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平成30年度第６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２月28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

ＮＰＯ法人フレンズ、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、ＮＰＯ法人タオ、介護給付費等の支給に関する審査会

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（部長）、福祉部（次長）

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31・32年度の自立支援協議会の組織について

①組織について

②委員について

（３）その他

５．資料

議題（１）資料１ 部会活動報告 等

議題（２）資料１ 平成31・32年度の自立支援協議会の組織について

議題（２）資料１－２ 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）
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第６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、議題（１）資料１、議題（２）資料１、資料１－２です。そのほか、第５回

の資料もお持ちいただいているかと思います。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。よろしくお願いいたします。

会長：皆さん、こんにちは。足下が悪い中、ご参集いただきありがとうございます。

協議会の運営に当たって傍聴要領がございます。傍聴する場合の手続として、会議の傍聴を希望され

る方は会議の開催予定時刻までに会場受付で氏名を記入し、会長の許可を得て、事務局の指示に従い、

会場に入場してくださいとあります。今日は数名の傍聴者がいらっしゃいますが、このあたりについて

は一応この会のルールということになってございます。どうぞご理解のほどよろしくお願いしたいと思

います。

それでは、平成30年度第６回の議事を進めてまいりたいと思います。

本日の議題は２件。議題の（１）部会活動報告になります。

全ての部会で、任期最後となる部会が行われており、次年度の部会に向けて意見交換があったかと思

います。リーダー、サブリーダーにおかれましては、部会活動報告に加え、今期の振り返りと残された

課題についてご報告いただければと思います。

では最初に、こども部会の活動報告、教育研究センターよりお願いします。

教育研究センター：第４回こども部会は、１月24日木曜日に開催しました。
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議題は３つでございます。

議題１地域の連携について。これについては、地域資源のことでして、市には支援を要する方々がた

くさんいらっしゃいますが、その人たちを支える団体、また行政、教育の人たちがいらっしゃいます。

それぞれの分野で一生懸命頑張っているんですが、点で頑張っている部分があり、なかなか線につなが

らないというところもあるのではないかということで、このような地域の資源がどのように連携してい

けばいいか、第３回のこども部会で小グループで話し合いました。そして、どの年代の、どの団体が支

援していけばいいのか、連携図、フローチャートをつくりました。

議題１は、そのフローチャートについて、今度は少人数ではなく、全体で話し合いをしました。

主な意見は、連携図の中心を子どもと保護者にすることで、支える仕組みをあらわすのはどうか、連

携図は就学前、小学校、中学校など、成長過程ごとに作成されているが、全ての時期がつながっている

必要があり、個人情報という理由で関係機関ごとに情報を閉ざさないことが必要である。

また、子どもというと18歳まで、そう考えてしまうが、18歳以降につながる支援も考えていくべきで

はないか。学校卒業後はどこにもつながらなくなってしまい、保護者は不安を抱えてしまう。

そして、つくったたたき台の連携図ですが、部会の構成メンバーの所属のみで作成されており、完全

なものではありませんので、今後、部会委員がかわっても引き続き完成を目指してほしい、このような

意見が出ていました。

議題２は、浦安市障がい者福祉計画、平成29年度の実績報告、これについては、第５回の自立支援協

議会と同様に、事務局より報告を行っております。

議題３、平成31年度以降の子ども部会について。これは、平成29年度、平成30年度の総括を踏まえて

話し合いを行っております。

こども部会においては、29年度は、障がい者福祉計画についての話し合いが主でしたが、それととも

に災害の備えについて話し合ってまいりました。避難所に電源が足りなかったこと、薬のこと、必要な

データのこと。先般の災害、東日本大震災をもとにして、いろんなものを挙げていきました。ただ、今

後さらに想定外の災害が起こる可能性があるので、こども部会で話すことが大事ですし、また自立支援

協議会に上げてみんなで話し合っていくことも必要ではないかということで、話し合いました。

30年度については、先ほど議題１でお話した地域資源の連携について話し合いを行っております。話

し合いの仕方ですが、ほかの部会では既に取り入れていると思いますが、こども部会では初めて少人数

によるワークショップを行いました。これについては、なかなか全体会では話ができない人も発言する

機会があり、また気軽に話すことができる。大人数で話すときには、気を使ってしまって、発言できな

い場合もあるけれども、こういったやり方が非常に有効的ではないか。非常に好評でしたので、これに

ついては平成31年度以降も取り入れていければと考えております。

また、話し合った災害の備え、地域資源の連携についても、ここで閉じるのではなく、メンバーが入

れかわった後も大きな柱として話し合いを続けていく必要があるのではないか。そして、もし話し合い、

ある程度まとまりがついたら、自立支援協議会で発表するとともに、広報うらやす等で市民に周知して
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いけたらいいと話し合った次第です。

任期が２年であるということ、メンバーが大幅にかわってしまうということで、２年ごとに切れてし

まうのではなく、必ず２年、４年、６年と続けていくことが大事だということで、話が最終的にまとま

っています。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問等ございますか。

では、私から。すごく重要な事柄が書かれていて、例えば議題１ですが、主な意見の中に、例えば個

人情報という理由で関係機関ごとに情報を閉ざさないとか、18歳以降につながる支援を考えるというこ

とがあって、この主な意見のスタンスですが、ある委員が言ったというだけじゃなくて、ここは部会と

しても共有されて、そのとおりだなと合意を得たという理解をしてもよろしいでしょうか。

教育研究センター：ご意見、一つ一つに合意を求めていたわけではございません。それぞれ発言をしていただ

き、その発言に、また賛同の意を唱えていただいたり、また別の意見が出たりしておりますので、こう

いった意見が出たということで、共通認識をしたということです。

会長：わかりました。いろんな意見があって、それを記載するということでよろしいかと思うんですが、それ

を今おっしゃられたように、特にこのことについて協議会でもんでいただきたいというところが次年度

以降明確化していくといいのかと思います。いつも主な意見というところで、これをぜひやってほしい、

この協議会でもんでほしいというものがこの中のどれなのかというのは、確かにおっしゃられたように

わかりづらい。この中から深めていきたいところ、抽出し、協議会に上げるというところができるとよ

りいいのかなと思いながら聞いておりました。どうもありがとうございました。

教育研究センター：ありがとうございました。

会長：ほかにございますか。

なければ、次に相談支援部会の活動報告、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：相談支援部会の、まずは２年間の振り返りで、議事進行をさせ

ていただいて感じたことをお伝えします。

率直に申し上げると、最後の部会でようやく委員さんたちの問題意識とか、こうありたいというイメ

ージが、８合目ぐらいまで共有できて、次年度こんなことをしたいねということがまとめられた２年間

だったんじゃないかと思います。

言葉をかえますと、最初の１年間は相談支援に絡まる議題を散発的に議論はできたんですが、その議

題が地域課題に結びつくことができなかったり、単発的に終了してしまって、部会の運営の連続性とい

うところが弱かったなとリーダーとしては反省する次第です。

最後の部会で、委員の皆さん、それぞれご発言していただいて、お立場が違う中で、市の相談体制を

俯瞰しようということで、サブリーダーの社会福祉法人サンワークからミニレクチャーがあった後、み

んなで次年度どういうことをしていけたらいいかと議論しました。
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その中で出た主な意見、次年度に続く課題ということで、３点ほどに集約できるのではないかと思い

ます。

まず、次年度の相談支援部会に向けて、相談マップをつくるという目標を掲げた限りは、それが着実

に形になっていって、完成した姿が見られる部会にしたいという声が上がってきています。また、その

相談マップづくりによって満たされる地域ニーズ、また支援者ニーズも、確かにあって、相談支援の質

も上がっていくし、連携、ネットワークづくりも促進されるのではないかという意見が出ています。こ

れに関しては、具体的に期限を切って進めていって、工程をきちんと押さえていって、議論して終わり

という部会はやめようという意見が出ておりまして、そのとおりだということで終わっております。

それから、課題としては作業部会で非常にたくさんの困った方の事例が集まったんですが、その地域

課題を本協議会に挙げて突き詰めていこうという、主体性が我々自身に足りなかったんではないかとい

う意見が出ています。その最たる例が、２ページ目の主な意見の２番目の丸と３番目の丸に関連してく

るんですが、相談支援部会からヘルパー不足で非常に困っている方の実例を挙げて、ぜひこの人材不足

に関して協議会でも取り組み、ヘルパー不足で困っていらっしゃる当事者の方にとって、改善につなが

る策を見出していこうということで、相談支援部会からは上げてみたんですが、自分たちもその結果を

追っていく気迫といいますか、どこかお任せスタンスがあったんではないかと思っています。協議会そ

のものが実効性のあるものに変えていくとするならば、部会そのものも変わっていく必要があるし、ま

た部会に課せられる役割も大きくなるので、相談支援部会としても、そこを自覚して、来年度からはよ

り実効性のある議論をしていかなければならないという意見でまとまっております。

以上です。

会長：ありがとうございました。

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いたします。

すみません。私から。こちらの報告もすごくよく書かれているなと思いまして、先ほどのこども部会

もそうでしたが、作業部会という形でグループワークをやられたこと、これはぜひまた次年度以降続け

ていくべきなのかなと。もっと発展的な形でやっていくべきかなとも思いながら聞いておりました。

各会が単発的になりがちというのは、多分これはどこの部会もそうなのかなと思って、数カ月に１回、

前の記憶も薄れている中で、忙しい中で集まってきていて、思い出すためにというか、連続性を持たせ

るためにも、次回こういうことで話がありました、まとまりました、ここはまとまらなかったですとい

う振り返りというんですか、前回はこうだったというところをまず振り返った上で、今回入るという作

業が必要なのかなという。僕も大学で授業をやるときに、必ず前回の振り返りをして今回の授業に入る

んですが、そこがないと、結局言われるように連続性が保てないんですよね。たった１週間あく授業で

もそうなので、数カ月あいてしまったら、何でしたっけという話になるのも当然かと思います。ここは

事務局も努力いただいて、前回の振り返り、まとめみたいなところは部会の冒頭まとめていく、それか

ら今回の議題に入るという工夫も必要なのかなと、聞きながら思いました。

そのほかございますか。よろしいでしょうか。それでは、ありがとうございました。
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次に、権利擁護部会の活動報告、浦安市社会福祉協議会お願いします。

