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平成 23 年度 第 1 回四街道市障害者自立支援協議会 会議録 
 
日時：平成 23 年 5 月 31 日（火） 15:30～17:00 
場所：四街道市総合福祉センター3 階 会議室 
 
出席者：21 名 
（遠藤利明、川崎鉄男、穴澤悦子、速水敦子、金子進、松岡伸泰、坪井澄子、碓田聡子、

内田正子、角田哲哉、武田雄大、大久保和夫、藤尾健二、村松美智子、田中悦子、田中英

子、北村富雄、伊藤友江、川島正美、井内泰子、森田悦子） 
欠席者：5 名 
（森栄子委員、橋本美枝委員、岡本浩美委員、秋山昌徳委員、土岐満委員） 
傍聴者：8 名 
 
（庶務渡邊） 
・4 月より変更となった委員の紹介 
・資料の確認 
 
（川崎会長） 
本日は軽装で申し訳ありません。協議会の後宮城県へ行く予定があり、軽装が条件となっ

ています。この協議会も定刻で終えられるようご協力をお願いいたします。 
四街道市においては 3 月 11 日の大震災では大きな被害もないようですが、東北地方では大

変な被害があり、早くの復旧と復興をお祈りしたいと思います。また原子力発電の関係で、

知的障害の施設より 350 名が千葉県の鴨川青年の家に引っ越してきており、千葉県の知的

障害者の協会の中で順番に職員を派遣しております。また原子力発電所の 20 ㎞圏内に 2 施

設の障害者支援施設がありますが全て避難することとなり、国道 4 号沿いを希望され茨城

県、群馬県、栃木県、長野県に約 100 名が避難をしているそうです。千葉県においては、

光洋苑が津波による床上浸水になりましたが、175 名の方が特別養護老人ホームを含めて入

所しておりますが、高台へ避難をする事ができ 1 人のけが人を出すこともなかったと報告

を受けています。 
 
では議事に入らせていただきます。議題の 1、部会からの報告より、生活部会からお願いし

ます。 
 
議題１：部会報告 
（松岡委員） 
生活部会長の松岡です。今まで生活部会では、障害福祉サービスを含めての送迎サービス



2 
 

を整理しながら、利用者の方にも見やすい整理票をまとめてきました。本日配布されてい

る資料を見ていただきますと、一つ一つの細かい場面で利用できるのかと確認をしながら 
作成をしてきまして、一覧表と合わせて本日は一つのサービスしかありませんが別紙にて

詳細を確認できるようになっています。利用者の方にもどの場面ではどんなサービスが利

用できると分かりやすい形の物を考えてきました。一覧表の中で「△」が付いている箇所

がいくつかありますが、これについては要相談であったり条件付きで対応ができる内容と

なっており、今後の生活部会の検討材料であると考えています。今後の部会としては、6 月

9 日の生活部会にてサービスを利用される立場を代表して相談支援事業所ほほえみのピア

カウンセラーである斉藤さんにオブザーバーとして出席していただき、この整理票を見て

いただきながら意見や助言をいただく予定となっています。またこの整理票を作ってきた

段階で、福祉タクシーが入っておりまして、四街道市の送迎の一つとして直接の送迎では

ないのですがタクシー券の利用ができる事業がありますが、利用者の方がタクシーの会社

を選ぶのに一覧表の中からでは選びにくい部分がありましたので、タクシー事業所向けの

アンケートを実施出来ないかと現在考えています。内容としては女性ドライバーの有無と

か、事業所のＰＲ的な方針や考えを確認したり、また料金体系についてなど、利用者の方

がタクシーを選択できるような一つの情報源として名簿のようなものが出来れば良いなと

考えています。今後アンケートの内容を部会の中で詰めていきながら、また全体会の中で

も諮っていきたいと思っていますので、その際は協議・検討をお願いいたします。 
 
（川崎会長） 
只今の報告に対して質問がありましたら挙手をお願いいたします。なお発言の前にはお名

前をお願いします。 
 
（坪井委員） 
これは最終的に冊子のような物になって、市民の皆様に配るという形となるのでしょうか。 
 
（庶務冨岡） 
今のご質問につきましては、現在まとめ作業をしているものを坪井委員が言うような冊子

のようにしていこうと話し合っています。それを持って実際に利用される方、ご家族の方

に市内にはどのような送迎サービスがあるか分かるように最終的にはしていきたいと思っ

ています。それと合わせて四街道市の送迎サービス資源が、整理の結果として不足してい

ることが見えてきたときに、不足しているサービスをどのように補っていけばいいのかと

いう視点で次のステップとして部会の中で検討できればと思っています。 
 
（川崎会長） 
他にご質問がなければ、就労部会より報告をお願いいたします。 
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（藤尾委員） 
就労部会長の藤尾です。今年度は 4 月 13 日と 5 月 11 日の 2 回の部会を開催しております。

