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第２回浦安市自立支援協議会地域生活支援部会 議事録

１．開催日時 平成 26年８月 27 日（水）13：30～15：30

２．開催場所 消防本部 多目的ホール

３．出席者

西田俊光委員（リーダー）、内村好夫委員（サブリーダー）、小川礼子委員、荒井敏子委員、浜田順子委員、

神谷澄子委員、相馬茂委員、川口英樹委員、佐藤尚美委員、西田良枝委員、谷岡智恵委員、竹谷弘美委員、

藤崎広和委員、志賀智子委員、上田亜紀委員、森嶋宏治委員、井手上用子委員、西川うみ委員、

新宅秀樹委員、橋野まり子委員

４．議題

（１）地域生活支援拠点の整備について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

議題（３）資料「訪問介護に係る実態調査アンケートの実施について」

（４）個別事例 ※個人情報を取り扱うため非公開

５．資料

議題１資料１ 「地域生活支援拠点（グループホームを含む）」整備のお願い

議題１資料２ 地域生活支援拠点

議題２資料 第２編障がい福祉計画案抜粋

議題３資料 訪問介護に係る実態調査アンケートについて

議題３資料２ アンケートのご依頼文書

議題３資料３ アンケート（案）

議題３資料４ アンケート送付先事業所一覧（案）

議題３資料５ 地域資源と福祉人材

６．議事

事務局：ただ今より、平成 26 年度第２回浦安市自立支援協議会、地域生活支援部会を開催いたします。本

日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。自立支援協議会及び議題は会議を公開し、

議事録もホームページで公開しております。議事録には現在の氏名を記載していますので、あらかじめ

ご了承いただきますよう、お願いします。特に個人情報にかかる意見等につきましては、十分なご配慮

をお願いいたします。また、発言の際にお願いがございます。当部会におきましては、視覚障がいのあ

る方が委員として、参加されております。会議を円滑に進めるためには、ご発言の際は、挙手いただき、

リーダーの「○○委員、お願いいたします」の指名のあとに、団体名と、お名前を述べていただき、そ

のあと発言をお願いいたします。

なお、本日は、ジャパンケア浦安訪問介護古田委員、ダイムケア小川委員、NPO 法人たちばなリハ

ビリサービス立花委員が欠席となっております。それではこれからの議事進行につきましては西

田リーダーに、お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：皆さんこんにちは。よろしくお願いいたします。今日は議題が４つございますので、３時半
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までの時間配分をしながら進めたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。それではす

でにお配りしてあります資料をもとに議事を進行させていただきたいと思います。

１番目の議題１地域生活支援拠点グループホームを含む整備のお願い、この議題については前回、地

域生活支援部会から、松崎市長と協議会の下田会長宛に、グループホームに特化しないで、地域生活支

援拠点の整備のお願いを提案したいという意見を出してもらい、その文章を皆様に検討いただきました。

そのあと、皆様に一度持ち帰って、文章を変更したいということがありまして、今日に至っております。

今日は皆様からご意見を聞いて、最終的に決を採って、決が駄目であれば、もう１回会議を行います

が、よければ今日をもって市長並びに会長に提出したいと思っています。なお地域生活支援拠点につき

ましては、従来からの小さなグループホームについては、現在、さまざまな制度がございますので、そ

れをもとにしてどんどん展開してもらいたいと、２つ目には中核となる拠点を設けて、さまざまな機能

をもったものについてつくって運用したいという２つの提案でございます。皆さんからご意見を承りた

いと思います。佐藤さんが一度、持ち帰っていただいて、ご意見があるかと思います。

佐藤委員：エメラルドサポートの佐藤尚美です。ご提案の趣旨は、私もよく理解できます。ただ、居住空間

というところになりますと、公平性を考えて、いろんな方が客観的に見ても、特定の方がずっとそこで

手厚い介護を受けることができる、そのほかはなかなか手が回ってこないと思うんですね。そこで、何

年間に１度は必ず入れ替えるとか、そういう制度も共に入れば、私は賛成です。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。ほかに、何かご意見ある方いらっしゃれば。

浜田委員：トパーズクラブの浜田と申します。私は去年からでしたので、そしていろんなことがなかなか飲

み込めなかったので、よくわからなかったんですけれども、対象は重度障がい者ってなってますけども、

精神、その他もろもろの障がい者がいますけれども、全体を対象としたものかどうか、その辺のところ

の詳しい状況がわかれば、もっとわかりやすくなると思うんですけれども。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。昨年度、国から方針が出ました地域生活支援拠点についてご説明させ

ていただきますが、そちらについては、たとえば、知的障がいの方であって、行動障がいの激しい方で

すとか、それから、身体障がいの方、精神障がいの方であって、医療的ケアを必要とした方、やっぱり、

グループホームで生活するにあたって、難しい、困難だろうと言われているような方を受け入れる、対

応するということで、国では地域生活支援拠点としてますので、ここはすべての障がいということで国

からは言われています。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。よろしいですか。ほかに。追加でご質問ありますか。

浜田委員：私は視覚障がい者ですけども、視覚障がい者として重度の人でも対象になるわけですか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。なります。今の橋野委員のお答えは、全障がい種別問わずなるということでございます。

浜田委員：それで、今の浦安市としては、人数的には、大体何人か把握はされてて、その中に重度障がい者

っていう人は、何人ぐらいにあたるんでしょうかね。その拠点とした中に、何人ぐらいいるとか、

そういう、大体想定として何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。

橋野委員：これは今回の要望とは別にということで、市の考え方ということでよろしいいでしょうか。

浜田委員：はい。

橋野委員：国が言ってきているこの地域生活支援拠点ということについての説明になりますけれども、特に

グループホームのところのご質問だと思いますが、入所施設と違ってグループホームというのは、小グ

ループの家庭的な生活が送れるような人数ということで国は言っていますので、１つのグループを最低

定員が４人以上。国の検討会議の中では、大きくても６人ぐらいで一グループとするほうが望ましいん

ではないかと言っています。

その６グループの方も、たとえば、２つ３つまとめて拠点としてするのが望ましいのではないか、と
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いうふうに国から言われていますので、ここの拠点と言われるグループホームに 20 人、30 人といった

ような入所施設のような大人数のグループホームをつくることは望ましくないと、国からも言われてい

まして、今までもこの部会の中で、やはり家庭的な小さな人数のところで生活したほうがいいんじゃな

いかというご意見がありましたので、市としても、国の考えはいいのかな、というふうには思っていま

す。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：どうですか、浜田委員。

浜田委員：グループホームのフレンズは、47 名とおっしゃいましたけれど、あれは残すわけですね。

橋野委員：全体の人数ですけれども、今現在、グループホームのフレンズさんが、５か所ぐらい拠点をもっ

ていて、全部で 26 人、そのほかにあいらんどさんが立ち上げてくれて４人。あと、タオさんが４人と

いうことで、ちょうど 34 人が浦安の今のグループホームの定員なんです。

障がい者手帳をもっている 18 歳以上の方すべてが、グループホームの利用対象にはなっているんで

すね。その人の人数からすると、確か３千人近くいらっしゃいましたので、３千人に対して、それだけ

で 34 しかない。整備率は、市川、船橋ですとか、千葉県のほかの市町村に比べると、３倍、５倍と遅

れてまして、やはり近隣市並みに整備していくには、浦安市内の定員 100 ぐらいにもっていかないと、

近隣市並みにいかないんじゃないかと思います。

つまり、３倍ぐらいですね。あと、福祉サービスをなんらか使っていて、在宅で生活している方、そ

してご本人の年齢が、40 歳とか 50 歳とか、親御さんが 80 歳、70 歳という高齢であろうというような

方がもう、２、300 人確かいらっしゃいましたので、その方は、全員がグループホームが必要ではあり

ませんけれども、100 定員があったとしても、もう、親御さんが高齢でたぶん、近い将来、そういった

サービスが必要になるだろうという方は 100 以上想定されていますので、最低でも 100 はつくってい

かなくちゃいけないんじゃないかと思っています。

浜田委員：わかりました。ありがとうございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。そのほかご意見ある方いらっしゃいますか。

上田委員：千葉発達障害児・者親の会コスモの上田と申します。よろしくお願いいたします。すごく細かい

というか、総論で 100 人いるっていうのはすごく納得する話だったんですけど、私がいつも疑問に思

っているのは、たとえば保育園だと、入れる人よりも入りたい子どもが多いですよね。そのときに、振

り分けてたら、優先順位みたいな基準が自治体ごとに違うと思うんですけど、それが正しく必要な人に

行き渡るのかということと、この拠点をつくったことで、100 人ができるのかっていう構図が私にはよ

くわからないので、そこを説明しないで、ここだけつくっても、ここだけつくるの反対しているわけで

はないんですけど、拠点をつくったことで 100 人、200 人のグループホームができますっていうなら、

きっと反対する人はいないと思うんですけど、私が恐れるのは、これをつくって、グループホームに本

当に入りたい人の定員が増えるっていう図が見えないというのが恐いです。その基準がちゃんとできる

のかということとその２点ですね。よろしくお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、以上でございましょうか。橋野委員お願いします。

橋野委員：今現在は、グループホームを使いたいという人は障がい福祉課の窓口に行って、サービスの支給

決定をしてもらうと、もう承認なんですね。あとは民間のグループホームを自分で契約して探すという

のが現状です。しかし市内には空きがないので、市外のグループホームを探して入所されている方もい

らっしゃるのが実情です。ただ、地域生活支援拠点、また、今回要望があがっているような、市でたと

えば何か整備していくとなると、そこは、今の現状の形でいいのかなと。

本当に上田委員が言われたような、何か基準みたいなものを考える必要があるのかなというふうには

思っています。ただ、全体数としてグループホームが少ないというのと、あと、佐藤委員から通過型み
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たいなグループホームはどうでしょうかというお話ありましたけれども、今年、柏のグループホームを

