
第７期 第２回さいたま市地域自立支援協議会 次第

日 時：令和元年 11 月 13 日(水)15 時 00 分～

会 場：大宮区役所６Ｆ大会議室

○ 開   会

○ 議   題

１．専門部会の取り組みについて

２．地域部会について

３．地域生活支援拠点について

○ そ の 他

○ 閉   会
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第７期 さいたま市地域自立支援協議会委員名簿

【任期：平成３１年４月１日～令和３年３月３１日（２年間）】

（五十音順、敬称略）

選出分野 所属及び職名 氏   名 備考

１ 福祉事業従事者 社会福祉法人久美愛園 理事長 内田 富士夫

２ 市職員 障害者総合支援センター 所長 宇土 幸雄

２ 当事者団体
一般社団法人さいたま市手をつなぐ育成会

代表理事
加藤 シゲヨ

３ 市職員
子ども家庭総合センター 所長

兼 保健福祉局 保健部 副理事
黒田 安計

４ 市職員
保健福祉局保健所精神保健課

課長補佐 兼 相談・支援第１係長
嶋田 理恵

５ 学識経験者 公益社団法人埼玉県社会福祉士会 理事 遅塚 昭彦

６ 市職員
浦和区役所 健康福祉部 参事

兼 支援課 課長
辻 健志

７ 福祉事業従事者 社会福祉法人ささの会 総合施設長 長岡 洋行

８ 福祉事業従事者
コーディネーター連絡会議 議長

見沼区障害者生活支援センターやどかり 管理者
三石 麻友美

10 福祉事業従事者
社会福祉法人いーはとーぶ 理事

兼 生活介護事業いーはとーぶ 施設長
山口 詩子

11 行政機関
浦和公共職業安定所

専門援助部門 統括職業指導官
山口 隆志

12 市職員 総合療育センターひまわり学園 所長 吉野 博之
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日 時： 令和元年11月13日(水)　15：00～

会 場：大宮区役所６階大会議室

山口　隆志
浦和公共職業安定所　統括職業指導官

山口　詩子 嶋田　理恵
社会福祉法人いーはとーぶ　理事 保健所精神保健課

生活介護事業いーはとーぶ　施設長 課長補佐（兼）相談・支援第１係長

三石　麻友美 辻　健志
見沼区障害者生活支援センターやどかり 浦和区役所保健福祉部参事

管理者 （兼）支援課　課長

加藤　シゲヨ 宇土　幸雄
（一社）さいたま市手をつなぐ育成会 障害者総合支援センター　所長

長岡　洋行 吉野　博之
社会福祉法人ささの会　総合施設長 総合療育センターひまわり学園　所長

内田　富士夫 黒田　安計
社会福祉法人久美愛園　理事長 子ども家庭総合センター所長

（兼）保健福祉局　保健部　副理事

（　敬　称　略　）

○

○

第７期　第２回さいたま市地域自立支援協議会

座　席　表

○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○ ○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○

