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平成30年度第１回浦安市自立支援協議会相談支援部会 議事録

○「障がい」の表記について

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

（例）障がい者福祉センター、身体障がい者福祉センター など

○委員名の表記について

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

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

１．開催日時 平成30年５月22日（火） 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

社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも（リーダー）、社会福祉法人サンワーク（サブリーダー）

いちょうの会、浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ、浦安市身体障害者福祉会

社会福祉法人敬心福祉会、ＮＰＯ法人千楽、ＮＰＯ法人発達わんぱく会、エメラルドサポート株式会社

有限会社総合リハビリ研究所、ＮＰＯ法人カプア、浦安市社会福祉協議会

介護給付費等の支給に関する審査会、新浦安駅前地域包括支援センター

中核地域生活支援センターがじゅまる、高齢者包括支援課

４．議題

（１）浦安市自立支援協議会と平成30年度相談支援部会の運営と議題

・平成30年度浦安市自立支援協議会について

・地域生活支援拠点について

・平成30年度相談支援部会について

（２）基幹相談支援センターの平成30年度事業計画

５．資料

（１）議題１資料１－１ 平成30年度浦安市自立支援協議会と部会の運営及び議題について

（２）議題１資料１－２ 浦安市に求められる地域生活支援拠点とは

（３）議題２資料 平成30年度 基幹相談支援センター事業計画

（４）参考資料 市の現状

（５）参考資料 平成30年度自立支援協議会スケジュール
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第１回浦安市自立支援協議会相談支援部会を開催します。

本日はお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございます。

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

は２年目となります。相談支援部会は委員の皆様の変更はございませんでしたので、委員の皆様におか

れましては、今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

なお、引き続き事務局は、障がい事業課が務めますのでよろしくお願いいたします。

それでは、はじめに、会議の進め方について、確認事項がございます。

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

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

す。

特に個人情報に係る発言等につきましては、十分なご配慮をお願いいたします。

また、ご発言の際にお願いがございます。会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は、挙手いただ

き、リーダーの「○○委員、お願いします」の発言の後に団体名と氏名を述べていただき、その後、発

言をお願いいたします。

では、今後の進行については、リーダーにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

リーダー：皆さん、お疲れさまです。こんにちは。夏のような日差しが降り注ぐ今日、汗をかきながら歩いて

来られた方もいるのかもしれませんが、会議室は非常に涼しい中なので、早速進行に努めさせていただ

きたいと思います。

次第をごらんください。議題は、大きく２つ、説明する事項も多くあるんですが、なるべく意見交換

の時間を多くとりたいと思っております。

それでは、議題１「浦安市自立支援協議会と平成 30 年度相談支援部会の運営と議題」、資料１－１、

１－２をお手元にご準備ください。事務局から説明をお願いします。

事務局：議題１の３つの要点のうち、上の２点について、説明いたします。

資料１－１をごらんください。こちらは、５月 10 日の自立支援協議会において配付したものと同様

のものです。協議会での報告を交えつつ、相談支援部会にかかわる部分を説明いたします。１ページ目、

改めて自立支援協議会の組織と目的についてご説明しました。

協議会の目的は、地域における障がい者等への支援に関する課題について、情報を共有し、関係機関

の連携を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議することです。組織としては、協

議会の本会の下に、権利擁護部会、こども部会、相談支援部会、地域生活支援部会、本人部会の５部会

を設置。自立支援協議会の委員はいずれかの部会に所属して、部会のリーダー、サブリーダー等を務め

ていただくこととなっています。

加えて、各部会の目的と主な議題について説明しました。こちらの相談支援部会の目的は、相談事例

の検討や課題解決について協議し、相談支援事業の充実と事業所の連携を図ることであり、主な議題と

しては、サービス等利用計画等の質の向上、相談支援事業の充実に関することとなります。ほかの部会
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についての説明は、割愛いたしますが、部会ではそれぞれの目的に即して、共通の議題及び各部会で設

定する議題について協議していただくことを説明いたしました。

なお、今年度の共通の議題としては、昨年度末に障がい者福祉計画が策定されたことを受けて、今年

度は計画の実現に向けてということが共通テーマとなることについて確認しました。

続いて、２ページ目です。こちらでは、合同部会の目的、会議の回数、報酬等、代理出席、会議と議

事録の公開、事務局について説明しました。部会に関するところで申し上げますと、部会の開催回数は

年間４回を予定しています。また、該当する委員の皆様に対しては、会議の参加に際し１回当たり

5,000円の報償をお支払いいたします。

また、協議会本会では代理の出席は認められませんが、部会に関しては事前の申請によって、代理出

席が可能です。会議と議事録は、協議会も部会も原則公開となります。ただし、個人情報等に関する事

項を審議するときには、会議の全部あるいは一部を公開しないこととなっております。

続きまして、３ページです。会議の進行について、協議会と各部会が連動しながら動いていく連携の

体制についてご説明いたしました。中ほどに図示してございますが、協議会は部会ごとに意見収集すべ

き事項と、次回の議題を確認して、各部会へ課題を分配し、協議の依頼を行います。一方、部会では、

他部会に意見収集すべきこと、協議会へ提案、報告すべき事項を確認して、協議会へ報告、提案等を行

います。なお、障がい者福祉計画との連動という点では、協議会及び部会では、障がい者福祉計画で示

した重点的な取り組み推進のための意見を伺いながら、計画を進めていくということになります。

次の４ページに、申し上げました障がい者福祉計画の施策体系をお示ししています。計画全体を総合

的に進めていくために、重点的な取り組みとして、６つの項目を取り上げております。資料の５ページ、

６ページで、その６つの重点的な取り組みについて説明しています。

重点的な取り組みのうち、相談支援部会に特に関係のある項目としては、２つ目の福祉・生活支援の

充実が該当します。概要版に掲載した内容を読ませていただきますと、「障がいのある人が、自身の望

むライフスタイルに応じて自己決定を行い、また、自ら意思を決定することが困難な障がいのある人に

対しては、意思決定の支援に配慮しつつ、日常生活などに関して自らの意思が反映された生活を送るこ

とができるように、サービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりのニーズに対応したサービスの提

供に努めます」となっています。

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

住まいの場の充実がございます。

このほかの重点的な取り組みも全部会にかかわってくることですが、この２番目の福祉・生活支援の

充実が相談支援部会を中心に議論されることになるかと思います。

続いて、７ページ、８ページです。こちらでは、自立支援協議会と各部会の今年度の主な議題案につ

いて説明しました。（１）自立支援協議会ですが、こちらは共通テーマである障がい者福祉計画の実現

に向けて各部会からの意見集約を行うことと、計画の進捗管理、そして各部会では、協議会と連動しな

がら議論を行っていただくほか、部会の目的に即したテーマで協議を進めていただくことを確認しまし

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

となります。その参考として、７ページ、８ページには、部会ごとに昨年度１年間の協議を経て、最後

の第６回自立支援協議会でご報告いただいた各部会の意見をそのまま抜粋して載せました。なお、第２

回の自立支援協議会では、各部会のリーダーが第１回の会議での協議の結果をご報告いただくことにな

っています。

なお、８ページの一番最後にあります合同部会ですが、９ページにこれまでの実績を掲載しています。

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

共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて、さらなる議論の場として活用していきたいという

考えから、今年度に関しては、講演会を所与のものとして実施するのではなくて、協議会と部会が進ん

でいく中で上がってきた新たな論点について、さらに議論する場として必要に応じて実施することを確

認しました。

資料１の説明は以上となります。

続いて、資料１－２をごらんください。こちらも５月 10 日の自立支援協議会において、会長よりご

講義いただいた「浦安市に求められる地域生活支援拠点とは」について説明いたします。会長より、資

料の配付と内容について、事務局が説明をするということに対してお許しを得ましたので、部会の皆様

にも共有させていただきます。

では、資料に入ります。資料１－１でもお話ししましたが、自立支援協議会の目的は障がい者等への

支援に関する課題について、情報共有、関係機関の連携を図りながら、地域の実情に応じた体制の整備

について協議をすることです。計画にもございますが、浦安市では平成 32 年度に東野地区に地域生活

支援拠点の開設を予定しています。ここを中心として、浦安市全体が障がい者を支える地域となってい

くために、そのための拠点としてどのような機能が必要であるかについて協議会全体で考えていくとい

うのが、今年度のテーマの一つであるということから、まずはこの地域生活支援拠点とは何かというこ

とについて共有を図りました。

資料の１ページ目、まず、最初に会長がおっしゃっていたのは、地域生活支援拠点とは、単なる建物

ではなくて浦安市内の障がい者、障がい児、家族がみんな安心して地域で生活をするための仕組みであ

るということ、このことを強調されておりました。

２ページ目には国の通知が載っておりますが、地域生活支援拠点の目的としては、障がい者等の重度

化、高齢化や親亡き後に備えるとともに、重度障害にも対応できる専門性を有し、障がい者や家族の緊

急事態に対応を図るとあります。具体的には、（１）として、緊急時の迅速、確実な相談支援の実施や

短期入所等の活用によって、生活の安心感を担保すること、そして（２）として、体験の機会を提供す

ることによって、施設から施設や、親元からグループホーム、あるいはひとり暮らしへの生活の場の移

行をしやすくすることで、障がい者等の地域での生活を支援することです。

そのための必要な機能として５つの機能を挙げています。下段に入っておりますが、囲みの中にあり

ますように、１つ目として相談、２緊急時の受け入れ・対応、３体験の機会・場の提供、４専門的人材

の確保・養成、そして５地域の体制づくりです。これらについて、地域の実情に応じて、必要な機能を
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バランスさせていくことになります。

この２ページ目の下にコラム的に書いてありますが、そもそも何故で地域生活支援拠点が必要なのか

という点については、これまで施設入所しかないと考えられてきた重度障害のある方、行動障害のある

方、突発的な対応が必要な方が地域で暮らすために、今挙げた５つの機能が必要であり、その機能を果

たすものが地域生活支援拠点であるということです。

だからこそ、浦安の地域生活支援拠点という仕組みにどのような機能が必要なのかということを協議

会全体で考えて実現していこうというのが、この講演の目的ということです。

それでは、資料の３ページ目に移りますが、上段に多機能拠点型と面的整備型という整備手法のイメ

ージが載ってございます。浦安は一義的には、地域生活支援拠点を整備するという多機能拠点型を選択

しておりますが、実際にこの拠点が機能するためには、地域の体制づくりが必要、体制づくりである面

的整備も欠かせないということになります。

下段に具体的な内容が書いてございます。５つの機能の繰り返しになりますが、まずは相談。こちら

については、コーディネーター等を配置して、地域にどんな障がい者がいるか、特に緊急時に支援が見

込めない障がい当事者の状況を事前に把握、登録した上で、常時連絡がとれる体制をつくり、実際に緊

急事態が発生した際には対応をしていくことになります。

４ページ目、５つの機能の残り４つを説明しています。特に、下段にある５番目の地域の体制づくり

については、さまざまな社会資源をつなげて、本人の生活を支える地域が必要であるとしています。

次のページ。こちらには、運営上の留意点が書いてございます。まず１点目として、支援者の協力体

制の確保、連携。２点目として、課題等の活用について示されています。中ほどの図で地域生活支援拠

点と自立支援協議会との関係性が示されておりますが、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題

を捉えて、地域づくりに活用していくこと。そのために、支援者レベルの検討会を活用するということ

が示されています。

つまり、浦安に共通する地域に特有な課題を共有することによって、浦安にはどういう特徴があるか

わかり、それによって、これから市が特に何に力を入れていったらいいのかという点が明確になってく

るということを説明されておりました。

運営上の留意点の３点目としては、市町村が拠点に必要な実施状況を把握することが必要であるとし

ています。

次のページ。留意点の４点目として、各制度との連携があります。こちらも中ほどの図で示されてい

ますが、地域生活支援拠点を中心に児童福祉サービスや学校、医療機関、その他の介護保険、障がい福

祉サービス等々の各機関が連携して、課題を共有することが示されています。

こうした連携によって、地域生活支援拠点を中心に一般の事業所にもよい波及効果を発信していくこ

とが期待できるということを説明されておられました。この後は、６ページから７ページにかけて、市

町村や都道府県の責務と役割が示されています。こちらのポイントとしては、拠点等は基本的な指針に

基づいて整備を進めること。また、平成 28 年に厚生労働省から出された通知、地域生活支援拠点等の

整備に関しての留意点についてという通知に基づいて進めていくことが挙げられておりました。
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この 28 年の通知は、協議会を十分に活用して、どのような拠点を整備するかということを検討する

ことが重要であるということを示しています。さきに説明した５つの機能をどのように組み合わせて、

どこを充実させていくか、目指すべき拠点の姿を協議会等の検討で明らかにしていくことを説明されて

おりました。

そして、そのために関係者への研修や説明会等によって、課題を共有して、障がいのある方、あるい

はお子さんの地域での生活を支えるために必要な機能を考えながら、関係機関や人材の結びつきを強化

していくこととなっています。

９ページ目、ページ数が附番していなくて大変申しわけないですが、各自治体の取り組みの具体例と

いうところをごらんください。会長がご説明されていたのは、ゴシック体で示されているところが中心

でした。

１つ目、こちらは上越市の事例ですが、上越市では、相談支援業務から得られるニーズや社会資源の

整理等を行ったことが挙げられています。３つ目のポツで、こちらは栃木市ですが、栃木市では、自立

支援協議会で地域の課題を抽出し、拠点等に必要な機能を検討した結果、緊急時対応の機能がシステム

化されていないことから、優先的に整備をすることとしたとあります。さらに、（３）のところで、栃

木市では、そうした整備するという決定をしたことを受けて、緊急時の受け入れ態勢、対応を整備する

に当たって、関係する福祉サービス事業所で話し合う機会を設けて、事業所間の意識の統一を図ったり、

緊急時には連携が図れるよう、違う事業同士でも意見交換を行ったことなどが紹介されました。

次のページも各市での具体的な取り組みが示されています。

さらにページを進めます。11 ページ目には、新潟の上越で行われたモデル事業の事業実績報告書が

示されています。下段にあるように、上越市の整備方法は、多機能型拠点整備と、面的整備型をあわせ

たモデルになります。多機能拠点を整備して、ここを中心として地域にあるさまざまな事業所やサービ

スをつなげていくという形です。

浦安市も地域生活支援拠点を整備するという多機能型拠点整備型でありますが、そこにプラスして地

域の体制づくりである面的整備も行っていくことによって、障がいがある方の生活を地域全体で支えて

いくという拠点整備をしていくことになります。

その参考事例として、上越市、あるいは、１枚おめくりいただくと大分市の事例などもご紹介いただ

いております。大分市の事例、こちらスライドで 25、26 というふうに附番されているページをごらん

ください。スライドの 25 番にあるように、大分市では、多機能型、面的整備型のメリット、デメリッ

トを検討整理しています。

こちらのマトリックスのデメリットの部分をごらんいただくと、何々が難しい、何々が難しいとある

かと思いますが、この難しいとされたところが地域に特有の課題で、ここを解決するためには何が必要

かということをみんなで考えていったということをご紹介いただきました。

また、下段のスライドにあるのは夜間帯の連絡内容の具体例ですけれども、こうしたことを具体化し

てみんなで共有することによって、大分市ではどういった状況が発生しやすいのか、そのための対応は

どうしたらよいかということをみんなで話し合っていったということをご紹介していただきました。
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また、地域生活支援拠点を中心として連携を図りながら、こうした課題を共有して対策を考えて細か