昨年度末にどんな方に部会に参加をしていただくのか、部会の中で何を進めていくのかを

検討し、大きな柱としては就労部会を通じて四街道市内のネットワークを作り就労という

キーワードを構築していくということ、それから昨年度から継続して進めている千葉県に

元々ある精神障害者を対象とした社会適応訓練事業の有効活用を進めていけないかという

こと、それと就労には雇用する企業主にどのように発信をしていくかという 3 点を進めて

きています。 
まず精神障害者の社会適応訓練事業の利用に関しては、昨年度から実際に実例を作って現

在も進行しているところなのですが、制度を使い始めて様々な課題が出てきているので、

今年開催される３回の社会適応訓練事業の審査会に向けて、少し決まった形での提示の仕

方を考察した方がいいのではと言うところで、実際に動いていただいたひだまりとも相談

をしながら、そのあり方を現在検証しているところです。 
それから企業をどう巻き込むかというところで、就労部会には四街道市の産業振興課の方

にも参加をしていただいていて、その方達を通じてどのように商工関係へアプローチが出

来るかを模索してきています。6 月に総会の資料を送付するとお話をいただいていたので、

その資料に同封をする形でリーフレットのような物を送付できないかと作成をしたのが、

お手元にある「障害にある人と働いてみませんか」というリーフレットになります。主に 2
回目の部会ではこのリーフレットの中身をどうするかについて皆で検討をしてきました。

短期間で作った物なので、どこまで精査されているか分かりませんが、まずは 6 月の機会

をいただいたことで、予算もない中で先方の資料に同封させてもらえることになりました

ので、実際に発送される資料になります。 
3 点目のネットワークにつきましては、昨年度部会に入っていなかった方々にもお声掛けを

させていただいて、更なる就労に関するネットワークを強化していきます。ネットワーク

というとイメージしづらい所がありますが、本来の自立支援協議会の設立の目的の一つで

ある困難事例に対するケース会議であるとか、あるいは今後産業振興課を通じて商工会に

発信させていただいたリーフレットから、企業の方で障害者の雇用をしたいという声が上

がってきたときに、どこが窓口になってどう対応していくのかという窓口の一つとして自

立支援協議会の就労部会という窓口をしっかりと持っているということが、リーフレット

の送付やネットワーク構築のねらいになっています。 
 
（庶務阿部） 
事務局より只今の説明についての補足をさせていただきますと、このリーフレットにつき

ましては今週商工会から会員に向けて発送されるということで、昨日商工会へ持って行き

ました。商工会の方としましてはこのようなリーフレット、障害者雇用の啓発については
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初めてということで、今後毎回というわけには行きませんが啓発・PR の為には再度協力を

していただける話をいただいています。 
 
（川崎会長） 
質問がなければ、療育教育部会の報告をお願いします。 
 
（伊藤委員） 
学校教育課の伊藤と申します。療育教育部会では色々な立場の方々が参加をしているわけ

なのですが、それぞれの関わっている部署の話を皆で聞きながら、課題を共有しながら、

家族支援・家庭支援をメインに考えていこうと活動しております。 
最近では 3 月 22 日に第 5 回の部会を開きました。この日は相談支援事業所の取り組みの話

を聞くことになっておりました。昨年度最後の自立支援協議会の中でも相談支援事業所の

方から取り組みのご報告があったわけですが、それを受けて更に詳しい形で具体的な話を

聞いてきました。その中で大人になってから療育手帳を取得したケースの報告があり、引

きこもりになってしまい家族からの相談を受けて支援が始まった話でした。更に小さなお

子さんの事については、母親が様々な用事で忙しく動かなくてはいけないときに子どもを

ショートステイさせたいと思うときがあるのですが、デイサービスはあってもショートス

テイの受け入れ先が県内では非常に少ないということで、大変ご苦労をしながら受け入れ

先を探したという話もありました。それから子どもは支援が必要なのだが、育てている母

親と父親などの家族にも支援が必要なケースが結構あるので、そのような場合には民生委

員や地域でお手伝いをしていただける方々と一緒に、ご家族を支援しながら子育ての様子

を継続的に見ていくという話も伺いました。そのような中で具体的に相談支援事業所はど

のように動いているのかとか、どのようなことをお願いできるのかという話を聞くことが

出来て大変参考になりました。 
そんな中で皆さんの中から上がったことは、子ども達への支援はもちろんなのですが、家

族の悩みとか家族の気持ちの辛さをどのように周りで支えていけばよいのか、すぐに解決

される問題ではないのだが、継続的に周りの機関が連携をしながら子どもの成長に合わせ

て家族も継続して支えていく必要があるのではという話になりました。 
勉強会のような形で部会を続けているのですが、今後は学校の部門である特別支援学校や

市内の小中学校に関してのお話がまだですので、今年度は学校関係の方からスタートする

事になっています。 
 
（川崎会長） 
質問がなければ後で受けたいと思います。続いて防災部会の説明をお願いします。 
 
（庶務阿部） 
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防災部会につきましては、まだ部会長・副部会長は決めておりませんので庶務から報告さ

