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平成30年度第５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31年１月10日（木） 午後１時30分～午後３時30分

２．開催場所 市役所４階 会議室Ｓ２・３

３．出席団体名

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、千葉県立市川特別支援学校

福祉部（部長）、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）部会活動報告（口頭報告）

（２）（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（３）平成31・32年度の自立支援協議会の組織について

（４）合同部会について

５．報告事項

（１）浦安市障がい者福祉計画（平成29年度）実績報告

（２）その他

６．資料

議題（２）資料 浦安市における地域生活支援拠点の検討状況 Ver.2

議題（３）資料１ 平成31年度・32年度浦安市自立支援協議会の組織と運用（案）

議題（３）資料２ 平成29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

議題（３）参考資料 平成31年度・32年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート

議題（３）参考資料 平成31年度・32年度本人部会委員募集案内（案）

議題（４）資料 平成30年度浦安市自立支援協議会合同部会の開催について（案）
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報告事項（１） 障がい者福祉計画（平成29年度）実績

平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

当日配布資料 浦安市自立支援協議会設置要綱

当日配布資料 平成30～32年度障がい者福祉計画（抜粋）
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７．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第５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、本日の資料について確認させていただきます。

送付した資料は、次第のほか議題（２）資料、（３）資料１、２及び参考資料が２種、議題（４）資

料、報告事項（１）資料となっております。このほか当日配付資料としまして、自立支援協議会設置要

綱、また障がい者福祉計画の前期計画の評価がございます。

資料が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、遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたしま

す。年末年始から寒い日が続いていまして、インフルエンザもはやっておるようでございます。どうぞ

お気をつけください。

それでは、議事進行を務めさせていただきます。

本日は議題が４件と報告事項がございます。

議題１部会活動報告。第４回協議会の後、相談支援部会が行われたようですので、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：第３回相談支援部会は、昨年11月27日に開催しました。内容は、

会議の大半の時間を作業部会で費やして、グループワークを中心に行った第３回相談支援部会となって

います。
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議題は、前回の相談支援部会、第１回作業部会を第２回相談支援部会で行いましたが、そのときに集

まった37事例を事務局とリーダー、サブリーダーで整理をして、その37事例から見える地域の課題とか、

課題の分類分けをして、事務局が資料にまとめたものをみんなで振り返りをし、そこから作業部会に入

った次第です。作業部会では、３グループに分かれて、37事例から抽出した象徴的な３事例について、

議論をしました。

作業部会に関しては、事務局から説明ができる部分をお話ししていただくことでよろしいでしょうか。

会長：事務局、お願いします。

事務局：今リーダーから説明がありましたように、大半が作業部会で具体的な事例を扱っておりますので、詳

細を申し上げることはできないのですが、３グループに分けて、ご自身がかかわっている領域について

の象徴的な事例について協議をしていただきました。例えば、子どもに関しての相談を受けているとい

う方は、子ども、あるいは保護者に関する事例についてお話をいただいたというところです。

事務局として全ての部会に出ている中で感じたことといいますか、今年度は非常に作業部会をしてい

る部会が多いわけですが、そこではかなり具体的な話をしています。部会こそ違えど、話している内容

がかぶっているなと感じることが多いです。

例えば、相談支援部会の作業部会、子どもに関するところでは、現在こども部会で行っている作業部

会と議題がかぶっている。地域の連携がどのようにあったらいいのか、同じように議論を進めていると

感じます。あるいは地域支援部会でも、今年は作業部会でグループワークを行っていて、住まいの問題

についてお話をしていますが、相談支援部会でも同じように取り上げていて、課題として上がってくる

ことは、住まいを見つける問題が難しい。それはどういったことなんだろうというところから始まって、

その課題をどのように解決していけばいいのかということを話し合うときに、うまくいかなかった事例

などを整理して公開していくことで、糸口が見えてくるのではないかというようなお話を地域支援部会

でも、相談支援部会でもしていたなと思っています。

この先の話になってくるのですが、そういった共通する課題を、自立支援協議会で議題として取り上

げていくことができないかなと考えています。

事務局からは以上です。

会長：それでは、ただいまの説明に対するご意見、ご質問が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：今のご指摘、大変に意味ありかなと思いました。確かに部会は部会ごとに、それぞれの専門分

野がついて真剣に議論をするわけですが、根っこのところがある程度共通課題があるというところから

部門で議論しているということは確かにあるなと。

とするなら、おっしゃったように、改めて今後の大きな課題として共通課題をクローズアップして、

それを共通認識とした上で、さらに部会の専門性だとか、より突っ込んだ議論というのが進められたら、

より発展性のある委員会になっていくのだろうなと感じました。共通課題、住まいというキーワードを

出されましたが、どこかで一度改めて振り返りをしながら、共通課題って何なんだろうかということを
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一回整理する時間と場が必要なのかなと感じましたので、ぜひその件につきましては、会長を中心にし

て、今までの経緯を振り返っていただきながら、こんなキーワードがあるというようなことを協議会に

ご提示いただいて、皆様方からさらに意見をというような場をつくられたらいいかなと感じました。

以上です。

会長：ありがとうございます。

今のご意見に続けて、私１月６日に富津市に行ってまいりまして、富津市もこれから基幹、あるいは

地域生活支援拠点をつくっていこうということで、決起集会的な会があったんですが、富津市の状況で

２点ほどなるほどと思ったことがございます。

１つは、委託相談支援事業所、ここが次期基幹相談支援センターになるんだろうなというところが市

役所の中に入り込んでいるんですね。いろいろな問題が複雑に絡み合った相談があったときに、一家と

いう家庭の中で高齢者、障がい者、児童というようなところで問題を解きほぐしていって、それぞれに

つないでいくというようなことが出てきたときに、市役所の中だと非常に連携がとりやすいということ

が話されていて、なるほどなというところは一つありました。市川市の行徳支所は支所の中に置いてい

て、同じようなことを言っておりました。今後、基幹の設置場所も検討してもいいのかなという思いも

ございます。

もう一点は、富津市は相談支援部会がないんです。なぜかというと、結局権利擁護部会、こども部会、

地域生活支援部会、あと１つあったんですが、それぞれに相談が絡むということで、関係ある相談の委

員たちが、結局それぞれの部会に入ってやっているんです。

私も当初相談支援の中でいろいろな地域課題が拾えていくと考えていたんですが、結局また現場に戻

っていく話でもあって、相談だけが集まって話しててもなかなからちが明かないという部分も多々ある

んじゃないかと気づかされて、相談支援をばらしていくというか、各部会において一緒にやっていくと

いうことも、富津市では当初からそういう考え方のもとやっているそうで、なるほどなと思ったところ

です。

今後、自立支援協議会、あるいは各部会のあり方等について検討が必要ということがあるのであれば、

そういったところも参考にしてはどうかと思った次第です。

そのほかご意見、ご質問等ございますか。

それでは、議題２に移ります。

（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について、事務局から説明をお願いしま

す。

事務局：これまでの協議会などにおきましても、地域生活支援拠点につきましては進捗状況等をお伝えしてき

たところですが、その間に協議会、部会などにいただいたご意見などを佑啓会さんなどと打ち合わせを

行いながら整理できた点について、本日ご報告させていただければと思います。

それでは、スライド３をごらんください。

こちらは、これまでの内容と変わってございません。整備の目的（国指針）というところで書いてご
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ざいます。必要な機能も５点、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、地域の体制づくりというところで、本市も同様に目指すところでございます。

その下、２．複合福祉施設と地域生活支援拠点というところで、それぞれ通所棟、居住棟というとこ

ろでうたってございます。

続きまして、スライド５です。

浦安市が目指す地域生活支援拠点というところで、こちらも変更等はございません。浦安市の場合は、

多機能拠点と面的整備を両方の混合型を目指すというところで図を描いてございます。ちょうど真ん中

に多機能拠点、東野地区複合福祉施設があって、その周りにそれぞれの面的な部分、各事業所などが輪

になって入って、それぞれが連携、協力し合うといったような仕組みかなと思っております。

続きまして６、国の指針と浦安市の相談支援事業所の一覧、現状というところで書いてございます。

こちらもこれまでの内容と変わりがありません。

続きまして、スライド７をごらんいただければと思います。

４．機能①相談というところで、多機能拠点で実施する具体的事業として、まずは障がい者の緊急時

支援事業（安心かけつけ）と命名してみました。こちらは、これまでも継続して行ってきた事業ですが、

新たに今回追加したという部分があります。もしかして前回お話しさせていただいているかもしれませ

んが、利用対象の丸３つ目の学齢以上18歳未満の養育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する障

がいのお子さん、またこれまでは対象者が区分４以上というところだったんですが、これ以降は手帳の

等級や障がいの支援区分は問わないというようなところを考えているところです。

続きまして、スライド８です。

これまでは、利用される方に対してのアセスメントやモニタリングなどは行ってきませんでした。今

後は、利用の決定については、まずは家庭訪問等を行った上で対象者及び家庭の状況やニーズ等のアセ

スメントを行いながら、また全事業対象者に対して半年に１回程度のモニタリングを行い、本事業の利

用に係る課題等がある場合には、関係機関と連携、協力し合って改善に図っていければなと思っており

ます。今回アセスメントとモニタリングといったような内容をちょっと追加してみました。

続きまして、スライド９になります。

こちらは、安心かけつけのフロー図となっております。

まずは利用希望者が市に利用登録をしていただきまして、図の一番右の市は、今後相談支援事業所で

すとか、多機能拠点と情報共有をします。そうこうしているうちに事象が発生したとなった場合は、ま

ず右から２つ目の多機能拠点として状況を確認していただいて、もし緊急性があると判断された場合は、

状況確認、対応として支援、場合によってはお助けショートステイなどへの移行となるのかなと思いま

す。その後、支援者会議を招集するといった内容かなと考えております。その後、方針などを決定して

いくというところです。

続きまして、スライド10、緊急時の受け入れ・対応で本市の現状となります。こちらもこれまでの資

料と同様となっておりまして、ショートステイの事業所の一覧が掲載されてございます。
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続きまして、緊急時の受け入れ・対応というところで、緊急用居室確保（お助けショートステイ）と

