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第３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 25年 10 月 29 日（火）14：00～16：00

２．開催場所 文化会館中会議室

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、佐藤尚美委員代理中村佐太治氏、西田良枝委員、

谷岡智恵委員、古田隆司委員代理石井延華氏、竹谷弘美委員、藤崎広和委員、小川圭子委員、

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）第２回地域生活支援部会での課題整理

（２）今後取り扱う課題について

５．資料

（１）資料１ 課題整理票

資料２ グループホームについての意見のまとめ

資料３ 平成 22年度浦安市地域自立支援協議会第９回幹事会資料

「東野地区再整備計画についての提案書」

資料４ 平成 22年度浦安市地域自立支援協議会第９回幹事会資料

「安心コール【暮らし応援】センター」

（２）資料５ 今後取り扱う課題について

資料６ 視覚障害がい者の就労支援

６．議事

事務局：定刻となりましたので、会議を開催させていただきたいと思います。

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。協議を開催する前に、会議

の進め方につきまして、確認させていただきます。

自立支援協議会および部会は、会議を公開し、議事録もホームページでご公開いたします。議事録

には、発言者の氏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。特に個人情報

に関わ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。

また、発言の際にお願いしたい点がございます。当部会におきましては、視覚に障がいのある方が

委員として参加されておりますので、発言の際にはご配慮をよろしくお願いいたします。

また、会議を円滑に進めるためにも、ご発言の際は挙手をいただき、団体名と氏名を述べていただ

き、そのあとに発言をお願いいたします。

本日、お２人の代理出席がございますのでこの場で紹介させていただきます。エメラルドサポート

株式会社、中村様。

佐藤委員代理中村氏：エメラルドの中村でございます。佐藤の代理で出席しました。よろしくお願いします。

事務局：よろしくお願いいたします。ジャパンケア浦安訪問介護の石井様。
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古田委員代理石井氏：石井と言います。古田の代わりに出席させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

事務局：それでは今後の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。よろしくお願いし

ます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：それでは、自立支援協議会平成 25 年度第３回の地域生活支援部会を開催いたします。

本日は２つの議題がございます。議題１ですが、第１回、第２回で話し合いました地域生活支援部

会での課題の整理を事務局から説明していただきます。

事務局：題整理表という資料は、これまで委員の皆様から出た意見をまとめたものでございます。上から、

A さん、B さん、C さんにつきましては、前回、第２回目のときに、もうすでに報告済みですので、

今日は割愛させていただきたいと思います。

一番最後の D、E さんのケースは重度知的障がいと軽度知的障がいの姉妹ということで、親亡きあ

と、家で暮らすための支援の不足という事例でした。この中での意見をまとめてみましたので、ご報

告をさせていただきます。

グループホーム関係はまたあとで説明させていただくのですが。まずこの事例で、自宅をグループ

ホームにする場合ということで、意見としては、世話人やほかの利用者さんが入っても、自分の家で

安心して生活できるという課題はあるが、環境が変わらず、人だけが代わるという意味では、スムー

ズな生活をしていけるのではないか。それから、自宅をグループホームにするということで、リフォ

ームが必要ではないか。そして、外部から入居者を受けられ、受け入れられるのかどうか。また、親

の住まいはどうなるのか。こういったところの意見が出ておりました。

次に、議題１資料の（２）は、これまで、委員の方から出たグループホームについての意見をまと

めたものということで、今一度整理した形でご報告させていただきます。各カテゴリーの中に、分け

ましたのでご報告いたします。

これまで皆様から出た意見の中で、入所前の情報提供は、「訓練等」というカテゴリーで分けてい

ます。家からグループホームに移ってうまく切り替えができるかという不安がある。あるいは、預け

ることに不安を感じている親御さんもいるので、実際にグループホームの実体験とか、そういったこ

とを情報提供も含めてしてほしいという意見がございました。また、どんな課題があって、何歳まで

に、これができるようになっているといいなど。これができないと、地域での暮らしは無理というよ

うな洗い出しが、まず、必要ではないかという意見も出ておりました。それから、親が生きているう

ちから関わっていて、道筋をつくっておくのも、親の義務かと思う。こういった意見が出ております。

次に、「制度」というカテゴリーでまとめたものは、面積等の規定などを取り払うことができない

のか。この面積は、グループホームの面積等という意見。それから、65 歳以上の人は入所、65 歳以

下はグループホームという、今の制度は仕組みとしては妙ではないかという意見もございました。

それから、「人材」というカテゴリーでは、行動援護のヘルパー事業所が一つしかない。行動援護

の方たちが地域で暮らせるようなグループホームがない。たとえば、市が行動援護について、独自で

加算をつけるなど、ヘルパーを増やす工夫が必要ということ。それから不足している早朝・夜間、泊

まりができるヘルパーをどうやって集めていくのか。こういった意見が出ておりました。

続いて、「他の福祉サービスとの連携」というカテゴリーでは、日中の余暇だったら、自立支援の

給付と、地域生活支援事業は併用できるはずなので、日中のほかに、余暇に来た人が、移動支援を使

う。行動援護類型の人は、行動援護を使うなど、サービスを併用していく。それから、どうしても必

要な場合はサービスを使えるように、移動支援の運営の仕方をある程度見直していくのは必要か。そ

れからこれも前回、前々回でも出たと記憶しておりますが、福祉の現場全体が疲弊しているというこ
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とで、グループホームも世話人が一人でやっているが、どんなに優秀な世話人でも、４人の安全を担

保できない。夜中に何かあったら、オールマイティなヘルパーが来てくれるシステムがほしいとか。

あとは、グループホーム・ケアホーム運営事業者だけでは対応しきれない問題がある。住まいが確保

されても、それ以外に、たくさんの支援が必要ではないか。こういった意見が出ておりました。

続いて、「QOL・日中活動」、それから「余暇」というカテゴリーでまとめてみました。環境や関

わる人が代わっていっても、生活の質がキープできるのかどうか、具体的に考えていければというこ

とでした。２つ目は、日中に過ごせる場所や、土日の余暇がないと、回らないのではないか。住まい

だけでなく、活動や余暇の場も必要ではないかという意見が出ておりました。

続いて、「土地や建物」というところでは、浦安の特徴は、家賃が高いことと、土地がないこと。

それから、自宅をグループホームに改造する場合も、リフォームが必要でしょうという意見が出てお

りました。続いて、公共施設の必要性という観点では、同じ障がいでも、入所を断られたりすること

を聞くと、民間だから入れないというのは通るのか。これが、公的な施設だったらどうなのかと思う。

都内や他県では、作業所的なものもあり、訓練もできる大きな施設があることを聞くと、なぜ浦安で

はそれがかなわないのかと思う。こういった意見がございました。また、運用の面では、行動援護類

型の人も、本人がどこに住みたいか、誰と住むか、決めていいと法律に明文化された。行動援護が必

要な人が２人入って権利を主張されたときに、世話人１人では難しい。

これは、先ほど他の福祉サービスとの連携のところでも、「グループホーム、世話人１人でやって

いるが」ということでも、同じような内容が練り込まれております。24 時間体制に近いぐらい、何

かしなければならないのではないか。

また、国保連からの入金は、２か月後である。運営資金の捻出は、大きな課題である。こういった

意見も出されておりました。それから、啓発活動の面では、建物を確保する上で、不動産への啓蒙活

動が必要。それから、軽度の方たちが地域で住むことができるように、絶対的多数である地域の人た

ちの協力が得られないか。こういった意見がこれまでグループホームに関する意見ということで、出

ておりましたので、一応まとめたものを、今日整理して報告させていただきました。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。この課題の整理と、グループホームの意見の取りまとめについて、

何か質問等あれば承ります。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。質問ではないのですが、運用を少し改正したところがあります。国保

連からの報酬が２か月後で、運営が厳しいというお話がありましたので、市ではグループホームの運

営補助をおこなっております。それを１年度分概算請求できるように運用を変えて、市内の事業所の

皆さんには、周知させていただいたところです。それをご資金に運用していただきながら、その後、

入ってきた報酬で清算して、余れば、補助金を年度末に返していただくという形の運用を開始しまし

たのでお知らせいたします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。そのほか、何か意見のつけ足し。あるいは自分の言った意見だけど、

こんなふうじゃないということがあっても結構ですのでどうぞ。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。今の橋野課長のお話しで、市内の事業所っていうのは、どういう

ところにそれを知らせられたんですか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。市内でグループホーム・ケアホームを運営している事業所の皆さんに

お知らせいたしました。

小川（圭）委員：ダイムケ小川です。新しく始まるとき、（報酬が）２か月遅れてくるのがきついというこ

ととは違うのですか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：４月からグループホームを始めたら、（報酬が）６月の 15 日に国保連から入ってくる話ですよ
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ね。

小川（圭）委員：はい。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：今の橋野委員のお話は、４月から始める事業所に対して、１年分の概算払いを、仮に４月にし

てあげますよという意味でよろしいですか。

橋野委員：はい。時期的に４月というのは、厳しいかもしれませんが。年度当初の早いうちに、概算請求を

できるように運用は変えたところです。

ただ、現状は２事業所しか入っていませんが、今年度、整備補助で手が挙がって、今年度中にグル

ープホームを立ち上げてくれる予定も入ってますが、そういった新しい事業所が立ち上がれば、また

そこにもすぐご案内はしていこうと思います。

小川（圭）委員：事業って、動き始めたら、きっと入ってくるのでいいのだけれど。一番きついのが、立ち

上げ始めの２か月のことなのかなと思ったので。既存のところにというよりも、新規で始まるところ

に、そういったものが動いたほうがいいのかなと思ったので、伺いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。ほかにご意見、ご質問等ございますか。それでは進めてまいります。

後ほど、また振り返ってご質問等あったら言ってください。

第１回目、第２回目にケースを交えていろいろな意見交換をさせてもらいました。特にグループホ

ームについては、資料２のように、いろいろな意見が出ました。皆さんの机の上に、議題１資料（３）

と、議題１という資料があるんですが、これについて説明させていただきまして、後ほどまた意見交

換をしたいと思います。

議題１の資料（３）。震災があった年に東野地区に福祉ゾーンとして、専門家を入れて、どのよう

に使おうかということを取りまとめるという話が実はありました。そのときに、自立支援協議会の幹

事会では、浦安のグループホーム・ケアホームについてどうしようかという意見交換をしていました。

そこにちょうど、東野地区が福祉ゾーンとして、新しく開発をすることをまとめるという話を聞きま

して、幹事会で東野地区に今、浦安で困っているグループホーム・ケアホームの建設をお願いしまし

た。これが、提案書です。

これは平成 23 年の１月 17 日に出されています。今と同じような議論を３年前も実はしておりま

した。なかなか進まないグループホーム施策についてどうしようか、みんなと頭を絞って。やっぱり

浦安市は土地が高い、家賃が高い。なかなか一気に事業所が展開できない。それでは市になんとかつ

くってもらえないだろうかということで、このような提案文を出した経緯があります。

そのあとは、ご存知の通り、３月 11 日の大震災でこの計画が一旦凍結、進めることができなかっ

た経緯があったわけであります。

今回また新しく、その間グループホームを確か２か所。フレンズさんとあいらんどさんが立ち上げ

ていただきまして。28 人分の確保はできたのですが、前回の資料通りまだ浦安は他市に比べると、

大変遅いという結果の資料を事務局のほうから出していただきました。再度、皆さんでどうしましょ

うかって話し合いをしまして、実はこの協議会も残すとこあと１回。次回の会議で終わるわけであり

まして、なんとか１個の形の提案書をまとめたいというのも、正直言ってあります。

そこで、次の資料。議題１、平成 23 年度のこの地域支援部会での資料、事務局と私のほうでの試

案でございます。同じような、議題を一生懸命話しておりまして、グループホームを増やすためには、

なんとかならないかということで、もう一度、皆さんで協議していただきました。今から、ご説明い

たします、このような内容を、ぜひもう一回皆さんと検討して、できれば行政に提案してみたいと思

う次第であります。

先ほどの小川委員が言ってくれたような、個々の支援。各事業所の支援でありますとか、内装工事
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の問題とか、敷金・礼金等の補助の問題とか、そういう個別のものはまた詰めていくとしまして。25

年の３月の指標では、確か１：140 だったでしょうか。

橋野委員：24 年度が 170。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：170 でしたね。今年度、１つ増えたので、確か１：140 とか、150 とかになったのですが。こ