せていただきます。 
資料にありますのは 2 月 24 日に開催した第 2 回の防災部会です。1 月に第 1 回を開催した

際に災害時要援護者支援全体計画の説明をした上で、それぞれの団体の方から意見をまと

めることとなり第 2 回に至りました。内容としましては資料の通りでありますが、2 月で集

まった意見をまとめて、それと個別の支援計画の案が出てきた所で次の開催をすることと

なりましたが、3 月 11 日に震災があった関係で個別の支援計画を主として進めている自治

防災課が動けなくなり進めませんでした。 
それで個別の支援計画の案が 2 週間ほど前にできあがったので、今後その案に基づきまし

て、またいただいた意見もまとまりましたので、これから進めていきたいと思います。 
 
（川崎会長） 
私の方から質問をさせていただきますが、各団体の聴取が終わって、今後も定期的に開催

がされるのでしょうか。 
 
（庶務阿部） 
大分落ち着いてきましたので、まず私どもの方で知りたいことは、3 月 11 日の震災が起き

たときに、それぞれの団体の皆様がどのような場でどんな行動をしたか、それと団体毎に

様々な情報が入っているのではと思いまして、そのような情報も伺っていきたいなと考え

ております。 
 
（川崎会長） 
質問だけでなく、情報でも何でもございませんか。 
 
（速水委員） 
今引きこもりの家族が悩んでいると聞きましたが、精神障害者もみんな悩んでいる。でも

家族会で悩みとか学習とかを色々な情報を出し合いながら元気になれているという状況で

ある。ですから、子どもが引きこもりで悩んでいる方もそんな集まりの中に入れば情報交

換が出来るのではと思う。そこに至るまでの手だてとか、教育体制とか、それからインタ

ーネットとかの色々な情報があると思う。是非そんな情報を悩んでいる家族へあげること

で 親が元気になれば子どもも元気になると思う。引きこもりもそうですが精神障害者も

家族も悩みながら引きこもっている状況がある。家族会に入ることで、自分達だけでない

と落ち込まなくなり元気になる。同じ悩みのある方が集まって話し合えることで少しは安

心できるような状況に持って行けることと思います。そんな輪をつくることが大事なこと

だと精神障害者の親としては思います。 
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（川崎会長） 
ありがとうございます。療育教育部会へのご助言ということでよろしいでしょうか。それ

では防災部会に戻りますが質問はいかがでしょうか。 
 
（坪井委員） 
3 月 11 日を受けて「風」もマニュアルを見直さなければ行いけないこととなり現在見直し

をしているところなのですが、「風」の場合は移動支援という形でヘルパーと利用者さんが

一緒に自由に外へ出て行くことが多いのですが、例えば四街道総合公園に外出中に地震が

起きた場合に「風」に戻るよりは「ピクシーフォレスト」に逃げ込んだ方が、より利用者

さんの安全確保ができると考えたりしています。できれば四街道市にある事業者同士で、

大きなマニュアルと言うのか意見統一と言うのか、そんな場を一度設けてもらえると心強

いと思っています。実際に同じような地震が起きた場合に、各小学校の避難所に逃げるべ

きなのか、「ピクシーフォレスト」のような所へ逃げ込んだ方がよいのか、そんな情報はご

家族も持っていないと思われます。細かいところも詰めて行けたら大震災も無駄にならず

にすむと思っているので、是非音頭をとっていただけたらと思っています。 
 
（庶務阿部） 
防災部会の中では団体さんからの色々な意見がありますが、もちろんその中には「翠昂会」

が事業所として入っています。やはり事業所としての繋がりももっと作って行かなくては

ならないと思っています。今後はそんな方向で一つ考えていきたいと思います。 
 
（川崎会長） 
今回大きな地震がありましたが、申し訳ないのですが予想されたこの近辺の地震ではない

と思っております。東京湾を震源にするとか、房総南東沖を震源とする地震が千葉県には

非常に関係あるかと思いますので、防災部会の中でもう一度色々なネットワーク、団体と

お話を続けていただきたいと思います。また相談員の方も宜しくお願いいたします。 
「翠昂会」も入らせていただいておりますが、3 月 11 日は連絡手段が公衆電話の一つしか