みてきたんですけれども、そこはかなり広い敷地の中に、ペンションみたいな、６人で生活できる、一

棟のグループホームが５棟ぐらい立ってるんですね。その中で 30 人ぐらいが生活できる。ただ、ここ

にずっと 30 人で生活するんではなく、ここで、グループホームで生活できるようなことを体験して、

外に出てってもらうという通過型のグループホームを目指してるんですよって話をちょうど、柏で聞い

てきたところなんです。

たとえば、市が公設でそういったグループホームつくって、定員が 100 人でも、100 人皆さんが使え

るグループホームにはならないでしょうから、やはり、一定程度基準を設けて、そこを拠点に退院した

人をどんどん市内に、そして外に外にというふうに出していくような通過型のグループホームつくるん

であれば、ここをきっかけに増えていく仕組みができるのかなっていうふうには、佐藤委員のお話を聞

きながら今、思っていたところです。

こういったところも含めて、皆さんのご意見を聞きながら、どのような地域生活支援拠点をつくった

らいいのか、公設でつくったらいいのか、民間のほうでつくったらいいのか、ということをまさに、皆

さんで協議していただきたいと思っておりますのでお願いします。市では、公設でつくるからこれで終

わりっていうことではなくて、西田委員からもお話がありましたけれども、昨年度の部会の中で、皆さ

んからご意見があって、まずは小さいグループホームを街中にたくさんつくろうよ。それで進めようよ

っていうことでしたので、その小さいグループホームをつくるための補助金というのも、今年も今公募

しています。それでフレンズ、あいらんど、タオと、こう順々に増えてきているところですので、この

拠点から外に出ていくような仕組みをつくると、あわせて、両方で広がっていくんではないかなと思い

ます。１つだけでは駄目ですし、いろいろなことを複合的にやっていく必要があるのではないかなと思

っています。

上田委員：それはありがとうございました。ありがとうございましたと言いつつ、セットじゃないのはなぜ

だろうと思うんです。まず、これだけつくりたいっていうふうなもの出すのを私たちは議論してきた覚

えが１年間なかったので、今みたいな話で、たとえば浜田さんが疑問に思われているような数があると

かいう話は、あったのかなかったのか、少なくともキャッチボールして整理した覚えはないんですけど、

何かっていうとここに語られて、まるでそうなるように言ってるけれども、今、市長に出そうとしてい

るのは、この生活拠点だけなので、それと民間の必要な人が、グループホームに入れる仕組みづくりが、

セットになっていなければ私はおかしいと思うんです。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。まさにセットでというか、実は民間の事業所を増やすための整備補助

というのは先行してすでにやっているんです。しかしこれだけでも駄目なので、さらに国のほうがやっ

ているんですけれども、地域生活支援拠点みたいなものをつくって、地域の居住生活を支援する、この

制度と内面の支援のハードとソフト両方でやっていく必要があるんじゃないかというのが国の考え方

なんですね。

たとえば、要望が出てきたから整備補助はやめるのかといったら、やめることはありませんので、ま

ず、グループホームを増やすのに絶対必要なもの、今おこなっている小さなグループホームを増やすた

めの民間への整備補助は継続してやっていきます。それプラス、今回国が言っている地域生活支援拠点、

今までこの部会でも話してきたコールセンターとは名前が違いますが、そうした機能も必要ではないか、

国からも言っていますので、ここは皆さんからもご意見いただいて、国がやるものでいいのか、浦安市

独自のものにするのか。

決して今までの補助をやめるということではなく少しずつグループホームが増えてきているからこ

そ、ということになります。
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小川（礼）委員：あいらんどの小川です。さっき、浜田委員がおっしゃったような数の問題。あとは、手帳

をもっている人は何人とかっていう問題。私どもは、去年グループホームを１つつくって、つくって半

年ぐらいのときは、もう１個必要と思っていたんです。２年目になったら、結果、定員４名のところ３

名で、その残り１人という部分が埋まらないというところで、いろいろ役所にも投げかけたり、手をつ

なぐ親の会にも投げかけたり、個人的にアピールしたりしたんですけれども、最終的には市川のがじゅ

まるさんのワーカーさんのお世話で、立て続けに体験されて、皆さん立て続けに来られた方はすぐ入居

したいって言っているんですね。そこで、私がすぐに考えたのは、確かに、民間ですけれども、浦安の

補助金もらっているのになと、すごく悩んだんですね。

ただ、結局は、県の指定サービスを取っているので、別に市川の人でもいいわけです。ただ、心情的

には、この壁もこのお風呂も浦安の補助金なんだよなと思って、揺れ動いたんですけど。そこで断った

ところで、結局は空きがあるわけで、浦安市内の人って、今回本当に思ったのは、緊迫性のある人って

いないんじゃないかと思うぐらい。女性のグループホームで定員４というところで。３部屋は去年の４

月、５月、６月で、すぐ埋まったんですけれども。残り１が、いまだに埋まらないっていう現状なんで

すね。だから今、上田さんがおっしゃったような、同時進行で、末端の方まで、おうちにいて、「手挙

げられないよ」って言う人。グループホーム本当に入りたい人っていうのを、発掘する方法っていうの

を、同時にやっていかないと、どんなにちっちゃい建物、どんなに大きい建物、本当に補助金入れてつ

くっても駄目じゃないかなと思ったのと。

本当に地域柄で、小さいものを何とかっていうのは、今、女性３名フルにいるんですけど。とっても

わかります。おしゃべり、もめごとが多いです。好きと嫌いとも、とにかく毎日、非常に激しいです。

そんな中で、言葉があんまり出ない利用者さんは、ずっと待っているみたいな状態で、「ご飯は嫌」「パ

ンは嫌」みたいな、具体的なところで、毎日毎日激しいです。ということは、もう１つグループホーム

があれば、ある意味、性格の合う人、合わない人。で、もう１個あれば。もう１個あれば、本当に区分

とか。性格とか。あと、通う事業所に近い。そういうので分けていけるなとも思うので、新しくつくる

のは、すごく賛成なんですけど。今、現状、４人マックスにならないところで。収入も、結局管理費は、

グループホーム１個分かかっているんだけど。結局事業収入がないぞみたいなところで、運営がきつい

んですね。で、運営の補助金をいただいて、やってはいるけれども。１年終わったところで、結局３人

分の収入しかないわけなので、お金を返さなきゃいけないかなみたいなところがあったりとか、まあ、

初年度は、いろいろ備品がそろわなかったので、何とかなったんですけど。という現状で、本当にがじ

ゅまるさんが連れてきてくださったのは、「帰る家はない」とか、「明日の生活ができないです」ってい

うような方で、本当に「いいですよ。今から入ってください」って言いたい人が、今３人いる状態なん

です。だから、他市でも、やっぱり、今私は、もう９月から入っていただこうかと思っています。そう

すると、ついさっきまで体験宿泊された方々が、次の体験いつかなって、待ってるんですよね。だから、

そういう意味では、浦安の人はなんか大器晩成型かなと思ったり、切羽詰まってる、詰まってないって

いうのが、読めない。やっぱり帰るおうちがあるっていう部分では、他市から見ると、「浦安は、本当

潤ってるね」みたいに言われてしまって、なんか実際は困ってる人絶対いるのに、その声が届かないっ

ていうか、うまくいかないなと思います。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ほかにご意見ある方、いらっしゃいますか。

内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ： NPO 法人のフレンズの内村です。私どもは定員 28 名で、今 26 名なんですけど。３、４

人体験という形で来てもらっていて、そのうち１、２名はもしかしたら決まるかなというとこなんです

けど。

立ち上げた当時は予測してなかったんですけど、人数がなかなかはっきりは出せないと思います。相
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談とか問い合わせはあるんですけど。実は最近、入居となると、本人はあまりよくわからないで、ご家

族の方とか、兄弟とか、そういう方が勧めるのが大半なんですよね。本人はどちらでもいいっていう感

じなんです。だから、来たから全部受け入れましょうかっていうのは、なかなかそこまではいかないの

です。

それから、人数を絞るというのは難しいんですけど。私どものほうも、要望があればそれにやっぱり

応えたいと思うので、おそらくもう１つぐらい、４人入れるようなところをつくらなきゃいけないのか

なと思います。時間はかかると思いますが、やはりやっていかなかきゃいけないのかなというふうに思

ってまして。

地域拠点なんですけども、これは私どもも、すごく興味持っていて、夜中の医療体制が出た場合に、

果たして当直の人が対応できるのかとかというのも心配になる。これだけの人数を抱えちゃうと、こう

いう拠点があると、緊密に連絡してれば、緊急の場合に一時的に入れて見てもらえるのかなということ

も考えてるので、それはぜひ必要ではないかなと、私どもは思ってます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。

橋野委員：この地域生活支援拠点なんですけれども。国から求められている機能は、グループホームだけで

はありません。グループホームの話だけに今集中していますので、補足させていただきます。

ただ、国は「地域で居住支援するためには、５つの機能が必要ではないか」と言っていまして。まず

１番目が相談。地域へ移行するためや、親元から自立することの支援のための相談。２番目が体験の場

ということで、１人暮らしやグループホームという生活の体験をしてみる場。３つ目が、緊急時の受け

入れ対応。ショートステイといって数日の宿泊ですとか、対応力、交渉のための、その、対応だとかい

うのは、緊急時の受け入れをしなさいということ。４つ目が、専門性、人材の確保・養成、専門的な人

材を、確保して、養成しなさいということが求められています。５つ目が、地域の体制づくり。市内の

グループホーム全体も、たとえば、バックアップをしながらコーディネーターの役割をするとか、そう

いった地域全体の支援体制をつくっていく。そういった５つの機能を集約した地域生活支援拠点という

のもつくりなさいと。

その中でグループホームがあると、体験の場だったり、緊急時の受け入れができるということで、併

設して、建てたほうがいいんではないかというようなことが、国のほうでは言われています。グループ

ホームだけではありませんので、生活支援拠点というのは５つの機能があるということでご理解いただ

きたいと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それではこの件についてはご意見が出尽くしたかなと思って

もよろしいでしょうか。

国も大きな指針を出してるので、いずれにしても、市のほうは、何らかの形の取り組みをしてるわけ

ですけども。放っておいても進んでしまうという意味ではなくて、その中に、我々の議会の意見も取り

入れてほしいと。もし、進む際には我々の意見を聞いてほしいと。

あとは、浜田委員がおっしゃったようなこと、佐藤委員がおっしゃってくれたこと、上田委員がおっ

しゃってくれたようなことを加味して、文書については若干修正が必要かもしれませんので、これにつ

いては、私のほうで預からせてもらって、文書をつくりまして、皆様にもう一度確認してもらいたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、進めさせていただきます。ありがとうございました。

続きまして、議題２にいきます。障がい者福祉計画の策定について。これは、事務局から、ご説明よ

ろしくお願いいたします。

事務局：障がい福祉計画の策定について、現在の進捗状況とこれからのスケジュールについて、ご報告させ
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ていただきます。計画の方針等、大まかな年間スケジュールについては、前回の部会でご説明させてい