れをなんとか他市並みの１：40 とか１：50 とかの数字になるためにも、どこかで力を入れてほしい

ってとこで、行政のほうにお願いしたいなという提案書でございます。

この提案につきまして、事務局の、浦安市と基幹相談支援センターの事務局でまとめてもらいまし

て、皆さんに今ご提示していただきたいと思います。その説明を事務局からしてもらってよろしいで

すか。

西田（良）委員：基幹相談支援センターの西田です。よろしくお願いします。では、２枚綴りになっていま

す。表紙には、「地域の拠点となる多機能型グループホーム案」というふうにしてありまして、サブ

タイトルで「地域のセーフティーネットを構築する」と書かせていただきました。

今まで皆さんにご議論いただいたこと、それから、こちらから出させていただいた地域課題等々を

踏まえまして、絵とか図にしたほうがわかりやすいかなと思いましたので、昨年 23 年の１月に出し

た、最初の資料をたたきに書き直させていただきました。

真ん中に、丸い二つありますが、これは、一つの大きな建物と考えていただいて、マンションみた

いなイメージを持っていただけるといいと思うんですけど。マンションの絵の中に字入れると大変な

ことになったので、この形にさせていただきました。拠点となるような、多機能を持ったグループホ

ームが必要じゃないかという考え方です。

グループホームの人数などは、これから皆さんと話し合いをすることとなると思うのですが、どう

いった機能を持ったところかっていう説明をします。まずこれ、大きな丸が地域だと考えていただけ

ればと思います。浦安には入所施設はありませんが、浦安の市民が多く、ほかの地域の入所施設に入

っているっていうこともあります。それから、浦安ではグループホームもあります。それから、精神

病院はありませんが、精神病院に社会的入院といわれる形で、入院されている方もいらっしゃいます。

それから、アパートで一人暮らしをされている方。ご自宅で家族と一緒に暮らされている方。それか

ら、ご自宅で一人で暮らしている方とか、それは障がいのある方ですけど。あとは、地域の住民の方

たち。そういった皆様が、使える機能を持つということが大事だなと思っています。

グループホームのほうは、再三、この話にも出てきました行動援護や医療的なケアが必要な重度心

身障がい者などへの、専門的な人たちの住まいとしての機能を持つこと。

それから、自立支援型というのは、通過型といってもいいのかもれませんけども、いったん自宅か

ら、グループホームへ入って、親元から離れてグループホームでいろんな体験をしてそこから一人暮

らしや友だちと暮らすとかいうことに移っていく方も当然いらっしゃると思いますので、そういうこ

とを踏まえた自立支援型の住まい方。それから体験利用。いろんな意見の中にも出てきましたが、い

きなりそこに入るとか、それが終の棲家になるっていうのもとても敷居が高いと思いますので、体験

ができるような、お部屋ということも考えています。

それから、ちょっとマンションみたいなことを考えていると、たとえば、一般住民の方たちが、そ

こに一緒に混在してもいいのかなと。賃貸なのか、分譲なのかわかりませんけど、そんな形もあるの

かなと思いました。

その下に書いてあるのは、その同じ建物の中に 24 時間の暮らし安心機能っていうところで、今ま

で、いろいろな話に出てきましたが、グループホームがたとえ地域でやっていても、いざっていうと

きに世話人さん一人で誰か急病に対する対応ができないとか。あとは在宅で障がいがある人たちが暮
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らしている中で、たとえば失禁してしまったとか、車いすから転倒したとか、そういうときに緊急コ

ールが鳴れば、そこから人が対応するっていうような緊急支援ができるような機能が必要ではないか。

それから、医療的なケアや発達障がいの方とか、行動援護の方っていうところでは、在宅の訪問ク

リニックですとか、訪問看護っていうところが必要になってくるのであろうと。それから総合的なコ

ーディネートをする相談機能も必要でしょうし、ここまでは暮らし安心機能の中の役割だと思ってい

ます。

多目的ホールと書きましたのは、たとえば大きいホール、文化会館、会議室なんでも、本当に浦安

市はいっぱいいっぱいなんです。ゆうあいの機能のような、いろんなところが借り、貸し出して、い

ろんな活動ができるホールとかもあったらいいのかなと。それから、市民の人たちが生き返るような、

サロン的な機能ですとか、食事っていうのはグループホームの住まいの中で絶対必要なところなので、

レストランとかがあるといいんじゃないかと思いました。

これは機能の説明ですが、在宅だろうが、地域のグループホームだろうが、一人暮らしだろうが、

どこにいても緊急ヘルプが利用できる仕組み。それから、在宅からグループホームへの移行を支援す

る仕組み。それから、入所施設からグループホームへの移行を支援する仕組み。それから、グループ

ホームからまた一人暮らしへの移行を支援する仕組み。それらの機能を複合的に持った拠点的な建物

をイメージしています。

それで、ここの赤い字で支援スタッフの OJT って書かせていただきましたのは、結局、何がって

いいますと、福祉って最終的には人がつくっていくものなので、人材の育成が一番重要となります。

たとえ建物があっても、利用者さんがいるだけでは、支援者がいないと生活が立ち行かないというこ

とで、支援スタッフの OJT をしながら、ここで人材の育成も担っていくっていうことで、医療、地

域、緊急対応の拠点。そして、市民も来ていただけるような拠点がどうかと思って、まずは思いつく

こと、それから今までご意見をいただいたこと、それから厚労省の資料等も見ながら、たたき台とし

てご提案させていただきました。以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。事務局で、皆さんのご意見を参考にしながら、平成 23 年の過去の話

し合いを引きずりながら、提案をつくってもらいました。文章等については平成 23 年に下田会長が

書いた文章を、若干私のほうで修正したり、足し算したり、引き算しながら書いたもの皆さんに提案

してございます。東野地区が現状ではまだ進行が見えてないところがあるみたいでして、場所を特定

できないのですが、浦安市のどこかにこのようなものをなんとか考えてくれませんかという提案をし

てみました。

そんなことで、少し議論をしたいと思います。ここに、グループホームの定員を書いてないのはき

っと浦安市が、グループホームは数値目標として１対いくつを持って、目標として動くのかと。民間

の事業所プラスもし行政がつくってくれれば、トータルで１対いくつ、障がい者一人に対して、手帳

保持者でしたね、一人に対して１対何人ぐらい、１対 40 を目標にするのか。そこによって、この辺

の定員が決まってくると思うんですが。その辺り含めながら意見交換をしたいと思いますが、何かあ

ればいかがでしょうか。

小川（礼）委員：あいらんどの小川と申します。なんでしょう。すごく、すばらしい案だと思います、まず、

一つにまとめてしまうということの、メリット、デメリットが非常にあるという危険な感じもします。

私のほうは４月からグループホームを始めて半年過ぎまして、たくさんの課題が生まれてまいりま

した。やっぱり人と人との関係。あとは、世話人と利用者さんとの関係。ご近所との関係。そういう

ことを考えていくと、やっぱり人と人とのつながりを一番重く見てみると、全部まとめてしまうって

いうことが、もしかしたら、ちょっと冷たいイメージになるかなと思います。ちょっとゴミを出しに
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行って近所の人と会って、ご挨拶をする、犬の散歩の人と会ってご挨拶をするっていうところで、地

域との関わりが、だんだん広がってる感じがするのです。

なので、お医者さん行くとき、「どこのお医者さん行ったの？」と聞かれたりとか、そういう、地

域との関わりの中で、グループホームがだんだん育っていくのかなって最近とても思うんです。そう

いう部分で、安心コールセンターとか、緊急ヘルプサービスっていうのは、県にうちも指定サービス

取るときにも、一番最初に何度も何度も繰り返し言われて、「夜中になんかあったらどうするんです

か」っていう書類も結構書かされているので、それは、やっているんですが、やっぱり不十分な部分

がたくさんある。予想できないことがたくさんあるっていう部分では、本当に多機能型のグループホ

ームができたらどんなにいいだろうと思いますけど、本当に支援スタッフ。あとは、ちょっと事切れ

てしまうかなと思います。本当に半年経って、疲れたからやめますとか、あとは、新しくやりたいで

すっていう人とか、やっぱりいろいろ関わりが広がってきているので、小さいながらもやってよかっ

たなっていうほうが私の場合大きいです。

なので、こういう大きなものも必要かとは思うのですが、ちっちゃいグループホームをたくさんつ

くったほうが、地域と網の目のように。あとは、ご実家とそんなに離れないとか。あと、親御さんの

願いって、自分の家を提供してグループホームにしてほしいっていうのをよく聞くのですが、簡単に

できたらすごくいいことなんですけど、やっぱり制度の問題とか。あと、やっぱり親御さんと住んだ

家にほかの方を入れるっていうのは、今、私どものグループホームでも、そういう、もともとあった

ところに入ったとかっていうことではないんですけど、自分の備品関係をたくさん提供してくださっ

た方がいらして、そうすると、「自分のものだよ、自のものだよ」って、体験利用される方にもすべ

ておっしゃるので、そうすると使いづらい。ということは、あとから入居された人、親御さんのおう

ちでグループホームにしたら、そこにあとから入居された人は、誰々さんちに泊めてもらっているっ

て感覚しかないのかなって。

だから、本当に親御さんの切なる願い。将来、ここをグループホームにしてほしいってよく聞くん

です。あと、うちのグループホームがたんぽぽハウスっていうんですけど、女性専用ですけど。「男

のたんぽぽハウスは、一体いつできるの？」みたいなことをすごく言われるので、待ってる人がたく

さんいる。それも大きな望みじゃなくて、小さな望みなんです。その、小さいグループでやってほし

いっていうのが、今すごく言われていて。それだったら、小さいのをたくさんにする方法を考えたら

どうかなって思うんです。いろんな個性の人がいるので、一緒くたにまとめてしまうのが、ちょっと

不安な部分も私はあります。

神谷委員：自閉症協会の神谷です。意見というか質問というか、私がちょっとよくわかってないのだと思う

のですけど、これは、こういうすごく機能がいっぱいあるグループホーム、グループホームっていう

名前だからちょっと混乱するのかなと思うんですけど、まず一つつくって、こういうのをたくさんつ

くるとかじゃなくて、相談窓口みたいな、困ったときはそこに、みたいなところを１個つくって。で、

今までの感覚のグループホームをいっぱいつくるっていうことなのかなって、私はイメージしたんで

す。

施設とかグループホームに見学行ったんですけど、うちの子はどっちかっていうと中間ぐらいかな。

グループホーム行けるほど、やっぱりまだ自立スキルはないなって。じゃあ、施設かみたいな。狭間

の人は、結構多いんじゃないかなっていうことにちょっと気がついて、そういうときに、それでもグ

ループホームに入れてみたとして、うまくいかなかったときに自宅戻るのかっていうことだと思うん

です。そういうときに、こういう一つすごくいろんな機能があるところがあって、１回入ってみたけ

ど、ちょっとうまくいかなかったっていうときに、うちに戻るんじゃなくて、そういうとこのサポー
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ト受けながら、ここにある自立支援型とかありますけど、そういうところで練習して、で、グループ

ホームが全然駄目って、うちに戻ったんじゃなくて、そういうとこにサポート受けながら、徐々に、

徐々にグループホームで生活できるようにしていくとか、そういう施設なのかなって思いました。

発達障がいの人で自閉症の人は特にやっぱり、グループホームって最初は行っても、いろんな現実

が見えてくると、やっぱり施設なのかなって思ったりもするんです。やっぱりグループホームって、

結構ハードル高いです。

だから、小さいグループホームがいっぱいあるっていうのが、私はすごいいいと思うんですけど、

そこにまず入れるか、入れないかってところで。結局、ずっと在宅になるか、もう待てなければ入所

施設に行くかってふうになっちゃうんだったら、やっぱり、一つ大きい拠点となるところがあるって

いうのは、すごくありがたいっていうか、ニーズに合ってるかなと思う。

そしたら、そのグループホームって名前が、本当はグループホームって名前じゃないのかなと、私

のイメージですけど、もしかしたら受け取り方が違うかもしれないんですけど、入所施設じゃないけ

ど、グループホームでもない。中間のというのか、そうなのかなってイメージなんですけど、違って

るんですかね。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：案をつくった側のご意見なんかありますか。

