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平成30年度第４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31年１月29日（火） 午後１時30分～午後２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、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、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）平成31年度以降の相談支援部会について

（２）浦安市障がい者福祉計画 平成29年度の実績報告

５．資料

（１）議題１資料１ 平成29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

（２）議題１資料２ 相談支援体制のイメージ

（３）議題１資料３ 相談支援部会のショートゴール

（４）議題２資料１ 平成30～32年度障がい者福祉計画（抜粋）

（５）議題２資料２ 障がい者福祉計画（平成29年度）実績

平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について
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６．議事

事務局：ただいまより、平成30年度第３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。

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。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。

本日は部会終了後にグループワークによる作業部会を行うことになっております。目安として 14 時

半ごろから作業部会に入って検討したいと考えておりますので、ご協力をお願いします。

なお、作業部会に参加されない委員の皆様並びに傍聴の方は、作業部会開始前にご退室いただきます

ので、よろしくお願いします。

では、リーダー、お願いします。

リーダー：それでは、議事進行を務めさせていただきます。

本日は議題が２つございますので、次第に沿って進めたいと思います。今年度最後の部会となります

ので、よろしくお願いします。

前回まで相談支援部会で話し合ってきたこと、また、ほかの部会ではどのような議論をしてきたかな

ども振り返りながら、次年度以降の相談支援部会の運営等について皆さんのご意見を頂戴したいと思っ

ています。また、改めて相談支援部会での議論を深めるために、相談体制、相談そのものについて整理

をしたいと思っておりまして、後ほど社会福祉法人サンワークから資料１－２を用いて説明していただ

き、相談体制における各機関の役割について情報共有と整理、協議を行った上で来年度の相談支援部会

をどうしようかという議論に入っていきたいかと思います。

では、事務局より資料１－１の説明をお願いします。

事務局：議題１に関してリーダーから説明があったように、資料１－２については後ほど社会福祉法人サンワ

ークより説明がありますので、私からは資料１－１及び１－３について説明いたします。

まず、資料１－１です。今期、平成 29 年度、30 年度の振り返りになります。各部会で主な議題とし

て扱う事項ごとにこの２年間で取り上げた議題を分類しています。ほかの部会での議題も載せておりま

す。こちらは参考として見ていただくこととして、事務局としては割と議題が重なる部分、議題名とし

ては違う表記になっていたりしますが、内容としては重なっている部分が多いなと感じています。

例えばこども部会で相談体制の充実に関する事項ということで、浦安市の地域資源を知る、これはミ

ニレクチャーを行ったものですが、それをもとにさらに発展させて浦安市内の組織、団体の地域の連携
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についてという、作業部会を行っています。こども部会ですので、子どもを支える資源の連携になるわ

けですが、この相談部会で話し合っている相談支援体制の連携はどうあったらいいかというところと重

なっているなという気がしています。

あと、地域生活支援部会、今年度はグループホームにかかわる作業部会を多く行いましたが、グル

ープホームに入れない場合の「なぜ入れないか」という、うまくいかなかった事例を分析して共有す

ることによって、突破口が見えてくるのではないかという議論がされています。そういった議論も相

談支援部会で住まいの問題は大きな議題になっておりますので、こうした共通する部分を来年度以降

は共有して議論を発展させていきたいと考えております。

全部会を一覧しておりますので、参考に見ていただいて、ここでは相談支援部会の議題について確

認をさせてください。太枠で囲ってある部分です。

29 年度に扱った議題としては、一番上のサービスと利用計画の現状について、基幹相談支援センタ

ーの事業計画、これは毎年行うものです。それから、意思決定支援について、障がい者福祉計画につ

いて、そして、今年度は本日もこの後取り扱いますが、地域課題・事例検討、相談支援部会のショー

トゴールの設定について、その他として東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点についてがござ

いました。

ただいま申し上げたショートゴールの設定については、本日も資料１－３として再配付しております。

この中に次年度に設定した相談事業所マップをつくるというゴールがございます。この目標に向けて議

論や協議を重ねていく中で拠点、この拠点というのは複合施設としての多機能拠点という意味と、障が

い者を支える浦安市全体の仕組みという意味での地域生活支援拠点の２つの意味があって、分けて説明

するのが難しいところですが、両方の意味での拠点の機能の整備や各相談支援事業所との関係性を明ら

かにしていこうという議論があったかと思います。どのように障がい者を支えるのかという浦安市全体

の仕組みを相談という切り口からアプローチしていくのが相談事業所マップの作成であるかなと考えて

います。

本日は、その前提として相談支援体制のイメージについて共有を図ろうというものが資料１－２にな

ります。こちらは、社会福祉法人サンワークから説明をしていただきます。

事務局からは以上です。

リーダー：ありがとうございました。

このまま流れで社会福祉法人サンワークより資料１－２、ホワイトボードにも拡大されたコピーが

張ってありますが、資料の説明をしていただいて、相談体制を俯瞰してみたいと思います。

社会福祉法人サンワーク：そもそも、この相談支援部会が、どういった目的で集められて、始まったのかなと

いうところでいくと、恐らくサービス等利用計画を 100％にしましょうみたいなところだったのかと思

います。あとは、今年やってきた相談支援の質ですね、質の向上というところがポイントになってきた

のかなと思います。

具体的に質の向上ですが、何をすれば質が上がるのかというところは、目で見てわかるものではなか

ったり、個人個人の相談技法だったり技量だったり、いろんなものにかかわってくるのかなというとこ
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ろであるかと思います。なので、他の市町村なり県下で言われたときに、浦安市ではこういう体制を敷

