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平成30年度第２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８月30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

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

浦安手をつなぐ親の会、社会福祉法人敬心福祉会、ＮＰＯ法人千楽、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法人かぷあ、ＮＰＯ法人タオ

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、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、こども発達センター

社会福祉法人佑啓会（オブザーバー）

４．議題

（１）相談支援部会のショートゴールの設定について

５．資料

（１）議題１資料１ 相談支援部会のショートゴールの設定について

（２）議題１資料１－１ 相談支援部会のショートゴール

（３）当日資料 東野地区複合福祉施設の概要
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第２回浦安市自立支援協議会相談支援部会を開催します。

本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。

なお、本日は、社会福祉法人佑啓会にご出席をいただいておりますので、ご紹介します。社会福祉法

人佑啓会は、平成 32 年度から東野地区の地域生活支援拠点の運営をお願いすることから、本年度の自

立支援協議会にオブザーバーとして参加していただいているところですが、本日の相談支援部会では、

浦安の地域課題についての議論を行うことから、お声がけをしたところ、出席をご快諾いただいたとこ

ろです。

それでは、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、十分なご配慮をお願いいたします。なお、議事録には発言者が所属

する法人名または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。

当部会におきましては、聴覚障がい、視覚障がいのある方が委員として参加されております。また、

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。

では、今後の進行につきましては、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：皆様お疲れ様です。暑い中、お越しいただきましてありがとうございます。それでは、早速ですが、

次第に沿って進行を務めたいと思います。

はじめに、議題１相談支援部会のショートゴールの設定について、事務局から説明お願いします。

事務局：説明で使わせていただく資料は、事前に配付しております、議題（１）の資料１と、議題（１）資料

１－１です。お手元にない方いらっしゃいますでしょうか。大丈夫でしょうか。

それでは、進めます。資料１をごらんください。裏面に、第１回の相談支援部会で出た主な意見を載

せています。こちらをまとめたものが、表面の１．第１回相談支援部会の振り返りになります。

まず、振り返りになりますが、第１回の部会では、相談支援部会の役割について確認をしました。こ

ちらに載せているように、１点目として、障がい者福祉計画の実現に向けて部会でも取り組みを進めて

いくこと。そして２点目、東野にオープンする地域生活支援拠点を真に機能させるために必要な機能や

役割について、相談という切り口から地域の課題を整理し、協議会へ挙げていくことです。

そのために、相談支援部会としては、地域課題を明らかにし、拠点の機能につなげていくこと。また、

そうすることによって、拠点と市内の各サービス事業所との関連、連携のあり方を共有し、サービスと

利用計画の質の向上や相談支援専門員の横の連携を図っていくことが必要であるということを話しまし

た。

ただ、それでは余りにテーマが大きいので、ショートゴールを設定して議論を進めていったらどうか

ということや、事例を積み重ねることで見えてくる浦安独自の地域課題について整理をする必要がある

のではないかということを議論したかと思います。これらを受けて今回、第２回の会議では、まず前半
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でショートゴールについて議論して部会内で共有をすること、後半は作業部会として事例を集めて地域