西田（良）委員：すみません。皆さんの意見をまとめただけなので、意見という意見ではないのですが。地

域の人の暮らしっていうのは、やっぱり大所帯ではなく、本当に少数で暮らすっていうのが、人の基

本だというふうに思っています。そのように、国もそういう方向性を出して、入所から切り替えて地

域っていうところに移行してるのは間違いないので。先ほど、小川さんや神谷さんのおっしゃる通り、

小さい暮らし。だから、地域の中にある普通のおうちで普通に暮らすっていうことが、原理原則で、

これもそういう絵に。自宅とか、小さいグループホームがいっぱい書いてないからそういう風に思っ

てるかもしれませんけど。最初に私が大きいマンションを想定してくださいって言ったのがいけなか

ったのかもしれないんですけど。

ここは、拠点となる。要するに、多機能のっていう問題なので、神谷さんがおっしゃったような、

たとえば今まで課題に出てきたところも、じゃあ行動援護の人たちどうするんだかとか、重い人たち

にも入所は満床だとか、医療的なケアが必要な人たちの行き場がないとか。でも親からは自立してこ

の浦安の中で生活していく。その場をつくるためには、どんなものが必要ですかって考えて書いたも

のなんです。

移行期間をどうするかとか。つまり、親から手放さないところをどうやって自立させていくかとい

うことですし。さっき小川さんがおっしゃったような、いろんな人との関わりっていうのもすごく大

事だと思うので、わざわざこの中に、一般の市民の人たちの住まいもあれば、いいのかなっていう風

に入れてみたり。

一番大事なのは、さっきの安心機能のところだと思うんです。ここは皆さんが、ただの住まいがあ

るだけではなくって、そこにたとえば上にある程度重い人たちや医療的なケアが必要な人がいれば、

そこにやっぱり在宅のクリニックがいた方がいいだろうし、訪問看護がいた方がいいだろうしってい

うようなつくり方。

それから今、夜間安心訪問ヘルプ事業っていうのがありますが、今年度でそれは、介護保険のほう

は、24 時間の訪問随時対応型っていうのが、巡回と、随時が対応型ができました。だから、そこで

24 時間カバーはされているんですけど。障がいのある人たちに、夜、何かが起こったっていうこと

に対しては、全く途切れてしまう状況なんです。今まで、浦安市さんがやってきてくださった事業が

ありますけど。



9

だから、そこを当然ながらカバーしていかないと、在宅で一人で暮らしてる人とかの障がい者の人

たちのバックアップは、本当に誰がするんだろうっていうところは残るから、そういうところに、緊

急出動ができる体制をとっておけば、一番便利でいいのかなと思います。

これ、誰かが何かを考えたって、そういうことではなく、みんなで言ったことをとりあえず取りま

とめてみただけなので、書き方の問題として、もっと地域がいっぱいグループホームができたほうが

いいよねっていうのは、当然ながらそういうことで。

じゃあ、拠点っていうのは何が必要かっていうような話し方をしていただけると、重い人たちは誰

も見てくれないから、重い人たちのケア訪問した方がいいんじゃないとか。医療的なケアは専門性が

高いから、やっぱりそういう人たちの住まいは、こういう法的なところでつくってもらったほうがい

いんじゃないとか。そういう意見なのかなっていうふうに思って描いております。

小川（圭）委員：ダイムケアの小川です。今の話でわからなかったのは、こういったものがないとすると、

夜間の障がい者向けが、もうなくなってしまうというところだったのかな。

今、夜間安心ホームヘルプというものをやっていると思うんですけど、その介護保険の部分がそっ

ちに何か新しい事業所ができて移るっていうのは聞いてるんですけど、障がいのほうが消えるという

話は聞いてなくて。

西田（良）委員：消えるかどうかはわかりませんが。

小川（圭）委員：今後なくなってしまうので「こういったものが」という発言だったので、なくなっちゃう

のかなと思って。こういうのがないと、そうすると確かにこういうのがなかったらどうしようもない

かなと思ったりしたんですけれど。

小瀧委員：障がい福祉課の小瀧です。夜間安心サポート事業は今年度いっぱいということがもう決まったこ

となんです。とは言っても、今、障がいでこのサービス受けている方一人がいらっしゃいます。で、

今後もおそらくこういった方も出るだろうということは予測はしています。そのためにこの代替えの

制度をどうしていくかというところを、今現在検討中です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：検討中ということでよろしいですか。

上田委員：千葉発達障害児・者親の会の上田です。すごく初心者からの質問で、今年から初めてここに誘っ

てきてもらって、場違いだったらごめんなさい。こういうものをつくるっていう話を私たちがしてき

たのかなっていう、基本的な疑問があって。こんなものが突然出てきて、当事者は当惑していないん

だろうか。私は非常に当惑しているんです。なぜかっていうと、この大きなマンションのような、こ

の話なんか私たちはしてなかったんじゃないですか。すごく疑問なんですけど。

いきなりこういうのが年度の終わりに、次の会議で結論が出ますっていう、ヒュッと出てきて。こ

の話をするっていって集められたのなら、この話をしてきたんだろうが、こういうのをつくりましょ

うねという気持ちでは、私は参加してなかったし、議論の方向性も、これに向けての議論をしてはい

なかったのに、なぜこの事業案がいきなり出てくるのか、とても私には奇異に感じるんです。

小さいグループホームとか、なんでも、いろんな課題が出てくるのか、いきなりこれが出てくるの

かっていうのが一点と。それから、もしグループホーム、普通にこの議論がなくて、浦安市にはグル

ープホームが足りませんというのが課題で、それをどうやって解決していこうかっていうことなので

あれば、普通に考えると目標を立てて、それで、今住居があれば、すぐに、ほとんどすぐに入れるよ

うな状態にある人を、まず入れていくなどして。

それから、もう少しこのケアが必要で、このケアが地域に整って、入ってもらえそうな人のものを

その次の年度で整えて。で、更にそれも難しくて、もう一つ、こちらの支援も必要な人もその次の年

度に入れていって、と進めていくのが普通の定石ではないかなと思うんですけど。
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これだと、何を目指して、何を優先順位にして進めていくのか全く見えないので、その議論をして

きた覚えはないのに、なんかぐちゃぐちゃになっていると私は思うんですけど、皆さんはこの議論を

してるつもりだったんですかという素直な疑問です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：座長として言わさせていただければ、当初の話し合いのスタートは、この話だと私は思ってス

タートしてるんですが、もし皆さんがそうじゃなくて議論しているんだったら、ちょっと私の進行が、

まずいかもしれません。

当初から今回の地域支援部会については、重度障がい者についての問題を話そうっていうことでス

タートしたと思っていました。そのうちとりわけ住まいの問題について議論的にはさせてもらってき

たつもりでした。今回のまとめたのは、皆さんから、グループホームについて、こういう意見をいっ

ぱいいただきました。これを何かの形にしないと、このままずっと議論していても、また、どうする

だろうみたいなところがあると思って、一応、皆さんの聞いたことを、こんな形でまとめたっていう

のが、話の筋だと私は思っていますので。

当初の、さっき小川さんがおっしゃった、１か所にまとめるっていうことは、私も個人的にはあま

り好きではないんですが。この議論のポイントは、重度障がい者の居場所をどうしようかって問題を

議論したつもりでいました。それと、地域で、たとえばグループホームをやっていても、さっきのお

っしゃったような、一人ではとても支えきれない、どっかに応援部隊があったらいい。万が一その緊

急で対応するのがあったらいいとかね。そういう意見があったので、重度障がい者の持っている、そ

のところに対して、そういった機能があったら、地域のそのグループホームをサポートできるよねと

いう意味合いで、つくっている案だと思っていますので。これにもし皆さんが、「違うんだよ」と言

ったらちょっと私の進行がまずかったかもしれませんが、一応そのつもりで話し合いをしてきたと思

っています。

当初から、「最後には何かの形にまとめたい」ということは申し上げたつもりでして、そろそろ何

かの形にまとめないと。いや、これは違うんだと、この場ではもっとちっちゃいところに行きたいん

だっていうならば、一旦、重度の人のことを何かの形でまとめた上で、ほかに個々のグループホーム

サポートする支援体制、さっき小川さんが言っていただいた、スタートのときから運転資金の援助が

行う制度をつくったらどうですかとか、さまざまな意見を出し合って、地域のグループホームのとこ

ろについては、またサポートする体制をつくると、こういう議論するというふうにもし思っていただ

ければいいかなと思ってるんですが、いかがでしょうか。足りなければ、どうぞフォローしてくださ

い。あるいは、ご意見をください。どうですか。

浜田委員：視覚障害者の会トパーズクラブの浜田です。私はこの会議に出させていただくのは今年が初めて

なので、もういろんなこと聞いていろいろびっくりしてるんですけども。いったい浦安市には重度身

障の方は何人いて、グループホームに入りたいっていう人が何人いて、そういう人たちをどういうふ

うに、していくかっていうのがちょっとわからないんですけども、人数的なことはわかりますか。

橋野委員：障がい事業課の橋野です。障害者手帳所持者の人数で、まずご説明させていただきますが、平成

25 年３月 31 日に、身体、療育、精神の３つの手帳をお持ちの方の合計の人数は 3927 人いらっしゃ

いました。当初リーダーから 170 対１みたいなお話があったんですけど。この手帳を持っている人

に対して、近隣や県内は、どの程度のグループホームの定員があるのかという資料を、前々回にお出

ししているかと思いますが。

千葉県全体では、この３つの手帳を持った人の合計が、23 万 4010 人、24 年４月にいらっしゃい

まして。それに対してグループホームや入所施設合わせた住まいの定員の合計が、7708 定員分あり

ます。これを手帳所持者で割り返しますと、30 人に一つの定員があるというのが、千葉県全体の状
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況です。

で、お隣の市川市は、手帳所持者一人に対して、定員が 78 定員ありました。船橋市は、一人の手

帳所持者に対して 39 定員ありました。浦安はそれに対すると、その 24 年４月の時点で、170 人に

１人の定員しかないということで、単純に比較すると、もう市川の２倍、船橋の４倍遅れているとい

う状況です。

手帳所持者のうちの半分は高齢者、身体障害者手帳所持者の高齢者という状況ですので、この 3900

人全員が、グループホームが必要ということではありませんが、やはり近隣並みの定員を確保してい

くのは、浦安の、最大限に優先させなければならない課題というふうに考えています。

あと、年齢別の、今手元に手帳所持者の統計データを持っていますが、先ほどから出てきている、

重度知的、行動障がいの激しい方という話が出てましたが、ちょっとそこまでの細かい手帳ではない

んですが。ここでいわれていた、療育手帳をお持ちの方、年代別に上から見ていきますと、70 歳代

の方が８人、60 歳代の方が 16 人、この方は大体すでにもう、入所施設に入っている方が多かったで

す。50 歳代の方が 22 人、40 歳代の方が 63 人、30 歳代の方が 74 人。ここの 150 人くらいの方っ

ていうのは、地域で在宅生活している方が多いんです。ただ、保護者の年齢を反対に考えますと、も

う保護者の方が 70 歳、80 歳ということで、在宅で支えている保護者も高齢化していて、とても厳し

い状況ではないかなと思っていますので、やはりこの、今 30 歳、40 歳、50 歳。保護者の方が 70 歳、

80 歳の方の定員は確保していかないと、今の現状だと市外の入所施設をご案内するしかないという

状況です。窓口のほうでも、年に何回か市外の入所施設をやむを得ずご紹介するケースが出ています

が、やはり親御さんとしては近くで、住んでいたいというのがご希望ですので、本当に、障がい福祉

課や事業課のほうで相談を受ける職員としては、厳しい状況です。やはり、近隣の市川、船橋並みに

確保して、整備していかなくてはならないんではないかというふうに、市としても課題と思っていま

す。

浜田委員：はい、わかりました。

内村ｻﾌﾞﾘｰﾀﾞｰ：フレンズの内村です。よろしくお願いします。先ほどの、この多機能型のあくまでも私のほ

うはグループホーム案ということで、一応とらえているんですけど。

２年ぐらい前、東野地区の整備の話が出たときに、こういう多機能型みたいな拠点があったらいい

なという、ちょっとざっくばらんな話で私も出した記憶はあります。

私どもはグループホームもやってまして、重度心身障がいの方が入れるホームを一事業所で立ち上

げるってなると、ちょっと大変だと思います。なぜかというと、今、私どものやってるのは、軽度の

方で、あくまでも自立できるっていう方に来ていただいて、体験していただいて入ってもらってるん

です。その方たちは、いずれは自立できるのかなっていうことで、初は軽い気持ちで受けたんですけ

ど、こういう、重度の方とか行動援護の方とかを入れるってなると、おそらく専門職というか、それ

なりの知識のある方をそろえないと。また、世話人さんも、ただまかないをやっている方で、世話人

をやってもらうっていうのは、ちょっと難しいと思います。だから、こういう多機能型っていう一つ

の拠点になるようなところがあると、何かあった場合に、そこと連絡を取りながら。

今住まわれる方も、おそらくもう５年も６年も経つと高齢になりますので、そういう方を今度は見

るってなると、私のほうもまた大変なことなので、こういう拠点になるようなところがあれば、そこ

を使って。老人ホームじゃないですけど、そういうところにも入れれば一番いいのかなっていうのを

ちょっと思っています。

だから、おそらく、こういう拠点をつくったにしても、親御さんとか一般の方は、入所施設ってい

うふうにとらえるんじゃないかなと思うんです。なんだ、これ、浦安の入所施設じゃないかなってい
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うふうに見られるとは思います。そこのあたりは、こういう形でやるってなると、説明などしてね、