いて相談はやっていますということを相談支援部会から胸を張って言えるようになるという辺がまず一

つなのかなと思います。

１－２の表、見ていただくと、ああ、なんだというものですが、今日ここにいらっしゃっている委員

さん皆さん、何かしらの相談という部分にかかわっているのかなと思います。それは障がいと、あとは

年齢とか、子どもなのか青年期なのか成人なのか高齢なのかによってさまざまだと思います。あとは障

がい者を対象にしているのか高齢者を対象にしているのかさまざまだと思うんですが、その何かしらに

かかわっている一番下に書いてある「障がい者のケアマネジメント」を土台にした上で、一番大きな丸

の「すべての相談」は、相談支援を行っていても、高齢者の相談であっても児童の相談であっても、み

んなが多分かかわっている相談、一番大きなものになってくるのかなと思います。

そこの中で具体的に、では、それは今どこがやっているんだろうというと、四角の碁盤の目みたいに

なっているほうを見ると、下に市役所、基幹相談支援センター、計画相談支援事業所、ソーシャルサポ

ートセンターと書いてあって、その一番上、黒い丸ポチになっていると思うんですが、要は全部の事業

所が相談支援以外にも全ての基本的な相談を受け持っていますよねというところ。私たちの事業所は計

画相談しかやらないから基本相談は受けませんとかそういうことではなくて、もとは皆さん全ての相談

というのをは受けるべきなんだねというところがわかるかと思います。それが今回「障がい者の」とい

うところでくくってしまっているので、分類的に言うと難しいんですが、「障がい者の相談」も同じく

基本相談という部分になってくるんですが、皆さん受けているのかなと思います。

続いての「障がい者の相談支援事業、基本相談支援」。委託相談をやっているのが浦安の中だと市役

所の障がい福祉課、あとは基幹相談支援センターがその役割を果たしているかなというところになって

います。

「指定特定相談、障がい児相談支援（計画作成）」、要は計画相談支援、個別給付で行っている相談

支援、あとは指定管理とかで行っている相談支援というのが、話の出てきている計画相談支援の部分で

すので、計画相談支援事業所、ソーシャル、基幹が三角マークなのは、本来的にはという話になってく

るのかなと思います。

最後の下の丸は「指定一般相談支援」ということで、地域移行・地域定着支援というのは基幹とソー

シャルが請け負っているかなというところです。でも、これはあくまでも障がい者をベースに考えたイ

メージ図になるので、児童であったり高齢者であったりすると、またイメージが変わってくるのかなと

思います。

あと、この枠の中に入っていないところで言うと、地域相談員ですね。保健所がやっている地域相

談員も広い意味での相談というかかわりでいくと、地域相談員または民生委員も、もっと広い意味で

の相談という部分にはかかわってくるのかなと思います。これからマップづくりをしていく中で、で

は、どこに１回目の相談が入ったとき、どういった経路でその人に支援が入っていくのかという流れ

とかフローチャート的なところをこの相談支援部会で、浦安ではここから入ってこういう流れを通っ

て支援が伝わっていきますよとか、こういうフローチャートを通って相談は動いているんですよとい
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うところが見えてくると、マニュアルにはならないかもしれないですが、ある程度の質の向上にもつ

ながっていくのかなというところを事務局と相談をしながら、本当に基本の基の字のところですが、

皆さんで振り返りをしながら、これを浦安の形みたいなものにしていけるといいかなと思って、お話

をさせてもらいました。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

皆さん、相談支援機関に所属をし、その機関の代表としてご参加をされているわけですが、自分は社

会福祉法人サンワークが説明した図のどこに当たるかなということは何となくイメージできますでしょ

うかね。それぞれの機関がどこに当てはまるか整理してみようかみたいな話もあったんですが、どうで

しょうか。聞いていってみましょうか。

例えば新浦安地域包括支援センターは、この図のどこにお入りになるかと捉えていらっしゃいますで

しょうか。

新浦安駅前地域包括支援センター：そうですね。図のベース、下のところが障がい者のケアマネジメントと

なっているものですから、果たしてこの上に乗るのかなということで先ほどから思っていたんですが、

ただ、地域包括支援センターは全国で見ると、既に障がい者もやっているところもあったり、やらなけ

ればならないところもあって、65 歳の分岐点というのがあっても障がい者と高齢者というところがあ

るものですから、高齢・障がい、障がい・高齢、どちらをやるかというのは現実としては高齢者の部分

をやらざるを得ない部分があるけれども、現実として障がいの方の相談も若干ですが、受けているかな

というところがありますから、得てしてこの分類でどこなのかなというのが難しいかなと思いましたね、

本当に。やっていないわけではないんですが、今まで障がいの制度に来た人が介護保険制度に乗りなが

らやっている障がい者の高齢者の方もいらっしゃるわけですから、果たしてこの分類に的確に当てはま

るのが包括はどこかというと、難しいのかなと思いました。

リーダー：でも、やっていることは、きっと全ての相談の一番外のフレームのところに新浦安駅前地域包括

支援センターといつもお仕事するときは、結構このゾーンで動いているのではないかと思うんですが。

新浦安駅前地域包括支援センター：確かに。今日あった相談ですが、高齢者の方で、うちに来なくてもよか

ったよなと思うような相談だったんですが、褥瘡ができているんですよ。日常生活動作（ＡＤＬ）はす

ごく高い 70 歳代の方で、スポーツもやっているんですが、逆流性胃腸炎があって、座位でしか寝てい

られなくて、２年前からおしりが痛いなと思っていたら、褥瘡ができていて、皮膚科に行ったら、先生

が「そういえば介護だから、介護の用品は地域包括ケアに行けば何かあるだろう」ということでうちに

来て、普通褥瘡というと寝たきりの高齢者というイメージがあるんですが、スポーツをやっている男性

の方が結構でかい褥瘡を持っているなんていうのは初めてだったので、これは介護保険ではないから医

療保険でやりながら、指示書があれば奥さんにやってもらうのもいいんだけれども、ちゃんと専門家に

見てもらうのが普通かなと思って、訪問診療、訪問看護も入れていくのも一つの手かなというところで、

もちろん業者も知っているので、今いろんなパッド、座布団でも質のいいものが出ているので、その辺

は紹介しながら、夕方持っていってもらったりもしていますが、アラカルトでいろんな相談を受けてい
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るのが現実かなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