いうところは、スライド11、12がそれぞれのフロー図となっております。

これまでも話をさせていただいてはいるんですが、短期入所のほうで常時１室、緊急用の居室を確保

はしているんですが、これまでの説明ですと、例えば緊急の受け入れが必要になった際は、まずは市内

の他のショートステイの事業所に空き状況を確認しまして、そちらのほうを優先して受け入れていただ

くように話をしてきたところなんですが、そもそも緊急時の受け入れの観点からいえば、時間もない中

で市内の事業所を当たってくというところも、困難じゃないかというような考えも出まして、そうした

らまずは拠点で受け入れをしまして、その後支援者会議などを開催して次の対応方針を考えていくとい

うように考えております。その後、その対応方針が決まって、その拠点から別の場合によってはショー

トに移るというような話もあるかもしれません。

緊急利用の基準として、家族、ご本人が緊急と考えるものを受け入れるというところと、その下、

「但し、原則３泊の利用を上限とする」というようなところで、基本的に３泊を原則として上限を設定

させていただいております。

続きまして、スライド13です。

こちらは機能③体験の機会・場というところで、浦安市のグループホームの一覧となっております。

前回と同様で、現在62名分の部屋のグループホームというところで掲載させていただいてるところです。

続きまして、その下も体験用居室確保というところで、お試しグループホームというところで掲載さ

せていただいております。こちらもこれまでの内容と変わらずに、グループホーム18室あるうちの１室

を体験の場としての部屋を確保していくといったような考えでおります。

続きまして、スライド15になります。

機能④専門的人材の確保・養成と⑤地域の体制づくりといったような内容です。これまでも人材の確

保・養成などは、研修会の開催も含めて研修会を開催しているというような説明をしてきました。実際

に５回シリーズで自閉症のスキルアップ研修なども佑啓会さんのご協力を得ながら開催しているところ

だったんですが、研修会もそうなんですが、重度の方とか高度障がいの方々の支援のノウハウや実践例

などを各事業所に伝授していただいて、実際それぞれの事業所にもそういうのを身につけていただきな

がら、出ていっていただくと、スキルアップしていただくというところを目指したいなと考えておりま

す。また、こういった場、自立支援協議会などの場でも、そういうよき実践例などを報告していただき

ながら、地域の体制づくりなどをしっかり構築していけたらなというふうに思っております。

続きまして、スライド16が浦安市の目指す地域生活支援拠点として、多機能拠点と面的整備の混合型

として示させていただいております。先ほどのとも同様ですが、ちょうど真ん中に多機能拠点、複合福

祉施設などの機能が入りまして、そのグループと輪になって、周りにそれぞれの事業所ですとか市とか

自立支援協議会とか、そういった機能、組織があって、それぞれに連携や協力をしながら輪になってや

ってくといったような図となっております。

続きまして、５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホームというところで、こちら



8

も若干の修正がございます。

これまでもグループホームについて挙げさせていただいております。利用定員が18名の中で、障がい

区分４以上の方が３分の１以上、区分３以下の中軽度の方が６名、３年以内にアパートなどへの移行を

目標とする通過型が５名、あと体験の場が１名というところで18名というふうにこれまでご説明してい

たところですが、これまでの協議会や部会などにおきましても、中度の方の入居を多くしてほしいとか、

通過型が基本ではないかとかいうようなご意見もいただきまして、その間佑啓会さんとも打ち合わせを

させていただいた中で、基本的に区分４以上の利用割合３分の１以上は変わらずといったところで、そ

のほかは区分などは設けない方向で考えております。

しかしながら、期限は設けないんですが、先ほどのアセスメント、モニタリングの話ではないですが、

１年契約の地域移行型のグループホームを目指して、その都度必要なアセスメント、モニタリング等を

やっていく必要があるんじゃないかと思っております。

最後５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホームの入居者選定方法というところで、

こちらも修正などはございません。

以上、簡単ではございますが、よろしくお願いいたします。

事務局：皆様に報告させていただきたい事項がございます。

前回、11月の協議会では、（仮称）東野地区の複合福祉施設の建設工事について入札が成立いたしま

したということでお知らせをしたところですが、これを受けて、12月の市議会にこの建設工事に係る３

件の契約を議案として上げまして、おかげさまで満場一致で可決をされ、その結果、今週準備工事に入

って着工しつつあるというご報告を申し上げたいと思います。起工式については、２月に行うことで今

計画をしてるところですが、まずはこれで契約が相なったということで、着工できる運びになったとい

う報告をつけ加えさせ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した。無事着工ということで進みつつあるところですが、ただいまの説明に対する

ご意見、ご質問ございましたらお願いいたします。

介護給付費等の支給に関する審査会、お願いいたします。

介護給付費等の支給に関する審査会：今回拡充とか、追加というところで、大変よくなっている、安心してい

る部分もあるんですが、今度安心かけつけの最初の機能のところで、利用者登録というところがありま

すよね。これは致し方ないことなのかなとは思うんですが、まず登録しなければこれが利用できないと

いうことですよね、原則としては。ここに登録できる人というのは、既に相談のところにかかわってい

る方だとか、あるいはサービスを利用している方とかと、そういう方が割と登録というところにつなが

るのかなとは思うんですが、前にアンケートしたときに、誰に相談するのかというデータで一番多かっ

たのは家族ということなんですよね。

だからそういう部分でつながってない方たちが結構たくさんいらっしゃるというところで、登録とい

うのを皆さんに広げる、できるだけそういう機会をつくっていただきたいと思います。それを考えたと
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きに、最初に利用対象というところで、一応手帳の所持者となっていますよね。そうなると、その手帳

の申請というのは、身体障がい者の方はずっとあれですけれども、そうじゃない方たちは療育手帳や何

かは定期的に、手帳の申請というか、更新というのがあると思うので、ありますよね。

浦安手をつなぐ親の会：18歳以上になると長くなる。

介護給付費等の支給に関する審査会：だけど、手帳を持っている方ということであるのであるならば、何かこ

ういう方たちを対象にして更新のときなり、そうじゃなくても手帳を持っている方たちに対して、こう

いう制度が新しくできたんだよと知らせていただく、そういうものがひとつ必要なんじゃないかなと感

じたところです。

だから、これがスタートしている。その前のところでもいいので、手帳の更新のときと言わなくても、

市の広報でもいいですし、こういう新しいことができましたよということで、つながってない人もどこ

かで安心できるような、そういう機会を設けていただきたいなというのが感じたところです。

会長：事前登録制となっているというところで、これは広く周知しないといけないということですね。安心か

けつけの事業を使うのであれば登録が必要というだけで、事前登録してない方も何かあった場合は何も

しないというわけではないという認識でよろしいんですかね。そうですよね。ありがとうございます。

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：関連して、登録してない方も何かあったときに市役所に電話していいと

いうことなんですかね。気軽に助けてくださいと、今までそういう人はいらっしゃったのかというのは

不安ですが、その辺のところは。

会長：あとは個別の事情になるんですが、ご両親を亡くされた知的障がいのある兄弟が２人で住んでいて、生

活が成り立っていないということが、家の中で発見されたという事情もあったりするじゃないですか。

だから、何かしないといけないということは当然あって、その場合、市がやむを得ない措置というとこ

ろで、最終的には措置で運用するというようなことも十分あり得るんですよね。だから、何もしないと

いうことは最終的にはないですねという確認だったということです。ここは当然だからよろしいですよ

ね。

浦安市聴覚障害者協会、お願いします。

浦安市聴覚障害者協会：この前の日曜日、東野地区の住民説明会に参加しました。そのときに、一つショック

なことがあったので、申し上げたいんですが、住民の方の声で、何のためにこの施設は建つんですかと

か、どういう方が入るんですかとか、そういった意見がすごく出てしまっていたんですね。私はそれを

聞いてすごく驚きまして、情報がなかなか行き渡ってないのかなと感じ、ショックを受けました。

会長：ありがとうございます。一般の方に浸透させるというのは、特に障がいの分野は難しいですよね。多分、

市もあらゆる機会を通じて、今後広報していくということにはなるとは思うんですが、今後の広報の戦

略等ございますか。

事務局：住民説明会では、確かに何ができるんだということはこれまで２回説明会をやっているので、そのあ

たりは最初におさらいをさせていただいて、こういうことがあるんですよというお話から入ったんです
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が、そのあたりまだ理解しておられない住民の方もいらしたようでして、今後こういった施設ができま

すよということ、設計の事業者から建築後こういう景色になりますよといった図面等もありますので、

そういったものはホームページ等で紹介をしていきながら、お問い合わせあったときにはいつでも見ら

れる状況をつくっていきたいと思っております。

また、住民に向けてというか、市の広報を通じて、こういった形のものがいついつオープンしますよ

というものは、今後周知も図っていかなければならないと考えておりますが、いかんせんまだ物が全然

建ち始めていない状況でもありますので、今建設しているこの工事は、できたらこうなるよというのが

具体化し始めたころには、明らかにどんどんしていきたいなと考えているところです。

以上です。

会長：よろしくお願いいたします。

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：広報ということですが、一般的な広報のほかにこういう事業をやってい

るとか、あるいはこういう安心かけつけみたいな、そういうのも新しくやって、あるいは緊急のショー

トステイみたいなそういうのですよね。

私が相談を受け付けているときに、警察から時々相談があったりして、18歳未満の療育手帳をお持ち

になっていて、いろいろ問題がある子で日ごろ困っていて、飛び出してそのままいなくなって、できる

だけすぐ捜索の願いを出したり、そういうのをたびたびやっている家庭がありまして、その相談があっ

たんです。あるいは精神障がいの方が家庭の中でトラブルがあって対応できないとき、病院に連れてく

ときに、救急車で頼むときもありますよね。だから、警察なり消防署とか、そういうところにもきちっ

とお知らせをして、そういう事例があったときにはこちらにも一報をお願いしますとか、そこまでじゃ

なくても、こういう事業をやっていますということを知らせておくことも必要なのかなと、そうすると

警察なり消防署の方も連携しやすくなるんじゃないかと思うんです。

それから、これは当たり前のことですが、各障がい者の団体にこういう事業のことは、知らせていら

っしゃるでしょうが、詳しく説明に行かれたりするといいのかなと思いました。

会長：ありがとうございます。各団体は当然お知らせされていると思うんですが、公的な機関、お知らせはす

ることになるんですかね。よろしくお願いいたします。

そのほかございますか。

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：お助けショートステイのところで、先ほどの説明で、以前はお助けショートステイ