傍　　　聴　　　席

○　　　　○　　　　○

○

○　　○　　○　　○　　〇
事　　　務　　　局

事　　　務　　　局

○　　　　○　　　　○
事　　　務　　　局

○ ○

○
遅塚　昭彦

公益社団法人埼玉県社会福祉士会　理事

○ ○

○ ○

○ ○

自立支援
給付係長

障害支援課長審査指定係長

ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ
推進係長

審査指定係
担当

地域生活
支援係長

審査指定
係担当

審査指定係
担当

審査指定係
担当

障害政策課長

施設整備
係長
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◆地域生活支援部会について◆

【今年度の取り組み】

アウトリーチモデル事業の実施事例を集積して分析し、抽出された課題への

対応方法について検討する。

昨年度から今年度初めに実施した、精神科病院長期入院者へのヒアリング調

査結果を分析し、地域移行に向けた方策を検討する。

◆第１回 地域生活支援部会ワーキングチーム （ R 元.5.28 ）

・今年度の取組について確認（主にアウトリーチモデル事業実施に向けて）

◆第１回 地域生活支援部会 （ R 元.7.18 ）

・精神科病院入院者への聞き取り結果報告

精神科病院長期入院者から現在の状況や退院についてなどの聞きとりを行った。

◆第２回 地域生活支援部会ワーキングチーム （ R 元.11.7 ）

・アウトリーチモデル事業実施に伴う中間報告

現在、行っている支援についての中間報告。

受診につなげることに拘らず、関係性構築～生活支援へのステップアップを目指し

た支援を継続中。

◆第２回 地域生活支援部会 （ R 元.12.19 ）

・今年度アウトリーチ事業実施まとめ

・来年度に向けて

議題１
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◆障害者虐待防止部会について◆

【今年度の取り組み】

支援拒否や多問題家族であること等を理由に、支援に繋がっていない障害者

の支援について検討する。

◆庁内ワーキングチーム（ R 元.5.21 ）

・行政の虐待対応の現状を把握するため、事務局と障害者虐待防止部会の行政職員と

で庁内ワーキングを実施した。その中で、行政職員の虐待対応スキルが積み上がるよ

うな工夫作りが必要であるとの意見が出た。

例１）虐待対応を経験したことがある職員から未経験職員へ、事案内容や対応方法を

話し伝える場を設ける。

例２）さいたま市高齢・障害者権利擁護センターで実施してる「権利擁護スーパーバ

イズ事業（※）」で蓄積された本市の虐待の傾向や良く受ける相談内容を、行政職員

等にフィードバックする。

（※）行政職員等に対して虐待対応の助言を行う事業

◆第１回 障害者虐待防止部会 （ R元.8.22 ）

・支援に繋がっていない障害者の支援について、支援課と障害者生活支援センターが

行っている「繋がり支援（※）」の取り組みを基に事例検討を実施した。

（※）さいたま市全区の障害者生活支援センターが支援課と協働し，社会との繋がり

がなく地域で孤立している障害のある人や家族の実態を把握するとともに、各地域で

不足している社会資源や支援体制について見直し，更に連携強化につながるよう支援

体制をつくることを目的とした取り組み。（2012 年～）

議題１
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◆相談支援部会について◆

【今年度の取り組み】

地域部会については、岩槻区の地域特性を活かせるように関係機関で検討を

進める。また、追加設置区２区（もしくは２地域）について検討する。

基幹相談支援センターについては、機能を整理して３か所目の基幹相談支援

センター設置区を決定する。

◆第１回 相談支援部会（ R 元.7.23 ）

・障害者生活支援センターの運営法人選定について

・基幹相談支援センター・地域部会について

・地域生活支援拠点について

◆第１回 相談支援部会ワーキングチーム （ R 元.8.30 ）

・障害者生活支援センターの運営法人選定について（プロポーザル・前回振り返り）

◆第２回 相談支援部会ワーキングチーム （ R 元.9.26 ）

・障害者生活支援センター運営法人選定について

（スケジュール確認・選定委員について）

◆第３回 相談支援部会ワーキングチーム （ R 元.10.29 ）

・障害者生活支援センター運営法人選定について（評価項目について）

・基幹相談支援センター設置箇所（３か所目）について

◆第４回 相談支援部会ワーキングチーム （ R 元.11.28 ）

・地域部会の追加設置区について等（予定）

◆第２回 相談支援部会（ R2.2.25 ）

・年度まとめ

・来年度に向けて

議題１
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基幹相談支援センター整備について

1

【想定される機能の例】
 基幹相談支援センター・自立支援協議会・地域生活支援拠点の機能には類似した部分がある。

例 基幹相談支援センターが牽引役となって、自立支援協議会を活用し、関係機関を面的
に結び付けて地域生活支援拠点における役割を果たす。

 今後の地域部会の拡大に伴う指導役を担う。
例 地域部会設置区に基幹相談支援センターを設置する。

 エリアを重視する。
例 既存の基幹相談支援センターは中央区と南区でいずれも中央部。

東部や西部への配置が必要か。
 既存の基幹相談支援センター機能の強化を重視する。

例 指定特定相談支援事業所連絡会や地域移行・地域定着支援連絡会議を活用した支援の
展開においては会議の開催のみならず、関係機関への働きかけも重要であるため、
機能強化に重点を置く。

・３か所目の基幹相談支援センターの機能について
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基幹相談支援センター整備について

2

・基幹相談支援センター・自立支援協議会・地域生活支援拠点の機能
地域生活支援拠点の
５つの機能

協議会の
６つの機能

基幹相談支援センターの
４つの機能

評価機能 総合相談・専門相談
・委託相談支援事業者の運営評価
・サービス等利用計画対象者、重度包括支援
事業の評価

・総合的な相談支援（３障害対応）の実施
・専門的な相談支援の実施

調整機能
・地域の関係機関によるネットワークの構築
・困難事例への対応のあり方に対する協議・
調整

情報機能 権利擁護・虐待防止
・困難事例や地域の現状・課題等の情報共有
と情報発信

・成年後見制度利用支援事業
・虐待防止

権利擁護機能
・権利擁護に関する取組を展開する 地域の相談支援体制の強化の取組

開発機能
・地域の社会資源の開発、改善

・相談支援事業者への専門的指導助言
・相談支援事業者の人材育成
・相談機関との連携強化の取組

専門的人材の確保・養成
教育機能

・構成員の資質向上の場として活用
地域移行・地域定着

・入所施設や精神科病院への働きかけ
・地域の体制整備のコーディネート

緊急時の受入・対応

相談

地域体制づくり

体験の機会・場
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◆子ども部会について◆

【今年度の取り組み】

医療技術の進歩などを背景に、たん吸引や経管栄養等の医療的ケアが必要な

障害児が全国的に増加傾向にあることを踏まえ、医療的ケア児が適切な支援

を受けられるよう、保健・医療・福祉等の連携促進に向けた議論を行ってい

る。

◆第１回 子ども部会 （ R 元.8.29 ）

・現状と課題の把握を目的とした医療的ケア児の実態調査を実施するため、アンケー

ト票の調査項目を検討した。※詳細は次頁以降のとおり

議題１
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医療的ケア児アンケート調査の概要
１．趣 旨
「医療的ケアを必要とする子どもに関するアンケート票」は、医療的ケアが必要なお子様
が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉、教育、保育等の支援を受けられるよ
うになるための、検討の基礎資料として、支援の実態や日頃の様子についてお伺いする調査
です。

２．調査内容
（１）調査対象者
①・②両方に該当するお子様
①さいたま市在住で、県内特別支援学校に在籍しているお子様
②自宅等で日常的に医療的ケアを必要とするお子様
「医療的ケアを必要とするお子様」とは、「人工呼吸器を装着している障害児その他の
日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児（児童福祉法第 56 条の６第２項）」
の対象となる方を想定しています。