いろんな相談が入るという文脈でいくと、浦安市社会福祉協議会はマップの中で担っている役割と

いうのは、どこに位置づけられるかというのは現場感を教えていただけたらうれしいんですが。

浦安市社会福祉協議会：何となく全ての相談だと思われます。例えば業務だと、日常的な金銭管理をしており

ます。日常の生活自立支援事業とか、あとは法人後見も障がい者の方だけでなく高齢者の方とかもご相

談を受けたりとか、最近だと親亡き後の成年後見人の相談を受けたりとかしております。貸し付けにな

ってしまうと、判断力が問われてしまうので、返済していくとかそもそも貸し付けみたいなものを理解

しているかどうかというところで、以前だとソーシャルサポートセンターのサポートを受けながらそう

いうのをされたということはありますが、そこら辺も高齢者世帯以外にも障がい者世帯も受けています

ので、ここに当てはまるかなと思います。

リーダー：ありがとうございます。幅広いですね、そういう方がいらっしゃることなんですね。

ＮＰＯ法人タオは、就労支援センターの相談機能はこの図で言うとどこに当てはまる感じでしょうか。

ＮＰＯ法人タオ：社会福祉法人サンワークの説明を聞きながら、実際自分はどこにいるんだろう。この円の外

なんじゃないかとかいろんなことを考えてもいたんですが、当てはめるのであれば、全ての相談になる

のかなという感じです。一応障がい手帳をお持ちの浦安市に在住の方でお仕事をしたい、就職をしたい

という方の相談が基本だとは思うんですが、逆に会社からの相談とか、手帳をお持ちでない方をどうや

って就職したらいいのかとか、いろんなところですよね。市外の関係機関もそうですし、本当にいろん

なところからのご相談が来るので、全ての相談になるのかなというところだと思います。

リーダー：ありがとうございます。

いちょうの会のいちょうの会：委員はまた少し……

いちょうの会：こちらはお願いするほうなので。

リーダー：地域の当事者会も親御さんたちのお話を聞いてみたり、そういうこともあるのかなとも思ったりし

たんですが、いちょうの会の現場感としては、この図の中には入らないかなという感じですか。

いちょうの会：そうですね。うちの会は精神に障がいのある人の家族会なんですね。それで、出ていらっしゃ

る方と、医療費がいろいろかかるので、親御さん自体が共稼ぎで働いていらっしゃるとか、出てきてい

る人の中で３人ぐらいが入院中かな、そんなところで、個人的な差があるので、家庭の中まで入り込め

ないんですが、中には個人的に困っているということで相談を受ける場合もあります。だから、受ける

ほうだから、図にはどこに入るのかな。外れるかもしれません。

リーダー：わかりました。

計画相談の事業所の皆さんにも聞いてみましょうか。ＮＰＯ法人発達わんぱく会、図の中で言うと、

日々のお仕事はここだ、ありますでしょうか。

ＮＰＯ法人発達わんぱく会：指定特定障がい児相談支援が一番主にはなってきますが、そのほかに発達の心配

ということでの基本相談も受けていますし、育児上の心配、それが発達に当たることなのかお母さんの

場合にとどまるものなのかという意味での若干ではありますが、基本相談よりも手前の部分の全ての相
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談に入る部分も若干あるところです。

リーダー：ありがとうございます。

そしたら、大人の計画相談で障がい者福祉センター、社会福祉法人敬心福祉会、いかがでしょうか。

社会福祉法人敬心福祉会：ＮＰＯ法人発達わんぱく会のおっしゃっていたような計画作成というところが中心

になってくるかなというふうには思っていますが、そこに向けて進めていくのが入り口ではあるけれど

も、そこに向かっていくためにはいろんなサービスを使うだけではない相談というところが効いていく

ので、上から２番目の障がい者の基本相談というところ、その障がい者、その保護者にかかわるさまざ

まな基本相談というところになるかなとは思っています。入り口のところで障がいのある方というふう

にうたっているので、この「全ての」というところが当てはまるかどうかと言われると微妙なんですが、

基本相談の障がい者、その保護者にかかわるさまざまな基本相談、その保護者の相談と対象を障がい者

としない全ての相談というところの区別がどっちがどっちかなというところは思いながら、でも、基本

相談のところになるのかなと思っています。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

中核地域生活支援センターがじゅまる、いかがでしょうか。

中核地域生活支援センターがじゅまる：当てはまるとなると、全ての相談という形になるかな。２年前までは

総合相談という、障がいあるなし関係なくという形だったんですが、２年前から制度に乗らない方とい

うふうなのをやって、相談というふうな形で、あとは家族の問題だったり犯罪歴のある方の支援という

ところなので、基本的には障がいのあるのがわかった段階では基幹さんにお願いしたり、つないだりと

いう形をさせていただいていますので、そういった意味では全ての相談になるかなと。あとは周りの皆

さんと輪のところは結構あるんですが、基本的に全ての相談だけじゃなくて、周りと協力しながらつな

いでいってという形はさせていただいているので、計画相談だったり基幹、あと、市町村と協力しなが

らやらせていただいているので、どこにということだと全ての相談かなと思います。

リーダー：ありがとうございます。

この個別の給付による相談支援というところには入っていかないということですよね、実際にやって

いる業務で言うと。

中核地域生活支援センターがじゅまる：そうですね。

リーダー：指定特定とか指定障がい児とか指定一般という個別の給付による相談支援事業は、がじゅまるさん

としてはやっていないから、この２つの丸にぐっと入ってくるということはないけれども、連携しなが

らということ……

中核地域生活支援センターがじゅまる：つなげるところがあるから、やってみませんかじゃないですが、計画

をつけませんかという話だったり、定着をつけませんかという促しをするような形ですかね。

リーダー：ありがとうございます。

高齢者包括支援課は、障がい者への相談体制の中における高齢者包括支援課はコメントしにくいかも

しれないですが。
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高齢者包括支援課：高齢者包括支援課は地域包括支援センターの後方支援の立場で、直接相談窓口になってい