ただきました。ただ今の進捗状況ですが、現在担当課の進捗状況調査をおこなっております。現在の計

画期間である、平成 24 年度から 26 年度の実績報告と、今後の事業展開について確認しております。

すでに調査票は上がってきておりますが、その調査票をもとに、再度、担当のほうと、27 年度以降の

事業について調整をしているところです。

また、当事者団体のヒアリングを実施いたしました。当事者団体の会員の方、福祉施設の利用者の方、

あとは、本人部会の委員の方を対象にヒアリングを実施いたしました。11 団体の方と、本人部会の中

でヒアリングを現時点で終了しております。

また、現在進行中のものといたしまして、部会での意見収集がございます。すでに第２回を終了して

おります、権利擁護部会では、福祉計画に関わるところで、特に合理的配慮や差別解消への取り組みに

ついての事例やご意見をうかがいました。次回以降も、権利擁護部会につきましては、この権利擁護に

関する項目や、啓発・広報事業に関する項目を中心に意見をうかがいまして、アンケートや今までのヒ

アリングの結果と合わせまして、計画の素案に反映していく予定です。

また、各部会にも、同じように意見をうかがってまいります。こちらの地域生活支援部会では、主に、

住まいの問題。それから、福祉サービスの充実を中心に、意見をうかがってまいります。相談支援部会

では相談体制の充実について。こども部会については、療育・教育の充実などを中心に、意見をうかが

っていく予定です。すでにこちらの地域生活支援部会では、先ほど国の基本指針に示された、地域生活

拠点についての、協議をなさったと思うんですけれど。これは、まさしく福祉計画の住まいの充実とい

う項目に相当する部分になるかと思います。

また、これからの議題で話し合っていただく、ヘルパーの不足についての議論につきましては、計画

の在宅福祉サービスの充実に盛り込んでいける内容だと思っておりますので、こちらでご意見をうかが

えればと考えております。こちらのヒアリングの結果やアンケートの調査結果、あと、部会などの意見

を反映いたしまして、計画の素案を作成し、12 月１日にはパブリックコメントを実施する予定です。

さて、次の第３回の地域生活支援部会で、計画の全体がわかるようなたたき台、素案に近いものをお

示しできるかと思います。

現在お示しできる資料として、事前にお送りいたしました資料、第２編の障がい福祉計画に相当する

部分。地域移行等の目標について資料を送らせていただきました。第２編の、障がい福祉計画に関しま

しては、福祉サービスの利用の見込みと、そのサービスを確保するための確保策について掲載しており

ます。目標値については、国が示した基準値、目標値のようなものが提示されておりまして、そちらを

そのまま掲載しております。たとえば、施設入所者の地域移行への推進ですが、平成 29 年度末の施設

入所者数と、25 年度末の施設入所者数を比較しまして、４パーセント以上削減するようにという目標

値が出ております。こちらについては目標人数３人、5.4 パーセントに相当するということで、国が示

す４パーセント以上の削減というものを満たしております。

また、平成 25 年度末に施設に入所なさっている方のうち、グループホーム、福祉ホーム、一般住居

へ移行する人数。これは国が 12 パーセント以上の方の移行を目標としております。今回の計画で示し

た７人という人数ですが。これも 12.5 パーセントに相当いたしまして、国の基準を満たしております。

こちらの地域移行の推進についての取り組みですが。計画案をそのまま読ませていただきます。「浦

安市では、相談支援体制の強化を図るとともに、通所施設の整備や、地域活動支援センター等の地域生

活支援事業の運営支援など、地域生活の受け皿づくりに取り組んできました。目標達成に向けて、地域

生活の移行を一層推進するためには、グループホーム等の居住サービスの整備を推進する必要がありま

す。市内にグループホームを整備するための本市独自の補助事業を継続し、グループホーム等の居住サ
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ービスの整備に努めていきます。また、国の指針を受け、居住支援機能と地域支援機能を一体化した、

地域生活支援拠点を整備します」。

この中については、先ほどの議題１でご検討いただき、橋野委員からも説明があったところだとは思

いますが。目標達成の取り組みについては、このようになっております。

次に、就労の目標ですが、この就労の目標についても、国からあらかじめ目標値が定められておりま

す。平成 24 年度の一般就労の移行者は、浦安では 21 人です。国の目標としては、平成 24 年度の２倍

以上を目指せとなっておりますが、私どもがお示しした平成 25 年度の一般就労の移行者数は、２倍を

下回る、14 パーセント増を示しております。実は浦安市は全国平均と比較しましても、一般就労をな

さる方の割合が非常に高くなっております。なので、こちらについては、国が示した２倍以上を満たし

てはいないのですが。実績、平成 23 年度から 25 年度までの就労移行なさった方の人数の伸び率をも

とに、この 14 パーセント増の人数、30 人を設定させていただきました。

次に就労支援事業の利用者に関する目標値です。こちらも国の指針が出ております。平成 29 年度中

に就労移行支援事業を利用する人数ですが。25 年度の人数に対して、60 パーセント以上増加させると

いう目標が出ております。浦安市では、平成 25 年度の就労移行支援事業の利用者は 55 人ですので、

今回目標として、88 人を挙げさせていただきました。こちらの数値は、目標の 60 パーセントを超えて

おります。

また、事業所ごとの就労移行率。これも国の基本指針通りとなってしまうんですが。平成 29 年度末

に、就労移行率が 30 パーセント以上になる、事業所の割合を、事業所全体の 50 パーセントにまで伸

ばせという指針が出ております。この目標を達成するための取り組みですが。浦安市のワークステーシ

ョンでは、就労支援センターを中心に、相談業務や、訓練をおこなっております。また、特例子会社が、

連携を図って、障がいのある方の就労の場や、就労の機会を得られるための支援をおこなっております。

また、関連機関と連携を図りまして、就労支援、事業者の整備と、利用者の方の増加に努めて、目標達

成に向けて就労支援事業のいっそうの充実を図ってまいります。今後も、就労を希望する障がいのある

方が、１人でも多く、一般就労につながるよう、障がいのある方の就労の選択の幅を拡大しつつ、支援

をおこなってまいります。就労の目標としては、以上となっております。

今まで目標値や取り組みについて、示してまいりましたが。具体的にどういうサービスをしていくの

か。どういった支援を行うとかについては、今後、第３回の地域生活支援部会で、計画のたたき台を示

すことになるかと思いますので、こちらをご覧いただきたいと思います。地域生活支援部会では、住ま

いに関するご要望、ヘルパー不足など、人材不足の問題などについて、昨年からずっと意見をうかがっ

てまいりました。こちらの意見を取りまとめた形で、次期計画をつくってまいりたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。事務局からの説明は、以上となります。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。これにつきましてのご質問、ご意見ございましたらどうぞ。佐

藤委員、よろしくお願いします。

佐藤委員：エメラルドサポートの佐藤尚美です。確かこのプロジェクトでは、就労関係のテーマになってると

思うんですけれども。特に視覚障がい者とか聴覚障がい者。これは、障がい者の中でも特に、視覚障害

者は、もう一事が万事、見えないということが、すべてにおいて困難の原因。移動ができない。見えな

い。情報が取れない。これは、私も視がい障害者の就労を何とかって、一般就労と思うんですけれども。

それをサポートする人の人件費が、同じようにマンツーマンでかかってくるんです。本当に、視覚に

障がいを持った人を有効に、本人が満足するように就労の場を構築していきたいと考えた場合にですね。

ところが、サポーターとして、知的障がいの方とか精神障がいの方をサポートする体制は、割と整って

きてるように思えるんですが。制度的に重度視覚障がい者をサポートするための制度じゃないかなと思
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って飛びついて、実際にそこに行って問い合わせてみると、実は使いものにならない。「佐藤さん、こ

れは、労多くして、実入りはないですよ。辞めたほうがいいですよ」って、担当者から直接言われるよ

うな制度しかないんです。でも、書面には重度障がい者（視覚障がい者）の１、２級の人の就労をサポ

ートする人の人件費の一部を助成すると書いてあるんです。だから、これを人件費に当てられるかと思

ったら、全く利用できません。何とかこれは、浦安市において、モデル事業としてでも、何か特殊なも

のとして、１つ手を打っていただけたらありがたいなと、お願いしたいと思います。より具体的に検討

してくださるということであれば、いくらでも資料はつくって出したいと思います。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ご意見として、承るということで、よろしいでしょうか。

佐藤委員：できれば、盛り込んでほしいです。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。実は、私も佐藤委員から、この会議の前に相談を受けまして、一緒に

ご紹介いただいた機関に連絡して、調べたところ、対象にならなかったということを体験して、本当に

そこは、浦安市だけではなくて、国県全体の問題、課題だなというふうには捉えています。この場で、

すぐ「どうします」という回答はできませんが。計画の中に、何らか反映できるように、ご意見として、

しっかり受け止めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

佐藤委員：ありがとうございました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ほかに何かご質問、ご意見、ある方いらっしゃいますか。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。今、ご説明いただいた就労の目標値の、２の（１）の、国の基本指

針では、24 年度の一般就労の実績の２倍以上にすることを目標としているけれど。浦安市の場合は、

もともとが一般就労率が高いので、14 パーセント増の数字にしてありますというご説明をいただきま

したけれども、できれば一般就労率が、全国平均で、たとえば、10 人ぐらいなんだけど。浦安は 20 人

出してるから、なので 14 パーセント増にしますみたいな、やっぱり国の指針から下回るときの、注釈

といいますか、そういう根拠をもった表記のほうがいいかなというふうに思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。それは、ご意見として承りたいと思います。ほ

上田委員：用語の整理なんですけど。就労支援事業所というのは、市内にいくつあるんでしょうかというこ

とと。福祉的就労というのは、具体的にどこに就労している人で、一般就労というのは、具体的にどこ

に就労をすることなのかというのを教えてください。

橋野委員：はい。まず、就労移行支援事業所の数は、現在２事業所です、市内は。フレンズさんとタオさん。

それから、一般就労というのは、就職ですので、福祉的就労ではありません。

上田委員：福祉的就労というのはですが、何でしょうか。

橋野委員：昔は、福祉作業所的な福祉工場とか、就労があったので、福祉的就労という言い方をしていたん

ですけれど、確か今はそういった言い方はもう国でしていないので、この計画の中にこの言葉としては

いれていないと思うんですけど、今は、就労移行支援事業あるいは就労継続支援事業という、福祉サー

ビスの利用になってます。

それから、ここで出てくる一般就労。あと、福祉的就労と言っていいかどうか、わかりませんけれど

も、訓練ですとか、生産活動みたいな作業みたいなものをする事業としては、地域活動支援センターで

も就労訓練をしています。今、市内の種類としてはそのくらいだと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：就労支援事業というのは、就労移行支援事業所のことをいうんですか。ほかにご意見とか。ご

質問があれば、承りますが。

上田委員：千葉発達障害児・者親の会コスモの上田です。自分がわりと当事者に近いもので、これはとても

興味があるんですけれども。自分の例でいくと、この夏、世田谷と川崎のわりと評判のいい事業所を２

つ見てきたんですけど。同じような子を集めて、同じことに課題を持っている人たちを集めて、その人
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たちに合った訓練をしていて。そして、大変よい成績で、世の中に出していて。世田谷なんかは、島根