理解していただけるように、話していけばいいのかなと思っています。

小川（圭）委員：ダイムケア小川です。これ、実は私、前回もらったときに、市の職員の方に話はしたんで

すけれど。この資料は、24 年４月の資料で、県の出したものを市が集計して、こういう形で抜粋して

出していたと思うんですけれど、「手帳所持者全体をグループホームの定員で割るって乱暴じゃない？」

っていう話をしたんですよ。手帳所持者全員がグループホームに入るのかっていった、それはまず成り

立たないと思うので、お子さんから、何もかも全部入っているし、ご高齢の方も入っているといったと

き。仮に今年の、25 年度の、自立支援協議会の中の地域生活支援部会で話をするのであったら、少な

くとも直近の資料で。しかも、実際にどれぐらいの人が困ってるかっていうものを出した上で、みんな

で話し合うべきなんじゃないのっていう話をしたんですよ。

そうでなければ、今年度話をするのは、24 年の４月の千葉県の出したような資料、しかも、その障

がい者全体を、手帳所持者全体を定員で割ってっていうのは、具体的な、本当に困ってる人たちとか、

今ここにみんなが集まってる理由っていうのは、もっと、ちゃんと精査した数字で、きちんと話してい

かなくてはいけないんじゃないかと思ったからなんですけれど。

たとえば、小さなグループホームを増やす努力とかね。先ほどおっしゃっていただいたようなお金の

こととか、非常に問題だと思うんですけれど。そういったものが、ある程度積み重なっていって、それ

で小さなものができあがってきた上で、どうしてもそういったものが必要なのか。

それとも、そうじゃなくてっていうことだとすると、少なくともこれだけ、やっぱり皆さん、認識が

まだ違うんだとすると。

私、さっき上田さんがひっかかったのがちょっとわかったんですけれど。今年度、あと一回しかない

から、これをある程度形にしたいということをリーダーがおっしゃったので、そんなに意図のあること

を言ってるとは思わないんですけれど。４回やってこの会議として何かをっていうのは、理解できるん

ですが。これをって言われると、まだそこまで議論が煮詰まってきてないんじゃないかっていう感覚だ

と思います。私も実際、そう思います。

だから、小さいなところに立ち上げてもらう。先ほどおっしゃってたような形で、小さな形で立ち上

げてもらう努力をしていくことと、実際にどれぐらい本当に浦安市の中で困っている人がいて、それを

どういう形で支えていくのが理想的なのかということをみんながここで同じ感覚で考えられるように

なって、それでこれだねっていうので、こういったものを出して。案として出していただいているのは

承知しているので、これはこれで、やっぱりその、みんなの参考になるとは思うんですけれど。

あと、これに対して、みんながもっとこう思うとか、ここはこう思うとかっていうものが出た時点で、

最終的にアップしていく案なのかなというふうに思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございます。ぜひともご意見ください。

竹谷委員：、一時ケアセンターの竹谷と申します。今、皆さんがおっしゃった意見は、本当にそうだなと思

って。小さいグループホームがたくさんできていくっていうのは、地域としてはすごくいいことだとは

思います。ただ、今、ここで、浦安市の自立支援協議会の地域生活支援部会として話し合っている中で

は、やっぱり地域に住むどんな人も一人暮らしだったり、自立して暮らしていきたいなって思ったとき

に、やはり自立した生活がこういう形だったらできるよっていう部分を、やはり網羅したものをつくり

たいなって、私は思っています。

先ほどの補助金の制度とか、そういったものは、立ち上げには助かりますし、そういったところで立

ち上がってくるグループホームがたくさんできたら、それは、とてもいいと思います。だけど、やはり、

重度の方たちだったりとか、医療的なケアが必要な方たちだって、地域の中で一人暮らしをしたかった
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り、グループホームで暮らしたかったり、やっぱりその方が望む暮らしができる地域になりたいなんて

いうふうに思っているので、そのときには、どうしたって医療との連携が必要だったり、いざっていう

ときに駆けつけられるような仕組みが必要だったりっていうことは、なくてはならないものだと思って

います。

なので、やはり大きなこの地域の拠点となる多機能型っていうのは、本当にそうだなと思っています

ので、そういったものが一つ、浦安市の中にきちんとあることで、やはり市はどんな人でも地域で暮ら

せるよっていうようなことを言っていけるのかなと思うので。やはり、まずは拠点となるこういったも

のが、整備されたものっていうのが一つ、つくりたいなと、私は感じましたので、今、そのことはちょ

っとお伝えしたいと思いました。

佐藤委員代理中村氏：エメラルドサポートの中村でございます。今私も前（事業者支援制度プロジェクトの）

メンバーでしたので、ざっとは聞いていたんですが。相談支援専門員の立場としてのお願いといいます

か、考えを述べたいと思います。

宿舎設備ありきが今問題になっているようですが、それはそれで今必要として、やはりコアになる施

設がないと。

事業者がそれぞれ才覚でどんどんつくっていただく、これも絶対必要だと思います。ですけど、それ

に対するコア、要は本当に現実的なコア。また地域包括なんかもあるわけですが。そういう面で、今、

基幹相談は、いわゆる相談に関するスキルアップには非常に役立ってますけど。やっぱり、実務から見

ると、たとえばこれから外から移住してきた方。重度の方はもちろんですが、行動援護で短期入所の方

は全部対象になるわけです。

現実には、今マンションとか、アパートを借りて、一人住まいの方が多いです。そういう方の相談も

受けているんですが。やはり、自立したくているというより、行くところがないから生保をもらいなが

ら、お化け屋敷、ゴミ屋敷っていうようなケースも多いわけです。

それで本当にいいのかっていうことと、これから我々相談支援専門員は、外部からの方とか、重度の

方とか、いろいろなところからの相談をノーというわけにはいかない立場になってきますので、そのと

きに受け入れ先がないと、相談支援だけ書き上げて、はいよというわけにはいかないわけです。

私も１年やりまして、書いただけじゃなくて、そのあとのフォローが本当に大変だなと。つくづく現

実に感じているんですが。そういう意味で、実務的な受け答えができたり、専門職が常駐するような場

所は、僕は必要だと思います。以上です。

森嶋委員：パーソナル・アシスタンスともの森嶋です。なぜ、今この紙が出てきたのかっていうことを、新

しい何人かの委員の方は疑問にお持ちのようなので、記憶が間違っていたら、事務局のほうで訂正をい

ただきたいのですが。

もともと自立支援協議会っていうのは、自立支援法になってから始まっている会議なので、自立支援

法設立当時からあります。その頃から、この住まいの話については、課題として、自立支援協議会で取

り上げられて、もともと障がい者の方たちの住まいの目標っていうのは、障害者計画、障害福祉計画に

定められていました。

そのときの数値目標に全然至ってないということで、なぜ、至らないのか。どうやったらできるのか

っていうことを、当時の事務局、総合相談だったと思いますが、正しいグループホームの共同生活援助

とか、介護の報酬単価とか、地域区分とかを、実際にやったらどれぐらいの収支になるかとか、数字ま

で全部出して。これは結果として、浦安では立ち上がらない。たとえば土地が高いとか、物価がどうの

こうのとかっていう話で。なぜ、立ち上がらないのかっていうことに対して、その部分では、じゃあ行

政で支援をしましょうっていうことで、グループホーム立ち上げの開始時の補助金の制度ができた。で、
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その運営を、財政面から少しでも支援しようということで、２か月の給付が入ってくるやつを前倒しで、

概算で年度払いできるようにという支援をしていただいた。

それでも、グループホームの設置が、新しい障害福祉計画に照らし合わせて、この計画も見直しが入

りますけど、それに照らし合わせても出てこない。実際にグループホームの運営をしている人、運営し

ている事業者の方たち、新しく新規参入して運営されている人たちが、口々にやっぱり言うのは、先ほ

どからこの出てくる、この紙に書いてあるような、夜間どうするのとか、緊急時来てくれるのかとか、

重い人たちを受けるためには医療が必要なんだとか、往診の、先生たちがいないじゃないか。

もともと自立支援法とはまた別に、国のほうでは平成 24 年６月に、障がい者の地域生活の推進に関

する地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に

関する法律っていう。障がい者がたとえば地域生活をするために、何が必要なんですかっていうことを

もう一度考えましょう。そのために、国としては、法律を決めますよっていうことの法律が通りました。

ただ、そのときに、衆議院でも、参議院でも、ねじれ国会とは全然別の次元ですよ。附帯決議がつい

たのが、やっぱり親亡きあとの、もともと障がい者自体も高齢化してる人たちが地域に散見されるって

いうことと、それを支える家族介護も限界に来てるということで、それを支えるべく、地域にある制度

としては、やっぱりグループホーム、ケアホーム。

これを、どうやって、今後拡充していくのか。要するに、地域の介護力をどうやって高めるのかって

いうことに対して、早急に検討を行いなさいと。この部分のついての、要するに、これを課題と呼ぶな

らば、この課題は喫緊の課題であるという附帯決議が出ました。毎月のように厚生労働省で、障がい者

の地域生活の推進に関する議論の整備、要するにこの会議、がされてます。

もともと、浦安市の地域自立支援協議会で、もう３年前とかに話されていた、地域で暮らし続ける、

入所施設がどうのこうのっていう議論ではなくて、グループホームだったり、ケアホームだったり、在

宅だったり、一人暮らしだったりっていう方たちを、どうやって支え続けるんだっていったときの課題

としては、やっぱり緊急の受け入れとか、体験ができる場がほしいとか、専門性がどうのこのとか。医

療の部分との連携をどうするとか、相談ができる、夜中に相談したくなったらどうするとか、いろんな

ことの課題が出てきました。それと同じ議論が、浦安市の議事録を見てるんですかっていうぐらいの議

論が今されてるんです。

それで、厚生労働省、国がどうやって整備しようかっていってるのは、個々のグループホームが立ち

上がるっていう、その支援のために、財政的な部分っていうのは、それこそ国が報酬単価を来年の４月

に変えてきますから、どうしましょうかっていう議論はあるんですけど。

それとは別に、やっぱり体験の機会とか、先ほどからこういくつか課題が出てますけど、その課題を

多機能型の拠点として、地域につくるのか、それとも地域を面として考えたときに、ここでは、うちで

は体験ができます。うちは、じゃあ、緊急時の受け入れましょう。うちでは相談をやってますよ、って

いう面的な整備をするのか、単独でその機能を持った体験の機会と緊急時の受け入れだったり、相談だ

ったり、訪問事業についてるとか、訪看も一緒につけましょうっていう多機能な部分を、単独型でつけ

るのか。

そうはいっても、本当に重度な人だったり、行動障がいの方たちに特化した、ほかの地域の、民間の

事業所では受け入れがたいようなものを受け入れる。それを公が併設する。つくるっていうイメージを

持ってるみたいですけど、グループホーム。グループホームのときはもう統合されますけど、今はグル

ープホームという言葉を使いますけど、グループホームの併設型で多機能型、今出てきてるのがそうで

す。それのイメージですけど。それでつくるのか。

これ、３つありますけど、これはどういうイメージなんですかっていったときに、やっぱり面的って
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いうのは、郡部とか、土地に余裕があるとか、広いとかっていう話ですよね。この多機能型でかつ、グ

ループホーム、ケアホームを併設する型っていうのは、やっぱり都市部で集中して、そのケアが、担保

されるんだっていう形だというふうに、国のほうは、説明を出している。

なので、これは国に追いついているんじゃないか。いや、国がこれに追いついてきたっていうことと、

もともと、この数値目標のときに、障害福祉計画の委員の、僕も入ってましたけど、ほかの人のことは

あんまり覚えてないですけど、僕自分で質問したんで覚えてますけど。要するに、この数値目標という

のは何を根拠なんだ。本当に必要な人の数値なんですかって言ったときは、それはそうだろうっていう

ことと、これは、国がたとえば手帳をベース、手帳を持ってる人が分母にきて、本当と必要に、整備目

標になってる人が分子に来ると。その分子に来る、その数値のときには、単純に、その何％をここに入

れなさいっていう数値は、たとえば精神病院に入ってる人たちを出すときっていうときっていうのは、

もともとの分母が入院してる人っていう、もう間違えない数字だからあれですけど。一定の補正、要す

るに本当に必要な人たちの数値を、市町村、要するに地域で、補正をかけた数値を入れなさいっていう、

法律にもとづく、その式があるんですよ。

だから、これはこの数値で考えるしかなくって、この数値目標にもとづいて、もともと平成 23 年１

月に、当時の会長だった下田さんが、これは出したんだと思いますけど。この議論は、これを出して、

出しっぱなしで終わっちゃってるんですよ。で、行政からは、これに対する回答は、出てきてないって

いうことがあって、確か、これの最後の会のときだったと思いますけど。次の、この地域の住居の部分

を課題としてとらえられる部会に、これは継続だっていうことで、お渡しを確かしてるんだと思うんで

す。

サポートブックも確かそうだったと思う。サポートブックは、次のとこでっていうあれがあって。そ

れを、課題を整理して、これは継続審議ですっていうもともとのこれがあるので、新任の委員の方たち

にそれを伝えられてない、この情報の共有ができてないっていうのは、この協議会のちょっと今、弱点

なのかなと思うので、事務局に、この部分は要望したいとは思いますけど。

もともとこれについては、議論されてたし、これは、次の、部会で話し合って、これに対してまた、

協議会として、行政に対してものを申してくださいっていうことは、もともと附帯決議じゃないけど、

これはされてたと思うので、僕はこれはこのままで合ってると思いますし。ここに出てるのみの部分に

ついては、先ほど、神谷委員もおっしゃいましたけど、ほかに立ち上がるために、ほかの民間のいろん

なグループホーム、ケアホームが立ち上がるために、これは必要なんだっていうことと、だと思います。

それともう一点、これとは違わんと、関係はしてるんですけど、先ほども僕もっと早く言えばよかっ

たなとは思いますけど。もともと来年の４月からグループホーム、ケアホーム統合されるじゃないです

か。そのときにはグループホーム、ケアホームは、今もうどうなるかっていうのは、方針は出てて、今

は世話人さんが、サポートをする。要するに、介護まで。介護も含みますよと。本当に重度の人につい

ては、グループホームじゃなくてケアホームのほうで、個別のホームヘルパーを入れられますっていう

制度、現行は。ただ、今後がらっと変わって、自分のところでグループホームを運営する業者さん、事

業所が、介助、介護を全部やりますよっていう包括、介助、介護包括型と、グループホームの世話人は、

その計画とかは立てますけど、支援は、ほとんど外に出す。外の事業者に出します。介護外注型ってい

う形に変わるんです。

どちらかを選択しなければいけないっていうことになっているので、包括型、自分のとこでサポート

まで全部しますよっていうホームは、支援員のスキルをばんばん上げていかないと、軽度の人しか見ら

れないっていう結論になっちゃって、重い人を受けちゃっても自分のところでしか見れないこと。見な

きゃいけないんですよ、責務が発生するので。外からはヘルプが入れませんから。外注型のところにつ
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いては、外注なので、包括ではなく、自分ところは一定のところしかやらない。で、人の配置基準って