浦安市社会福祉協議会：２月１日開催されております。

議題は全部で５つございました。

議題１は、「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」の実施報告です。

11月４日、日曜日に行われたイベントの報告でした。その中でメッセージカードの枚数が減った理由

という質問があり、当日のイベントにはメッセージカードもツリーも置いてあったんですが、ツリーの

大きさ自体は昨年と一緒でしたが、カードの１枚当たりの面積が昨年度より大きくなったということで、

張れる枚数が減ったことが理由として考えられるとの回答でした。

続いて、議題２障がい者週間（12月３日から９日）に係る啓発の実施報告です。

広報うらやす12月１日号の１面と２面に障がい者週間について記事を掲載しております。また、障が

い者週間のときに、市の庁舎の中で初の試みとして、12月３日から12月９日、平日の午後３時に障がい

者週間ですということで、優しいまち浦安ということのＰＲ活動を行ったという報告もありました。

また、12月３日から９日の間には庁舎の電光掲示板を使って、12月３日から９日、障がい者週間です、

優しい気持ちを行動にというテーマで電光掲示板に流したとのことです。

これらの手法については、非常に効果的だったんじゃないかというご意見がございました。

また、市の庁舎で行われたアナウンスについては、ほかの市の公共施設、公民館などでも流してみた

らどうだろうかという意見もございました。

そのほか、庁舎１階市民ホールの受付のタッチパネルなどで障がい者週間のイベントの様子を流して

もよかったんじゃないかという意見もございました。

続いて、議題３成年後見制度の利用促進について、私が所属している社会福祉協議会のうらやす成年

後見・生活支援センターの中で、市民の皆様に知られていない成年後見制度を知ってもらうために、紙

芝居を作成しております。まだ委員の皆様にもお披露目もしていなかったものですから、紙芝居をご紹

介して、簡単な制度説明をしております。

親族後見人の方もいるので、後見人になった後のサポート体制があったらいいねという意見もござい

ました。

続いて、議題４浦安市障がい者福祉計画 平成29年度の実績報告です。

第５回の自立支援協議会と同様に、事務局より報告を行ってもらっております。

その中で、サポートファイルがつくられているんですが、教員にまだ周知されていないんではないか

ということもございまして、信用たるものということで、もっと周知してもいいのではないかという意

見がありました。

また、サポートファイルの活用として、障害年金申請の際のポイントとかも書かれていたら便利にな

るのではないかという意見がございました。

議題５は、30年の２年間やってきた権利擁護部会の振り返りと、次年度以降どのようなことをやって

いったらいいのか、各委員に意見を伺っております。
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大きく分けて、29年についてはどちらかというと障がい者虐待ケースのこととか、どのような障がい

があるのかということを話してきて、30年は広報啓発活動等についての話し合いがされて、今回振り返

ったときにも、主な意見としては大きく分けてその２つになったかなと思っております。

主に出た意見としては、講演会で障がいという部分を大きく打ち出すだけでなくて、権利というか、

障がいのある人もない人も聞けるような、触法とか、そのような講演会を行ったり、また実際に障がい

があって、身近な人たちが困っている部分、または助かっている部分ということをみんなで話してもい

いんじゃないかという意見がございました。

また、実際に障がいも権利擁護部会という名前でやりながら、２年目は虐待や差別解消の話などはあ

まりされていないという部分もありましたので、今後はＬＧＢＴの問題とか、部落、外国人の話もされ

たほうがいいんじゃないかということも伺いいました。

また、権利擁護部会という部分で、話し合った内容を自立支援協議会本会に提案などしていけたらい

いんじゃないかというお話も出ております。

権利は本当に幅広い部分もあるんですが、引き続き次年度以降も権利擁護部会の広報活動に力を入れ

ていければなというお話がされていました。

報告は以上となります。

会長：ありがとうございました。

ただいまのご説明に対して、ご意見、ご質問があればお願いします。

はい、ＮＰＯ法人千楽。

ＮＰＯ法人千楽：すごくわかりやすい報告、ありがとうございました。

議題２で、タッチパネルでイベントの様子を障がい者週間にかかわらず流してみてはどうかとか、ア

ナウンスを公民館などで流してはどうか、実際にこれができる、できたらすごいことだなと思いました。

以上です。

会長：ありがとうございます。とてもいいアイデアだなというところですが、これって、部会で話されたとい

う事実がここに書かれているんだけれども、こういった提案というのは今後どうなっていくのかという

話なんです。どうなんでしょうね。多分部会の内容を受けて、じゃ市役所がそれをやりましょうとすぐ

ダイレクトに動くという関係性にはないのかなと思うんですが、これは何か本協議会で方向性を決めて

やっていくということになるんでしょうか。事務局で何かございますか。

事務局：いろいろなアイデアをいただいて、どういうふうに動けるかというお話かと思います。

私どもで、この部会の動きを、何ていうんでしょう、押さえたかというとおかしいですが、よく鑑み

て、関係各課と調整はとっておるところでございます。なので、こういったことがこういう所管課があ

ってできるよねということ、確認はとっておりますので、逆に次年度の部会、あるいはこちらの本協議

会の中でやろうよということになれば、すぐにでもと言ったらおかしいですが、手続をさせていただい

て、できるように、あるいはこういったことは申しわけないけれども、できませんということをお答え

できるような準備は進めてまいりたいと考えているところです。
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以上です。

会長：ありがとうございます。

確かに提案のレベルによっては、これはすぐできますよというものもあれば、協議会で結論を得て、

協議会として提案していただかないと、関係部局との調整は難しいという案件もあったりするので、全

てが全てということではないんだろうと思いますが、ぜひ実現に向けて実現したらいいなと思っており

ますので、具体的な提案を部会から本協議会に上げていただくなどしていただければうれしいかなと思

いますので、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。

教育研究センター、お願いします。

教育研究センター：質問ではありませんが、議題４の主な意見、サポートファイルについて情報提供をさせて

いただきたいと思います。

教育研究センターでは、先生方の特別支援教育に係る研修会を担っておりまして、教員全員ではない

ですが、中心となる特別支援教育コーディネーターの研修会とか、特別支援学級の担任の先生方の研修

会等で、このサポートファイルについては周知をさせていただいているところであります。

また、各学校で支援が必要な子に関しては、個別の教育支援計画、個別の指導計画等も作成しており

ますので、ぜひサポートファイルを活用して、その中にそのような計画を入れるといいですよというこ

とを周知してもらっているところであります。

活用実績等は調べたりはしておりませんので、どれぐらい広がっているかわかりませんが、そのよう

な周知活動は行っております。

以上、情報提供です。

会長：補足をありがとうございました。確かに教員にサポートファイルは信用たるものであることを周知して

ほしい。これはこのままダイレクトに読むと、教員はサポートファイルを信用していないのかなという

ふうに読めてしまうんですが、そうではなくて、ちゃんと特支コーディネーターを中心に周知活動もし

ているし、教員としてもそういうふうに思っているわけではないということなんだと思うんですが。現

場の支援者がそういうふうに感じてしまうというところもまた事実としてもあるのかなと思うので、そ

こあたりもっと周知も必要でしょうし、サポートファイルの活用というところをもっともっと進めてい

かないといけないというところ、これは課題なんだろうと理解をしました。そういうことでよろしいで

すか。ありがとうございます。

はい、教育研究センター。

教育研究センター：なかなかサポートファイルをこういうふうに使っていますということをお伝えする機会が

ありませんでしたので、ぜひこういった機会にお話しさせてもらえばということで、信頼していないと

いうことは一切ございませんので。

会長：ありがとうございました。

そのほかございますでしょうか。



9

私からもう１件、周知啓発の話なので、本当に地道な活動ということになって、大変ご苦労されてい

るんだろうなと思いながら、文面も読ませていただきました。

紙芝居というのは一ついい媒体かなと思っております。警察なんかでも必ず腹話術をする婦警さんが

いらっしゃいまして、学校回っておられるとか、そういったものって結構子どもの心に残るものですか

ら、紙芝居という媒体というのもすごくいいなと思って聞いておりました。紙芝居される人は結構プロ

っぽい感じの方ですか。

浦安市社会福祉協議会：紙芝居をしている方は、平成26年度に市民後見人の養成講座を行って、26年から29年

度まで４年間養成してきた方で、市民後見人としては自信がないけれども、広報の部分で何か活動した

いという要望が社協にも上がりまして、成年後見サポーターというチームをつくり、その方たち９人を

中心に今やっております。

会長：本当に地道な活動が実を結んでいくといいなと応援しておりますので、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、次にまいりたいと思います。

次は地域生活支援部会活動報告を、サブリーダーの社会福祉法人敬心福祉会からお願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：地域生活支援部会、２月14日に開かれた活動の報告と、年間のまとめということで

話をさせていただきます。

この２年間で、主に住まいの場について考えるということに時間を割いてきたんですが、その中で特

に市内では重度の方の受け入れ先がないということで、そのことに対して何ができるかということと、

もう一つは実際に住まいを考えるときの情報をどうやって手に入れたらいいのかわからない。もしくは、

メインはグループホームに話が向かっていったんですが、グループホームは重度の受け入れがないのは

どうしたらいいかとか、実際にはどういうグループホームが求められているかというようなことについ

て話し合うと。最初の課題を出すという段階で出ていたんですが、じゃハードをどうするか、足りない

部分をどうするかという部分についてまでは、話だけでは解決つかないし、見通しがつかない。そこよ

りも実際にできるところというところ、情報をどのように手に入れるかとか、ニーズをどうやって把握

していくかということで、作業部会をつくって、どういうグループホームが実際にあって、かつさらに

どういうグループホーム、どういう機能が求められているかというものをまとめていこうということを

していました。

まとまりがつかない中で、実際に何ができたかというと、一番皆さんが困っていた部分としては、情

報、根本的にグループホームってどういうものか、それからグループホームに入るにはどのようにした

らいいかというような、情報を誰に聞いたらいいか、もしくはどうしたらいいか、今の時点でどういう

ことをしたらいいかというのがわからないというようなところが大きく出ていて、それであれば委員の

中にグループホーム支援ワーカーがいらっしゃいましたので、その方に簡単にグループホームの暮らし

について、レクチャーというのをしていただこうということで、議題２のところにあるんですが、そう

いう話を今回はしていただきました。
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また議題１のところですが、暮らし、住まいの場という意味においては、浦安市の地域生活支援拠点