い整備をしていく、そういう過程の中で、拠点で求められている専門性の高い技能が、そこにいるメン

バー、地域の事業所等にも伝わっていくのだという、地域の福祉人材を育成していく機能も果たすこと

ができるということを説明されておりました。

最後のページになります。浦安市の地域生活支援拠点整備に向けてということで、多機能拠点と面的

整備の混合型ということで示されておりますが、障がい者を支える地域づくりのために必要な要素。こ

こにあるように、協議会の活用、基幹相談の活用、既存の社会資源の活用、関係機関の協力、事業所の

ネットワーク、こうしたものの連携を図で示しています。これに加えて、関係者の熱意、多機能拠点の

法人の熱意、市の熱意というものがございます。この中で、特に会長が強調されていたのが、市の熱意

でございました。こちらについては、当然のこととして受け止めております。

また、多機能拠点の法人の熱意という点に関しては、社会福祉法人佑啓会の方が協議会本会にオブザ

ーバー参加をいただくことになっています。もう一つ、関係者の熱意というところでは、皆様にかかわ

るところですが、中ほどのところに地域主権が試されていると記載されているように、地域の力という

ことになろうかと存じます。そして、それを牽引していくのが市の力ということになるのではないかと

考えています。それがあらわれているのが、最後のスライドかと思います。みんなで一緒に考えて、一

緒につくっていこうというメッセージでございました。

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

者が地域で安心して暮らすための仕組みであるということでした。では、その仕組みはどういったもの

であるべきか、それは地域の課題を共有して整理することによって見えてくるということ。そして、課

題解決のための方法を関係者や関係機関が一緒に考えることで、地域に必要な拠点の機能が見えてくる

し、ひいては、拠点を中心として地域にある社会資源がつながって、次はそのつながりによって、拠点

に蓄積される高い専門性やノウハウが地域の事業所にも伝達していく。そうした循環をつくり出したい

ということです。

以上、説明をさせていただきました。私の説明では不十分かと思いますので、講話を聞かれた方、修

正、補足があればどうぞよろしくお願いします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

簡単にまとめてしまうと、今年度の自立支援協議会は全体を通して共通の大きなテーマが２つある。

１つは、障がい者福祉計画に記載されていることを実現するための取り組みを相談支援部会でも推進し

ていくことが求められているということと、２つ目は、地域生活支援拠点が絵に描いた餅にならないた

めに、浦安の地域課題を明確化して、拠点にどのような機能が、役割が必要なのかという分析に相談支

援部会も貢献する必要があるという、この大きなフレームがあるわけですね。これは相談支援部会に限

らずどの部会においても与えられている今年度の大きなツートップのテーマということを、まずみんな

で共有したいと思います。

事務局が非常にわかりやすく説明していただいたと思いますが、協議会に参加されていない委員さん
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で、ここ聞いてみたいとか、こんな質問があるんだけれどもということがあれば、ぜひぜひこのタイミ

ングでお手を挙げていただいて、ご発言いただければと思います。何でもいいです。本当に何でもいい

です。ちょっとこんなこと聞いてみたい。ありますか。

どうぞ、いちょうの会、よろしくお願いします。

いちょうの会：私もここ何年かこういう部会に出させていただきまして、自分たちの定例会のときに、こうい

う話がありましたということを会員の皆さんにお伝えしているんです。そうすると、やっぱり個々にこ

ういうことが聞きたいという話が何点か出てまいりまして、今計画中なのですが、いきなり親亡き後の

話、弁護士さんやなんかの話を伺ったりしていたんですが、それぞれご家庭によって考え方が違うので、

その旨を担当の社協の方にお話ししましたら、まず出前講座というのを皆さんと受けたらどうですかと

いうことで、今それを計画立てているところでございます。

リーダー：ありがとうございます。

恐らく拠点の機能の親亡き後というところから思い浮かばれたコメントなのかなと思うんですが、ほ

かに皆さんの実践の現場から、イメージして、会長がおつくりになった資料とリンクさせて、まずは拠

点の説明を聞いてのコメントでもいいですし、質問でもいいですし、そこから今年度の相談支援部会の

取り組みというところに、いずれにせよ広がっていくといいますか、つながっていくものですから、何

かご意見をいただけたほうが、今後の議論が進みやすいななんて思うんですが、回しちゃおうかなと思

う。

社会福祉法人敬心福祉会、目が合っちゃったので、このラインからちょっと行ってみようかなと思う

んですが。

社会福祉法人敬心福祉会：すみません、本日は遅れて来てしまって申しわけございませんでした。

最初のほう、お聞きできなくて、まだ理解も不十分だなというところですが、計画実現の取り組みと、

拠点に必要な機能が何かというところを話し合っていく場になるだろうというところなので、何かショ

ートゴールみたいなものとかがあるのかなという、何となく漠然と１つテーマが上がって話し出すと、

それがすごく深まっていくから、それで時間がすごくそこに割かれてしまって、それが長引いてみたい

なことにもよくありがちだと思うので、拠点に必要な機能という部分をどういうふうに集約して、それ

がここで話し合われてある程度ここをめどにこれが一つ、答えというか、こういうふうにあってほしい

よねという、この段階というのをどういうふうにまず決めていくかなというところがあるといいなとい

うふうに思いました。

内容のところはすみません、まだそこまで理解不十分なので、申しわけございません。

以上です。

ＮＰＯ法人千楽：今年もよろしくお願いいたします。何かお正月みたいになっちゃった。

すみません。先ほどご説明があった地域生活支援拠点が単なる建物ではないという話も会長からあっ

たということで、本当にかなりざっくりして、すごく広い課題なのかなというのは感じております。幾

つか、この資料だったりとか、ご説明だったりとか、あと他県とか他社の取り組みによって、幾つかモ

デルケースだったりとかというのは出ている部分もあったりするのかなとは思うんですが、それが浦安
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独自だったりとか、なかなか浦安に限定された部分になってくると、本当に環境というのも生かしてい

ったりとかという部分で、すごく難しい部分もあるのかなとは思うんですが、今見えている部分と、あ

とここの、人は想像できないことはみずからしないと資料に書いてあったりするんですが、本当にどん

どん想像力を膨らませて、こんなことをやってもいいんだろうかとか、こんなことをやってみたらどう

なんだろうとか、１個本当にまず大きい視点で考えていけるといいのではないかと個人的には思いまし

た。

またまとまったら発言させていただきます。

以上です。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：私も本日遅れてしまい申しわけありませんでした。

今、説明受けて、まだまだ私もイメージがしかねる部分も多くあるんですが、大分市のモデルも拝見

させていただいて、地域特有の課題というのは、浦安の中でも必ず生じるだろうなと思うので、こうや

ってみたいというものが、どのぐらい実現できるのか、それに対してのメリット、デメリットというの

を多機能型拠点という目線から、面的整備型という目線から出していきながら、じゃ、デメリットが出

た場合に、それがどういった形であれば、ソフト面であれ、ハード面であれ解決ができるのかという部

分も抽出して話し合っていき、よりよいものの実現ができたらいいなと思います。

具体的な案だったり質問まではいかないんですが、以上です。

エメラルドサポート株式会社：なかなかぴんとくるようなことはないんですが、ただ、つい最近、私の利用者

さんの親御さん、高齢なんですけれども、ご主人が入院して、奥さんが体調がよくなくて、全然サービ

スを使っていない方たちだったので、困って、私に連絡があったんですが、すぐに新浦安駅前地域包括

支援センターが当日に動いてくださって、これを連携と言うんだなと。すごく身に染みて感じてありが

たかったなと思って、そういう形で浦安市の中で、その一人となっていけたらなということと、地域生

活支援拠点をすごく楽しみにしているので、かかわっていけたらいいなと思っています。

以上です。

有限会社総合リハビリ研究所：今回、いろいろ資料を読ませていただきまして、大分の事例のところで気にな

るところがありまして、最後の資料ですが、私たちがサービス提供する中でも、18 時以降の連絡とい

うところ、対応ということ、多分どこの事業者さんも課題なのかなと。相談系の事業所に関しては、対

応の加算であったりするのを取られていて、ただ電話を受けてもお話しかできない、実際動けないとい

うところでのもどかしさであったりということ。それに対して、これの内容を見ていても、行かなくち

ゃいけないのよみたいな感じも幾つかあるかなと思うんですが、そういう場合、どういう制度、枠組み

の中で対応していくのかというのも一つ課題だろう、これはもう浦安市だけじゃないかもしれないです

が、課題なのかなというものありますので、そこに対していい形で答えが出していければいいのかなと

思うところが、今気になるところかなと思います。

以上でございます。

ＮＰＯ法人カプア：具体的な内容というのが、３ページで質問なんですが、本当に事前に緊急対応を、よく私

の利用者さんでもひとり暮らしの方が緊急対応というのをよく希望していらっしゃるんですが、今のと
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ころ区分が４以上でないとつけてもらえない、夜間サービスであるとか、区分によっては分かれていた

りするんですが、実際緊急のときというのは区分に関係なく、本当に区分２とか１でも必要なこととい

うのはあるんですが、それがここに書かれてある事前に把握、登録というところがこれからも区分によ

って分かれていってしまうものなのか、そこのあたりの対応する幅が広がってくるのかどうかというと

ころが、今は答えはないかと思うんですが、今後話し合いなり、教えていただければ、これからもっと

皆さんに広く使っていただけて、安心していただけるのかなと思っております。

リーダー：ありがとうございます。

きっと今、ＮＰＯ法人カプアがご発言いただいたようなニーズを整理していって、今は区分で縛られ

ちゃっているけれども、実際は区分が軽い方でも、おひとり暮らしされていたりとか、親御さんが認知

症の方と一緒に住まわれている方だとか、緊急の対応が必要なニーズはあるんだと。そうしたら、その

ニーズをどう拠点整備や面的整備で浦安の機能として構築していくかという、このそういうデザインを

する主体として、今皆さん、委員さんがかかわっていくというのが今年度の大きな特徴なんですね。

なので、そのニーズをテーブルの上に載せて、構築をする主体となっていくダイナミックな時期に皆

さんは委員になっていただいているということなので、ぜひつくっていく主体として、今みたいに、今

はこうだけれども、こんなことができたらいいなと思う、それはなぜか、それをどうやっていけばいい

かというようなところの議論をぜひしていければいいなと思っていますので、大変ありがたいコメント

だったかと思います。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：私どもとしましては、東野に施設ができるということで、非常に期待

しております。視覚障害者の会としましても、やはりひとり暮らしされている方もいらっしゃいますし、

また、家族といても、なかなか難しい面も多々ありましたので、ぜひ東野の施設をいいものにしていけ

たらなと思っております。

よろしくお願いいたします。

浦安市身体障害者福祉会：私は、お話しすることはちょっとないんですが、今度浦安市でスマイル号が新しく

なりましたよね。その中で、車椅子のちょっと制限があるんですね。電動車椅子とかそういうのは乗れ

ないんですよという説明書きがあったような気がするんですけれども、それを、結局スマイル号につい

ては、障がい者も全てのものが乗れるように、使用できるように浦安市がつくってくれたと思うんです

ね。だから、車椅子もいろいろ多様なものがあるので、それが乗れるような方法をとっていただければ

うれしいなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。

浦安市社会福祉協議会：昨年は委員でありながら、お恥ずかしい話、出られなくて、地域生活支援拠点につい

てということで、不勉強なんですが、これは 32 年に東野にもできると、そこの計画は存じ上げている

んですが、現時点で構わないんですが、多機能拠点整備型というところで、３ページですか、ここに書

いてあるグループホームとか、基幹相談支援センターって言葉が入っちゃっていると、それに引っ張ら

れちゃうというところがあるので、今基幹さんも入船の跡地に入ったりとかしているので、じゃこれっ

てイメージはわかるんですが、具体的に浦安ではあと２年というところなので、こういうものがそこに、
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どういったものの機能を生かしたものが入ってくるかというのは、これからなんですかね。この先。