いうのと、世話人さんの配置基準が変わるんです。

多くは外注型になるだろうっていうふうに国が見込んでます。自分のところの支援員のスキルを、上

げて、そこだけで見るのは難しいんだろうということなので、外注型になる。外注型になったときに

10 対１の、今、支援員、世話人さんの配置基準になりますかね。これが６対１に変わるので、みなし

の、その暫定期間みたいなのがあるみたいですけど。６対１になったときに、じゃあ、今運営してると

ころの、世話人さんの数っていうのは、事業所として、見直しをかけなきゃいけないので、そのときに、

事業としてどうなるのかとっていう、本当に近々の課題だと思うんですよ。

その課題が、ぽんと来年の４月から来るときに、これがそのときにあるかどうかっていうのはわかり

ませんけど。この議論は、地域生活のその支援をする部会としては、これは出しておかないと、住まい

の、今あるところも大変なことになりますっていうことを、ちょっと申し添えさしていただいて、私の

意見はおしまいです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：どうもありがとうございました。大変整理していただいて、おっしゃる通り、ここに、初めて

の新任の委員もたくさんいますから、過去の経緯については、ご案内ちゃんとすべきだっていうことを、

ちょっと反省します。

新任の方もいらっしゃるので、過去からこう引きずったから、議論としてはさせてもらってますけど、

別に過去にとらわれることなく、いろいろ意見いただいて結構でございますので、今、過去のことを整

理して、説明する時間もなくて申しわけありませんが、今のこの場として、いろんな意見あれば、忌憚

なく言ってください。

いろいろな方にしゃべっていただきたいです。谷岡さん、いかがですか、何か意見がございましたら。

谷岡委員：まだ考えがまとまっていません。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：井手上さんいかがですか。

井出上委員：NPO 法人なゆたの井手上です。こういうふうに、一括で見てくれる拠点のところは、確かに

必要だとは私も思います。ただ、就労とかの浦安市の施設とかに置き換えて考えてみると、やっぱり大

きい浦安市の、きらりあさんっていう大きい施設がぽんとあるけど、大きいものが先にできちゃうと、

小さいところがやっぱり、そのあとできてこないっていうところがあるので。結局、大きいところがで

きちゃうと、グループホームとか、そういうのはもうなかなかできないのかなって、ちょっと思いまし

た。

小川（圭）委員：ダイムケア小川です。資料が 2 枚一緒に出てきているんですけど、これは東野につくると

いう想定ということで、出てきてるのかな。東野地区の再開発というのが、こっちの冒頭なんですよね。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：そうです。

小川（圭）委員：東野地区につくるという考え方を、この時点ではしていたということなんですか。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ええ、先ほどご案内しましたけど、震災がある前までは、平成 23 年の３月までに、東野地区

をどう使うか、福祉ゾーンをどう使うかっていうことをコンサルを入れてまとめるというのが、前年の

確か８月か９月くらいに発表になったんです。そこで自立支援協議会でずっと議論させてもらって、東

野地区が、福祉ゾーンとしていろんな再計画されるならば、ここにグループホーム。あるいは、こうい

った医療機能持ったものをつくってもらう提案しようとなったんですが、現状いつ動くかわからない。

なので、２枚目の、どこでもかまわないので、こういうものをつくってもらえませんかという資料にな

っています。

小川（圭）委員：ごめんなさい。このグループホームのことについてで、提案書についてなんですけど。私、

この規模がちょっとわからなかったので、当時の議事録全部読んで、読み直していったところ。今回お
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そらく、リーダー、西田さん、あとは森嶋さんといった方たちが、みんな、幹事会で話をされているん

ですよね。

全体会２回の中では、この話が、話し合われたっていうものがなかったのと、あとは、本来いろんな

ことを議論する場である、プロジェクト会の中にはこれがなかったんです。全体会のときに議事録に載

っている、その年度の各プロジェクト会とか、幹事会の活動報告。活動報告の中に、これが、幹事会の

中で話し合われているというのがあったので。全体会もしくはプロジェクト会で話し合われたというこ

とではなくって。

だから、ここにいらっしゃる方で、その幹事会にいらした方たちは、比較的このことを一生懸命考え

ていらしたんでしょうし、その感覚があるのかと思うんですけれど。そうでない、プロジェクト会もし

くは、全体会のメンバーからすると、比較的、こう唐突に見えたというのが、そのときも私はあったの

と。だから今、やっぱり、そういうふうになっちゃってるのかなというのがあるので、時間をかけてい

ろいろ話したほうがいいのかなと思いました。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：時間かけて話すのはやぶさかではありませんので、意見をいろいろ言っていただきたいと思い

ます。

西田（良）委員：はい。基幹の西田です。今、会議のあり方とか、そういう話になっちゃってますけど。私、

十分、今回の地域生活支援部会、１回目からやっている中での議論だけだったとしても、この話ってい

うのは、もっと建設的な話をしていただきたいと思います。

というのは、障がい者の人たちが、この地域の中で生きていくために、この会議はあるんです。１回

目から、事例出しましたよね。A、B、C、D、E さんまで。で、一つ一つ、本当の話を、名前を伏せて、

非公開にして、皆さんにこの現実をお知らせしました。その中で皆さんは、いろんな意見を言ってくだ

さいました。それが、ここに書いてある今日の資料のまとめです。

その中に、グループホームが必要だとか、重い人のケアは既存のグループホームでは見られないとか、

住まいといっても、施設系の整備には限界があるから、24 時間体制の緊急対応やセーフティネットの

構築など、多様なサービスを組み合わせたほうがいいんじゃないかとか、在宅支援の仕組みが必要なん

じゃないかとか、皆さんは、この会議の中でおっしゃっていたはずです。

さっきの上田さんの意見にもすごく引っかかるんですけど、軽い人からやっていくとか、そういう発

想。それから、できるところからやっていくっていう発想は、本当に障がいのある人たちの前で言える

んですかって、私は思います。本当に家で苦しんで、80 代の親御さんたちが、家族だけで抱え込んで、

本当に苦しい毎日。今のこのときだって、苦しい毎日を送っている。でも、行政は行政できっと手を打

っていくでしょう。しかし私たちこの自立支援協議会は、民間人として何ができるかっていったら、障

がいのある人たちに代わって、この現実を伝えて、同じ市民として町をつくっていくっていうことなん

じゃないかと思うんですよ。

会議がどうだとか、資料が足りないっておっしゃいますが、その事例や、先ほど中村さんが相談支援

専門員の立場としてって、おっしゃってましたし、私もその立場だったり。ほかの保護者の方たちだっ

たり。それから、本人部会の人たちからも、報告があったと思いますが、住まいとか、自分のケアをし

てくれる人がいないとか、そういうことには本当に困っているんです。だから、ゆっくりとかなんてい

うの、なんのコンセンサスを得たいのかなっていうのは、私はとても違和感があります。

この事例の中にも出しましたが、本当に自傷、他害に走っていて、親御さんが入所施設に並んでいて。

でも、それでも住まいがなくて、どこも引き受け手がなくて、一時ケアセンターに毎日、毎日かよって

くる人だっているんです。人数のことじゃないんです。多数決でやったら、障がい者は常にマイノリテ

ィなわけですから、たった一人でも困っている人がいたら、その人を助けていくのが、福祉だし。
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あまりにも、こう建設的じゃない会議は、リーダーさんにも、こう大変だとは思うんですが、どうい

う町にしたいのか。今、何に障がいのある人たちが困っているのか、地域課題を出させていただいたわ

けですから、それに則って話していただきたいと思います。

少なくとも、この部会に来るときには、障がいのある人たちのプラスにはなっても、マイナスになる

のは、本当によろしくない。ちょっと障がい者団体が、障がい種別で仲が悪いとかいいますけど、それ

は本当におかしいことで、どんな障がいの人もお互い理解し合って、みんなで助け合っていくというこ

とが、一番大事なことなんじゃないかと思うので。最初に私がちょっと「ビルみたいな」って「大きい

建物」って言っちゃったのは本当に申し訳なくて、取り消させていただきます。これが、たったちっち

ゃい２階建てでもなんでもいいんだけれど、これに対して、これが足りないよね。もっとこういうふう

にしようよとか、こんな町になったらいいよね。こんな拠点がほしいよね。でも、これはほしくないよ

ねっていうような、話をしませんか。

マイナスばっかり言っていても、障がいのある人たちは、幸せになれない。私たちが持ってるケース

の人たちは、本当にひどい状態になっているので、一日も早く、普通の暮らしをさせていただきたいと。

それが普通の権利だと、私は思っておりますので、そういう意見をいただきたいと思っています。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。どうもありがとうございます。建設的な意見の交換をしましょう。

上田委員：発達障害児・者親の会コスモの上田です。何か、私の意見が建設的でないということなのかなと、

ちょっと戸惑っているのですが。私は、建設的でないことを言っているつもりはなくて、初心者なので、

まず経緯がわかりませんと。それから、重度の方をどうします。そういえば、重度の方の住まいの整理

を今年度、話をとそういえば、最初から書いてありました。それがこれになってくると、私は知らなか

ったというのは、ごめんなさい。後ろ向きの議論ではないと思います。それが１点と。

それを言うならば、私なんかは、一番最初の西田さんが出してこられた、すごく重い人の事例が何例

かありましたが、A さん、B さん、C さん。あれをここで出して、何をするんだろう。なんの目的でこ

んなことをしているんだろうっていうのは、初回から障がい事業課さんには、疑問を持ちますと。なん

のための議題等で。もっとマイルドでたくさんあるような、共通点があるような話題ならば、いろんな

意見も出ようが、こんなに、非常にガリガリとがった一番はしっこの部分をみんなで話しても、私、精

神科医じゃないし、精神保健福祉士でもないし。

何が言いたいかっていうと、それがこれになっているのかっていって、君はその電車に乗っていたん

だよっていうならば、そうですかっていうところなんですけど。私はこの電車に乗せられているという

気はしなかった。先ほど言った意見をもう一度申し上げますが、たとえば、100 人の人に住居が、障が

いじゃなくても、です。住居じゃなくてもいいです。100 名の人に、何か不足をしていますといって始

めた場合には、じゃあ、30 人の人が、まず入れるものをつくりましょう。それから、残っている 20 人

の人が入れるようにしましょうっていって、していくのが自然ではないかと私は思ったので、そういう

のではなくて、一番難しい、一番重度の人を最優先に住居を提供するために浦安市はやっているのだと

いうならば、それは納得するというか、理解はしました。いつ、その議論を、その方向でやろうってい

うふうに決めたのかは、私は、今年初めて参加したのでよくわからないですけど、これについて疑問を

持つことが、建設的でないと思いません。

小川（礼）委員：あいらんど小川です。議会のあり方とか会議の進め方とか、いろいろあると思うんですけ

ど、最終的に私たちがここで時間をこうやって費やすことが、一人一人の障がい者の人たちにとって、

自分も明日は障がい者になるかもしれないじゃないですか。だから、本当に、ここにいる時間をすごく

大事にしてしたい。あと、上田さんの意見とかもすごく大事にしたいと思って、ここにいるんですが。

まず、グループホームと思ったときに、さっき神谷さんがおっしゃったように、うちの子が入れるよ
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うなところはあるんだろうかっていう、そういう意見を私はすぐ、キャッチしてしまうのです。