を使いたいという連絡があったときに、お助けショートステイではなくて、一般のショートステイで受

け入れられるようであればそちらを探して、そこで難しければお助けショートステイという順番だった

んだけれども、今回そこを見直して、緊急性でそこまで時間がないだろうしということで、ほかのショ

ートステイを探さずにお助けショートステイを優先するというような話だったかと思うんですが、以前

生活支援部会で出た話で、ここでも話したかなと思うんですが、せっかくお助けショートステイみたい
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な緊急の受け入れのショートステイができるのに、１床なので、ここがいっぱいで重なって、もう受け

入れられないというふうにはならないでほしいというのが当事者団体からの意見があったんですね。

そういうことを考えると、どのくらいの実際ニーズがあって、実際運用してみたらどのくらい重なる

可能性があるかどうかということにもかかわってくるかもしれないけれども、本人とか保護者が緊急と

考える場合は、緊急としてという形になっているので、日数的な限定とか、受け入れの難しさというこ

とは、事業所側からの受け入れの難しさとか、そういうことについては余り考えずに、緊急と考えたら

緊急、そうしたら優先的にお助けショートステイでという形で考えられてしまうので、もしかしたらそ

ういうお助けショートステイを使いたいという人が多かったというような状況があるのであれば、一律

にそういう要望があったときとか事象が発生したときに、優先的にお助けショートステイではなくて、

一般のショートステイで受け入れられるような方とか、時間が十分にあったりとかという場合は、そう

いうものも考えてもいいのではないかなと思いました。

会長：おっしゃるとおりかなと思います。ただ、ここは一律、機械的にただ拠点で受けますということの説明

にも聞こえたんですが、当然地域のショートステイとも連携はとっていくという前提は残されているん

ですかね。どうでしょうか。

事務局：お助けショートステイの運用についてというところで、実際に運用いただく法人、佑啓会さんとも話

をさせていただいているんですが、実際に緊急的な事象が発生しましたといったときに、それまでに短

期入所の事業所とつながりがある保護者の方というのは、そこに先にご相談が行くだろうという想定を

していたところであります。

逆に言うと、ふだんの短期の利用、ショートステイのご利用がつながってない方が緊急的に事象に対

応できないときに、一時的にこの多機能拠点で受け入れをしましょうということを考えたというところ

になります。

いっぱいになってしまったらというお話ですが、これも緊急と利用の方が思うものということで受け

入れをしますので、土日の対応も含めて、最大で３日ということをさせていただいたところなんですね。

なので、緊急対応で土日も含めて３日間お預かりはするんですが、それ以降について預かりが必要な場

合というのは、当然市内のショートステイに例えば移行していただくとか、ケース会議を開催しながら、

方策を決めて、どんどん１室の確保は進めていきたいと考えているところです。

また、佑啓会さんからどうしてもいっぱいになってしまった場合には、場合によっては、市原の法人

本部での空き施設の利用も考えながらということもお言葉を頂戴しておりますので、必ず何とかできる

ということはなかなか申し上げにくいんですが、何とかなるかなと考えているところです。

会長：そうだと思うんですけど、多分質問は「運用していく中で、この人はそんなに預かるのにも難しくはな

い。緊急は緊急なんだけれども、難しい人ではないよねという人も来ちゃうんでしょうというときに、

地域のグループホームを活用するという道もないと、すぐ１床埋まっちゃうでしょう。」と、そういう

ことだと思うんですよね。だから、連携は当然ながら前提として、運用していくんでしょうという質問

じゃなかったかと思いますが。
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事務局：そこについて、スライドの中で具体的に説明することがなかなか難しいんですが、当然そういった連

携というのは、地域生活支援拠点の面的整備の中で、これから培っていきたいなという部分になると考え

ているところです。

会長：ということですので、そこはご安心をいただきながら、お互い初めてのことですので、運用しながら、

ただ必ず連携はするという前提は必ずあるということは、ここで押さえておきたいと思います。いかが

ですか。

社会福祉法人敬心福祉会：ありがとうございます。

もう一つ別件でもよろしいですか。

安心かけつけの場合でも緊急時の受け入れでもショートの場合でもそうですが、多機能拠点のご相談

をするという場合に、多機能拠点のところにも相談支援事業所みたいなものが一つ立ち上がるのか、も

しくはそれぞれの機能においての相談窓口みたいなのがあるイメージなのか、まだ決まってないのかも

しれませんが、新しい相談支援事業所ができるのかな、それともそうじゃないのかなというのが疑問で、

お聞きできればと思います。

会長：拠点の中の相談機能として、相談支援事業所ができるというイメージなのかどうかというご質問なんで

すが。

事務局：拠点の中に相談の機能を持ちます。相談支援事業所を置きますので、拠点の使用について、専らにな

るのか、まだ確定はしておりませんが、ご相談の窓口ということで、一本化して受けるような形になる

かと思います。

会長：中に相談支援事業所ができるイメージで、ここは当然、指定一般の指定も受けていただくということに

なるんだろうと思いますので、スライド番号８を見ていただきますと、機能①相談のところで吹き出し

がございます。精神障がい者については地域移行、地域定着といった制度の活用を進めていく。「精神

障がい者に対応した地域包括ケアシステム」の構築もあわせて検討となっておりまして、この地域移行、

地域定着というのは、指定一般相談支援事業所が行う事業ということですよね。なので、僕はこれを見

て、拠点の中に指定一般が入るのかなと思った次第なんですが、これはそういうことでいいんですか。

事務局：このスライドの中では、地域生活支援拠点ということでご紹介をさせていただいておりますので、具

体的な多機能拠点の機能については、詳しく触れておらないところがあります。例えばソーシャルさん

ですとか、生活介護事業所とかが入るよというのとはまた別に、この協議会の中でご案内をしたいなと

考えておりますので、この中では、ご紹介が確かにないということでご了解いただきたいと思うんです

が。

会長：あとはいわゆる委託相談というか、一般的な相談も幅広く受けるようなイメージなんですかね。それで

いいんですね。

ということで、今までいわゆる委託というのが基幹相談支援センターしかなかったものが拠点の中に

も委託が１個できるというようなイメージ。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：となりますと、浦安市の相談体制が今のものと変わってくると
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いうことですよね。今は委託の相談支援事業所が市内で１カ所、すなわち基幹という構造ですが、基幹

相談支援センターにプラスして委託相談支援事業者が拠点にも入って、その拠点の総合相談窓口のよう

な機能も果たしながら、委託相談支援事業者として市の窓口で受けるような基本的な相談というのも受

けていくという窓口がもう一個増えるよという理解で合っていますか。

会長：多分これから検討なんでしょうが、僕のイメージを言わせてもらうと、拠点での相談機能というのがい

ろいろなことが「拠点だから」ということで来るんだろうと思うんですね。だから、委託的なというと

ころになるのかなと思うんですが、それを一応置いておかないと、受ける根拠がなくなってしまうので、

そういうのを受けつつ、いわゆる総合相談とか権利擁護とか、これまでの基幹相談支援センターとして

の役割というのは、従来どおり基幹相談支援センターが担いつつ、総合相談的なものが拠点に入るケー

スもあるでしょうから、そこは連携をしてというイメージで、基幹に対して緊急の事案が入る場合もあ

り得ますから、その場合はまた拠点の相談とも連携してということで、窓口での相談というのを置いて

おかないと拠点も困るんじゃないかなというイメージが僕の中にはあったんですけど、どうでしょうか。

事務局：今、会長がおっしゃったとおりで、基幹相談支援センターはそのまま市の基幹的な部分を担っていた

だきまして、先ほども申し上げたかと思うんですが、多機能拠点に係る相談部分、利用に係る相談とい

うのは、多機能拠点で受けるよというイメージでおります。

社会福祉法人サンワーク：委託は東野複合施設なり、地域生活支援拠点の中に入るものになるんですか。

会長：今この協議会の場で細かい話に入ってきているんですが、これは本来協議会の前の段階でやるべき話で

すよね。そこが多分なってなくて、これを出しちゃったというところがそういう意味では、基幹センタ

ーとしても初めて聞いた。相談支援部会としても予定してなかったというようなところがあるんだとす

ると、唐突感があったんだろうなということですよね。

下話としてもう少し詰めてから、協議会にも出していく必要があったかなということで、ここでそれ

をまた平場でやっていくというのは違うような気もしますので、場所を変えて、部会だったりだとか、

拠点の委託事業者との話し合いの中で基幹も入ってやるとか、そういった場できちんと詰めてやってい

ったほうがいいのかなと思いますが、いかがですか。

事務局：事務局のイメージということでお話を申し上げましたが、決定事項ではございませんので、会長がお

っしゃるとおり、これからまた詰めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

会長：イメージがある程度一旦投げられたという感じで受けとめていただければと思います。

そのほかございますでしょうか。

社会福祉法人サンワーク、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：さっき社会福祉法人敬心福祉会が言っていたお助けショートステイとか安心かけつ

けという部分に、今度一つの事業所として安心かけつけがあったり、ショートステイがあったりという

サービス管理責任者がいて、職員がいてという中にお願いするというニュアンスでいいのかなというと

ころがわからなくて、箱にその事業をお願いするのか、そこの箱の中にそういう部門、部門、部門があ

りますよというニュアンスで考えたほうがいいのか、イメージが事業だけ並べてしまうと、やっている
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人たちがどういう形なのかなということが見えないと、いまいち誰に預けていくのかというとこがわか