課題の抽出を試みるとしていたところです。

それでは、２のショートゴールですが、第１回の部会で幾つか意見が出されて、それを整理してリー

ダー、サブリーダー、事務局で案をつくって、それをたたき台として議論をしていただくということに

なっていたかと思います。そのとき出ていた意見を整理して、この３つの案に整理しました。資料に載

っていますが、その３つの案をどのような順番で設定して、それぞれがどのように関連しているかを示

したものが、資料１－１です。

案１としては、浦安の課題を明らかにする。案２として、相談支援事業所マップをつくる。これは、

相談支援体制の整理に当たります。そして、案３として、拠点の機能を整理し、拠点と各事業所の関係

性を明らかにする。

これら３つの案を、今年度と来年度のスケジュールに落とし込んでいます。今年度の部会は、今回を

入れて３回で、今回は案１、浦安の課題を明らかにするに取り組み、これに関しては、今日の作業部会

で課題の整理、抽出を行ってまいります。それによって、課題解決に向けて地域に必要な機能を整理す

ることにつなげていきます。

そして、第３回と４回、残りの２回で拠点の機能を整理するについて取り組み、第３回部会では複合

施設の現状についての確認と、有効活用について考え、第４回の部会では拠点を運営する事業者の役割

と各サービス事業所の連携のあり方について、検討することとしています。

本日、カラー刷りの資料を置かせていただきました。こちらは拠点、東野の複合施設の概要です。第

１回の部会のときに、全体の概要がわかる資料をお約束していたかと思います。そちらになります。ま

た、来週行われる地域生活支援部会では、拠点の検討状況を議題として挙げていますので、その資料も

次回の相談支援部会の資料として活用していけるのではないかと考えています。

資料に戻りまして、ショートゴールの続きです。来年度の話になりますが、来年は委員の改選の年度

に当たりますが、今年度の議論を引き継ぎながら案２、相談事業所マップをつくるに取り組んでいきま

す。また、案３については、各事業所との関係性を明らかにする。そして拠点についてのＰＲを行って

いくこととしています。

これら３つの案は、それぞれに関連していますので、１つずつ取り組んで、１つずつ完結して終わり

というものではなく、議論の過程でそれぞれのゴールが深みを増していくというようなイメージでおり

ます。

資料の説明は以上になります。

リーダー：ありがとうございました。

事前にショートゴールのイメージ図を配付されていたかと思いますが、ご質問、ご意見はございます

でしょうか。当日配付された複合施設の全体像の資料についてのご質問でもよいかとは思います。

先ほどの事務局が説明してくださったように、それぞれが単発でタスクが羅列されているということ

ではなくて、課題の整理であったり、地域診断などであったり、相談体制の見直しであったり、あと複

合施設の有効活用、そして最終的には拠点を運営する事業者さんの役割と我々の役割ということを、み
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んなで議論していくためのステップバイステップのフローチャートみたいなものとして、捉えていただ