出典：文部科学省 学校における医療的ケアの実施に関する検討会議（第 1 回，H29.11.10）

（２）調査方法
【特別支援学校を通じたアンケート票の配布】
①市及び県の特別支援学校の教諭から、調査対象児童の保護者等へ、アンケート票を配
布いただきます。
②調査対象児童の保護者等が回答（匿名）したアンケート票を、返信用封筒を用いて、
さいたま市役所宛てに提出いただきます。
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（３）医療的ケア児アンケート票（案）
別紙の「医療的ケアを必要とする子どもに関する調査票（さいたま市）案」のとおり

（４）調査報告書の作成・活用
調査期間の終了後、回答内容の集計・分析を行い、調査報告書を作成します。
作成した報告書は、市内の医療的ケア児の人数や居住地域、必要な医療的ケアの状況や

求められる支援内容等の具体的な把握・分析に活用し、医療的ケア児やその家族に対する
効果的な支援策の検討及び実施と支援に必要な体制づくりの基礎資料といたします。

（５）調査スケジュール（案）
①令和元年１１月下旬 教育委員会と各特別支援学校へ協力依頼
②令和元年１２月下旬 各特別支援学校へアンケート票の提供
③令和２年 １月   調査対象児童の保護者等へアンケート票を配布
④保護者記入期間
⑤令和２年 ２月末  アンケート票提出期限
⑥市回収・調査報告書の作成
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20190829子ども部会後 市立 or県立特別支援学校

医療的ケアを必要とする子どもに関するアンケート調査票（さいたま市）案

【目的】
この調査は、さいたま市在住で医療的ケアが必要なお子様が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福
祉、教育、保育等の支援を受けられるようになるための、検討の基礎資料として、支援の実態や日頃の様子について
お伺いする調査です。さいたま市が共に助け合える社会作りを進めていくために、調査にご協力いただきますようお願い
申し上げます。
なお、この調査は匿名により任意でご回答いただくものですが、調査結果資料は個人が特定できない形で活用さ
せていただきます。

【対象の方】…①・②両方に該当するお子様
①さいたま市在住で、県内特別支援学校に在籍しているお子様
②自宅等で日常的に医療的ケアを必要とするお子様

※「医療的ケアを必要とするお子様」とは、「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にあ

る障害児（児童福祉法第 56 条の６第２項）」の対象となる方を想定しております。

この調査は、医療的ケアを必要としているお子様を対象に作成しておりますが、
この他に、日常的に医療的ケアに近い支援が必要なお子様につきましても積極的に
お答えいただきたいと考えています。

お子様が調査対象と思われる場合、アンケートにご回答ください。

お子様が、調査対象と思われない場合は、ここで調査終了となります。
このままご返信ください。
「調査対象と思われないため、アンケートに回答しない→チェック欄□」

【アンケートに関する質問・問い合わせ先】

さいたま市保健福祉局福祉部障害支援課審査指定係

担当：林・志村・近藤

Tel 048-829-1309（直通）

Fax 048-829-1981

E-mail  shogai-shien@city.saitama.lg.jp

出典：文部科学省 学校における医療的ケアの実施に関する
検討会議（第1回，H29.11.10）
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20190829子ども部会後 市立 or県立特別支援学校

1

【注意事項】
※匿名により、任意でご回答いただくものですので、差し支えのない範囲でお答えください。
※令和 2年 1月 1日現在の状況についてご回答ください。
※「①・・・、②・・・」という選択肢のある設問については、あてはまる番号に○を付けてください。

➊ 回答者について、調査対象となるお子様とのご関係をご回答ください。

①父    ② 母 ③ 兄弟姉妹    ④ 祖父母 ⑤ その他（                ）

➋ お子様の状況について、ご回答ください。

(1) 年 齢 （      ）歳（       ）ヶ月  ※令和2年1月1日現在の年齢をご回答ください。

(2) 性 別 ① 男    ② 女

(3)居住区
① 西区   ② 北区   ③ 大宮区  ④ 見沼区   ⑤ 中央区
⑥ 桜区    ⑦ 浦和区  ⑧ 南区    ⑨ 緑区    ⑩ 岩槻区

(4) 病 名 （                                                  ）

(5) 障害者手帳の交付状況

①身体障害者手帳
1.交付あり（等級： 級）       2.交付なし
【障害種別】肢体不自由 ・内部機能障害（障害のある機能： ）

その他の障害（                                 ）
②療育手帳 1.交付あり（ ○A ・ A ・ B ・ C ）  2.交付なし
③精神障害者
保健福祉手帳

1.交付あり（等級： 級）        2.交付なし

(6) 医療費給付の受給状況

① 小児慢性特定疾病医療給付 １.受けている   2.受けていない
② 指定難病医療給付 １.受けている   2.受けていない
③ 自立支援医療(育成医療)給付 １.受けている   2.受けていない

(7) 日常生活の状態等について、あてはまるものに○を付けてください。

①姿勢 １.立つことができる  ２.座ることができる  ３.姿勢保持できない
②移動 １.歩ける（補助具利用含む）  ２.歩けないが移動できる  ３.移動できない
③食事 １.介助は必要ない  ２.一部介助が必要  ３.全面的な介助が必要
④排泄時の介助 １.介助は必要ない  ２.一部介助が必要  ３.全面的な介助が必要
⑤入浴時の介助 １.介助は必要ない  ２.一部介助が必要  ３.全面的な介助が必要
⑥言葉の理解 １.明確に理解できる ２.少し理解できる ３.理解できない
⑦意思表示 １.明確に意思表示できる  ２.少し意思表示できる  ３.意思表示できない
⑧自発呼吸 １.できる  ２.少しできる  ３.できない
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❸ お子様が日常生活で必要とする医療的ケアについて、あてはるものに○を付けてください。