りづらいのかなというのが聞いていて思ったので、その点でどんな感じなのか、今の時点でわかれば教

えてください。

会長：どういう拠点をつくろうかという当初の話し合いの中で、東野につくる多機能拠点というのは、あくま

でも一つの機能であって、本来目指すべきは面的整備だということで、地域の事業所とどう連携して仕

組みをつくっていくかという本来のスタンスであったんですが、社会福祉法人サンワークがおっしゃる

ように、今回出てきた案だと、どうしても多機能拠点だけの機能に集約されてしまっているような、そ

んなイメージがあって、みんなで頑張ってつくっていくという機能じゃなかったのかという不安もある

のかなと思います。だから、多機能拠点での機能というのと面的整備というのと、このペーパーの中で

意識をしてつくっていかないと、不安になっちゃうのかなという気がするんですが、いかがですか。

事務局：実はこのバージョン２を出すに当たって、その議論は担当課内で行っておりました。先ほども触れた

んですが、今後多機能拠点の機能については、また別に説明しなければいけないのかなということがあ

りまして、今回のこのペーパーの中では、非常にわかりにくくなってしまっているところがあるんです

が、今後また改めて別な形でこの協議会に投げさせていただくということでとどめさせておいていただ

きたいと思います。

ただ、具体的に事業として並べておりますが、専従の従事者を必ず置いてもらうと、そのほかに24時

間でグループホームもやっておりますので、状況に応じてスタッフがかかわっていくというイメージで、

佑啓会さんと人員の配置とか状況について、検討しているところであるという報告をさせていただきた

いと思います。

会長：地域生活支援拠点の姿を示していく上で、地域の事業所との連携というところを意識したものにしてい

かないといけないと思います。

この一つの建物でできるということを中心に考えていったほうが楽ですが、それでは地域も育ってい

かないというところもあるし、最終的には拠点がやればいいんじゃないのということになってしまって

は元も子もないので、ペーパーのつくり込みの際、細心の注意を払っていただきたいところかなと思い

ます。

そんな話で大丈夫ですか、よろしくお願いします。

そのほかございますか。

私から、先ほどスライド８の吹き出しをご紹介させていただいたんですが、精神障がい者については

地域移行、地域定着といった制度の活用を進めていくということで、地域移行、地域定着に関して、精

神障がい者に限定しているようなイメージがあるんですが、これは制度上はそうではないですね。別に

身体も知的も使ってもいいのが地域移行、地域定着ですので、これは安心かけつけの障がい者緊急時支

援事業というのが市の単独事業であるというところが前提になっていて、利用対象もある程度手帳所持

者に絞っていて、かつ事前の登録が必要ということになっているのかなと思うんですが、これは地域の

相談支援事業所も、今後地域移行、地域定着を指定を受けていくところ、目指していくべきところでし
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て、地域の相談支援事業所が持っている事例についても、こちらのショートとかが使えるような形で連

携していくべきなんだろうと思っているんですが、これは地域定着、地域移行を精神障がい者に限定し

ている理由というのはどういうことなんですか。

事務局：これもたしか平成31年度末までに支援移行の関係、地域包括ケアシステムをつくらなければいけない

ということがあるんですが、まだ着手ができていないよねということで書かせていただいたとところの

ようでして、これに限定するということでは全然意図はなくて、まだ未着手の部分で、この協議会の中

でも検討を今後お願いをしていかなければいけない部分として提出したということでご理解をいただけ

ればという感じです。

会長：わかりました。地域包括ケアシステムの構築を進めていくというのがメインで、そのために地域移行、

地域定着を使っていくと、そういうことですね。わかりました。この辺も今後このペーパーをブラッシ

ュアップしていく上で、地域との連携を意識してつくっていけば、多分誤解がなくなっていくのかなと

思います。

そのほかございますでしょうか。

社会福祉法人サンワーク、お願いします。

社会福祉法人サンワーク：吹き出しの最初の精神障がい者については地域移行、地域定着といった制度の活用

を進めていくというのは、この安心かけつけには利用対象の中に精神障害者保健福祉手帳は入っていな

いんですよね。なので、今ソーシャルサポートセンターが地域定着なり地域移行を取り組みをやってい

て、精神障がいの方を対象にしているよねというところで、安心かけつけではなくて、地域定着のほう

でその事業をかわりにというようなニュアンスというお話でしたよねということなんだと思います。

会長：確かに、手帳を所持する障がい児・者を追加しても、手帳を所持している人がそもそも少ないというの

がありますから、そういったところは地域移行、地域定着で拾っていくという意味合いもあるんだとい

う補足でした。ありがとうございました。

そのほかございませんか。

長くなっておりますので、次の議題に入らせていただきます。

議題３平成31年、32年度の自立支援協議会の組織について、事務局より説明お願いします。

事務局：資料について説明させていただきますと、議題３については、事前資料として４種類、当日資料とし

て自立支援協議会の設置要綱を配付しました。

あと、事前にお送りしておりました事前資料４種類のうちの一つ、資料１を本日、差しかえさせてい

ただいております。差しかえの内容は、１ページ目の下段にある自立支援協議会と部会の表の一番下の

本人部会の部分が切れてしまっていたため、その説明を加えたものを出させていただきました。申しわ

けございません。それ以外の変更はありませんので、よろしくお願いいたします。

それでは、説明に入らせていただきます。

本日は次期、平成31年度からの２年間の自立支援協議会についてご意見をいただきたいと考えており

ますが、これについては第６回の協議会でも引き続き協議を継続していきたいと思っておりまして、本
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日はその説明が主なところになるかと思います。

資料１をごらんください。

次期の自立支援協議会の組織と運用（案）ということでご提示しています。

１ページ目は、何度もお出ししている資料と同じものですので、簡単に説明をさせていただきます。

自立支援協議会は、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、情報を共有して関

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。協議会本会

のもと、５部会を設置しております。協議会及び部会は、それぞれの目的に即して取り上げる主な課題

を設定しておりまして、１ページ目に提示してあるのは今期の協議会と同じものになります。

資料２は平成29年度・30年度、今期の協議会、部会で取り上げた議題を振り返りとしてまとめてござ

います。先ほど申し上げました各部会の目的に即して主な議題として取り扱うもの、その事項ごとにこ

の２年間で取り上げた議題について、一番右側の欄に議題を分類してございますので、ご確認いただい

て、今後各部会、あるいは協議会でも取り上げていったほうがいいのではないかという議題等ございま

したらご意見をいただければと思います。

それでは、資料１に戻っていただいて、２ページ目です。

合同部会についても、従前どおりご提示しております。

３．プロジェクト会議については、必要に応じてリーダー、サブリーダーが招集するということで設

けてございます。

そして、４．開催回数ですが、ご意見をいただきたいなというところですので、説明しますと、規定

で自立支援協議会の開催回数は年６回、部会は年４回程度、本人部会は年３回、合同部会は年２回とな

っています。こちらは今期の実績として、協議会と部会は年６回、部会４回、本人部会３回、規定どお

り開催いたしましたが、今年度の合同部会は必要に応じて開催するということでご了承いただいて、来

月、１回目開催するとこです。それについては、後ほど議題４で説明いたします。

これを踏まえて、来年度以降のご提案ということで、部会と合同部会は従前どおりですが、協議会本

会については４回から６回ということで上げさせていただいております。こちらは下のアスタリスクの

ところに書かせていただきましたが、原則年４回として、残り２回は必要に応じて開催するということ

にできないかと考えています。この意図としては、これまでどおり部活動報告や基幹相談支援センター

の報告等、あるいは定例の情報共有などをメーンとして行うものを年４回として、残りの２回について

は、例えば特定のテーマを設定して行うことを考えています。

テーマの例として、地域生活支援拠点における自立支援協議会の役割ということで入れさせていただ

いておりますが、例えば委員からの提案等によってテーマを設定して協議を行うことや、あるいは先ほ

ど議題１でも意見が出ましたが、各部会から協議会に上げていただいた共通議題のようなものをもとに、

そのことについて年２回は話し合うということができないかと考えています。ただし、３年に一度計画

を策定するという年度が回ってきますので、計画策定の年次においては原則年６回という、これまでど

おりとして、計画についての議論を優先して行うことと考えています。
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５．報酬等も今年度と同じものです。

６．委員の選考について。（１）自立支援協議会、（２）部会とも従前どおりで提示しています。

２年前の委員の改選のときは、自立支援協議会が始まってちょうど10年ということがございまして、

浦安市の市民参加推進条例に基づいて、委員任期が10年に達するという委員が複数いらっしゃいました

が、今期は10年任期に達する委員はいないということで確認をしています。協議会については、本日当

日配付させていただいた自立支援協議会の設置要綱に基づいて選考いたします。こちらについて、ご意

見等あればお伺いしたいと考えています。

（２）部会についても、これまでどおりの形でご提示しています。権利擁護、こども、相談支援、地

域生活支援の４部会については、当事者団体や福祉サービス事業所に対してアンケートを実施して、参

加希望の有無と希望部会について確認をして、希望者が多い部会は人数の調整を行った後で団体等の代

表に委員の推薦を依頼するという形です。

参考資料としてアンケートを添付させていただきましたが、自立支援協議会の部会に参加を希望する。

しない。また、参加を希望する場合には希望する部会に丸をつけてもらって、参加希望の理由や推薦予

定者について書いていただくという、従前どおりの形となっています。

本人部会についても、これまでどおり広報うらやすとホームページで障がいのある方を公募する予定

にしています。こちらについても、参考資料として募集案内の案をお出ししています。対象は、障がい

をお持ちの方で６名程度、当事者団体に加入していない方としておりますが、本人以外の家族が団体に

所属している方の場合は応募は可能ということにしています。選考についても、これまでどおり400字

から800字程度の応募動機を添えて申し込みいただいて、最終的には障がい事業課で面接を行って選考

することとしています。

また、資料１に戻りまして、７．代理出席、８．会議と議事録の公開、９．事務局についてはこれま

でどおりです。

まとめますと、今期29年度、30年度の体制とそれぞれの会議で取り上げた議題をまとめたものを資料

として提示させていただきました。また、会議の回数について、事務局から案を提示させていただいた

ほか、委員の選考等については、今期の状況について改めてご説明しました。こうした点についてご意

見をいただいて、第６回会議で決定して進めていきたいと考えています。

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、ただいまの説明に対してご意見、ご質問等ございましたらお願いします。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも：事務局から今年度は各部会で作業部会が非常に活発にあって、

作業部会というのは、小さなグループで議論するということもあって、地域の実情がすごくリアルに見

えてくる情報がたくさんどの部会でも見つかっているんじゃないかなというのは、相談支援部会の作業

部会をやっても感じるところです。そういう作業部会の中で見えた共通課題こそ、本当に真の地域の課
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題というものになっていくんだろうなと思うと、それをこの協議会できちっと議論して、解決に向けた