ければいいかなと思っています。

何か抜けていることだとか、こんなことやったらいいんじゃないかとかありますでしょうか。しばし

お考えいただいて。

一応、議題 １は、20 分ほどディスカッションの時間をとっておりまして、２時から作業部会とい

うことにして、ここで作業部会に入ってしまうのも少しだめかな。

介護給付費等の支給に関する審査会：すごい単純なことなんですが、質問ですが、私、頭が固いのか、この資

料１、説明いただいた方法論として、というのがありますよね。そこのところで、課題の整理による地

域課題の抽出、ここはよくわかるんですが、その次の括弧の見えない課題の議論というのが、別なとこ

ろにも書いてあったんですが、見えない課題の議論というのがちょっとわからなくて、これは、地域課

題として、出てきた、見えてきた部分の課題を議論するのかなと思ったら、見えない課題を議論すると

いうのは、今まで見えて来ていなかったところのところを改めて、掘り起こして、それで、見えてきた

課題の抽出や議論をするというふうに解釈してよろしいんでしょうか。よろしいですよね。

私一人で、これ言葉を引っかかったのかなと思いながら。そういうことですよね。

リーダー：そういうことです。そのとおりです。

ほかの委員の皆さんも、もうちょっと深めたほうがいいかなと思いますので、どうでしょう。

介護給付費等の支給に関する審査会：ついでにいいですか。ショートゴールの表に一覧になっているのありま

すよね。これで、平成 30 年８月 30 日と 11 月 27 日と１月 29 日、この３回のところでそれぞれグルー

プワークをして、そこで今回だけじゃなくて、３回にわたってそこでいろいろな課題が出てくるんじゃ

ないかということで、課題をこの３回に分けて出していくということですよね。

リーダー：はい。グループワークは今日で終わるわけではなくて、資料の全体像を私も確認はしていないんで

すが、事前の宿題で事務局に皆さんから、それなりの数量の事例が集まってきている。それを今日だけ

では、とてもそしゃくし切れない量なんですね。ですので、今日、それから 11 月 27 日、１月 29 日の

３回でしっかりと皆さんと深めていって、できれば地域の課題の整理だけじゃなくて、その課題に対す

る必要な手立てだったり、機能だったりというところを１つずつの事例ごとに整理していって、それを

グルーピングで集約していって、事務局から配っていただいている複合施設の活用だったり、また、地

域生活支援拠点をどうリンクづけしていくかというようなところを我々なりにイメージをつくってみて、

自立支援協議会に上程していったりだとか、あと、今日もお越しになっていただいている運営事業者さ

んにも参考にしていただいて、拠点を運営する事業者さんと我々たちの連携の姿みたいなものをイメー

ジしていけたらいいかなと思っています。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、ありがとうございます。

それと、続けてですが、作業部会という言葉があったんですが、グループワークというのが作業部会

に当たっていて、普通、作業部会と言うと、この部会のほかにもう一つ作業部会というのを設けて、そ

こでやるという考え方もあると思うんですが、そうじゃなくて、この３回のグループワークを作業部会

と位置づけるということですよね。
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リーダー：そうです。

介護給付費等の支給に関する審査会：はい、ありがとうございます。

事務局：事務局が１つつけ加えます。作業部会に関しては、今回もそうですが、具体的事例とか細かいものを

扱ったりする場合が多いものですから、作業部会に関しては、どの部会においても非公開で行っていま

す。

以上です。

リーダー：ほかの委員さん、いかがですか。あと10分あるんですね。

順番に、恒例ですが、こども発達センターからよろしくお願いします。

こども発達センター：１つ確認という形で、すみません、私も勉強不足のところがあるですが、この複合施設

の稼働時期というか、いつぐらいにというのを確認させていただければと思います。

リーダー：お願いします。

事務局：ただいまの質問ですが、当初、平成 32 年４月オープンを目指していたところですが、先般行う予定

でした入札ですが、どこの事業所、会社も手を挙げていただくところがなくて、執行できずに終わって

しまいました。なので、また再度、入札の予定をしているところで、現在のところ３カ月程度おくれる

予定であります。

順調にいけば、32 年の年明け早々ぐらいには建つ予定ですが、果たしてその後すぐに４月から稼働

できるかというところは疑問ですが、我々としても、少しでもおくれないように、始められればいいな

とは思っております。ひとまず当初の 32 年４月のオープンかどうかまでは、現状不明です。よろしく

お願いします。

以上です。

高齢者包括支援課：係長代理で出席しておりまして、１回目に出席していないので、皆さんの意見を伺わせて

いただきたいと思います。

リーダー：はい、わかりました。

中核地域生活支援センターがじゅまる：地域生活拠点ですとか、そういった絡み、前も言ったんですが、障が

いと高齢というふうなスライドの方々もやっぱりいらっしゃるので、障がいだけというくくりじゃなく

て、ある程度包括的というふうなところは、考えていく必要はあるのかなと。障がいの方でも高齢にな

る方もいらっしゃってくると思うので、ここはいろいろなところと協力し合う必要があるのかなと感じ

ました。

すみません、感想みたいになっちゃいました。

浦安市社会福祉協議会：確認ですが、この案というのを、１、２、３というのがありますよ。これ以外でもい

いのかもしれないですけれども、これを何かその内容を確認する、ショートゴールを決めていくという

のを確認する、検討する、今みたいにですか。

リーダー：もう一回お願いします。

浦安市社会福祉協議会：今やっていることが正直言ってよくわからなくて、これを数字を見ると、数字の②、

③、④というのが、その日に検討するのかなと思っているんですが、それの何か例えば横軸に対して、
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この案の１、２、３というのは、縦軸みたいな形で話すのか、ちょっと今、私も理解できていないとこ