リーダー：事務局からどれぐらいのデザイン感で、我々がどれぐらいコメントしたら反映されるのかというと

ころなんですね。

事務局：東野拠点施設は、もう建築工事の設計は終わっております。ですので、建物の機能的に付加できる部

分というのは非常に限られているということがあります。今お話のありましたように、施設としてどの

ようなものが入るのかというところですが、まず生活介護事業所、それから、グループホーム、それか

ら、うろ覚えで申しわけないんですが、ショートステイ、それと子育て支援施設、これは 24 時間お子

さんが預かれるような形のものです。それと、ソーシャルサポートセンター、特定相談事業所、後でま

た資料を持ってきて詳しくお答えしたいと思いますが、そういった機能が入っております。

基幹相談支援センターは、お話がありましたように、旧入船北小学校に６月１日から引っ越すという

ことでやっておりますので、この東野複合福祉施設の中には入らないという計画でおります。後でまた

詳しいことはお答えしたいと思いますので、一回留保させていただきたいと思います。

以上です。

浦安市社会福祉協議会：ありがとうございます。

あと、ショートステイは一時ケアセンターさんのほうでもやられていると、こっちだと結構重度の方

を受け入れるとかそういうショートステイとか考えていらっしゃるんですか。

事務局：今、ショートステイは、障がい者一時ケアセンターで２床ほどのスペースを持って対応しているとこ

ろかと思います。ただ、これに今回６床のショートステイが加わりますので、重度の方の受け入れも当

然その中に含まれてくるであろうということ、あるいは、知的の方、精神の方、身体の方ということで、

特に分け隔てなく受け入れてほしいということを法人には言っておりますので、そういった形で幅が広

がるのかなということもあわせて考えているところです。

以上です。

浦安市社会福祉協議会：どうもありがとうございました。現時点だと、社会福祉協議会だと、主に相談業務と

いうところは、いろいろ多岐にわたっていますけれども、私の担当でもあります権利擁護というところ

になります。具体的なところでいうと、日常的な金銭を預かったり、福祉サービスの利用についてとか

いうところを支援している日常生活自立支援事業とか、あとは成年後見事業とか、そこら辺でありまし

て、現時点でも法人で受任しているケースが精神の方と知的合わせて５名の方が、こちらを受任してお

りますので、今後もそういうところで相談事業者さんと連携して取り組んでいければと思っております

ので、よろしくお願いします。

以上です。

介護給付費等の支給に関する審査会：先日、自立支援協議会に参加していて、今回の話いろいろと聞いた中で

も、考えさせられるところがあったんですが、１つは、先ほども市の方から報告があったように、自立

支援協議会にも、この地域生活拠点を委託されたというか、指定管理か、受けたのか、実際の運営して

いただける事業所からも参加いただいて、決定権はないけれども、議論があったときには、そこに参加

していただけるという、そこのところまでお話がついたというか、そこまではっきりさせてもらってい



1212

たので、私すごく大切なことだなと思って、運営者の方に地域の声を、特にそちらの運営者の方は市原

のほうの方なので、浦安のことや地域のことはご存じないので、私たちの声をそこで聞いていただける

という、考慮してもらえるというか、一緒に考えてもらえるということができるような体制になったと

いうことは、私はとてもいいことだなと思っておりました。

それで、相談支援部会として、この話の中でも相談員、現場でやっていらっしゃる方からいろいろな

意見も出ていましたが、実際に地域の課題とかニーズとかというのは、そういう方たちがお仕事されて

いる中で一番身近に、深刻にというか、ある意味とてもよく考えてお仕事につかれていると思っている

んです。だから、そういう意味で、相談支援部会でそういうものが、私も前のときに言いましたが、事

例検討というのを進めていって、今問題になっているところのそういうのを進めていきたいということ

と、それと、実務者会議は相談員の方が参加されている人はもっと多いですから、そういう地域の課題

だとかニーズとかというのは、いろいろと上がってくると思うんですね。そういうのをこちらに上げて

いただいて、一緒に、相談支援部会の中で浦安市の地域の課題とかニーズとかというものを整理して、

自立支援協議会に、その都度上げていくぐらいのそういうものがあって、何か具体的なものが相談支援

部会で上げられたらいいなじゃなくて、上げていかなければいけないのじゃないのかなと、そういう役

割を担っているのかなと感じていました。

リーダー：ありがとうございます。

新浦安駅前地域包括支援センター：高齢者の総合相談窓口、新浦安駅前地域包括支援センターでございます。

今日この場でエメラルドサポート株式会社さんとお会いできるとは、ちょっとびっくりしちゃいまし

て、現場で会ったエメラルドサポート株式会社さんと、こういうところでお会いして、大変うれしかっ

たなと。というのは、実は、いわゆる 8050 問題のような状況の中でのケースだったものですから、

我々内部で持ち帰って協議して、もう一度整理していこうということになりました。最初、インテーク

の部分でそういう発信してくれたいわゆる相談支援員、その部署の部分から、我々の高齢者としての総

合相談に関しては、プロフェッショナルなんですが、残念ながら障がいとなると、本当に勉強していか

なくちゃいけない。

短期入所が短期入所ではない。いわゆる老人の短期入所と障がいの短期入所は全然違うし、この中で

の緊急時の受け入れ対応に関しても、もっともっと我々が知らなければならないと思っているところで、

今回エメラルドサポート株式会社さんとああいう形で知り合ったものですから、残念ながらちょっと名

称はあのときは忘れてしまいまして、これからまたいろいろと、このケースをもとにまた、障がいのこ

とを聞きたいと思いますし、地域包括も全国的な動きとして、共生型というか、これからもやはり高齢

者だけではない、障がいのいろんな多問題ケースをやっていかなければならないというところがあるも

のですから、いい機会ですので今後ともよろしくお願いしたいと思っています。

もう一つは、どうしてもメンタルの部分が多くなってきて、一くくりで精神の部分が今多くなってき

ているところが、我々の中で、それが 64 歳という、いわゆる 64 歳問題もあって、そこが 65 だとはっ

きりとうちの管轄になるのか、いや、64 と 65 のはざまの中でのちょっとしたケース事例もあったもの

ですから、これもまたこういう相談部会で話ができたらいいんではないかなと思っております。
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以上でございます。

中核地域生活支援センターがじゅまる：多機能拠点整備型というところで、多分、５つの問題というか、考え

なきゃいけないことがあると思うんですが、最終的にというか、地域で生活するために必要なこととい

うところで、実際に私のほうでも、高齢の親御さんがいらっしゃって、障がいのある方が取り残されて

という、そこは市川の方だったので、単独型のショートがあったので、ただ、そこで終了というわけで

はなくて、ここの拠点整備型というところも、多分ショートと言ったとしても、そこでおしまいという

わけじゃなくて、地域に帰るためにどうすればいいのかというのが、多分相談であったり、体験の機会

であったり、地域の体制づくりというふうな、ここがいろんな面で拠点整備型が１カ所にあるだけでお

しまいというわけではなくて、多分それがリンクしていかなければいけないし、児童だったり、高齢だ

ったりというところで、いろいろなところが必要になるのかなと。

そういった意味で、浦安市でどういう地域でニーズが必要かとか、何に困っているじゃないですが、

というところを、例えば、皆さん相談やられている方々で、事例ですとか、緊急のときのどういう受け

入れとか、こういうので困った。うちのほうも包括的支援なので、先ほど言ったように、制度に乗らな

い方というところで、いつもどうすればいいのか考えてはいるんですが、なかなか乗らなかったりとい

うところがあったんですが、そこを多分皆さんで、包括的に考えていく必要があるのかな。

それは浦安独特なところというか、オリジナリティをつくっていく必要があるのかなというふうな、

だから、例えば緊急で受け入れたとしても、その先を計画相談とか、ほかの事業所の方とかと考えてい

かないと、多分この拠点がいっぱいになっちゃって出られないというところは、絶対に出てくると思う

ので、それは出られるように考えていく必要というのもありますし、親亡き後のことで、出前講座です

とか、親御さんにも理解してもらったりとか、それこそ体験の機会というところで、ひとり暮らし、グ

ループホームができるんだというところも必要になっていくのかなと思いました。

これはあくまでも市川と浦安が圏域なので、市川は面的整備というところで、実際に市川では、グル

ープホームとか単独型ショートと協力しながら、自分たちで大きな箱をつくるわけではなくて、市川市

であるところを活用していく。そのためには、僕の言葉がいいのかわからないですが、皆さん仲良くし

ていかなきゃいけないというか、うちは違うよ、うちは違うよだと、だめなところがあるので、やっぱ

り市川市として仲良く、じゃうちもやりますみたいなところを、協力していかなきゃいけないというと

ころで、今やっと 32 年に逆算して、市川市は面的整備型のワーキングチームをつくって、皆さんで事

例を出しながら、こういったときはどうなんだとか、緊急の受け入れというのはどういう形の方を対象

なのかみたいなところを、具体的に事例を通して考えているというところがありましたので、皆さんで

協力して、事例のほうが一番わかりやすいのかなと思うので、そこから、じゃ、何が必要かというとこ

ろと、社会福祉法人敬心福祉会が言っていたように、小さなゴールじゃないですが、32 年に逆算して、

何が必要でどうかというのをやっていかないと、多分終わりはないのかなと思いました。

以上です。

高齢者包括支援課：昨年度までは猫実地域包括支援センターでしたが、４月から新しい課ができて、猫実地域

包括支援センターはそのままあるんですが、地域包括支援センターの基幹的な業務を行う、そして地域



1414

包括ケアシステムの推進をしていく課ということで高齢者包括支援課というのができております。そち

らに所属しております。

この地域生活支援拠点に求められる５つの機能を見たときに、非常に求められる内容が幅広く壮大だ

なという気がしています。地域包括支援センター、高齢者の相談窓口というところもありながら、地域

のネットワークづくりですとか、地域課題を出して解決のためにというような仕組みづくりもあるんで

すが、そのことだけではなく、体験の機会の場を創出したり、人材の確保、要請ですとか、緊急時の受

け入れの対応、地域の体制づくりということで、１つの法人さんだけではなく、ほかの委員もおっしゃ

っているように、非常にこういった部会の所属ですとか、協議会に所属している多様な機関が本当に協

力し合わないと機能していかないのだろうなと思いますし、ご説明いただいた会長の資料の最後にある、

市の熱意ということで、市側の立場から見ますと、非常に市側としてもどのようにこの拠点整備してい

くのかというところに、熱意を持って形にしていくんだろうなと思いましたし、私も高齢者の支援の立

場で一緒に協力していきたいなと思ったところです。

課題の抽出というところ、共有という話が上がっていますが、確認したいのが、これまで課題に関し

て出し合ったりですとか整理したりという機会は一度もなかったのか、ある程度何かそういった機会が

あったとか、そういうのはわかりますか。

リーダー：去年、計画をつくるときだったものですから、実務者会議で先ほど介護給付費等の支給に関する審

査会もおっしゃいましたが、一度各現場で感じる地域の課題を整理して、それを実務者会議で出た課題

と策定委員会でのアンケートから導き出された課題を横並びにして、分野別にカテゴリー分けして、資

料にして議論をしたという経緯はございます。なので、素材はそれもある。

しかしながら、皆さん稼働は毎日していて、日々の実践の中で、変わっていっている課題と、解決さ

れた課題と、拠点じゃないと絶対できないかもしれないと思う課題のレベル感みたいなものの仕分けも

必要でしょうし、もうちょっと拠点をイメージして、地域課題というのを眺める必要はあるのじゃない

かなと思います。ただ並べてみたという感じで終わっているという感じです。

高齢者包括支援課：ありがとうございました。

では、恐らくそのように、過去に整理されたものをもしかしたら私も目にしているのかもしれないん

ですが、そういった課題の整理の中には高齢者とも共通するような課題もあるかもしれませんので、そ

ういうところも確認できたらいいかなと思いましたし、また、緊急時の時間外の対応なんかは、高齢者

も同じくやはり対応しなければならない状況になることもありますが、そういったときにどこが動くの

か、どことどこにつなぐのかというようなルールづくりというものが、高齢者のほうもできていないと

ころもありますので、障がい者の方のことも通しながら、高齢者に共通するところは一緒に仕組みづく

りができたらいいかなと思いました。

親亡き後というところで考えますと、親側に当たる高齢者にかかわる部門が地域包括になりますので、

そういった今後このかかわる中で、親亡き後どうなんだろうという方がいたときに、そういった方をつ

なぐ先を、登録というような言葉が相談の内容のところにも書いてありましたが、何か起こる前に、事

前に相談をしておくというところも協力できると思いますので、本当にこの事業を進めていくに当たっ
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ては、地域包括ケアが高齢者だけではなく、広い意味での包括ケアシステムになっていくようにという

ところで、一緒に考えていったらいいかなと思っております。

リーダー：ありがとうございます。

では、サブリーダー、よろしくお願いします。

サブリーダー：すみません、サブリーダーを今年も務めさせていただいています社会福祉法人サンワークです。

皆様が言っていただいたことを逆に言うと、この１年間話し合えたら、最初の必要な機能等のところ

の、要は１番目に相談という言葉が入ってきているんですね。なので、相談というところが、地域生活

支援拠点のすごく大きなウエートを占めているんだなというのをひしひしとこれを見て感じているんで

すが、最後の頑張ろうと書いてある絵の横に、答えが出ているんですが、まずは事例集約と地域課題、

ニーズの共有化というところなんですね。

今ある市内の事業、障がい福祉サービスにしても、高齢にしても、ある事業にプラスで今回、地域生

活支援拠点が入ってくるということなので、多機能拠点でありながら面的整備という、何ていったらい

いんですかね。今あるものを全部取っ払って新しいものが来るわけではなくて、今ある中に入ってくる

という考え方なので、現在のニーズの整理であったりとか、地域アセスメントみたいな形のことを今後

していくべきかなと。私たちは、精神障がいの方を主としてますが、精神の課題であったり、逆に言え

ば身体は身体の課題であったり、いろいろ多分あって、ただ、見えない部分というのがお互いに多いの

が現状かなと思うんですね。

なので、そういう見えない課題を一度、先ほど誰が言ったかな、忘れちゃったんですが、テーブルの

上に出して、それを皆さんで協議し、それが地域生活支援拠点のどこの部分に当たるかな、これは上に

上げていくとどうかなということを考えていく部会にできたらいいのかなと思うんですね。

皆様のお話を全部まとめていくと、実務者会議から相談支援部会から、もっと前は、現場からという

感じで、ボトムアップしていく方式をつくって、現場の課題をちゃんと集約した上で、それが最終的に

は自立支援協議会のところまで持って行って、これが今の課題ではないか、こういうものが使える地域

生活支援拠点になるといいのではないかという、相談支援部会としての課題を挙げていければいいのか

なと。それが何個かになるかとは思いますが、それを地域特有の課題として抽出していくこの方法を今

後皆様で討議していく必要があるのかな。そのためには、事例検討も必要でしょうし、実務者会議から

の報告も必要でしょうし、いろいろな手段をとりながら、これが必要だね、ああだねという話をしてい

くことで、平成 32 年に向けて、最初に書いてある障がい者を支える仕組み、親亡き後、緊急時の対応

であったり、重度化、高齢化、いわゆる支える仕組みのある地域生活支援拠点への対応というところを、

相談支援部会としても考えていきましょうよ、ということが出来たらいいのかなと思っております。

なので、皆様が今言っていただいたことという一つ一つがどうしたらできるかな。何が逆に今足りな

いんだろうなということを考えていくことが、ここの部会の中で話し合いが行えたらいいかなと思いま

す。

リーダー：ありがとうございます。

皆さんからご意見いただいたので、だんだん何となく頭が同じになってきたかなとは思うんですが、
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まず皆さんのご意見というか、相談支援部会として意見をまとめたくて、決議までいかないんですが、