だから、神谷さんのお子さんが入りたいようなグループホームをつくりたいって、私は今、メラメラ

メラメラ燃えていて。だから、結局そういうことだと思うんです。一人一人のケースに合わせた箱もの

を、ちっちゃくてもいいからつくっていくっていうことを基本に置いて、そのためには、お医者さんが

必要だとか。職員のスキルアップが必要だとか、場所を提供してくれる人が必要だとか。あとは、その

ために相談支援の人がどうやって機能してくれるかとか、ボランティア精神のあるお医者さんはいない

かしらとか、いろいろ、こう、発掘していって、もうのた打ち回ってやっていくことのほうが、大事な

ような気がします。

こうやって議論していることが無駄ではないんですけど、情報収集をしてたり、あとおうちへ帰って

議事録を読んだりする暇が、私は実はないんです。だから、ここにバンと来ちゃって、今の議論も、す

ごく。ああ、前回こういう議論は出てなかったのかとか、初めてわかったりしてるんですけど。

実際、本当に、虐待防止法の野沢先生なんかも、「小川さん、グループホームをつくったんだったら、

今度、うちの息子が入るグループホームをつくってくださいよ」みたいに言われて、「はい、わかりま

した」って言ってしまうんです。だから、そのぐらい、本当に必要なんだなっていうのが、ひしひし感

じてるので、４人定員であろうが２人であろうが、もうスタートするには、「橋野課長、お金貸してく

ださい」みたいなことも、どんどんどんどん、私言っていっていいのかなと思って。今回、本当に補助

金、運営資金を申請して、概算ですが、お借りして、本当に助かったんです。こういうお金の使い方っ

ていいんじゃないって、とても思ったんです。

だから、本当にさっきダイムケ小川さんが言ったように、「それ、６月じゃ、間に合わないんじゃな

い」みたいなことを言って、本当に間に合わないっていうのも、やっぱりあからさまに言ってくださっ

て、答えていくっていう。最初からない、ないって言っても、何がないかわからないじゃないですか。

だから、ちょっと自立支援協議会で、公にして訴えていったことが、少しずつ実になってるっていうこ

とも、私は言いたいですし、困ったときに自立支援協議会に言うんだよっていうセミナーの講師の話、

今でもあるんです。

だから、本当に、今何が困ってるか。その目の前に 80 歳の親御さんがいて、うちの子を見てほしい

っていう今事例があって、「はい」って言ってしまっている関係で、どうしましょうっていうんで、ち

ょっとね、小瀧さんに相談しなきゃいけないんですが、そういうことなんですよね。

結局、目の前に困った人がいる。なんとかしなきゃ。箱ものをつくるには何年もかかると思うんです。

でも、民間のアパートを借りるのであれば、すぐできるかなって、ちょっとそういうふうに思いました。

以上です。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、ありがとうございます。ちょっと、ほかの議題にっていうのも、実はありまして、ぼち

ぼちこの意見は終了しまして。別に、強引に何かをまとめようとは思ってません。今皆さんから、いろ

んな意見出ました。これでいいんじゃないかって案もあれば、今の小さいグループホームをどんどん、

立ち上げるための、いろんな支援策も、議論したらどうかっていう案もありました。

ですので、事務局で今日の意見をまとめてもらって、次回もう一回議論をいたします。まとまれば、

行政のほうに、小川礼子さんがおっしゃるとおり、すぐできることと、やっぱり長期を見据えてお願い

することは、両方なければ。すぐ立ち上がるグループホームと、やっぱり３年後、４年後ぐらいを見据

えて、重度の方たちに夢を持ってもらうこと。こういう議論もしたいと思ってるので、次回の会議では、

もう一度今日の議論をさせてもらって、まとまるのはまとめたいと。

まとまらなかったら、場合によっては、もう一回皆さんにお願いして、議論する場を、年度内につく

って、議論させてもらうと。そういうことでいきたいと思いますが、今日の段階では、それでいいでし



20

ょうか。

森嶋委員：パーソナル・アシスタタンスともの森嶋です。もう一点だけ。この議論のためにお伝えしておき

たいことが、地域移行支援と地域定着支援。相談をやってる方たちはわかると思うんですけど、精神病

院から出てくるとか、入所してる人たちが出てくるっていうことの中に、刑務所から出てくると。いろ

んな人たちがいます。それに対して、国がいよいよ力を入れているので、26 年度以降、これが強化さ

れます。予算づけされる部分もありますけど、帰ってくるって話ですから、地域に帰ってきたときに、

空き家に不法滞在するわけじゃないですから、賃貸で住むのかグループホームに入るのか家族の元に戻

るのかっていう話ですから。ここには相当量の支援が入らないと、地域に帰ってきたけど問題を起こし

てまたどこかにいく、もしくは、つらくてまたどこかに帰っちゃうっていう話にしかならないんです。

だから、この部分に対しては、喫緊の課題で、お尻に火がついてるって話ですよ。その課題に、地域

の住まいの部分は巻き込まれているんだという認識をどうか委員の皆さんは持ってほしいっていうこ

とと。

来年以降変わるのが、グループホームとケアホームが統合されるっていうこととは別に、重度訪問介

護の、対象者の拡大っていうのがあります。ここは、本当によく読みこまないとよくわからないんです

けど、行動援護対象の方たちが、重度ホームに入ってくる。単純に単価が安いところに、権利が投げ出

されるのかって見てる方たちもいらっしゃいますけど、決してそうではなく、適切な支援をすることで、

居宅の中での、問題行動、行動障害の方を支え続けましょう。要するに地域で支え続けましょうってい

う。これはたぶん制度になるんです。この部分に対しても、やっぱり、グループホーム、ケアホームっ

ていうのは、住まいの場として、候補としては、この制度にはあがってきてますから、この部分に対し

ても、来年の報酬改定がどうなるかわからないですけど、課題として。

要するに、ものすごく地域にその障がいの人たちがいよいよ個なのかちょっとした仲間なのかってい

うのがわからないんですけど、住みはじめましょうっていうことに対して、国が制度を施設から転換し

てきてますから、これは本当に課題としては大きいものなのです。

かつ、今日ここにあがってきているものっていうのは、ポンと要望を出したからといって、行政批判

ではないんですよね。すぐできるのかといったときに、大変だなとは思いますから、これは、早いうち

に適切なたまを投げておいたほうがいいのかなっていうことだと思う。

それと、この、A、B、C、D の議題についてですけど、まさにこれを議論しなさいというのが、自

立支援法に定義された自立支援協議会だって話です。この議題を出すのは、当時、委託相談を受けてた

総合相談っていうことと、自立支援協議会の委員の皆さんも、ワープロでも手書きでも、事務局に対し

て、この課題、リアルに話せることっていうのは、課題として事務局に出して、自立支援協議会に話を

できる環境。今も、そうだと思っていますっていうことはプラスして、私の意見とします。

小川（礼）委員：１個だけ補足を。住まいって言っているんですけど。皆さんが言ったことをまとめた中に

は、24 時間の安心機能って書いてあるような、そのグループホームだけをつくれって話じゃなくて、

どんな社会資源が、必要なのかっていうことをここに入れているわけなので、そこはちょっとお間違い

のないように。在宅の人たちを支援していかなければいけないっていうことが。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：在宅の人も。

小川（礼）委員：在宅の人も。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい、わかりました。それじゃ、次の課題に行かせてもらいます。

前回の第２回の会議のときに、今は、重度障がい者の住まいの問題を中心に議論してますけど、そのほ

かに何か取り扱うべき課題はないですかっていう、質問をさせていただきました。そしたら、３つあが

りました。
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その内の、３つを、今ここでちょっと、意見を言った方に、説明を願いまして。今後、この場で解決

することは解決したいし、今後、これは課題で、来年以降の課題として、議論していこうねっていうの

が残れば、それはそれでまた議論したいと思いますので。

最初に、移動支援事業の運用の見直しについてっていうことで、これは確か、ダイムケアの小川さん

から前回、提起あったと思うんですが。その説明と、今日は障がい福祉課の小瀧さんにも、この移動支

援関係は、所管が小瀧さんのところなので、一応来ていただきました。もし、会話をできるなら会話を

してもらうということで、よろしくお願いいたします。

小川（圭）委員：ダイムケ小川です。前回の会議のあとに、移動支援の集団指導があって、そこで答えが出

てる話になってしまうんですが、そのことについて言うとすると。介護保険を使っていらっしゃる方、

で、障がい者の方です。ショートステイに入ったときに透析が必要だと。ショートステイ入所時に移動

支援で透析に通えないかと相談があったのは、それは使えないということで、言われたことがあったん

で。書面でも、この間、使えないということがもう一度書かれて、公的なものをちょっと、どうかなと

思いますけれど、そういったものが出ていました。

基本、制度というものはダブって使えないというのは、一般的なことではあるんですが。たとえば移

動支援で、医療保険の建物の中に入っている、病院の中のつき添いができるのであれば、介護保険の、

しかも施設入所ではなく、ショートステイというのは、介護保険の中でいうと、ケアマネさんはよくご

存知ですけれど、在宅のサービスを受けているということになるので、決してどこかに入っているとい

うことではないので。在宅のサービスを受けている方が、どうしても住宅改修しなくてはいけなくて、

体が悪くなってきたので住宅改修する間、ショートステイを利用されて、その間に、通院で、どうして

も自宅から順天堂に透析に４日間通わなくちゃいけないのが、自費になるということについて、移動支

援が使えないのはなぜということでお話をしたことです。

事務局：この点については、私が異動してきた４月あたりに、小川さんの方からご指摘いただきまして。私

も、異動したばかりでわからないながら、いろいろ調べました。その結果、小川さんといろいろお話を

しまして、これは、ちょっと使えないよ、というお話もさせていただきました。で、その場では、代替

のサービスをなんとか考えようよというお話も、確かさせていただいたような記憶がございます。

今９月 18 日に、移動支援事業所の集団指導、意見交換ということで、その中でも、規則、あるいは

そのガイドラインをお示ししまして、この中で、何かご質問はありますかというところで、この件につ

いては、皆さんご納得していただけたというふうに、私は思っているとこです。

ただ、どうしても、透析というものは何回か必要だということで、いろいろ調べましたところ、透析

やっている病院の中で、送迎サービスもやっているところもあるようですので、そういったところを事

前に利用するとか。あるいは介護タクシー等を活用するとか。いろんなサービスを考えながら、適用さ

れたらいいのかなというふうに、今は思っています。

ただ、特養。あるいは、ショートステイ。このガイドラインでも説明しますが、一日利用ということ

を想定している事業ですので、ここには、いろいろ調べましたが、移動支援を提供している自治体は、

調べたところはありませんでした。逆にもしそういったことをおこなっている自治体があるようでした

ら、教えていただいて、今後の研究をしていきたいなというふうには、思っております。

小川（圭）委員：ダイムケア小川です。たとえばショートステイで３日間だけ透析病院に通えることができ

るかというと、それは医療機関なので、受けてもらえないです。それは、現実問題難しいということと、

あと、介護タクシーを使うのに、移動支援で使うのか、介護保険で使うのか、障がい福祉の制度を使う

のかということの中の移動支援を選んだということなので、介護タクシーは使ってらっしゃいます。そ

れが、だから自費になるのか、制度になるのかということでお話した内容だったので、介護タクシーは
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使ってます。

あとはその、先ほど言いましたように、医療機関、介護保険で、介護保険も保険ですし、医療保険も

保険で、普通、医療保険が動き始めたときには、介護保険が入れないというのが常識なんですけれど。

医療保険の建物の中の通院介助が介護保険で、その、介護保険にしないから、だから移動支援でそれが

補うってことがあるんだとすれば、介護保険のショートステイの、その中に、少なくとも体だけは入っ

ているけど、在宅のサービスを受けているときに、移動支援が使えないというのは、同じことにはなら

ないのかなっていう話をしたのが一つ。

あとは、その利用者さんの側から、もしくはその周りの方から言われるのが、「ディズニーランドに

は遊びに移動支援で行けるのに、どうして透析に行かせてもらえないの？」と言われたときに、法的な

ものがいろいろあるとしても、その整合性というか、一般的な受け入れられ方として難しいのかなって

いう段階で。その整合性でいうと、先ほど言いました医療保険の建物の病院の中に入っていくときでも、

移動支援としてはつき添ってあげることができるように、浦安市は移動支援のそのガイドラインとして、

それだけのものを考えてあげているんだとすれば、ショートステイ中で、別に、そのショートステイは

当然、ステイするところなので、送迎はしてくれないので、そこから出るというサービスを提供すると

ころではないので、そこからの送迎は、法的に難しいと。

となると、そういった、その隙間を縫って、本来は病院に入ったら、看護師さんに任せて、ヘルパー

は中入れないよというのが、ずっと長いこときた介護保険の常識だったんだけれど。浦安市は、移動支

援は、通院ヘルプで。通院ヘルプに変わって、障がい者の方においては、つき添ってあげられるよとい

うガイドラインをつくっていらっしゃるので、その部分と同じ形にはまらないかということで、話をし

たと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：はい。単純な質問ですけど、今の話でいいたいのが、ショートステイを使ってる最中に、移動

支援を使って透析をしに行く。これは駄目だっていうことですよね。

移動支援は使えるんですか。単品で使ったときには。朝からたとえば移動支援を使って透析に行きま

したよと。で、仮に午前中終わりましたよと。

事務局：それはもう当然使っています。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：移動支援使って、午後からショートステイ使うことは OK なんですか。駄目なんですか。

小川（圭）委員：１日単位の報酬なんです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ショートステイが。

小川（圭）委員：介護保険の。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：なるほど。ショートステイっていうのは一日単価だから、その中で補いなさいっていうのが、