ろがあるんですけれども、もう一回ちょっと説明していただけますか。

事務局：わかりにくい資料で申しわけありません。案が１、２、３とあります。それを下に帯状で黒丸になっ

ていますが、案１、「浦安の課題を明らかにする」、案２、「相談事業所マップをつくる」、これは

31 年、来年度始めていこうかというところで、セットをしたところです。案３の「拠点の機能を整理

し、拠点と各事業所の関係性を明らかにする」、これは今年度から手をつけていこうと 30 年９月のと

ころから帯を引いています。

わかりにくいとおっしゃられていた、②、③、④というのは、第２回会議、第３回会議、第４回会議

の日付をあらわしています。「浦安の課題を明らかにする」というところの下に②、課題の整理とあり

ますが、ここは②の８月 30 日、今日の作業部会の中でまず手をつけていくということを示しています。

一番下の帯の③、④ですが、ここは第３回部会、11 月 27 日に複合施設の確認等々を始めつつ、４回

目、１月 29 日には、さらに拠点を運営する事業者との役割や連携について考えていくのはどうでしょ

うかという、そういった案のご提示でした。

少しおわかりになっていただけたでしょうか。

浦安市社会福祉協議会：ということは、この案どおりいくと、本日は「浦安の課題を明らかにする」というこ

とで、話されているということですか。

事務局：今回、作業部会のテーマとして、「浦安の課題を明らかにする」というところで皆様に相談の事例を

提出していただいたところですが、今回この第２回部会から、課題を明らかにするということに関して

手をつけていきましょうということを意味しております。

だから、先ほどリーダーから話がありましたように、今日の作業部会で浦安の課題が明らかになると

いうふうには考えてございません。ほかのこともやりつつ、そうするとまた見えてくる課題が出てくる

と思いますので、資料で示しているのは第２回、８月 30 日の部会から課題を明らかにするというゴー

ルに対して、話し合いを始めていこうということを示しているものでございます。

リーダー：どうですか。大丈夫ですか。

浦安市社会福祉協議会：この後、そのグループワークをやるんですよね。

事務局：はい、そうですね。

浦安市社会福祉協議会：だから、何を今発言していいか。

リーダー：今は、このフレームで進んでいこうとしているスケジュール感もそうですし、着眼点みたいなとこ

ろで、皆さんから、例えば、もっと違う視点で議論する軸を設けたほうがいいんじゃないかというよう

なご意見があれば、ぜひお示ししていただき、たたき台として、事務局がつくってくれたものに対する

コメントという感じですかね。

浦安市社会福祉協議会：わかりました。それでしたら、全体像が見えていなくて申しわけないんですけが、グ

ループワークでその課題について検討していければと思います。よろしくお願いいたします。

ＮＰＯ法人タオ：第１回の５月 22 日の相談部会、私、同じ時間に千葉市に行っていたものですから、欠席し

てしまいまして、今回事前に送られてきたこれを拝見して、すごい濃い内容だったんだな、参加すれば
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よかったと思ったんですが、今回このスケジュールに書かれているところ、案のところもそうですが、