繋がらなかった現状がありました。今回東北の中で一番繋がったのは衛星電話しかなかっ

たということで、携帯電話の優先電話というものもあるそうですがそれもパンクした状態

であったそうです。「翠昂会」では衛星電話 2 台導入しましたので、番号はホームページで

公開をさせていただきたいと思います。市役所には衛星電話はあるのでしょうか。相手が

居ないと衛星電話 1 台では繋がらないそうなので、是非市役所でも確認をお願いいたしま

す。 
 
（藤尾委員） 
防災部会が 2 月 24 日に開かれて今年度はまだ未開催という状況で、先ほどの話ですとそれ
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ぞれの支援が固まってきたらということでしたが、今 5 月 31 日で 3 月 11 日に大震災が起

きている訳で防災部会を開いていない理由があるのでしょうか。個人的にはもっと開かな

くてはいけないという気がしています。 
 
（庶務阿部） 
一つは防災部会のまとめがあったことと、また防災部会の中で伝えていたことは、個別の

支援計画ができあがったときに次回の部会を開くことになっていたのですが、その個別の

支援計画の案が出来たのが 1，2 週間前になります。 
 
（藤尾委員） 
そうすると 3 月 11 日の地震のこれまでの経緯というのは、それに当てはめて開催するべき

ものとしては捉えられていないと言うことで、地震を受けて一度開催した方が良いという

話にはなっていないのか。 
 
（庶務阿部） 
頭の中にはあったのですが、申し訳ございません。 
 
（藤尾委員） 
少し急がないと、いずれというのは遠い将来ではないような気がするので、皆さんお忙し

いとは思うのですが一度は開いておいた方がよいのではと思う。何を進めなくてはいけな

いというのは、分かってから進めるには時間が掛かると思うので、震災の後に一度も開か

れていないと言うことが不安というか心配になりました。質問ではなく感想です。 
 
（川崎会長） 
ありがとうございます。検討していただいて開催をお願いいたします。 
 
（速水委員） 
防災部会と福祉計画との絡みがあるのでしょうか。以前に資料で配られた四街道市地域福

祉計画（案）がありましたが、防災との関わりはどうでしょうか。結局福祉というものは

協力関係であり、防災も協力体制が整わないと難しいのではと思うのですが、そこの兼ね

合いはどうなっているのでしょうか。 
 
（庶務阿部） 
計画自体はそれぞれで作っていますが、地域福祉計画というのは地域の助け合いというも

ので、それには当然防災部会の中でも近所とのコミュニケーションが重要だという意見も

ありましたし、それぞれの計画は立てていくのですが、お互いの計画を把握していながら
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それぞれの計画が進んでいる事になります。 
 
（速水委員） 
防災というのは地域との繋がりの中で、特に精神障害者の場合逃げればいいと言うことで

はなく、色々な助けが必要になってくる。そのため防災だけの問題ではないような気がし

ていて、前に地域福祉計画をもらいその後に防災の話が出てきたものですから、両方の繋

がりがあって防災計画に繋がっていくものと勝手に思っていたのですが、別ということで

すね。 
 
（庶務阿部） 
計画自体は別になります。 
 
（川崎会長） 
それでは議題２，平成 22 年度の障害者相談支援事業所の実績報告について説明をお願いい

たします。 
 
（庶務岩本） 
本日配布しているクリップ止めの資料の後ろから 3 枚と、1 枚の追加資料があります。3 月

の自立支援協議会にて平成 21 年度の報告をさせていただいたばかりですので、通常年度の

初めに報告をしていたのですが去年は特別遅くなってしまったのですが、今年度は年度初

めに前年度の実績の報告をさせていただきたいと思います。まずは相談支援事業所ひだま

りの相談実績から報告させていただきます。 
新規の相談人数なのですが 21 年度が 81 名だったところ 22 年度は 74 名で若干ダウンをし

ています。相談の実人数では 1 年間の合計人数が 621 名ということで、毎月平均で 51.8 人

のご相談がありました。21 年度よりもかなり増加をしていると思います。障害別の人数で

は 21 年度と変わらず、精神障害の方が全体の 70.5％を占めております。 
支援方法では 21 年度との比較で計上しておりますが、来所者が若干増えているのと、医療