やるやらないじゃないんですが、まとめたいと思います。

皆さんの議論を聞いていて、論点は２個。１つは、拠点に向けて、32 年の拠点完成に向けて逆算を

し、ショートゴール、つまりミニ設計図みたいな、この時期までにはこれを決めておいたほうがいいね、

この時期までにはここが洗い出されていたほうがいいねという、ショートゴールを立てた議論の設計図

をつくったほうがいいと思うという方はご挙手いただけたらうれしいんですが。

皆さん、異論はない。そうしたら、このショートゴール設定というたたき案は、次回の相談支援部会

でご提示できるように、事務局とリーダー、サブリーダーで仮設計図をつくりたいと思います。

もう一つ、地域課題の集約であり、それは事例から導き出されというか、ひいては現場から導き出さ

れ、それを相談支援部会として、地域生活支援拠点とリンク立てて協議会に上げていき、行政にもそれ

から運営事業者にも浦安って今こうなっていますというのを伝える流れをつくるということは、皆さん

相違なくご賛成いただいているのじゃないかなと思いますが、私の認識間違っていますでしょうか。大

丈夫ですか。

そして、そのニーズの集約の仕方ですが、皆さんのお話を聞いていて、１つは、基幹相談支援センタ

ーがやっている基幹事業、実務者会議、グループスーパービジョン、連携会議といろいろあるんですが、

それの各事業を１回分析をして、そこに転がっている課題というのが、毎回毎回アンケートなんかで確

かに寄せられているんですよ。事例からもそうですし、連携の課題とか。高齢と障がいの連携とか、教

育と障がいの連携とか。そういうのを一度、去年の基幹事業から見えている地域課題を一回資料にまと

めて、地域生活支援拠点と皆さんリンク立ててご議論していただくという、情報ソースが１。もう一つ

が、皆さんが日々現場で稼働していらっしゃる事例をここで出し合って地域課題を集約していくという

方法。もう一つは、実務者会議でヒヤリハット分析しようかみたいな。サブリーダーから提案事項もあ

るので、お話ししていただきたいと。

サブリーダー：はい。先ほどの実務者会議というところにもちょっとリンクはしてくるんですが、相談支援、

実際に実務に相談支援にかかわっている方々も相談支援部会に多くいらっしゃいますし、先ほど来、話

のある実務者会議からのボトムアップというところも含めて、地域課題、昨年度社会福祉法人敬心福祉

会に地域課題を挙げていただいてということもあったと思うんですが、とはいっても、毎回毎回地域課

題、挙げることも大変かなと思っていて、相談にかかわっている方々が日々かかわっている中での、こ

れってまずかったなとか、ひやっとしちゃったなとか、よく施設の中でヒヤリハットと報告があるかと

思うんですが、相談をしていてのヒヤリハットみたいな形を情報として抽出して、それをまた上げてい

くことで、相談をする人たちの安心だったり安全だったりみたいなものを、保護というか、安心安全で

相談をしていけるようにするために、ヒヤリハット、こんなことがあったなというのを共有する場が実

務者会議になって、そういう共有した話を今度上に上げていくというような仕組みもとれたらよいのか

なと考えております。

その中からもっともっと地域課題であったりとかというのが見えてくれば、それをまた上げていけば

いいと思うんですが、小さい地域課題をどんどん積み上げていくということもひとつ今後の、それも地
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域生活支援拠点の課題につながればいいのかなとは思うんですが、そういった意味合いを含めています。

リーダー：ということで、実務者会議と相談支援部会をもうちょっとリンクさせていって、年４回しか相談支

援部会ってないんですね。今日を含めないとすると、あと残り３回しかなくて、何が一体その回数だけ

でできるんだというところが率直なところかなと思いますと、相談支援実務者会議で現場の声を集める

機能を持ってもらって、実務者会議で上がってきた課題に対して、高齢分野の方は高齢分野の視点から、

また、審査会のお立場だったら、審査会のお立場から、また、圏域で動いている方は、圏域のお立場か

ら、そして、当事者相談員として地域の草の根相談を受けていらっしゃる方は、当事者の方の個人的な

ご経験、もしくは草の根相談員のお立場からの膨らみを増していくような感じで、相談支援部会で、本

日の部会で洗い出された地域課題はこれこれですと１個決まって、それは地域生活支援拠点の５つの機

能の何かにつながっているということも整理ができて、それを浦安のオーダーメイド化するならば、こ

うあるべきであるというぐらいの提言までできていければいいかなと思っています。

なので、実務者会議は大切ですね。その事例ということが１個。こういう流れが１つリーダー、サブ

リーダーからの提案ですが、よろしいでしょうかということで、皆さんのご意見がいただきたいことが

１個と、もう一個皆さんにご意見をいただきたいのは、この部会の中でも実際事例を持ち寄って、事例

検討をしたほうがよいかどうかということです。

なので、皆さんに賛成、反対とか、ご意見をいただいてもいいですか。どうでしょう。何となく、私

が言っていることはわかりますか、イメージつきますか。ちょっとわかりにくかったでしょうか。実務

者会議に参加されている方はわかりやすいのか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会どうですか。実務者会議とさっき言った流れですが。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：実務者会議の中では、本当に話しやすい雰囲気で、細かな質問から、ここが困っ

ているんだよね事業所としてというのもすごく出しやすい雰囲気があります。回数も多くしていただい

ていることで、横のつながりというのもすごくできているなと実感している中で、相談支援部会、どう

しても年に４回なので、この中でどれだけもんでいけるかというのがすごく難しいだろうなと思ってい

る中、横のつながりを強くしていきたい一方、事例検討を、例えば１時間半ここでがっつり使ったとし

て、そこでは深められるんだけれども、その次がもう終わりになっちゃうかもしれない。前回どの話を

したっけというところが、どこまで振り返り、また次の１歩に踏み出せるのかなというのが、私の中で

やりたい気持ちと、回数が少ないために、やったものがきちんとその次に確実につながるのかという不

安、どちらもあるのが正直なところです。

リーダー：ほかの方はいかがでしょうか。端的に言うと、この相談支援部会の２時間の時間を、事例検討を実

際する時間をとるか、とらないかということですね。それがＡ案。Ｂ案は、事前に基幹事業だったり、

事務局集約とか、いろんな集約を事前にさせていただいて、一定程度地域課題ということでまとめた資

料を皆さんにごらんいただいて、それぞれのお立場からご意見をいただいて、地域生活支援拠点との関

連づけをこの場でして、協議会に上げていくというＢ案。だから、この場ではリアルな事例は余り議論

せず、事例からろ過された段階の地域課題というのがテーブルに載るというふうにするのがＢ案。Ａ案

かＢ案かというところが、リーダーとしては皆さんの議論を聞いていて悩んでいるところでございます。
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いかがでしょうか。私はＡ案がいいと思う、私はＢ案がいいと思うというのをどなたかご発言いただ

けると非常に助かるのでございますが、いかがでしょうか。

介護給付費等の支給に関する審査会、お願いします。

介護給付費等の支給に関する審査会：私は事例検討という言葉を何回か出しているので、そこで今そういう話

も出ているのかなと思ったので、意見を言わなければいけないと。

確かに、ＮＰＯ法人発達わんぱく会がおっしゃったように、その後のこと、ここで事例検討をして回

数が少ないし、どこまでそれが課題に結びつけられるような方向性まで持って行けるのかというような

ところでは、疑問に思うところもたくさんあります。

だから、Ｂ案としておっしゃっていたような、議題を整理していただいて、幾つかそういうものを出

していただいたところで、なぜこういう問題が出てきたのかというところで、そこで例えば、こういう

事例があって、こういうことがあってということの、細かいそこのところで、ある意味課題の背景にあ

るもの、ありますよね。そこのところまでうまく。

なぜそういうことを言うのかといえば、私も相談員をやっていましたが、今現場から離れていて、課

題とか、事例、幾つか出てきたとしても、文面だけ見ていて、もっとその背景とか何とか細かいところ

がわからなければ、私としての個人的なものかもしれないんだけれども、そこのところが議論するにし

てもつかみづらいというのがあるので、４回しかないところで、事例検討に時間をとって、次に結びつ

くかどうかわからないというような疑問がある中、そういうことをするのであれば、Ｂ案としてそうい

う形での、出てきたものに対して、その背景までわかるような形での課題の事例、こういう事例があっ

てというような、そこのところまで広げてくださるんであるんだったならば、それを踏まえた上での話

し合いはできるのじゃないかなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。どうでしょう。

サブリーダー：多分、先ほど地域生活支援拠点の話がわっと出てしまったので、そのことを考えなきゃという

ところがあると思うんですが、まずちょっとその前に立ち戻って、資料１－１の、今回相談支援部会で、

今年度の議題としてという中で、相談支援の相談の事例の検討や課題の解決について協議しというとこ

ろが、明記されているという手前もあり、そういった、もちろん、事例を抽出して背景が理解できる形

で報告みたいな形で残っていけばいいのかなと。それが積み上がっていかないと、何をもとにここで話

をしているんだろうということにちょっとなりかねないのかなという、ここにいる人たちだけのお話み

たいになってしまうと、意味がなくなってくる。

だから、現場感の今ある状況を、もう少しリアルにここの場に持って来られる形がとれるといいのか

なと思うので、ここに書いてあるとおり、相談支援事業の充実であったりとか、横の連携という部分を

実務者会議の中で図った後、それが今度事例として上に上がってきて、それは強いて言えば、サービス

等利用計画の質の向上であったりとか、相談支援専門員の横の連携につながったりとかということに、

要はここで話し合うことというのと、地域生活支援拠点というのを２本立てで少し考えていく必要もあ

るのかなと思います。
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リーダー：ほかにご意見ありますか。

恐らく事例検討というと、何か事例の支援の検討というイメージが先についちゃうかもしれないです

が、ここで言う事例検討って恐らくこんな人たちがいます。その人たちの生活から見える課題はこうで

す。それはどういう困った状況を引き起こすかということの整理だと思うんですね。

そうすると、今サブリーダーがおっしゃった、介護給付費等の支給に関する審査会もおっしゃった、

その事例から見える背景は、ショートストーリーじゃないですが、そういうものがばばばばばっと出て

きて地域課題があってという、生身の人間の人の生活感がここで見えないと、余りリアルな議論になら

ないのじゃないかというご意見を皆さんおっしゃっているんだなと受け止めましたので、それが加味で

きる方法を一度持ち帰らせていただいて、次回の相談支援部会では実際一回やってみるということが一

番望ましいのかなと思いました。

ただ、今日皆さんにご賛同いただいたこととしては、まずショートゴールの設定というのは、設計図

をつくりましょう。それは、次回のときに事務局とリーダー、サブリーダーのほうで仮設計図をつくる

ものをご提案していただいて、皆さんからご意見をもらうというのが１個。

それから、相談支援部会においては、やはり地域課題を拠点の機能と関連づけて整理をして、本協議

会に上げていく。その手法の情報ソースとしては、１つは基幹事業の平成 29 年度総点検。そこから見

えたことは何か。それから、皆さんの個々の事例から見える地域課題の整理。その皆さんへのここのテ

ーブルへの載せ方が、お一人お一人の当事者の方の生活の困ったことであったり、悩みだったりという

ことが、この場で共有できるような提示の仕方をする。そうすることによって、よりリアルな地域課題

の議論と明確化を図っていくという、相談支援部会の役割というふうにまとめることができるかなと思

いました。

その地域課題を議論する中で、先ほどサブリーダーがおっしゃったように、相談支援のヒヤリハット

検証みたいなところでは、必ず事例の検証になるわけで、それに対しての、ヒヤリハットという軸は、

権利擁護であったりだとか、このときこうしておけば、こんな大きな問題にならなかったとか、こうい

う連携ができれば未然に防げたのじゃないかとか、事故を防止できたのじゃないかとか、相談員のスキ

ルが上がったのじゃないかというようなことの議論になっていくはずなんですね。

そうすると、それはいわゆる仲良くなるじゃないですが、横の連携の必要性の確認だったりだとか、

相談員の質の向上であったり、ひいてはサービス等利用計画の質の向上にもつながっていく取り組みな

んではないかということを、実はリーダー、サブリーダー間では事務局サイドの打ち合わせのときに話

をしてみました。そのあたりのことをきちっと整理して、ここの場で議論ができればいいなと思ってい

ます。

今までのまとめで大丈夫でしょうか。相談支援部会の。

どうぞ。

高齢者包括支援課：課題を蓄積していく仕方というところで、参考までにですが、高齢者だけではないですが、

介護保険のほうでケアプランをつくるわけですが、今課題分析シートというのが例示されていまして、

１つのケースから課題を抽出するといっても、どうしても主観的な立場から見てしまうので、そういっ
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た客観的に見られるような分析シートというものがありますので、よろしければそういったものを参考

にしていただくですとか、あとは地域包括で、今自立支援会議ということで、ケアマネジメントの内容

を確認する会議を定期的に開いているんですが、その会議の中で見えてきた課題というものも必ず議事

録に落とすようにして蓄積しておりますので、そういった何かしらのツールというか、蓄積できるよう

なものを各事業所さんでもつくるなり、蓄積するような形を整えておいたほうが、より効果的に課題が

共有できるかなと思いました。

リーダー：ありがとうございます。すごくいいアドバイスをいただいたなと思って、６月の実務者会議で日々

の実践記録の後に、必ずこの局面から見る地域課題はというのを、どの相談員さんもちょっと一言コメ

ント入れておいてもらうとか、そういうようなことをすると集約がしやすいよということですよね。突

然意識するのじゃなくて、日ごろの実践からちょっと意識するような枠組みとツールがあれば集約もし

やすいし、コメントもしやすいよというご提言ですよね。ありがとうございます。今度参考にしたいと

思います。ありがとうございました。

では、相談支援部会のフレームについての議論はこのあたりで一旦終了しようかと思うんですが。

はい、事務局、お願いします。

事務局：先ほど保留にさせていただきました東野の複合福祉施設、拠点の施設の構成、機能の構成について、

もう一度申し上げます。

まず、身体障がい者福祉センター、それから地域福祉センター、また、生活介護事業所、地域活動支

援センターⅠ型、指定特定相談支援事業所並びに障がい児相談支援事業所、また、ソーシャルサポート

センター、それから子育て短期支援事業所、そしてグループホーム、ショートステイを含んだ地域生活

拠点施設ということになっています。今、口頭でざくっと申し上げましたが、今後の議論にも必要なも

のになってまいります。また別葉で次回用意させていただくようにいたします。よろしくお願いいたし

ます。

リーダー：ありがとうございます。

さて、最後に何かコメントをしておこうという方いらっしゃいますか。地域課題集約ということに関

して。

大丈夫ですか。

介護給付費等の支給に関する審査会、コメントはありますか。何か言いたげな感じのお顔をされてい

ました。

介護給付費等の支給に関する審査会：今の市の説明で、社会福祉課が入るということですか。

事務局：そうですね。地域福祉センターの所管については、社会福祉課がということにはなります。

介護給付費等の支給に関する審査会：去年でしたっけ。ワンストップ型のケアシステムみたいな、ケア相談、

全体的な相談をする窓口をつくるということで、そこのところがまだ明確な姿にはなっていないという、

去年はそこまでのお話だったんですが、そういうところが入って、ここに相談の窓口ってあるじゃない

ですか、地域拠点の中で。そこが主になるのかなと、今ちょっとイメージとしてつながったんですが、

この地域拠点型の中に入る相談支援事業所というのはそういうことにつながるんでしょうか。まだはっ
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きりわからないんでしょうか。