るわけではないので、全ての相談を行う地域包括支援センターの相談に乗る課になっているというとこ

ろと、高齢者だけではなくて、高齢者の相談から生じる多世代の問題を解決するための調整役的なとこ

ろの課の役割があるのかなというところで、この中に落とすのは難しいかもしれないです。

リーダー：一般市民といいますか、一般ユーザーからの直接的な相談は高齢者包括支援課は原則せずに、地域

包括支援センターをバックアップする機能として位置づけられているということですね。

高齢者包括支援課：そうですね。どちらかというと介護予防の事業をやっておりますので、高齢者の健康づく

りに関する相談に乗ったりというところは、保健という意味での。

リーダー：ありがとうございます。

介護給付費等の支給に関する審査会は相談機能はないですよね。あるんですか。

介護給付費等の支給に関する審査会：相談機能はないです。ただ、審査会でいつも言っているんですが、何を

しているのかはっきりしないところがあるかもしれないんですが、いわゆる障がい者の審査会というこ

とで、区分認定のコンピューターで出された部分のその後のところで最終的に区分はこれが妥当か、あ

るいはそうじゃないかというところの判断の話し合いをするところだということと、もう一つは、サー

ビス支給が規定より大幅に多くなる場合などに審査会にかかってくるんですね。それで、このサービス

の支給量を増やすことに関しての意見を市役所から求められる形で、そこでは本人からの相談ではない

ですが、市の障がい福祉課からある程度事情が説明されて、書類も出てきて、その中で支給量だけじゃ

なくて疑問点だとか、こういうところも必要ですねとか、そういう形での相談、直接の相談ではないで

すが、かかわっているので、そういう意味では、審査会として私が出ている部分では、ここに直接なか

かわり方というのはないです。全体の何となくですが。

ただ、私は一般の事業所での相談員とか、あるいは条例の保健所の仕事もしていたということもあっ

て、昔からのつながりの中で声をかけられて、そういう相談は地域相談員として受けておりますが、数

は多くないんですね、１年間にしても。だから地域相談員として受けるとしたら、その部分は基本相談

になるのかなとは思います。

リーダー：ありがとうございます。

浦安手をつなぐ親の会も、地域の相談件数が実はないんだよと前もお話しされていたんですが、お聞きに

なる場合はどの区分けに一番近いでしょうか、ふだんお聞きになっているご相談。

浦安手をつなぐ親の会：今のところ、具体的なものはかかわったことがないですが、一応これを見ると障がい

者にかかわるところ、保護者にかかわるところもあるから、その窓口にはならなきゃいけないなという

自覚はしていますが、基本的にそういうご相談が個々にあったわけじゃないので、ただ、そういうとき

にこの自立支援協議会がバックアップしているということは努力はしていますけれども、そんなところ

ですね。

リーダー：そうなんですよね。地域相談員さんのところにご相談が実際にはあまり入ってこないと……

浦安手をつなぐ親の会：直接的には来ませんね。

リーダー：来ないんですよね。ですから、もっと本当は活用してもらえたらいいなと思うんですが、浦安市視
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覚障害者の会トパーズクラブも地域の相談員さんとして障がい福祉ガイドブックに名前も連絡先もオー

プンになっていらっしゃるんですが、どうでしょう、ご相談というのはあまり入ってこないんだよと。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：全く来ません。

リーダー：全く来ません。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：私お願いして、市役所から携帯電話を貸与させてもらっているんです