機関等への同行が 62 件から 94 件へ増えています。反しまして、個別支援会議の開催件数

が 62 件開催していたものが 22 年度は 45 件にダウンしています。 
支援内容につきましてはグラフを見ていただくと分かるのですが、一番多いものが福祉サ

ービス、それから障害の理解とか生活技術、不安情緒の安定、家族関係と同じような比率

になっています。ここではグラフの数値が書いていないのですが、支援内容につきまして

は家計経済に関する支援が 21 年度 81 件でしたが 22 年度は 189 件と多くなっています。

これは昨年を振り返ってみると年金のご相談が増えていました。年金の申請に関して申請

の書類を一緒に作成することが多かったことから反映された数字だと思います。それから

就労に関する支援では、20 年度から 21 年度に上がったときに就労のご相談は増えていると
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申し上げたのですが、21 年度が 299 件でしたが 22 年度は 522 件と就労に関する相談がと

ても多くなってきました。福祉サービスと同じぐらいの比率になっているので、就労の相

談が増えている結果が分かると思います。 
 
（庶務冨岡） 
続きまして、ほほえみ相談実績という資料をご覧下さい。集計に関してはひだまりと同じ

形でまとめております。まず新規の相談人数は 22 年度が 54 名ということで 21 年度と比較

をすると若干少なくなっています。また相談実人数につきましても、やはり新規相談と同

様に人数は減っていますが、内訳を見てみますと主に身体障害の方からのご相談が多くあ

りまして、また精神障害の方からのご相談が増えた年でした。継続の相談の方を含めます

と 391 人ということで、月平均 32,3 人となります。 
続いて支援方法につきまして、メールによる相談受付を活用できた年だったと思います。

また個別支援会議の回数が少し増えているのですが、他の事業所や関係機関との連携によ

る支援が増えたために個別支援会議が増えた年であったと思います。 
支援内容の中身につきましては精神障害の方のご相談が増えたところから、不安の解消・

情緒の安定に関する支援の件数が増えています。これは特別な支援というよりも日々の声

掛けや、生活一つ一つの助言や見守りであったり、そのような支援内容が増えていると感

じています。 
 
（庶務岩本） 
前回もご報告させていただいたのですが、事例を簡単にご報告させていただきます。平成

22 年度につきましては始めてサービス利用計画が発生しましたので、合わせてご報告をさ

せていただきます。平成 18 年に障害者の自立支援法が施行されてからサービス利用計画を

作成できることになっていたのですが、四街道市では 22 年度まで発生したケースがありま

せんでした。 
指定相談支援事業所の業務には、市町村から計画作成の対象者と認められた者について、

サービス利用計画の作成を行った場合には、サービス利用計画の作成費が支給されること

になっています。対象となる方はサービス利用計画の集中的な支援を受けることが出来る

のですが、ご本人は無料となっています。対象が限定された形で開始されておりますが、

今回対象に該当する形でケース事例をあげておりますので少し資料の説明をさせていただ

きますと、障害福祉サービス（重度障害者等包括支援及び施設入所支援を除いた方）を利

用する支給決定障害者等であって下記のいずれかに該当する者となっております。まず 1
番目として、住環境では退院をした方や長期の入所から退所した方や、生活環境ではご家

族の入院とか進学等の変化があって、一定期間ご本人様に対する集中的な支援を必要とし

た場合です。2 番目に一人暮らしで生活をしている方で、ご家族が要介護状態にあるために

同居していても適切な支援が得られない者も含めて、尚かつ知的障害や精神障害のため自
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ら適切なサービス調整が出来ないことや、きわめて重度な身体障害のためサービス利用に

必要な連絡調整ができない状態にあるために、計画的な支援を必要とする場合です。3 番目

は、重度障害者等包括支援の対象者の用件に該当する者のうち、重度訪問介護等他に障害

福祉サービスの支給決定を受けた者となっております。 
ひだまりで 22 年度に 2 件のサービス利用計画を作成しておりますが、一人目の方は要件 1
番目に該当された方です。住環境の変化があったということで平成 22 年 12 月にグループ