事務局：今、介護給付費等の支給に関する審査会からご指摘があったお話ですが、確かに検討中の事項ではあ

るんですが、拠点にそういった機能が入るとは、私のほうで知るところではまだ聞いていないところに

なります。なので、福祉の相談窓口一本化ということで、さらに大きかったかと思うんです、機能的に

は。それが、この複合福祉施設に入りますよということでは、現状ではないのかなと考えているところ

ですが、今後の話の次第によっては変わる可能性もございます。

というのは、これについては、例えば設備的な変更を要するということではないのかと考えますので、

流動的ですが、現状のところ私の知る限りでは、そういった話を伺っておりませんということになりま

す。

以上です。

介護給付費等の支給に関する審査会：ありがとうございます。

まだ決まっていないということは、例えばこの相談支援部会で、拠点における相談に関してのある意

味、皆で話し合って、どういうものにしたらいいのかというようなことを、私たちが提言するとして、

そういうこともある意味まだ決まっていないということは、可能だと考えてよろしいんでしょうか。

事務局：そうですね。これは私、決定権があることではないので、何とも申し上げられないのですが、こうい

うご提言を受けておりますよということで上げていくのは不可能ではないと思っております。

以上です。

介護給付費等の支給に関する審査会：ありがとうございます。

リーダー：ありがとうございます。

実は、相談体制の整理というか、相談体制をどうつくるかというのも、整理しないといけないねとい

うことで、事務局打ち合わせでは、相談の機能を、何がどこをやる、何をするみたいなところを整理し

ないといけない状況にあるということが地域課題だねという話は出ていたので、恐らくそういう議論に

もなるのじゃないかなとは思います。

では、よろしいでしょうか。地域課題集約並びに地域生活拠点へのデザイン提言というところの議論

は一旦ここで終了させていただきたいと思います。

そうしたら議題２に進んでも大丈夫ですか。

議題２ですが、基幹相談支援センターの今年度の事業計画の説明ということですが、資料２をごらん

ください。基幹相談支援センター事業というのは、参加した方はおわかりになるかと思いますが、さま

ざまな取り組みをして、それこそ地域の課題だとか、相談員のスキルアップを図るための取り組みでご

ざいます。

今期も資料２の取り組みから、一つ一つはここではご説明しませんが、グループスーパービジョン、

これがいわゆる事例検討であったり、相談員のスキルアップ講座になります。それから、公開事例検討

というものも事例検討です。ここには精神科の先生のコンサルテーションを受けるためにサービス提供

事業所の方も教育関係の方も大体例年３事例ぐらい出されて事例検討をしております。

講演会は当事者の方、またそのご家族、支援者の方たちが共通の情報を耳にし、学ぶ場をつくり、知
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識を深める場として開催させていただいているということと、地域包括さんとの意見交換会というのを

４月 11 日にさせていただきました。これについては、協議会からもいろんなコメントをいただいたの

で、後ほどご報告したいと思います。

相談支援実務者会議は、先般からお話が出ております相談員の現場のリアルをテーブルに並べて、そ

こから相談支援の質の向上であったり、地域課題を集約していくという、まさにローデータが転がる会

議になります。そして、連携会議というのは、仕様書に求められているのですが、高齢、児童、障がい、

教育、医療の分野を横断したネットワーキングづくりのための場となっております。

協議会でもこのお話をしたときに、委員の皆さんからコメントをいただいたことを、この場でもご報

告しておきます。

１つは地域包括さんとの意見交換会、国もどこの自治体も 8050 問題が地域の課題として浮上してい

るという中で、今後の展開をどう考えているんですかというご質問はいただきました。今後の展開につ

いては、地域包括支援センターさんや高齢者包括支援課の皆さんにコメントをいただくアンケートを出

させていただいて、結果の取りまとめをしているところです。その取りまとめの回答をもって、今後の

取り組みというのを決めていきたいと思っています。

中でもお話が出たのが、異分野の連携の中で、恐らく地域生活支援拠点でも絡んでくるのじゃないか

という課題が個人情報の壁。先ほど、登録とか横断的にというふうになったときに、個人情報を、事業

所を跨いで、また、分野を跨いでどう共有していくのかという一定程度の個人情報の取り扱いのフレー

ムは、市で協議したほうがいいのじゃないでしょうかというご提言をいただいております。

それは、４月 11 日の意見交換会のときにも既にお話が上がっているところで、登録と一言で言えど、

その個人情報の取り扱いは、どこまで開示するのかとか、本人の承諾をどうとるのかとか、本人承諾が

なくてもいいのかとか、その情報をどこがどう管理するのかとか、ちょっと思っただけでもたくさんの

疑問が浮かぶのですが、連携と個人情報の管理というのは、今や切っても切れないそれこそ地域課題で、

一度フレームを整理したほうがいいというご意見をいただいております。

もう一つの地域課題として、資料２の個別の相談対応のところに、基幹相談支援センターは⑤で、住

宅入居等支援事業を行っております。障がいのある方たちが、賃貸住宅を借りるための支援ですが、昨

年末の本協議会での議論から、障がいのある方たちがおうちを借りることがすごく難しいという課題が、

既に何回か議論されています。その難しさというのが、まずは保証人が見つからない、緊急連絡先が見

つからない、収入が少ないので審査が通らない、あとは家賃が、浦安は高い地域であるので、生活保護

の住宅扶助の範囲内での物件がどんどん少なくなっているとか、あと、そう考えていくと身体のハンデ

がある方なんかは、福祉用具を置くスペースを確保する物件をなかなか確保できないとか、いろんな問

題が上がっている中で、住宅対策というのは、これは民間の事業所だけで頑張っても前に進んでいかな

いのじゃないかと。それこそ、行政も本格的にこの住宅対策に足を突っ込んでいただいて、具体的な仕

組みをつくっていくべきではないかという意見が出ていました。

基幹相談支援センターも不動産屋さんに行って、地道な活動をするのですが、今２件ぐらい、緊急連

絡先が見つからないということと、保証人になるのが稼働収入を持っている方じゃないといけないので、
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年金生活の自分のお父さんじゃ無理だと言われたとか、あと、保証人が立てられないので、保証会社で

申し込んだのだけれども、収入が足りないと言われて結局使えないとか、いろんな問題が出てきている

んですが、そういう問題を一つ一つ解決しないと、地域で暮らすということは本当の意味では実現して

いかないのじゃないかというご意見もいただいております。

それから、相談支援事業所訪問というところで、委員さんからご意見いただいたのが、待っているだ

けではやっぱりだめで、アウトリーチ、実際に事業所を訪問して、その事業所の相談員さんと対面で現

場感の共有だとか、問題意識を確認したりだとか、そういう活動というのは大切なので、年に１回と言

わず、もっと頻繁にやりなさいということを、ご助言いただきました。

基幹相談支援センターの事業はこのような感じです。実務者会議の部分だけ日にちが書いておりませ

んでしたが、本日相談支援事業所の皆さんには、ファクスで年間スケジュールをご提示しております。

既に幾つかの事業所さんから、いつやるの、いつやるのというお問い合わせをいただきましたが、ご連

絡が遅れましたが、今日配信しておりますのでご確認ください。

事業計画の説明は以上になります。ご質問とか、ご意見はございますでしょうか。

中核地域生活支援センターがじゅまる：個別相談対応のことですが、この入居支援、住宅の入居のというのは、

うちもあれなんですけれども、高齢のひとり暮らしの方もやっぱり保証人がとれなくて困っているとい

うふうな、だから障がいだけではなくて、やっぱり高齢のほうというふうなところもある程度リンクと

いうか、必要というか、ニーズがあるのかなというのはちょっと感じたところです。

リーダー：ありがとうございます。

本当そうですよね。本当そうなんですよ。

あとは何かございますか。

皆さんの現場感というところでも構いませんし、取り組みとして何かご提案だったりとか、協議会の

委員さんがおっしゃったように、事業所訪問、委員会は少ないということであれば、もうちょっと頻繁

に来てくださいということであれば、それはそれでございますし、ご意見があったり、コメントがあれ

ばお聞きしておきたいと思いますが大丈夫でしょうか。

残り約10分ですが、基幹相談はこのようなことで進んでいきたいと思っています。

事務局からもご説明がありましたように、６月１日から、入船北小跡地の浦安まちづくりプラザに移

転します。皆さんにはお手紙をファクスさせていただきましたし、恐らく事業課さんからもメールの配

信がされる予定です。引っ越しの関係で不都合が生じるかとは思いますが、ぜひ移転のお知らせを見て

いただければなと思っております。

少し早いですが、皆さんからのご意見がなければ、本日の議題は全て終了したわけなんですが、事務

局からご連絡ありますか。ないですか。サブリーダーは、大丈夫ですか。

ＮＰＯ法人カプア。どうぞ。

ＮＰＯ法人カプア：すみません、タイミング逃しそうだったのですが、実務者会議ですが、毎回参加したいの

ですが、どうしても事業所が一番午後忙しい時間帯で出席ができないのですが、今までこの議事録とい

うのは、いただいていましたっけ。もしいただければなと思っています。



2424

リーダー：まとめというのがあるので、今までお渡ししていなかったので、お渡しすることは可能ですので。

ＮＰＯ法人カプア：今後ももしいただけるのであれば、助かります。

リーダー：ありがとうございます。４時半から６時という時間は、なかなか難しいですかね。

ＮＰＯ法人カプア：はい、そうですね。ありがとうございます。

リーダー：ほかにはございますか。大丈夫ですか。

そうしましたら、少し早く終了となりましたが、本日の相談支援部会はこれにて終了させていただき

たいと思います。お忙しい中お集まりいただきまして、また、活発なご議論をいただきましてありがと

うございました。

次回は８月 30 日木曜日を予定しております。かなり先になりますが、その間、実務者会議は２回ほ

どございますので、今日いただきました宿題が可能となるような準備をしっかりして８月 30 日を迎え

たいと思いますので、どうぞ皆様ご協力よろしくお願いいたします。

お疲れさまでした。



浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 30 年度第１回）次第

平成 30 年５月 22 日（火）

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）浦安市自立支援協議会と平成 30 年度相談支援部会の運営と議題

・平成 30 年度浦安市自立支援協議会について（資料１－１）

・地域生活支援拠点について（資料１－２）

・平成 30 年度相談支援部会について

（２）基幹相談支援センターの平成 30 年度事業計画（資料２）

３．閉会
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平成 30 年度浦安市自立支援協議会と部会の運営及び議題について

１．自立支援協議会について

(1) 組織

自立支援協議会は、市長より委嘱を受けた委員で構成する。

自立支援協議会は、協議事項を円滑に処理するため、また、障がいを持つ当事者からの意見を

聴取するため、５つの部会を置く。

自立支援協議会委員は、いずれかの部会に所属し、部会のリーダー、サブリーダー等を務める。

名称 目的 主な議題

自立支援協議会

障がいのある人もない人も共に暮

らしやすいまちづくりに関し、関係

機関による定期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項

基幹相談支援センター等の事業につい

ての検証及び評価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護するための

ネットワーク作りと啓発・広報活動

を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

障がい者虐待防止に関する事項

成年後見制度の普及に関する事項

障がいを理由とする差別の解消に関す

る事項

こども部会

生まれてから 18 歳になるまでのこ

どもへの支援を協議し、ライフステ

ージに合わせた必要な支援と関係

機関のスムーズな連携を図る。

教育と福祉の連携に関する事項

相談体制の充実に関する事項

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解決につ

いて協議し、相談支援事業の充実と

相談支援事業所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に関

する事項

相談支援事業の充実に関する事項

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域生活全

般に係る諸問題の解決に向けて協

議を行うとともに障がい福祉サー

ビス事業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

障がい者の地域でのくらし全般に関す

る事項

本人部会

当事者間の情報交換を行い、相互理

解を図るとともに、地域課題を提案

する。

情報交換に関する事項

地域課題の提案に関する事項

自立支援協議会

権利擁護部会 こども部会 相談支援部会 地域生活支援

部会

本人部会
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(2) 合同部会

部会間の情報交換を行い、連携を図るため、合同部会を開催する。

合同部会では、活動報告及び基幹相談支援センター等の活動報告をおこなう。

(3) 開催回数

自立支援協議会 年６回

部会 年４回程度（本人部会 年３回）

合同部会 年２回

(4) 報酬等

自立支援協議会

浦安市の非常勤特別職の基準による １回あたり 会長 9,500 円 委員 9,000 円

部会

１回あたり 5,000 円（報償）

ただし、次に相当する場合は、報酬等の支払いの対象とならない。

・指定管理者、委託事業者、市内に本拠を置く社会福祉法人に所属する委員

・合同部会

・介助者及び意見聴取のために参加する方

(5) 代理出席

自立支援協議会及び障がい者福祉計画策定委員会は、代理の方が出席することはできない。

各部会は、公募委員を除き、事前に事務局に申請することにより、委員が所属する団体等の

会員又は職員が代理人として出席することができる。

(6) 会議と議事録の公開

協議会及び部会の会議と議事録は原則公開とする。

ただし，個人情報等に関する事項を審議するときは，会議の全部又は一部を公開しない。

議事録には自立支援協議会及び部会全て委員名を記載せず「団体名」のみ表記する。

(7) 事務局

浦安市 福祉部 障がい事業課
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２．会議の進行について

(1) 協議会と各部会の連携体制

① 協議会は、会議毎に「部会等に意見収集すべき事項」と「次回の議題」を確認し、各部

会等へ協議の依頼等を行う。

② 各部会は、会議毎に「他部会に意見収集すべき事項」と「協議会へ提案・報告すべき事

項」を確認し、協議会へ報告・提案等を行う。

(2) 障がい者福祉計画と連動した福祉施策の推進

協議会及び部会では、障がい者福祉計画で示した重点的な取り組み推進のための意見を伺う。

また、障がい者福祉計画の進捗状況の確認と検証を行う。

【浦安市障がい者福祉計画の概要】

・目的：「浦安市総合計画」の部門計画として策定（浦安市地域福祉計画のひとつ）。

総合計画との整合性を保ち、かつ、国・県の関連計画とも連携を図りつつ、

障がい者施策を総合的かつ計画的に推進する。

・構成：第１編「障がい者計画」（障害者基本法に基づく）

市が取り組むべき障がい者施策の方向性を示す。

第２編「障がい福祉計画」（障害者総合支援法に基づく）

障がい福祉サービスをはじめ地域生活に必要なサービスの見込み量と確保策を

定める。

・計画期間：平成 30 年度～32 年度の３カ年（平成 27 年度～32 年度の６カ年計画の後期）

協議会 部会

協議の依頼・課題の分配等

地域課題の掘り起し・報告・提案等
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３．障がい者福祉計画：施策の体系