県ぐらいの人口があるんだそうで、課題別にそれぞれ、支援、就労の訓練をする場所を設けていて、う

ちの訓練に合わない子は、もともと区役所が斡旋しませんっていう。だからうちもお断りはしませんみ

たいな道がいくつもあって、そうすると、浦安はすごく人口が少ないので、１つとか２つとかあったと

きに、だから市内だけじゃなくてもいいけど、市川とか船橋まで通える人もたくさんいるだろうから、

学校を考えればみんなそうだから。もしくは、江戸川区とか江東区ぐらい通える人もたくさんいるだろ

うから。他の自治体と共同してもいいから、ある程度専門性がないことには、学ぶべきことを学べない

というふうに思っていて、浦安市でこの世田谷みたいなことや、川崎みたいなことを、どうやったらや

れるだろうというのは、すごく思うんですけど。私は自分の子の障がいから発信していくので、そうじ

ゃない障がいの方も、またそうじゃない状況があると思うので、もっといいものにするためにお話をし

たいです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。それもご意見のレベルでよろしいですか。

上田委員：はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：あとは、何かご質問とかご意見ありますか。

森嶋委員：パーソナルアシスタンスともの森嶋です。せっかくなので、訓練等給付の事業所と就労支援、就

労移行の事業所の、たとえば工賃の目標だったり、一般就労につなげる人数の目標だったりっていうの

をできれば、盛り込んでいただけると。

何でこんなことをいうかというと、就労継続の A 型という事業所があります。本来は、国の制度設

計では、最低賃金を増やして雇用保険にも入りなさい。可能ならば社会保険にも入りましょうっていう

事業所ですが、制度を運用次第ではすごく短時間で、その短時間の就労が障がいの特性だったり個人の

状況で、そこにカチッといく人もいるのかもしれないんですけど、本来の目的である障害者年金と自分

が働いたその工賃で生活が成り立つ、というところには遠く及ばない事業運営であったり、先ほど西田

委員さんがおっしゃったように、事業所の運営のことだけを考えると、厳しくなってしまうかもしれな

いけど、彼らが一般就労を目指すんだっていうところでは、一般就労にどんどん出すとか。もし躓いて

も、就労支援にまた戻ってくる。自分の事業所にもまた帰ってくるっていう、サイクルを回そうと思え

ば回そうとするほど事業者は、それなりの苦労をされてしまうっていうところを鑑みたときに、ここに

この数値目標を入れて、先ほど、上田委員もおっしゃってましたけど、そこに専門性を見出してくださ

いっていう、要望をしなきゃいけないのは事業所に対するとこだと思うんですね。

ただ、そのときに、事業所はその要望をかなえるためには、やっぱり事業ですからコストがかかる場

所なんです。そのコストをなんとかしてしてくださいというふうにもし行政に補助の申し出をするんで

あれば、成果を伴ってそれを申し入れするべきだし、その成果があって、そこになにがしかの行政から

の補助がされるんであれば、みんなの理解も得られるのかなと思うので、この数字を入れるっていうこ

とは、すごく大事なような気がするんで、浦安市のたとえば、工賃目標いいですよ。５か年計画とかで

倍増しましょうとかって、国があったじゃないですか。せっかく浦安市の地域生活ということと、障が

い者の就労というところに、施策として大きく出ようっていう福祉計画を立てるんであれば、そういう

数字を入れるってことは素晴らしいことだと僕は思うんで、ぜひ、これは森嶋の意見として、述べさせ

ていただきました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。ありがとうございました。それも意見のレベルでよろしいですかね。ご意見として承っ

て、また策定委員会のほうで決めさせていただきます。あと、ほかにご意見ある方いらっしゃいません

か。よろしいですか。とりあえず、進捗状況並びに、ご意見を今日は伺いますので、特になければ議題

２はこれで一旦終了いたします。
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次、３番目今日一番の大きな議題になるわけなんですが、ヘルパー不足について話を進めていきたい

と思います。特に、ヘルパー不足については、本人部会からも、ある特定の時間帯、ある特定の曜日に

ついては、特にとりづらい、利用できない、という声が本人部会からも寄せられております。あと、重

度訪問介護でありますとか、行動援護の皆さんからも、ある特定の時間帯、ある特定の曜日については、

とりづらい、利用できないというご意見が寄せられております。そこで今から、ヘルパー不足について

皆さんと議論していきまして、ほんとに浦安はヘルパーが不足してるのかと。なぜ、不足しているのか

と。事業所がたくさんあるように聞いておりますけれども、各事業所としては、そういう受け入れをな

んとか時間帯、もし営業してなければ、なぜ営業でできないのか、こういうことを少し議論していただ

きたいと思います。どういうことをやれば、ヘルパーが増えて、障がいをもった方が地域で生活できる

かというような提言をまた、行政等へ必要であれば、提言していきたいと思います。

まず、最初に、事務局のほうから皆さんのほうの資料にですね、昨年度の福祉サービスの支給決定と、

利用率というデータが届いております。これを皆さんに事務局のほうからご説明いただいて、このよう

な状況を、いったいどのような分析をされているのか。たとえば、居宅介護、月々の支給決定量は 8162

時間、支給決定しているけれども、月に使っているのが、3304 時間、40.5 パーセントの利用率ですけ

ど、こういう数字をもらっているんですが、これは、正直いって単純に、ヘルパーが足りないから、こ

ういう現象起きているのか。ちょっと多めに支給決定をもらっておこうかという意味で皆さんがもらっ

ていてですね、使わないのかとかですね。事務局（基幹相談支援センター）のほうで説明いただければ、

助かります。

事務局：お手元の資料に支給決定量という言葉がございますけれども、支給決定の流れをご説明させていた

だいたあと、分析に関しましては、障がい事業課さんに、お願いしたいと考えてます。

支給決定の流れなんですけれども、計画相談支援というものが始まっております。介護保険のケアマ

ネージャーさんのように、障がい福祉サービスをご利用になる方につきましては、サービスのケアプラ

ンを立てる、またはサービス調整のコーディネーションをする、相談支援専門員という専門職が確立し

ております。その相談支援専門員が、当事者の方、お一人お一人の、生活ニーズ、サービスが必要なニ

ーズを整理させていただきまして、さまざまなサービスを組み立てて、ケアプランというものを組み立

てます。その、ケアプランを組み立てる過程におきまして、ここにあります資料にありますような、居

宅介護の身体介護が、月に何時間いるね。家事援助だったら、月に、たとえば、34 時間いるねとか、

重度訪問介護でしたら、毎月 700 時間いるねとか、同行援護でしたら、月に 25 時間いるねとか、行動

援護でしたら、月に 40 時間いるねというような、それぞれのサービス類型によってですね、その人に

必要な時間数というものがケアプランに反映されまして、そのケアプランを障がい福祉課の地区担当ワ

ーカーさんに提出しまして、ケアプラン、つまり、利用者さんにとって必要なサービス量が支給決定さ

れるという流れに現在なっております。

これが支給決定の流れですので、ここに書かれている支給決定量というものに関しましては、計画相

談支援が始まったということもありまして、利用者さんが必要なサービス量と大きなかい離はないかと

いうふうに考えております。支給決定の流れはこんな感じです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：支給決定はわかりましたけど、ここで議論したいのは、このデータから見えて、ヘルパーが本

当に不足してるのかと。これが、単純に、利用率だけ考えるみたいな理解でよろしいのか、もっと別な

意味があって、この利用率っていうのはあんまり気にするなとおっしゃるのか。福祉計画の中で、平成

25 年度の利用見込み等実績ってあるじゃないですか。これは必ずしも、データの支給決定量とはちょ

っと違いますよね。この辺の分析をお願いできればと思っています。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。25 年度決算がまだ終わったばかりで、細かい分析まではしきれてな
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い現状があります。このほかに気が付いたところでご説明をさせていただきます。サービスの利用につ

いては今事務局から説明があったとおりですけれども、１から４番のサービスについては、計画相談支

援というケアプランに基づいて、基本的には支給決定をしていくことになっているサービスです。

ただ、平成 25 年度はまだケアプランが移行期で、25 年度末でケアプランつくっている方が 30 パー

セント強ぐらいでしたので、ほとんどの方は、ケアプランに基づかない、ご本人がどのぐらい使いたい

よということを申し出て支給決定をしている形です。あと、少し離れたところに５番の移動支援になり

ますが、この移動支援というのは、地域生活支援事業で、ケアプランの中に入れていただくべきものな

んですけれども、支給決定の方法がお一人お一人の利用希望に基づいてということではなく、一律で下

に米印で書いてありますが、一律で支給決定をしているものですので、もしかしたらご本人が、毎月５

時間でいいんだけれどっていう人についても、全部一律で支給決定出していますので、利用率のところ

が大きく、そういったところから違ってきています。あとは、最近 65 歳以上の介護保険をご利用にな

っている方も、障がい福祉サービスを使っている方がだいぶ増えてまして。そこは、介護保険のほうが

優先ですので、介護保険で必要なサービス、すでに受けられて、その介護のほうでは使えない、サービ

スの種類が違ったりして、ご本人の買い物に行くだとか、散歩に行くとか使えないものについて、障が

い福祉サービスを使っていますので、そこもちょっと特徴があります。

１番の居宅介護についてなんですけれども、ご利用の方の総人数が 229 人でした。統計を出したば

かりで、まだ精査まではできてないので、数字は概数でお聞きください。229 人でした。全体の利用率

が約 40 パーセントとなっていますが、これを 18 歳未満の児童にしますと人数が 35 人で利用率が 16

パーセント。ここはどちらかというと、やはり親御さんが、まだまだケアしていて、親御さんになんら

か支障があったときにということで、多めにとっている場合もあるのかなと思いました。

18 歳から 64 歳までの障がい福祉サービスを中心に使っている方の人数が、128 人で、ここは 43 パ

ーセントの利用率でした。65 歳以上の人も、人数が 66 人いて、その利用率は 55 パーセントでした。

ここが意外だったんですけれども、65 歳以上の方は、ケアマネさんがもう 100 パーセント近くいらっ

しゃいますので、ケアマネさんの中でこのへん精査されて支給決定をされているから、意外と 65 歳の

利用率が高かったんだなというふうに、考えたところです。

あと、重度訪問介護については、利用率も高めなので、計画的に取れているのかなというふうには思

いました。

３番目の同行援護なんですけど、これは、平成 24 年にできたばかりのサービスです。視覚に障がい

のある方が、移動を支援ですとか、あるいは、外出ガイド（移動）、コミュニケーションの支援を含め

て、使っていただくサービスとなっています。これは、まだ 24 年にできたばかりということもあり、

なかなか、移行しきれてないのかなと思いますが、大変少ない利用率、5.7 パーセントの利用率でした。

今現在、じゃあ、その分のサービスはどうされてるかといいますと、今まで同様、移動支援が視覚に障

がいある方が年間 600 時間一律で支給決定されてますので、移動支援でそういったサービスを受けて

いるようです。なぜ、こんなに利用率が控えているか、ちょっとお一人お一人の状況を、今日午前中に

見ていたところですけれども、支給量が移動支援と同じように一律 600 時間の年間支給量になってい

まして、ここがケアプランに基づいているものなのかなという、実際とどうなのかなというような支給

量ではあります。

あと、申請だけはされているけれども、実際には移動支援を使われている方のほうが倍以上いらっし

ゃいまして、やはり、まだまだ移行しきれてないなというふうに思っています。その理由の１つには、

移動支援でもうすでに慣れてらっしゃるので、ご本人の使い勝手ということなのでしょうし、また、同

行援護の指定をとっている事業所の数が、まだ多くなくて、居宅介護の事業所さんの数で同行援護の指
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定をとっている事業所の数は約半数でした。隣の市川も同じぐらいなので、ここは全国的なものだろう