について合同部会で説明があり、りべるたすの理事長さんが重度で医療的ケアの必要な方のグループホ

ームの立ち上げから実践ということについてお話をいただいて、そこについての意見交換というのをし

ています。

主な意見を一つ一つ説明していくと長くなるので、ここに書いてあるような意見が出たんですが、ち

ょうど真ん中あたり、丸でいうと５番目とか６番目のところに、緊急対応後の出口支援、これはお助け

ショートステイのことを言っていたんですが、お助けショートステイの後に、市内外の他の各事業所と

連携を図りという言葉がこの資料の中にあったんですが、基本的には市内で完結するように、今後は面

的整備を進めるべきではないかとか、その次の丸のところで、多機能拠点において重度の方を受け入れ

たグループホーム、そこを出た利用者を受け入れるようなグループホームを、もしくはそこに入れなか

った人たちが受け入れられるようなグループホームをどんどんつくっていかなければいけない。そのた

めには、インセンティブが発生するような何かさらに誘因になるようなものをつくっていかないと、こ

の整備が進んでいかないのではないかという。この辺はハード面が足りないというようなご意見が多く

なっています。

次の議題２で、先ほどお話ししたグループホーム支援ワーカーから簡単にグループホームの暮らし方

についてという説明をいただいて、内容は、暮らし、住まいを考えるときに、ご本人の意思は本当にど

ういうところで暮らしたいと思っているかというところかららまず始めなければいけないというような

話から、最終的にはグループホームについて、住むとしたらメリットとかデメリットというのはこうい

ったものがありますよという説明がありました。

その中で、なんとなくイメージがついたというご意見もありましたが、まだまだわかりにくいという

話も出ていたので、今後の課題として最初に挙げる情報が十分に行き渡ってないという意味合いでは、

さらに情報をわかるように、グループホームってどういうものかとか、あるいは障がい者の方が将来暮

らしていく住まいの場というのがどういう選択肢があって、どういう支援を受けるかとか、メリット、

デメリットがあるかというようなことを、みんながわかるような情報の提供の仕方というのを考えてい

かなければいけないのではないかという話が出ています。

メインが住まいの場の話だったんですが、今年度の後半から雇用・就労支援について話をしまして、

それが議題３です。２回ほど、１回は事業所側から、１回は当事者グループから、今ある課題を出して

もらって、それについての話し合いというのをもう一回した中で、こういう課題があるねというような

情報の共有というところまではしたんですが、意見として、そこだけで終わらせずに、その課題をどう

いうふうに解決できるかとか、そのままにしておいていいものなのか、もしくは自分たちで解決できな

いんであれば、先ほどから会長がおっしゃられているように、本会に持っていって、話し合って解決に

つなげるとか、問題の解決にまで進める必要があるということで、まだそこまでは全然できていないの

で、始まったばかりの雇用・就労支援の推進なんですが、今後そういったことをしていきたいなと思っ

ています。



11

議題４については、ほかの部会と同じです。

最後に議題５、今年度どうだったかというのと、今後どうしていきたいかということですが、皆さん、

そこで得た情報とか、ほかの関係者とのかかわりは、とても有意義であったという話が出たんですが、

それだけで満足するのではなくて、課題を解決していくようなことを一つ一つ潰していくことが、今後

やっていかなければいけないことだと思っています。

私が大事だなと思った意見で、上から３つ目、ある事業所の方がおっしゃられていたんですが、グル

ープホームにスムーズに入居できない事例があって、例えばグループホームの事業所さんと、全く関係

性ができていない、知らない同士の事業所とのやりとりではかなり違いがあって、関係ができていない、

知らない同士だと、最初のインテークというんですか、そこの段階、紹介する段階とか、あるいは相談

する段階からかなり壁ができてしまっていて、スムーズに話が進まないというようなことがあって、そ

のためには関係をつくっていくということがかなり大切だという話がありました。

もう一つ、グループホームの実感がまだ湧かないが、今後考えていきたいというご意見は、部会で一、

二年年かけてずっとグループホームの話をしていたときも、当事者団体の方で十分実感が湧かないとい

うような意見が出ているということでは、反省点でもあり、難しい部分でもあるんですが、今後こうい

うところをなくす方法を具体的に実践していく必要があるのかなと思っています。

以上です。

会長：ありがとうございました。

ただいまの説明に対して、ご意見、ご質問あればお願いします。

千葉県立市川特別支援学校、お願いします。

千葉県立市川特別支援学校：お話には出てこなかったんですが、資料の一番下のところの就労アセスメントの

時期についてお話をさせていただければと思います。

特別支援学校の高等部の生徒さん、就労に向けて説明と、実習、就労に向けてのアセスメントをして

おります。

一般的に高等部では現場実習といいまして、卒業後の進路に向けての実習と、またそれと違うアセス

メントという形での実習とありますが、現場実習については教育課程に位置づけられているもので、授

業の中の一環ということで行われていますので、一般的には休業中以外の時期に行っています。

一方で、こちらで話題になっている就労アセスメントというのは、授業をカウントしないというんで

すか、授業として捉えていないので、やはり長期休業中に行うというのがほとんどでありますので、こ

ういう形になっているかなと思います。

本校は市川市南部と浦安市が学区ですが、市川市ではこういう話題をまだ聞いていないんですね。で

すが、高等部の生徒さん、浦安市は市川の方よりもかなり多くいらっしゃいます。こういう声があると

いうことで、他校とか、市川市も含めて実情を学校としても探っていきたいと思いますし、現状を確認

していきたいと思っています。

どうもありがとうございました。
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会長：実態としてどうしても夏休みに集中してしまっているというところで、声が伝わってよかったなと思い

ます。ありがとうございます。

そのほかございますでしょうか。

それでは、次にまいります。本人部会について、事務局からお願いします。

事務局：第３回本人部会の活動報告をいたします。

開催日は１月21日の月曜日でした。

議題１、地域課題の提案について。

内容としては、２年間の本人部会を振り返り、地域課題ということで、委員の皆さんや周りの方が困

っていること、気になっていることというのを自由に意見交換していただきながら、協議会に報告する

ことを目的として行いました。

しかし、自由意見といいましてもなかなかその意見も出ないと思いましたので、最近の近況とかを聞

きながら、その後、各部会の活動報告をして、その部会活動の中で関連したことについて、ご意見をい

ただきました。

以下、主な意見です。平日の日中に世話人さんが不在なので、その間に急病や地震があった場合、ど

う行動していいかわからず、不安である。こちら、グループホームにお住まいの方のご意見です。

次に、8050問題の関係で、家のことが気になり、結婚など、自分のこれからの自由な人生を考えてい

くことが難しいということで、ご自身のことと高齢のご家族の方がいらっしゃる方から報告がありまし

た。

３つ目からは権利擁護部会の報告をした後で、キーワードをもとに意見交換がありました。

１つ目がバリアフリーハンドブックについて。こちらについては、すばらしいものなので今後も続け

てほしい。

権利擁護センターのお話で、悩んでいる人に我慢しないで相談して聞いてもらうといいことを知って

もらいたいということで、権利擁護センターでいろいろ話を聞いてもらいよかったというご意見です。

次に、差別の話で、ご自身の話ではありませんが、仲間うちでよく入浴施設で断られたという、内部

障がいのある方なんですが、その方が差別の話を聞くといった話がありました。

これも実名は出しませんが、車椅子の方から、新浦安駅前に車椅子の方の入店が可能というマークを

張ってあるお店がある。本人が車椅子ですが大丈夫ですかとお店の人に聞くのも嫌だなと思うときがあ

るので、車椅子の方が入ってもいいというマークがあると大変助かるといったご意見でした。浦安市全

体でも気を使ってもらえるようになれば非常にありがたいというご意見でした。

次が本人部会に関連して、自由意見です。ご自身の体験で、習い事をしていたということで、そこで

社会性、マナーを学ぶことができた、ご自身の家族以外の方にも相談できる人がいたことでいろいろと

社会性とかを学んでこれたので、そういう人がいるとうれしいのではないかという意見でした。

次に、相談支援部会の関連のことでございます。

キーワードの中で、どこに自分の障がいの話をしていいかわからないという悩みを持つ人が実は自分
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の周りには多かった。同じことを１人だけでなく、複数の人に相談して、意見をもらうといいというお

話がありました。

次が、ご自身が障がいを持たれた方なんですが、相談をされる側になることで、相談する側とされる

側では立場として違うんだなということを感じた。相談を受けるということがすごく大事だと感じたそ

うです。

最後に、地域生活支援部会の話をしまして、ご自身が就労支援センターの相談員さんと、月に１回面

談されている方から、面談を通じて、会社の人に言われたことを進んでできるようになって、大変よか

ったというご意見がありました。

関連して、民生委員さんの関係のご意見がありまして、民生委員さんに自分としてはどこまで頼って

いいか、本当は相談したいことはいっぱいあるんですが、民生委員さんもいろいろと活動されており、

迷惑をかけたくないので、どこまで自分の障がいについて話していいか悩むというご意見でした。

３つ目ですが、ご自身の障がいに関連して会を立ち上げたということで、今後の情報の発信など、行

政にいろいろ相談に乗ってもらいたいということでした。

それを踏まえて、最後に本人部会の感想をお聞きしました。本人部会の中では発表できたり、いい経

験ができた。知らない障がいの方の話に聞くことができた、参考になった。各障がいの分野について集

中して議論してほしい。それから、いろんな障がいの方の悩みを直接聞けてよかったと思う。部会のお

かげでいろいろな市の活動を知ることができた。今後は自分で情報をとりに行かなきゃいけないと思う

ので、ホームページ等で勉強していきたいなどの意見がありました。本人部会の皆さん、サービスを使

っている人、使ってない人、いろんな方がいらっしゃいました。30年度は、施設の見学とか、障がいに

関連するようなことをお聞きしましたが、またご意見を反映させて、次年度の本人部会でも事務局から

恐らくテーマの案を出すと思いますので、そういった際に参考にさせていただこうと思っております。

以上です。

会長：ありがとうございます。

本人部会で出た意見については、議題に上げるとすると、事務局が案をつくってあげるということで

すかね。わかりました。

本人部会について、ご意見、ご質問あればお願いします。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：ご説明ありがとうございました。

１点確認です。新浦安駅前の車椅子の方の入店可能なマークというところですが、届け出制でしたっ

け、それとも任期制でしたっけ。教えていただけますか。基本的な質問で申しわけありません。

会長：これは市がやっているわけではないんですよね。多分、そのお店なり商店街なり独自にそういうマーク

をつくって張ってあるのかなと理解したんですが、ご存じの方いらっしゃいませんか。

事務局：よく車にも張られていたりする、車椅子のブルーのマークのことですかね、このお話は。入店がオー

ケーと書かれているわけじゃない、多分あのマークだと思うんですが、私が把握している限りでは、特
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に効力のあるマークではなくて、量販店なんかにも普通に売られているステッカーということで、あれ

をつけているから、必ず車椅子用の駐車場にとめられるとか、路駐が可能だとか、そういうことではな

いと把握しています。なので、逆に言えばどなたでも入手可能ですが、車椅子を使っているとか、オー

ケーですよという類いでもしかしたら使われているのかなと思います。

会長：千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：多分、そうだろうなと思ったんです。これで思ったのは、当事者の方が聞くのも嫌だという感

覚が、確かにそうなんだろうなと。これから来年のオリンピック・パラリンピックに向けて、開催県、

これは東京都ですが、千葉県としては成田がありますのでね。そういった意味では、こういう視点もす

ごく大事だなと。

車椅子の方の目線に立ったときに、ああこのお店は安心して入れるんだということがマークとしてわ

かるようなものの検討・取り組みというものも、これ早急にやってみてもいいのかなと感じました。こ

れはあくまでも意見として。

以上です。

会長：ありがとうございます。そうですね、車椅子の方が車椅子を理由に断られるというのも、狭いお店など

ではあり得るかもしれないですが、今は大体どこでも大丈夫なのかなと思っていたので、こういう当事

者の声を聞くと、ああまだまだ断られて嫌な思いをしたこともあるのかなと感じました。

ステッカーばかりで、団結するのも大変ですが、ただまだそういう途上にある現時点においては、い

ろいろ張っておくにこしたこともないのかなと思いながら聞いておりました。

そのほかございますでしょうか。

私から１点。民生委員さんにどこまで頼っていいのか、あまり迷惑もかけられないと当事者の方が思

われているということに、本当に心が痛むご意見でもあるなと思いながら聞いておりました。恐らく民

生委員さんはどんなご相談にも乗りますよというスタンスでおられて、むしろその後の専門的な相談機

関につなぐというところを民生委員さんがどこまで知っているのかなというところが気になったんです

が、これも民生委員さんと、基幹相談支援センター、周知されているのかとかいうようなことがわかれ

ば、また後でもいいので教え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。

ありがとうございました。最終のページには、先日２月７日行われた合同部会の報告が掲載されてい

ます。東野の複合福祉施設についての事務局からの説明と、その参考になる事例として社会福祉法人り

べるたす理事長、伊藤さんからの講演会がございました。参加された委員の方もいらっしゃると思いま

す。ご感想などをお聞かせいただければとは思うんですが、どなたかご発言願ってもよろしいですか。

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも、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：伊藤理事長のお話は非常にためになったといいますか、グルー

プホーム支援ワーカーの方がまさにりべるたすさんの実践は面的整備と通じるものがあるとおっしゃっ

ていて、みんながちょっとずつ頑張る、みんなで手分けをして、一人の方の人生をしっかり支えていく。
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その考え方が浦安の市内でも官民、それからフォーマル、インフォーマルの資源に携わる市民の皆さん