施策の方向性 基本施策

（１）啓発の推進

（２）

（３）交流機会の拡充

（１）相談支援の充実

（２）在宅福祉サービスの充実

（３）日中活動の場の充実

（４）住まいの場の充実

（１）

（２）保健・医療・リハビリテーションの充実

（１）就学前療育・教育の充実

（２）就学後療育・教育の充実

（３）就学・進学相談の充実

（４）ライフステージを通じた支援の推進

（１）

（２）福祉的就労の促進

（１）歩行空間・建築物の整備

（２）移動・交通手段の整備

（３）

（１）余暇活動の促進

（２）自主的活動の促進

（１）権利擁護施策の推進

（２）虐待の早期発見・防止

（３）

担い手となる市民との協働による支援

活動の促進

障がいの原因となる疾病等の予防・

障がいの早期発見

障がい者雇用の推進と就労支援体制

の充実

安心・安全に暮らせるまちづくり

の推進

差別の解消と合理的配慮の提供

の推進

重点

重点

重点

１．理解と交流の促進

２．福祉・生活支援の充実

３．保健・医療の充実

４．子どもへの支援の充実

５．雇用・就労支援の推進

６．生活環境の整備

７．自立と社会参加の促進

８．差別の解消、権利擁護の推進及び

虐待の防止

重点

重点

重点
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４．障がい者福祉計画：重点的な取り組み

重点的な取り組み① 理解と交流の促進

障がいと障がいのある人への市民の理解を深める取り組みを行うとともに、より効果的な啓発活動の

方法を検討し、積極的に展開していきます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・啓発の推進

（広報紙などによる理解の促進、理解と協力の呼びかけ、啓発活動の推進、職員の研修機会の充実）

・担い手となる市民との協働による支援活動の促進

（市民による支援活動の推進、地域ぐるみの福祉ネットワークの整備、ボランティア活動の推進）

・交流機会の拡充（地域との交流の推進、学校での交流及び共同学習の推進）

⇒ 権利擁護部会

重点的な取り組み② 福祉・生活支援の充実

障がいのある人が、自身の望むライフスタイルに応じて自己決定を行い、また、自ら意思を決定する

ことが困難な障がいのある人に対しては、意思決定の支援に配慮しつつ、日常生活などに関して自らの

意思が反映された生活を送ることができるように、サービス等利用計画の充実を推進し、一人ひとりの

ニーズに対応したサービスの提供に努めます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・相談支援（相談支援体制の充実、本人の意思の尊重、専門的な相談体制の充実と連携の促進、

サービス等利用計画作成の質の向上）

・在宅福祉サービスの充実（支援の人材の確保、利用者の負担軽減、福祉サービス情報の周知と利用の

促進、生活安定のための制度の充実、在宅生活を支えるサービスの充実）

・日中活動の場の充実（既存の日中活動の場の充実、日中活動の場の整備）

・住まいの場の充実（グループホームの機能を有する地域生活支援拠点の整備、グループホームの拡充、

住宅関係支援の充実、入所施設の支援）

⇒ 相談支援部会、地域生活支援部会

重点的な取り組み③ ライフステージを通じた支援の推進

一人ひとりのニーズに応じたきめ細かな支援を行うために、サポートファイル（障がいの特性や特徴、

支援内容を記録して、支援者が情報を共有するためのファイル）を活用して、乳幼児期から各ライフス

テージに対応した支援を推進します（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・ライフステージを通じた支援の推進（支援体制の充実、サポートファイルの活用の推進）

⇒ こども部会
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重点的な取り組み④ 雇用就労支援の推進

障がいのある人が希望と適性に応じて就労すること、社会的・経済的に自立できることをめざし、障

がいのある人が働く環境の整備や就労支援体制の充実を推進します（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・障がい者雇用の推進と就労支援体制の充実

（市及び関連機関での雇用の促進、民間事業者での雇用の促進、就労支援体制の充実と関係機関の連携）

・福祉的就労の促進（福祉的就労の場の充実、就労施設等の受注・販売の拡大）

⇒ 地域生活支援部会

重点的な取り組み⑤ 安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

災害時要援護者の安否確認や避難支援が迅速におこなえるよう、福祉避難所と支援体制を整備すると

ともに、広く民間の事業所にも協力を求め、ともに災害時の支援にあたります。また、支援する人、支

援を受ける人双方の防災意識の向上に取り組みます（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・安心・安全に暮らせるまちづくりの推進

（災害時要援護者への支援、自主防災組織への協力、福祉避難所の機能の強化及び人材の確保、

福祉用具の備蓄、防災意識の向上の推進、緊急通報装置等の充実）

⇒ こども部会での課題整理 → 自立支援協議会

重点的な取り組み⑥ 差別の解消と合理的配慮の提供の推進

障がいや障がいのある人に対する差別や偏見をなくし、お互いに人格と個性を尊重し合い、ともに生

きる社会の構築のため、障がいのあるなしにかかわらず、お互いに理解が深まるように、差別の解消と

合理的配慮を推進し、障がいのある人が社会に参加する機会の拡充を図ります（概要版より）。

【基本施策（取り組みの方向性）】

・差別の解消と合理的配慮の提供の推進

（差別解消のための体制整備、行政サービスにおける配慮の推進、合理的配慮の提供の推進）

⇒ 権利擁護部会 ほか
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５．30 年度の主な議題案

（１）自立支援協議会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・障がい者福祉計画の進捗管理

・各部会からの意見集約

・地域生活支援拠点の機能 ほか

（２）権利擁護部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30 年度権利擁護部会について（第１回会議）

・権利擁護センター：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

・成年後見制度：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

◆議題に対する意見等（＊平成 29 年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・グループワークで事例検討を進めたい。

・障がい者福祉計画で重点項目となっている啓発の推進を意識して、議論を深めたい。

・ヘルパー不足など現場は厳しい状況なので、本質的な議論をしたい。

・条例わかりやすい版は必ずしも冊子でなくてもよい。手法にとらわれない方がよい。

・マクロな議論もミクロな議論も両方必要。

・対象により啓発のアプローチの仕方は異なる。その点を考慮した議論もできればよい。

（３）こども部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度こども部会について（第１回会議）

・青少年サポート事業：平成 29 年度実績報告と 30 年度事業計画（第１回会議） ほか

◆議題に対する意見等（＊平成 29 年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・災害時に子どものことが分かる情報共有ツールは、サポートファイルだと思うが、サイ

ズが大きく持ち出しづらいので、オンライン化などを検討してもらいたい。

・災害時の備えの問題は、子どもに特化した課題ではなく、障がい者全体のことなので、

自立支援協議会の方で話し合ってほしい。東日本大震災の経験を生かして、自助・共助・

公助を、明確し、具体的に課題を整理する必要があると思う。

・子どもに関わる機関の障がいについての理解とか差別の解消の推進について

・高校から就労支援事業所とも関わるので、就労支援についても協議したり、他部会と連

携したい。
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（４）相談支援部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度相談支援部会について（第１回会議）

・基幹相談支援センター：平成 30年度事業計画（第１回会議） ほか

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・地域生活支援拠点の機能やあり方については、相談支援と密接に関わるので、併せて話

し合いが必要だと思う。

・地域課題をはっきりさせるためにも、事例検討をして現場の実態を教えてほしい。

・施設の防災対策などを進めてほしい。

・サポートファイルの活用を進めてほしい。

・子どもの検診で発達に不安を持った保護者などが、安心して相談ができる体制の仕組み

づくりと、周知方法について議題としてほしい。

・介護保険とうまく連携し、一人の相談支援専門員が受け持つ計画相談の件数の目安を決

められるとよい

・精神障がいの人が退院した後の支援体制を充実してほしい。

（５）地域生活支援部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

・平成 30年度地域生活支援部会について（第１回会議）

・就労支援センター：平成 29 年度実績報告（第１回会議）

・福祉事業体：平成 29年度活動報告（第１回会議）

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

（グループワークにおいて、住まいの場に係る課題の原因を分析した）

・グループホーム利用者が体験して選べる環境が必要

・外部ヘルパー型のグループホームを作る必要がある。

・現在の市の補助は恒常的なものではないのでグループホームの運営上不安がある。

（６）本人部会

◆平成 30 年度の議題案

・障がい者福祉計画の実現に向けて

※本人部会は、協議会の方針を決めて、議題提供する。

◆議題に対する意見等（＊平成 29年度第６回自立支援協議会議事録より抜粋）

・講師による障害福祉に関する講義を受ける。

・権利擁護センターに入ってきた事例について、当事者目線での解決案を考える。

・ほかの障害がある人を知るため、障がい福祉の現場を見学する。

（７）合同部会

◆目的と主な議題

・目的：部会間の情報交換を行い、連携を図る。

・主な議題：各部会の活動報告、基幹相談支援センターの実績報告

◆平成 30 年度の議題案

※平成 30年度の合同部会は、共通テーマである障がい者福祉計画の実現に向けて、

更なる議論の場として位置付け直し、必要に応じて実施したい。
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◆参考：合同部会の実績

年度 年月日 内容

29

第１回

(H29.9.28)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会 「成年後見制度の基礎知識」

講師：佐久間 水月氏（弁護士）

第２回

(H30.2.8)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会 「自立支援協議会における地域資源の活性化」

講師： 野澤 和弘 氏（毎日新聞論説委員）

28

第１回

(H28.9.29)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会「青少年サポート事業の概要と

発達障がい者等の支援について」

講師：中島展 氏（（一社）こども未来共生会 理事長）

第２回

(H29.2.16)

自立支援協議会及び部会の活動報告

講演会「障がい者施策の現状について」

講師：髙木 憲司氏（和洋女子大学准教授）

27

第１回

(H27.7.16)

自立支援協議会及び部会の活動

平成 26 年度基幹相談支援センターの実績

平成 27 年度基幹相談支援センターの事業計画

第２回

(H28.1.21)

自立支援協議会及び部会の活動

基幹相談支援センター上半期実績報告

26

第１回

(H26.7.30)

協議会及び部会活動報告

基幹相談支援センター実績報告・事業計画

第２回

(H26.12.25)

自立支援協議会及び各部会等活動報告

基幹相談支援センター上半期実績報告

25

第１回

(H25.7.26)

平成 25 年度浦安市自立支援協議会及び各部会の活動報告

平成 24 年度浦安市障がい者総合相談支援事業実績報告

基幹相談支援センターの事業計画について

第２回

(H25.12.26)

協議会及び部会活動報告

基幹相談支援センター実績報告

（８）その他

市の事業報告については、自立支援協議会及び各部会において、適宜行っていく。



浦安市に求められる
地域生活支援拠点とは

髙木憲司

議題(1) 資料1-2



地域生活支援拠点とは・・・

浦安市内の障害者、障害児、その家族が
安心して、地域での生活を継続できるように
支えるための仕組み

重度化

高齢化

親なき後

専門性あ
る人材

緊急時対応

支える
仕組み

重度者が引っ越したり、他市の事業所を使わざるを得ない現状を打破！！
1



地域生活支援拠点等の整備促進について（通知）【骨子】

平成29年7月7日

趣旨
Ｈ32年度までの間、地域生活支援拠点等の整備促進を図るため、目的、必要な機

能等、市町村・都道府県の責務と役割を周知・徹底する。

目的
障害者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、重度障害にも対

応できる専門性を有し、障害者等やその家族の緊急事態に対応を図る。

（１）緊急時の迅速・確実な相談支援の実施・短期入所等の活用

⇒地域における生活の安心感を担保する機能を備える。

（２）体験の機会の提供を通じて、施設や親元からＧＨ、一人暮らし等への生
活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制を整備

⇒障害者等の地域での生活を支援する。



必要な機能等
拠点等の機能強化を図るため、５つの機能を集約し、ＧＨや障害者支援施設等に

付加した「多機能拠点整備型」、また、地域における複数の機関が分担して機能を
担う体制の「面的整備型」等、地域の実情に応じた整備を行う。（例：「多機能拠
点整備型」＋「面的整備型」）

①相談 ②緊急時の受け入れ・対応
③体験の機会・場 ④専門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づくり

※ 地域の実情を踏まえ、必要な機能やその機能の内容の充足の程度については、
市町村が判断する。

そもそも、何故「地域生活支援拠点」が必要なのか？

24時間365日、安心できる場所で暮らしたい → 施設入所

・重度障害のある人
・行動障害のある人
・突発的な対応が必要な方

選択肢は、施設入所しかないのか？
地域で暮らし続けるためには何が必要なのか？
→・・・5つの機能が必要

2



障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能（相談、体験の機会・
場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を、地域の実情に応じた創意工夫
により整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築。