ホームより退所されて現在アパートで一人暮らしをしております。生活支援や就労支援を

行っていますが、主に一人暮らしをする際に一緒にアパートを探したり契約に立ち会った

り、また引越のお手伝いをしております。月 1 度利用表をもって訪問をさせてもらい、サ

ービスの確認をしながら、この半年間で 7,8 回の担当者会議を行っています。この方は精神

疾患の方ですので、医療機関との連携を図っており、受診同行で Dr のご意見を 3 回伺いに

行っています。今力を入れている支援は就労支援で、履歴書を書いたり面接の練習をした

りハローワークや障害者の職業センターにて面接を受けたりして、就労に向けて頑張って

いる所です。 
二人目の方は幼児で要件の 3 番に該当する重症心身障害児です。訪問入浴、居宅介護のサ

ービスを受けているほか、通院したり、訪問看護が来たりと、毎日色々な人が出入りをし

ている状態ですので、支援の整理をしながらご家族の精神的な支援も行っています。この

ケースは重症心身障害児ですので在宅で暮らすには訪問看護が必須となっています。私は

看護師ではありませんので、医療依存度の高い方の支援というのは非常に難しいと痛切に

感じております。訪問入浴・訪問介護、訪問看護や通院施設での Dr の意見を聞かせてもら

いながら担当者会議を 2 回実施しております。 
このようなサービス利用計画作成費を支給していただいた上でこのような支援をしている

という紹介をさせていただきました。 
 
（庶務冨岡） 
続いてほほえみの事例を説明させていただきます。ほほえみではサービス利用計画の作成

は実施をしておりませんが、今回紹介させていただく二つの事例は、共にサービス利用計

画作成の対象に近い相談ということで説明をさせていただきます。 
一つめの事例は疾病によって肢体不自由の障害を負った方ですが、病院を退院して地域生

活に戻るところの相談でした。本音でぶつかり合うことで疲れないよう家族間の調整であ

ったり、住環境では住宅改修や日常生活用具の導入をしたり、福祉サービスの調整などの

支援をしております。 
二つめの事例は、軽度の知的障害がある方でほぼ 1 人での生活をしているということで、

ご家族が近くで暮らされているケースです。ただご家族の協力は得られているのですが、

家族との口論が日々絶えない中で、1 人の生活を継続していくためにグループホームや引越

などの生活の場を一緒に考えたり、またヘルパーや通所の導入をしたり、またお金の使い
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方、生活費を上手に使っていく方法を日々一緒に考えたり、そのようなことを支援として

