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令和 3年度第 1回船橋市自立支援協議会（書面会議）会議録 

 

開催期間 ： 令和 3年 5月 20日（木）から 5月 27日（木）まで 

  （各委員への資料送付日から意見書の提出日まで） 

場  所 ： 書面会議のため無し 

出  席 ： 23人（意見書の提出者数） 

傍 聴 者 ： 書面会議のため無し 

 

議事 

① 会長の選出 

② 副会長の指名 

③ 令和 2年度 ふらっと船橋の運営についての報告 

④ 令和 2年度 船橋市障害者成年後見支援センターの実績報告 

⑤ 令和 2年度 船橋市障害者虐待防止センターの実績報告 

⑥ 令和 2年度 船橋市障害者差別解消支援地域協議会開催状況について 

⑦ 地域生活支援拠点システムの運営状況についての報告 

⑧ 令和 3・4年度船橋市自立支援協議会専門部会の構成について 

⑨ 介護者不在障害者支援事業について 

 

＜配付資料＞ 

・資料 1 令和 2年度 船橋市障害者（児）総合相談支援事業委託ふらっと船橋運営評価報告書 

・資料 2 令和 2年度 船橋市障害者成年後見支援センター集計表 

・資料 3－1 令和 2年度 船橋市障害者虐待対応状況集計表（全体分） 

・資料 3－2 障害者虐待対応状況集計表（平成 30年度～令和 2年度受理分） 

・資料 3－3 令和 2年度 船橋市障害者虐待防止対応連絡会議協議状況一覧 

・資料 3－4 令和 2年度 船橋市障害者虐待防止センター（実績報告） 

・資料 4 令和 2年度 船橋市障害者差別解消支援地域協議会開催状況 

・資料 5 地域生活支援拠点システム運営状況報告（令和 3年 3月末） 

・資料 6 令和 3・4年度船橋市自立支援協議会専門部会構成（案） 

・資料 7 介護者不在障害者支援事業について 
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令和 3 年度第 1 回船橋市自立支援協議会（書面会議） 

各議題に対する意見 

議事① 会長の選出 

委員の互選により、小松委員が会長に選任された。 

 

議事② 副会長の指名 

小松会長の指名により、鈴木委員が副会長に選任された。 
  
 

議事③ 令和 2年度 ふらっと船橋の運営についての報告 

＜山田委員＞ 

B）地域との関わりについて（P4） 

①地域の福祉資源の情報をどのように収集しているか 

地域の福祉資源の把握は、ふらっと船橋の大きな役割の１つと考えます。それについて、

「新設の情報が主に入るが閉鎖や縮小等はタイムラグが生じてしまう」という点が気に掛か

ります。障害者の地域生活にとって、福祉事業の閉鎖や縮小は死活問題になり得ます。この

点早期に把握していただき、利用者が困らないように障害福祉課や地域の関係機関等と共有

して対処していただければと思います。 

最近得た情報ですが、長年にわたって移動支援のサービスを行っていた事業所がそのサー

ビスを近々中止せざるを得なくなったと聞きました。どのような事情か分かりませんが、こ

れまで移動支援を利用して地域生活を営んできた多くの障害者・児は代わってサービスを受

けられる事業所が足りるのかどうか、大変気掛かりです。 

まさに「閉鎖や縮小等はタイムラグが生じてしまう」という事例です。移動支援、行動援

護、通院等介助のサービスは、障害者の地域での生活にとってまさに必要不可欠なものです。

どうか、障害福祉課と連携の上で対処していただきたいと思います。 

 

C）相談体制について（P7） 

⑥職員のモチベーション向上のための取組みがなされているか 

相談員が疲弊する事案として、事業者の障害者や福祉サービスへの理解が薄い場合や、考

え方の相違で他機関連携を阻害するような場合が挙げられています。こうした状態を改善す

るには、船橋市で事業を展開する多くの事業所と障害福祉課とが協力して、障害への基本的

な理解とサービス提供の方法について研修等を積み重ね、従事する人たちの意識の向上とス

キルアップを図ることが必須と考えます。 
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ふらっと船橋でも研修を独自に行っていると報告されていますが、十分過ぎるということ

