの一覧については、状況が日々変わってくることもあり、細か

すぎないよう、気を付けてつくる必要がある。

○グループホームの利用についてはタイミングとマッチングが重要で、実際の見

学、体験が必須。

○「雇用・就労支援」について、まずは全体像を把握して、課題を整理する必要

がある。
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議題２ 実績報告

（概要）平成 29 年度就労支援センター、浦安福祉事業体について報告した。

（主な意見）

○特になし

講話

（概要）５月 10 日に自立支援協議会本会で行われた髙木会長の講話「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」に

ついて、再度、お話いただいた。

（主な意見）

○特になし

第１回こども部会活動報告

開催日 ５月 31 日（木）

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

（概要）平成 30 年度浦安市自立支援協議会、地域生活支援拠点について説明した。

（主な意見）

○特になし

議題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

（概要）資料に基づき、青少年サポート事業の 29 年度実績報告及び 30 年度事業計

画について、説明を行った。

（主な意見）

○ニーズについて、多様化と多いという 2つの表現をされたが、どういう意味か。

○事業所の移転・活動スペースの増加に伴って、職員体制は整備されているか。

○小学生だけでなく、高校生など 10 代後半もグループ療育をしてほしい。

○名簿登録者は一度登録すると継続されるのか。

○高校生や 10 代後半が参加できるプログラムをしてほしい。

○グループ療育の年齢層などが知りたい。個別療育とグループ療育の違いは。

第１回作業部会（非公開）

テーマ：「平成 30 年度こども部会の議題について」

（概要）浦安市障がい者福祉計画（平成 30 年度～32 年度）の実現に向けて、平成

30 年度にこども部会で検討する議題について、４グループに分かれてグルー

プワークを行った。
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（まとめ）

○ KJ 法を用いて、個人ワーク、グループワーク、全体共有を行った。

４グループから合計 75 件の意見があげられた。

今年度の議題については、リーダー・サブリーダー・事務局であげられた意見

の分析を行い、案を作成して、委員に確認しながら進めることとした。

なお、あげられた意見は次のとおり。

（（ ）内はあげられた意見数。＊複数にカウントしている意見あり）

事例検討・講演会について （８）、学校関係について（13）、

義務教育後の進学・就労について（10）、義務教育後の支援について（２）、

早期療育について（５）、性に関する問題について（３）、

地域資源と連携について（16）、家庭支援について（６）、

災害対策について（６）、その他（７）

＊７月５日に第２回こども部会を実施。

作業部会であげられた意見を基に、委員間で正確な情報の共有を図ることを目

的として「地域資源を知る～就労・進学を中心に～」をテーマに、ミニレクチ

ャーと質問会を実施。

第１回本人部会活動報告

開催日 ７月９日（月）

議題 浦安市の社会資源について知る。

（概要）リフト付き大型バスの試乗を兼ね、浦安市障がい者福祉センター、

障がい者等一時ケアセンター、ソーシャルサポートセンター、グループホ

ーム（フェロウ）を視察。
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浦安市基幹相談支援センター運営事業

平成 25年度より浦安市からの委託事業として始まった浦安市基幹相談支援センターは、地域にお

ける中核的な役割を担う機関として、障害者相談支援事業及び成年後見制度利用支援事業並びに身

体障害者福祉法第 9 条第 5 項第 2 号及び第 3 号、知的障害者福祉法第 9 条第 5 項第 2 号及び第 3 号

並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第49条第1項に基づく相談等の業務を総合的に行

うことで、障がい者やその家族の自立と社会参加を促進し、地域住民の福祉の向上を図ることを目

的として以下の事業を行った。

1．業務時間と職員体制

職員体制 窓口開設時間 相談対応時間

窓口開設時間外は

緊急携帯電話にて

対応

常勤５名

非常勤 1名以上

月～金 9：00～19：00

土 10：00～15：00

24 時間

365 日

2．相談支援事業

実施内容（平成 29 年 4月～平成 30 年 3月）

実人数 267 人（男性 166 人、 女性 97 人、 不明 4 人）

延べ人数 23839 人

相談件数 31622 件

障がい種別割合

（実人数）

知的 31％ 精神 14％ 発達 10％ 身体 9％ 難病 7％

身・知 3％ 高次脳 3％ 精・知 2％ 重心 1％ 身・精 1％

その他 19％

障がい種別割合

（延べ人数）

知的 30％ 精神 17％ 難病 16％ 精・知 10％ 身・知 7％

身・精 6％ 身体 4％ 重心 4％ 発達 2％ 高次脳 2％

その他 2％

相談形態

訪問 668 件 来所 361 件 同行 183 件 電話 3490 件

メール 950 件 関係機関との連携 14256 件 関係者会議 287 件

その他 3644 件

対応時間
窓口開設時間内 20738 件

窓口開設時間外対応 3101 件（全体の 13％）
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2－1 地域の相談支援事業所への後方支援（困難ケース・ピアスーパービジョン）