道筋というものを行政やそれこそ地域の関係機関とみんなで共有して、解決に向かって動いていくとい

う構図で自立支援協議会というものを活用していくとするならば、原則年４回と書かれているのは、年

４回が原則であって、テーマがあったら６回になるというのは非常にもったいないような気がして、地

域の課題だったり、地域生活支援拠点ができたときも、それこそ地域丸ごと連携のあり方なんていうこ

とを、継続して議論していかないといけないんだろうなと思ったときに、自立支援協議会の原則年４回

の開催になることに不安を感じるのですが、いかがでしょうかということです。

会長：４回だと少ないんじゃないかということですが、いかがでしょうか。

私の感想めいたものにはなるんですが、他市を含めた多くの協議会が各部会の報告で終わっていると

いうところがあって、そこが形骸化の第一歩というところがあって、議論も参加してなくて、報告聞い

て、質問があればして、しゃんしゃんで終わるというところを何回やってもしようがないなというとこ

ろも一つはあるんだと思うんですね。意味のあるものにしていかなきゃいけないというところはおっし

ゃるとおりで、一つはこの部会からの報告というところが生の情報が上がるようなことになっていかな

いといけない。

先ほどの相談支援部会のお話、非常によかったというところは伝わったんですが、そこで抽出された

課題というところが何なのかというところはなかったですよね。多分、そこら辺の部会の報告の上げ方

も含めての話だと思うんですが、協議会の数が通常定例で４回と、あと２回はテーマを絞ってというの

は、まさにそういうところなのかなとも思ったんですね。議論を深めたいがゆえに、残り２回の部分を

そういった実質的な協議の場にしていきたいという思いが事務局にもあったのかなと、私としては感じ

ました。

何か補足がありますでしょうか。

事務局：今、会長におっしゃっていただいたとおりでして、原則４回という書き方をしているというところに

恐らく社会福祉法人パーソナル・アシスタンスともは引っかかったのかなと思っていますが、来年度の

決め方として、６回の会議を設定するつもりです。

ただ、１回目、２回目というのは恐らくやらなければいけないことだとかありますので、３回、４回、

５回、６回のうちのそれぞれ１回分に関しては、そこで出すものをその前の協議会でこういったテーマ

で設定してやりましょうということでやる。でも、そこでもし話す必要があることが出てこなかった場

合には、次回はパスにしましょうかとか、そういった感じで考えておりまして、初めから４回に減らし

てプラスして２回を設定しようとか、そういった形では考えてはございません。

ただ、会長がおっしゃってくださったように、部会報告がメインとなってしまっている現状と、皆様

お忙しい中、せっかく時間を割いて来ていただいていることを考えると、より深い議論ができるような

形でこの協議会を進めていきたいというところが意図するところでございます。

以上です。

会長：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：今の事務局のお話であればよろしいんじゃないかと思います。はっき

り会長がおっしゃっていたように、報告が中心になり過ぎているように感じます。それは確かだと思い

ます。

それから、もう一つは非常に身近な問題がいろいろ起きているわけです、我々障がい者にとっては。

例えば、個人的な問題ですが、今まで３回よかったものが人手不足で２回になっちゃったと、こういっ

たものにどう対応するか。それから、事務局にもお願いしているんですが、無駄なものはないのかとか、

そういったものもやっていかなきゃいけないと思うんですね。そういった議論は、現場にいる人たちの

意見をもっと追求しなけりゃいけない、そういう場が必要だとなっていると思うんです。ですから、こ

の趣旨に賛成です。

会長：ありがとうございます。

そのほかございますか。

年６回という枠をどう効果的に使うかという話なので、書き方として原則４回としてということ、こ

れは一つのやり方の例として挙げているわけで、先ほど事務局からあったような、柔軟な形でこの６回

を効果的に使うということには、皆さんご異存ないかと思います。そういった形で進めていってよろし

いでしょうか。

ありがとうございます。

そのほかございますか。

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：作業部会でいろいろ議論したことが作業部会は公開しない内容

で、それで公開しない内容の議論をどこまでこういう公開する議論の場に情報を出すかというのは、個

人情報じゃなければそこで議論された内容はもっとさっき会長がおっしゃられたように出していいのか

なと思っているのですが、それは運営上、規定上難しいものだったりするんですか、地域の課題と議論

した内容を出すというのも作業部会で語られたことというのは、本協議会とかで報告というか、議論の

テーマとして地域の課題なんかを取り扱っていく根拠となる議論としてこんなことがありましたという

のを報告するのは、難しいことなんでしょうか。作業部会は議事録はないものなので、ここで語られる

と議事録になってしまうという、おかしな現象になるのかなということを危惧してのご質問です。

会長：多分、各協議会でそういう議論あるんだろうと思うんですが、いろいろ語られた中で、課題として抽出

したことが何かというと、例えばグループホームが足りないとかと、そういうことに集約されてしまっ

ていて、どういうことがあってグループホームが足りないのかという、そこの部分が個人情報が絡んで

くるというところで、言いにくいということがあるというのが各地で言われています。

恐らくいろいろな会議の中でそうなんですが、一つの事例として挙げていかないと、リアリティーを

持って、皆さんの「それはそうだな、やるしかないな」という気持ちにならないというのも確かなので、

そこを協議会の中での話し合いのルールとして、どういうことが必要なのかということは考えていかな

いといけないのかなと。
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ここはオフレコでとかいうことも、途中あってもいいのかと。その際は、恐らく傍聴に来られた方も

守秘義務をお願いしますということもあるのかもしれないんですが、そういったことが可能なのかどう

かも含めてやっていかないと、生きた議論というのができないんだろうというご心配と受けとめました。

それは本当にそのとおりだなと思っています。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、お願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：2001年の情報公開法の趣旨によれば、要するにこういった公的会議の

ものは全て情報公開するのが原則なんですね。だから、それを全部できないというのは、個人情報だと

思うんですね。だから、それ以外のそれから企業の利益に関するキャッチーなものはだめだとしても、

原則情報公開という方向でやっていかないと、言ってみたら皆さんおっしゃっていることと同じですが、

余り恐れることはないと思います。個人情報と企業の利益に関するもの以外のものについては、情報公

開するというのが原則ですから、それじゃないと裁判をやった場合、もし訴訟された場合、情報公開し

なかったらこれは負けちゃいますから、むしろそっちのほうが問題です。

以上です。

会長：恐れることはないんだという叱咤をいただきましたが、そこはおっしゃるとおりだと思います。この辺

は浦安市、事務局としても、他市の状況等を踏まえて、よく研究してみていただいてと思います。

事務局からございますか、ご発言ありますか。

事務局：今の件に関しては、会長におっしゃっていただいたように、他市の状況等も確認させてください。た

だ、いつも公開に当たってご発言をご注意くださいという趣旨を述べさせていただいておりますが、そ

れに準じるものだと思っています。特定の事例に関する発言は、承諾がない限りはというところでもあ

ったりしますし、この一番冒頭に述べているところを根本として、他市ではどのように、より実のある

議論をするためにどのような工夫をしているのかというところを確認をさせてください。ですので、次

年度以降どのようにやっていくかということに関しては、一旦預かるという形でよろしくお願いします。

会長：あと１点、逆に言えば、当事者に協議会で発言していいかという承諾を得ればいいんですよね。だから、

市がよくなるのであればぜひという人も多々いらっしゃるんだろうと思いますので、報告側としても、

ぜひチャレンジしてみていただければと思います。

そのほかございますでしょうか。

ありがとうございました。

それでは、議題４合同部会について事務局より説明をお願いします。

事務局：日時は来月２月７日木曜日、午後１時30分から３時30分まで、場所はこちらの会議室、市役所４階の

Ｓ２・３・４になります。

内容ですが、まず１つ目として、自立支援協議会及び部会の活動報告です。

２番目、（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点についてということで、現状や

これまでの検討状況について、事務局から説明をいたします。

３番目、資料では調整中とありますが、内容が決定しましたので、お知らせします。
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社会福祉法人りべるたすの理事長をお招きして講演会を行います。りべるたすさんは千葉市内を中心

にグループホームを展開されている法人で、昨年度、地域生活支援部会でも下総中山にあるグループホ

ームはれを視察しているところです。

こちらのグループホームでは、難病や重度障がいのある方、特に医療的ケアを必要とする方も入居さ

れていて、介護を受けながら地域で生活をされているということです。本市におきましても、医療的ケ

アを必要とする方の支援というのは大きな課題ですので、参考になる例として、理事長に合同部会でご

講演いただくこととしています。

なお、今回の合同部会は市民にも公開をします。本日のこの協議会でご了承いただいた後、１月15日

からホームページで募集するほか、広報うらやすの２月１日号でお知らせをします。また、このお知ら

せについては全委員にお送りするほか、福祉サービス事業所や当事者団体の方へもお送りする予定です。

事務局からお願いですが、内容１の協議会及び部会活動報告に関して、今回の合同部会は内容の２と

３、東野の複合福祉施設にかかわることになるべく時間を割きたいと思っております。協議会あるいは

部会の内容はホームページで公開しているということもございますので、報告については各リーダー、

サブリーダーから概略をご説明いただくということでお願いしたいと思います。

資料として、これまでスライドを用意していただいたりしていたかと思うのですが、事務局で今年度

の部会の議題一覧を用意するつもりでおりますので、それに基づいて概略を説明していただければと思

います。

説明は以上です。

会長：ありがとうございます。りべるたすさん、来られるんですね。ラテン語で自由とか、そういう意味のあ

る言葉だそうです。

ただいまの件について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。

なければ合同部会、皆さんよろしくお願いします。

それでは、報告事項ですかね。

浦安市障がい者福祉計画の平成29年度実績報告について、事務局より説明お願いします。

事務局：浦安市障がい者福祉計画にある事業について、平成29年度の実施状況についてご報告します。

本日、急遽当日資料として、浦安市障がい者福祉計画の11ページに当たるページを１枚、８ 前期計

画の評価というページを配付させていただきました。事前にお送りできなかったので、何が書いてある

かを簡単に説明させていただきますと、タイトルの前期計画の評価ということで、平成26年度に策定し

た27年度から29年度の障がい者福祉計画にある主な事業について、平成28年度時点での進捗について記

載してございます。

ここでは106の事業をＡ、Ｂ、Ｃで評価しておりまして、その評価に関してですが、計画以上に進ん

だというＡ評価が２事業、計画どおりであったというＢの評価が99事業、進捗がややおくれているとい

うＣの評価がついたものが５事業となっています。これが本日お配りした資料に書いてあることなので

すが、今回、事前にお送りした資料、報告事項（１）資料１、こちらは平成28年度時点においてＣの評
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価がついた５事業について、今度は29年度の実施状況、評価について示したものになります。

まず１つ目、障がい福祉課の意思疎通支援事業です。

事業の概要は、手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーション支援を行うもので、29年度の実績と