と一緒に共有ができたら、地域生活支援拠点も本当に障がいのある方の地域生活の拠点になっていくん

だなと、ある意味勉強、俯瞰もさせていただいた、いい時間だったと思っております。ぜひ、今回の伊

藤理事長のお話を浦安の地域生活支援拠点でも一つ形にしていけるような、結果が出せていけたらいい

なと思いました。

以上です。

会長：いい感想を言っていただいてありがとうございます。最後の行に、講師の「みんながちょっとずつ頑張

る」という言葉が印象的であったという言葉の文章が載っていて、本当にそこが最終的な伊藤さんのお

話の最後の言葉だったのかなと思います。これは拠点の話と通じていて、１カ所が頑張っても、拠点と

いうのはできない、市内の事業所の皆さん方が少しずつ出し合うというところでないと実現しないとい

うようなことが、私も中にいて強調したつもりだったんですが、その辺の具体的な形を今後つくってい

ければと思いました。

そのほかご意見、ご質問ございますか。

では、次の議題に入っていきたいと思います。議題（２）です。平成31・32年度の自立支援協議会の

組織について、事務局からお願いします。

事務局：資料の確認ですが、議題（２）については事前資料として２種類配付しております。資料１はパワー

ポイントの資料、資料１－２は自立支援協議会の組織と運用の資料で、資料１で説明する内容を反映さ

せたものになっていますが、本日の説明は、資料１のみを用いてまいります。あと、今回参考にお持ち

いただいた第５回協議会の資料は必要に応じて使うときにお知らせしますので、よろしくお願いします。

それでは、説明に入らせていただきます。

正面にパワーポイントを映しています。資料１をそのまま映していますので、画面を見ていただくの

がわかりやすくていいかと思います。

スライド１と２に関しては、タイトルのみです。31年度・２年度の自立支援協議会の施設について、

まず組織についてご説明します。

スライド３には、前回、第５回協議会の振り返りを載せています。前回は自立支援協議会を活性化す

るために、事務局から３つほど提案をさせていただきました。

まず１つ目、会議の回数です。これまで年６回としていたのを、そのうち２回についてはテーマを設

けて、議論を深める形に変えたいと提案させていただきました。それを実現するに当たっては、これま

で委員としていずれかの部会に所属していた会長の位置づけを変えて、特定の部会には所属せずに、全

体を総括する立場で議題の総合調整を行う形にしていきたいということ。そして、会長が全体調整を行

うために、必要な材料として、各部会終了後、リーダー等から内容がわかるメモのようなものを提出し

てもらうということを提案しました。こちらの狙いは、協議会と部会の連動を高めて、地域生活支援拠

点という機能を回していくエンジンとして協議会を活性化していきたいということがあります。

スライド４に図示しておりますが、協議会本会から部会に対しては協議の依頼、議題の分配を行い、
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部会はそれに対して報告するほか、提案なども行っていく。そして、さらにまた協議会本会が部会に対

してフィードバックを返していくというような連動を生み出していきたいということです。ただ、この

連動をつくり出したいということは、連動が生み出されていないという現状の課題のあらわれであると

考えています。

スライド５、今申しました課題について整理をしました。協議会と部会に分けて載せていますが、協

議会本会の課題として、形式化としていますが、前回の協議会の議論でも部会活動報告が主な内容にな

ってしまっているというようなお話があったかと思います。要因としては、情報が共有されにくいとい

う現状があり、またその原因は何かと考えていくと、議事録に関して事務局でも時間がかかってしまっ

ているということがあるかと思います。情報を共有するために、議事録を委員、あるいは市民の方々も

確認するに当たって、負担もあるのではないかと考えました。

もう一つの要因として、前回の協議会でお話しましたが、部会横断的な課題の設定ができていないと

いうことがあります。これは事務局対応の限界が一つ原因として考えられるのではないかと考えていま

す。

部会です。こちらの課題も形式化としていますが、協議会本会とはニュアンスが異なりまして、自由

な議論が制限されているのではないかということです。これも前回協議会で話題になりましたが、課題

について議論を深めようとすると、どうしても個人情報に絡んでしまうことがある。具体例があれば、

リアリティーを持って、課題への対応が考えられるのにというようなお話があったかと思います。

今日の部会活動報告でも、もっと現実に沿って個々のケースの話ができれば、より支援について考え

られるのではないかとか、あるいは委員一人一人がもっと意見を言って、日々感じていることをざっく

ばらんに話せないと、議論が深まっていかないのではないかという意見が載っていたかと思います。

そのほかにも年４回に関して先ほどお話がありましたが、時間不足だったり、委員同士の遠慮があっ

たり、話し合いができる関係性の構築まで行き着いていないという中、個人情報の絡みがあって、腹を

割った議論に至っていないという現状があります。ただ、こちらについては先ほど来話題に上がってお

りますが、今年度は作業部会を活用することによって、一部改善が図られたのではないかなと感じてい

ます。

スライド６ですが、こちらには現状の協議会の年間スケジュールを図示しています。現在は４月と議

会月を除いた７カ月の間に、協議会本会と部会を合わせて全部で26回会議を開催しています。一見して

わかるように、正直部会ごとの連動もなかなか十分にとることができない。協議会と部会の連動はさら

に生み出せていないというのが現状です。

この流れを変えたいと考えたのがスライド７になります。協議会と協議会の間に各部会の会議を開催

することで、協議会から部会へ、部会から協議会へという課題の分配と話し合い、そして報告とフィー

ドバックという流れをつくっていきたいと思っています。また、年間の協議会を６回のうち２回は特定

のテーマを決めて開催するほか、年４回の部会では足りないという声も上がっておりましたので、それ

を補うためにも部会のリーダー、サブリーダー等が自発的にプロジェクト会議というものを開催する。
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それで議論を活性化するということを意図しています。

スライド８にお示ししているのは、議題の提起、議論、報告、フィードバックという、協議会本会と

部会の連動やプロジェクト会議等による部会間の連動を引き起こすのに必要なこととして、情報の共有

と自由に議論できる環境が必要ではないかと考えました。

スライド９、こちらは課題への対応を示しています。協議会本会の課題と考える形式化、部会の報告

が主な内容になってしまっているという課題に対しては、会議の回数、内容の設定の仕方やメモの活用、

あるいは会長による総合調整によって対応していきたい。ここまでは前回の協議会で提案させていただ

いたところです。

そして、今回はもう一つの課題、部会の形式化。つまり自由な議論ができていないのではないかとい

うことに対して、事務局から追加の提案をさせていただきたいと考えています。

今年度、部会では作業部会を活用してきたわけですが、それによって一部改善が図られたという実感

があることもあって、次年度以降は部会の位置づけを本会の作業部会として開催することを提案させて

いただいています。ここに関しては、ぜひとも皆様からご意見をいただきたいところです。

スライド10、こちらはこれまで説明した追加の提案をまとめたものです。

スライド11、こちらに載せてありますのは、提案によって変わることと、その効果といいますか、狙

っていることをまとめています。会議の公開については、現在のところは協議会本会も部会も原則公開

で、議題により非公開としています。これを協議会本会はそのままで、部会を作業部会化して、作業部

会化するということは原則非公開ということになります。そして、議事録については、現在は協議会本

会も部会も全文公開なのを、協議会本会はそのまま全文公開として、加えて議事の要旨をまとめたメモ

も公開して、一般の市民、協議会委員以外の方にも協議会の情報をわかりやすく開示していくことを考

えています。ただ、部会は作業部会化することになりますから、メモのみを公開することになります。

これらは、狙いとしては部会を作業部会化することによって、地域課題について議論を深めるために、

個人情報に触れる心配なく議論できる環境を整えるというのが大きなポイントです。そして、要旨をま

とめたメモを活用して、協議会本会と部会の間の情報共有を図り、議論の基盤とするほか、委員以外の

関係者に対しても自立支援協議会の現況を伝えていくことを目指していきたいと考えています。

スライド12、こちらには他市の自立支援協議会の状況についてまとめました。前回の協議会で個人情

報の絡みと会議の公開について質問があった際、他市の状況を調べますということで回答をさせていた

だきましたので、近隣市の状況について調べました。そちらを参考にお示ししています。調べた範囲で

すが、ここにある市川市、千葉市、江戸川区、船橋市、松戸市は、いずれも協議会本会については全て

公開で、議事録も公開となっています。ただ、部会に関してはまちまちです。例えば市川市のように部

会の会議は公開しているけれども、議事録は非公開であるとか、船橋市も部会は公開ですね。ただ、傍

聴はほとんどないと聞きました。こちらも公開しているけれども、議事録は非公開にしている。逆に、

千葉市や松戸市は部会も議事録、会議の公開も非公開にしていて、議事録も非公開にしている。協議会

に関してはどこの市も公開で、議事録も公開しているけれども、部会に関してはそれぞれの市で異なっ
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ているという状況でした。

新規の提案についてはここまでですが、部会を作業部会化して非公開とすると、情報公開の逆の流れ

になってしまうのではないかという懸念もございますので、あえてそういう提案をする理由を丁寧に説

明させていただきますと、事務局としては東野の複合福祉施設が来年にもでき上がって、地域生活支援

拠点という仕組みを機能させていくためには、協議会の議論をもっと活性化していきたい、していかな

ければいけないということで、正直焦っているところです。そのためには、協議会から振り分けられる

議題について議論をする際に、具体な事例を用いて議論を行っていくほうが、よりリアリティを持って

地域の実態に迫れるのではないかと思っています。

実際に今年度の部会の中で、事務局として気になった事例についてお伝えさせていただきますと、公

開の会議の際、具体的な対応について委員に説明がありまして、それに対して委員側、対象となる当事

者の方が具体的には１人しかいないので、そのことを言ってしまうと、それが誰かということがわかっ

てしまう、だから言えませんということがありました。そんな問答がしばらくあって、結局その事例に

ついてお答えはしなかったわけですが、質問した方も、あるいはされた方も、後味が悪かったというよ

うなことがありました。この事例に関しては、本来であれば守秘義務が前提とされた中で、具体例を挙

げられればより議論が深まったのではないかなと感じた、そういったことでした。

部会において、個人情報に触れるという心配のない環境で部会を開催したほうが、より地域課題に迫

れるのではないかという観点から提案しております。ただ、これについてはそれぞれの委員でいろいろ

考えるところがおありかと思いますので、ご意見をいただければと思っています。

スライドを続けさせていただきますと、スライド13は委員についてというタイトルです。

スライド14、15に関しては、前回も説明した内容を振り返りと確認ということでお示ししています。

前回、こちらについては特にご意見はなかったんですが、再度内容を示しました。

スライド14にあるのが自立支援協議会ですが、要綱に基づいて委嘱します。第５回の協議会でもお知

らせしたように、今回は任期が10年になるという委員の方はおりませんので、お伝えしておきます。

スライド15です。こちらも部会についてはこれまでどおりで、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、当事者段階や福祉サービス事業所に対して参加を希望するかどうかという

アンケートを実施して、希望があれば人数の調整を行った後に、団体の代表に委員の推薦を依頼すると

いう形です。この委員に関しては、第４回の権利擁護部会の中で、公共交通機関の方にも声をかけてみ

てくれませんかという声が上がっておりましたので、アンケートの対象の中に入れていきたいと考えて

います。

最後、本人部会です。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です。予定では広報うらやす４月１日号を用いて公募をしていきます。対象は障が