行ってきております。 
繰り返しになりますが、共にサービス利用計画の作成というものが必要になるのかと思っ

ているのですが、対象者という者が決められております。計画作成ができればいいのです

が計画と同じような支援を継続しておりますので、計画という所にとらわれない支援もし

て行かなくてはいけないと思っております。 
相談支援事業所からの報告は以上になりますので、皆様からのご助言やご意見を頂ければ

と思いますので宜しくお願いいたします。 
 
（川崎会長） 
ありがとうございます。只今のご説明に対して質問等があればお願いいたします。前回の

この協議会において 21 年度の実績報告がありまして、今回は平成 22 年度の実績報告でご

ざいます。この協議会において、事業所いわゆる相談支援事業所を評価することが法律で

明記されていますので、皆さんの方へ実績報告という形での評価になりますが、他の方法

での評価が出来るのではないかという意見も含めて皆さんよりお願いいたします。 
 
（坪井委員） 
評価という意味ではありませんが、数字的な所で疑問に思ったところをお答え願いたくて

発言します。まず就労に関する支援という所で、ひだまりが 522 件、ほほえみが 130 件の

違いですとか、同じく不安の解消・情緒の安定に関する支援ではほほえみが 704 件、ひだ

まりが 364 件と大きな数字の違いがあるのですが、ひだまりとほほえみのカラーの違いと

受け取っていいのでしょうか。若しくは住み分けているのでしょうか。それとも何か理由

があってのことなのでしょうかと言うところを聞かせていただきたいと思います。なぜか

というと、ひだまりの精神障害者の相談実数が 438 人に対してほほえみの方が少ないのに

不安の解消・情緒安定に関する支援はほほえみの方が多くサポートをしていることに、き

っとこれには何かしらの関係が存在しているのかという、数字から見た疑問です。 
 
（庶務岩本） 
就労に関しては、カウントの仕方の問題だと思われますが、例えば就労できないことが不

安で仕方がない、自分が働きたいのに働けないことが不安という時はひだまりは就労に関

する支援でカウントをしています。不安で仕方がないという、どちらか一方でのカウント

をしているという所で数字の違いが出ていると思います。 
 
（坪井委員） 
カウントの仕方に標準はないのでしょうか。それぞれの感覚でカウントしているのでしょ

うか。 
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（庶務岩本） 
その通りです。 
 
（坪井委員） 
それではこれは対比する意味がないということですか。 
 
（庶務岩本） 
事業所同士を対比してしまうと、この内容はとても難しく、一つの相談に沢山の内容が含

まれていることが多くありまして、それを何処でカウントすればよいか悩むところです。

相談の中身で割合を見て一つに決めていくカウントの仕方をしている。特に精神疾患の方

は不安であったり病状の理解や医療に関する所など全部が関係していますので、非常に付

けづらい所であります。 
 
（庶務冨岡） 
現在の所は二つの事業所の間で、一つ一つの相談を検証して、その相談がこの支援に当た

るという所までは至っていないので、それぞれの支援の中で該当するところを判断してカ

ウントを取らせてもらっています。 
 
（坪井委員） 
カラーがあったら聞きたいのですが、人間ですから強いところ弱いところの専門性がある

ので、もし強みがあってカラーとしてあるのであれば、「風」に来た相談をどちらに行った

方がよいという助言ができるのかなという考えがあってお聴きしました。数字の意味につ

いては理解しましたが、きっとベースがあった方がいいのかと思います。そうしないと数

字の意味がなくなり、折角これだけの表を作っているのですから。 
もう一つ就労に関する支援が年々増えているとのことですが、この協議会の中にも就労部

会があって、円満解決しないことばかりだと思うのですが、就労部会とタイアップして何

かをしてきたことはあるのでしょうか。 
 
（庶務岩本） 
相談件数が増えたのは就労部会の結果だと思います。就労部会で、今年度は先ほど報告が

あった企業向けのリーフレットを作成しておりますが、昨年度は当事者向けのリーフレッ

トを作成した効果かと思っています。リーフレットによってひだまりでは相談が特に増え

ており、それまでは就労したいという方が少なかったので、なおさら増えているように感

じます。ただ就労したいといって来てくれる方へのアプローチは、すぐに就労に結びつけ

られることとは別問題で、就労したいと言いながら医療機関に繋がっていない方もいるの
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で先に医療機関へ導くという、安定できるような支援をしております。後は就労の専門機

関のお世話ということで、就労部会や専門機関との連携をかなり図っています。 
 
（坪井委員） 
もう 1 件、「風」の方に相談が来たのですが 77 歳の男性で、介護保険で対応しているので

すが、区分判定が出たので障害者の移動支援を利用したいと各事業所に相談したがみんな

断られてしまい、「風」にも相談があるがお断りをした。ただ相談支援事業所という所があ

るので相談してみてください、もしかしたら各事業所が集まって、その人に対してどうし

たらよいかという話し合いがもたれるかもしれないのでとお伝えしたのですが、相談支援

事業所の役目とはそれで良いのでしょうか。その方からの相談は来たのでしょうか。 
 
（庶務岩本・冨岡） 
来ていません。 
 
（坪井委員） 
何処にも断られてしまい、事業所を集めてどうしようかという検討の場を設けることはあ

るのでしょうか。少なくても「風」は呼ばれたことがない、ケース会議はあるのですが。 
 
（庶務冨岡） 
ケース会議ではなくて、普段の関係の中でどうしたらよいかという相談の段階ですね。 
 
（坪井委員） 
そうですね。全く新しい、新規の人についてのケースですね。それともポイントで、ひだ

まりやほほえみで解決出来ているのでしょうか。 
 
（庶務冨岡） 
大半が相談支援事業所では解決できない相談がほとんどですので、基本的には「風」とか

他の事業所に協力のお願いをして、解決というか支援に結びつけていく形になるのですが、

「風」に何もないというのはたまたまだと思います。 
 
（坪井委員） 
何もないということは解決しているのか、それともそんな相談がないのか分からないので

すが。 
 
（庶務岩本） 
まず事業所をピックアップしまして、ご本人様の希望があればそれに基づいて事業所へ連
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絡をさせてもらうのですが、あと事業所の特性がありますので、ひだまりの場合は精神障