しては手話通訳者８人、要約筆記奉仕員として手書きの方を４人、パソコンの方５人の計９人を派遣し

ました。窓口の相談は970件、手話通訳者の派遣は395件、要約筆記者の派遣は156回となっています。

こちらの実施状況の評価としてはＢ、予定どおりとなっています。

次、障がい福祉課のＵコミサポート事業です。

事業概要としては、聴覚障がいのある方が意思疎通を図る上で支障がある場合などに、市役所の閉庁

時間に電話で代行を行うもので、22年度から委託により実施しています。29年度の実績としては、対象

者219人、年間の利用回数は18件、そのうち土日曜日、祝日は12件となっています。また、時間帯も時

間外や早朝の利用が11件となっています。実施状況の評価としては、予定どおりのＢになっています。

３つ目、障がい事業課の障がい者福祉推進事業です。

この障がい者福祉推進事業は、かなり幅が広いのですが、前期計画の評価でＣとなったものは、サポ

ートファイルの部分です。29年度の実績ですが、103冊を配布しています。そのほか、職員向け研修や

障がい者週間イベントなどで、サポートファイルについての啓発も含めて、障がい者福祉全般について

啓発を行っています。こちらも実施状況の評価としては、予定どおりのＢとなっています。

そして、４つ目、障がい福祉サービス等事業者住宅手当支給事業費補助金です。

障がい福祉サービス事業者が従業員に払う住宅手当の一部を補助するもので、福祉人材の確保と離職

防止を図る目的で29年の７月から開始しました。29年度の実績としては、４事業所の従業員10名分に対

して補助金を交付しました。この事業は開始したばかりでもあり、その成果は慎重に見ていく必要があ

りますが、実施状況としては予定どおりのＢということになっています。

最後、道路整備課の道路等復旧事業です。

これは災害復旧とあわせて、誘導ブロックの復旧や道路の整備を行うものです。29年度は入船、富岡、

弁天、舞浜、美浜、東野の復旧工事を行っています。実施状況ですが、ややおくれているというＣの評

価がついています。

28年度末にはＣの評価がついていたもの、５つのうち計画終了年度である29年度末には、４つの事業

が予定どおりのＢに戻っています。ただ、一つＣ評価で残っています道路等復旧事業について、その遅

れについて担当課に状況を確認したところ、本来は平成28年度で終わる予定だったものなのですが、復

旧事業、液状化の対策かと思いますが、その工事が遅れたために道路の工事まで着手できなかった、そ

のために遅れてしまっているということでした。この道路の復旧に関しては、平成31年には完了する予

定であると聞いています。

報告は以上です。

会長：ありがとうございました。工事はしようがいないですね。ありがとうございました。

これは報告ですが、ご意見、ご質問ありますでしょうか。
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よろしいですかね。

それでは、そのほか委員の皆様から報告事項等ございますでしょうか。

事前に配られた資料の中に、自立支援協議会への参加に関するアンケートがあって、どれに参加を希

望するかということは、今日集めるんですか。

事務局：送られるものです。

会長：わかりました。

私はこれまで地域生活支援部会に一部会員として参加をしてきたんですが、協議会の会長として、そ

れも重要で有意義だったんですが、各部会の状況を把握する必要もあるので、一つの部会に入るという

ことは今回からやめて、各リーダーの方々に部会の終了後、メモをお出しいただくというのは可能でし

ょうか、問題ないですか。

突然言い出したことなので、正式には事務局と協議して、皆さん、各リーダーにはお諮りしたいとは

思いますが、私の分だけはやり方を変えていただけるとありがたいかなと思っております。会長として

の思いでございます。よろしくお願いいたします。

そのほかございませんでしょうか。

なければこれで終わりたいと思います。本日はありがとうございました。第５回自立支援協議会を終

了したいと思います。

次回の会議は、平成31年２月28日の木曜日を予定しております。その前に合同部会も予定しておりま

す。２月28日は今年度、そして今期最後の協議会となるということでございます。どうぞよろしくお願

いいたします。

本日はお忙しい中、ご参加いただき、ありがとうございました。気をつけて帰ってください。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５回）次第

平成 31 年１月 10 日（木）

午後１時 30 分～３時 30 分

市役所４階 会議室Ｓ２・３

１ 開会

２ 議題

（１） 部会活動報告（口頭報告）

（２） （仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

（３） 平成 31・32 年度の自立支援協議会の組織について

（４） 合同部会について

３ 報告事項

（１） 浦安市障がい者福祉計画（平成 29 年度）実績報告

（２） その他

４ 閉会



浦安市における地域生活支援
拠点の検討状況 ver.2

平成31年1月10日

浦安市障がい事業課

議題（２）資料



目次

1. 整備の目的（国指針）

2. （仮称）東野地区複合福祉施設と地域生活支援拠点

3. 浦安市が目指す地域生活支援拠点

4. 機能

5. （仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

2



１．整備の目的（国指針）

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。

3

必要な機能

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



２．（仮称）東野地区複合福祉施設と地域生活支援拠点

4

ソーシャルサポートセンター

地域活動支援センターⅠ型
指定特定相談支援、障害児相談支援

生活介護事業所

身体障がい者福祉
センター

防災備品
庫

障がい者グループホーム、短期入所

障がい者グループホーム、短期入所

子育て短期支援事業
所

障がい者グループ
ホーム、短期入所

４F

３F

２F

１F

浦安市における地域生活支援拠点の
「多機能拠点」機能を担う

地域福祉
センター

地域福祉
センター

地域福祉
センター

地域福祉
センター

通所棟 居住棟

（仮称）東野地区複合福祉施設に整備する機能



３．浦安市が目指す地域生活支援拠点

5

多機能拠点＋面的整備の混合型

（仮称）東野地区複合福祉施設

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

★面的整備

評価・検証

～ 入所施設のない浦安市で、多機能拠点をベースに、障がいのある人の地域生活を地域全体で支える仕組み ～

協⼒

支援

連携

助言・フォロー

ケース検討・支援
実践例の共有

連携



４．機能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、障がい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

事業所名
主たる障がい

児童 地域移行 地域定着
身 知 精 難

浦安市基幹相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

浦安市ソーシャルサポートセンター ○ ○ ○

浦安市障がい者福祉センター ○ ○ ○

浦安市こども発達センター ○ ○ ○

エメラルドサポート障がい者（児）相談支援センター ○ ○ ○ ○ ○

こころとことばの教室こっこ ○ ○ ○ ○

相談支援事業所ふあり ○ ○ ○ ○ ○

ちらく相談支援事業所 ○ ○ ○ ○

リボン相談支援センター浦安 ○ ○ ○ ○

相談支援センターかぷあ ○ ○ ○ ○

相談支援事業所 並木道 ○ ○ ○ ○

相談支援事業所トータルサポート ○ ○ ○

障害者相談支援事業所 聖隷はぐくみ浦安 ○ ○ ○ ○

6

（１）国指針

（２）浦安市の現状

相談支援事業所一覧



４．機能① 相談

障がい者緊急時支援事業（安心かけつけ）
在宅の身体障がい者又は知的障がい者の家族からの通報を受け、相談に応じ、必要な場合、
⾃宅に⽀援員を派遣し、必要な対応を⾏う。

ねらい 〜在宅で安⼼して暮らしやすい環境づくり〜

7

（３）多機能拠点で実施する具体的事業

・身体障害者手帳を有する身体障がい者（以下の各号に該当する者に限る）

・療育⼿帳を有する知的障がい者

・学齢以上18歳未満の療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する障がい児

※ 手帳の等級や障がい支援区分は問わない

※ 但し、65歳以上での新規での申請は認めない

利⽤対象

ア 常時独り暮らしの状態にある者

イ 障がい者、65歳以上の者又は18歳未満の者と同居している者

ウ 同居している者が就労、就学等の事由で外出することにより、ア又はイと同様の状態となる者

エ アからウに掲げる者のほか、市⻑が特に必要と認める者

身体障がい者

追加

拡充



４．機能① 相談

8

緊急時支援事業（安心かけつけ）業務内容

身体障がい者

対象者宅に通信のための端末機器を設置し、対象者から
の要請に応じて⾃宅に⽀援員を派遣し、排せつの介護、
衣類着脱の介護、体位変換の介護、転倒の介助、関係機
関等との連絡等を⾏う。

知的障がい者 対象者の家族からの要請に応じて⾃宅に⽀援員を派遣し、
⾒守り及び各関係機関との連絡調整を⾏う。

療育⼿帳または精神障害者保健
福祉手帳を所持する障がい児

共通

利⽤決定があった者について、家庭訪問等を⾏ったうえ
で、対象者及び家庭の状況やニーズ等のアセスメントを
⾏う。

全利⽤対象者に対して半年に１度のモニタリングを⾏い、
本事業の利⽤に係る課題等がある場合は、関係機関と連
携・協⼒し、改善を図る。

緊急時支援事業（安心かけつけ） 対応時間

24時間365日 拡大

追加

追加

精神障がい者については地域移⾏、地域定着といった
制度の活⽤を進めていく。「精神障がい者に対応した
地域包括ケアシステム」の構築も併せて検討。



４．機能① 相談

9

（４）フロー図（安⼼かけつけの⼀例）

利用者 基幹相談 相談支援事業所 多機能拠点 市

利用者登録

相談支援事業所・多機
能拠点に情報共有事象発生

多機能拠点に連絡

状況確認

出動

状況確認・対応
・見守り支援
・関係機関・警察に連絡
・お助けショートステイ等へ

支援者会議の招集

支援者会議
・本人 ・家族 ・基幹相談 ・相談支援事業所 ・多機能拠点 ・市（障がい福祉課ＣＷ）

緊急性有りの場合

相談支援事業所、基幹相談が主体となり支援



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

短期入所を活用した常時及び緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障がい者の
状態変化等の緊急時の受⼊れや医療機関への連絡等の必要な対応を⾏う機能

事業所名 運営法人
主たる障がい

児童 定員
身 知 精 難

浦安市障がい者等一時ケアセンター （福）パーソナル・アシスタンスとも ○ ○ ○ ○ ○ 概ね2名

ぐりんはうす （福）なゆた ○ ○ ○ ○ ○ 3名

コパン （有）総合福祉サービス ○ ○ 3名

浦安愛光園 （福）聖隷福祉事業団 ○ ○ 空床利用型

浦安ベテルホームショートステイ （福）聖隷福祉事業団 ○ ○ 空床利用型

10

（１）国指針

（２）浦安市の現状

短期入所事業所一覧



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

緊急用居室確保（お助けショートステイ）
在宅で暮らす障がい児・者が、緊急かつやむを得ない事情により、在宅での⽣活が困難と
なる場合などに備え、（仮称）東野地区複合福祉施設内の短期入所のうち常時１床を緊急
利⽤のための居室として確保する。