いをお持ちの当事者の方で、人数は６名程度、より広く当事者ご本人からの意見を聴取したいという意

図がありますので、当事者団体に加入していない方を優先としていますが、本人以外の家族の方が団体

に所属している場合は大丈夫ということにしています。



19

また、同様の理由で、以前に本人部会の委員を務めたことない方を優先としています。選考について

もこれまでどおりに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。

説明は以上です。

会長：ありがとうございました。

補足ですが、この事務局の案、会長の私も一緒につくったというか、相談しながらつくらせていただ

きました。部会の位置づけについては、ここは浦安市としては部会の中にさらにワークショップですね、

グループワークを作業部会と呼んでいるので、そもそもが部会と作業部会が違うもののように認識はさ

れているんですが、本来部会は作業部会なのかなと私としては認識をしております。だから、各市の対

応のように、部会を全面的に公開、しかも議事録も話された内容まで全て公開というところは一市もな

いですよね。そういった中で、市の対応もこれ協議会は速記を入れてないので、多分、市の方がテープ

起こしをされているのかなということですよね。

もう少し本来的な業務に時間を割いていただきたい部分のところで、テープ起こしに時間がかかって

しまっているというところも事務局の負担としてあるのかなと。ここは事務局から言いづらいところだ

とは思うので、私から補足させていただきますが。そういったさまざまな問題がこの部会の取り扱いに

ついてはあったのかなというところを整理させていただきまして、この提案に至っております。

本来、従来公開だったものを非公開にするに当たって、抵抗感とかもおありの委員もあるかもしれな

いので、ここはまた自由にご意見をお聞きしたいところであります。

ご意見。浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからお願いします。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：真摯にまとめられておられるので、そのことに敬意を表したいと思い

ますが、実は８年前、自立支援協議会で私がこの問題を提起して、2001年に情報公開法が成立して、要

するに情報というものが市役所のものでもないし、ここにいる委員のものでもない。市民のものなので、

原則は情報公開にするというのは原則であるべきなんですね。それに沿って浦安市はよくやってくれた

と思うんです。それから考えると、部会をプロジェクト化するから、これは情報公開しなくていいんだ

というのはちょっと違うんで、むしろ部会でこれから議論されることが非常に多くなって、そこは重要

になってくると思うんですね。だから、それが私は原則公開、それから個人情報が入るようなものにつ

いては、それは非公開にしてもしようがないと思うんですが、個人情報が入らないものついては自由に

議論するというような、ここに出席している委員の方、それから部会の委員の方、それはそういう責任

を持って、情報についてはご自分の責任である。発言していただかなきゃいけないので、私はそのとき

に部会については原則公開ということにご意見いただきたいと思います。

それから、議事録については、テープ起こしを専門の人にやってもらうのでないということで驚いた

んですが、やってもらったほうがいいと思うんですが。

部会については、傍聴をされる方に、一般市民の方にわかりにくいこともあるので、それがメモとい

うか、要約という形でわかりやすいものに変えていただくということで、むしろ議事録ではなくてもい
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いんじゃないかと思います。それが要約というものが自立支援協議会本会で添付されて議論されるなら

ば、それは構わないと思う。

いすれにしろ、基本的には情報というのは市民のものであって、部会のものでもないんだから、その

プロセスはクリアに、透明にしておかなければいけないということで、私は原則部会は公開にしておい

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。

事務局、お願いします。

事務局：一つだけ意見の訂正というか、テープ起こしの部分です。テープをそのまま文字として起こしてもら

うのは、外部に出しています。ただ、外部から戻ってきたものがそのまま即皆様に確認をしていただけ

るようなものなのかというところ、あるいは個人情報が出てしまっていないかとか、そういった確認が、

かなり事務局の手が入っているということです。以上です。

会長：すみません、私も。テープ起こしそのものをしているわけではないいうことですよね。ただ、その後が

結構また大変ということですよね。でも、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブの意見としても、部会

の議事に関しては議事要旨でいいのではないかということですかね。

はい、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：ちょっと説明しますと、ここで議論していることって、結構専門的な

ことが出てきてしまうことがあるわけですね。だから、議事録全部をホームページで公開して、皆さん

に理解していただこうとしても、理解できないんじゃないか。事実私も最初出ていて、インクルーシブ

教育と言われて、何のことだろうと思って、やっているうちにだんだんわかってきたんですが、委員の

専門の方、長年やっている方はわかるかもしれないけれども、一般の方にはわからないじゃないの。だ

から、そういったことを避けるためにも、議事録じゃなくて、むしろそっちのほうがいいんじゃないか

なと、そういうことで申し上げたんです。

以上です。

会長：今のご意見は、長々と一言一句ということではなくて、要旨を簡略化したり、専門用語みたいなものを

説明を加えて公開したほうがより伝わるんじゃないかと。そういう趣旨ですかね。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：そうです。

会長：わかりました。ありがとうございます。部会はそういう形で簡略化をしつつも、原則公開としたほうが

いいんじゃないかというご意見でした。

千葉商科大学、お願いします。

千葉商科大学：浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、ご意見をありがとうございました。原則的には私も考

え方に賛成というか、これが原点ですよね、情報公開。ただ、ここから私の意見を言わせていただきま

す。

事務局から、なぜゆえにこの提案が出たかということを私は重視したい。その背景に最もしっかりと
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声を受けとめなければならない当事者及び当事者を支える家族の方の声、それが弊害として、先ほども

具体的に出ましたが、具体的な、要するに自立支援協議会というのは報告会ではない。課題に対してど

うするということを議論し、議論するだけではなくて、実際にどうするんだという具体的な施策に持っ

ていくという会議があるならば、大前提はご本人、もしくは家族の方の声をしっかりと受けとめるとい

うことから始めなければいけないのに、そこの弊害があった。それが個人情報という名のもとに、議論

がここから進んでいくのかなと思ったら、いやこれ以上の話は個人情報にひっかかりますので、避けた

いということで、そこで議論がすとんと途切れてしまっていた。浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ

がおっしゃりますように、部分的に原則公開、そしてここからは個人情報が入ってくるから非公開とい

う、これなかなか実務上難しいなと感じています。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、提案です。これは会長も含めて、自立支援協議会をより内容

のあるものにしていこうというトライアルでもありますので、この１年間ぜひ非公開という形でやって

みて、その効果性、そして何よりも大事なのは、それによって家族の方、当事者の方が非常に物を言い

やすくなった、議論も活発にできるようになったという、効果性のほうが大きいという評価が出るのか、

それとも原則公開にのっとってもとに戻すべきなのかという。これ一回チャレンジをしてみる価値が私

はあると感じております。

繰り返しますが、私が大事にしたいのは、原則公開という浦安市視覚障害者の会トパーズクラブの考

え方、これもう大賛成というか当たり前なんです。だけど、より浦安市のこれからの障がいを持った

方々に対しての支援をどうするかという議論を活発化していくためにも、一つのトライアルとしてぜひ

この部会、そして作業部会については非公開とするという形をとってみて、実際それに対してどうなる

かということをぜひ評価していただきたいなというふうに。

ですので、期限つきでこれは一回、これで決まったからずっとではなくて、この１年間しっかりとや

ってみて、その評価は改めてこの協議会で議論をするというような、一応補足事項をつけた上での賛成

という形で私はご議論していただきたいなと思います。

以上です。

会長：ありがとうございます。期限つきのトライアルというやり方もあるんじゃないかということです。

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：私はテーマによって公開するか非公開にするかということはできるわ

けで、原則は公開という、2001年の情報公開法にのっとって公表するべきではないかと思います。

その辺は会長と、部会長、それから事務局で相談して、原則は公開だけれども、これは非公開にしな

きゃいけないテーマだから、これについては非公開にするということで、やっていただくと。原則を曲

げるのは私は反対なんです。日本の情報公開というのはすごくいいかげんで、おくれている。

例えば、この前の選挙のときにのり弁という言葉が情報公開がうまくなされてないということで、公

言して都知事になった方がおられましたよね。そういうものが平気で行われるようじゃいけないと。

私は海外に20年間いて、北米に15年間いたんですけれども、カナダとアメリカですが、カナダに行っ
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たときにアメリカの議会の中国関係の専門会議があって、それの議事録とか、公聴会の議事録とか、そ

れらネットでとっていたんですけれども、今はとれないです。それがある時ネットに、次回の公聴会は

ホームページに載せられなくなった、要するに。希望する人は言ってくださいと。言ったら、ちゃんと、

私はそのときはカナダにいたんですけれども、送ってくれたんですね。だから情報公開の原則というの

は守っていかないと、やっぱり本当の民主主義というのは育たないと思います。

だから、千葉商科大学のおっしゃることはわかるんですが、原則ということは、１年間やらないんじ

ゃなくて、原則は貫いておいてトライするということはあってもいいと思います。だから、そういうこ

とでおさめ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。

そのほかのご意見、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：私たちの原点って、一人の困った人の地域のニーズを導き出し