(1)吸引 ①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない
(2)吸入・ネブライザー ①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない
(3)経管栄養(胃ろう等） ①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない
(4)中心静脈栄養 ①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない
(5)導尿 ①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない
(6)酸素療法 ①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない

(7)咽頭エアウェイ
①行っている   ②夜間のみ行っている
③体調に応じて行っている ④行っていない

(8)人工呼吸器の使用
①日常的に行っている   ②夜間のみ行っている
③体調に応じて行っている ④行っていない

(９)気管切開部の管理
（ガーゼ交換等）

①日常的に行っている   ②体調に応じて行っている   ③行っていない

(10)その他 【実施内容】（                            ）

❹ 医療的ケア・在宅療養に関する相談先について、ご回答ください。

（１）調査対象となるお子様の支援について、医療機関以外で相談したことがある機関等として、あてはまるもの
全てに○を付けてください。（複数回答可）
①区役所保健センター
②区役所支援課
③区障害者生活支援センター
④相談支援事業所

⑤市の総合療育センター
⑥学校
⑦インターネット（SNS、掲示板など）
⑧その他（               ）

（３）相談先で困ったことはありますか。その場合、どのような内容で困りましたか。あてはまるもの全てに○を付け
てください。（複数回答可）
①利用したかったサービスに繋がらなかった
②医療的ケア児の支援に詳しい人がいなかった
③困った事は特にない
④その他  （                                                      ）
（４）相談したことがない理由としてあてはまるもの全てに○を付けてください。（複数回答可）
①相談先が分からなかった
②相談したかったが、相談できなかった（理由： ）
③その他  （                                                      ）
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❺ お子様の在宅での医療的ケアを実施されている方について、ご回答ください。

(１)在宅で主に医療的ケアを実施されている方について、あてはまる方１名に○を付けてください。
①父   ②母 ③兄弟姉妹   ④祖父母 ⑤その他（                 ）

(２)（１）の方が、病気・外出等により医療的ケアができない場合に、代わりに医療的ケアを依頼できる方はいま
すか。あてはまるもの全てに○を付けてください。（複数回答可）
(a) 事前に予定がわかる時（実施されている方自身の通院、兄弟の行事など）
①同居の家族  ②別居の親族  ③訪問看護師  ④いない  ⑤その他（                  ）
(b) 緊急時
①同居の家族  ②別居の親族  ③訪問看護師  ④いない  ⑤その他（                 ）
(c) 預け先
①病院  ②短期入所（レスパイト含む）  ③日中一時支援  ④放課後等デイサービス
⑤ない  ⑥その他（                    ）
(３)（１）の方は現在、就労されていますか。あてはまるもの１つに○を付けてください。
①している  ②しているが休職・休業中（理由： ）  ③していない

※「③していない」とお答えされた方の理由※

①就労を希望しているができない  ②職に就いていたが辞めざるを得なかった

③就労を希望していない  ④その他（             ）

❻ 医療・福祉等のサービスについてお伺いします。あてはまるものに○を付けてください。（複数回答可）

種
別

サービス番号
(１)現在利用中、
または利用したことがあるサービス

(２)知らないサービス

医
療

➀訪問診療

(診療計画に基づき定期的に実施するもの)

②往診（緊急時等）

③訪問歯科

④訪問看護

⑤訪問リハビリテーション

福
祉

⑥短期入所（レスパイト含む）

⑦居宅介護(ヘルパー)

⑧日中一時支援

⑨放課後等デイサービス

⑩移動支援

⑪入浴サービス

⑫日常生活用具の給付（おむつ・バッテリー等）

⑬補装具の交付等（車いす等）

その他利用中、または利用したことがあるサービス（                                         ）
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❼ お子様の在籍・通学状況等について、ご回答ください。
（１）在籍先 ①小学部   ②中学部   ③高等部
（２）学校への通学状況 ①学校へ通学（週＿日） ②訪問教育  ③その他（          ）
※（２）で「１.学校へ通学」と回答された場合のみ、（３）～（６）の設問にご回答ください。

（３）通学時間 片道（        ）分
（４）通学方法 ①自家用車 ②スクールバス  ③その他（                ）
（５）通学中の医療的ケア ①実施している  ②実施していない

（６）学校での医療的ケア

①実施している  ②実施していない
※「①実施している」場合、以下の表の実施者と実施内容の項目に○を付けてください※

家族 看護師・看護教員 教諭 看護教諭 その他（     ）
吸引
吸入・ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
経管栄養(胃ろう等)
中心静脈栄養
導尿
酸素療法
咽頭エアウェイ
人工呼吸器の使用
気管切開部の管理
その他（     ）

❽ お子様の就学前（０～６歳児）の状況等について、ご回答ください。
（１）就学前に利用されていた施設・サービス等で、あてはまるもの全てに○を付けてください。（複数回答可）
①公立保育園（認可保育所・地域型保育事業所・市認定保育施設）  ②私立保育園 ③幼稚園
④こども園  ⑤市の総合療育センター  ⑥児童発達支援事業所  ⑦その他（              ）
⑧何も利用していなかった