体験の機会・場

●地域生活支援拠点等の整備手法（イメージ）※あくまで参考例であり、これにとらわれず地域の実情に応じた整備を行うものとする。

各地域のニーズ、既存のサービスの整備状況など各地域の個別の状況に応じ、協議会等を活用して検討。

多機能拠点整備型 面的整備型

体験の機会・場

緊急時の受け入れ

相談

多機能拠点型と面的整備型（イメージ）

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター 等

専門性
地域の体制づくり

障害福祉サービス・在宅医療等

必要に応じて連携

相談

緊急時の受け入れ

グループホーム
障害者支援施設

基幹相談支援センター

短期入所

相談支援事業所

日中活動サービス
事業所

地域の体制づくり

専門性

コーディネーター



（1）具体的な内容
①相談
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに

地域定着支援を活用して、コーディネーターを配置し、
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、
常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に
必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能

コーディネーター
（地域定着支援を活用）

事前に把握・登録

緊急の事態に対応（相談）

緊急時の支援が見込めない
障害当事者

ヘルパー事業所からの派遣や緊急短期入所等

常時の連絡体制

最重要
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②緊急時の受け入れ・対応
○ 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、

介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや
医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

③体験の機会・場
○ 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、

共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や
一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

④専門的人材の確保・養成
○ 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害
者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応が
できる人材の養成を行う機能

人は「想像でき
ないこと」は
自らしない！

強度行動障害支
援者養成研修

喀痰吸引等研修



⑤地域の体制づくり
○ 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等

を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサー
ビス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

※ 医療的ケアが必要な障害者等への対応が十分に図られるよう、多職種連携
の強化、緊急時の対応等について、医療機関との連携も含め、各機能を有機
的に組み合わせる。

※ ５つの機能以外に、地域の実情に応じた機能を創意工夫し、付加すること
も可能。
（例：「障害の有無に関わらない相互交流を図る機能」、

「障害者等の生活の維持を図る機能」等）

地域包括ケアシステムの推進
（高齢分野・児童分野・防災分野等との連携）

本人

医療

住まい
人間関係

働く・日中活動

連携体制構築会議

余暇活動

社会資源を
つなげる

社会資源がな
ければつくる

インフォーマ
ルな社会資源
こそ重要
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（２）運営上の留意点

①拠点等において支援を担う者（支援者）の協力体制の確保・連携

支援者が拠点等における必要な機能を適切に実施するために、支援者全員が、
地域の課題に対する共通認識を持ち、目的を共有化し、協力及び連携して業務
を実施しなければならない。

②拠点等における課題等の活用について

拠点等においては、個別事例の積み重ねから、地域に共通する課題を捉え、
地域づくりのために活用することが重要である。

そのため、例えば、支援者レベルの検討会を開催し、蓄積された事例を集約
し、市町村が設置する協議会の部会等の場に報告することが必要である。

地域生活支援拠点

⾃⽴⽀援協議会

支援者検討会
（事例の集約）

事例の分析
課題の抽出

地域課題の共有

報告



③拠点等に必要な機能の実施状況の把握
市町村は、拠点等に必要な機能が適切に実施されているかどうか、定期的に又は

必要な時に、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用して、拠点等の
運営に必要な機能の実施状況を把握しなければならない。

具体的には、例えば以下の（ア）から（サ）に掲げる内容を踏まえながら、拠点
等に係る短期・中期・長期の運営方針を定めていくこととし、その実施状況を把握
する。（以下に掲げる内容は例示である。）

（運営全般に関するもの）
（ア）拠点等の組織・運営体制・担当する区域（※）におけるニーズの把握を行っているか

・拠点等の整備方針の基本理念の検討、関係者間の共有化が図られているか
（イ）地域ごとのニーズに応じて重点的に行うべき業務の方針

・重度、高齢化、独居世帯等の障害者等の生活状況の確認を行っているか
（ウ）障害福祉サービス等事業所・医療機関・民生委員・ボランティア等の関係者とのネットワーク（地域

社会との連携及び専門職との連携）構築の方針
・障害者等や地域住民を含め地域の関係者を集めて、協議会で把握した地域の課題を共有するための勉強
会やワークショップ等を開催しているか

（エ）個人情報の保護
・支援者間において、市町村が定める個人情報保護の規定を踏まえた対応が図られているか

（オ）利用者満足の向上
・相談や苦情に適切に対応できる体制となっているか

（カ）公正、公平性・中立性の確保
・公正、公平性・中立性の観点から、適切に障害者等の受け入れを行っているか

※ 拠点等の整備に係る区域（担当区域）については、市町村の人口規模、業務量、運営財源や専門
職の人材確保の状況、地域における日常生活圏域等との整合性に配慮し、効果的・効率的に業務が
行えるよう、市町村の判断により担当区域を設定する 5



（個別機能に関するもの）
（キ）相談

・障害者等やその家族の相談には各制度とも十分に連携しながらワンストップで対応しているか
（ク）緊急時の受け入れ・対応

・「緊急時」の定義付けを行い、緊急時の対応（定義外の対応を含む。）について、具体的な方法を
定めているか

（ケ）体験の機会・場
・空き家・公民館等を最大限活用しているか

（コ）専門的人材の確保・養成
・障害者等の重度化・高齢化に対応できる人材を確保・養成するため、専門的な研修等の機会を確保
しているか

（サ）地域の体制づくり
・地域の多様な社会資源の開発や最大限の活用を視野に入れた必要な体制を構築しているか

④各制度との連携
拠点等は、障害者等の地域での生活を支援することを目的としているため、

地域における障害福祉以外のサービス等との連携体制の構築が重要であるため、
各制度とも十分に連携しながら、拠点等の運営に当たる必要がある。

地域生活支援拠点 障害福祉サービス

連 携

介護保険サービス

児童福祉サービス 学校 医療機関

発達障害者支援センター 労働関係機関

課題の共有



（１）整備に向けた取組
・拠点等は、「基本的な指針」において、平成29年度末までに市町村等に少な
くとも一つ整備することとしているが、必ずしも整備に向けた取組が進んでいな
い状況である。（H28.9月時点で22自治体）
・このため、第五期障害福祉計画においても引き続き同様の整備目標を掲げるが、
第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備を行わなかった市町村等においては、
既に整備が進んでいる地域の事例等も参考としながら、地域におけるニーズの
把握や課題の整理を早期に行い、積極的な整備を進める必要がある。
・なお、拠点等の整備がなされたか否かについては、市町村における必要な機
能等を踏まえ、その実効性が担保されたかどうか等により総合的に判断された
い。
・その際、拠点等の整備時期を明確にしておくことが必要である。例えば、協
議会等の合意をもって、拠点等の整備がなされたと判断することも考えられる。
そのため、「多機能拠点整備型」、「面的整備型」等の整備においては、市町村
が、例えば、協議会等の必要な場を主体的に設ける必要がある。
・また、「面的整備型」を行うに当たって、短期入所事業所を整備することと
なった場合等について、社会福祉施設等施設整備費の優先的な整備対象として
ふさわしいものと考えられる。
・さらに、地域生活支援事業等の「地域移行のための安心生活支援」の事業も
活用いただきたい。

市町村・都道府県の責務と役割
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（２）必要な機能の確保・発揮に向けた体制整備に向けての留意点
市町村は、「地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について」（平成

28年８月26日事務連絡）において示している点に留意し行うこと。（P15～19）

（３）拠点等の必要な機能の充実・強化
市町村は、拠点等において必要な機能を充実・強化することができるよう、そ

の関与に努めるものとする。

市町村の定期的な評価
・まずは拠点等の支援者自らがその取組を振り返るとともに、整備主体たる市町
村が拠点等の運営や活動に対する評価を定期的に行うことが重要である。
→具体的には、例えば、市町村が設置する協議会の部会等の場を活用し、利用者、
家族等の関係者からの意見等も踏まえ、市町村が定めた運営方針を踏まえた効果
的、効率的な運営がなされているか等について、評価を適切に行い、公正、公平
性・中立性の確保や効果的な取組の充実を図るとともに、不十分な点については
改善に向けた取組を行っていくことで中長期的な観点からも一定の運営水準を確
保していくことが期待できる。

地域生活支援拠点
⾃⽴⽀援協議会

利⽤者、家族等の
関係者からの意⾒
も踏まえ、効果的、
効率的な運営が
なされているか等に
ついて評価

チェック



拠点等の取組情報の公表（普及・啓発）
・拠点等は、地域で生活する障害者等やその家族の身近な相談機関として、そ
の業務内容や運営状況等を幅広く周知することにより、拠点等の円滑な利用や
その取組に対する障害者等及び地域住民の理解が促進されることから、市町村
は拠点等の取組内容や運営状況に関する情報を公表するよう努めることとする。
その際、特に「面的整備型」の場合については、必要な機能等を包括的に明示
するなど、わかりやすく伝わるように工夫いただきたい。
→具体的には、名称及び所在地、法人名、営業日及び営業時間、担当区域、支
援員体制、事業の内容、活動実績及び市町村が必要と認める事項（拠点等の特
色等）の公表を行うこととするが、この取組を通じて、拠点等が自らの取組と
他の地域の拠点等の取組とを比較することも可能となり、自らの拠点等の運営
の改善にもつながることが期待できる。

○○市○○地区拠点事業
所在地
法人名
営業日
営業時間
担当区域
支援員体制
事業の内容
・・・
活動実績
・・・

△△市△△地区拠点事業
所在地
法人名
営業日
営業時間
担当区域
支援員体制
事業の内容
・・・
活動実績
・・・

◎
△
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（４）都道府県の役割

・都道府県は、管内の市町村を包括する広域的な見地から、市町村から拠点等
の整備に関する検証及び検討状況等の聞き取りを行い、市町村障害福祉計画と
の調整を図る。また、市町村等における拠点等の整備を進めるに当たって必要
な支援（※）を行うとともに、第四期障害福祉計画の期間中に拠点等の整備が
見込まれない市町村に対して、整備に向けた検討を早期に行うよう促す必要が
ある。

・なお、平成29年度から市町村協議会の活動状況について、都道府県が適切に
把握する体制を構築するため、地域生活支援事業等において、「障害者の地域
生活の推進に向けた体制強化支援事業」を創設しているが、当該事業について
は、都道府県協議会において管内市町村協議会の具体的な活動内容等について
の報告を行う場を設けるとともに、協議会活性化の参考となる事例等の収集や
市町村間での情報交換等を行うことを推進することを目的としているため、必
要に応じて適宜活用されたい。

※ 必要な支援については、例えば、都
道府県において拠点等の整備、運営に
関する研修会等を開催し、管内市町村
における好事例（優良事例）の紹介、
また、現状や課題等を把握し、共有す
るなど後方的かつ継続的な支援を図る
などの対応が考えられる。

○○県セミナー

好事例



１ 協議会等の活用

○ 協議会等を十分に活用し、どのような支援の拠点等を整備するかの整備方針を検討することが重要です。

【ポイント】

（１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。

（２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。

（３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。

【必要な視点】

○ 地域生活支援拠点等が担う必要な機能（①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ・対応、④専門的人材

の確保・養成、⑤地域の体制づくり）の５つの必要な機能をどのように組み合わせ、どの機能を充実・強化するか、

付加する機能の検討も踏まえ、地域においてどのような体制を構築するか、目指すべき拠点等の整備方針を掲げる

ことが必要です。

地域生活支援拠点等の整備に際しての留意点等について

○ 平成２７年度地域生活支援拠点等整備推進モデル事業（９自治体において実施）の成果を踏まえ、

地域生活支援拠点等を整備する上で必要不可欠な観点、留意すべき点等をまとめましたので、参考

としていただき、地域の実情に応じた積極的な体制整備をお願いします。（※ 地域の実情により必

ずしも全ての事項を網羅する必要はありません。）

○ 各自治体における取組の具体例を別紙にお示ししますので、併せて参照ください。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡（平成２８年８月２６日）
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２ 関係者への研修・説明会の開催

○ 整備方針を踏まえ、拠点等を運営する上での課題を共有することが重要です。

【ポイント】

（１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。

（２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。

【必要な視点】

○ 障害児者の生活を地域全体で支える核として機能させるためには、拠点等の理解促進・普及啓発を進めるとともに、拠点等に関与す

る全ての機関、人材の有機的な結びつきを強化することが必要です。

３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証

○ 拠点等の整備方針、機能が地域の実情に適しているか、課題に対応できるか、十分に検討・検証することが重要です。

【ポイント】

（１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる

体制かどうか検証する。

（２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策

を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等、随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図

る。

【必要な視点】

○ 地域の社会資源等を十分に活用し、緊急時の対応を含めた安定的な連絡体制の確保を図るため、中長期的に相談機能をはじめとし

た必要な機能の見直し、強化を図っていくことが求められます。



１ 協議会等の活用

（１）地域の実情に応じたニーズを把握し、課題を共有する。

• 自立支援協議会内にケアマネ連絡会（相談支援専門員等で組織）を設置し、相談支援業務から得られるニーズや社会資源の整理等を行っている。
［上越市］

• モデル事業を実施するにあたり、準備委員会を設置し、自立支援協議会委員も参加いただきながら、障害者（家族）の実態とニーズに関するアンケート
調査を 通じ、課題の抽出と検討を行った。［宇部市］

• 自立支援協議会で地域の課題を抽出し、拠点等に必要な機能を検討した。その結果、緊急時対応の機能がシステム化されていないことから、優先的
に整備することとした。［栃木市］

• 協議会に、現行の委託相談支援事業所や障害福祉サービス事業所の職員から構成される作業部会を設け、直接的に支援している職員間で、地域の
障害者の地域生活に必要な支援の具体的な検討を行った。［大分市］

（２）地域分析（アセスメント）にあたって、関係者からのヒアリング、調査等の方法を検討する。

• 親の会等の障害者団体（８団体）へのヒアリング、緊急短期入所委託先へ事業説明を行い、意見交換を行った。［京都市］

• ５か所の市が委託する相談支援事業所に「地域生活準備サポート要員」を配置し、障害者が地域で日常生活を送るうえでどのような困難なことがあり、
どのような支援がなされれば解決するのかを実際に相談などの活動（支援）をしつつ聞き取り調査を行った。ときには福祉関係者や施設やその他の機
関などを訪問したり、家族から聴取したり、本人に同行するなどして調査した。また、1件ごとに「電話」「メール」「訪問」など、どのような手段で活動（支
援）を行ったか、その活動（支援）にどれくらいの時間を要したのか調査し、記録し、集計してニーズの多寡や傾向などについて検証した。［八王子市］