ていって、その人の暮らしが豊かになるという、結果を出すために私たちは参加しているんだろうとい

うことを最後の部会で確認をしました。いろいろと仕組みだとか、チャートだとか、それも確かに大切

で、私たちはそれも手がけてはいくんだけれども、でも原点にあるのは一人の人の困ったこと。それを

相談支援部会ではきちんと議論をし、本会に上げ、その人の暮らしが豊かになっていくという波をつく

っていかないといけないという共通認識はできたんじゃないかなと思っています。

そうなっていくと、必然的に話していく内容が非常に個人情報といいますか、一人の人の困った暮ら

し、生活、実態ということになっていくとなると、原則非公開なのか、原則という言葉が１年チャレン

ジの上で非公開になるのかという形は横に置いておいたとしても、非常に公開される部分は少なくなる

んだろうなということと、議事運営上、公開の部分と非公開の部分というのを切り分けていたときに、

何ていうんでしょうか、議事進行上もなかなかテクニックが必要になってくるという感想めいたコメン

トになるんですが、相談支援部会、２年間運営させていただいた立場から述べさせていただきました。

会長：ありがとうございます。確かに、相談支援部会だと個人情報にかかわる部分、非常に多いという、部会

でやってきた上での感想ということですかね。

ついで各部会のリーダー、サブリーダーから自分のところの部会はどんな感じかというのをお願いし

てよろしいですか。

社会福祉法人敬心福祉会：地域生活支援部会では、これまでの例としては、そこまで個人情報が出そうになっ

て、いやこれはというようなところまではなかったということはありますが、ただ全くなかったわけで

はなくて、私自身が当事者にこういうことを言ってほしいみたいなことを言われて、名前を伏せて、こ

ういうことがあるからこういうふう。ちなみにそれはグループホームの情報についてもっと知りたいと

いうようなことでしたが、こういうことで困ったから、もっと情報を知りたいというようなこと。それ

をすごく具体的なその人が特定できるような形ではなくして、さらっと言いますねという感じで伝えて、



23

自分としては言ったつもりなんですが。そういうのは出てきます。

ただ、私自身は、例えば本会で行われたことの情報の提供であったり、委員の皆さんへの情報の提供

というのがメインなところであれば、個人情報に絡まないことが多いんじゃないかなと思うので、それ

が部会全体の、会全体の、もしかしたら半分以下の量なのかもしれませんが、そこの部分では公開をし

て、それ以外の部分は非公開というような形は全くできないわけではないと思います。

以上です。

会長：私も地域生活支援部会、メンバーなので、補足を申し上げますと、実は前回の終わった後に委員の方々

と立ち話させていただいたときに、家族の会の方で、家族会なので、実はいろんな情報は持っているん

だけれども、うちの息子の話はしないでほしいと言われているんだそうです。だから、黙っていても公

開だから言えないなとかいうことは多々あるのかなと。部会でまた、部会の委員にもご意見聞かないと、

すぐにどうなのかというところはなかなか言えない部分でもあるんだとは思うんですが。

あと、前回グループホームで断った事例があったら教えてくださいと言ったら、誰も教えてくれなか

ったです。なので、そういう公開されていると言いにくいというところも多々あって、僕の感触だと、

相談支援と地域生活支援部会は、個人の個別の困り感ということが議論のベースにある部会の２つなの

かなと感じています。

議題によっては切り分けも可能というご意見ではあったと思うんですが、そういう言葉に出せない部

会の委員の声もお聞きしたということは補足でつけ加えさせていただければと思います。

続いて権利擁護部会の浦安市社会福祉協議会、お願いします。

浦安市社会福祉協議会：権利擁護部会では、広報関係の話とかだと特に問題はないのかなという部分もあるん

ですが、委員の皆さんの中で当事者の方などいらっしゃって、全体で話すとなかなか意見が出づらいと

いう部分があって、非公開という形で３つぐらいでグループワークを行ったんですが、事例とかを話す

ときになってくると、どうしても忌憚のない意見というか、きめ細かい意見、今までの部会の中で出づ

らい部分が、グループワークを行うことによっていろいろな意見が出たこともあったのかなというのは

感じております。

会長：一回りしてよろしいですか。こども部会、教育研究センター、お願いします。

教育研究センター：今回、部会の中では事例検討ということはございませんでしたが、もし実際に行うように

なった場合には、これは非公開が妥当かなと思います。

議題の切り分けによって、確かに公開、非公開、可能かとは思いますが、先ほど社会福祉法人パーソ

ナル・アシスタンスともからもありましたように、一人一人の困り感というのがありますので、それぞ

れの団体を代表して来る方々は、その団体の方々の声を背負っているのもございますので、テーマに沿

いながら、時にはテーマから外れて、その個人が特定できる、もしくは学校が特定できるようなお話が

出てくることもあるかなと思われます。そのあたりは少し懸念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。
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浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：グループワークということで、権利擁護部会で１回やって、何人かに

分かれてやって、人数が少なくなったんで、議論がかなり盛り上がったということで、人数の関係もあ

るんじゃないかな。

だから必ずしも情報公開とは関係なかったように、私のいた班は感じがいたします。だからそれはち

ょっと違うのかなと。情報公開があったからなかったからということではなかったと思います。

以上です。

会長：ありがとうございます。

各リーダーからご意見聞く前に、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブからも、折衷案みたいなもの

もいただいていたところではあるんですが、僕の関心もあって、各リーダーにお聞きしたところです。

確かに各部会の各委員がどのように考えているのかということも、また無視できない話でもあります。

そういったことからすると、ここでまた決定というところも難しい部分もあるかなと話を聞きながら思

いました。

そこで、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブの折衷案、折衷案と言ったらいけないですかね。案で

すね。つまり原則公開のままではあるんだけれども、その部会のテーマといいますか、ありようという

か、そういったことによって各会に開催通知をする際に判断を私のほうでさせていただくという形で１

年やってみて、その効果検証もしっかり年度末にはやっていくということで、来年度１年間はやってみ

たいと思うんですが、いかがでしょうか。ご賛同いただけますか。

――：はい

会長：ありがとうございます。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：案を出しちゃったら、一緒に賛成せざるを得ない。

会長：すみません、何か申しわけないです。

それでは、この件についてはそういったことで、事務局の提案とは違うんですが、協議会の中ではこ

の案でまとまったということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、議題（２）に関してはよろしいですか。

社会福祉法人敬心福祉会。

社会福祉法人敬心福祉会：今の結論で質問ですが、会議の公開、非公開について、議事録は要旨をもって公開

するという形でよろしいですか。

会長：はい。そうなんですが、単なる議事要旨ということではなくて、市民の方々が理解できるようなもの。

一言一句委員が話したとおりのものというのは、かえって市民にわかりにくいと。また、議事録をもっ

てこの本協議会で話そうとしても、どこに何が書いているのかというようなところも考えると、活用で

きる議事要旨がいいんだろうというのが浦安市視覚障害者の会トパーズクラブのご提案で、私も賛同し

たところです。

私が取りまとめをしなかったので、申しわけなかったんですが、部会の公開するものに当たっては、

議事要旨ということですが、中身は市民の方々がよりわかりやすい議事要旨にしていこうというのが趣
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旨だったかと思います。よろしいでしょうか。

ほかに。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：今までのお話で大体大筋のところは見えてきたんですが、一つ気になっ

たのは、個人情報に関しては知る権利と、本人にとっては、会長がおっしゃったように、知られたくな

いという、そういうご希望もあると思うんですよね。今回、作業部会とか、あるいは自立支援協議会の

中で、もちろん私も相談支援部会の中の話ですけど、個人的に背景というのが、細かいことが見えてく

ることが、いろんなこと考える上で大事な情報であるので、そういうのは出していただいた上で、作業

部会でいろいろ話したと思うんですが、作業部会にそういう個人の情報を上げますよね。それを本人に

承諾を得ているのかなということなんですが。

私が県の条例の仕事をしているときに、最初に相談しているところで書面を一つ交わすんですね。そ

れは、いただいたいろんな情報を、各関係機関だとか、必要に応じて共有するような形を、本人が了承

するかどうかという書面を取り交わしていたんです。ですから、そういうものがあった上であるならば、

例えば県のところで出す報告書ありますよね。そういうところに情報の部分に関しても、その事例に関

しても報告で上げることができたと思うんです。いわゆる情報公開されていたと思うのですが、その辺

のところはどこかでチェックするんでしょうか。その事例に挙げられたご本人がそれを嫌がっている場

合はどうするのかなと。

大体、医師会や何かでも自分の研究発表とき、必ず患者ご本人からの承諾を得なければ、報告しない

という、そういうのもあるので。

会長：わかりました。つまり、最終的に議事録に載ってしまうとか、本協議会で公開の中で話される際の個人

情報の取り扱いというか、チェックはどうするのかということですね。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい。ご本人の承諾というのは、どこかで受けられているのか。それが

情報公開しようがしまいが、そこで議題に上げること自体もご本人が嫌がる場合もあるのかなと思うん

ですが。

会長：これはでも非公開の場合は守秘義務はその委員は負うというのが前提になっておりますので、非公開の

場合であれば、そこの場で出すことについては多分その委員の見識の中で、範囲の中で言っていただく

分についてはよろしいのかなと。ただし、それが公開となって、この場で傍聴の方もいらっしゃる中で

話されるとか、さらに議事録に載るというところについては、本人の承諾が要るということになるんだ

ろうと思うんですね。ですから……

介護給付費等の支給に関する審査会：そうであれば、わかります。

会長：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、よろしいです。

会長：わかりました。事務局で補足ありますか。個人情報についての取り扱い。

事務局：私、今年度の経験しかございませんが、相談支援部会の作業部会で扱ったものも、特定の個人のケー

スを詳細に分析していくというやり方ではなくて、なるべく抽象化した形で出していただいているとこ
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ろです。

非公開の場所に出すということに関しても、そういった配慮はしています。それをもし事細かに話す

のであれば、その方の同意に関してはもう一度詳細にこちらで確認をさせてください。ただ、ご本人の

承諾を得て公開の場でも話し合っていく必要があるというようなことになりましたら、それは委員がお

っしゃいますように、当然のことながら書面をもってご本人と確認をさせていただきたいと考えていま

す。

以上です。

会長：基本的には先ほど私が言ったとおりということでよろしいですか。

事務局：はい。

会長：わかりました。ありがとうございます。

そのほか、議題（２）についてございますか。

では、皆さんありがとうございました。議題（２）が結構大変かなと思っておりましたが、割と皆さ

んの同意がまとまったかなと感じております。ありがとうございました。

それでは、議題（３）その他。事務局からお願いします。

事務局：講演会のお知らせを置かせていただきました。年度末のお忙しいところ、しかも２週連続で大変心苦

しいんですが、まず来週の金曜日、３月８日に、浦安市で2020年の東京オリンピック・パラリンピック

の行動計画というものを策定しておりまして、その中の多様性への理解の促進というところで、障がい

事業課主催でシッティングバレー日本代表の佐々木選手をお迎えして講演会を行います。当日は円陣パ

スなんかを会場の中からやっていただける方、お声がけしてやりたいなと思っています。あと障がい事

業課で啓発ということで今、動画の作成をしています、ＣＭのような60秒ぐらいの。これは権利擁護部

会の中で、委員の皆さんから手法として動画なんかどうか、というのがあって、それが発端だったんで

す。お披露目会を兼ねております。３月８日、よろしければぜひ来ていただきたいと思っております。

正直、集客に苦戦しております。皆様、お誘い合わせの上、ぜひ10人ぐらいずつお連れいただけると大

変うれしいです。よろしくお願いします。

あともう一つ、３月16日、会長にもご出演いただくんですが、土曜日午前中になりますが、福祉の可

能性ということで、地域の幸せを仕事にするということで、福祉というのが弱者の方たちだけの制度だ

ったり、仕組みだったりというように捉えられがちなんですが、いま一度立ち返ってみますと、住民の

幸せが福祉という捉え直し方をしまして、そういった福祉の仕事の可能性というあたりを皆さんで探る

ような機会にしたいなと思っております。

浦安市で特定ＮＰＯ法人、こども部会の委員でもいらっしゃいます発達わんぱく会の小田さんにもご

登壇いただくのと、あとは白井市で社会福祉法人フラットの運営をされております林さんをお招きして

行いますので、ぜひこちらもいらっしゃっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。

会長：以上ですか。

事務局：はい。
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会長：ありがとうございました。３月16日ですか、なかなか難しいお題をいただいて、何とかまとめたスライ

ドは送付したものの、ちょっとどきどきしております。皆さん方、ぜひ会場に行って助けていただけれ

ばと思っております。

このほかに委員の皆様から連絡などございますでしょうか。よろしいですか。

傍聴の方、資料の返却をお願いいたします。

本日少し定刻を過ぎてしまいまして、申しわけございませんでした。皆さんの自由闊達なご意見、あ

りがとうございました。

それでは、これをもちまして第６回の自立支援協議会を終了いたします。今年度、そして今期最後の

協議会が終了ということになります。本日はお忙しい中ご参会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６回）次第