が、一度も鳴ったことはありません。間違い電話は来たことがあります。ですから、僕は視覚障がい者

なものですから、目の不自由な方とか生活に不自由を感じている方とかどなたでも結構なので、世間話

でも結構なんですよ。欲しいんです。僕は視覚障害者の会トパーズクラブのメンバーですが、小さいお

子さんですと、小学生の子もいるんですよ。20 代の会員も２名います。そういった子たちのお母さん

やお父さんとお話になって、お勉強というか参考にされて、盲学校に入学されることになっています。

何でも情報というかな、欲しいんですが、よろしくお願いしたいです。

以上です。

リーダー：有益な地域資源として活用ができればなというのはいつも思うんですが、実際としてはなかなか相

談は入ってこないと。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：それともう一個、いいですか。

リーダー：どうぞ。

浦安市視覚障害者の会トパーズクラブ：実は、案件は１つ持っているんですよ。ところが、まだ第三者の方に

は公開できるような状態じゃないものですから。要するにひきこもりのお子さんをお持ちの方とたまた

ま知り合いになりまして、そのお子さんが視覚障がい者になりつつあって、どうも学校にも通えそうも

ないと。引きこもっていると。どうしたらよろしいでしょうとお話を伺ってアドバイスは差し上げたん

ですが、進展しておりませんので、まだ宙ぶらりんな状態になっています。

リーダー：ありがとうございます。こういう宙ぶらりんになっているけれども、気になっている市民の方とい

うのが目の前にあらわれたときに、それこそ浦安市視覚障害者の会トパーズクラブがおっしゃったよう

な、ひきこもりになっている方をどう地域で支援していくのかというところこそ浦安の相談体制でうま

く相談支援を進めていくという共通認識をつくっていかないと、受けたところで止まっちゃって、受け

たほうも困ってしまい、悶々としてしまうというようなことがないように相談支援体制マップをつくり

ながら、社会福祉法人サンワークもおっしゃったようにチャートをつくってみようかというのが今回の

試みではございます。いい事例の情報提供をありがとうございました。

介護給付費等の支給に関する審査会：ちょっといいですか。

リーダー：どうぞ。

介護給付費等の支給に関する審査会：今の地域相談員のことに関連してですが、確かに私が条例の広域専門指

導員をやっているときも地域相談員から上がってくる事例というのはほとんどなかったです。数が少な

かったです。ただ、地域相談員の役割として相談の窓口になるということだけじゃなくて、相談が私の

ほうに直接来たときに、そこの地域に住んでいらっしゃる地域相談員の方はいらっしゃいますよね。そ

の方に声をかけて一緒に動いていただくんですよ。だから、窓口ではないですが、その後のフォローの
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部分で地域相談員の方に活躍していただけるということがあるので、地域相談員というのはそういう活

用の仕方ももしかしてあるのかなと。市の窓口、事業所に入った相談に対して、地域に直接密着してい

るその方たちに一緒に入ってもらって、動いてもらうというのも地域相談員の役割なのではないのかな

とは思います。

ちょっと補足しました。

リーダー：ありがとうございます。相談を受けた計画相談支援事業者の相談員さんも地域の社会資源の一つ

として、地域相談員の人と一緒に連携をして支援が展開できるのではないかというご助言というか、

そういう役割もあるよというお話ですよね。ありがとうございます。

こんな感じで、それぞれのお立場がイメージ図のどこに当てはまるかということを話し始めると尽き

ないようなところもあるかと思うんですが、残り 15 分で作業部会に入らないといけないという局面に

入っておりまして、来年度の相談支援部会について冒頭、社会福祉法人サンワークも相談部会の 31 年

度のことも触れながら説明していただいたんですが、来年度の相談支援部会で取り上げるべき検討課題

といいますか、主な議題といいますか、そういう運営に関してどんなことが議論できたらいいかなとい

うご意見があれば、お話ししていただければなと思っております。

繰り返しになりますが、委員改選になるということですから、来年度の相談支援部会にバトンパスを

していきたい事項というものでもいいかと思うんですが、お話ししていただけたらなとは思います。積

み残した課題だとか、今日触れた相談体制の整理と社会資源の活用のチャートづくりみたいなところは

やっていこうという話にはなっているんですが、自立支援協議会全体における相談支援部会の役割とい

う切り口でもよいかと思いますが、いかがでしょうか。

個別の事例から地域の課題を吸い上げて本協議会に上げていくという相談支援部会が期待されている

ことは、地域で起こっている問題の発見機能という役割ではございますが、来年度相談支援部会、どう

いう役割を協議会の中で担っていこうかという切り口でもよろしいんですが、いかがでしょうか。ご意

見ある方いらっしゃいますか。

社会福祉法人敬心福祉会、お願いします。

社会福祉法人敬心福祉会：毎度毎度、言っているんですが、地域課題が上がって、今回は作業部会という形で

地域課題というのを上げていって、本協議会に上げていこうというところまでせっかく行ったので、本

協議会でどうなってというその先のところは、ずっとこの先繰り返していかないと、課題が上がって難

しかったのか、それともこの課題解決のためにこんなふうに本協議会で検討が進んでいるとか、そこの

確認作業とか、返ってきたら、それに対して時がたって、地域は今こうなっているから、この話はまた

こういうふうにして持っていきたいとか、何かつながりをきちんとつくっていけたらいいんじゃないか

なというのは、相談支援部会としてずっと続けていったほうがよいのかなと思います。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

個別の事例から見えてきている課題は、発信する機能は持ち続けて、それを本協議会できちっと検討

していただくものを明確にして、フィードバックもきちっとこの部会で確認をし、実働性、実行力が伴
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っているものになっているかどうかを追いかけていくという感じですかね。それは必要かなと思います