ねらい 〜短期⼊所の利便性・対応⼒の向上〜

11

（３）多機能拠点で実施する具体的事業

緊急利⽤の基準
家族・本人が緊急と考えるものを受け入れることとする。
但し、原則３泊の利⽤を上限とする。



４．機能② 緊急時の受け入れ・対応

12

（４）フロー図（お助けショートステイの⼀例）

利用者 基幹相談 相談支援事業所 多機能拠点 市

※「安心かけつけ」に利用者
登録していることが望ましい

事象発生

相談支援事業所に連絡

多機能拠点・利用者と
連絡調整

お助けショートステイに
よる受け入れ

相談支援事業所に対応
内容報告

支援者会議の招集

支援者会議
・本人 ・家族 ・基幹相談 ・相談支援事業所 ・多機能拠点 ・市（障がい福祉課ＣＷ）

相談支援事業所、基幹相談が主体となり支援



４．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

事業所名 運営法人 定員
主たる障がい

身 知 精 難

グループホームねこざね （福）南台五光福祉協会 5人 ○

タオ１

特定非営利活動法人タオ

2人 ○ ○ ○ ○

タオ２ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ３ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ４ 2人 ○ ○ ○ ○

タオ５（サテライト型） 1人 ○ ○ ○ ○

タオ６ 2人 ○ ○ ○ ○

ホームフレンズ１

特定非営利活動法人フレンズ

4人 ○ ○

ホームフレンズ２ 6人 ○ ○

ホームフレンズ３ 4人 ○ ○

ホームフレンズ４ 4人 ○ ○

ホームフレンズ５ 6人 ○ ○

ホームフレンズ６ 2人 ○ ○

ホームフレンズ７ 2人 ○ ○

オフタイムハウスあいらんど 特定非営利活動法人あいらんど
5人 ○ ○

オフタイムハウスアイランドプラスワン（サテライト型） 1人 ○ ○

うらら （株）ふくしねっと工房 6人 ○ ○ ○ ○

フェロウ （有）総合福祉サービス 6人 ○

計 62人
13

（１）国指針

（２）浦安市の現状
グループホーム一覧



４．機能③ 体験の機会・場

14

体験用居室確保（お試しグループホーム）
地域移⾏⽀援や親元からの⾃⽴等にあたり障がい福祉サービスの利⽤や⼀⼈暮らしに向け
た体験の機会・場を提供するため、共同生活援助のうち常時１床を体験用居室として確保
し、体験の利⽤に供する。

ねらい 〜⼊所施設・病院等からの地域移⾏・親元からの⾃⽴等の推進〜

（３）多機能拠点で実施する具体的事業



４．機能④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり

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がいを有す
る者、⾼齢化に伴い重度化した障がい者に
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

15

・重度障がい者に対応した障がい福祉サービス資源の不⾜

・⾏動援護事業所は市内１事業所のみ

（１）国指針

（２）浦安市の現状

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

（３）浦安市地域生活支援拠点における実現イメージ

多機能拠点における⽀援実践例を蓄積し、広く共有することで、市内障がい福祉サービス
事業所の⽀援⼒強化、地域における受け⽫の確保につなげる。



あらためて、地域生活支援拠点の全体像

16

多機能拠点＋面的整備の混合型

（仮称）東野地区複合福祉施設

●安心かけつけ
●お助けショートステイ
●お試しグループホーム

基幹相談支援セン
ター

相談支援事
業所

市

ひとり暮
らし

ＧＨ

短期入所

自立支援協議会

障がい福祉サー
ビス事業所

★多機能拠点

調整

連携

移⾏

移⾏

★面的整備

取組み報告会

～ 入所施設のない浦安市で、多機能拠点をベースに、障がいのある人の地域生活を地域全体で支える仕組み ～

協⼒

支援

連携

助言・フォロー

ケース検討・支援
実践例の共有

連携

多機能拠点と共同で支
援方法の検討・検証

増床・受け入れの
検討

ケース会議参加等により
課題のある家庭を把握

⻑期的⽀援で
相談支援事業
所を後方支援

ケース検討・事例共
有による人材養成



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

・利⽤定員 18（6名×3ユニット）

●障がい支援区分４以上の利⽤者の割合 3分の1以上

●体験利⽤枠１（お試しグループホーム）

・開設時間 24時間365日

・介護サービス包括型

・家賃あり（部屋によって異なる）

・入浴、排せつ及び食事の介護その他日常生活上の援助を提供

・１年契約の「地域移⾏型」グループホーム

17

基本情報

居住棟１階配置図 居住棟２階・３階配置図



５．（仮称）東野地区複合福祉施設に整備するグループホーム

18

入居者選定方法 （グループホーム入居者選定基準に基づき、入居者調整会議を開催）

NO 手順 実施者

１ 待機者リスト作成・管理 市

２ 空室状況を毎月確認 市

３ 空室発生

４
待機者に対し、相談支援専門員等を通じて調整会議へのエントリーの希望を確認
（空室発生の前月までの待機者を対象）

市

５
①障害支援区分の認定調査結果と②家庭の状況等から、優先順位群を作成
※グループホーム側の事情にも配慮（居室の性質、性別など）

市

６
入居者調整会議開催（優先順位群について疑義がないか確認）
【出席者】障がい福祉課、障がい事業課、対象ホーム責任者、グループホーム支援ワーカー

市

７ 優先順位群から、体験利⽤等を⾏うための優先順位を検討し、市に報告 グループホーム

８ 対象者及び相談支援専門員に連絡 市

９ マッチングするまで順番に体験を実施

○目的

入居決定過程の透明性、公平性を確保し、グループホーム⼊居の円滑な実施に資する。

○対象

・市のグループホーム施設整備費補助⾦を交付して整備された居室

・（仮称）東野地区複合福祉施設内グループホーム
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議題（３）資料１ 平成 31 年度・32 年度浦安市自立支援協議会の組織と運用（案）

＊運用と議題等については、今後の協議会及び部会での意見を受け、随時更新します。

１．組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、当事者からの意見を聴取するた

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 主な課題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業についての

検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報に関す

る事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

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

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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２．合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

３．プロジェクト会議

部会のリーダー、サブリーダーは、必要に応じ、個別の地域課題等に対応するためのプロジ

ェクト会議（仮称）を招集する。

４．開催回数

自立支援協議会 部会 合同部会

年６回
年４回程度

（本人部会年３回）
年２回

H29

実績
６回

年４回

（本人部会３回）
２回

H30

実績
６回

年４回

（本人部会３回）

必要に応じて開催

（１回）

H31 以降（案）

年４～６回

＊原則年４回程度とし、残り２回は必要

に応じて開催する。その際、議題につい

ては、特定のテーマを設定して、議論を

深めていく1（テーマ例：「地域生活拠点

における自立支援協議会の役割」等）。

ただし、障がい者福祉計画策定年次にお

いては、原則年６回として、計画につい

ての議論を優先して行う。

年４回程度

（本人部会年３回）
年２回程度

５．報酬等

自立支援協議会 １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

（浦安市の非常勤特別職の基準による）

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

1 同時に各部会に同じテーマでの議論を依頼し、相互に議論を深めていく。
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６．委員の選考

（１）自立支援協議会

要綱に基づき、障がい事業課で選考をおこない、市長が委嘱する。

参考）浦安市自立支援協議会設置要綱第３条 （資料添付）

委員の定数は、20 人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

①相談支援事業者

②障がい福祉サービス事業者

③保健・医療関係者

④教育・雇用関係機関

⑤障がい者団体・当事者

⑥その他市長が必要と認める者

（２）部会

任期：平成 31 年５月１日～平成 33 年３月 31 日（２年間）

選考方法

【権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援】

①当事者団体、福祉サービス事業所にアンケートを実施、参加希望の有無と希望する

部会を確認。

②希望者が多い部会は、事務局で人数の調整をおこなう。

③事務局の調整後、団体等の代表、事務局で決定した関係機関代表に委員の推薦書の

作成を依頼し、委員を決定する。

なお、相談支援部会に参加する福祉サービス事業所は、取り扱う議題の内容から、

指定特定相談支援事業所又は指定特定相談支援事業を検討している事業所とする。

また、自立支援協議会の委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サ

ブリーダー等を務める。

【本人部会】

①広報うらやす及びホームページにおいて、障がいのある方（当事者団体に加入して

いない方※）を公募 ※本人以外の家族が団体に所属している方の応募は可。

②書面（応募動機）と面接により、障がい事業課が選考する。

７．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。
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８．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。

９．事務局

浦安市福祉部障がい事業課



●平成 29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧 議題（３）資料２

名称 目的 主な課題 H29 年度・30 年度の議題（H30.12 月まで）

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
○部会活動報告等、部会からの事例報告
○講話（地域生活支援拠点について）
○(仮)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

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
○基幹相談支援センター等の事業計画・実績報告及び検証・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

○Ｕモニアンケート実施結果について
○こころのバリアフリーハンドブックの活用
○イベント「障がいのある人もない人も」について
○広報・啓発活動について

障がい者虐待防止に関する事項 ○権利擁護センターについての実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

障がいを理由とする差別の解消に関

する事項

○浦安市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
「わかりやすい版」について
○浦安市障がい者差別解消推進計画の報告と取組について（平
成 28～30 年度）

（その他）
○障がい者福祉計画について
○(仮)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

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
○まなびサポート事業について
○サポートファイルを活用した教育と福祉の連携

相談体制の充実に関する事項
○浦安市の地域資源を知る（ミニレクチャー）
○組織・団体の連携について

（その他）

○青少年サポート事業について
○災害時の備えについて
○(仮)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

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
○サービス等利用計画の現状について

相談支援事業の充実に関する事項

○基幹相談支援センターの事業計画について
○意思決定支援について
○地域課題・事例検討
○相談支援部会のショートゴールの設定について(今後の展開)

（その他）
○(仮)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について
○障がい者福祉計画について

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
○就労支援センターの実績の報告
○浦安福祉事業体の活動報告
○雇用・就労支援の推進について

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

○講話（地域生活支援拠点について）
○住まいの場について
○グループホーム視察報告
○グループホームに関する情報提供について
○(仮)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