と思いますけれども、移動支援よりも同行援護のほうが、ヘルパーのスキルも高いスキルを求められま

すので、どれだけの人材を配置できるのかとか、そういったことも、少しその事業所にとって課題とな

っているのかなと思います。

本日は視覚障がいのトパーズクラブの方も委員として、ご参加いただいてますので、実態をこのあと、

教えていただきたいなと思っていますので、移動支援と同行援護の使い勝手とか、その辺の違いについ

て、詳しくお話していただければなと思います。

また、行動援護ですが、こちらは主に知的障がいの方で、著しい行動の障がいがあったり、危険回避

が必要な方が使う、移動の際の支援というサービスの種類です。行動援護の提供事業所、やはり事業所

の数が少なくて、市内には一事業所しか指定を取っているところがありません。行動援護の申請をした

けれども、事業所がない、ヘルパーがいないということで、本人の移動が妨げられることのないように、

そういった場合には移動支援でサービスを使っていただいてもいいですよということになってますか

ら、この利用率が低い部分については、もしかしたら予約ができなくて、移動支援にいってるんではな

いかというふうに思います。こちらは、実際には意外と行動援護のほうを使われてまして、移動支援の

ほうが、時間的にも少ないので、行動援護を先に優先して使っているけれども、たとえば１日の時間を

超えてしまったとか、やむをえない部分が、移動支援に一部動いているのかなというふうには思ったと

ころです。行動援護の全体の時間に対して、同じ方が移動支援を使ってる時間っていうのが、大体５分

の１くらいが時間でしたので、大きく使えなくて、やむをえず移動支援というよりは、行動援護を使い

ながら、さらに移動支援を使う方のほうが多いのかなというふうには思ったわけです。

なによりも、支給決定されたけれども、全くサービスを使っていないという方が多くて、その辺がち

ょっと、ここは当事者の方に、ご家族の方にお聞きしてみないと、万が一のための申請がちょっと多く

なっているのかなというふうには感じたところです。大まかな説明で恐縮ですけれども今日、お話でき

るところは以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございました。事業所の方も多く参加してますので、今のことに触れながら、

今日のテーマでありますヘルパーは本当に足りないのかということについて、いろいろとご意見いただ

きたいと。

今、同行援護と移動支援の使い勝手みたいなものもお聞かせいただければっていうお話もありました

ので、それを含めてお話いただきたいと思います。アンケートについての意見は後ほどいただきますが、

事前に配布した資料で、事業所の方については、２、３分に意見をまとめてしゃべってくださいねとお

知らせしてありますので、ご意見をいただければと思います。ケアラビットさんから言ってもらってい

いですかね。

谷岡委員：はい、ケアラビットの谷岡と申します。ヘルパーが足りないかと言われれば足りません。どのよ

うに足りないのかって言われますと、いろんな形で支援をしていかなければならない、この多様性がで

きないところですよね。ただ単にヘルパーが足りないということよりも、この利用者に対して適切な人

材派遣をすることができない、というところが大きなポイントとなるのかと思います。ということで、

ここのアンケートに関しては、今までずっと言ってきたようなことですので、要は足りないというくく

りの中の１つ１つなんですけれども。要するに、足りないということでよろしいでしょうか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。それでは、佐藤委員一言いいですか、お願いしても。

佐藤委員：本当にヘルパーは足りないのかという問いに対しては、足りません。それが答えでは駄目なんで

すね。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：あとは、同行援護と移動支援の使い勝手の問題。
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佐藤委員：移動支援が、利用者としては、使いなれているというのと、あと、事業所サイドから言えば、報

酬単価は、移動支援のほうがよろしいという。以上でございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。ともさん、よろしいですか。

森嶋委員：はい、パーソナルアシスタンスともの森嶋です。１点、事務局に確認しておいてほしいんですが、

移動支援の平成 24 年度から 26 年度の障がい福祉計画に書かれてる、平成 25 年度の時間って２万 9077

時間とあるんですが、これは年間のものなのか、月間のもなのかをお尋ねしたい。計画の 105 ページ

の移動支援事業の業務量が、平成 25 年度は２万 9077 時間って書いてある。先程いただいた資料では、

１万 2720 時間の結果って書いてあるので。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。移動支援の現在の福祉計画の数字は、年間の合計時間数になっていま

す。さきほど、リーダーから、福祉計画の数字が、支給決定なのか、実績なのかとご質問いただいてい

ましたが、福祉計画は、実績を参考に計画を立てています。

森嶋委員：そうすると平成 25 年の、計画の２万 9000 時間が３か月を待たずして今は実績としてクリアし

てしまっていたっていうことですね、はい。

橋野委員：これも月なのです。今日の資料は月あたりの数なので、１か月で 2611 時間。かける 12 で、25

年の実績が３万 1331 時間となっています。

森嶋委員：そういう意味ですか。はい、わかりました。

森嶋委員：障がい福祉事業所をおこなってる、ともとしての意見を言わせていただきます。ヘルパーは足り

てるか足りてないかっていう、まずそこのお答えですけど。足りてはいないだろうなとは思います。事

業であったり、その時間帯であったり、いろんなところでそれ足りてる足りてないの、質というか中身

は全く違うのかなっていうふうに重く感じてます。

サービスを提供してる曜日・時間帯は、ご存知の方も多いと思いますが、うちは 24 時間 365 日、支

援が必要な人に支援を提供していますっていうことで、24 時間 365 日、提供しています。依頼がある

が、サービスを提供できない場合の理由についてっていうのは、単純にその時間に提供できるっていう

ヘルパーがいない。

サービスの内容について泊まりのケア、長時間のケア、行動障がいのある方への外出支援などありま

すが、泊まりのケアなんですけど。宿泊をもともとさせられる非常勤のスタッフを確保するのはすごく

難しくて、どうしても常勤の職員を配置せざるを得ない。その常勤の職員も、男性で未婚だったり、既

婚であっても、共働きで、要するに介護職だけの報酬では生計を維持していくことは、結構厳しい感じ

の報酬算定での制度設計しかされてないので、いろんな事業を多角的にやることで、いくばくかの収益

を上げてそれをそこに注ぎ込んだとしても１つの法人でできることに限界がありますから、そこに対し

ては、ニーズに十分な供給量が与えられておりません。その長時間のケアっていうのは、何時間をもっ

て長時間っていうのかは、ちょっとわからないんですけど。普通に労働基準法で考えたときに８、６時

間以上だと 45 分で済ませなさいよ。８時間を超える人は１時間休ませなさいよってありますけど。

たとえば、これ移動支援もそうだと思いますけど。外出のケアって、確かに１日の間で業務を終える形

といっても、たとえば 10 時間とか、11 時間とか、というケアは、普通に考えたら想定をされると思う

んですけど。その間に、１時間まとまった休みをとらせようと思ったら、そこにもう１人支援員を配置

しなきゃいけないっていうことが、すごく難しい。やっぱり報酬の算定になってるっていうふうに感じ

てます。

医療的なケア、介護・介助が制度では法律でできるようになりました。これはいくつかのハードルが

あるんですけど。実際にその特定行為事業所ってのは、制度の名称であるんですけど。浦安市内でおこ

なってるのは、パーソナルアシスタンスとも生活支援事業所。ともが指定管理者でおこなってる、障が
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い者の短期入所をおこなってる一時ケアセンター。さきほど、意見をのべられてたケアラビットさん。