ね。でも、来年度はそんな感じで、事務局から自立支援協議会、てこ入れが入るので。

事務局：来年度、31、32 年度ですね、次期の協議会の運営については協議中なので決定事項ではないんです

が、社会福祉法人敬心福祉会がおっしゃったようなことを事務局としても問題意識は持っておりました

ので、前回の第５回の協議会で事務局からの提案として、これまで６回の協議会、情報共有がメーンで

行われていたわけですが、６回のうちの４回をそういうこれまでのやり方にして、２回に関しては特別

な議題を設定して、そのことに関して本協議会でとことん協議していくという形をとれないかというこ

とを提案しています。特定の議題に関しては、どのような形でというのはまだ決まってはおりませんが、

現時点では各部会から上げていただいた課題、議題を積極的に上げていただいて、それについて協議会

で話を持ってもらう、そこでの結果をまた部会に戻してもらうというようなことも一つのあり方だと思

っています。補足でした。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

より実効性のある協議会に変えていこうという試みではないかなと捉えていますので、本協議会が議

論の場になるとするなら、部会に課せられる役割というのも一つ大きくなるわけですよね。きちっと提

言していかないと、その仕組みをつくっても議論のネタがないという状態になるので、各部会もしっか

りとリーダーさんたちは回していかないといけないのかなと思います。

ほかにご意見ある方、いらっしゃいますか。

介護給付費等の支給に関する審査会、どうぞ。

介護給付費等の支給に関する審査会：もう一つ大きなこととして、次年度から拠点との観点ということがある

と思うんですね。それで、前回の自立支援協議会で、拠点の中にも相談という機能を果たす部門をつく

るということで、まだそれが具体的にどこの事業所がやるだとか、どういう形でやるということがまだ

決まっていないような状態だということで伺ったんです。だから、そこのところが私たちの相談支援部

会で拠点の相談ということの位置づけということとか、あるいはこういう機能を担ってほしいという希

望だとか、こちらから出せる状態なのかなと。叶えられるかはわからないですが、相談支援部会として

は拠点にこういう形の部分を担ってほしいとか、連携だとかこういう位置づけ、浦安の相談のマップも、

新しくできるところとこういう形で一緒につくり上げていきたいんだよというような形で出していける

のかなと。それも役割かなと思っています。

リーダー：ありがとうございます。相談体制そのものという感じですよね。目の前にあるこの図が少し変わる

かもしれないということなので、各機関でどう連携をとっていくのか、それぞれが何を担うのかみたい

な、そういうところかと思います。その辺について。

社会福祉法人サンワーク：前回の自立支援協議会の中では、委託の相談みたいな話も上がってきたと思うんで

すが、そういった市内の相談体制の部分で、今基幹があって、各相談支援事業所があってという中で、

もう一つ中核的になるような相談支援の事業所というのかな、相談体制があることで、先ほど私が話し

たフローチャートづくりの中の一つなんでしょうが、どこにどういう相談が入ってきて、それがどう流
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れていくというところがもう少し明確になっていくと、市内の相談支援事業所で、ここの事業所だけが

いっぱい抱えているよねとか、大変だねということではなくて、さっきの皆さんの話も聞いていて思っ

たんですが、事業所としては点在していて、つながっているかと言われたら、つながっているようでつ

ながっていないんですよね。もし拠点の中に相談支援事業所をつくることで、委託の相談なりが入るこ

とで、ネットワークが広がっていくような形がとれたらいいのかなということは感じました。

リーダー：ありがとうございます。

今まで出てきたのは、地域の発見機能として地域課題をきちっと定義して、本協議会での議論を見

守って、結果も見届けていこうという地域課題発見・解決推進機能と、もう一つは相談体制が大きく

動く局面にあるからこそ、浦安市の全市的な相談体制が有機的にきちっと市民の方に還元性の高いも

のとなっていくような体制の整理、議論、それから、役割分担の明確化、このあたりが大きいトピッ

クスになるのではないかというご意見が出ています。

ほかにふだん仕事をやっていて、現場のお仕事から見える事項として補足、また、新しい視点みたい

なものはありますか。ＮＰＯ法人千楽。

ＮＰＯ法人千楽：資料１－１の 29 年度・30 年度の議題にこども部会の中で災害時の備えというのがありまし

て、私自身もそうですが、災害が起こったときに相談支援としてどういった支援とか、どこが福祉避難

所だとか、私たち自身もパニックになるような状況の中で、どういう支援というか、それこそそこに入

っていない方の相談も受けなきゃならないという場合に、拠点ができた後であれば、そういったものは

変わってきたりとかもするんですが、来るべき災害に備えて相談支援として役割というか、そういうの

ができるかというのも何かしておいたほうが、そのときに確認しますだと遅いのかなというのがあった

り、津波が来る、来ないというような話も、情報が変わってきたりするので、そういった部分も話し合

っていけるのかなというのは個人的に思いました。

以上です。

リーダー：ありがとうございます。

残り３分ぐらいですが、ＮＰＯ法人かぷあ、何かございますか。

ＮＰＯ法人かぷあ：まず、フローチャートづくり、マップづくりというのは、私は議題が出たときに次回から

つくり始めるものかと思っていたので、早くやらなくてはいけないと思いますので、次回はここまでや

りましょうとか具体的に決めて進めていければいいのかなと思っています。

それと、私が個人的に相談をやっている中で、障がいの相談だけしか知識がないので、介護とのダブ

ルで進展していくことがこれから増えてくると思うんです。ここからここは介護ですよねということで、

そこから先が利用者さんの今後が見えなくなったり、どういうふうにしてあげたほうがいいのかわから

なくなったり、あと、生活保護とか社会福祉ですね、絡んだところの全体像が見えなくなることが多い

ので、その辺を自分が勉強すればいいことなんですが、お互いに介護の人も福祉がわかる、障がいはわ

からないとおっしゃったりするので、そこのあたりを一緒に共有できるようなシステムがつくれていっ

たらいいのかなと思っておりますので、何かあればお願いしたいと思います。

リーダー：ありがとうございます。課題ですよね、8050 とか、その世代を考えると介護保険とのつながりも
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連携マップの一つには入ってくるのかなと感じたりしました。

有限会社総合リハビリ研究所、ほかにございますでしょうか。

有限会社総合リハビリ研究所：本日代理で出席しております。相談員をしております。

地域のサービスを総合的に利用させていただいて、今後も私のできること、範囲の中で業務を行って

いきたいと思いまして、東野に総合施設ができますが、利用者さんたちが求めていることなので、その

経過報告とかがあれば助かるかなと思います。よろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございます。拠点の情報は協議会全体を通して継続的に発信されるのではないかなと思