※（１）で①～④に回答された場合→ （２）～（４）の設問にご回答ください。
※（１）で①～④に回答されなかった場合 →（５）の設問にご回答ください。

（２）差し支えなければ、施設名を教えてください ⇒ （施設名： ）
（３）利用頻度・時間 週（      ）日    １回あたり（      ）時間

（４）医療的ケアの実施状況

①実施していた  ②実施していない
※「①実施している」場合、以下の表の実施者と実施内容の項目に○を付けてください※

家族 看護師 保育士・幼稚園教諭 その他（     ）
吸引
吸入・ﾈﾌﾞﾗｲｻﾞｰ
経管栄養(胃ろう等)
中心静脈栄養
導尿
酸素療法
咽頭エアウェイ
人工呼吸器の使用
気管切開部の管理
その他（     ）

（５）（１）で①～④に回答されなかった理由を教えてください
①特に利用を希望していなかった
②利用を希望していたが、利用できる保育所・幼稚園等がなかった（理由： ）
③その他（                                                        ）
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❾ 質問は以上となります。調査にご協力いただき、本当にありがとうございました。
以下は自由記載欄となっております。ご自由にご記入ください。

【こんな時に利用できるサービスがあったらいいな】

【身近にこんな施設があったらいいな】

【今後お子様に、こんな経験をさせたいな】

【こんな情報を知りたいな】

【最近こんな時に困っているな、こうなったらいいな】

【生活・支援について、こんな工夫をしています】

【その他、ご自由に】
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地域部会について
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自立支援協議会 地域部会について（１）
各区の支援会議などについて（現状）

相談支援連絡会議

（内容）各区における相談支援事業所間の連絡調整

（出席者）区支援課・障害者生活支援センター・相談支援
事業所

（会議の結果）
「○○さんはセルフの方が向いている気もするけど･･･」
「計画相談の課題は提示しているけど、状況が変わらない
な･･･」

各区独自の取組

・事業所勉強会
・ネットワーク会議 など

（取組の結果）
「他の事業所の支援について勉強に
なったな」
「もっと聞いてみたいこともあるの
だけれど･･･」

市自立支援協議会へ

集約された好事例や課題を･･･

サービス調整会議

（内容）個別ケースの支援方針について、
関係機関と調整・推進。

（出席者）区支援課・障害者生活支援セ
ンター・ケース支援実施機関

（会議の結果）
「このケースはこれで解決したぞ！」
「あれ？前にも同じ話があったな。」

個別支援
会議

個別支援
会議

個別支援
会議

【事務局】
各区支援課・支援センター

「うちの区ってけっこういいことしてると思うけど･･･」
「他の区ではどうしているんだろう？」

【事務局】
各区支援課・支援センター

【事務局】
各区支援課・支援センター

「市の協議会にどう届けるのかな？」

「ちゃんと届いているのかな？」

2
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・・・

検討結果報告・提案

検討結果報告・提案

自立支援協議会 地域部会

・個別の支援を通じた連携を超えて、地域の関係機関の連携を目指す。
・関係機関の連携を深め、支援に関する情報共有を重ねて支援の質の向上を目指す。
・地域の課題を市自立支援協議会へ報告し、市全体で課題を共有する。

自立支援協議会 地域部会について（２）
各区の支援会議などについて（今後のイメージ案）

相談支援連絡会議 各区独自の取組

市自立支援協議会

サービス調整会議

個別支援
会議

個別支援
会議

事務局

運営会議
・各区からの報告を集約し、市協議会へ
・市協議会と各部会の連絡調整

虐待防止部会

地域生活支援部会

相談支援部会

子ども部会

検討を依頼 検討結果

・市の協議会への報告・提案

・他区の取組を共有

日中支援の事業所 関連機関
3
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自立支援協議会 地域部会について（３）

（出典）「さいたま市障害者総合支援計画」P80

岩槻区が地域部会設置
第１号です！！

4
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各区独自の取組について
 顔の見えるネットワーク会議（岩槻区・桜区）
・障害関係の支援機関のみならず、学校・法テラスなどの機関も交えて研修・グループワーク
形式で意見交換など（岩槻区）

・児童、居宅日中活動、全体を各１回／年、合計で年３回。
関連する支援機関が集まって研修・グループワーク形式で意見交換など（桜区）

 みんなで支えるネットワーク会議（中央区）
・区内の関係機関が３回／年集まり、研修・情報交換など。

 相談支援連絡会をチーム分け（北区）
・相談、児童、就労、地域にチーム分けを行い、日中活動の事業所も交えて研修・意見交換
を行う。

 事業所勉強会（西区）
・区内の障害関連事業所のほか、包括・在支も招いて勉強会・情報交換など。
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令和元年度「さいたま市自立支援協議会 岩槻区地域部会」実施計画