はありません。また、障害福祉課が先頭に立って研修等を継続していただければ、各事業所

の意識もさらに向上することと思います。 

様々な福祉サ－ビスに従事する場合にはそれぞれの専門性が求められ、船橋市としてそう

した専門性を確認されていることは当然と存じますが、やはりスキルアップが必要です。障

害者への理解を基本として事業所間の連携が行き渡るように、ぜひ充実した研修をお願いい

たします。 

参考資料として、新たに「テレサ会」が市の相談支援事業を始めたとの報告をいただきま

した。複数の窓口ができたことを喜び、今後の活動に期待しております。 

＜池田則子委員＞ 

A）組織・体制について（P2） 

①職員体制について 

当事者から相談したいことがある際、まずふらっとに連絡をしていますとのお話を聞きま

す。相談件数も増えている状況下で、関係機関とのやり取りも多く、現在の職員体制でも厳

しいと思われます。職員体制の強化は相談件数の増加とともに必要不可欠なこと。ふらっと

の負担軽減を考えていけるような体制づくりを望んでいます。 

 

③当該年度の事業計画への取り組みについて 

令和２年度はコロナ禍で思うように支援活動ができなかったと思われます。当事者の望む

様に支援できず、歯がゆい状況だったのではないでしょうか。今年度も昨年度と変わらず大

変だとは思いますが、相談のプロフェッショナルとして船橋市の障害児者が船橋に住んでい

て良かったと思えるような役割を担っていただきたくお願いいたします。 

 

B）地域とのかかわりについて（P4） 

③市町村、福祉施設、教育機関、医療機関、就労支援機関との関係構築（ネットワークづく 

り）のためにどのように取り組んでいるか 

地域福祉資源の把握をタイムリーに網羅できているのでしょうか。大きな要であるふらっ

とには把握していただいていないと、相談に支障をきたすと思われます。市町村をはじめと

する関係機関は、事業の拡大及び縮小などふらっとに情報提供されているのでしょうか。 

拡大の場合、障害種別や利用可能人数などの情報、縮小の場合、その資源が減少すること

に対しての対策等、「④FAS－netの活動について」との連携にも関わってくると思われます

が、当事者に不利益にならないようにしていただきたいです。 

当会で実際にあった事例です。某事業所から次のような依頼がありました。利用者さんの

支援学校には某事業所が迎えに行き、当会には日中一時支援で数時間預かってほしい。帰り

も某事業所が移動支援で送るとの内容でした。（日中一時支援の報酬単価が下がったから事

業を縮小したので、移動は某事業所で行うと母に話をしてあります。日中一時支援だけ受け

てほしいと言われました。） 

当会は移動支援、日中一時支援の両方を提供している事業所で、支援上利用者さんとの関

係性を構築するためにも、両方契約していただきたいとお話しました。当会の活動の流れな
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どをお母様にお話させていただけますかと話したところ、それならいいですと言われ、その

お話はなくなりました。 

 

参考資料） 

新たに「テレサ会」が市の総合相談支援事業を始めたとの報告をいただき、少しほっとし

た気持ちになりました。毎年 2万件以上の相談増加の中には重複の方もいますが、種別も精

神の方が多い現状からも、人材（職員数の増）と総合相談支援事業所の複数窓口化の必要性

を感じています。複数窓口化は、今後も検討していってほしいと思っています。 

 

議事④ 令和 2年度 船橋市障害者成年後見支援センターの実績報告 

＜清水委員＞ 

成年後見支援センターの実績はこれまで通りで構いませんが、人員構成が分かりません。

（事務執行人も含めて）また、どのようなライセンスを有している方（後見人養成講座受講

者ではなく）が対応されているのかなどの情報を教えてください。 

＜山田委員＞ 

成年後見支援センターもふらっと船橋と同様に、相談件数の増加と、とりわけ令和になっ

てから訪問件数の増加とで、職員の疲弊が大きいことと懸念しております。後見問題に至ら

ない生活面での相談も少なからず寄せられていると聞いています。 

市として予算措置を講じていただき、職員が少しでも余裕をもって対応できるようご支援

をお願いしたいと思います。 

＜犬石委員＞ 

相談件数・形態・内容などの項目を障害者別に設けたほうが、より詳しく把握することが

できるのではないかと思います。 

 