• 緊急時の現状を把握するため、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）に対して実態調査を実施した。また、体験短期入所事
業の中で意見交換を行うことでニーズを確認した。［栃木市］

• 地域生活支援拠点等について求められる機能について、具体的な内容について検討するにあたって、関係団体にヒアリング、アンケートを行った。相
談支援事業所から業務を通じて困難に感じていること等の聞き取りを行った。[佐野市]

（３）関係機関等の連携・緊密化を図るため、事業所間・職種間の信頼関係構築の手法を検討する。

• 緊急時の受け入れ・対応を整備するにあたり、関係する福祉サービス事業所（相談支援、短期入所、居宅介護）で話し合う機会を設け、事業所間の意
識の統一を図った。また、緊急時には連携が図れるように違う事業同士でも意見交換を行った。［栃木市］

• 今後のスケジュールとして、平成28年７月から、関係の社会福祉法人や医療法人などの代表者会議を開催し、地域生活支援拠点整備について事業所
間などで合意形成を図っていく。［上越市］

• 複数法人による地域連携型で、法人の垣根を越えて、公立・中立性を保持したコールセンターを創設するため、市が管轄する施設を活用する。［大分
市］

• 自立支援協議会の地域移行・継続支援部会は、５か所の市委託相談支援事業所職員をはじめ、障害福祉サービス事業所等職員、入所支援施設職員、
難病患者支援団体等関係者、精神障害者を支援する機関の職員、精神科病院ソーシャルワーカー、障害当事者、一般公募市民、市職員など様々な
機関・関係者が集まり意見の交換を行う場でもあり、今回部会の下にＰＴとして位置づけた準備委員会にも兼務で出席する委員も多く、地域生活支援
拠点整備（準備）のため集まる頻度も高く、現場で得た課題や問題点について検証・検討するなかで、５拠点事業所の職員だけでなく、他事業所、機関
等、職種等を問わず信頼関係が構築できた。［八王子市］

別紙各自治体における取組の具体例
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２ 関係者への研修・説明会の開催

（１）利用者・家族を取り巻く専門職や地域住民に対して拠点等の意義の説明を行い、課題の共有を行いながら、解決策の提案を受ける。

• 地域生活支援拠点等の面的体制整備の中核となる障がい者総合サポートセンターにおいて、「大田区障がい福祉従事者人材育成基本方針」を策

定し、方針に基づいた研修等を実施することで、地域における課題を共有した。[大田区]

• 障害者支援学習会を行い、本事業の周知をした。障害者支援学習会は、地域への説明を兼ね公開講座とした。学習会開催を広く周知するため、市

広報に掲 載したほか、障害福祉関係以外の方や障害当事者の方の参加を促すため、民生委員や高齢者支援機関等、市内の各事業所、特別支援

学校などにポスター・チラシを配布し、広く周知することに努めた。学習会の中で、知的、精神障害者の当事者から、日常生活で困っていることやどの

ような支援があれば良いと感じているか等について直接、参加者に向けて話をしてもらったことも障害者が地域で生活するうえでの課題の共有に役

立ったものと考える。［八王子市］

• 障害者関係団体を通じ、障害当事者やご家族が日常的に抱える課題と、それらを解決・改善するための方策についてご意見をいただくとともに、障害

福祉サービス事業所に対しても、事業所における課題についてご意見をいただきました。［宇部市］

• 専門家を招聘することも検討したが、検討した内容を知ってもらいたい・伝えたいとの思いから講演会・シンポジウムを企画、開催。自分たちで、企画

することで、機能のありかたについて、より具体的に表現することができた。関係者が一緒になって作り上げることで連携を深めることができた。[佐野

市]

（２）研修会等を通じ、地域の社会資源等の情報共有を図るとともに、関係機関、専門職の役割を認識する。

• 専門的人材の確保・養成のための対策として、発達障がいの早期発見・早期療育に併せて、各関係機関が連携して発達段階に応じたサポート体制

を作り上げていくため、発達障がい者における専門家の育成を目指した研修を実施した。［野田市］

• 地域生活支援拠点を整備する上で地域の社会資源である医療機関との連携は重要であると考えるが、どのように連携を図っていくかが今後の課題

でもある。また、研修会については、強度行動障害や喀痰吸引など専門的な研修等を積極的に実施していく。［上越市］

• 協議会等を通じて、委託相談支援事業所からの情報提供等により、夜間帯の精神障害者への支援の難しさを認識することとなった。［大分市］

• 緊急時の受け入れ・対応には、緊急事態が起こらないために様々な想定しておくことや社会資源の利用の検討等の事前の備えが必要である。それ

には相談支援専門員が特に大きな役割をもつと考えらえるため、相談支援担当者会議にて繰り返し緊急時対応の支援について検討を行った。［栃木

市］



３ 地域生活支援拠点等の整備類型、必要な機能の検討・検証

（１）多機能拠点型・面的整備型等の整備類型について、地域定着支援等を十分に活用し、地域の実情に応じた機動的な運営が図れる

体制かどうか検証する。

・ 区のすでにある資源を適切に把握し、有機的な連携が図れるよう、スーパーバイザー、協議会等を活用し検証した。［大田区］

・ 既存の障害者地域生活支援センターに機能付加したことから，「面的整備型」を採用した。［京都市］

・ 本市においては多くの事業所が開設されていることに加え、それらをつなぐネットワークづくりもすでに取り組んでいることから、既存

の機関の機能を生かしつつ、そこから漏れるニーズに特化した拠点（地域生活支援拠点）を設置し、その拠点を含め分担して機能を担

う体制（面的整備）を形成する折衷モデルとして、拠点 整備を強化していきます。［宇部市］

・ 地域定着支援等を活用しながら、各地域の社会資源等を活用し、面的整備として関係障害福祉事業所間で連携を図っていく。また、

地域定着支援の充実（即対応できる支援体制）や地域定着支援をグループホーム利用者にも活用できる仕組みづくりなどの検討も必

要であると考える。［上越市］

（２）相談機能の現状、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応を行う体制が十分か、また、専門的な人材の養成・確保のための対策

を講じているか、地域の体制づくりのために必要な機能を満たしているか等随時見直しを行い、拠点としての機能の充実・発展を図る。

・ 平成２７年度は主に「相談」と「緊急時の受入」のコーディネートを担うものとして事業を実施した。［京都市］

・ 年度ごとに進捗状況を把握し、平成29年度末において、必要な機能が充たされるよう取り組んでいく。［大田区］

・ 既存の地域資源を十分に活用して、中・長期的な視点に立って、無理なく持続可能な地域生活支援体制を構築するため、必要な機能

については、運営開始後において、障害者のニーズを的確に把握しながら段階的に整備していくことも視野に入れながら人員体制等の

具体的な検討を行っている。［大分市］

・ 地域生活支援拠点等の機能について、また、相談事例について、自立支援協議会等で検討を行い、関係機関の役割の理解と適切に

連携できる体制をつくり連携を強化することを今後の取り組みの中に盛り込んだ。[佐野市]
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（大分市モデル事業より）



（
大
分
市
モ
デ
ル
事
業
よ
り
）
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協議会の
活用

基幹相談の
活用

地域定着支援の
活用

既存の
公的社会資源

の活用

既存の事業所の
ネットワーク化

市の熱意

浦安市の地域生活支援拠点整備に向けて
（多機能拠点＋面的整備の混合型？）

関係者
の熱意

地域生活支援
拠点の実現へ

関係機関の協力

地域主権が試されている・・・

多機能拠点の
法人の熱意



みんなで共に考え、共通の目標をもって、
共に作っていきましょう！

まずは、
事例集約と
地域課題
（ニーズ）の共
有化！
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資料２

グループスーパービジョン
公開事例検討会 講演会 地域包括との意見交換会

地域の関係機関との
連携会議 相談支援事業所訪問

対象者 相談支援事業者
行政（福祉課）

医療、福祉、教育分野で対人
援助に関わる仕事をしている方

障がいのある本人、家族、医
療、福祉、教育分野の支援者

基幹相談、市内の地域包括支
援センター、高齢者包括支援課 関係機関

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）

目的

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

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

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

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

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

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

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

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

概要

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

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

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

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

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

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

４月
意見交換会 4/11

５月

６月
相談支援の基本的視点、計画作成に

ついての復習＆事例検討 6/18

７月 テーマ別事例検討 7/23 連携会議 7/10
８月

テーマ別事例検討 8/21 事業所訪問

９月 公開事例検討会 9/4

１０月 面談技術講座① 10/22

１１月 面談技術講座② 11/26 連携会議 11/20
１２月

事例検討会 12/17

１月 事例検討会 1/21

２月 サービス担当者会議講座①2/25 講演会

３月 サービス担当者会議講座②3/18

個別の相談対応

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

→支援につながっていない
方への支援

→困難事例への対応
→24時間365日体制の維持

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

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

④差別の解消支援
→普及啓発
→差別に関する相談の
対応

⑤住宅入居等支援事業
→入居支援
→関係機関調整

⑥計画相談支援
→市が指定するケース
の対応

→利用者及び家族の意向
を尊重した上での段階的
なケース移管

平成30年度 基幹相談支援センター事業計画

相談支援実務者会議

指定相談支援事業者
（相談支援専門員）

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

実務者会議①

実務者会議③

実務者会議④

実務者会議⑤

実務者会議②

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

す
る
場
合
あ
り



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

1

●浦安市の障がい者手帳所持者の推移

人口 前年比
身体障害者

手帳
前年比

人口割

合
療育手帳 前年比

人口割

合

精神障害

者保健福

祉手帳

前年比(%)
人口割

合

平成 24 年 162,679 2,685 1.65% 598 0.37% 474 0.29%

平成 25 年 162,155 99.68% 2,774 103.31% 1.71% 626 104.68% 0.39% 527 111.18% 0.32%

平成 26 年 162,952 100.49% 2,837 102.27% 1.74% 660 105.43% 0.41% 617 117.08% 0.38%

平成 27 年 163,719 100.47% 2,869 101.13% 1.75% 680 103.03% 0.42% 695 112.64% 0.42%

平成 28 年 165,411 101.03% 2,918 101.71% 1.76% 716 105.29% 0.43% 780 112.23% 0.47%

平成 29 年 167,463 101.24% 2,955 101.27% 1.76% 733 102.37% 0.44% 850 108.97% 0.51%

平成 30 年 168,852 100.83% 3,013 101.96% 1.78% 763 104.09% 0.45% 934 109.88% 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

2

●年齢別障がい者の状況

【30 年度】

住基人口
身体障害

者手帳
人口割合 療育手帳 人口割合

精神障害者

保健福祉手

帳

人口割合

0～9歳 14,533 52 0.36% 106 0.73% 8 0.06%

10～19 歳 18,156 60 0.33% 231 1.27% 42 0.23%

20～29 歳 24,868 87 0.35% 192 0.77% 109 0.44%

30～39 歳 23,344 133 0.57% 96 0.41% 194 0.83%

40～49 歳 29,975 241 0.80% 72 0.24% 247 0.82%

50～59 歳 22,136 330 1.49% 40 0.18% 181 0.82%

60～69 歳 16,522 519 3.14% 15 0.09% 91 0.55%

70～79 歳 13,081 828 6.33% 11 0.08% 47 0.36%

80 歳～ 6,237 763 12.23% 0 0.00% 15 0.24%

合計 168,852 3013 1.78% 763 0.45% 934 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

3

●年齢別障がい者の状況 平成 28 年～30 年
●平成 28年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 29,201 107 0.37% 269 0.92% 34 0.12%

18～64 歳 109,634 1,005 0.92% 430 0.39% 649 0.59%

65 歳以上 26,576 1,806 6.80% 17 0.06% 97 0.36%

合計 165,411 2,918 1.76% 716 0.43% 780 0.47%

●平成 29年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 29,082 107 0.37% 258 0.89% 40 0.14%

18～64 歳 110,808 991 0.89% 456 0.41% 713 0.64%

65 歳以上 27,573 1,857 6.73% 19 0.07% 97 0.35%

合計 167,463 2,955 1.76% 733 0.44% 850 0.51%

●平成 30年 3月 31 日現在

住基人口 身体障害者手帳 人口割合 療育手帳 人口割合 精神障害者保健福祉手帳 人口割合

0～17 歳 28,677 100 0.35% 280 0.98% 34 0.12%

18～64 歳 111,741 1,003 0.90% 464 0.42% 795 0.71%

65 歳以上 28,434 1,910 6.72% 19 0.07% 105 0.37%

合計 168,852 3,013 1.78% 763 0.45% 934 0.55%



参考資料：平成 30 年度第 1 回自立支援協議会

4

●難病疾患者の状況 浦安市難病疾患者見舞金登録者数より

【平成 30 年度】

平成 30年 3 月末現在 登録者数 人口割合 住基人口

浦安市難病疾患者見舞金登録者数 972 0.576%

168,852 人

年

齢

別

内

訳

0～17 歳 141 0.084%

18～64 歳 519 0.307%

65 歳～ 312 0.185%

疾

患

別

内

訳

特定疾患 797 0.472%

小児慢性特定疾患 171 0.102%

先天性血液凝固因子障害 4 0.002%



平成30年度自立支援協議会スケジュール 参考資料

名称 回 日程 曜日 時間 会場 コメント

自立支援協議会 第1回 5月10日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第1回 5月17日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第1回 5月22日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第1回 5月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第1回 5月31日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第2回 7月5日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第1回 7月9日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第2回 7月12日 木 午後１時30分～３時30分 健康センター 第１会議室

権利擁護部会 第2回 7月20日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第2回 8月30日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第2回 9月6日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

合同部会 第1回 10月4日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

自立支援協議会 第3回 10月11日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第3回 10月18日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

地域生活支援部会 第3回 11月1日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第2回 11月5日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第3回 11月9日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第4回 11月22日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第3回 11月27日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第5回 1月10日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

本人部会 第3回 1月21日 月 午後２時00分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

こども部会 第4回 1月24日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

相談支援部会 第4回 1月29日 火 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

権利擁護部会 第4回 2月1日 金 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

合同部会 第2回 2月7日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２・３・４

地域生活支援部会 第4回 2月14日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３

自立支援協議会 第6回 2月28日 木 午後１時30分～３時30分 本庁舎4階会議室Ｓ２～３