っています。

中核地域生活支援センターがじゅまる、よろしくお願いします。

中核地域生活支援センターがじゅまる：先ほど社会福祉法人敬心福祉会がおっしゃっていたように、本会議で

の検討だったり結果というところで、勉強不足であるのかもしれないですが、例えば本会議の情報を相

談支援部会で簡単にでいいんですが、10 分、15 分でも、前回本会議で話した内容がこうだったという

ところを出すことはできないのかなと。そうなると、多分こういう流れで話をしているんだというのが

相談支援部会の中でもイメージはつきやすいのかなと思ったので、そこがもしできるのであれば、結果

も含めてあると思うんですけれども、流れ的がわかるのかなというのと、私たちの伝えたことが、どう

いうふうにもまれているのかというのがわかるかなと思ったので、検討かどうかわからないですが、思

ったことです。

リーダー：ありがとうございます。

これは事務局で、できないことはないですよね。本協議会での議論を冒頭報告してからというのは、

即答はできない感じですか。

事務局：部会の報告をして、そこで行われた議論があったりすると、それに対してこういったコメントがあっ

たというようなことをお伝えするぐらいのイメージでよろしいんでしょうかね。現時点だと、各部会の

報告があって、それに関して委員の皆さんがそれはどうなっているんだとか、それはこうじゃないかと

いう議論がある場合があるんですね。ない場合もあるんですが、そういったことを相談支援部会の部分

に関してお返しするというようなイメージでしょうか。

中核地域生活支援センターがじゅまる：言っちゃいけないのかわからないですが、私、市川の部会も参加して

いまして、そのときは本協議会での資料とかも出ていたりするんですね。そうすると、イメージがすご

くつきやすいので、相談支援部会から本協議会に出ている方でも構わないんですが、こんな話をしまし

た、こういう内容でしたみたいなところをざっくりでもいいので言っていただくと、皆さんにも周知で

きるのかなというふうなところであったので、事務局、もんでいただければなと思いましたので。

事務局：イメージ、伝わってまいりました。ありがとうございました。そうしたら、事務局とリーダー、サブ

リーダーでどのような形でフィードバックしていくかということに関して、詰めていきたいと思います

ので、どうぞ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。

特にほかにご意見がないようでしたら……どうぞ。
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社会福祉法人サンワーク：すみません、時間がない中で。

この１年間の会議に出ていて、地域生活支援拠点の話が多く、何だろうな、それという感じで、ふわ

っと聞いていた委員の方も多かったのかなと思います。次の期にどういう形にするかはこれからの話し

合いでしょうが、委員としている以上、何か意見を言う、委員さん一人一人が思っていることが言える

ような議題にしていかないと、上の空で話し合っているだけでは、せっかくいいことをお話ししても、

それが形にはなっていかないのかなと思うので、相談体制のことだったり、もっと自分たちのやってい

ることがこう動いているんだなということが見えていく、形づけていけるようなものが話し合われると、

生の声として出てくるようになるといいのかなと聞いていて思いましたので、ざっくばらんにいいのか

なと私は思うんですが、またよろしくお願いします。

リーダー：ありがとうございました。社会福祉法人サンワークから次年度、もっと試みをということなのか、

日々感じていることを率直に交換し合うような空間にしていくのはいかがであろうかという提言だった

かなと聞いておりました。

それでは、作業部会の準備に入る時間になりましたので、何かあるんですね。

事務局：議題が。

リーダー：議題がまだもう一個あったんですね。大変失礼しました。議題２障がい者福祉計画の報告、お願い

します。

事務局：時間がない中ですので、大枠だけ説明します。

資料２－１、こちらは障がい者福祉計画の中の一ページです。今の計画は 30年度から 32年度の計画

ですが、その中に載っているその前の期の計画、27 年度から 29 年度までの計画に関して、主な事業と

して位置づけられている事業の評価を示したものです。全部で 106 の事業がありまして、28 年度末の

段階でＡ、Ｂ、Ｃの３つの評価に分かれています。Ｂが普通で、Ａはすぐれていて、Ｃは遅れていると

いうものです。

Ａ、Ｂ、Ｃで 106事業を評価した結果、５事業がＣ評価になっておりました。その遅れている５事業

が 29 年度ではどうだったかというものを示したものが資料２－２です。説明は割愛させていただきま

すが、５つのうち４事業はＣ評価からＢ評価に戻っております。１つだけＣ評価のまま残ったものは道

路整備課の道路等復旧事業ということで、災害復旧とあわせて誘導ブロックの復旧や道路の整備を行う

というものでしたが、これに関してだけはまだＣ評価、やや遅れているということです。

理由を確認したところ、災害復旧の部分がまだ済んでいないので、道路の整備工事に着手できなかっ

たということで聞いています。これに関しては、31 年には完了するということで聞いておりますので、

以上ご報告申し上げます。

リーダー：ただいまの事務局の説明にご質問とか確認しておきたいことはございますか。大丈夫でしょうか。

そうしたら、この後、作業部会となります。委員から報告事項とか連絡事項ありますでしょうか。大

丈夫ですか。

事務局から、１つお願いします。

事務局：本日２月７日の合同部会のチラシを配付させていただきました。簡単に説明しますと、合同部会、２
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月７日木曜日、午後１時30分から３時30分、場所はこちらの会議室になります。