一応、その、法律っていったらおかしいけど、基本であるっていうことですか。ショートを受けたとこ

は、基本的にちゃんとそれもしなさいよっていうことを前提に。

事務局：もちろん法的にも、こういった施設。特養だと考えると、こういった健康管理っていうのは、もう

義務づけられているんです。そういったところは、サービスは絶対必須なんです。ただ、社会的なもの

については、社会生活上、便宜の提供っていうところがあるんですが、これについては努力義務ってい

う形になっているみたいなんですよ。

ただ、一つ提案なんですが、障がいのショートステイというものもあるんです。これについては、移

動支援が使えるんです。で、こういったところを今後も考えていければ、もっと使いやすいことになる

んではないかなとは思ってはいるんですが。その方とは、これからいろいろお話ししなきゃいけないん

ですが、こういった障がいのサービスをうまく活用するような方法を、考えたらどうかなというふうに

は思っています。
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橋野委員：障がい事業課の橋野です。その報酬の仕組みなんですが、介護保険のほうは一日単位での報酬の

種類しかないんですが、障害福祉サービスのショートステイは、日中学校に行っていたり、就労支援

事業所に行っていたりということ、日中活動ありというショートステイと、丸一日使う日中活動がな

しのショートステイと、報酬の仕組みが２種類あります。この日中活動ありを使えば、日中、移動支

援を使うことができます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ここで結論が出ないかもしれないので。とりあえずは、一旦いいですか。

小川（圭）委員：ただ１個だけ。介護保険優先ですよね。障がいは。

橋野委員：はい、そうですもちろん。ただ、あくまでも優先ですので、そこで介護保険に支障があるという

場合には、障害福祉サービスのほう、現在もいろいろ、高齢者の方にも支給決定して使っていただいて

ます。そこは、個別のご相談になっていくと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：じゃあ、個別ってことで、とりあえず。あとまた何かあればいただいて。とりあえずは、今の

ところはよろしいですか。

２番目のトパーズのおこなっている就労支援。今日は、マッサージのご案内、載ってましたが。浜田

さんが前回ご提案されたと思いますが、説明をしてもらってもよろしいですか。

浜田委員：なんだか、山積みの問題がいっぱいある中に、視覚障がい者としての地域の受け入れ。視覚障が

い者の就労支援として、今取り組んでいることもありますので、ちょっと何かお知らせ。時間もないこ

とですので、今までのいきさつと経過だけを、ちょっとお知らせしたみたいと思います。

最初から、橋野課長さんには、いろいろ協力していただき、いろんなことを順調に、ことが運んでい

るので、本人もとても喜んでいます。皆さんのお手元にお配りいたしましたように、視覚障がい者の、

若者。中途失明者の若者が、就職する場所が、せっかく国家試験を受けても、就職する場所が少ないと

いうことで、非常に悩んでおりまして、市のほうにいろいろ話を持っていったんですよね。そして、そ

のときに、あなた一人のためには何もできないが、後ろ盾にトパーズがいて、みんなで協力し合って、

やったらなんとかなるんじゃないかなっていうふうに、トパーズのほうに、その若者が問題をこちらに

持ってきまして、私たちは、彼の熱意ある話に動かされて、一生懸命協力するっていうことになりまし

た。

彼が言うには、高齢者のために出ている福祉の券がありますよね、障がい者にも券が出るのを使って、

少し仕事を進めたい。そして、できれば U センターで、高齢者のために力を入れたいということで話

を持ってきたんですけども。U センターは、高齢者支援課の管轄ということで、それはちょっと無理と

いうことで、橋野課長さんともいろいろ話し合いした結果、ゆうあいに空いている部屋があるので、そ

こをお貸ししたならばやってもいいということで。週に１日から始めて、様子を見ながらやってほしい

ということで、始めました。

ゆうあい委員会にいらっしゃる委員の方たちには、いろいろお話をして協力を頼みながら、今まで進

めてきました。去年の９月から始めて、まず、９月が週１日。10 月にそれを週２日、週３日にして。

そして、最後は週５日で今取り組んでおります。

彼は弱視者ですけども、４月からは全盲の方も入れて。そのときの、市からの意見として、あなた一

人のためには、駄目だけども、浦安市に住む視覚障がい者の人たちも、みんなが働けるようにしていっ

てほしいっていう要望がありましたので、それも頭に入れて、今、徐々に進めております。

PR としましては、トパーズでクチコミ。それから U センターでは、デモンストレーションを何回も

して、３年間の国家試験を受けた自信がある指圧をデモンストレーションしまして、隣でやってますっ

てことで始めて。

今のところ順調に、24 年の３月までは、徐々に順調にいっておりましたけども。４月になって、高



24

齢者のサービス券が 1000 円から 800 円に落ちましたので、そのときは、ちょっと落ち込んだんですけ

ども、いろいろ PR したりチラシを配ったりして、頑張っております。

今のところまだまだ、サービス券だけの使用、サービス券が 75％ぐらい占めておりますけども、徐々

にいろんなところの人たちにも来てもらうように、頑張って。それから、精神の人たちもたくさん来て

くださるみたいで、一般の人たちも含めて、場所もちゃんと確保していただいて、やっておりますので、

ありがたく思っております。橋野さんには、ご協力いただいておりまして、ありがとうございます。

でも、視覚障がい者で国家資格を持った人間が、今の時代では、なかなか就労ができないということ

は、日本中の問題となっておりまして、こういうふうなやり方は、日本の中では画期的なことだと思う

んです。だから、これは絶対進めていって、途中でくじけないように頑張ってほしいと思ってますので、

皆さんのご協力もよろしくお願いします。

今日はこういうことをやっているっていうことだけのお知らせをしますけども、いろいろなこれから

の課題も出てきますので、また相談に乗ってほしいと思います。皆さんそれぞれの切実な問題点がいっ

ぱいある中で、視覚障害者の会トパーズクラブとしては、今、就労支援に取り組んでおりますので、よ

ろしくお願いします。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。昨年の９月からでしたね。１年経ったんですね。

浜田委員：でも、順調に少しずつ頑張ってやっておりますので、ありがとうございます。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：すごい。お疲れ様でございます。次の「子どもから大人になるまでのさまざまな課題の洗い出

しなどについて」っていうのは、きっと時間が少し必要ですから、もう５分しかないけど、説明だけし

て、今日終わって、次に議論しますか。もしくは、時間過ぎて、皆さんがいいっていうならあれですけ

ど。上田さん、どうですか、提案者として。次回に説明して、少し意見交換した方がいいですか。何か

ありますか。

上田委員：じゃあ、説明だけ。短くやります。千葉発達障害児・者親の会の上田です。これを取り上げても

らってありがとうございます。そこにこのように出てくるとは、実は思っていないで発言をしました。

これは、今日、誤解というか、よくわかっていなかったことがわかったわけですけど。この地域生活

支援部会は、今年、重度の心身障がいであるとか、行動援護の必要な人の住まいをどうするかっていう

議題で話をするっていうことがわかったんですけど。でも、グループホームという名前に惑わされてし

まって。私の理解だと、グループホームというのは、もう少し普通の、なんていうのかな。少しの手助

けで、生活が送れるような方の住まいというふうに理解していたので、そこが、誤解というか。それで、

小川さんが、この話が私が出たときに、やってみたら大変だったという話があったので、私の子どもは、

まだ未成年なんだけど、私の会にも、小学生とか、中学生の子たちがたくさんいるんですけども。今、

たとえば学校にいるときには、学校のたとえば数学をどうするとか、英語の宿題どうするとか、友達の

トラブルはどうするとかいって暮らしてるんですけど。そうじゃ本当はいけないんだなっていうのはわ

かっているんですけど、どうしても、目先になってしまうんです。

グループホームをされているっていう人の話から、私たち、つまり、育ててる目当てがすごくなくっ

て、一応先輩の話とか聞きながら、もしくはお医者さんに通いながら、あれかこれかやるんだけども、

定型発達じゃないので、それこそ同じ病名がついていても、精神障がいの人でも同じと思うのですが、

同じ病名がついていても、たとえば、仮に、IQ 上同じであっても、やれることとやれないこと皆さん

違うので、困っています。

そのとき、究極、願いは、親が死んだあともグループホームで少し支援をしながら、生きていてくれ

たらいいなっていうのは、大体、それこそ神谷さんじゃないが、「実際に入れるの？」、「うちの子入れ

るような子になるの？」っていうのは別として、願いであったとすると。逆算して、グループホームに
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入れる。入って、皆さんともしくは自分がおかしくならないで、人にも迷惑にならないで暮らすために、

やらなきゃいけない、たとえば 100 のこととか、50 のこととか。を教えてもらったら、それを目当て

に生活ができるな。そうすると視点を、遠いところに持っていたほうが、子育ても実りがあるかなって。

何か地域生活支援部会を、今年のテーマとずれるので、ずれてることを私は知らなかったので、申し訳

ないんですけど。

ここ、私たちの会のこと、切実な部分でして、何を目当てに暮らして、この子をしつけていくか。も

しくは、何が不足しているかって。不足しているものが山ほどあって、重度の心身の方がお家で困って

るというのも、すごく切実なんだろうというふうに思う一方で、私たちが日々困っていることは、もう、

なんていうのかな、重さの上で違うとは私は思わないというのが、その、「障がい者の人の前で言える

のですか」って、西田さんに言われたのに、私は「言えます」っていうのが、私たちの子どもがどんな

に困っているかは、たぶん重い人の支援とは、全然、種類が違うんじゃないのっていうふうに思ってい

て、そこは譲らないんですよ。私たちが、譲るべきだとはとても思えない。困っていることは、種類が

違うだけであって、重さ、深さは同じだというふうに、私は思っています。

何がというと、親が死んだあと、たとえば入所施設に入れるような人であったら、究極、入所施設に

入れば、殺されることはないであろうし、本当に幸せかどうかはわからないがというところがあるが。

私たちの子どもは、たとえば浮浪者になるかもしれない、ホームレスになるかもしれないし、犯罪者に

なるかもしれないし、孤独死でご飯が食べられなくて死ぬかもしれない。

でも、そうではなくて、暮らしていくために、どんな支援が必要か、地域に足りない支援を整えるっ

ていう活動と。それから、本人に、障がいを持っている本人自身に、親だけじゃなくて、誰かの手を借

りてだと思うんですけど、この地域で生き残るために、あなたは今、何を学ばなくちゃいけないかとか

いうのを、両方やりたいな。私が地域生活支援部会に、ごめんなさい、今年のテーマは申し訳ないんで

すけど、参加してる意義づけをすると、そこをやりたいなと、私は個人的に思っていて、どうしてかっ

ていうと、そこはとっても必要で、足りてないからなのです。

18 歳で支援学校を出ますが、そのあと、たとえば、普通の人であれば大学に行ったりするかもしれ

ない。大学院に行くかもしれない。専門学校に行くかもしれない。もしくは働いたあとも、これを趣味

にしようと思って、そっちに入っていくかもしれない。バイクの話とか、料理の話に興味があったら行

くかもしれない。

だけど、知的障がいがあったりすると、興味の幅も非常に限られていくし、自分でそっちのほうに歩

いて、先生を見つけて、なんかするとかいうふうなこともしにくいし。だからその、病気のこともある

し、それから人間としてもマナーとか、豊かな暮らしとか、より高い次元の人になっていくとかいうこ

とに、支援はやっぱりないんですよ。

本当になくて、自力で見つけてこられる人はたとえば、英語がやりたいと思ったら英語の先生を見

つけてきて、あとは英語の先生が、月謝が払えるかどうかなんだけど。そうじゃなくって、そうじゃな

いところに、たくさん支援がいるので。

今趣味の話をしましたけど、たとえば掃除の仕方であるとか、自立した生活、寝たり、起きたりする、

自立の生活を、自分で自覚的に整えていくことであるとか、人とのコミュニケートは難しいと思うので

すけど、トラブルを回避する方法を、全部は無理かもしれないけど。表現だとか、謝罪だとか、もしく

は助けを求めるとか、なんかそういうスキルも必要だろうし。だから、いろんなふうに足りないと思っ

ていることを、たとえば、この洗い出しっていうふうに言ったのは、お伝えしたいのは、洗い出しのこ

とを提案したんですけど。私、伝えたいのは「私たちはここに困っています」、「そしてそこには本当に

支援がないです。使えるものはないです」と、父さんも含めて「ない」っていったらなんか失礼だから、
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すごく少ない。ほしいものに対して、すごく足りないですってことを言いたかったんです。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：その困ってることを、メモでもなんでもいいので書き出してもらって、みんなで共有をして。