実施内容（平成 29 年 4月～平成 30 年 3月）

実人数 14 人（男性 11人、 女性 2人、 不明 1人）

延べ人数 424 人

相談件数 515 件

3．基幹相談支援センターに係る事業

3－1．総合的・専門的な相談支援

① ワンストップ相談窓口としての機能を持たせ、既存のサービス等では解決困難な生活課題を

抱えている、あるいは福祉による支援に繋がっていないなど、支援困難な障がい児・者等へ

の総合的・専門的な相談支援の実施。

② 夜間・休日の対応を含め、24 時間 365 日体制とする。

③ 相談ミーティング開催（事例検討、スーパービジョン） 48 回

3－2．地域の相談支援体制の強化と取組み

①地域の相談支援事業者の人材育成の支援

実施内容 講師 対象者 実施日・回数 参加人数

講演会「父として、家族とし

て…障害をもつ息子へ～息

子よ。そのままで、いい～」

「障害をもつ息

子へ～息子よ。そ

のままで、いい

～」著者

神戸 金史氏

医療・教育・福祉

分野の対人援助

に関わる支援者・

障がいのある方・

ご家族

2月 25 日 54 名

グループスーパービジョン
武蔵野大学教授

岩本 操氏

相談支援専門員

及び相談員

9回開催

（6，7，8，

10，11，12，

1，2，3 月に

月 1回開催）

のべ 121 名

相談支援事業所訪問

（支援ニーズヒヤリング）

基幹相談

相談員
相談支援専門員

7月 19 日

8 月 30 日

9 月 1 日

9月 4 日

9月 13 日

6 事業所
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②関係機関（相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、民生委員、高齢者、児童、

保健・医療、教育、就労等に関する各種の相談機関等）との連携強化及び年２回以上実施

実施内容 講師 対象者 実施日 参加人数

連携会議
武蔵野大学教授

岩本 操氏

相談支援事業者・民

生委員・身体/知的

障害者相談員・各種

相談機関等職員

7月 18 日 50 名

11 月 22 日 37 名

相談支援実務者会議 ―

相談支援実務に携

わっている相談支

援専門員及び行政

職員

5月 25 日

6 月 23 日

9 月 19 日

10 月 20 日

1 月 19 日

3 月 22 日

29 名

17 名

17 名

17 名

16 名

15 名

③専門的技術を有する者（医師、弁護士）を必要に応じて確保し、地域の相談事業の支援体制を

図る

※基幹相談支援センターでは、嘱託医（精神科医）1名・弁護士 1名を配置。

実施内容 講師 対象者 実施回数

嘱託医による相談、高い専門性が

求められる困難・多問題ケースに

ついて、よりよい支援を提供する

ために助言・指導をいただく

精神科医

山科 満氏
相談員他 9 回開催

実施内容 講師 対象者 実施日 参加人数

公開事例検討会

「利用者さんは、どんな人？

事例を元に見立て力を高め

よう」

精神科医

山科 満氏

医療・教育・福祉分

野の対人援助に関

わる支援者

9 月 5日 28 名

3－3．権利擁護・虐待の防止

実施内容 対象者
年間通じた個別

ケースにて支援
成年後見制度利用支援事業（相談等）の実施及び障がい

者等に対する虐待を防止するための取組み
34 名
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4．住居入居等支援事業（居住サポート事業）