作成：ささぼし

１）「岩槻区地域部会」の設置経緯

さいたま市で設置された自立支援協議会では、エリアが大きすぎて、地域の

特性とか実情、課題が共有しづらいため、区ごとの協議の場が必要との声があ

がっていました。岩槻区では顔の見えるネットワーク会議の実施など、地域づ

くりが先駆的に取り組まれているとして、他区に先行して、「岩槻区地域部会」

を設置することが決まり、今年度実施することとなりました。

市では、さいたま市自立支援協議会に、「地域部会（仮称）」を位置づけて、

各区の実情に応じて、柔軟に実施していく方針です。

２）「岩槻区地域部会」の目的

○障害のある人が岩槻で暮らしていく上で、地域にある課題に気づき、現

場の関係者で共有し、各々が当事者として考え、解決をめざす。

必要に応じて、さいたま市自立支援協議会に報告し、検討してもらう。

○さまざまな領域の関係機関、サービス事業所間のつながりや連携を深め、

谷間のない相談支援体制をめざし、安心して暮らせる地域づくりを進める。

○積み重ねたネットワークを土台として、風通しの良い関係を作り、切磋

琢磨することで、サービスの質を向上させる。

３）部会の位置づけ・・・資料①

さいたま市自立支援協議会の取組みとして、今後、設置要綱の中に位置

づけられる方向です。区ごとの特色を生かして実施されます。

岩槻区では、テーマごとに設けた部会の運営委員の方に、地域部会の委

員になっていただき、各部会からあがってきた、具体的なテーマや課題に

ついて、共有したり、協議したりできればと考えています。

４）会議の構成・・・資料②

①行政（さいたま市障害支援課、岩槻区支援課）

②障害福祉サービス事業所（岩槻区の各部会 運営委員）

③特定相談事業所

④委託相談事業所

⑤さいたま市自立支援協議会委員

⑥臨時委員（課題テーマによって必要な人に参加依頼）
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５）会議で話し合われる内容