今年は、重度障がい者の住まいの問題を重点的にやっているけれど、事務局に出してもらって、次回の

会議のときに、どこの部分の何に困っているのかみたいなことをやっていただくと、ひょっとしたら来

年の議題として、皆で一回議論をするとか。

ですので、資料として出していただくと助かります。今日は質疑もできなくて申し訳なかったです。

時間配分間違えました。では、これで第３回終わりますが、事務局から何か連絡事項ございますか？

事務局：お手元にございますチラシ、１２月８日に「壁なんて破れる～パラリンピック金メダリストの挑戦

～」と題しまして、初めての日本人のパラリンピック金メダリストの大日方邦子さんをお招きして、お

話をうかがうことになりました。こちらは浦安市自立支援協議会の主催事業ですので、ぜひご参加をお

願いいたします。

こちらの講演は、一般の市民の方を広く対象とはしておりますが、当事者の方、ご家族の方、支援者

の方にもぜひ聞いていただきたい内容となっております。近日中にチラシも刷り上がりますので、周知、

広報のご協力を何とぞよろしくお願いいたします。

また、「ハッピーダンス・みんなでダンスを楽しみましょう」というイベントなのですが、これは市

P 連、浦安市の PTA 連絡協議会の OB の方が集まりまして、企画した事業です。プロのダンサーさん

をお招きしてのステージで、障がい者の方とそのご家族、支援者が対象になってきております。ぜひ、

周知にご協力お願いできたらと思います。本日、チラシをお預かりしていますので、お帰りの際にお持

ちいただければと思います。

西田ﾘｰﾀﾞｰ：ありがとうございました。次の会議は１月の予定ですね、日程は改めて。小川委員、移動支援

の件、結果がわかったら、ぜひ発表してください。でうあ、今日は終わりますありがとうございました。



平成 25 年 10 月 29 日（火）

午後２時～

文化会館中会議室

浦安市自立支援協議会第３回地域生活支援部会

１．開会

２．議題

（１）第２回地域生活支援部会での課題整理

（２）今後取り扱う課題について

３．閉会



議題１資料（１）課題整理票

事例の概要 課題 主な意見等

A さん

統合失調症で入院中。

退院後の生活を考え

る時期に来ている。

○入居施設の不足

退院後の住まいが無い。退院

後は服薬管理等の支援が必要

で、本人はグループホームで

の暮らしを希望しているが、

市内のグループホームは万床

で空が無い。

○浦安市は、事業所が 4 名以上の利用者を受け入れるグループホームを立ち上げる場

合に立ち上げ資金の補助をしているが、その補助金を活用して事業所がグループホ

ーム立ち上げるだけでは、1 年に 4 名分の住まいしか増えない。

○住まいと言っても施設系の整備には限界がある。24 時間体制の緊急対応、セーフテ

ィネットの構築等の多様なサービスを組み合わせた複合的な在宅支援の仕組みが必

要ではないか。

○グループホーム、ケアホームの立ち上げは必要。市内には切迫した親御さんのニー

ズがあるが、建物を確保する上で、不動産屋への啓蒙活動が必要。容易に物件を借

りることが出来ない。

○グループホーム、ケアホーム運営事業者だけでは対応しきれない問題がある。住ま

いが確保されても、たくさんの支援が必要。相談員が市内の支援事例を共有して、

基幹が取りまとめるような機能が必要。

○国保連からの入金は２か月後。運営資金の捻出は大きな課題。

○市内のグループホーム、ケアホームの定員は 28 名。すべて万床になる。

B さん

自閉症の方で、パニッ

ク時の自傷、他害、器

物破損が続いている。

○ヘルパーが不足してい

て必要な支援が提供され

ていない。

○障がい特性に合った入

所施設、短期入所施設に空

きがない。

○在宅が困難になっても、

障がい特性に合った居住

環境が無い。

○小さいころの子育てにおいて保護者が相談できる専門相談機関が必要だが、市内に

無い。

○行動援護事業者が少ない。必要な支援を必要な時に得ることが出来ない。市内に行

動援護事業者が１つしかない。

○強度行動障がい、障害が重い方たちへの実践研修の機会が無い。

○日中一時支援事業で、個別に支援員をつけることは難しい。

○強度行動障がいに対応できる施設は県内に１つしかない。数十人が入所待ちの状態。

Ｃさん

重度心身障がいがあ

り、すべての日常生活

動作に支援が必要か

つ医療的なケアが必

要。

○深夜・早朝・泊まりで重

度の方のケアを担えるヘ

ルパーの不足

○医療的なケアを提供で

きるヘルパーの不足

○重度の方が入居できる

グループホーム等の不足

○医療的なケアを必要とする２、３歳ぐらいの小さいお子さんが増えている。

○深夜、早朝、夜間、泊りのケアを担えるヘルパーの不足。

○医療的ケアを実施するための研修をうける時間、経費を事業所として賄う事が大変。

医療的なケアを受けるための講習を受けるための事務手続きも膨大。命に直結する

ケアを担うヘルパーに特別な手当をつけることもできず、事業所としては、ヘルパ

ーに頭を下げて医療的なケアに従事してもらっているのが現状。（現場に出るヘルパ

ーへの心理的、実務的な負荷が大きい）

○重度の障がいのある方を受け入れるためには、車いす、福祉用具や医療機器などの

配置が必要など、住宅事情によって制限がある。

○日中一時支援等に看護師を配置するための補助制度があるが、看護師がなかなか見

つからない。看護師の配置は容易な事ではない。

Ｄ・Ｅさん

重度知的障がい、軽度

知的障がいの姉妹。

親亡き後、家でくらす

ための支援の不足。

（補足）

自宅をグループホー

ムにすることを検討

している

○親亡き後、暮らしていけ

る家があるのに、支援をお

こなうヘルパーが不足し

ている。

自宅をグループホームにする場合、

○世話人やほかの利用者さんが入っても自分の家で安心して生活できるかという課

題はあるが、環境が変わらず人だけが変わるという意味では、スムーズな生活を

していけるのでは。

○リフォームが必要ではないか。

○外部から入居者を受け入れられるのか。

○親の住まいはどうなるのか。



議題１資料（２）

グループホームについての意見のまとめ

（入所前の情報提供・訓練等）

○家からグループホームに移ってうまく切り替えができるかという不安もある。

○預けることに不安を感じている親御さんもいるので、実際にグループホームを運営してい

るところに実体験などの情報提供をしてほしい。

○親御さんがどうしても自分たちで抱え込みすぎてしまって、お母様とお父様が他界された

あとにどうしたらいいかなというところで手放してしまうというところが一番大きな問

題ではないか。もう少し小さいときから地域でいろいろなことを検討しながら社会人にな

って地域と共に生活できるようなところを今後作っていければ。

○グループホームに入ってきてから訓練したり、親が亡くなってから急激に生活が変化する

のではなく、それ以前にショートスティなどでグループホームへの入居を想定訓練を受け

ていけないか。

○どんな課題があって何歳までにはこれができるようになっているといいなど、これができ

ないと地域での暮らしは無理というような洗い出しが必要。

○親が生きているうちから関わっていって、道すじを作っておくのも親の義務かと思う。

（制度）

○面積等の規定などを取り払うことが出来ないのか。

○65 歳以上の人は入所、65 歳以下はグループホームという今の制度は、仕組みとしては妙

ではないか。

（人材）

○行動援護のヘルパー事業所が一つしかない。行動援護の方たちが地域で暮らせるようなグ

ループホームがない。例えば市が行動援護について独自で加算をつけるなど、ヘルパーを

増やす工夫が必要。

○不足している早朝・夜間・泊まりができるヘルパーをどうやって集めていくか。



（他の福祉サービスとの連携）

○在宅の事業所がなんらかの形で入ったり在宅のほうに出ていけるような形にできないか。

できるだけ在宅も入れて、在宅と行き来ができるようなものにしていけば、在宅からグル

ープホーム・ケアホームを支えていくこともできるし、お互いに何が必要かが見えてくる

のではないか。

○日中の余暇だったら、自立支援の給付と地域生活支援事業は併用できるはずなので、日中

どこかに余暇に来た人は移動支援を使う、行動援護類型の人は行動援護を使うなどサービ

スを併用していく。

○どうしても必要な場合は、サービスを使えるように移動支援の運営の仕方をある程度見直

していくのは必要か。

○福祉の現場全体が疲弊している。グループームも世話人が１人でやっているが、どんなに

優秀な世話人でも４人の安全を担保できない。夜中に何かあったらオールマイティなヘル

パーが来てくれるシステムがほしい。

○グループホーム、ケアホーム運営事業者だけでは対応しきれない問題がある。住まいが確

保されても、たくさんの支援が必要。相談員が市内の支援事例を共有して、基幹相談支援

センターが取りまとめるような機能が必要。

（ＱＯＬ・日中の活動・余暇）

○環境や関わる人が変わっていっても生活の質がキープできるのか具体的に考えていけれ

ば。

○日中にすごせる場所や土日の余暇がないと回らない。住まいだけでなく活動や余暇の場が

必要。

○仲間がいない。

（土地・建物）

○浦安の特徴は、家賃が高いことと土地がないこと。かなりの資金がかかるので、市がどこ

まで提供できるのか。

○自宅をグループホームに改造する場合もリフォームが必要。

○市独自でのモデルケースのグループホームを作ってはどうか（例：高齢者では、９人ユニ

ットの例がある）



（公的施設の必要性）

○同じ障がいでも入所を断られたりすることを聞くと、民間だから入れないというのが通る

のか、これが公的な施設だったらどうなのかと思う。都内や他県では作業所的なものもあ

り訓練もできる大きな施設があることを聞くと、なぜ浦安ではそれがかなわないのかと思

う。

（運用）

○行動援護類型の人も本人がどこに住みたいか誰と住むかを決めていいと法律に明文化さ

れた。行動援護が必要な人が２人入って権利を主張されたときに、世話人１人では難しい。

24 時間体制に近いぐらい何かしなければならないのでは。

○国保連からの入金は２か月後。運営資金の捻出は大きな課題。

（啓発活動）

○建物を確保する上で、不動産屋への啓蒙活動が必要。

○軽度の方たちが地域で住むことができるように、絶対的多数である地域の人たちの協力等

が得られないか。



議題２資料

今後取り扱う課題について

第２回地域生活支援部会で提案された課題

１．移動支援事業の運用の見直しについて

２．視覚障害者の会トパーズクラブでおこなっている就労支援について

３．子どもから大人になるまでの様々な課題の洗い出しなどについて







＊第３回地域生活支援部会当日配布資料

議題１資料（３）平成 22 年度浦安市地域自立支援協議会第９回幹事会資料

平成２３年１月１７日

浦安市長 松 崎 秀 樹 様

浦安市地域自立支援協議会

会長 下 田 直 樹

東野地区再整備計画についての提案書

初春の候、貴職におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

日ごろより市民の声を積極的に市政に反映くださるなど、浦安市地域自立支援協

議会の目的である「障がいがある人もない人も市民の誰もがともに暮らせる共生社

会の実現」への基本となる政策にご尽力を賜りまして心より感謝申し上げます。

ご存知のとおり当協議会では、事業者、雇用、教育、医療等の関連分野の関係者

をはじめ、障がい当事者や保護者が地域課題の解決に向けて各種協議を重ねており

ます。

その中でも、昨年度から継続的に協議している障がいのある方の住まいの不足に

ついては、市の委託相談支援事業者である浦安市障がい児・者総合相談センターに

寄せられた当事者の声や家族が持つ将来への不安（特に重度の障がい者）など、切

実な問題として浮き彫りになっています。

その背景としましては、市内にグループホーム・ケアホーム等の社会資源が１ヵ

所しかなく、様々な理由で身上監護を担っていた家族が機能しなくなった障がいの

ある当事者は市外の施設に頼らざるを得ない状況があります。実際に、約７０名の

方が浦安に住む場所が無く市外で暮らしています。親亡き後の生活の場としては、

本来ならば生まれ育った身近な地域で安心した生活を営むことが望ましく、市内に

安心して暮らせる場所がない現状では、障がいのある当事者、家族の不安が拭い去

れない状況にあるものと思われます。

住まいの不足、暮らしへの不安を解決するためには、障がい者が真の自立に向け

て地域で安心な生活を送るために欠かかすことのできないグループホーム・ケアホ

ームの拡充はもとより、居宅介護の必要な方も含めた生活支援の拠点となる機能を

有する暮らし安心支援センター等の整備が重要なものであり、且つ急務であると考

えております。

このような状況を踏まえまして、東野地区の再整備に向けた構想の策定におきま

しては、次のような機能を有する福祉ゾーン設置のご検討を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

１．暮らし安心支援センター（安心コールセンター）の整備

（重度の支援が必要な人たちや医療的なケアを支援する拠点施設：別添資料）

２．グループホーム・ケアホームの整備

（特に重度障がい者を対象としたケアホーム）

３．交流スペースの整備

(当事者団体等の集いの場）



安心コール【暮らし応援】センター
ＧＨ、ＣＨ
の増設

アパート
マンション

自宅

○近隣トラブル対応
（騒音、人間関係）

○契約更新や住み替え
の支援

○緊急対応【ヘルプ
コール対応】

○自宅からケアホーム、
グループホームへの
移行支援

○緊急対応（ヘルプ
コール対応）

○夜間、日中
の緊急対応
【ヘルプ
コール対応】

○地域のＧＨ、

ＣＨのバック
アップ、立ち
上げ支援

安心コールセンター基本的役割
①緊急コール対応 ②緊急時支援
③緊急時ステイ ④プリステイ ⑤行動援護、
重度心身障がい者等への専門的ケアステイ
⑥支援スタッフのＯＪＴ ⑦医療スタッフの配置

クリニック
訪問看護

24時間支援

総合的
相談機能

24時間支援

多機能な
拠点（東野）
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