この３か所だけなんですね。ほかの事業所はやっぱり参入してこない。

厚生労働省が平成 25 年に調査してますけど。やっぱり、医療的なケアっていうのは、マンツーマン

でだったり、その対人でその支援をするときにすごく怖いと。責任の問題だったり、その手技が複雑だ

とか。いろんな研修を受けてとか、すごくハードルが高くて、この仕事を、やりますって言ってくれる

スタッフがなかなか確保できない。育成にもものすごく時間がかかる。

早朝・夜間・深夜、さっき言いましたけど土日・祝日も働いてくれる人材がものすごく少ないんです

ね。特にその主婦層の非常勤の人たちっていうのは、その時間って自分も家庭があるわけよ。自分の家

のことをしなきゃいけない時間だったりするので、この時間はすごく人が薄くなります。重度訪問介護

であったり、行動障がいがある、その行動援護の事業に従事するヘルパーさんたちもやっぱり、支援ス

キルだったり責任だったり、その身体的な精神的な負荷だったりが、多いと思ってるのでその人材がも

ともと入ってくる人材が少ない。入ってきても育成させるためには、今、ケアに現役で入れる、スタッ

フをベテランスタッフをぬいて、その人を、育成にまわさなきゃいけないな。育成してる間っていうの

は、支援が一時期的に、今ある支援でさえ減らさなきゃいけないっていう、ジレンマを抱えてることが

あります。

夜間のケアも同様で、夜だとなんかあったときにすぐ電話して事務所の熟練ヘルパーがアドバイスを

できるとかっていう体制を確保するのが難しくなりますから、もちろん緊急携帯での、携帯電話でのそ

のやり取りができるようなバックアップの体制もとってるんですけど、やっぱり、夜働くっていうこと

に対しては、すごくハードルが高くて、この部分の人材確保はものすごく難しいです。

個別支援、特にマンツーマンの支援ですよね。個別給付は。で、マンツーマンの支援に従事する人材

もやっぱりすごく、今まで述べた理由で、すごく少ないです。あと、常勤職員だけで全部の支援をまか

えないので、当然その非常勤の職員の方たちも、担い手としては、活躍してほしいんですが、扶養控除

の範囲を出て働いてくれる人たちってのは、やっぱりいないんですね。

平成 25 年の厚生労働省の調査では、非常勤の介護現場での従事者の、平均勤務時間っていうのは、

訪問をする介護職員だと１か月 56 時間ぐらいしか働いてくれないと。その施設で働く、非常勤の介護

職員も 110 時間ぐらいしか働いてない。だから、労働力としては、人数がいればいいって話ではなく

て、１週間に１時間でもその支援の時間に、支援を必要としてる利用者さんのためには、重要な人材な

ので登用するんですけど。すごくこう配置とかが難しくなっちゃうんですね。

支援ニーズの時間がやっぱり重なるっていうことも大きな問題で、夜寝る前のケアが必要ですとか。

入浴のケアが必要ですとか。食事のケアが必要ですと、みんな普通に考えたら支援の必要な時間ってい

うのは、かぶっちゃうんですよね。たとえば、お風呂は７時に入りたいとかって言ったら、その夜 19

時からの支援になる。かぶってしまうっていうことがあるので、おしなべて、常勤職員が 10 人いて、

月間 170 時間働いていますよって言っても、その入浴の支援のところだけは、利用者さんがものすご

くかぶってしまうので、その瞬間、瞬間だったり、その曜日、曜日をだったりだと。このニーズと支援

をマッチングさせる苦労もあるので、人材としては枯渇していってしまうのかなと思います。

ここからは、さっきちょうど移動支援と行動援護の話が出たので、ここの事業の話でちょっと話をさ

せていただくと、移動支援の方が報酬単価が高いんですね。これはたとえば、同行援護の報酬と、ある

意味倍ぐらい違ってしまうんですね。倍ぐらい移動支援のほうが高いんです。そうするとうちも同行援

護の事業所として指定はとってますけど。同行援護の事業所の指定をとろうと思うと、県の指定をとり

ますから、指定基準ではあるんですね。もちろん移動支援も市町村の認めている、その支援指定の基準

はあるんですけど。圧倒的に同行援護の指定をとるのは難しいんですよ。サービス提供責任者をおきな
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さい。今このサービス提供責任者の資格要件っていうのはすごく問題になってて、事業所みんななくな

っちゃうんじゃないかっていうことで今、この期間を、緩やかにするっていう、みなし措置がでて、こ

れ延長しようと言われてるぐらいで。サービス提供責任者をおかなきゃいけない。同行援護を提供する

ためには、その一定の資格基準が必要だ。それは、移動支援の資格基準よりも厳しいと。

ただ、支援を受ける側のその支援の内容のことを考えるっていうのがですね。制度が優先だとかって

いう議論ではなくてですね。同行援護っていうのは視覚障がい者。同行援護っていうことにもともと、

位置づけられたときにこれがすごく大事なんですけど。その利用者さん、その視覚障がいのある方の、

その視覚情報の提供もしましょうと、要するに、代筆しますよとか。見えない部分を補います。その情

報もきちんと与えます。情報提供の部分までが位置づけられたのは、同行援護ですね。ここがね、ちょ

っとわかりにくいかもしれないですけど。移動支援は外出のときにサポートしましょうって話であって、

代筆しますとかっていう部分のとこは、原則として入ってないんですよ。

だから、本来視覚障がいの方たちにとってみれば、同行援護のほうがスキルが高い。支援計画もきち

んと立ててもらえてる。その事業所がいいか悪いかっていうのは、県がちゃんと判断して監査までして

くれてる。で、視覚情報の提供もしてもらえる。これ制度の文言として載ってますから。移動支援は、

結果としてはそうではない。でも、事業所がないかというと、あるんですよ。ただ、事業所として移動

支援の報酬単価のほうが高いから、移動支援をやったほうがいいのかっていう。

単純に、起きてることを鑑みると事業所にしてみれば、人の確保はやっぱり報酬だけなんですよ。あ

る意味ですね。介護労働者の実態調査っていうのがあって、平成 22 年のが今最新。これを見るとやっ

ぱり働きたいっていうのはその理念とか、やってることが素晴らしいからっていうこととかあるんです

けど、確かに報酬っていうのはあるんですよ。離職者の理由は１番にしたら、報酬なんですよね。報酬

が安いから。これやっぱり最もで、この今の、国の報酬算定の部分だと、地域生活支援事業の移動支援

だったりのほうが、これ同行援護だけではなくて行動援護でも通ってしまうんですけど。報酬が逆転し

てしまうんですね。同行援護では、行動援護ではなく、移動支援でおこなったほうが、事業所にしてみ

れば報酬が入ってくる報酬が高い。で、利用者さんからしてみても。だから報酬、報酬あげてくれれば

ヘルパーは確保できるっていうのが、ヘルパーがいるかいないかの次につながる、意見です。はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、足りないっていう結論はまず、３事業所が足りないということ言っていただいたと。等

しくおっしゃったのは、やっぱり時間によって、日によって、足りないことがわかったということで、

皆さんほんと詳しく、実情しゃべってもらったんですが、そこはわかったと。では、どうしようかって

いう。その前に、実際に、事業所じゃなくて、ご自分の家で、ご利用していて、実感をして、何か足り

ないとか、足りてるとか、そんなご意見ある方いらっしゃれば、あるいは別に、ご本人じゃなくても結

構ですが、ご意見あればお聞かせいただければ。ある方いませんか。

竹谷委員：浦安市障がい者等一時ケアセンターの竹谷と申します。私どものセンターでは、緊急一時や日中

一時それから短期入所というサービスを提供させていただいております。浦安の市民の方が、予約され

てくるときに、たとえば、朝９時から夕方の 16 時ぐらいまで予約をされてくる方がいらっしゃるんで

すが、かなり長い時間になるので、たとえば移動支援だったり、行動援護だったりっていうことで利用

者さんのためには、やはり同じ場所に長くということよりかは、途中、抜けてっていう、資源の組み合

わせでプランだったりっていうことをもってらっしゃる方もいるんですけども。なかなかそれが実行に

移りにくいっていうことも実際、事業所を運営していく中では見えてきています。

特に土曜日とか日曜日とか祝日、それから夕方なり、日中行っているところから、退園後とか、の就

労の場からとか、そういったときに、ヘルパーの数が足りないっていうところで、そのときは組み合わ

せにくいっていうような現状は、実際私どもも、運営している中では感じています。
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やはり移動支援もそうなんですけど。行動援護、支援の難しい方たちもそこでのマンツーマンのケア

っていったところでは、さきほど、浦安市にも１か所しかないっていうことでしたけれども、やはりヘ

ルパーさんのスキルが求められる利用者さんに対してはヘルパーの不足は感じています。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：行動援護は、浦安に１か所しかない。ともさんしかないわけですけど。ともさんは、この 612

時間中何時間やってるか、比率を聞いてもいいですか。

西田（良）委員： 508 時間ぐらいの、この 85 パーセントぐらいです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：あとの十何パーセントは、市川のほうのおそらく行動援護の事業所がやっているということで

すね。

西田（良）委員：基幹相談の西田です。今までヘルパーの話は、取り上げられそうで取り上げられなかった

ことなので、ヘルパーの役割っていうところで１回整理させていただきたいですし、皆さんと共有した

いところです。

先ほども森嶋からも、いろんな医療的なケアのプレッシャーですとか、行動援護の難しさとか、あと

時間帯の不規則性っていう話もしましたが、一番大きく私が感じているのは、通所施設っていうのはや

っぱり集団で利用者さんがいて、複数人の職員がいて、そこで何かが起こっても、たとえば誰かがすぐ

助けに入ってくれるとか、指示を仰げるっていう意味では、その働き手からするとすごく安心感が高い

んじゃないかなっていうのを、うちもつい最近身障センターをやらせていただくようになって、職員の

話を聞くとそれを痛感するんですね。

皆さんご存知だとは思いますけど、ヘルパーは本当にたった１人で、いろんなお宅に行ったりとか移

動支援だったりいろんなところに出かけて行って、そこで何かが起こればすべて自分の判断でものを決

めて行動しなければいけないっていうことは、ものすごく高いスキルと、ある程度覚悟と、命の重さを

預かるっていう。それから、休憩をどうやってとるかっていうこととか。そこもマンツーマンで支援の

重さをもちながらも、通常施設の報酬単価よりは、とても低いっていうところで、問題はあるのかなっ

ていうふうに思っています。

相談の立場から言えば、たとえば、重身の人のケアを探したときに、夜泊まるのはいいんですよと。

ALS とかみたいに、ある程度ケアの流れができているところはいいんだけれども、重身の子で、緊張

が走るような子は、難しいし怖い、あと、同行に一晩中時間がかかって、何人も人件費がかかるからで

きませんと答えられたことや、あとは身体介護があって、ヘルパーが朝はいないんですとか、そういう

答え。

それから、やっぱり自傷他害があるような行動援護の利用者さんたちに対しては、本当にヘルパー事

業所を全部探しても、いつもプランが立てられないっていうような相談員の苦しみっていうのは、実際

にあるので、やっぱり土日・祝日・朝・夜間、それから重い障がいの人っていうところのニーズってい

うのは、確実にあるっていうのは相談側からも言えるかなって思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。時間があと 25 分ぐらいなので、だんだんまとめに入ってくんですが、

今日は特に何か結論を出すのではなくて、皆でもっていろんなことを確認をしようっていう場にとりあ

えずして、次回に具体的な話に入っていきたいんですが。そのほかに、何かご意見ある方はいらっしゃ

いますか。皆さん、どうですか。

井手上委員：NPO 法人なゆたの井手上です。私の息子が中学のときから受けた移動支援では、運よくとい

うか男性のヘルパーさんが入っていただいたんですけども、やはり男性のヘルパーさんがすごく少なく

て。友だち関係にも、やっぱり男性の利用者の方が圧倒的に多いので、大きくなるごとに、やはり同性

介助が必要だと思うんですね。浦安市外でも、東京の方でも、何事業所探してもやっぱりいらっしゃら

ないのでもう諦めて家でみてるっていう方がすごい多いっていうのは聞きます。
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西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。それでは、個別の事例に入っていく前に、ヘルパー不足について事務