○各部会や顔の見えるネットワーク会議の意見や地域課題の共有と分析

○ネットワークづくりの推進と人材育成

○社会資源の開発、改善（ちょっとした工夫や連携によることも含めて）

○地域生活支援拠点など、必要な取り組みの検討・意見交換

○地域の相談機能の診断

○困難事例やうまくいった事例などの共有

６）本年度のスケジュール・・・資料③

8月5日 運営会議・・・委員の決定、役割分担、スケジュールの協議

↓

8月中  各委員の所属する機関、その他への個別説明

↓

9月中  運営会議・・・第1回岩槻区地域部会の内容検討

↓   ※各部会での活動報告まとめ・課題の整理

↓

9月下旬 第 1回岩槻区地域部会の通知発送

↓

10月８日 第 1回岩槻区地域部会開催

７）事務局

さいたま市障害支援課審査指定係

岩槻区支援課障害福祉担当

さいたま市岩槻区障害者生活支援センターささぼし

注：自立支援協議会とは？

障害者総合支援法89条

○障害のある人が普通に暮らせる地域づくりをめざして、支援の体制の整備を図るため、障害者

等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他関係者により構成されるもの

○関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題

について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の

整備について協議する

さいたま市自立支援協議会・・・ノーマライゼーション条例31条

○市長の諮問に応じ、障害者の地域における自立した生活の支援に関する事項を調査審議する

○さいたま市自立支援協議会および４つの部会（地域生活支援部会、障害者虐待防止部会、相談

支援部会、こども部会）が設置されている
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情報交換会

現場の人で語り合う　風通しの良い関係
お互いの情報交換や勉強会でサービスの向上

参加者：各サービス提供事業所+相談連絡会メンバー
内容：サービス事業所間の情報交換、交流

勉強会、その他企画
主催：年1回は支援課主催し、

他は任意で事業所で企画する

岩槻区内会議の関係図（現在）

岩槻区相談支援連絡会 月1回

相談支援専門員がざっくばらんに話せる場

地域課題の集積・対策の検討

支援課、委託事業所、相談支援事業所間の連携

参加者：支援課・指定相談支援事業所・ささぼし

内容：計画相談担当事業所の検討（新規・変更）

相談支援から把握された地域課題の共有

指定相談支援事業所のバックアップ

困難事例については、サービス調整会議へ

主催：支援課

岩槻区サービス調整会議（定期連絡会） 月1回

ケアマネジメントチーム支援

専門職のアドバイス

虐待・差別の経過報告と評価

参加者：支援課・ささぼし・指定相談支援事業所

権利擁護センター・更生相談センター

こころの健康センター

内容：困難事例の共有、アセスメント

虐待・差別受付と方針立て・経過報告

つながり支援

事例から課題を共有し、次につなげる

専門性を向上させる

主催：支援課

個別サービス調整会議 随時

個別のケアマネジメントチーム支援

具体的支援方針の検討や役割分担

※サービス調整が中心の事例は「担当者会議」でＯＫ

参加者：支援課・ささぼし・個別に応じた関係機関

内容：支援担当者による情報共有

具体的な支援方針の検討と役割分担

岩槻区顔の見えるネットワーク会議

年3回

顔の見えるネットワークづくり

誰もが暮らしやすいまちをつくる

啓発・研修・人材育成

地域共生（領域を超える）のプラットホーム

参加者：行政・相談支援事業所・病院・学校・

司法・消防・障害福祉サービス事業所

・児童から高齢まで多様な支援機関が

参加（約100機関）

内容：区の独自の地域づくりの取り組み

平成21年から草の根ではじまり、

平成26年度から区の事業になった

区長マニュフェスト

多様な職種、領域の参加機関が集まり、

権利擁護や災害対策など、いろんな

テーマで話し合い、アイディアを

出し合う

主催：支援課

企画運営：支援課・ささぼし

協力：相談支援連絡会

さいたま市自立支援協議会

地域生活支援部 虐待防止部会 相談支援部会 子ども部会

日中活動支援

事業所情報交換会
障害児サービス

事業所情報交換会

居宅介護・訪問看護

事業所情報交換会

グループホーム

入所施設

情報交換会

困
難
事
例
を
あ
げ
る

事
例
か
ら
把
握
さ
れ
た
地
域
課
題
を
あ
げ
る

必要に応じて定期連絡会にあげる

対応できるこ

とは、区内の

連携で解決！

ページ 52



＜さいたま市自立支援協議会「岩槻区地域部会」の位置づけ＞ 資料①

さいたま市岩槻区

顔の見える

ネットワーク会議
年3回

○顔の見える関係づくり

○サービスの質の向上

○啓発・研修・人材育成

○地域共生（領域を超え

る）のプラットホーム

さいたま市自立支援協議会
（障害福祉の推進・さいたま市の地域づくりについて話し合う場）

専門部会（地域生活支援部会・虐待防止部会・相談支援部会・子ども部会）

はたらく部会

活動や働くを

テーマに情報交

換や勉強会など

（生活介護・就

労支援事業所

等）

岩槻区サービス調整会議
（定期連絡会） 月1回

個別サービス調整会議

担当者会議 随時

さいたま市自立支援協議会

岩槻区地域部会
岩槻区地域の課題や良い事例の集約、地域で、こうありたいという願いを

共有して、必要なサービスや連携について、検討する場

相談支援連絡会
月1回

区の相談支援につ

いて必要な協議を

する場、困難事例

等からの課題の集

積、勉強会等

各部会の企画参加

くらす部会

暮らしの場を

テーマに情報交

換や勉強会など

（グループホー

ム、入所施設

等）

こども部会

こどもの支援を

テーマに情報交

換や勉強会など

（放課後デイ、

児童発達支援

等）

居宅さぽーと

部会

居宅での生活支

援をテーマに情

報交換や勉強会

など（居宅介

護、訪問看護、

生活サポート

各部会で運営委員を決めて企画運営していま

す。各部会で、勉強会や見学会など、いろんな活

動をしています。年２～３回の部会の開催を計画し

ています。

運営会議（地域部会の事務局会議）
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さいたま市
地域生活支援拠点等の整備に向けて

令和元年１１月１１日更新
1
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１．さいたま市の概要
２．第５期さいたま市障害者総合支援計画（H30～H32）抜粋
３．さいたま市の現状と検討事項
４．拠点等の整備プロセス、整備方針、今後の方針（案）
５．拠点等に必要と考えられる機能（例）
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７．（参考）平成３０年４月１日時点 政令市の整備状況
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１．さいたま市の概要
（平成３１年４月１日時点）

●

●

●

●●

●

●

●◎

◎

●

▲

▲

▲

▲▲ ▲▲

▲▲▲

▲▲

▲▲
▲

• 人口 １，３０６，０７９人
• 障害者の状況

身体障害者手帳 ３３，４０４人
療育手帳 ７，７６８人
精神障害者保健福祉手帳 １１，７５６人

• 市内障害児者入所施設、生活支援センターの位置
●障害者支援施設９か所
◎障害児入所施設２か所
▲生活支援センター １５か所

3
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２．第５期さいたま市障害者総合支援計画
（H30～H32）抜粋
「障害者の重度化や高齢化、そしていわゆる「親亡き後」を見据え、障害者の地域生活
支援を推進するため、居住支援のための機能（相談、体験の機会・場、緊急時の受入
れ・対応、専門性、地域の体制づくり）を担う地域生活支援拠点等の整備に向けた検討
を行います。また、検討に当たっては、本市の実情や課題について関係機関が情報を共
有し、地域自立支援協議会の場を活用して協議を進めます。」

4
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必要な機能 機能を満たすためのサービスの例

①相談 常時の連絡体制を確保し、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．

②緊急時の受け入
れ・対応

短期入所等による緊急時の支援体制を確保し、緊急時の受入れに付随する
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．

⑤地域の体制づくり 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．

３．拠点等に必要とされている機能（例）

5
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４．拠点等の整備プロセス、整備方針、今後
の方針（案）

整備のプロセス
（R1.7.23日時点）

・国から拠点等の整備について指示（平成24年の障害者総合支援法付帯決議）
・さいたま市障害者総合支援計画（H30~H32）にて、平成32年度までに拠点整備を「検
討」する．
・平成30年度より自立支援協議会で検討を開始．現状の社会資源や制度を５つの機能に分
けて整理．
・平成30年10月 入所施設の法人と意見交換会を実施．
・平成30年11月 相談支援事業所と意見交換会を実施．アンケートで地域課題の優先順位
を把握．（１位 緊急時の受け入れ・対応、２位 専門的人材の確保・養成）
・令和元年度～ 市内事業所との個別ヒアリングを実施．

整備類型 面的整備を想定．

今後の方針（案）
・拠点等には５つの機能の整備が求められているが、基本的に現状の社会資源や制度を活
用することから検討を開始する．
・５つの機能の中で、不足している機能・地域ニーズが高い機能を優先的に整備する．
・短期入所稼働率等の実態調査を実施．（予定）

6
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必要な機能 機能を満たすためのサービスの例
①相談 【現状】 ・各区に障害者生活支援センターを設置．（基本平日日中対応）