ここでネタばらしするわけにはいかないので、後半の作業部会のところで挙げさせていただいた課題が

に整理されてくるのかなというところがすごく今実感としてあるので、ぜひこの流れでいっていただけ

ればいいのかなと思います。

特に相談事業所マップ、31 年４月まで私はいるかどうかわかりませんが、これが即完成すると、よ

り障がいを持たれた方、ない方含めて、すごくやりやすくなるのではないかなと思っています。私事と

言ったら変ですが、先日、こども部会にゲストとして行かせていただいたことがありまして、そのとき

に意外と障がいをお持ちのお子様の保護者の方が、就労支援センターであったり、市内の事業所の役割

がいま一つわかっていない方も結構いらしたので、そういったこと、相談部会にも、ここに相談事業所

があるんだ、こういう役割があるんだというのは整理できれば保護者の方、それを通り越して、一般の

市民の方にもわかりやすくなるんじゃないかなと思っているので、自分も参加しつつ期待していますと

いうことで、よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。

ＮＰＯ法人かぷあ：私も基本的なことがわかっていないと自分で思うんですが、第２案の相談支援事業所マッ

プをつくる、これはどのような感じであるのかという具体的なイメージが、すみません、できていなく

て、マップというものをどのタイミングでどの方たちに配るためのものをつくるのか、事業所の人たち

だけではなく、利用者さんになられるであろう方たちに配るものであるのか、それはそもそも公に出さ

れるものなのかどうなのかというところが、すみません、よくわかっていなくて申しわけないんですが、

教えていただければと思います。

社会福祉法人サンワーク：多分そこら辺というのは今後、平成 31 年４月につくり始めていく段階で、もっと

話し合われていくことかなと思われます。そもそも、何でこの相談マップとかという話が出てきたかと

いうところで、要は市内の相談支援事業所の事業所としてはあるよねというところで、じゃ、各事業所

の例えば特徴だったりとか、あとは横のつながりだったりとかという部分のもので、どちら目線でつく

っていくかというところは、31年４月かなとは思います。

要は、利用者さん目線なのか、事業者目線なのか、どうなのかというとこら辺も含めて、そこら辺を

もっとここで揉んで、つくり方というとこら辺を考えていくことができたらいいのかなと思っています。

ＮＰＯ法人かぷあ：はい、わかりました。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：僕には何か難しいお話ばかりで、全然よくわかっていないんですが、

大変申しわけないんですが、非常に参考になっています。よろしくお願いします、すみません。

浦安市身体障害者福祉会：よろしくお願いします。

私も浦安市視覚障害者の会トパーズクラブさんと同じで、課題が難し過ぎて、ちょっと私にわからな

いんですね。勉強のためにいつも聞いているんですけれども、自分からしてどうのこうの、こうしまし

ょうとか、そういうことが難し過ぎるような気がします。失礼します。

有限会社総合リハビリ研究所：私は現場にいるほうでして、現場の人たちは複合施設ができるのを待っている

というところで、先ほど入札の件をお聞きしましたので、特にほかに質問はないです。すみません、失
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礼します。

エメラルドサポート株式会社：通所施設の生活介護事業所とか、決定したらどういう形で教えていただけるか

とかって、今聞いてもいいですか。どこの事業所さんが入るかとか、もう確定しているんでしょうか。

事業所、相談支援とか。決まったら、どういうルートで教えてもらえるんですか。

リーダー：事務局、お願いできますか。

事務局：通所施設ですと、ソーシャルサポートセンターと身体障がい者福祉センターについては、現在行って

いる法人さんにそのまま入っていただく予定となっております。

あと、生活介護事業所については、居住施設の地域生活拠点施設や子育て短期支援事業所については、

今日もいらっしゃっていただいている佑啓会さんに担っていただくと。ちょうど３階部分の地域活用支

援センターⅠ型とか、指定特定相談支援などについては、これから公募していく方向で検討を進めてい

ます。また、その辺は、詳細がわかり次第、こういった場でお知らせができたらと思っております。

以上です。

エメラルドサポート株式会社：ありがとうございました。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：ショートゴール、見せていただきまして案２のマップをつくるというのは何をす