平成 31 年２月 28 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

（２） 平成 31・32 年度の自立支援協議会の組織について

① 組織について

② 委員について

（３） その他

３ 閉会
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部会活動報告 等

（１）部会活動報告

第４回こども部会活動報告 開催日 １月 24 日（木）

議題１ 地域の連携について（作業部会の補足）

（概要）前回の作業部会の結果（連携の図）を基に、さらに意見交換を行った。

（主な意見）

○連携図の中心を子どもと保護者にすることで、支える仕組みを表すのはどうか。

○連携図は成長過程ごとに作成されているが、すべての時期がつながっている必要

がある。個人情報という理由で関係機関ごとに情報を閉ざさないことが必要。

○こどもというと、18 歳までで考えがちだが、18 歳以降につながる支援を考える

必要がある。

○学校卒業後、どこにもつながらなくなってしまい、保護者は不安を抱えてしまう。

○連携図は部会の構成メンバーの所属のみで作成されており、完全なものではない。

今後、部会委員が変わっても、引き続き完成を目指してほしい。

議題２ 浦安市障がい者福祉計画 平成 29 年度の実績報告

（概要）第５回の自立支援協議会と同様、事務局より報告を行った。

議題３ 平成 31 年度以降のこども部会について

（概要）次年度以降の部会で協議を行っていく議題等について、意見を伺った。

（主な意見）

○関係機関の連携図を完成させ、ぜひ公表してほしい。広報うらやす等に掲載し

て、障がい福祉に関わりのない人にも見てもらえるようにしてほしい。

○行政が関わっておらず、就学前に情報が把握できないこどもの対策が必要。

○部会は年に４回なので、協議するテーマを明確にし、年度ごとの成果をさらに

あげられるようにしてほしい。

○作業部会では関係機関の方と話をしながら、意見を交換することができてよか

った。今後も取り入れていってほしい。

○事業報告や計画の説明を行う場合が多いが、もっと現実に沿って個々のケース

を紐解いていくことで具体的な支援について考えることができると思う。会議

の内容をよく考えるべき。

○組織の変化もあり、単年度での課題解決は困難。継続して協議する必要がある。

○部会委員の改選によって、前期の部会が引き継がれない。次年度は、今年度の

内容を引き継いだ内容にしてほしい。
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第４回相談支援部会活動報告 開催日 １月 29 日（火）

議題１ 平成 31 年度以降の相談支援部会について

（概要）次年度以降の相談支援部会の運営等について、意見を伺った。

また、部会での議論を深めるため、資料を基に相談の種類や全体の体制にお

ける各機関の役割について情報共有を行った。

（主な意見）

○相談マップづくりをしていく中で、どこにその相談が入ってきて、それがどう

流れてというフローが明確になってくると、相談の質の向上や市内の相談支援

事業所のネットワークづくりにつながると思う。

○作業部会というかたちで地域課題を出して、本協議会へあげていこうというと

ころまできたので、その先、本協議会でどうなったのか、そしてそれが返って

きて、部会でさらに地域の状況を踏まえてこうしたいとか、そのつながりを繰

り返していく必要があると思う。

○（協議会本会の改革案への提案について）より実効性のある協議会に変えてい

こうとする試みだと思う。本協議会が議論の場になるなら、部会に課せられる

役割も大きくなるので、各部会もしっかりと機能させていかないといけない。

○フローチャートづくり、相談マップづくりは早くやらないといけない。今回は

ここまで、次回はここまでと、具体的に期限を切って進めていかないと。

○本協議会の情報を部会でも説明してほしい。自分たちの伝えたことがどう伝わ

って、どうもまれているかわかるとよいと思う。

○拠点の相談機能を踏まえて、各機関の役割分担を考えながら、浦安の相談体制

を議論していきたい

○災害に備えて、相談支援としてどういうふうな役割を持つべきか検討したい。

○専門の障がい以外の、介護、生活保護などの社会福祉の分野についても共有で

きるような仕組みを検討したい。

○委員一人ひとりが意見を言える議題、日々感じている話題をざっくばらんに言

えるようなものとしないと、せっかくいい話をしても、それが形になっていか

ないのではないかと思う。

議題２ 浦安市障がい者福祉計画 平成 29 年度の実績報告

（概要）第５回の自立支援協議会と同様、事務局より報告を行った。

議題３ （非公開）第３回作業部会 相談支援部会・第２回作業部会の振り返り

（概要）来年度の協議会に向けて、地域で起きている課題で、次年度に議論をして

解決していきたいテーマを検討した。
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第４回権利擁護部会活動報告 開催日 ２月１日（金）

議題１ 「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」実施報告

（主な意見）

○メッセージカードの枚数が減った理由は？

→ツリーの大きさは昨年度と一緒であるが、カード 1枚あたりの面積が昨年度よ

り大きくなったことで貼れる枚数が減ったことも 1つの理由と考えられる。

議題２ 障がい者週間（12月3日～9日）に係る啓発の実施報告

（主な意見）

○庁舎１階市民ホールの受付横のタッチパネルでイベントの様子を障がい者週間

に関わらず流してみてはどうか。

○アナウンスを公民館等でも流してはどうか。

○広報、アナウンス、電光掲示板と各手法で周知できていて効果的だったと思う。

議題３ 成年後見制度の利用促進について

（概要）うらやす成年後見・生活支援センターで、普及啓発の取り組みとして行っ

ている紙芝居を紹介した。

（主な意見）

○親族後見人もいるので、後見人になった後のサポート体制があるとよい。

議題４ 浦安市障がい者福祉計画 平成29年度の実績報告

（概要）第５回の自立支援協議会と同様、事務局より報告を行った。

（主な意見）

○教員に、サポートファイルは“信用たるもの”であることを周知してほしい。

○サポートファイルについて、障害年金の申請の際のポイントが網羅されている

ような作りにしてほしい。

議題５ 平成31年度以降の権利擁護部会について

（概要）次年度以降の部会で協議を行っていく議題等について、意見を伺った。

（主な意見）

○講演会等で「権利」を前面にだし、「障がい」だけでなく、一般の人たちが興

味のある内容（例えば「犯罪・触法」等）で行うのがよいのではないか。

○具体的な身近な“困っている”“助かっている”話を１つずつ聞きたい、伝え

たい。取り残される人のいないまちにしたい。

○障がいのある人もない人も一緒に企画し、楽しめるようなイベントを。

○虐待や差別の話があまりされていないと感じた。「障がい」をマイノリティの

問題として、ＬＧＢＴ、部落、外国人等の側面から見てみるのも必要かも。
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○権利擁護について：明らかな権利侵害は専門家へ。皆で支える、という観点で

は「みんな同じ」は個性の尊重、「みんな違う」は個性がどこに起因するかを

知ること、であると思う。

○権利擁護部会の場で話すに留まらず、市民を巻き込んで色々な障がいがあるこ

とを知ってもらいたい。

○権利擁護部会として自立支援協議会本会への提案をしていきたい。

○野田市の小学生の事件のような、命に係わることの問題の深堀も必要では。

○権利擁護部会は幅広いが、広報活動に力点を置いていきたい。

○公共交通機関も委員として参加してもらいたい。
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第４回地域生活支援部会活動報告 開催日 ２月 14 日（木）

議題１ 浦安市地域生活支援拠点について

（概要）２月７日の合同部会において報告した「浦安市地域生活支援拠点」や講演

会などについて意見交換を行った。

（主な意見）

○ＧＨの特例の補足説明があった。

○地域生活支援拠点に「相談」機能が入るが、障がいのある方が一義的に相談す

る場合、どこに相談をするのか？

→基幹相談支援センターが一義的な相談先となる。

○通所棟の地域活動支援センターⅠ型に入る相談は地域生活支援拠点の相談機能

を担うのか？精神障がいに関する相談を受けることが想定されるが、そうであ

ればその旨を追記した方がよいのでは。

→地活Ⅰ型を行うにあたり、委託相談は行うが、地域生活支援拠点の相談機能

には位置づけていない。

○通所棟の多機能事業所は地域生活支援拠点の“体験の機会・場”の機能を担う

のか？

→当然に体験利用等はできる場であるが、地域生活支援拠点の機能には位置づ

けていない。

○緊急対応後の出口支援として「市内外の他の短期入所事業所とも連携を図り…」

とあるが、市外の短期入所事業所を利用するというのはどうかと思う。市内で

完結するよう面的整備を進めるべき。

○面的整備のために、ＧＨ整備した後利用者を受け入れたらインセンティブが発

生するような仕組みを検討してはどうか。

○先日の合同部会の講演にて、喀痰吸引を必要としている方に関して、事業所側

の把握しているニーズと当事者側のニーズにかい離があるという話があった。

ニーズをきちんと把握したい。

○平成27年度に障がい者福祉センター利用者に実施したような、ＧＨのニーズ調

査を全体に対して行ってほしい。

○今後の課題・方針中の「看護師等の人材不足が課題」は「介護職等の人材不足

が課題」ではないか。

議題２ 住まいの場について

（概要）委員から『グループホーム（ＧＨ）や将来の暮らし方について考えておく

こと』をテーマにミニレクチャーをして頂き、意見交換を行った。

（主な意見）

○「ＧＨでの煩わしさ」の話があったが、個室化されているのではないか？→現

状、相部屋は無く、個室化されている。
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○ＧＨは、生活しながら自立に向けての練習の場でもある。

○これまでＧＨは、誰にどのように相談したらよいのかイメージがわかなかったが、

説明によりイメージができた。

○ＧＨについて、もっと分かりやすく情報提供できるとよいのではないか。

議題３ 雇用・就労支援の推進について

（概要）第２回、第３回地域生活支援部会で出た課題の共有を行った。

（主な意見）

○いろいろな事業所があることは大切。１つの事業所で多くの作業が出来るのは

良い。大規模であれば多くの作業でそれぞれのその人に合ったものが可能とな

る。しかし、事業所によっては多くの作業が出来ない事情もある。作業内容に

より自ら選択ができるなら良いと思う。

○「就労移行の利用者減で閉鎖に至った」との意見もあるが、その理由は？

→・就労継続Ｂ型から直接就職する方もいたり、生活介護に移る方もいたりす

る中で、就労移行の利用に至らないケースがある。

・就職させてしまうと利用者が減ってしまうというジレンマがある。

・有期のサービスである。

こうした理由から、安定的な経営につながりにくい。

○“就労”を考える際には、実際に生産活動を行っている生活介護事業も含めて考

えるのがよいのかもしれない。

○共有に留まらず、これら出た意見を分析し、深めていった方が良い。

議題４ 浦安市の障がい者福祉計画 平成２９年度の実績報告

（概要）第５回の自立支援協議会と同様、事務局より報告を行った。

議題５ 平成３１年度以降の地域生活支援部会について

（概要）次年度以降の部会で協議していく議題等について、意見を伺った。

（主な意見）

○いろいろな人・事業者と関わることができたことは良い。

○グループホームに入居困難な重度の方の支援についても考えてほしい。

○グループホームにスムーズに入居出来ない事例がある。ここで顔の見える関係で

もあり、今後、スムーズになれば良い。

○グループホームの実感がまだわかないが、今後考えていきたい。

○例えば「就職が出来たから良い」ではなく、その後も切れ目のない支援を期待。

○（議題３で）「１つしか作業が無い」とかの議論ではなく、１つしかないとして

も、作業を細分化しできる環境を整えてほしい。

○特別支援学校の生徒の就労アセスメントの時期の分散が必要。（夏休みに集中し

てしまっていて、事業所としても対応が課題）
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第３回本人部会活動報告 開催日 １月 21 日（月）