局がまとめたものがありますのでお願いします。

事務局：ヘルパーさんの不足と、当事者の方の生活ということで、今日の個別事例も、ヘルパーさんの不足

は、非常に当事者の方にとって危機的な影響を与えるものなんだということを切に自立支援協議会でも

伝えたいという。ご協力をいただいた当事者の方の、ケアプランのご説明をあとでさせていただくんで

すけれども。その前談として、ヘルパーさんの不足と当事者の方の生活ということで、市内の社会資源

の変遷を踏まえて少し総括するためのパワーポイントを昨日つくってみました。

平成 18 年当時の社会資源の状況をお伝えするスライドなんですけれども。障がい福祉に関わる事業

所は本当に少なくて、障がいのある子どもたちの預かりの場である日中一時支援も放課後等児童デイも

なく移動支援を担うヘルパーさんも見つからないという状態で、非常に困り果ててていた時代というの

が、平成 18 年当時ぐらいだったと思います。特に、長期ケア、夏休み等の長期のプラン組みっていう

のは、本当に利用できるサービスが少なくって、そのニーズは、非常に切迫していたものでした。

その切迫していたニーズっていうのが、保護者でいうと、放課後預けられる場所がないというところ

ですね。そして、成人の方、当事者の方でいうと、自宅での介護だったり外出支援を担うヘルパーさん

が見つからないという。そういうひっ迫した利用者ニーズというものがありました。そのひっ迫した利

用者ニーズを、支援の不足を補っていたものというものが、平成 18 年当時では、子ども時代で言うと、

家族であったり、ママ友だちであったり、ボランティアさんであったり、児童育成クラブであったりで、

数少ない通所の障がい福祉サービス。それが思春期や成人期に大人になっていくと、先ほど井手上委員

もおっしゃいましたけれども。まずご家族、だんだん、お子さまの体が大きくなっていたり、行動障が

いが出てくると、なかなかインフォーマルな資源である、ママ友達やであったりボランティアさんって

いうのは、継続した担い手ということには、非常に不安定な状況になりうる。そして児童育成クラブは、

なんといっても利用できる年齢制限があるということで、子ども時代から思春期・成人期まで、支援を

担うというのは、やはり、市内に本当に数限られた数のヘルパー事業所さんで、そういう少ない数のヘ

ルパーさんが支援をしていたというような背景があったと思います。

そういうひっ迫したニーズを受けて日中一時支援が始まりまして、放課後等児童デイができて、通所

先、預かりの場の拡大というものがみられたわけで、移動支援事業をきっかけに障がい福祉に関わる訪

問介護事業所も増えました。次お願いします。

平成 18 年当時に比べると、今は障がい福祉に関わる福祉人材の総数は増えているというふうに言え

るかと思います。障がいのある方の支援に関わるヘルパーさんや、計画相談開始によって相談員も増え

ました。通所施設も格段に増えて障がい福祉に関わる福祉人材の中でも、通所施設の中で支援に関わる

支援員さんたちの数というのが大きく増えたかと思われます。

今では、子ども時代には、日中一時であったり、放課後等児童デイであったりを主に利用して、必要

に応じてヘルパーさんを利用というのが、よく見られるサービス利用の形態のように感じております。

お子さんが小さいときは、通所系の支援の活用からはじまるっていう方が多いんじゃないでしょうか。

しかしその後、思春期になると体も大きくなって、場合によっては、動障がいが顕著になっていく。

引き続き、もちろん通所系のサービスを利用していくんですけれども。子ども時代と違って、ご家族も

年齢をかさねていくということから、家庭内でのヘルパーの利用のニーズが、子ども時代と比べて非常

に顕著になるということが考えられるかと思います。もちろん、日中一時や生活介護、就労訓練等の通

所系のサービスを継続しては利用するんですが、家庭内でのヘルパーさんの利用ニーズというのは、さ

らに突出してくる時期かと考えております。

利用者さんが成人になると同居する家族は高齢になる。ご家族が高齢になると、相反して当事者の方
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は体が大きくなったり、体重が増えたり、行動障がいの程度も大きくなる。場合によっては、障がいが