るかがとてもわかるんですが、ただ、案１と案３に関して明らかにした後に、それがどう解決に向けて

もう既に決まっている箱ものの中、決まっている役割の中で生かされていくのかというのは今正直、見

えていないところで、きっとこんな事例が見えてきて、初めてそれをどう進めていくのかになるのかな

とは思っています。

ただ、その話し合う方向性を明らかにすることだけに注力しちゃうと、その先の解決にまでいかなく

なると思うので、方向が迷わない形で行ければなと私自身は思っているところです。

ＮＰＯ法人千楽：ショートゴールのところで、今平成 30年、31年、32年という流れというのはすごく大事な

時期なのかなというのがありまして、このショートゴールの予定ですが、来年度相談支援事業所の分を

つくるというところを継続して、来年また委員の方がかわられるということで、また引き続いてやって

いただけたら。そういう継続してやっていくことがすごく大事なんじゃないかなと思っています。

社会福祉法人敬心福祉会：私も今、自分の中で整理できていないなと思いつつ、浦安の課題を明らかにすると

いうところでの、前回たしか課題って各相談員の皆さんとか、利用者さんが挙げているこういうこと困

っているんだというものは行政に集約されていくもので、そこで積み上げてきたもので、どこかでわか

るようになったらいいなということを、前回たしかちらっとお伝えしたかなと思っていて、相談員って

自分のケースからしかなかなか見えなくて、でも、ほかの方のケースを聞くと、そういう課題あるんだ、

こういう課題あるんだということがすごくわかるんですが、広く浦安の課題と言われると、迷子みたい

な感じで、やっぱり自分のケースしかわかりにくいなということがあるので、主として積み上がってき

ているものというのが１つたたき台としてあると、話しやすいんじゃないかなということは、やっぱり

思うところです。

それが１つと、もう一つが、今日やる浦安の課題を明らかにする、課題の整理、問題解決に向けて地

域に必要な機能を整理すると書いてあって、自分の持っているケースの利用者さんが、ある課題がある、
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そのある課題を解決に向けて必要な機能で、これが足りないな、じゃ、この足りない機能をどう補おう

ということが整理という考え方でいいですか。

例えば、すごく例えばなんですが、狭い例えで申しわけないですが、ヘルパーさんが足りなくて困っ

ているという課題があったとして、その課題解決に向けてということがヘルパーさんを、もっとたくさ

ん地域で育っていってほしいということだった場合に、機能を整理するということと何となくちょっと

リンクしなくて、そこでちょっといつもどう考えていったらいいんだろうと。一つ一つのケースに落と

し込んだときに、機能の整理ということがイコール、その足りないものを足りるようにするための方法

ということと、なかなか結びつかないので、という考え方みたいなところがうまく整理されていかない

のが私の課題です。

以上です。

浦安手をつなぐ親の会：私も全体的にアバウトな、ちょっとよくわからないという。具体的に多分入っていけ

ば、かかわりが出てきて、それで施設の部分とか現状の意識というものがわかってくるんじゃないかと

思っているので、一生懸命やっていきたいと思います。

いちょうの会：皆さんのお話を伺っていると、私も初歩的なことで疑問が幾つかあるんですが、今どっちかと

いうと、皆さん業者さんが多いんですね。それで、私どもお願いするほうに当たって、個々に皆さん心

配して、例えば、働く場所とか具合悪くなったときに、どこへどういうふうに駆けつけていいかという

ことがわからないで、それを今回のこういう縮図でまとめていただければ、非常にありがたいと思って

おります。

以上です。

リーダー：はい、ありがとうございます。確かにちょっと抽象的なことではあるんですが、地域の課題があっ

て、それを解決するための手立てというものをみんなで考えていくわけですが、それを広い視点で考え

てもらえたらいいなと思っています。

地域生活支援拠点って、会長もおっしゃっていたように、スーパーコンビニみたいな、何でも課題を

解決するスーパーデパートメントみたいな場所ではなくて、地域のみんなで連携をしながら、非常にク

リエイティブな発想も用いて、私たちが主体となって地域の課題を解決していくということが前提にあ

ります。何かの課題を誰かに解決してもらうという思考で拠点を見つめていってしまうと、残念な結果

というか、浦安の中での地域生活を支える仕組みづくりという発想に行かなくなるんじゃないかなと思

っています。今日は作業部会でたくさんの事例が出てきますので、それを題材に、実際にリアルな事例

で、事務局が集約してくれた資料がありますので、それをもとにその方たちが安心して地域で暮らすこ

とができるためには一体どういうことが必要なのかということを、まずは素直に真っすぐに見つめてみ

て、こんなことがあったらできるじゃないかということを整理して、それを地域の課題というか、解決

の仕組みにつなげていく。その解決の仕組みにつなげるときに、拠点をどう生かしていくのかという流

れになるのではないかと思っているんですが、なかなかこうやってしゃべっていてもぐるぐるいっちゃ

うかと思いますので、まずはそのたくさん集まった事例を皆さんと一緒に見つめてみたいと思いますの

で、作業部会に入りたいと思います。



浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 30 年度第２回）次第

平成 30 年８月 30 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）相談支援部会のショートゴールの設定について