議題１ 地域課題の提案について

（概要）２年間の本人部会、また他の部会の議題を振り返り、地域課題（委員や周

囲の方が困っていること、気になること）の提案について意見交換を行った。

(1)各部会活動報告に関連した意見

（主な意見）

○平日の日中に世話人さんが不在なので、その間に急病や、地震があった場合、

どう行動していいのかわからず不安である。

○８０５０問題の関係で、家のことが気になり、結婚など、自分のこれからの自

由な人生を考えていくことが難しい。

○バリアフリーハンドブックの啓発を今後も続けてほしい。

○悩んでいる人には、我慢しないで相談して聞いてもらうといいということを知

ってもらいたい。権利擁護センターには色々話を聞いてもらい助けてもらった。

○入浴施設で断られた等の差別の話はよく聞く。

○新浦安駅前に車いすの方の入店が可能なマークが貼ってあるお店がある。「車い

す大丈夫ですか？」と聞くのも嫌だと思う時もあるので、大変助かる。浦安市

全体でそのような点に気を遣ってもらえると非常にありがたい。

○自身の体験で、習い事をしていて、そこで社会性、マナーを学ぶことができた。

家族以外にも相談できる人がいると嬉しい。

○どこに自分の障がいの話をしていいかわからないという悩みを持つ人が多い。

○同じことを一人だけでなく、複数の人に言うといい。

○相談をする側とされる側は違う。相談を受ける方が大事だと思う。

○月に１回就労支援センターの相談員さんと面談を行っている。会社の人に言わ

れたことを進んでできるようになったりして、大変良かった。

○民生委員にどこまで頼っていいのか。本当は相談したいことがいっぱいあるが、

あまり迷惑かけてはいけないと悩んでいる。

○自身の障がいに関連して会を立ち上げた。今後も情報の発信等、いろいろ相談

に乗ってもらえるとありがたい。

(2)本人部会の感想、今後の本人部会について

○本人部会で、発表出来たりと、いい経験になった。

○知らない障がい者の方に話を聞くことができた。参考になった。

○各障がいの分野について集中して議論してほしい。

○色んな障がいの方の悩みを直接聞けて良かったと思う。部会のおかけで色々な

市の活動を知ることをできた。

○今後は自分で情報を取りに行かなければいけないが、広報や HP で情報を勉強し

ていきたい。
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（２)合同部会報告 開催日 ２月７日（木）

議題１ 自立支援協議会及び部会の活動報告

（概要）今年度の各部会の活動内容について報告

（主な意見）

○特になし

議題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

（概要）２月７日の合同部会において報告した「浦安市地域生活支援拠点」や講演

会などについて意見交換を行った。

（主な意見）

○地域生活支援拠点に総合相談は入るのか。

→基幹相談支援センターが地域生活支援拠点の相談機能を担う。

○出口支援で市外短期入所事業所等も含めて、とあるが、市外はその地域の人を

対象としており、やはり市内で完結するよう面的整備をすすめるべき。

講演会 「医療的ケアを必要とする方の地域生活を支える仕組み

～社会福祉法人りべるたすの実践～」

講師：伊藤 佳世子氏（社会福祉法人りべるたす理事長）

（概要）ＧＨの特例制度を利用した、重度身体障がいや難病疾患のある方、医療的

ケアを必要とする方の生活を支える仕組みについて紹介していただいた。

（主な意見）

○視覚障がいのある方もＧＨには住んでいるのか。

→住んでいる。

○保育園等で医療的ケア児は受け入れ可能か。

→本市では、保育園・幼稚園・小中学校等に看護師を巡回させ、医療的ケア児

を受け入れている。

○自身の行っているＧＨの運営からはかけ離れていると感じた。世話人ではとて

もできない。医療コーディネーターが必要だと感じた。

○講師の「みんながちょっとずつ頑張る」という言葉が印象的であった。
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第5回自立支援協議会の振り返り
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□自立支援協議会活性化のための提案

□目的：自立支援協議会の議論の活性化
＊協議会と部会の連動を高め、地域生活支援拠点（多機能拠点整
備＋面的整備）を機能させるエンジンとして回していくこと。

現在

会議の回数 年6回

会長の位置
づけ

委員として、いずれか
の部会に所属する

メモの活用 なし

変更後

年4～6回（6回のうち2回につい

ては特定のテーマを設定し、必
要に応じて開催する）

部会に所属せず、全体の総括、
議題の総合調整を行う。

部会終了後、リーダー等から会
長へメモを提出し、全体の議題
設定・総合調整に活用する



ねらい：協議会（本会）と部会の連動
を生み出すこと
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協議会
(本会）

部会

報告・提案、
地域課題の

掘り起し等

協議の依頼、
課題の分配等

連動が生み出されていない
ということ（課題）

フィードバック等



課題の整理
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課題・要因

協議会
（本会）

★形式化（部会報告が主な内容に）
⇒①情報が共有されていない

⇒事務局対応（議事録）の遅れ
議事録確認の委員負担

⇒②部会横断的な議題設定ができていない
⇒事務局対応の限界

部会

★形式化（自由な議論の制限）
⇒③自由闊達な議論ができていない

⇒遠慮、時間不足、関係性の不備
（＊作業部会の活用により一部改善）

⇒④情報が共有されていない
⇒事務局対応（議事録）の遅れ

議事録確認の委員負担



現状の協議会スケジュール
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協議会
１

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

議会 議会 議会議会
準
備

協議会
２

協議会
３

協議会
４

協議会
５

協議会
６

部会①

部会①

部会①

部会①

部会②

部会②

部会②

部会②

部会③

部会③

部会③

部会③

部会④

部会④

部会④

部会④

本人① 本人② 本人③

合同① 合同②

・4月と議会月を除く7か月間に26回開催



生み出したい流れ
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協議会
１

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

議会 議会 議会議会
準
備

協議会
２

協議会
Ａ

協議会
３

協議会
Ｂ

協議会
４

部会①

部会①

部会①

部会①

本人① 本人② 本人③

合同① 合同②

部会②

部会②

部会②

部会②

部会③

部会③

部会③

部会③

部会④

部会④

部会④

部会④

プロジェクト会議 プロジェクト会議 プロジェクト会議



生み出したい流れ
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・協議会と部会の連動（議題の提起、議論、報告、フィードバック）
・部会間の連動（プロジェクト会議等）

こうした流れを引き起こすのに必要なもの

・情報の共有（迅速に、的確に、相互に）
・自由に議論できる環境



課題への対応
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課題・要因 対応（案）

協議会
（本会）

★形式化（部会報告が主な内容に）
⇒①情報が共有されていない

⇒事務局対応（議事録）の遅れ
議事録確認の委員負担

⇒②部会横断的な議題設定ができていない
⇒事務局対応の限界

★会議回数の変更
①メモの活用

②会長による調整（事
務局）

部会

★形式化（自由な議論の制限）
⇒③自由闊達な議論ができていない

⇒遠慮、時間不足、関係性の未成熟
（＊作業部会の活用により一部改善）

⇒④情報が共有されていない
⇒事務局対応（議事録）の遅れ

議事録確認の委員負担

③少人数での議論

⇒部会の作業部会化
（作業部会の拡大）

④メモの活用
（応用）



自立支援協議会活性化のための提案（追加）
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部会の公開 協議会（本会）と同様

メモの応用 なし

部会を協議会（本会）の作業部会
として位置づけて、自由な議論を
促進する

議題の総合調整に活用するほか、
協議会（本会）と部会の情報共有
を図り、連動性を高めていく。

現在

会議の回数 年6回

会長の位置
づけ

委員として、いずれ
かの部会に所属する

メモの活用 なし

変更後

年4～6回（以下、略）

部会に所属せず、全体の総括、議
題の総合調整を行う。

（略）＊メモの応用参照

＜部会⇒協議会＞ 終了後、事務局にてメモを作成し会長へ提出。全体の議題設定・総合
調整に活用する。メモは議事要旨として公開するほか、協議会委員へ資料として送付する。

＜協議会⇒部会＞ 終了後、事務局にてメモを作成し、会長確認後、部会委員へ送付する。



提案によって変わることとその効果（ねらい）
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協議会（本会） 部会

会議の公開 原則公開
＊議題により非公開

原則公開
＊作業部会は非公開

議事録 議事録公開 議事録公開

会議の公開 原則公開
＊議題により非公開

原則非公開（作業部会化）

議事録 議事録の公開
メモ（議事要旨）の公開

メモ（議事要旨）の公開

●公開：部会を作業部会化することにより、地域課題についての自由な議論を促す。
●議事録：メモの活用により、協議会（本会）・部会間の委員同士の情報共有を図り、

議論の基盤とする。
また、協議会（本会）・部会共、メモ（議事要旨）を迅速に公開することにより、
委員以外の関係者に対しても、自立支援協議会の状況を伝えていく。



参考：他市の状況
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部会構成 会議の公開 議事録 報酬等

市川市 ①協議会
②部会（4）

①②公開
＊議題により非公開

①公開
②非公開

①②なし

千葉市 ①協議会
②運営会議
③部会（3）

①公開
②③非公開

①公開
②要旨公開
③非公開

①②なし

江戸川区 ①協議会
②部会なし

①公開 ①公開 ①会長8000円
委員3000円

船橋市 ①協議会
②部会（4）

①②公開
＊傍聴ほぼなし

①公開
②非公開

①9800円
②なし

松戸市 ①協議会
②部会（5）

①公開
②非公開

①公開
②非公開

①8500円
②なし



②委員について
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第5回自立支援協議会の振り返りと確認
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□委員の選考について

(１)自立支援協議会
自立支援協議会設置要綱に基づき、障がい事業課で
選考を行い、市長が委嘱する。



第5回自立支援協議会の振り返りと確認
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(２)部会
・権利擁護・こども・相談支援・地域生活支援

⇒当事者団体、福祉サービス事業所へのアンケート方式
①当事者団体、サービス事業所に参加希望の有無と部会の希望を確認
②部会の人数調整（事務局）
③調整後、関係機関の代表から委員の推薦をもらい、委員を決定する。

（前回と同様）
・本人

⇒公募による
①広報うらやす4/1号及びホームページで公募
②書面（応募動機）と面接により、障がい事業課で選考する。

＊その他：より広く、本人からの意見を聴取するため以下を優先とする。
・当事者団体に所属していない方

（本人以外の家族が団体に所属している場合は応募可能）
・以前にも本人部会委員を務めたことがない方

（前回と同様）



議題（2）資料 1-2
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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）

１．組織

(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。た

だし、会長の職にある者においては特定の部会には属さず、全体的な議論の整理及び議題の総合調整

を行う。

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

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) 協議会と各部会の連携体制について

① 協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」を確認し、各部会等へ協議の依頼等を行

う。また、各部会から収集した意見について議論を行った上で、部会に対してフィードバック

を行う。

② 各部会は、協議会の依頼を受けて議論を行うほか、部会毎の課題設定に基づき議論を行う。ま

た、会議毎に「協議会へ報告・提案すべき事項」を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

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：年４～６回

＊６回のうち２回については特定のテーマ設定の上、必要に応じて開催する。

その他４回についても、部会との連動を意識し、議論を深めていく1。

ただし、障がい者福祉計画策定年次においては、計画についての議論を優先して行う。

部会：年４回程度（本人部会 年３回）

＊プロジェクト会議については、特に回数を定めない。

合同部会：年２回程度

＊必要に応じて開催する。

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。

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配、フィードバック等

報告・提案、地域課題の掘り起し等
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５．報酬等

自立支援協議会：１回 会長 9,500 円 委員 9,000 円（浦安市の非常勤特別職の基準）

部会：１回 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

また、プロジェクト会議は、報酬等の支払いの対象とならない。

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

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、会長を除く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。
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【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。

８．会議と議事録の公開

協議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。

また、部会は原則非公開とし、議事録については議事要旨のみ公開することとする。

議事録及び議事要旨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

＊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。