進行して介護が複雑になる。家族にかわる支援が必要となるというようなサイクルがあげられるわけで

す。その家族に代わるケアこそが、ヘルパーさんたちの仕事で訪問介護の有用性というふうに感じます。

地域生活を維持していくための要ともいえるのがヘルパーさんと言えるかと思います。

通所系の社会資源が増えたってことは、地域にとってもとてもよかったことですし、日中通う場、活

動する場は必要で、その一方で、小さい頃からヘルパーさんの利用を支援を活用するご家庭は少なくな

っているんじゃないかなと思っています。思春期や成人期になって、ご家族が対応に困ってしまって、

初めてヘルパーさんの利用となることが増えているのではないでしょうか。ただ、思春期や成人期にな

ると障がいのある方も、当事者の方も不安定な状況にあったり、体の変形があったり麻痺が強くなって

いてですね。高い介護技術が必要なケアとなってることも多く、事業所さんにとっては、難易度が高い

ケア、サービスであったり、ヘルパーさんの育成に時間を要することになっているとも言えます。結果

支援が必要な人に、十分なヘルパーさんの支援が届かない状況になっているというふうに感じています。

もう１つヘルパーさんの支援が必要な時間帯や曜日の問題です。通所系のサービスは平日の９時から

16 時までは受けられますけども、早朝、起床から出かけるまで。16 時以降の予約、夕方から夜、夜間、

週末や祝日は、ヘルパーさんの利用人数が集中する傾向があって、しかしながら、その時間帯、曜日に

働ける人たちが極めて少ない。完全に需要と供給のミスマッチが起きているような状況だというふうに

考えてます。

まとめとなるんですけれども、障がいのある当事者の人たちが地域で自立するということになります

と、家族が担っていた介護を代わりに提供してくれる人たちがあって、身の回りのことをケアするその

家族に代わる存在はなくして身近な地域での自立生活はありえない。そういうことを当事者であるご本

人さんたちが一番よくわかっているからこそ、ヘルパーさんの不足は、施設か在宅かっていう瀬戸際に

追い込まれてしまう。

親が機能しなくなったときに、自分の人生がどうなるんだろうか。ヘルパーさんが親亡きあとに本当

に見つかるんだろうか、見つからないんじゃないか。それはある意味、人生の危機を抱えながらといっ

ても過言ではない不安を感じながら、当事者の方は前向きに、または、ときにはあんまり先を考えない

ようにしながら、暮らしていっているという現状もあるということをお伝えさせていただきたいなと思

います。

ヘルパーさんの方も当事者の方も生活に直結する問題であるということを少しご説明させていただ

きました。以上です。

（以降、個別事例を扱うため、非公開）



平成 26 年 8 月 27 日（水）

午後 1 時 30 分～3 時 30 分

消防本部多目的ホール

浦安市自立支援協議会第２回地域生活支援部会

１．開会

２．議題

（１）地域生活支援拠点の整備について

（２）障がい者福祉計画の策定について

（３）人材不足（ヘルパー）と処遇の改善について

議題（３）資料「訪問介護に係る実態調査アンケートの実施について」

（４）個別事例 ※個人情報を取り扱うため非公開

３．閉会



議題（１）資料１（第１回地域生活支援部会当日配布資料）

平成 26 年 5 月吉日

浦 安 市 長 松崎 秀樹 殿

浦安市自立支援協議会長 下田 直樹 殿

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会

リーダー 西田 俊光

「地域生活支援拠点（グループホームを含む）」整備のお願い

浦安市自立支援協議会地域生活支援部会は、平成 25 年度下記のように部会を開催いたしました。

25 年度は重度障がい者の住まいのことで問題となっているケースの個別検討に多くの時間を

使い議論いたしました。その中で、重度障がい者の住まいのことだけではなく、浦安市における

グループホームについても現状の把握、課題の整理、あり方などを議論してまいりました。

【昨年の部会で使用しました資料①「障害福祉サービス利用者の統計及び県内近隣市の状況」を

ご参照ください。】

最近、障がい者の地域移行、地域定着支援が課題となっています。住まいの問題はそうしたこ

とを解決していく為の喫緊の課題のひとつと言えます。部会での各委員の意見は、別添資料②「多

機能型中核施設（グループホームを含む）についての意見のまとめ」の通りです。

日程 議 題

第 1 回

5 月 30 日

（１） 平成 25 年度地域生活支援部会について

（２） 平成 24 年度事業者支援・制度プロジェクトの活動報告

（３） 平成 24 年度就労支援プロジェクトの活動報告

（４） 平成 24 年度就労支援センターの実績報告

（５） 課題についての事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

第 2 回

8 月 27 日

（１） 第 1 回地域生活支援部会での課題整理

・グループホームに関する課題

（２） 個別事例検討（個人情報を取り扱うため非公開）

第 3 回

10 月 29 日

（１） 第 2 回地域生活支援部会での課題整理

・グループホームに関する課題

（２） 今後取り扱う課題について

第 4 回

1 月 21 日

（１） 地域課題の整理

①住まいに関する課題の整理

②今後取り扱う課題について

（２） 平成 26 年度地域生活支援部会の方向性



それぞれの意見を参考にし、当部会としては小さなグループホームづくりは各事業所が現在の

制度

①グループホーム整備事業補助金

②グループホーム家賃補助金

③障がい者グループホーム運営補助金

などを活用し、地域に根ざしたグループホームを増やしていきます。

とても一民間事業所だけでは立ち上げが難しい「地域生活支援拠点（グループホームを含む）」

整備を市にお願いしたいと思います。【別添資料③「地域の拠点となる多機能型グループホーム

（案）」をご参照ください。】是非、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。



議題（１）資料２ 平成２６年３月７日障害保健福祉関係主幹課長会議資料より抜粋



１

議題２資料

平成27年度～29年度 障がい者福祉計画 第2編障がい福祉計画（案）抜粋

第２章 地域移行等の目標

１．地域生活への移行目標

（１）施設入所者の地域生活への移行の推進

国の基本指針では、平成29 年度末までに、平成25 年度末の施設入所者の１２％以上を地

域生活に移行することを目指すとともに、29 年度末時点での施設入所者数を差し引き４％以

上削減することを目標としています。

項目 人数 備考

平成 25 年度末の施設入所者数

（Ａ）
５６人

平成２９年度末の施設入所者数

（Ｂ）
５３人

入所者数の削減目標人数（Ｃ） ３人
（Ａ）－（Ｂ）の人数。既存入所者の減と、新規入

所者の増の差し引き（国の目標は４％以上）

入所から地域生活へ移行する目

標人数（Ｄ）
７人

平成２５年度末の施設入所者数（Ａ）のうち、グル

ープホーム、福祉ホーム、一般住居へ移行する人数

（国の目標は１２％以上）

【目標達成のための取り組み】

市では、相談支援体制の強化を図るとともに、通所施設の整備や、地域活動支援センター等

の地域生活支援事業の運営支援など、地域生活の受け皿づくりに取り組んできました。

目標達成に向けて、地域生活への移行を一層推進するためには、グループホーム等の居住サ

ービスの整備を推進する必要があります。市内にグループホームを整備するための本市独自の

補助事業を継続し、グループホーム等の居住サービスの整備に努めていきます。

また、国の指針を受け、居住支援機能と地域支援機能を一体化した地域生活支援拠点を整備

します。



２．就労の目標

（１）福祉的就労から一般就労への移行者数の目標

国の基本指針では、平成２９年度中に一般就労に移行する人数を、平成２４年度の一般就労

への実績の２倍以上にすることを目標としています。

項目 人数 備考

平成２４年度の一般就労移行

者数
２１人

【目標値】平成２９年度の一

般就労移行者数

３０人

（１４％増）
国の目標は平成２４年度の２倍以上

＊浦安市は、手帳所持者に対しての一般就労移行者の割合が、全国平均と比較して高いため、平成２３年度から

平成２５年度までの就労移行者の伸び率を基に目標値を設定しました。

（2）就労支援事業の利用者にかかわる目標

国の基本指針では、平成２９年度中に就労移行支援事業を利用する人数を、平成 25 年度の

実績の６０％以上増加させることを目標としています。

①利用者数

項 目 数 値 考え方

平成２５年度の就労移行支援事

業の利用者
５５人

【目標値】平成２９年度の就労

移行支援事業の利用者

８８人

（６０％増）
国の目標は平成25年度末より６０％以上増加

②事業所ごとの就労移行率

国の基本指針では、就労移行率が 30％以上である就労移行支援事業所を、平成 29 年度末

までに全体の５０％以上とすることを目標としています。

項 目 数 値 考え方

【目標値】平成２９年度末の就

労移行率が３０％以上である就

労支援事業所の割合

５０％ 国の目標は５０％以上



３

【目標達成のための取り組み】

浦安市ワークステーションでは、就労支援センターを中心に、就労相談、就労訓練、特例子

会社が連携を図り、障がいのある人が就労の場や機会を得られるための支援を行っています。

また、関係機関と連携を図り、就労移行支援事業所の整備及び利用者の増加に努め、目標達

成に向けて就労支援事業の充実を図ります。

今後も、就労を希望する障がいのある人が一人でも多く一般就労につながるよう、障がいの

ある人の就労等の選択の幅を拡大しつつ、支援を行います。



議題３資料 平成25年度福祉サービスの支給決定と利用実績

サービス名称
月あたりの

支給決定量平均
月あたりの

利用実績平均
利用率

１．居宅介護（身体介護・家事援助） 8,162時間 3,304時間 40.5%

２．重度訪問介護 1,584時間 1,279時間 80.7%

３．同行援護 1,121時間 64時間 5.7%

４．行動援護 1,325時間 612時間 46.2%

５．移動支援 12,720時間 2,611時間 20.5%

*移動支援の使用決定量は、ひとりあたり一律年間４８０時間（視覚に障がいのある方は、
６００ 時間）であり、各個人が必要だと見込まれる量を示したものではありません。



議題（３）資料（訪問介護に係る実態調査アンケートについて）

必ずご覧ください。

昨年に引き続き、今年度もヘルパーの人材不足と処遇の改善については

本部会の大きな課題と位置付けておりますが、この度、訪問介護に係る人

材不足の現状を把握し、根本的な解決策を探るために、実態調査を行いた

いと思います。別紙のアンケート（案）について、当日ご意見をいただき

たいと思います。

※訪問介護サービスを提供している事業所の委員の方には、アンケートの

問いを参考に、以下のご意見を伺いますので、２～３分でのご発言のご用

意をお願い致します。

１．サービスを提供している曜日、時間帯について

２．依頼があるが、サービスを提供できない場合の理由について

３．サービス内容について

（泊まりのケア、長時間のケア、行動障害の方への外出支援など）



（案）

平成 26 年○月○日

各事業所長様

浦安市自立支援協議会事務局

浦 安 市 障 が い 事 業 課

課長 橋野 まり子

浦安市基幹相談支援センター

所 長 西 田 良 枝

訪問介護に係る実態調査アンケートの実施について（ご依頼）

残暑の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

現在、浦安市自立支援協議会の地域生活支援部会（障がい者の就労や住まいなど

地域生活全般を検討している部会）にて、訪問介護分野における人材不足と処遇の

改善について検討しております。

つきましては、人材不足の実態を明確化、焦点化し、具体的な課題解決策に結び

付けていくため、別紙のとおりアンケートをお願いしたく、ご理解、ご協力をお願

いいたします。

別紙アンケートにつきましては、○月○日までにＦＡＸにてお送りくださいます

ようお願い申し上げます。

なお、本アンケートの回答内容については、浦安市自立支援協議会、地域生活支

援部会での検討以外の目的で使用することはありません。

問い合わせ

浦安市基幹相談支援センター（担当：見
み

渡
わたし

）

電 話 ０４７－３０４－８８２２

ＦＡＸ ０４７－３０４－８８２１

E-mail sougousoudan1@jcom.home.ne.jp
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（案）
訪問介護に係る実態調査（アンケート）※３枚ございます。

○月○日（○）までにご返信をお願いいたします。

送付先：浦安市基幹相談支援センター 担当：見
み

渡
わたし

FAX ０４７－３０４－８８２１

事業所名

記入担当者名

ご連絡先

本アンケートは、浦安市内の利用者様に対するサービスを対象としております。浦安市外

の利用者様サービス分は本アンケートの回答には含めないようお願いいたします。

問１．貴事業所にて提供しているサービスにレ点を記入してください。（複数回答可）

□居宅介護 □同行援護 □行動援護 □重度訪問介護 □移動支援

□ 移動支援で行動援護対象者にサービスを提供 □喀痰吸引等医療的ケア

問２．問１．でご回答いただいたサービスを提供している曜日にレ点を記入してください。

（複数回答可）

□月曜日 □火曜日 □水曜日 □木曜日 □金曜日 □土曜日 □日曜日 □祝祭日

問３．問１．でご回答いただいたサービスを提供している時間帯にレ点を記入してくださ

い。（複数回答可）

月 火 水 木

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

金 土 日 祝

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□6:00～9:00

□9:00～17:00

□17:00～20:00

□20:00～翌 6:00

□24 時間対応
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問４からは、回答内容によって質問内容が変わりますので、ご注意ください。

問４．貴事業所にて提供しているケアについて該当するものにレ点を記入してください。

（複数回答可）

□泊まりのケア

□長時間（４時間以上）のケア 問５．へ

□行動障害の方への外出支援

□上記いずれのケアも提供していない 問９．へ

問５．ケアの依頼はあるが、サービスを提供できていない場合はありますか？

□ある 問６．へ □ない 問７．へ

問６．サービスを提供できていない理由をお聞かせください。

問７．ケアを提供している曜日と時間帯にレ点を記入してください。（複数回答可）

曜 日 □週末（土日）のケア □祝日のケア □平日のケア

時 間 帯

□6:00～9:00 □9:00～11:00 □11:00～13:00

□13:00～15:00 □15:00～17:00 □17:00～21:00

□21:00～翌 6:00 □２４時間対応

問８．問７．にてケアを提供できない曜日と時間帯がある場合、その理由をお聞かせくださ

い。

問１０．へ
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問９．「いずれのケアも提供していない」理由をお聞かせください。

問１０．へ

問 10．過去 1 年の間で訪問介護スタッフ（ヘルパー）を採用できましたか？該当するも

のにレ点を記入してください。

□採用できた 問１１．１２へ □採用できていない アンケート終了

問 1１．採用できた訪問介護スタッフ（ヘルパー）の勤務形態と人数について該当するも

のにレ点を記入してください。

勤務形態 人 数

常 勤 □１～３名 □４名以上

非 常 勤 □１～３名 □４名以上

問 1２．採用にかかった経費をお聞かせください。（おおよそで結構です。）

アンケートは以上になります。ご協力ありがとうございました。

人材不足に関する課題やご意見、ご提案などございましたら、是非ご記入ください。



アンケート送付先事業所一覧(案）

訪問介護 移動支援
重度

訪問介護
同行援護 行動援護

1 浦安市 エメラルドサポート ● ● ● ●休止中

2 浦安市 コミュニケア24浦安きたさかえ館居宅介護支援事業所 ● ● ●

3 浦安市 ケアラビット 浦安センター ● ● ● ●

4 浦安市 有限会総合福祉サービス ● ● ● ●

5 浦安市 ニチイケアセンター浦安 ● ● ● ●

6 浦安市 ニチイケアセンター新浦安 ● ● ● ●

7 浦安市 社会福祉法人パーソナル・アシスタンスとも 生活支援事業所 ● ● ● ● ●

8 浦安市 ジャパンケア浦安 ● ● ●

9 浦安市 光悠指定訪問介護事業所 ● ● ● ●

10 浦安市 有限会社あさりケアサービス ● ● ●

11 浦安市 ダイムケア ● ● ●

12 浦安市 株式会社平和ライフケアサービス ● ● ●

13 浦安市 発達支援センター たちばな ●休止中 ● ●休止中

14 浦安市 レスパイトケア ● ●

15 浦安市 アミカ浦安介護センター ● ● ●

16 浦安市 Rakue浦安 ● ● ●

17 浦安市 リリーフケア24 ● ● ●

18 浦安市 おあしすヘルパー・センター ● ● ● ●

19 浦安市 日生定期巡回サービス浦安 ● ● ● ●

20 市川市 ＮＰＯ法人千楽 ● ●

21 市川市 レッツレンコン ● ● ● ●

22 市川市 セントケア市川 ● ● ● ●

23 市川市 スキエット ● ● ● ●

24 市川市 アイノテ訪問介護事業所 ● ● ●

25 市川市 ヒノデ第一交通株式会社市川営業所 ● ● ● ●

26 市川市 のんびりケアサービス ● ● ●

27 市川市 株式会社愛ネット ● ● ● ●

提供サービス類型
Ｎｏ 事業所名又は法人名等地域



地域資源と福祉人材

利用者さんのライフステージ

サービス利用の相互関係について



市内の社会資源（平成18年当時）

逼迫した利用者ニーズ
〇家族：学校が終わってから利用できる支援が少ない
〇本人：自宅での介護や外出支援を担うヘルパーさんが見つからない

訪問介護事業所が
少ない
（障がい福祉に関わる事業所が
少ない）

子どもを放課後、
預ける場所が少ない

支援の不足を補っていたものは・・？



数少ない訪問介護事業所
（利用者さんが子供の時から大きくなる過程を一緒）

こども時代 思春期・成人期

ボランティア

ママ友達

児童育成クラブ

少ない社会資源

平成18年当時・・・

家族



資源が増えた

日中一時
支援事業

放課後等
児童デイ

訪問介護
事業所の

増加

通所、通園先
（預かりの場）の拡大



福祉人材は増えている

平成18年当時

ヘルパー

現 在

ヘルパー

相談員

相談員

通所
施設

通所施設



利用者さんとサービスの相互関係

こども時代

体が大きくなる・行動障害が顕著になる
力が強くなる・家族が老いる など日中一時

放課後等
児童デイ ヘルパー

利用のニーズ↑

思春期・成人期

日中一時ヘルパー
利用



家族に代わるヘルパーの存在

親が老いる

家族に代わる支援が必要

個別のケア
【訪問介護等】
※在宅維持の要

行動障がいが
顕著になる

体が大きくなる



初めての利用

必要な人に必要なサービスが
届かない

ヘ
ル
パ
ー

利
用
者
さ
ん

（
思
春
期
・
成
人
）

難易度が高いケア
育成に時間がかかる



当事者たち
の不安

施設か
在宅か

私の今後は
どうなる？

のか・・

親亡きあとを支えるため
には、ヘルパーが必要。
ヘルパーさんはみつかる
のか・・

事例へ