内容は、自立支援協議会及び部会の活動報告と、東野の施設に関しての説明をそれぞれ事務局から行

います。

そして、社会福祉法人りべるたすの理事長様をお招きして講演会を行います。りべるたすは、千葉市

内を中心にグループホームを展開されている法人で、こちらのグループホームでは難病や重度障がいの

ある方、特に医療的ケアを必要とする方も入居されていて、介護を受けながら生活しているということ

です。その体制が浦安の参考になるのではと思い、企画しております。

こちらのグループホームでは、スーパーマン的に医療的ケアの方々を支援しているわけではなくて、

さまざまな地域資源と連携して、持ち寄って重度の方、医療的ケアが必要な方を支えている、地域生活

を支えているという事例になります。本市でも医療的ケアを必要とする方の支援というのは大きな課題

になっておりますので、参考になるのではないかということで理事長をお呼びして講演会を行うもので

す。委員の皆様全員にご案内を差し上げているほか、市民にも公開してまいりますので、興味のある方

いらっしゃいましたらお声をおかけいただいて、ぜひ参加していただくようにお誘いくださいますよう

お願いいたします。

以上です。

リーダー：ありがとうございました。

それでは、平成 29 年度・30 年度の２年間の任期で開催してまいりました自立支援協議会の相談支援

部会は、今回をもちまして任期満了、終了となります。皆様には、これからも浦安市の障がい福祉の充

実・発展に向けてさまざまな立場でご協力あるいは力を合わせていくということがありますので、引き

続きどうぞよろしくお願いします。本日はありがとうございました。

この後、作業部会に入りますので、５分間の休憩を挟みまして、２時 47 分ぐらいから作業部会を始

めたいと思います。



浦安市自立支援協議会相談支援部会（平成 30 年度第４回）次第

平成 31 年１月 29 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）平成 31 年度以降の相談支援部会について

（２）浦安市障がい者福祉計画 平成 29 年度の実績報告

【非公開（第３回作業部会）】

（３）相談支援部会・第２回作業部会の振り返り

３．閉会



●平成 29年度・30年度 自立支援協議会及び部会での議題一覧

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

自立支援協議会

障がいのある人もない人も

共に暮らしやすいまちづく

りに関し、関係機関による定

期的な協議を行う。

地域課題の整理と対応に関する事項
○部会活動報告等、部会からの事例報告
○講話（地域生活支援拠点について）
○(仮)東野地区複合福祉施設及び地域生活支援拠点について

基幹相談支援センター等の事業につ

いての検証及び評価
○基幹相談支援センター等の事業計画・実績報告及び検証・評
価

権利擁護部会

障がい者の権利を擁護する

ためのネットワーク作りと

啓発・広報活動を行う。

障がい者の権利擁護に係る啓発・広報

に関する事項

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

障がい者虐待防止に関する事項 ○権利擁護センターについての実績報告

成年後見制度の普及に関する事項 ○成年後見制度の実績報告

障がいを理由とする差別の解消に関

する事項

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

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

こども部会

生まれてから 18 歳になるま

でのこどもへの支援を協議

し、ライフステージに合わせ

た必要な支援と関係機関の

スムーズな連携を図る。

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

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

（その他）

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

相談支援部会

相談事例の検討や課題の解

決について協議し、相談支援

事業の充実と相談支援事業

所の連携を図る。

サービス等利用計画等の質の向上に

関する事項
○サービス等利用計画の現状について

相談支援事業の充実に関する事項

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

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

地域生活支援部

会

障がい者の就労・住居等地域

生活全般に係る諸問題の解

決に向けて協議を行うとと

もに障がい福祉サービス事

業の充実を図る。

障がい者の就労に関する事項
○就労支援センターの実績の報告
○浦安福祉事業体の活動報告
○雇用・就労支援の推進について

障がい者の住まい・地域定着に関する

事項

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

障がい者の地域でのくらし全般に関

する事項

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

本人部会

当事者間の情報交換を行い、

相互理解を図るとともに、地

域課題を提案する。

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

地域課題の提案に関する事項 ○Ｕモニアンケート実施結果から見えてくるもの

（その他） ○障がい者福祉計画について

合同部会

部会間等の情報交換と連携
○部会の活動報告
○市内施設、事業の実績報告

講演会
○「成年後見制度の基礎知識」
○「これからの障がい者支援」
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相談支援体制のイメージ

相談

（すべて

の相談）

● ● ● ●

基本相談

（障がい

者）

● ● ● ●

障がい者

相談支援

(委託相談)

● ●

指定特定相

談・障害児

相談支援

△ ●

●

(指定特

定のみ)

指定一般

相談
△ ●

市役所 基幹
計画相談

事業所

ソーシ

ャル
障害者のケアマネジメント

相 談

（すべての相談）

障がい者の相談

基本相談

障がい者相談支援事業

基本相談支援

指定特定相談

障害児相談支援

（計画作成）

指定一般相談

（地域相談）

地域移行・地域定着

個別給付

による「相

談支援」

障害者総

合支援法

に規定さ

れる「相談

支援」

障がい者

(その保護

者)にかか

わる様々

な「基本相

談」

すべての

「相談」

（対象を

障がい者

としない）

資料1-2



議題（１）資料1-3
20190129第3回相談支援部会

●相談支援部会のショートゴール (第2回相談支援部会で配布した資料です。)

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



８ 前期計画の評価

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

について、主な事業の平成２８年度までの進捗状況を把握しました。

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

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

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

ています。
「浦安市障がい者福祉計画（平成２７年度～平成２９年度）」

で位置づけられた施策の達成状況

項目 事業数 割合

A 評価（計画以上の進捗が見られる） ２ 1.89％

B 評価（計画どおりの進捗） 99 93.39％

C 評価（進捗がやや遅れている） 5 4.72％

合計 106 100.00％

※割合欄の「％表示」は端数調整をしています

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

なっています。

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

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

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

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

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

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

た。

進捗に遅れの見られた事業は、前期計画から引き継ぎ、今期も実施していきます。
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●障がい者福祉計画（平成２９年度）実績：平成28年度までの進捗状況がＣ評価だった事業について

担当課 事業名 事業の概要
平成29年度
実施状況

平成29年度の実施内容

障がい福祉課 意思疎通支援事業

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

予定どおり

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

障がい福祉課 Uコミサポート事業

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

予定どおり

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

障がい事業課 障がい者福祉推進事業

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

予定どおり

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

障がい事業課
障がい福祉サービス等事
業者住宅手当支給事業費
補助金

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

予定どおり

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

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

やや遅れている

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