○障がい者福祉計画について
○障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金につ
いて

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
○意思決定支援の取り組みについて
○障がい福祉ガイドブックについて
○市内施設見学（グループホーム等）

地域課題の提案に関する事項 ○Ｕモニアンケート実施結果から見えてくるもの

（その他） ○障がい者福祉計画について

合同部会

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告
○市内施設、事業の実績報告

講演会
○「成年後見制度の基礎知識」
○「これからの障がい者支援」



1

平成 31年度・32 年度の自立支援協議会への参加に関するアンケート

事業者名

連絡担当者 連絡先（電話・FAX・メール等）

次期（平成 31 年度・32年度）自立支援協議会を開催するにあたり、部会への参加の希望を伺います。

各部会の内容等については、別紙「平成 31 年度・32年度浦安市自立支援協議会部会のご案内」をご覧

ください。

１．自立支援協議会の部会に参加を希望 する ・ しない

２．参加を希望する部会に○（複数可）をつけ、推薦予定者と参加を希望する理由をご記入く

ださい。議事録には、委員名ではなく、事業者（所）名が掲載されます。事業者（所）を

代表して、ご発言いただける方をご推薦ください。

・ こども部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 権利擁護部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 相談支援部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

・ 地域生活支援部会

推薦予定者：

参加を希望する理由：

議題（３）参考



平成 31 年度・32 年度本人部会委員募集案内（案）

＊広報うらやす平成 31 年●月●日号及びホームページに掲載。

浦安市自立支援協議会は、地域における障がい者への支援体制の整備等に関する協議を行って

います。障がい当事者間の情報交換を行い相互の理解を図るとともに、地域課題を提案していた

だくことを目的に、「本人部会」を設置します。

【任期】平成 31 年 5 月 1 日～33 年 3 月 31 日

【対象】市内在住で 20 歳以上(平成 31 年 4 月 1 日現在)の障がいのある方で、当事者団体に加入

していない方、６人程度

【内容】年３回程度の本人部会 （平日の日中に開催）＊介助者等同伴可

【謝礼】１回出席につき 5,000 円（交通費を含む）

【申込】●月●日（●）（必着）までに、氏名(ふりがな)・年齢・住所・電話番号・職業・応募

動機(400 字から 800 字程度、代筆可)を記入したものを、直接、郵送、ＦＡＸ、Ｅメー

ルのいずれかにて障がい事業課へ提出してください。(書式は自由)

※応募の動機、面接(４月下旬開催予定)などにより選考。

議題（３）参考



（案）

浦 障 事 第 6 9 5 号

平成 31 年１月 日

委員各位

浦安市自立支援協議会

会長 髙木 憲司

平成 30 年度浦安市自立支援協議会合同部会の開催について

標記の件につきまして、下記のとおり開催いたしますので、ご参集くださいますよう、

よろしくお願いいたします。

つきましては、出欠席を、１月 24 日（木）までに障がい事業課へＦＡＸ（別紙）又はメ

ールでご提出いただくか、お電話ください。

また、今後のお知らせ方法についても、お知らせください。

記

１．日 時 平成 31 年２月７日（木） 午後１時 30 分～午後３時 30 分

２．場 所 市役所４階 会議室Ｓ２・３・４

３．内 容 １．自立支援協議会及び部会の活動報告

２．（仮称）東野地区複合福祉施設及び浦安市地域生活支援拠点について

３．調整中

＊資料は、当日配布します。

＊今年度の合同部会は、市民に公開いたします（1月 15 日より募集、先着 25 人）。

＊手話通訳、要約筆記あり。

浦安市健康福祉部障がい事業課 茶川・富澤

電話 ０４７－７１２－６３９７

ＦＡＸ ０４７－３５５－１２９４

メール shougaijigyou@city.urayasu.lg.jp

議題（４）資料



報告事項（１）資料１

●障がい者福祉計画（平成２９年度）実績：平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

担当課 事業名 事業の概要
平成29年度
実施状況

平成29年度の実施内容

障がい福祉課 意思疎通支援事業

意思疎通支援事業（手話通
訳者の派遣や入院時のコ
ミュニケーションの支援を
おこないます。）

予定どおり

○平成29年度実績
・手話通訳者：８人
・要約筆記奉仕員：９人（手書き４人、パソコン５人）
・窓口相談件数：970件
・手話通訳者派遣回数：395件
・要約筆記者派遣回数：156回

障がい福祉課 Uコミサポート事業

聴覚に障がいのある人が意
思の疎通を図る上で支障が
ある場合などに、市役所が
閉庁している時間に電話代
行業務を行います。

予定どおり

平成22年度より委託により実施。
○平成29年度実績
・対象者数：219人（手帳保持者）
・年間利用回数：18件
（平日6件、土日曜・祝日12件）
（日中7件、時間外・早朝11件）

障がい事業課 障がい者福祉推進事業

サポートファイルの作成・
配布等をはじめとする各種
事業を行い、障がい者福祉
の知識の普及・啓発を図り
ます。

予定どおり

サポートファイルの配布、職員向け研修、障がい者週間記念イベ
ントの開催等により、障がい者福祉の知識の普及啓発を図った。
○平成29年度実績
・サポートファイル配布数：103冊
（こども発達センター50冊、事業所計48冊、事業課5冊）
（参考）
・職員研修：4/11(新採職員)、11/11(管理職)、3/1(消防職)

障がい事業課
障がい福祉サービス等事
業者住宅手当支給事業費
補助金

障がい福祉サービス等事業
者に対し、従業者への住宅
手当の支給に要する経費の
一部を補助し、人材の確保
と離職の防止を図ります。

予定どおり

平成29年７月より開始
※交付事業所には、夜間や土日祝、重度障がい者に対してサービ
スを提供すること、市と災害時の福祉避難所の協定や要援護者の
介護支援の協定を締結することを努力義務としている。
○平成29年度実績
・交付事業所数：４か所
・対象人数：10人
・対象延月数：70月
・交付額：1,400,000円（月額20,000円×70月分）

道路整備課 道路等復旧事業
災害復旧とあわせて、誘導
ブロックの復旧や道路の整
備を行います。

やや遅れている

入船地区/富岡地区/弁天地区/舞浜地区/美浜地区/東野地区の災害
復旧工事を行いました。
○平成29年度実績
・決算額：1,207,814,000円



浦安市自立支援協議会設置要綱

（設置）

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号）第89条の３第１項の規定に基づき、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、関係機関の連携の緊

密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う場

として、浦安市自立支援協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項）

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 関係機関等によるネットワーク構築等に関すること。

(2) 個別事例への支援のあり方に関すること。

(3) 地域の障がい者等の支援体制に係る課題整理と社会資源の開発、改善に

関すること。

(4) 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に関すること。

(5) 相談支援の体制整備に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

（委員の定数及び構成等）

第３条 委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委

嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係機関

(5) 障がい者団体・当事者

(6) その他市長が必要と認める者

（会長及び副会長）

第４条 協議会に、会長及び副会長を置く。

２ 会長は、委員の互選により定める。

３ 会長は、会務を総理し、会議を招集し、及び会議の議長になる。

４ 副会長は、会長が指名し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（委員の任期）

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任

当日配布資料



期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任することができる。

（部会）

第６条 協議会は、第２条に掲げる協議事項を円滑に処理するため、次の部会

を置く。

(1) 権利擁護部会

(2) こども部会

(3) 相談支援部会

(4) 地域生活支援部会

(5) 本人部会

２ 部会は、会長の指名する者をもって構成する。

（意見の聴取）

第７条 協議会及び部会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を

聞き、又は説明を求めることができる。

（会議の公開）

第８条 協議会及び部会の会議は原則公開とする。ただし、個人情報等に関す

る事項等を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しないことができる。

（個人情報の保護）

第９条 協議会及び部会の委員及び出席者は、個人情報の保護に関する法律

（平成15年法律57号）及び浦安市個人情報保護条例（平成15年条例第32号）

の各規定を厳守するほか、協議会で取り扱った個人情報等秘密を漏らしては

ならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。

（庶務）

第１０条 協議会の庶務は、福祉部障がい事業課において処理する。

（補則）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、

市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年４月１日から施行する。



８ 前期計画の評価

平成２６年度に策定した「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

について、主な事業の平成２８年度までの進捗状況を把握しました。

その結果、進捗状況は「計画どおりの進捗状況」の B 評価が９９事業（９３．３９％）

と最も多く、「計画以上の進捗状況」となった A 評価は２事業のみ（１．８９％）で

す。また、「計画よりやや進捗状況が遅れている」の C 評価は、全体で５事業となっ

ています。
「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

で位置づけられた施策の達成状況

項目 事業数 割合

A 評価（計画以上の進捗が見られる） ２ 1.89％

B 評価（計画どおりの進捗） 99 93.39％

C 評価（進捗がやや遅れている） 5 4.72％

合計 106 100.00％

※割合欄の「％表示」は端数調整をしています

C 評価となった５事業の内訳は、「Ｕコミサポート事業／障がい福祉課／聴覚に障が

いのある方に対し市役所閉庁時に委託事業者が電話代行を行う」、「意思疎通支援事業

／障がい福祉課／手話通訳者の派遣や入院時のコミュニケーションの支援を行う」、

「障がい者福祉推進事業（サポートファイル）／障がい事業課／相談支援事業所や障

がい福祉サービス事業所等で作成する支援計画等の連携のため、障がい特性や支援内

容を記録し、家族や関係機関が情報共有する“サポートファイル”の周知・活用を図

る」、「障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金／障がい事業課／従業

者に住宅手当を支給している障がい福祉サービス事業者等に対し市内在住の従業者分

経費の一部を補助し、従業者の確保と離職の防止を図る」、「道路等復旧事業／道路整

備課／東日本大震災の災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧や道路整備を行う」と

なっています。

進捗状況が遅れた理由としては、「翌日の日中に対応できる場合が多く、夜間等の対

応依頼が少ない状況がある（Ｕコミサポート事業・意思疎通支援事業）」、「障がい児へ

の配付は進んでいるが障がい者への配付が進んでいない（サポートファイル）」「他事

業の遅れによる進捗の遅延（道路等復旧事業）」がありますが、一方で「平成２９年７

月に実施済（障がい福祉サービス等従事者住宅手当支給事業費補助金）」と、平成２９

年度末の前期計画終了期間までに「計画どおり」とすることができた事業もありまし

た。

進捗に遅れの見られた事業は、前期計画から引き継ぎ、今期も実施していきます。

当日配布資料
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