議事⑤ 令和 2年度 船橋市障害者虐待防止センターの実績報告 

＜普久原委員＞ 

虐待通報案件が令和 2年度で初めて「養護者」を「施設職員」が上回ったのですね。 

 しかも、障害種別で見ると精神障害者が多い。いかようにも予想ができると思います。 

・通報できる力がある 

・精神障害者に対応している GH（グループホーム）が増え、民間業者が参入することによ

り、中には障害を理解していない職員が増えている 

・症状の悪化に伴う通報  など 

 対応される職員の方も大変かと思いますが、どのような環境下のケースが多いのか、背景

には何があるのか、可能な範囲内で教えていただけると助かります。 
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＜犬石委員＞ 

受理・通報者などの項目を障害者別に設けたほうが、より詳しく把握することができるの

ではないかと思います。 

＜池田則子委員＞ 

以前の意見書にも書きましたが、虐待事件の検挙件数が増加しているという報道がある

中、船橋市は急激な増になっていないことに安堵しています。障害者虐待防止センターに早

めの通報、対応が取れる体制が認知されている（整っている）のだと思われます。 

虐待防止の通報を受け、対応するほかに、ポスターだけでなく、虐待の疑いが起こりうる

環境を作らないための何らかの発信ができたらありがたいです。 

 

議事⑥ 令和 2年度 船橋市障害者差別解消支援地域協議会開催状況について 

＜山田委員＞ 

障害者差別解消支援地域協議会は、書面会議となり、残念ながら具体的な方向以前の意見

交換に終わりました。今年度、書面会議の各委員のご意見を踏まえて何らかの具体策が出て

くることを期待します。 

 

議事⑦ 地域生活支援拠点システムの運営状況についての報告 

＜犬石委員＞ 

 「医療の提供、支援を可能な限り地域において行う。また様々な救急ニーズに対応できる

救急システムを確立する」と基本計画にあるように、特に救急システムが早く確立できるよ

うに細かな施策ができることを望みます。 

そのためには、医療（精神科病院と医師）との連携が最も必要だと考えます。また、行政

と医療の縦割りではなく、横割りの連携した施策も大事だと思います。 

表の中の「緊急対応件数」が精神は 0件というのが、非常に疑問です。どうしても警察に

通報というケースに至っているのではないかと思います。精神に関しては、その特性上、非

常に難しい面がありますが、まず根本には、親、家族があり、福祉、医療の 3本立てで考え

ていくことが重要だと考えます。 

 

議事⑧ 令和 3・4年度船橋市自立支援協議会専門部会の構成について 

＜回答数＞ 

構成（案）でよい：22 

構成（案）を見直した方がよい：1 
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（意見） 

＜清水委員＞ 

各部会の構成メンバーについて、各団体に推薦依頼をかける仕組みであることは理解して

いますが、部会の委員によっては、ほぼ発言の無い方も見受けられます。様々な諸事情があ

ろうかと思いますが専門部会であり協議、情報提供や共有をする場と考えると構成メンバー

の再度検討が必要であると考えます。 

また、部会に挙げる議事について各委員に事前に意見聴取することや、各委員が発言しや

すい場の設定や開催頻度についても検討が必要と思います。 

 

議事⑨ 介護者不在障害者支援事業について 

＜池田則子委員＞ 

日々の報道で、終息までにはまだまだ時間がかかると思われる中、とよとみみらいさんに

は感謝しかありません。また現在 14 人の応募職員登録がされていることにも感謝していま

す。現状小さな団体では事業の趣旨はもちろん理解していますが、登録し実際人材協力をし

たら、自分の事業所の支援が滞ってしまいます。人材募集をしてもなかなか問い合わせがな

い状態です。 

＜犬石委員＞ 

医療従事者を伴った受け入れ場所を考えていただければと思います。精神障害の特性上、

本当に難しいと思いますが。 

＜池田健委員＞ 

とても良い制度ができたことに感謝しています。予期せぬコロナ禍という状況下で、介護

者不在になった障害者を支援するには最適な制度だと思います。応援職員の数がさらに増え

て万全の体制で取り組めることを切に願っています。 

 