害の方が多いのでご理解していただける事業所にお願いをしていると思います。「風」にも

お願いしたケースはあったかと思います。 
 
（坪井委員） 
市役所からは良く来るのですが、ひだまりとほほえみからはないのかなと思っているだけ

なのですが。 
 
（庶務岩本） 
「風」は児童のイメージがあるのですが、児童の相談が少ないこともあります。 
 
（藤尾委員） 
人数体制は今何人でやっているのでしょうか。 
 
（庶務岩本） 
ひだまりの実働人数は 2 人で、庶務的な役割に 1 人です。 
 
（庶務冨岡） 
ほほえみは冨岡と加瀬合わせて 1．5 人と、非常勤になりますがピアカウンセラーが 2 名そ

れぞれ週 1 回ずつ勤務しております。 
 
（藤尾委員） 
それを伺った上で、この年間の支援相談件数は多すぎるのではないでしょうか。ひだまり

で 2936 件、ほほえみは 2159 件ということで、これは全県で展開している就業・生活支援

センターの相談件数とあまり変わらないです。就業・生活支援センターの配置人数は就労

支援担当 2 名に生活支援担当 1 名、支援圏域の人数が増えて件数が増えていくと 1 名ない

し 2 名の加配が認められている。生活支援の方にもう少し配慮が必要であろうということ

で、今年度から非常勤 1 名の配置が認められるような流れになってきています。この相談

支援事業所の新規相談者を見ると、直近 3 年間でほほえみが 152 人、ひだまりが 201 人と

いうことで本来生活支援をするワーカーが 1 人持てるケースは 20 ケースから 30 ケースと

言われているはずなので、もちろん主たるケースワークをする人ばかりではないと思うの

ですが、これで来年同じ人数が新規で来たとしたら、本当は 10 やりたい支援があっても今

年は 6 になって来年は 4 になって再来年は 1 になってしまうようなことが起こりうるので

はないかと思います。これはむしろ質問の矛先はひだまりとほほえみではなくて、四街道

市になると思うのですが、この見えている現状を今後どのような形で対応をしていく考え

か。新規で 70 人来たら今年度は 70 人を見放すという形にしていくのか、或いは他に移行
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していくなら受け皿は何処になるのか、何か具体的な方策を考えないと鰻登りで上がって

いる対象者への支援が達行かなくなる心配があるのですか、いかがでしょうか。 
 
（庶務阿部） 
2 月に平成 21 年度の実績報告の時も同じような質問があったと思います。2 月の時と件数

は全然違い、相談の件数もそうなのですが報告を受けながら相談支援専門員の人的なもの

になりますが、確かに私自身が連絡を取りたくてもいないという状況になっているので、

人数のことは考えていかなくてはいけないと思います。人数だけでなくて相談支援事業所

自体のことも考えていかなくてはならないと思います。この辺のことについては相談支援

事業所も含めて課内、部内で話し合って行かなくてはならない所だと思います。 
 
（藤尾委員） 
最初に辛くなるのが実際に支援をしている人たちで、その先で支援されている人たちも実

際に辛くなってくると思います。なので何かしらの手だてを考えていかなくてはいけない

のかと思います。 
 
（川崎会長） 
では次の議題に進めさせていただきます。議題３，四街道市障害者基本計画の見直し及び

第 3 期障害福祉計画の策定について説明をお願いします。 
 
（庶務阿部） 
四街道市では現在障害者基本計画の見直しと第 3 期の障害福祉計画の策定作業を行ってい

ます。障害者手帳を持っている方に関しては、個々にアンケートを郵送させていただきま

して現在回収しているところです。先週が締め切りになりまして、今後集計をしていく作

業をしていくわけなのですが、それと同時に意見交換会を行っていくことも作業のスケジ

ュールにあります。意見交換会を 6 月から 7 月に実施、この意見につきましては昨年 12 月

の自立支援法等の改正で自立支援協議会が法律上に位置づけられて、障害福祉計画を定め

る又は変更する場合には自立支援協議会の意見を聞くように努めなさいと、ただしこの法

の施行日は平成 24 年 4 月 1 日を予定しています。また 2 月にありました厚労省の課長会議

の中で、第 3 期の障害福祉計画の策定にあたっても自立支援協議会の意見を聞くことが望

ましいと出されています。そこで四街道市では自立支援協議会にも意見を聞く場を設けよ

うと思っております。5 月の事務局会議の中でもお話ししたのですが、4 部会あるうちの 3
部会、生活・就労・療育教育部会において部会のテーマに即した意見交換会を行いたいと

思います。それと防災部会につきましては、部会の構成メンバーが市内の障害者団体の代

表者となっており、障害者団体との意見交換会も行いたいと思っているので、防災部会と

してではなく障害者団体としての開催を予定しています。テーマの具体的な内容につきま
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しては、今後打合せをして、6 月のそれぞれの部会でお示ししていきたいと思っております

ので、宜しくお願いいたします。 
 
（川崎会長） 
質問の方がなければ、議題 4 その他の議題について、庶務より何かあればお願いいたしま

す。 
 
（庶務阿部） 
庶務の方からですが、事前にお送りした資料の最後の所に自立支援協議会の開催日程が入

っています。今年度は年 3 回を予定しておりまして、事務局会議で調整をした結果 8 月 19
日と 2 月 22 日ということで、仮押さえですが部屋を押さえていますので、この日程で開催

していきたいと思っています。また参考として専門部会の日程もありますが、就労部会は

毎月の第 2 水曜、生活部会が毎月第 2 木曜、療育教育部会と防災部会はこれから日程を調

整していきます。 
 
（川崎会長） 
委員の方で質問等何かございましたらお願いいたします。何もありませんのでこれで全て

の議題は終了させていただき、進行は庶務の方へお返ししたいと思います。皆様のご協力

で定刻通り終わることが出来ました。どうもありがとうございました。 
 
（庶務渡辺） 
以上をもちまして平成 23 年度第 1 回四街道市障害者自立支援協議会を閉会させていただき

ます。皆様ありがとうございました。 