・基幹相談支援センター２か所．（中央区来夢・南区社協ひまわり）
・市内相談支援事業所６６か所、内１５か所が生活支援センター．

【検討事項】 ・基幹相談支援センターを新たに１か所設置．
・既存２か所と新規１か所の基幹機能を整理．

②緊急時の受け
入れ・対応

【現状】 ・障害者緊急一時保護事業の実施．（市独自事業）
【検討事項】 ・障害者緊急一時保護事業の運用の見直し又は別事業の実施．

・緊急時対応できるコーディネーターの配置．

③体験の機会・
場

【現状】 ・契約を前提とした体験は行っているが、体験のみを目的とした機会・場の提供は行われて
いない．

【検討事項】 ・国の障害福祉サービス等報酬改定（体験利用支援加算・体験宿泊支援加算）の見直しを参
考に引き続き検討．

④専門的人材の
確保・養成

【現状】 ・難病患者や高齢障害に関する研修の実施．
【検討事項】 ・地域部会を活用．

⑤地域の体制づ
くり

【現状】 ・相談支援事業所の連絡会．（コーディネーター連絡会議、相談支援連絡会議）
・精神障害による長期入院患者の地域移行・地域定着支援のための会議．（地域移行・地域
定着支援連絡会議）
・顔の見える関係づくりを行う場．（岩槻区・中央区・桜区）

【検討事項】 ・地域部会を活用．

５．さいたま市の現状と検討事項

7
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６．（参考）平成２９年４月１日時点 政令市の整
備状況
市町村名
(特別区を含
む。)
（漢字）

a.整備状況
b.備えるのが特に困難な機能

※「a.整備状況」で、「２９年度末までに整備予定／３０年度に整備予
定／未定」と回答した市町村のみ記入

d.整備類型

整備済 整備時期
29年９月末ま
でに整備予
定

29年度末ま
でに整備予
定

30年度に整
備予定

未定 ①相談
②体験の機
会・場

③緊急時の
受入・対応

④専門的人
材の養成・確

保

⑤地域の体
制づくり

多機能拠点
整備型

面的整備型

多機能拠点
整備型
＋

面的整備型

その他の
整備類型

未定

札幌市 〇 〇

仙台市 ○ ○

さいたま市 ○ ○ ○

千葉市 ○ H29.4 ○

横浜市 ○（31年度） ○

川崎市 ○ 27年度 ○

相模原市 ○ ○ ○ ○

新潟市 ◯ ◯ ◯

静岡市 ○ ○

浜松市 ○ ○ ○

名古屋市 ○ H28.7 ○

京都市 ○ H27.6 ○

大阪市 ○ ○ ○ ○

堺市 ○ H29.4 ○

神戸市 ○ ○ ○ ○

岡山市 ○ ○ ○ ○

広島市 ○ ○ ○

北九州市 ○ ○

福岡市 ○ ○ ○

熊本市 ○ ○ ○
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７．（参考）平成３０年４月１日時点 政令市の
整備状況
市町村名
(特別区を含
む。)
（漢字）

a.整備状況
b.備えるのが特に困難な機能

※「a.整備状況」で、「３０年度末までに整備予定／３１年度に整備予定／３２
年度に整備予定／その他」と回答した市町村のみ記入

d.整備類型

整備済
※（）は圏域
を構成する
市町村数。
以下同じ。

整備時期
30年9月末まで
に整備予定

30年度末まで
に整備予定

31年度に整
備予定

※対応予定
等を記載）

32年度に整備予定
※対応予定等を記載）

その他
※具体的な現状

を記載
①相談

②体験の機
会・場

③緊急時の受
入・対応

④専門的人材の養
成・確保

⑤地域の体制
づくり

多機能拠点
整備型

面的整
備型

多機能拠点整備型
＋

面的整備型

その他の
整備類型

未定

札幌市

市自立支援協議会にて協議し
平成32年度中に整備予定

○

○

仙台市

30年度後半にモデル事業を開
始予定 ○

さいたま市

平成３１年度より地域自立支
援協議会で検討を開始する。
市内入所施設、相談支援事業
所等との協議を重ね、平成３２
年度末までに少なくとも１か所
整備予定

〇

〇 〇

千葉市 ○ H29.4 ○

横浜市 ○ H30 ○

川崎市 ○
H27
H28

○

相模原市 ○ H29 ○

新潟市 ○ H30.4 ○

静岡市 〇 H30.4 〇

浜松市 ○ H30.4 ○

名古屋市 ○ H29.4 ○

京都市 ○ Ｈ27.6 ○

大阪市

平成30年度より、必要な機能
を順次整備

○ ○

○

堺市 ○ H29.4 ○

神戸市 ○ H30.3 ○

岡山市 ○ ○

広島市 ○ H30.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○

北九州市

30年度は関係者で勉強会実
施
31年度に協議会で協議開始 ○

福岡市 〇 〇 〇

熊本市

平成30年度より、地域支援事
業を開始

○

○
9
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障害者生活支援センターの運営法人選定について

 来年度以降（令和２年度～）
障害者生活支援センターの業務委託について、プロポーザル方式を用いた契約を行う。

 プロポーザル方式について
・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第2号
の規定による随意契約の締結のため、公募又は指名の方法により複数の事業者から当
該随意契約に係る業務の実施に関する提案を求め、当該提案のうち最も優れた提案
を行った事業者を選定する方式をいう。
出典：さいたま市プロポーザル方式等による委託業務事業者選定委員会条例第２条第１項第１号

・来年度以降の障害者生活支援センター業務委託について

1
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