その他 

＜佐藤委員＞ 

議事から離れるが、現在船橋市内で行動援護・移動支援を実施している事業所がこの 9月

から営業を休止するという話が伝わっている。原因は、業務の担い手が少なく赤字が増え続

いていることと説明されている。 

他の事業者への負担も増え、このままでいくと船橋市内の外出支援は全滅状態になる。こ

の問題を早急に自立支援協議会で議論すべきである。 
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各議題の質問に対する回答 

 

  

議事④ 令和 2年度 船橋市障害者成年後見支援センターの実績報告 

質問 回答 

＜清水委員＞ 

 成年後見支援センターの実績はこれまで

通りで構いませんが、人員構成が分かりませ

ん。（事務執行人も含めて）また、どのような

ライセンスを有している方（後見人養成講座

受講者ではなく）が対応されているのか？な

ど根本の情報を教えてください。 

＜障害福祉課＞ 

 本市で委託している人員としては常勤 1名

（社会福祉士）、非常勤 2 名の計 3 名となり

ます。 

議事⑤ 令和 2年度 船橋市障害者虐待防止センターの実績報告 

質問 回答 

＜普久原委員＞ 

資料 3-2、虐待通報受理件数が令和 2 年度

には「養護者」を「施設職員」が上回ったの

ですね。 

 その中で、通報者欄を見ると事業所が通報

している件数が多くなってきています。 

 対応される職員の方も大変かと思います

が、どのような環境下のケースが多いのか、

背景には何があるのか、可能な範囲内で教え

ていただけると助かります。 

＜障害福祉課＞ 

個人情報保護の観点から個別案件の詳細

についてはお伝えできませんが、施設従事者

による虐待については、年度によって件数に

ばらつきがあるものの、通報者が事業所であ

る割合が上昇している傾向が見られ、平成 28

年度には、事業所が通報者の割合が 15％だっ

たものが令和 2年度には 52％となっておりま

す。 

市では、市内事業所に対し、障害福祉サー

ビス事業者等集団指導や実地指導で事業所

による虐待防止研修の実施を働きかけてい

るほか、千葉県が主催する研修への参加も働

きかけております。 

このようなことから、事業所において通報

に関する意識が醸成されてきた結果、割合が

上昇したとも考えられるため、引き続き、取

り組みを行っていきたいと考えております。 
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その他 

質問 回答 

＜佐藤委員＞ 

議事から離れるが、現在船橋市内で行動援

護・移動支援を実施している事業所がこの 9

月から営業を休止するという話が伝わって

いる。原因は、業務の担い手が少なく赤字が

増え続いていることと説明されている。 

他の事業者への負担も増え、このままでい

くと船橋市内の外出支援は全滅状態になる。

この問題を早急に自立支援協議会で議論す

べきである。 

＜障害福祉課＞ 

 行動援護や移動支援を充実させていくた

めには、担い手の確保が重要であると認識し

ていることから、人材確保に関する取り組み

の一層の周知を図っていきます。 

 行動援護や移動支援に関する記載のある、

障害者施策に関する計画、障害福祉計画及び

障害児福祉計画の進捗状況については、毎年

度、船橋市自立支援協議会において報告をし

ており、質疑応答の時間を設けておりますの

で、そこでご意見をいただければと思いま

す。 

 

議事⑧ 令和 3・4年度船橋市自立支援協議会専門部会の構成について 

質問 回答 

＜清水委員＞ 

 各部会の構成メンバーについて、各団体に

推薦依頼をかける仕組みであることは理解

していますが、部会の委員によっては、ほぼ

発言の無い方も見受けられます。様々な諸事

情があろうかと思いますが専門部会であり

協議、情報提供や共有をする場と考えると構

成メンバーの再度検討が必要であると考え

ます。 

 また、部会に挙げる議事について各委員に

事前に意見聴取することや、各委員が発言し

やすい場の設定や開催頻度についても検討

が必要と思います。 

＜障害福祉課＞ 

各専門部会の構成については、これまでの

経緯等を踏まえ、各団体等に推薦依頼を行っ

ており、今回の案についても各専門部会で協

議、情報共有等を行うに当たり、必要な団体

等で構成していると考えております。 

しかし、会議の運営方法については工夫す

る余地があると考えておりますので、事務局

において今後検討してまいります。 