【非公開】

（２）グループワーク

～事例の集約による地域課題の抽出と地域診断～

（３）その他

３．閉会



議題（１）資料１

20180830 第２回相談支援部会
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相談支援部会のショートゴールの設定について

１．第１回相談支援部会の振り返り

・相談支援部会の役割を確認

① 障がい者福祉計画の実現に向けて、部会でも取り組みを進めていくこと。

② 地域生活支援拠点（以下「拠点」）を真に機能させるために必要な機能や役割について、

「相談」という切り口から地域の課題を整理し、協議会へあげていくこと。

・相談支援部会としての目標

・地域課題を明らかにし、拠点の機能につなげていく。

・それにより、拠点と各サービス事業所との関連、連携のあり方を共有する。

・併せて、サービス等利用計画の質の向上、相談支援専門員の横の連携を図っていく。

・方法論として

・ショートゴールの設定

・課題の整理による地域課題の抽出（見えない課題の議論）

＊第２回相談支援部会（作業部会）

２．ショートゴール（案）について ＊資料１－１を参照

・浦安の課題を明らかにする（課題の抽出）

・相談支援事業所MAPを作る（相談支援体制の整理）

・拠点の機能を整理し、拠点と各事業所の関係性を明らかにする。



議題（１）資料１

20180830 第２回相談支援部会
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●参考 （第2回自立支援協議会資料より抜粋）

第１回相談支援部会活動報告

開催日 ５月22日（火）

議題１ 浦安市自立支援協議会と平成30年度相談支援部会の運営と議題

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

ついて説明した。

（主な意見）

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

も取り組みを進めていくこと。②地域生活支援拠点を真に機能させるために必要な機能や

役割について、「相談」という切り口から地域の課題を整理し、協議会へあげていくこと。

○テーマが大きいので、ショートゴールを設定して進めていったらどうか。

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

意味での包括ケアシステムになっていくのだろうと思う。これはひとつの法人だけでなく、

協議会に所属している多様な機関が本当に協力し合わないと機能していかないと思う。

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

に知らなければならないことがたくさんある。

○地域のことは、現場で相談を受けている人が一番わかっていると思うので、事例検討等を

進めて、問題を明らかにしていくことが必要。

○事例検討をするとそのことについては深まるが、一方では、回数や時間が限られている中

で、次につながるか、課題抽出に結び付けられるかという疑問もある。

○事例から課題を抽出するにしても、その背景も理解できるような形で報告していく必要が

ある。そこからサービス等利用計画の質の向上や、相談支援専門員の横の連携につなげて

いけるのでは。

○事例集約と地域課題、ニーズの共有化が求められる中、見えない課題をテーブル上に出し

て、皆で協議しながら、拠点の機能に当てはめて考えてはどうか。

○実務者が多いのがこの部会の特徴。現場でヒヤリとしてしまった「ヒヤリハット集」を皆

でまとめながら、課題を明らかにしていったらどうか。

○「親なき後」については、出前講座等で親にも理解を深めてもらう必要がある。

○区分によって漏れてしまうサービスの現状などについても話し合いたい。

○ワンストップ型の相談窓口の話があったと思うが、拠点に入る相談窓口はそれとは違うの

か。

○相談支援の充実、横の連携を進めるためには、相談体制の整理、構築も進めていかなけれ

ばならない。
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20180830第2回相談支援部会

●相談支援部会のショートゴール

H30 H31 H32
９月 4月（＊委員改選） １０月 ４月

②8/30 ③11/27 ④1/29

●浦安の課題を明らかにする

② 課題の整理

→課題解決に向けて地域に必要な

機能を整理する

●相談事業所MAPを作る

●拠点の機能を整理する ●各事業所との関係性を明らかにする ●拠点についてのPRを行う

③ 複合施設の現状確認と有効活用について

④ 拠点を運営する事業者の役割

と連携のあり方検討

・案１：浦安の課題を明らかにする

・案２：相談支援事業所MAPを作る→相談体制の整理

・案３：拠点の機能を整理し、拠点と各事業所の関係性を明らかにする