実施内容 対象者

年間通じた個別

ケースにて支援

◇24 時間支援

緊急対応が必要となる場合における相談支援、関係機関

との連絡・調整

17 名

◇居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整

利用者の生活課題に応じ関係機関から必要な支援を受け

られるよう調整

23 名

5．その他

◇連絡調整会議

内 容 開催回数

毎月 1 回以上開催し、作成した日報・月報、業務記録等に基づいて、前月の運営

状況を報告する。また今月のスケジュール・運営上の留意点等について、市側と

情報を共有化する。

12 回

◇浦安市自立支援協議会等への参加

内 容 参加回数

第 1 回浦安市自立支援協議会にて、平成 29 年度の基幹相談支援センター事業計

画（地域の相談体制強化の具体的な取り組み）について説明。

第 2 回浦安市自立支援協議会にて、平成 28 年度基幹相談支援センターの実績に

ついて報告。

（他、自立支援協議会第 3回から第 6 回まで委員として参加。自立支援協議会開

催同日日に行われた第1回から第6回浦安市障がい者福祉計画策定委員会にも参

加）

浦安市自立支援協議会の相談支援部会に計 4 回参加し、計画相談支援の現状や、

障がい者福祉計画と地域課題、意思決定支援等について検討。

5 月 22 日

7 月 13 日

10 月 12 日

11 月 16 日

1 月 11 日

3 月 1 日

5 月 30 日

8 月 24 日

11 月 21 日

1 月 29 日

◇利用者アンケート

内 容 実施回数

相談支援の質の向上を目指し、個別の相談支援を提供している利用者を対象にア

ンケート調査を実施。
1 回



浦安市手話言語等の理解及び普及の促進に関する条例

手話は、ろう者にとって大切な言語である。

人は、言語によって自らの思いや考えを伝え、社会生活を営んできた。手話

は、ろう者以外の者が音声によって表現するのと同様に、ろう者が手指の動き

や表情などによって視覚的に表現する言語である。また、ろう者が知識を蓄え、

文化を創造するために必要不可欠な言語である。

ろう者は、自らが思考し、相手に思いを伝え、お互いに理解し合うために手

話を大切に育んできた。しかし、これまで手話は言語として認識されず、また

人々から理解が得られなかったこともあり、ろう者は、災害時の情報を始めと

する様々な情報から閉ざされ、不安や不便を感じながら暮らしてきた。

国際連合では、平成18年に障害者の権利に関する条約の中に手話が言語であ

ることが明記され、その後日本においても、平成23年に障害者基本法（昭和45

年法律第84号）の中に手話が言語であることが明記されたが、いまだに社会に

おける手話への理解や認識が共有されたとは言えない。

このような状況を改善するためには、市民一人一人がろう者と手話に対する

理解を深めるとともに、全ての者が一丸となって環境づくりを進めることが重

要である。

また、ろう者以外の中途失聴者や難聴者等の聴覚障がい者も、手話その他の

有効な手段を利用し、社会生活における意思疎通を図っている。ろう者以外の

聴覚障がい者への理解や、様々な意思疎通のための手段に対する理解も欠かし

てはならない。

私たちは、手話は言語であるとの認識に立ち、聴覚障がい者への理解を深め

るとともに、手話等の理解と普及の促進を図りながら、市民が共に支え合う地

域社会が実現することを目指し、ここに条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、手話が言語であることの明確な認識の下、手話等の理解

及び普及の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の

役割を明らかにするとともに、手話等の理解及び普及の促進に関する施策の

推進について定めることにより、聴覚障がい者と聴覚障がい者以外の全ての



市民が心豊かに共生することができる地域社会の実現に寄与することを目的

とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。

(1) 聴覚障がい者 聴覚の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会

的障壁（障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁と

なるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

以下同じ。）により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける

状態にあるものをいう。

(2) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活

を営む者をいう。

(3) 手話等 手話、要約筆記、筆談その他の聴覚障がい者が日常生活又は社

会生活を営む上で使用する意思疎通のための手段をいう。

（基本理念）

第３条 手話による言語の理解及び普及の促進は、手話が音声言語である日本

語と異なる視覚的に表現する言語であり、ろう者が物事を考え、意思疎通を

図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造

するために必要な言語として手話を大切に育んできたものであるという認識

の下で、図られなければならない。

２ 手話等の理解及び普及の促進は、聴覚障がい者がその特性に応じ、手話等

による意思疎通を円滑に行うことができる環境の下で、聴覚障がい者が自立

した日常生活を営み、地域における社会参加に努め、全ての市民が相互に人

格及び個性を尊重し合いながら、心豊かに共生することができる地域社会の

実現を図ることを旨として、行われなければならない。

（市の責務）

第４条 市は、前条の基本理念にのっとり、千葉県、国その他関係機関と連携

し、社会的障壁の除去の実施について聴覚障がい者の性別、年齢及び障がい

の状態に応じ必要かつ合理的な配慮を行い、手話等の理解及び普及の促進並

びに手話等を使いやすい環境の整備を図るものとする。



２ 市は、聴覚障がい者への理解並びに手話等の理解及び普及の促進を図るた

めに、学校教育の場において、手話等に関する学習の機会の提供その他児童、

生徒、教職員等が日常的に手話等に親しむための環境の整備を行うものとす

る。

（市民の役割）

第５条 市民は、第３条の基本理念にのっとり、手話等及び聴覚の障がいに関

する理解を深めるよう努めるものとする。

２ 手話等を使用することができる者は、第３条の基本理念にのっとり、手話

等の普及の促進に協力するよう努めるものとする。

（事業者の役割）

第６条 事業者は、第３条の基本理念にのっとり、聴覚障がい者が利用しやす

いサービスを提供するよう努めるものとする。

２ 事業者は、第３条の基本理念にのっとり、聴覚障がい者を雇用しようとす

るとき及び雇用したときは、手話等の使用に関して配慮するよう努めるもの

とする。

（施策の推進）

第７条 市は、障害者基本法第11条第３項に規定する市町村障害者計画におい

て、次の各号に掲げる施策について定め、これを総合的かつ計画的に推進す

るものとする。

(1) 手話等の理解及び普及の促進に関すること。

(2) 手話等による情報の発信及び取得に関すること。

(3) 手話等による意思疎通の支援に関すること。

２ 市は、前項の施策について定め、これを推進するに当たり、必要に応じて

聴覚障がい者及び関係機関の意見を聴くものとする。

３ 市は、第１項の施策について、その実施状況を公表するとともに、必要に

応じ見直しを行うものとする。

附 則

この条例は、平成30年10月１日から施行する。


